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○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 総務課長の方から発言が求められておりますのでお許しいたします。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 先ほど１件ですね、吉田委員さんのご質問の中で資料をお伝えしまし

たけども、その中で一部ということで、精査してということでお答えしていました。先ほどお答え

した中で、小中学校 2,314 万 3,000 円ということでお答えしておりますが、中身はですね、ご質問

のいわゆる純粋な清掃ということではなくて、中身は公務生にお願いしている人件費的なものの委

託料ということで、予算も小学校管理経費、あるいは中学校管理経費の中に入っておりまして、項

目は軽清掃業務委託料という名称で入っております。中身は先ほど言いましたとおり公務生という

ことで、純粋な清掃ということではなくて雑役を含めて小破修繕、あるいは、校舎外の清掃を含め

てと言いますか、除雪作業を含めてということで、ご質問のある純粋な清掃業務と言いますかね、

それは若干違いますけども、その部分はそういう形で抑えていただければというふうに思います。

以上です。 

○委員長（及川保君） それでは引き続き、総務費の方を。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。26 ページの広域行政について、お尋ねをいたしたいと思

いますけれども。先ほどの町長の総括の中にも広域行政のことが書かれていました。当然、町政執

行方針の中にも書かれているわけですけれども、私自身はこの広域行政は必要だということ、それ

から、観光、消防だとか、産業関係で言えば、農協、漁協の関係等々を含めて広域的な行政をやっ

ているということは十分承知をしております。そういう中でですね、「自主自立のまちづくり」の中

で広域行政の果たす役割は極めて大きいと。あらゆる行政課題の解決の手法として可能な限り広域

行政に取り組むのだというような町政執行方針なのです。その中で、移住・定住対策、福祉対策、

観光、産業振興、災害対策と、こういう項目を挙げて取り組むというふうになっているのですけれ

ども、この成果と言いましょうか、１年間の予算の伴う広域行政の成果をどういうふうに抑えてい

らっしゃるか、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） この広域行政につきましては、隣の登別、あるいは苫小牧、近隣の

市町村が共同でまちづくりを行なうという点でございます。その中で防災だとか、観光、そういっ

た面の成果でございますけれども、まず、防災につきましては、防災センター。これはまさに直接

わが町にできるわけですけども、開発局の方の実施という中で、これは樽前山の噴火対策というこ

とで広域的な行政の観点で設置されたということでございます。 

 それから、観光でございますが、これにつきましても登別との共同の商品開発と申しますか、そ

れぞれの持ち味を生かした、向こうは宿泊、うちは体験といったような、そういう役割分担を持っ

た商品開発をしていると。そして、多くの観光客を呼ぶことに繋げるということで心づもりをして

いるところでございます。 

 そういった部分でですね、今、例として挙げてございますが、まだその他にも広域でやらなくて

はいけないということは、これからもまだまだあると思います。これから広域行政につきましては、
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そこの町に、今、北海道というのは一つの町が大変広いということで、自分たちの町で全てをやる

というまちづくりが今まで、やはり町に大きな負担を課しているというのが現状でございました。

ですから、そういった面ではやはり隣の町との連携というのが、これから、よりスリムな、効果的

なまちづくりに繋がるということで、これからも広域行政につきましては積極的に展開していかな

くてはいけないと考えております。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。今、答弁ありましたけれどもね、この町政執行方針で言

っているのは、「あらゆる行政課題の解決手法として可能な限り広域行政に取り組む」と、こうなっ

ているのですよ。何を言いたいかと言いますとね、一般的なものとは違うと差別化しているのです、

ここでね。一般的な政策方針とは違って、あらゆる行政課題の解決方法として広域行政をやるのだ

よと。ということは、新たな視点で去年度は、私は取り組んだのではないかと。確かに防災センタ

ーは今、言われたように、こういう部分に入ると思うのですけれども、総合的な部分で言うともう

ちょっと積極的にね、例えば、ここで言っている、移住・定住対策や福祉の施策の部分、それから、

産業振興の部分も民間が先にやったことであって、観光について言えば、町が主導的にやったとい

うふうになるかもしれませんけれども、他の部分についてはやっぱり民間の方が主導しているよう

な気がするのです。ですから、そういう意味で、あらゆる課題の解決方法ということで言ったら、

政策的にここの部分はどの程度進んだのかと。それが本当に今、言われたように、北海道は広い土

地だということで言えば、財政の面から言っても広域行政の果たす役割というのはものすごく大き

いと思うのですよ。ですから、もっと打ち出しをね、これだけ打ち出しているのだったら、具体的

なものでもうちょっと進まないと駄目ではないかと思うのだけど、どうですか、その点。 

○委員長（及川保君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 私の方からお答えいたしたいと思います。言われるように、やはり町長

が言っている、これからの広域行政のあり方というのは行政の考え方ばかりではなくてですね、住

民一人ひとりの感覚というのは、当然、時代とともに広域になりまして、考え方もグローバルにな

りまして、広くなりまして、現実に白老町民の方は日常生活に大きく苫小牧市に頼ったり、それか

ら、登別市に頼っております。そういう面で行動範囲というのが非常に広くなってきておりまして、

従来で、白老町だけで物事を考えた中で住民のニーズに対応できるというのは、十分な効果を出せ

ないような時代になってきたというふうに思っております。そういう面でこれからもますます、そ

の傾向が強まるというふうに思っています。例えば観光一つとってもですね、やはり外から来る観

光客のニーズを捉えますと、白老だけの観光資源だけで十分満足するような形にはもうならないだ

ろうと。それは登別さんと共同することによって、いろいろな形の観光を体験し、旅行者の気持ち

をいかにして満足させるかというような形のいろいろな多様性が出てきたというふうに思っており

ます。また、例えば医療の関係もですね、やはり、これからは医療施設があるということばかりで

はなくて、やはり十分な高度医療というものも町民の方は求めているのではないかなというふうに

思っております。そういう面の中でこれからも、医療・福祉に関してもいろいろな形で広域の行政

というものはやって行かなければならないだろうと。それによって、やはり町の今までもかかって
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いた費用についても、町民が高度医療を受けることによって納得してくれるということであれば、

そういう面で財政の負担も軽くなると。そういう面では、全体的には広域医療というのは大きい貢

献をするのではないかなというふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。私ちょっと具体的にね。これがあっているかどうかは別

ですよ。例えば、もうちょっと大きく進める必要があるという意味なのですよ。ですから、医療の

関係と消防の関係は、今、国や道が一定の方向を出そうとしています。ですから、最終的には例え

ば、一部事務組合になるのか、何になるのかはわかりませんけれども、そういう方向が出ているの

ですよ。しかし、例えば医療の問題で言えば、奈井江なんかを中心とした空知の場合はもっと早く、

形が違うかもしれませんし、条件違うかもしれません、しかし、そういうことを実際として取り組

んでいるのですね。ですから、私は広域行政というのは白老町でもっと改善しなければ駄目な部分

があるとしたら、そういうことを早く自治体がやっぱり、周りはみんな市だけれどもリードしてや

れること。もっと言えば、例えば農協の関係で言えばね、白老牛という商標登録を取ったのであれ

ば、札内だとか、樽前というのが、わかりませんけれども、そういうことを包括して松阪のような

形で一定の量をちゃんと白老牛で供給できる。これは話をしていると、前にちょっと聞きましたけ

れども。樽前牛という名前で売っている牛なんかほとんどないわけですから。ですから、それは漁

業も同じです。今のマツカワなんかもそうだと思うのですけどね。もうちょっとこっちが主導的に

大きく広域行政をやれるようなことを考えるのかなと、この町政執行方針を見る範囲では思うので

すけど、去年やられた中身では従来の枠を超えていないような気がするのですよ。そこら辺をもっ

と私はやらないと、今の財政含めて、乗り越えて行くのは大変だと。そういう意味での広域行政の

考え方というのはありませんか。 

○委員長（及川保君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 町長も常々言っておりますけども、やはり、この東胆振、中央胆振の中

でいろいろ広域行政をする上で、やはりリーダーになる町というのが当然、必要になってくると思

います。それでは、どこかと言いますと、やはり苫小牧市だろうというふうに思っています。それ

で、これはこのような場所で言ってよろしいかどうかわかりませんけども、やはり苫小牧市は今ま

でちょっとごたごたしておりました。町長の方もいろいろと苫小牧市との協議の中に伺ったのです

けども、なかなか意見の一致をみないと言いますか、そういう状況ではなかったということで、町

長の気持ちとしてはさらに進めようと思っていましたけども、今回、新しい市長さんにもなりまし

たし、その辺の意志の疎通を図るということで、今後については具体的な何らかの形が出来上がっ

てくるのではないかと思っております。そういう面ではやはり過去３年間ぐらいはそういう面で苦

慮したというようなこともちょっとご理解いただければというふうに思います。だからと言って、

これからはそのような状況ではなくて、これからはやはり協議を、連携を深めましてやって行きた

いというふうに思っておりますのでご理解いただければというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） すみません、委員長の許しを得て、４回目です。私が言っているのはね、
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白老町がリードして出来ないかということなのですよ。あちらは 17 万ですよ、こっちは２万ですよ、

人口から言ったらそうかもしれませんけども、政策的にリードすることというのは、私は可能だと

思うのです。それはもちろん、それだけの習熟度が必要です。向こうの方がたくさんいるわけです

から。だけど、それぐらいの高みで物事を考えないと、これからの今の財政状況を含めてやって行

くということの中身で言えばですね、私はそれぐらいの高みで物事を見なければ駄目ではないかと。

モチベーションを上げるというのはそういうことではないかと思うのだけど、その点だけ。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 政策的リーダー、このリーダーシップをとるという部分、そこの意

味するところはいろいろな形で考えられると思いますが、基本的には、私はこういうまちづくりは

広域的にやりましょうと、そういう考え方をですね、その部分を隣の町に広域的に投げかけ、やろ

うではないかという、そういう意味でのお考えでしたら、それはもうそのとおりだと思います。た

だですね、全てリーダーをとればいいというものではないと思うのです。それはやはり、そこの町

の抱えている課題、それを解決するためには、この部分についてはこの町にお願いする、ここが主

力的にやってもらうとか、そういうことがあると思う。ですから、例えば給食センターだとか、こ

れから建て替えとか出ていますよね。その部分では、それでは、どこにお願いするかだとか、ある

いはうちでリーダーシップとって、他の町の補完してやるだとか、各論ではいろいろ出てくると思

います。ですから、その町の持っている特色を生かした中でこの部分についてはうちがリーダーシ

ップをとりましょう、あの部分については隣にお願いしましょうと。私はそういう形で進めて行か

なくてはいけないと思っております。ですから、その部分につきましては、これから、課題解決い

ろいろして行かなくてはいけない。そこの部分におきましては、そういう大渕委員がおっしゃるよ

うな考え方に基づいて課題を解決していくという方向で行きたいなというふうに考えています。 

○委員長（及川保君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 私の方からお答えしたいと思います。言われるとおり、全くそのとおり

でして、今までも、ご承知だと思うのですけども、東胆振の広域圏の会議の中だとか、それから、

地域連携会議というのを組織されております。その中でやはり白老町として、これは広域でやるべ

きだろうというようなお話も提案しておりますけども、まだ具体的な形になってはおりませんけど

も、そういう組織の中でこれからも白老町の意見として連携を図るべきものは連携を図るというよ

うなことで積極的に提案していって、取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上で

ございます。 

○委員長（及川保君） 他。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 31 ページの納税奨励経費のところでちょっと伺いたいと思います。納税貯

蓄組合連合会の補助金は、この間、まちづくり懇談会でも出ておりましたけれども。 

○委員長（及川保君） ちょっと待ってください。まだ進んでいませんので、そこまで。 

６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ６番、土屋です。自治振興費について、ちょっとお聞きしたいと思うの



 - 5 - 

ですけれども、29 ページですね。この中に町内会活動育成経費がありまして、結構、町からの補助

金が相当数占めるわけなのですけれども、現在、町内会活動の実態として、この中にも町内会長さ

んが何名かおられると思うのですけれども、私の視野が狭いせいなのか、町内会そのものの活動と

いうものがあまり見えてこないわけなのですね。新年会、それから、花見、総会、あと、クリーン

作戦。ほとんどはそういう多岐にわたってそうなのかどうかわからないのですけれども、本当に形

として見えてこない。こちらが提言しても、あまり変わらないという部分があるのですけれども。

その中において、町の財政が厳しい中でこれだけ補助金に頼っている部分もあるということでね、

私の記憶でいくと、過去には町内会で廃品回収をして、それぞれの活動費を捻出したりしたことも

あったわけなのですけども、最近それがあまり見られないということと、それから、ある程度やっ

ぱり町内会、町民に対してもそうなのですけれども、今の財政状況の中でやっぱり必要最低限と言

いますか、町が持ち出せる部分というものを低減するということはいかがなものかと、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 土屋委員の方から町内会活動について。町の方から町内会運営補

助を世帯割で補助を出しております。これの見直しについてのご質問というふうに承りました。町

内会はそれぞれ 108 団体ありまして、それぞれ特色ある活動をいたしているというふうに承知して

おります。また、その中で古紙回収等、事業を行なって活動費を賄っているところもあるように聞

いております。その中で、この町の運営補助をどの程度削ったらいいのか。これはちょっと連合町

内会等を通して、どういった形で節減していくのか。また、予算時期になりましたら、来年度予算

の予算編成方針、こういったものが出てくると思いますので、そういったものを加味しながら、連

合町内会とも相談しながら、決めていかなければならない事項ではないかと、このように考えてお

ります。 

○委員長（及川保君） ６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ６番、土屋です。なぜ、私がこれをお聞きしたかと言うと、そこそこの

町内会で独自の手法があるのでしょうけれども、総会時におきまして結局、町内会費から飲食を伴

う総会という形になっているわけですね。やっていないところもあるのですけども、そういうとこ

ろもあるわけなのです。私が思うには、純粋にやっぱり町内会活動に使うお金がそういうところに

も使われているということ、それが町として、どのように取られているのかなということなのです。

そのことに関して、上手に町内会費を運用して、そこから出しているのでしょうけども、やっぱり、

そういうあり方はいかがかなということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 町の方から出ている運営補助で飲食を伴うような、そういったこ

とが限らないというふうに、先ほど申し上げたようにですね、古紙回収とか、その他事業で賄って

いる部分、あるいは会費を徴収してやっているわけですから、その運営補助の中でやっているとか、

これはなかなか見分けというか、区分けはしづらい部分があると思いますし、当然、町内会活動は

その地域の親睦的な部分もございますので、全くこれは駄目ですよという話にもならない部分では
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ないかと、このように考えております。あまり行き過ぎなければ、町内会の活動として多少やっぱ

り意見交流の場としても、それは許される範囲ではないかなというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、次に進みます。 

 31 ページ、2 項町税費、１目賦課徴収費から、37 ページ、６項監査委員費、１目監査委員費まで。

決算書は101 ページから108 ページまでです。 

 質疑のあります方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 失礼しました、先ほどは間違えました。31 ページの納税奨励経費の中で、

補助金として納税貯蓄組合連合会の補助金は無くなるということは伺っているのですが、町内会納

税啓発補助金というのがあるのですが、これはいつ頃から、どういった目的でされているのか。そ

して、その効果はどういうふうに捉えられているのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） いつからスタートという部分ではですね、今現在の制度は納税貯蓄組合

を設置している町内会に対して、それを基礎として、町内会の自治振興補助金の中の一部として納

税啓発補助金ということで行なっています。確か、年度ははっきりしませんけれども、環境衛生の

補助金を合わせて一括して、平成10 年以降に納税貯蓄組合の直接補助から、各町内会経由という形

で切り替えしたかなと思います。これは以前の道税貯蓄組合の補助金が予算ベースですけれども、

納税貯蓄組合の組合員あるいは納税額というものを基礎にして、こうしたものから段々口座振替に

切り替わり、納税貯蓄組合の果たす役割が段々小さくなってきたと。決して、無くなったというこ

とではなくて、小さくなってきたと。そういう経過を踏まえて、町内会の中で納税啓発を行なって

いただきたいと、そういう考え方からスタートしている部分でございます。 

 それで、18 年度の現状を申しますと、108 の町内会があるのですけども、実際、納税貯蓄組合の

数が 91 団体ということになってございます。そういうことで、18 年度については当初スタートし

た考え方に基づきまして、１町内会につきまして、平等割で 5,000 円、人員割では組合員に応じて

年額 300 円。それを基礎として交付してきているということでございます。 

 今後の部分ということでございますけど、これは19 年度につきましても、基礎の単価を見直しし

て、引き続き予算化していますけど、20 年度以降につきましては、町内会に対する補助金全体の中

でこの部分についての考え方というのを今後、整理していくと、そういう形になろうかと思います。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） まちづくり懇談会でも出ていましたけれども、町財政が厳しいということ

でいろいろな見直しをするべきではないかというお話も出ていましたし、私たちも出前で委員会を

やった時にも、敬老会はやめてもいいのではないかと、そういうお話までいただいている中で、私

は、そういう振興策ということで補助体制ということなのですけれども、これは確か、ごみの有料

化の関係から引き続き補助体制が変わるということで設けられたというのが記憶にあるのですけれ

ども。本当にこのことが、私も町内会の役員をやっておりますので、この金額というのは大変貴重
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なもので町内としては有効に使わせていただいていると思います。ただ、それが啓発という名目と

合致するのかどうなのかということが今後、検討されなければならないのではないかなというふう

に思うのですね。やっぱり、きちんと名目として理由立てができる。町民にもきちんと説明ができ。

町内会に行っても町民には行かない、町内会に行けば、町民に来たことになるのですけれども、町

内会として一つの中で使っているわけですから、こういった金額的なもの、これから、いろいろな

手数料とかいろいろなものが値上がりしていく中でね、一つの還元策と考えてもいいのかもしれま

せんけれども、本当にそういう効果があるのか、きちんとそれを見極めて、その効果がこういうこ

とだから支給したいのだというふうになれるぐらいの説得力がないと私は駄目だと思うのです。そ

の辺をきちんと精査すべきかなというふうに思うのですが、その辺のお考えを伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻昌秀君） 一応、決算委員会ということで、今後の部分をどこまでお話していいか

という部分はあるのですけれども。現段階の考え方を申し上げますと、納税貯蓄組合連合会につき

ましては、19 年度末をもって一応、発展的解消と言いますか、そういう形になってございます。そ

れで、ここの納税貯蓄組合の部分につきましては、実際に今年度をもって全て口座振替に切り替わ

って直接納入していただいている団体はなくなりました。そういうことで基本的には、納税貯蓄組

合の役割というのは一定程度もう役割を果たしたと、そういうふうに考えてございます。 

 この補助金につきましては、今後の考え方につきましては、そういうことから基本的な従来の納

税貯蓄組合をベースにした積算とか、そういうような考え方には基本的にならないかなと思います

けれども、納税啓発という役割について今後、地域と連携してどうするか、これは一つの課題でご

ざいます。 

 それで、この自治振興補助金の中での納税啓発という部分は、納税貯蓄組合の役割についてはあ

る程度もう果たすものは果たしてきたのかなということで、そういう説明の部分としては非常に弱

いものにならざるを得ないと思いますけれども、現実にはここの部分の補助金というのは、自治振

興補助金の一部として各町内会の運営費として実質的には活用されていると、そういう実態でござ

います。そういうことから、この内訳として、こういう形でいいかどうかというのは確かに委員お

っしゃるとおり、いろいろ議論して行かなければならないものだと思います。ただ、この部分につ

いては全体の町内会に対する補助金のあり方という中でですね、これはちょっと今後、議論して、

20 年度どうして行くということになろうかなというふうに一応担当としては考えてございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。31 ページ、徴税費ですね。ここでお聞きした方がいい

かと思うのですが、実は監査委員さんから出された監査意見書、これの一番最後に載っているので

すが不納欠損金の問題なのですよ。不納欠損金がものすごく多いのでびっくりするのですが、18 年

度で１億 7,000 万なのですよ。これは税金ばかりではないですよ。手数料から何から入れて、１億

7,000 万。５年間の、14 年からのものが載っています。それで私、そろばんをちょっと入れてみた

のですが、14 年から 18 年までのあれで、６億 6,300 万という不納欠損金のトータルなのですよ。
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税務課で一生懸命努力しているのも私はよく知っていますし、それなりの対応をしているというこ

とも十分承知しているのですが、これをゼロというわけにはいかないことも十分わかります。いろ

いろ気の毒な家庭もあるし、いろいろ事情もあることも十分承知しているのですが、これを何とか

減らすことができないものかですね。少しでも減らすように、少しでもと言ったら語弊があるが、

相当額減らせばですね・・・。地方交付税が３年間で４億 1,000 万くらい減っていると。おそらく

５年間さかのぼると６億くらいは減らされているのだろうと思うのですよ。それと同じ金額が不納

欠損金になる。これを合わせますと 12 億から 13 億になるのですね。地方交付税も含めますとです

よ。だから、これを今、どういう状態にしているか。おそらく、法的措置なども講じたり、いろい

ろなことで努力しているのはわかるのだけど、実態はどうなのか。その辺り、大ざっぱでいいです

けれども、教えていただければありがたいと思います。 

○委員長（及川保君） 野本税務課参事。 

○税務課納税管理担当参事（野本裕二君） 今の質問で不納欠損額ということですので。中身とし

ましては、どうしても不納欠損に持って行かざるを得ないというのは、滞納者に一定の事情があり、

また、徴収が見込めないという不良債権化した滞納税についてはですね、実態調査をかけまして、

あと、財産の調査、そういったものをいろいろなことを判断しまして執行停止に持って行って、滞

納繰越の圧縮を図っているという、これが今の現状であります。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。法的措置なども相当講じているのですか、実態は。お

そらく、しているのだろうと思う。それでも、どうしてもいただけないと、こういう方々がいるの

かどうかですね。その辺り、１億 7,000 万、我々、今回の特別委員会でも交付税が年々減らされた

のも財政のあれだということで、それが全てではないけれども、一つの理由にしているのですけれ

ども、こういう不納欠損が年々１億とか、１億 7,000 万というのがあるということは、間接的には

もう、これがあるのと、無いのでは全然話が違ってくるのでね。これに全力を挙げて、何とか不納

欠損に落とさないような方策を講ずるような方法はないものかどうかね。いつになるかわかりませ

んけど、この間、伺ったら、固定資産税も一応３％くらいは上げなければ駄目だというような時代

が来ているのでしょうけれども、３％上げたって１億円にしかならないと言うのですね。上げたと

ころですよ。町民に１億円の負担を強いても、そんな程度なのですよ。片一方では税金を上げる、

片一方では１億 7,000 万無くなるというような、こういうことでいいと私は思わない。もちろん、

担当の者も当然そう思っておられると思うのだけれども。これを何とか無くすような方策、そうい

うものを何とか考えてもらえないものかどうか。万全を期していることは十分承知しているのです

けど、しつこいようですがもう一度伺いたいと思いますが。 

○委員長（及川保君） 野本税務課参事。 

○税務課納税管理担当参事（野本裕二君） 策ということでございます。昨年来から変わっている

策と言いますと、税だけではなくて、税及び税外を含めた形で先月から既に活動しておりますけれ

ども、滞納者を寄り集めて、税だけではなくて税外もいろいろなものを寄り集めて、共通する部分

があると思うのですよね、それをまず、言葉悪いのですけれども、まな板の上に乗せて、それで、
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それぞれの手法策で責めていくという形でもって、先月の末からまず１回目の会合を開きまして、

今月に入りまして、また、やる手段でおります。それで、共同催促したり、休日督励かけたり、あ

とは、今までやっていなかったのですけども、税外についての督促・督励の中に、税務課がやって

おります25 日から月末までの各種１週間の窓口業務の開設も謳って出しております。以上です。 

○委員長（及川保君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 私の方からちょっとお答えしたいと思います。財政再建に向けての取り

組みについてという中でもですね、やはり対策としては滞納対策だとか、使用料・手数料、これも

大きな項目として挙がっております。その中で財政再建の方では一つの方針を出しましたけども、

これから私どもはこれを元にして実際に、それでは、具体的にどういうふうにするかというところ

の、従来から収納対策会議というのは持っておりますけども、やはり、ちょっと視点を変えた中で

これから収納対策会議を取り組んで行きたいというふうに思っております。 

 それで、なかなか今まで実際にできなかった法的な処置ですね、これをもう少し専門的に弁護士

さんとも打ち合わせしまして一歩踏み出すと。それによって額が徴収できるかどうかは別としてで

すね、やはり、その姿勢というものが大事ではないかなというふうに思っております。そういう面

でその辺もちょっと力を入れて行きたいということで、収納対策会議の方に私の方から指示をして

おります。 

 それから、もう一つは、やはり一番問題なのは公平・不公平、これを是正しなければならないと

いうふうに思っておりますので、そういう面では不公平感を生み出す要因になっているものについ

てはですね、徹底的にこれからやって行きたいというふうに思っております。その時には、やはり

議会の方ともですね、いろいろご説明した中で理解をいただいた上で進めようと思っておりますけ

ども、今、そういう準備をしているということでご理解いただければというふうに思います。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。33 ページの住基カードについて、お話を伺いた

いと思います。年間通じて40 数件というデータがございますが、これはもう制度が始まって相当経

っているわけでございますけれども、非常にカードの発行件数も少ないということで、本来この制

度の目的をこの程度で達成されているのかどうか。この一つの趣旨について、どうも疑問がござい

ますが、それについて伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 住基カードについて、お答えさせていただきたいと思っています。住

基カードにつきましては、平成 15 年から今のカードの発行が始まっておりまして、15 年度につき

ましては９枚、16 年度につきましては 17 枚、17 年度につきましては 35 枚、昨年 18 年度につきま

しては 45 枚と、年々、枚数は増えてきてはおりますが、２万 1,000 人の町としては住基カードの発

行については極めて少ないなと。全国的には人口の３％程度という具合に聞いてございます。それ

から比較しましても若干少ないのかなと思っております。 

 それと、住基カードを作られている方、何人か、私がちょっとお話をお伺いしたのですけども、

正直申し上げまして、使われ方の問題で言いますと、顔写真を入れて身分証明書代わりに使ってお
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られるというような使い方が非常に多いように見受けられております。したがいまして、総務省が

考えております、本来的などこの場面でも自分の住民票、住民であることを証明する形というよう

な意味合いでのカードの使い方はされていないのかなというふうに思ってございます。以上でござ

います。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） それにしても、非常に発行枚数が少ないということで、いつも疑問に思っ

ているのですけれども。今後、これらの制度について、現状のままで推移しようとしているのか、

あるいは何か方策を考えて、もう少し発行枚数を多くするというような制度考えておられるのか、

その点についてはいかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 総務省の方でも住基カードにつきましては、住基カードを持つように

しましょうということでいろいろ提唱してございます。私の方でもですね、特段、積極的というこ

とではないでしょうけれども、例えば広報に周知を出すとか、折に触れてですね、この住基カード

をこういうものがありますよということについては今後ともＰＲをして行きたいと、このように考

えてございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ６番、土屋です。ちょっと単純なことなのですけれども。35 ページの選

挙費について、ちょっとお聞きしたいのですが、国政選挙も北海道の選挙も幅広くやられているわ

けなのですけれども、本当に単純な質問なのですけど、選挙の時に掲示されるベニヤの掲示板あり

ますね。あれは選挙が終わった後、撤去されて、その後の処理はどういうふうになっているのでし

ょうか。それをお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ご質問はたぶんポスター掲示場のことだと思います。成果説明書にも、

予算にも書いていますけども、工事請負費で予算計上していますので、そのものは業者に全て、発

注して、設置して、撤去してということで、それはもう業者の方で撤去して、こちらの方に材料が

残るということはございません。業者の方にいきます。以上です。 

○委員長（及川保君） ６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ６番、土屋です。いつも思うのですけども、あれは必ず選挙の時に新し

く建てますよね。材料も新しくなって。それで、それは結局この工事委託料の中に含まれているの

ですよね。だから、新しく建てたもの、実際にはそのものは町の財産なのですよね。そうではない

のですか。 

○委員長（及川保君） 土屋委員、要するに再利用しているのかということでいいですか。 

○委員（土屋かづよ君） はい、再利用のことを考えているのですけど。全くされているように見

えていないのです。 

○委員長（及川保君） 後藤建設課長。 
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○建設課長（後藤光雄君） 私の方からお答えします。まず、例えば、こちらに載っていますけど

も、このページでいきますと知事・道議の部分で書かれていますけれども、先ほど、土屋委員言わ

れましたように国政選挙もございますし、それから、これから白老であれば町長・町議もございま

すけれども、その都度に設置し、その都度撤去しておりますが、それぞれ目的が違うということ、

それから、立候補者数の関係でそのまま使える部分もありますが、ほとんどの場合、再利用ができ

ませんので、骨組みとなる足場と言いましょうか、単管関係につきましては使えますけれども、そ

の部分以外については再利用がなかなかできないということがございます。材料としましてはコン

クリートパネルでございまして、それは発注先が建築業者さんになっておりますので、それぞれの

工事現場でそれは使われていると思います。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 私はそういった予算が上がってくる、査定という立場でお答えさせ

ていただきます。この件に関しましては、実は、コンパネですね、ボード、あれは積算上、損料扱

いにしてございます。ですから、わかりやすく言えばリースと同じなのですよね。だから、所有権

はこちらにはないということで、撤去した人は撤去したなりに再利用をしてもらうと、そういう積

算をしてございますので、ですから、うちのそれをもらって再利用だとか、そういうことにはなっ

てございません。積算も非常に安い積算になってございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんね。 

 それでは、民生費に入ります。38 ページ、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費から、44 ページ、

２目老人福祉費まで。決算書は107 ページから110 ページまでです。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。38 ページの社会福祉協議会の補助金の関係なのですけれ

どもね。これは毎年、前回もお聞きをしたのですけれども、中身を細かく言うのではなくて、社協

自体が今後どのような形でやるかということで、私、去年も聞いているのですけれども、事業をな

るべく縮小していって、そして、やっぱり社協本来の啓蒙活動等にすべきだと、去年も全く同じ質

問をしています。しかし、ほとんど状況が変わっていないと。それで、あとのことをあまり聞いて

はいけないのかもしれないのだけれども、今の財政状況の中でやはり社協が果たす役割とそうでは

ない部分というものの住み分けをきちんとしなければならないのではないかというふうに思ってい

るのですよ。私自身は、社協というのはやっぱり白老町全体の医療や福祉やそういう部分の啓蒙活

動が主たる仕事ではないかと思っているのですけど、今、事業が主体になっていて、事業がどんど

ん大きくはなっていないかもしれませんけれども、あるという中でね。それは去年も同じ質問をし

ているのだけど、それがこうというような状況にはならないのかという辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） お答えいたします。社会福祉協議会は補助金で賄っている部分に

は事務的なものの経費、いわゆる社協のそういった委員がおっしゃる啓蒙活動でありますとか、地

域福祉に関するものの人件費が主なものです。それで、大渕委員が言っているのはもう一方、介護
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保険事業をやっております。どういうものかと言うと、デイサービスでありますとか、ヘルパー事

業、こういうものでございます。ですので、仮に言うと、介護保険事業に関しては社協単独の組織

の中で事業者として、もう既にやられているものでございます。組織形態としては、社会福祉法人

の中でも当然、指定を取ってやられているものでございますので、その中で基本的には独立採算制

をもって、町からの補助金を当てているものではなく、独立採算制で行なっているという内容から

すればですね、基本的には社会福祉協議会の中の自治会なり評議委員会の中で当然、揉んで、そこ

で事業計画が立てられ、やっているというふうに理解しております。しかしながら、その他の事業

として今後どうなのかと言えばですね、当然のことながら、利用者もいれば、それから、それに付

随する職員を採用しているという状況を考えればですね、一概に拡大方向には行かないことは間違

いないと思いますが、拡大方向というのは事業を手広くですね、これ以上拡大していくことはない

と思いますが横ばい状態、もしくは多少下方修正しながらですね、このまま進むのではないかなと

いうふうに思います。ただ、ご承知のとおり、現下は一部定員を削減しないで、利用状況を見なが

らやっている状況にあります。ヘルパーについても最近については社協の形態は若干下がり気味と

いうふうに思っております。ですが、事業形態そのものはデイもありますし、ヘルパーもあります

ので外見上は全く同じではないかという見られ方をしていますが、内情的にはそういう若干の下が

り具合です。ですので、今後そういう利用者のこと、あるいは働いている人のことを考えますと急

激に縮小をかけるという話ではないというふうに理解しております。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の説明は十分理解しました。私が言っているのは、そうであれば、例え

ば社協の事業部門を分けて独立させるということが、可能かどうかはわかりません、独立させて、

例えば啓蒙活動は町の補助で、今、言われたようにやると。しかし、事業活動の部分についてはや

っぱりきちんと独立させて、独立採算で町のお金が入らない仕組みをきちんとつくると。可能かど

うかはわかりませんよ。なぜかと言うと、実際に介護保険の今の状況の中で民間の仕事もかなり減

っているように聞いています。相当いろいろ聞きましたけど、減っているということです。そうい

う中で、私は社協やめなさいとか、そういうことを言っているのではなくて、社協は社協本来の目

的の部分についてはそうやってやり、事業部門については事業部門で独立させると。そして、そこ

で独立運営ということであれば、民間と一緒にやれるわけですよね、理論的には。ですから、そう

いう形をとって行かないと、例えばいろいろな中で町の補助を出してやっている部分、もちろん今、

課長が言われたように、現実的に出ていない部分でやっているのかもしれませんし、僕はそれがプ

ラスでやられている部分もあるのではないのかなと思うのです。ですから、そういうことをきちん

とわかるように住み分けしてしまうということが不可能ですか。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 先ほど、冒頭にお答えしたのはですね、会計上は全部分けている

のです。人員についても分けているのです。ただ、うちの方で事務職員が兼務している部分があり

ますので、その部分については町から補助しているのは３分の１。一人だけですけれども、３分の

１の補助金の、いわゆる人件費分しか出していない。その人は事業の管理者になっていますので、
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管理する立場にあるので３分の２は介護保険事業の方から出しているということで、会計上はきち

んと整理されてやられておりますので、あくまでも介護保険事業というのは独立採算制でやってい

るということでご理解をお願いします。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。それだと、なお、私は分けるべきだと思うのですよ。な

ぜかと言うと、そのことによって、よくわかるという状況になります、町民が。たぶんね、町民の

皆さんは一緒だと思っていますよ。分けているなんて町民の人は誰もきっとわからない。社協だ、

社協が来たと言っていますから、事実。我々の認識だって、そういう部分がたくさんあるのではな

いのかなと思います。議員の中でも。完全に分けて独立採算でやっているなんていうような認識の

人は、僕はあまりいないのではないかなと思うのですよ。ですから、そこをはっきりした方がより

わかりやすくなって、僕はやっぱり、その方がうんと町としては運営しやすいのではないのかなと。

そこに町が関わっていないのなら、関わっていないとびっとして、独立採算でやっていますという

ふうにした方がうんとわかりやすいのではないですか。その方が合理的だし、その後、何かがあっ

た時に町が責任を負うかどうかということになった時も含めて、私はその方がうんと合理的だと思

いますけども、いかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 大渕委員の言っている、分けるという意味合いがちょっとわから

ないのですが、社会福祉法人白老社会福祉協議会としての法人の中の定款上の事業としては分ける

ことはできないのですよ。だから、分けるとすれば、法人を完全に別法人にするという以外にない

のですね、考え方は。それが今までのことと全く違う発想になりますので、そうしますと、今の状

況からすると、今の社会福祉協議会を継続して事業主とするとことを継続すると言うのであれば、

分けることは困難になります。もう一つの手法としては、完全に別法人化させるという話になりま

すと、これは話が別ですけれども、そういうことは今のところ検討しておりませんし、今後どうな

のかなということになりますとですね、その部分は大変問題、新たな別法人を興すという形になり

ますので、それが手法的にどうなのかということは十分検討しなければならない。今の段階でです

ね、社協を別法人化して完全独立というところまで考えてございませんので、そういうことでござ

います。したがいまして、今後のことにつきましては、今のところ社協の同一法人の中でやるとす

れば、今の形態しかございませんし、分けた方がいいのかどうなのかということになれば、これは

また新たな検討が必要になるのかなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 谷内でございます。ページ数が41 ページ。敬老会の開催事業について、お伺

いいたします。今、各町内会で行なわれていますけども、実質の参加率はどのぐらいでしょうか。

まず、お聞きいたします。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 今、谷内委員がご質問した、敬老会の実質の出

席率でございますが、18 年度で申し上げますと、だいたい 50％。約半分という実績になってござい
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ます。これにつきましては、実績報告書を提出いただきますので、補助金の精算の時に。町連合と

して来ますので、その中から出席率を算出してございます。18 年度は 50％でございます。その前、

17 年度につきましては、それより若干高いという状態です。最近はずっと50％前後で推移をしてご

ざいます。以上です。 

○委員長（及川保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） わかりました。私の町内会でもですね、だいたい今言った40％から 50％の範

囲です。それで、今後考えられることは、要するにこれだけの出席率のもとに全員に一人 2,600 円

ですよね。そして、町内会に１万円というようなことで、今、補助されています。この件について

ですね、今後このまま行くのかどうか。この辺についての見解をお伺いいたします。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 補助金の額等につきまして、今後このまま行く

のかということでございますけど、19 年度につきましては予算も計上しまして議決いただいてござ

いますので、今まさに敬老会始まってございますので、そのまま実施をしてございます。ただ、次

年度以降ですね、20 年につきましては、今、財政再建計画を策定中でございますから、その中で検

討していくということで課としては提起してございますし、それは今後の財政再建計画の中で一つ

の転換期を向えるのかなと実は思ってございます。いずれにしても、計画の中で決まりましたら、

どのような形になるかということは、先にまた、いろいろ議会ともご相談をさせていただきたいと

思っております。以上です。 

○委員長（及川保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 年齢を含めて考えていくということでよろしいですね。 

 それと、今現在ですね、20 年、21 年、これは 74 歳。それで、22 年から 75 歳と、そういうこと

になっていますよね。だから、そういうことを加味して、今後、考えていくと、そういうことでよ

ろしいのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 今、委員がおっしゃいましたように、22 年度か

ら 75 歳と、今の計画ではなってございます。私は先ほど、財政再建計画の中でと申しましたのは、

実施するか、しないか。金額をどうするか。その辺全体、全てを見直すということで現在、課とし

ては調整をしてございますので、年齢だけではなく全てのものを見直すという考えを持ってござい

ます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ７番、西田です。39 ページの循環福祉バスの運行事業経費について、お伺

いいたします。これでしたら、延べ利用者数が６万 2,957 名で、そのうち有料大人が１万 3,000 人、

子どもを入れましても約１万 4,000 人も乗らない。無料の方もいらっしゃいますけども、だいたい

ですね、バス１台につき平均どのくらい乗っていらっしゃるのでしょうかというのが一つ。 

 二つ目にですね、福祉バスをもうずっと続けていられるのですけども、最近は苫小牧の方の病院
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に行かれる方は、有料のバスで行くのではなくて、福祉関係の乗用車をお願いして、そういうもの

で行かれたりとか、また、商店によっては買い物バスみたいなものを出されたりとか、いろいろし

ていてずいぶん変わってきたなと思うのですけども、その辺はどのように抑えられていらっしゃい

ますでしょうか。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） バス１台分、どのくらいになるのかということでございますが、

補助金で出しているのが 1,700 万円ほどになります。これは、本人の利用料分はすでにまっすぐ道

南バスさんの方に入りますので、町が道南バスさんに出しているのが 1,700 万ほどになります。し

たがいまして、朝一部ですね、２台お出しする場合もありますので、通常、毎日１台という形にな

ります。ですから、単純に言うと１台分の経費で構わないのかなというふうに思ってございます。 

 それから、町外の部分ですが、循環バスの目的、そもそもスタート切りましたのは、町内の公共

施設の利用でありますとか、病院の利用のために、いわゆる高齢者でありますとか、障がい者であ

りますとか、そういう方々に利用していただこうというふうに始めたものでございます。それが拡

大しまして、一般の方にも一部負担金を願いながら利用していただく、こういう形になってござい

ます。したがいまして、制度的に町内、あくまでも循環バスの目的としているものでございます。

したがいまして、町外につきましてはその他諸々の有償のサービスでありますとか、介護保険制度

の利用でありますとか、障がい者の福祉法に則って自立支援法に基づいてやっているとか、そうい

うふうな利用の形になろうかというふうに思ってございます。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私の聞き方がちょっと悪かったのかもしれませんけども。バスにだいたい、

１日どのくらい延べ人数で、平均で乗っていらっしゃるかということなのですよね。１日にバス何

台出ておられるのか、私もちょっと細かいことはよくわかりませんけれども、はたして、利用者の

方々がたくさんいらっしゃるのか。私なんかが見ると、「空だな、今日も誰も乗っていないな」なん

ていうのがよくあるものですからね。その辺の利用がどうなっているのかということを私はお聞き

したかったのですけども、どうでしょうか。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） １日に平均何人かということでございますので、211 人でござい

ます。ですから、日によってですね、基本的には２往復から、路線によっては３往復やっておりま

す。それの一日利用平均を述べに直しますと、211 人が利用しておりますということでございます。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、もし、多い時で１日３往復やっているとしたら、という

ふうに計算してもいいのですか。そうしたら、６台と計算して、211 人を単純に６で割って、１往

復の場合は単純に１回に 100 人ぐらいずつ乗っていると、そういうふうに単純に考えて、そのくら

いの利用者数ということを、私は、たくさん、もし、利用しているのだったら、それはそれで必要

だと思うのですけども、どうなのかなと。というのは、申し訳ないのですけど、私、前にもことの

ことで何回か質問させていただいたことがあるのですけども、はたして、町民にとって必要なとこ
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ろに、行きたいところにこの循環バスが行っているのか。町民にとって本当に必要なところに行っ

ているような町民の足なのか。その辺を含めて検討されて、こういうふうになっているのかという

ことをお聞きしたいのです。お願いします。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） これは路線によって乗っている利用人数というのは違うのですね。

ですから、平均すれば１日 211 人ですよということです。例えば申し上げますが、臨海温泉から病

院に来る、朝、虎杖浜から病院に来る８時２分発のものでありましたらですね、23.7 人利用してい

るのです。それで、一番多い路線は資料館から臨海温泉、いわゆる、こちらから戻る時の 11 時 10

分発のものでありますと、39 人利用しているという形です。ですから、路線、路線によって違いま

す。少ないものでありますとですね、例えば町内だけ回っているものがあります。いわゆる高砂の

方に回っているのがあるのですが、これは１日平均すると一人ぐらいになる時もあります。ですか

ら、ばらついているということでございます。利用されている路線についてはですね、遠方から来

る部分については相当数利用されているというふうにご理解をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ２時１０分 

                                           

再  開   午後 ２時２４分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 それでは、次に44 ページ、３目身体障害者福祉費から、54 ページ、９目ウタリ施策推進費まで。

決算書は109 ページから116 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。50 ページの老人憩の家の管理運営経費のことなのですが、これ

は老人憩の家のことで聞きますので、教育委員会の方で18 年度はつどいの広場をどこでやろうかと

いう調査をして、そして、この老人憩の家に決まったわけなのですが、ここは今まで1,040 人の方々

が利用していたのですが、この方たちというのはつどいの広場、ファミリーサポートができたこと

で、サークルでいろいろ使っていたと思うのですが、どういった形で移動になったのか。その辺は

スムーズにいったのか。確か、その場所も使っているようなことも聞いたのですが、その辺はどう

でしょうか。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 昨年、つどいの広場を検討するにあたって、老人憩の家を利用され

ている、３団体サークルが利用されておりました。その３団体と何度かお話し合いをさせていただ

いております。実際にそこを子どもたちが活用するようになると、どこか他に自分たちのサークル

の活動できる拠点というものがあるのかどうなのか。それと、活動の規模ですとか、その辺のとこ

ろをお話合いさせていただきまして、その中で２団体については、うちのすくすく３・９の休館日
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を使って利用していただくと。それから、１団体につきましては、もともと高齢者大学のサークル

を持っていらしたということで、そちらの方の学習センターの方で活動が継続できるということが

ありましたので、そちらの方を使われるということで、何度かお話し合いをさせていただいた中で

はそういうような形で、今年度スタートする時に整理をさせていただいておりました。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） サークルの方々には理解をしていただいて、そういう形で協力的に曜日も

休みに設定してくれたということだと思うのですが、私は、ここの施設は、町長の前の答弁の中で、

高齢者と子どもたちの世代間交流をする場として大いに活用もしていきたいという話があったので

すね。もちろん、このサークルの方たちは目的があって、違うことでサークルをやっているわけで

すから、それを一緒にして遊んでくださいというわけにはいかないのですけれども、そういったサ

ークルのメンバーの顔見知りになって、休みの時以外にもそういったところへ来て、そういうとこ

ろから世代間交流の場がつくられればなというふうに思っていたもので。本当は子育ての方で質問

でしてもいいのかもしれないのですけど、そういった方々がせっかく利用しているのであれば、そ

ういったところから世代間交流をしていくという考えにはならないかどうか、その点伺いたいと思

います。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） それにつきましては、こちらのスタートさせた時から何かの形で交

流ができればということを考えておりました。サークルの活動とはちょっと違うのですが、サーク

ルの中にいらっしゃる方がバイオリンを、９月、今月ですね、バイオリンをつどいの広場に来られ

るお母さんとお子さんに披露したいということで、確か９月19 日だったと思います、その時に演奏

をしてくださるということで交流を一つできる機会ができたと思っています。それから、踊りのサ

ークルさんも子どもたちと交流をしたいということで申し出をしてくださっているということを聞

いております。これから、どういうような形で交流ができるのか、ＮＰＯさんと相談をしていきた

いというお話を聞いておりますので、そういう意味ではサークルの活動とはちょっと違いますけれ

ども、高齢者の方と子どもたちの交流がこれからも続いていくというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。50 ページ、52 ページの使用料について、お伺い

いたします。総合福祉センター並びにサービスセンター、それから、生活館の使用料がここに計上

されておりますけれども、結果的に計画の予定数値に対して、この結果は何％ぐらいいっているか、

わかりましたら一つ教えてください。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） たぶん、質問の内容は使用料を上げた時の計画とそれからなのか、

もう一つは18 年度年度当初の計画に対してどうだったのかという・・・。 

○委員（吉田正利君） 年度で結構です。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 年度ですか。だいたいですね、予定どおりの利用になってござい
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ます。ただ、年間ですね、若干、17 年度に比べますと利用者は減っていますが、当初予定どおりの

使用料の利用状況だというふうに感じております。 

○委員長（及川保君） 久慈生活環境課参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 生活館の使用料でございますけども、今、山

口課長も申し上げましたように、当初の予算より若干、使用料が上回って収入増になっていると、

こういうようなことで。それはやはり、単価の改正等々があったからかなというふうに理解してお

ります。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 関連いたしまして、今後の一つの体制の中で、これは今回のデータにはの

ってこないと思いますが、使用料・手数料の改正を含んだ中で、現行の結果を見てですね、良とし

ているのかどうか。あるいは、今後の体制の中でこれをどのような方向性に持って行かれるか。も

し、関連で考え方があれば。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 使用料・手数料の総括的な考え方という部分でお答えしたいと思い

ます。今般ですね、新財政改革プログラム、その中で使用料・手数料も見直してというものを含ん

だ中でプログラムを立てなくてはいけないということで。それで、基本的には減免措置だとか、そ

れから、前回、値上げした時に３年後に再度見直ししますというようなことでお答えしていると。

そういった中で前回、見直ししておりますということを踏まえてですね、今の使用料のあり方、そ

の部分につきましては、やっぱりコストですね。コスト意識をきちんと持っていただいた中で、ど

こまで皆さん方が負担していただけるのかと。あるいは、利用している団体の方、減免だとかをし

てございます。それが本当に適切なのかどうなのかと。今の時代に沿った中でそれらを考えた時に、

町の財政も苦しいという、そういったことも踏まえましてですね、減免という部分、それから、適

正な手数料という部分で検討していきたいということで考えております。ですから、今の状況でそ

のままというふうには、良しとしてはいないということでご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。49 ページの国民年金事務の関係が書いてあるのですが、年金に

対する記録問題だとか、不正の問題だとか、不信がものすごく強まっているという社会状況の中で、

これは社保庁の問題なのかなという気もするわけですけども。やはり、不信感だとか何とかという

気持ちの中で役場の窓口にもかなりの問い合わせやら、相談やらというのが来ているのではないか

というふうに思うのですが、その状況だとか、内容だとか、それがどんなふうに扱われているのか、

その辺りを伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 一連の報道があった時はやっぱり、すごい反響でして、うちの役場の

窓口にもですね、「私の年金どうなっていますか」ということで、連日10 名から 15 名くらい来てい

ました。多くの方がもうほとんど年金を受給されている方という状況でして、最終的には社会保険

事務所の方で記録を確認ということでお話をしています。最近は少し落ち着きまして、今、窓口に
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直にお見えになる方はほとんどいないというふうに聞いています。ただ、その途中で国民年金を主

管している課長の会議がありまして、そこに行きましたところ、確か８月の始めぐらいだったと思

いますが、その時点ではですね、苫小牧の社会保険事務所は土日をやっぱり開けて、一番多い日で

280 名ぐらい社会保険事務所の窓口にお見えになったと。最近ちょっとお電話で聞きましたら、最

近はちょっと落ち着いたよということで、土日はたぶん８月いっぱいでおやめになって、通常の業

務に戻れると聞いています。 

 それと、内容的に見ますとですね、やはり消えた年金の問題等がかなり多いようでございまして、

私どもの方にも全国各地の社会保険事務所の方から、「白老に住所を有して納付をしたと思うのだけ

ど、どうなっていますか。」という記録の照会が結構来ています。幸いにしまして、白老町の場合で

すね、少なくても町の手持ちの年金記録は、手書きのものを含めて全部とってありますので、それ

を一件一件確認をして回答して差し上げていると、こんな状況になってございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） だいたいわかりました。ということは、社会保険事務所の仕事管轄なわけ

ですから、白老町で解決するということはあり得ないわけですね。相談に来たら、それを照会して、

そちらに回すという仕事になるのでしょうか。それで、ここで解決するということはあり得るので

しょうか。 

○委員長（及川保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 解決し得るか、し得ないかという点で言いますと、あくまでも社会保

険事務所が最終的に確認されると思います。うちの窓口に見えられる場合は、白老町で納付した記

録があるのでしょうか、ないのでしょうかと、この種のお問い合わせが窓口にもやっぱり多ござい

ますので、コンピュータ上に登録してあるものについてはすぐお出しをして差し上げると。ただ、

手書きの台帳等もやっぱり、かなりありますので、これにつきましては後日、こういうことになっ

ていますよという形で報告はさせていただいています。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。50 ページの保健福祉センターの関係なのですけど。一つ、

ランニングコストが 4,500 万ぐらいかかっているわけなのですけれども、実はこれ建てた時に私ね、

ランニングコストが後年度ね、負担になるのではないかという質問をしたことがあるのです。それ

を見ますとね、そういうことはないというふうに答弁されているのだけれども。現段階で例えば、

もちろん、あそこに役場の組織も入っていますし、社協さんも入っていますし、民間団体たくさん

入っていますから他の施設とは比べること自体が無理だとは思うのです。それは十分理解できるの

ですけれども、もちろん温泉もあり、全て知っていますけれども、4,500 万円のランニングコスト

というのは、やっぱり財政的な負担の観点からいったら、かなり大変だと思うのだけれども、そこ

ら辺の見解が一つ。 

 もう一つは、これをやっぱり少しでも減らすというのはなかなか大変なものなのでしょうか。そ

こら辺。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（山口和雄君） ランニングコストの問題でございますが、資料にも載せておりま

すが、利用人数が合計で８万 7,000 人ほど使われていますと。それから、推計実人数でいきますと、

５万 5,000 人ですよというのと、それから、各種四ツ葉作業所だとか、委員さんはご承知だと思い

ますが、そういうところも入ってございます。したがいまして、4,400 万が安いか、高いかという

と、適切ではないのかとしか言いようがないというふうに思います。ただ、オープン当時、確か 5,000

万ほど、もうちょっとあったと思うのですが、経済、無駄なところを省きながらですね、ここまで

600 万ほどランニングコストをかなり削ってきているというふうに思ってございます。したがいま

して、後のお答えになるかと思いますが、今後もランニングコストを見直ししながら、さらに削減

をかけていきたいなとは思ってございます。無駄なところはなるべく省いていきたいなというふう

に思っています。それが、その都度、その都度のランニングコストの適正になるのではないかなと

いうふうに思ってございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。なぜ、こんなことを聞くかと言うとね、このことはやっ

ぱり、ランニングコストがやっぱり後年度に非常に足かせになるのではないかということを議会で

ちゃんと取り上げているのですけれどもね。それはならないということなのだけれども、結果とし

てはこの金額が多い、少ないかと言ったら、もちろん課長が答弁する時、多いなんて言えないから

ね、よくわかりますよ。ただね、私やっぱりね、こういうことが問題として一つあるのではないか

ということが一つ。 

 それとさっき、社協さんが独立採算だというお話ありました。デイサービスが 262 万 4,900 円の

歳入になっていますけれどもね、わからないで聞くから、すみません。例えば独立採算だとしたら、

光熱水費から何から、ヘルパー派遣から何から、全てがそういうことになると思うのですけれども、

積算の範囲をどこまで持っているか。この独立採算と言われる社協が収入を得ている部分での全て

を網羅されて、独立採算の分については経費として、経費というか、ここで言う使用料ですか、そ

ういうものの中に全て、社協さんの独立採算の部分は網羅されているという理解でいいかどうか。

それは、補助を出しているものも含めて独立採算の部分はどうなっているか。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 社協さんの 262 万 4,000 円の根拠でございますが、これにつきま

しては、いきいき４・６の建築面積あります、それの案分で光熱水費を出しているという形になっ

てございます。したがいまして、この部分については全額、免除なくもらっているところでありま

す。ただ、事務所の経費につきましては従前どおり、いわゆる地域福祉を推進するのだということ

で、役場のプレハブをお貸ししている時から使用料を取っておりませんので、この部分については

当然のことながら減免措置をしているという形になってございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私も資料を持たないで聞いていますから、ちょっとピント狂っているかも

しれません。私が思うのはね、さっき言った啓蒙の部分は、もちろん当然、今、言われたとおりで

す。ただ、独立採算ということになると、民間も自助努力しているわけですね。民間より社協さん
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の方が有利な形で、例えば事業をするとしたら、それはやっぱり私は違うと思うのですよ。もちろ

ん、電話代なんかはこの私用電話の中に入っているのかもしれませんけれども。独立で事業してい

る部分ですよ、啓蒙の部分ではなくてね。そういうことがきっちりしていかないと、今の財政の中

でそういうところであいまいでいいというふうに、私はならないと思うのですよ。もちろん今年、

見直しているかもしれませんから、そこはわからないで聞いています。だけど、そこは、どこまで

きちっとされて、独立採算の部分については全て費用をもらった上できちんと独立採算になってい

るのかどうか。こういうことはね、社協がやられているということは、準公務員というふうな認識

なのです、町民の皆さんは。ですから、事業は、確かにいろいろさっきからの議論がありますけれ

ども、私は、それはきちんと線引きをして分けるべきだというのはそういうことなのです。将来的

なことを見越してもそうなるだろうと。民間との事業の関係もございますので、そこはやはり私は

シビアにやるべきだろうと。利益を得るためにやっているわけですから。そこら辺、もうちょっと

詳しく。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 先ほど、面積案分でやっているというお話をしました。個々のメ

ーターは付けていませんけども、面積案分でやられていますと。何々を案分しているかということ

になろうかというふうに思いますが、この部分については、電気料、水道料、Ａ重油代、下水道使

用料、それから、火災保険、ここまでが分でございます。したがいまして、光熱水費に関しまして

は全て面積案分で行なっているという状況にございます。 

 それから、電話回線は別回線になっていますので、当然のことながら、それはうちの経費からは

お出ししておりません。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） すみません、４回目で。ごめんなさい。ホームヘルパーの部分はそうなっ

ていないということが一つ。ホームヘルプサービスの部分、これも独立採算ですよね、当然ね。利

益得ていますから。 

 それから、細かいことですけど、例えばデイサービスのあそこのお風呂は温泉ではなかったでし

ょうか。温泉だとしたら、そういうものはどうなっているのか。シビアですけど、やっぱり、それ

はそれで、そのままでいいのかもしれないけれども、デイサービスの部分の温泉はどうなっている

のか。 

 これはね、独立採算という意味。民間との関係の意味ですからね。小さいことだと思っているか

もしれないけど、違いますよ。民間は全部、自分たちでお金出してやっているのですから、仕事は。

だから、そういう視点でホームヘルプサービスやその他の仕事も含めて、どうかということを聞い

ているのですからね。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 基本的にヘルパーの部分ですが、デイの方に入っているというふ

うにご承知願いたいと思います。 

 それから、温泉に関しては当然のことながら、今、無償で提供を受けておりますので、当然なが
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ら、その分の費用については入っておりません。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ございませんね。 

 それでは、次、進みます。54 ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費から、60 ページ、６

目児童館費まで。決算書は115 ページから120 ページでございます。 

 質疑のあります方はどうぞ。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 58 ページの数表の中で保育料の収納率88％となっておりますが、これに対

しての、役所としての収納率問題について、保育所関係はどのようにお考えになっているか。 

○委員長（及川保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 保育料につきましては、現年度分、合わせ滞納分、徴収について努

めさせていただいていますが、状況によっては収納率があまりよくないという状況も確かにござい

ます。特に滞納分につきましては、一月分、二月分というより、ある程度何ヶ月か分まとめるよう

な形で滞納される方がいらして、その度にこちらの方としても徴収、直接、保護者の方にお会いし

てお話をさせていただいたり、それから、分割での納入についての誓約なども取りながら努めさせ

ていただいておりますが、なかなか誓約どおりにお支払いをいただけないですとか、そういうよう

なところがある状況にあります。これにつきましては、新聞等でも皆様ご存知かと思いますが、法

的な措置と言いますか、そういうものがなかなかとれない。よく、保育料を払わないのであれば退

園をというようなご意見があるところもあるのですが、その辺につきましては、法的になかなか難

しいところがあるものですから、収納を努めるこちら側としてもちょっと苦慮しているところでは

あります。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 今、お聞きしますと、現況、やむを得ないなというような見解でお話され

ていると思うのですが、やはり今の事情から考えますと、このような役所の問題もございますから、

何らかのやはり統一した、きちんとした考え方の中で徴収率を上げるようにすべきではないかと思

いますがいかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） お答えいたします。先ほどのご質問でもお答えした答えになってしまい

ますけども、今、徴収率のアップという形で、そのために収納対策会議の中で今、言われました、

保育料も含めて、これからの対策を厳密に措置して行きたいというふうに思っておりますので、そ

の中でいろいろな、ご承知のようにですね、同じ方が同じ滞納をしているということですから、や

はり、その辺をしっかりと見極めなければならないということで、そういう中で対応してまいりた

いというふうに思っております。具体的にはこれから出ていくと思いますけども、そういうことで

ご理解いただければというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、次、進みます。 

 ４款環境衛生費に入ります。61 ページ、１項保健衛生費、１目地域保健費から、68 ページ、２項
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環境衛生費、１目環境衛生諸費まで。決算書は119 ページから124 ページでございます。 

 質疑のあります方はどうぞ。 

谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 谷内です。ページ数は68 ページ。公害対策費について、伺います。騒音、悪

臭については毎年行なわれていますよね。 

○委員長（及川保君） ちょっと待ってください。68 ページ１目までですね。 

他、ございませんか。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。67 ページですね。不法投棄対策経費ですが、これは毎

年苦労している問題だろうと思うのですが、現状では増えているのか。現在どのような状態で、減

っているのかですね。その辺りを聞きたいということ。 

 それから、この不法投棄を例えば発見した、そして、誰が捨てたかがわかった場合にですね、そ

の方に対してどういう処置をするのかですね。将来的には、うちには不法投棄に対する条例はない

のですが、やはり何か条例的なものを考えなければ不法投棄がなかなか減らないのではないかと思

うのだけれども、抑止力としてですね。その辺り考えておられるか。その辺り、いかがでございま

すか。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） まず、不法投棄が現状としてどうなっているのかですが、平成 17

年から比べて、ちょっと数量はあれですが、件数、それから、数量的には減っております。この効

果というのはですね、まず、所有者の了解をとって、入り口をフェンスでふさいだとかですね。そ

れから、昨年６月からボランティアの監視員さんに、約 45 名ぐらいで 早期に発見をして、そう

いったことによる効果が大きかったものと考えております。 

 それから、条例ですね。一応、法律的にはあるわけです。併せて、町で条例をつくってはどうか

と。その前にですね、発見した場合ですね。不法投棄を発見して名前がわかった場合には、当然、

住所、名前がわかった場合については、警察の方に連絡をして立会いをしていただきます。場合に

よっては、本人を呼んで確認をすると。それだけ厳しいことをやっております。当然、二度としま

せんというような形で反省の弁を聞くことになるわけですが。 

 それで、条例の方については、とりあえず、当面の間、こういったやり方をしていますので、将

来的にはどういうふうになるかはちょっと今のところはあれですが、法律に基づいて、こういう監

視をしていきたいなと、このように考えております。当然、法律は、不法投棄をした場合について

は 1,000 万以上の罰金とか、１年以上の懲役に処するとか、あるいは企業であれば、１億円以上の

罰金とか、厳しい罰則がありますので、こういった法律を使って不法投棄防止に努めていきたいと、

このように考えております。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。私が条例をつくれたらどうかというのは、結局、抑止

力をするために、不法投棄を無くすという意味でやるので、警察に届けたり何かするということは
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いいのでしょうが、それだけでは現状としてはなかなか減らないという実態もあるやに聞いている

ものですからね。ですから、こういうペナルティがあるのですよということにすれば、何とかこう

いう問題で、無駄な金になると思うのですが、無駄な金を使わなくても済むと、少なくて済むとい

うふうに考えるものですからね。抑止力という面から考えて、将来的には考えるべきではないのか

なというふう思っているのですけれど、もう一度、いかがですか。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 不法投棄については、先ほど申し上げましたように、ボランティ

アの監視員さんの活動によって減少傾向にあり、いろいろと効果があります。その中で今、あえて

条例まで必要かと。これはもうちょっと様子を見て、また、増えるようであれば、そういった条例

で抑止力を高めると、こういったことも検討していければいいのかなと。現段階ではこのように考

えております。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。２点伺います。62 ページの健診の問題なのですが、これは町民

の健康を守る、三連携の話をいろいろした時に、本当に健診の受診率を向上させていくということ

がかなり大きなウエートがあったのではないのかなという気もするのです。町民の健康を守るとい

う観点でこの数字をずっと見てきたのですけども、ここ数年、総体的には数字は向上している。こ

れは努力の結果なのかなというふうに見るのですが。これを町民の健康、そこのところに重点を置

いた場合に、この向上率がまだまだ弱いのではないかと。もっと低いのではないかと。確かに今、

上向きになって数字は向上していることはわかるのですけども、人口全体の数から言って、この向

上率ではまだまだ低いのではないか。そんなふうに見えるのですけども、その辺り、どういうふう

に抑えているのかという点が一つ。 

 それから、67 ページ。地下水対策の部分なのですが、以前から飛生の地下水の問題、これは現状

どうなっているのか。これを伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 受診率の関係にお答えしたいというふうに思います。基本検査の

受診率ですが、認識としては低いという認識を持っております。全国平均に直しますと、だいたい

33％でございますが、18 年度のうちの基本検診は、実は24.8％でございます。したがいまして、そ

こから比べると低いという形になってございます。それで、委員もおっしゃったとおり、年々ちょ

っとずつ向上はしているのですが、もう少し伸ばさないと駄目かなということであります。したが

いまして、19 年度は若干やり方を変えまして、受診票というか、はがきで皆さんに個々にお知らせ

をしております。ですから、手法を若干変えたという形になります。それで、19 年度の前期の実績

ですが、現在、1,113 人ということで、昨年が 1,627 人ですから 800 人でございますので、単純に

比較すると前期で 300 人ほど、はがきによりまして伸ばしているという、こういう状況でございま

す。したがいまして、やり方、手法につきましては、これを検証しながら、さらに検証し、進めた

いというふうに思ってございます。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 
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○生活環境課長（目時廣行君） 飛生地区の地下水の水質の関係ですが、まず、原水検査について

は年１回ですね。個人が24 箇所ですね。あと、浄水器設置については２ヶ月に１回とかですね。未

設置のところについては、原水の検査と同じですから３回ぐらいとか。それから、水飲み場があり

ましてですね、これについては毎月水質を検査すると。全体の傾向としてですね、原水ですね、24

箇所のうち３箇所ぐらい、ちょっと水質的に問題があります。亜硝酸が高いとか、それから、一般

細菌の数字が高いとか、合わせて３箇所ぐらいがちょっと問題のあるところがあります。これにつ

いてはですね、文章で個人に通知を行なっております。以上です。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 個々に通知を出しながら受診率を向上させている、その努力というのは続

けていただきたいなという気がするのですが、実際には精密検査の数だとか、それから、がん発見

者のだとか、これは全く無いわけではなくて、精密検査を受けている方の数というのもかなり多い

し、その中から何件かでも、がんを持っている患者の発見をしていると、すごく大事なことだな、

重要なことで。これはさらに重要性というのは増してくるのではないかと。もっともっとやって行

けば、もっと町民の健康というのが、やっぱり守られていくということになるのだろうと思うので、

やはり何としても検診率を高めなければならないということだと思いますね。ということで、一つ

だけ聞いておきたいのは、先ほど、手法を変えていくという話があったのですけども、数字として

この辺までもっていきたいのだというね、人口の割合からいって。そういう目標数値というのは、

ないのかどうなのかということが一つです。 

 それから、飛生の問題なのですが、前からずっと話が出ていて、水質検査をずっと続けていって

いるというのは、私も聞いて知っているわけですけども。住民が住んでいる以上、水質検査で恐る

恐る水を飲んでいるのではなくて、町の水道を持っていくとか、何とか根本的な解決というのは図

れないのかどうなのか。そのぐらいの町民が住んでいる以上、そういうことをどうやって解決しな

ければならないかということを考える必要があるのではないかという気がするのですよね。そうい

う根本解決という方法というのは、全く無いのかどうなのか。その辺りを教えてください。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 目標数値の関係でございますが、三連携の推進方針、これに健診

についても目標数値を定めております。それに向かって、今、手法を変えながら、受診者を増やし

ていこうというふうに思っております。ちなみに基本検診の５年後、いわゆる2010 年になりますけ

ども、策定時から見ますと５年後。これには年間 2,300 人ということで定めておりますし、胃がん

でありますと1,200 人、大腸がん1,000 人等々定めております。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 飛生地区についてですね、住民が住んでいる以上、町の水道を入

れるべきではないかと。24 戸中３戸が不適正な検査の結果ですね。９割前後ですか。もうちょっと

時間をかけなければ、その状況がですね、あと何年か様子を見ると・・・。数値は、傾向としてで

すね、改善はされてきております。もうちょっと様子を見てですね、なるべく無駄な公共投資をし

ないように済めば、これが一番ベターということですから、もうちょっと期間を見させていただき
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たいと、このように思います。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 健診の方はわかりました。 

 飛生の問題なのですがね。もう少し時間がほしいと。それは十分に時間をかけて解決しなければ

ならないものだということはよくわかるのですけども、もう、この問題が起きてから、かなり長い

期間というのは経っているわけですよね。それで、どういう解決策をとったらいいのかと、今まで

のままでいいのかという問題がやはり問われてくるわけですけども。少なくても、何箇所かでも恐

れのある、危険のある水を、恐る恐る飲んでいるのかどうなのか知りませんけども、もらい水をし

たり何かしているのかもしれませんけども、やはり、そういうところの解決というのは図ってほし

いなというふうに思うのですが。もう一つ、私にはわからないのは、飛生地区が、地下水がこんな

ふうになった、町水道が引けるのだったら問題なかったけども、こういう地下水汚染がこうやって

放置されてきた、その責任というのはどんなふうな話になっているのか。これはやはり人為的にそ

ういうものが起きてきたわけですよね。自然の中の害毒が流されたわけではない。これは誰かがや

ったわけですよね。そういう責任というのはどんなふうに話になっているのか、その辺りを伺って

おきたいのですが。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） これはもう本当に古い話で、確かに飛生地区の産業というのです

か、家畜糞尿の関係で、畑の方にそういった糞尿を転用していくと、そのことが地下水汚染に繋が

ったと。その責任はどうなのかというようなことですね。当然、行政にも事前に防げなかった責任、

あるいは、そこへ住んでいただいている住民に対する責任は当然あるというふうに思います。また、

事業者についてもですね、それ以降、どういった形でそれを防いできたのか、そういった責任もあ

ろうかと思います。ただ、ここへ来てですね、水道を入れることについて、当然、全体の経費の問

題とかですね、そういったものを全体的にシミュレーション、これはちょっと私自身、したかどう

かはわかりませんが、当然そういった試算をした上でそこへ水道を入れていくか、そういう判断を

なされるべきだというふうに考えております。今、この場でそれは敷設するべきだとか、そういっ

たお答えはできない状況にあります。 

○委員長（及川保君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 私の方からちょっと補足させていただきたいと思います。この問題はご

承知のように大きな問題になりまして、議会も含めて、行政も含めて、地域の方も含めまして、い

ろいろした議論の中で最終的な今の手法をとっているということだけはご理解いただきたいと思い

ます。その中でやはり今、言われました、水道の敷設だとか、代替施設だとか、当然そこで検討し

たというふうに思っております。その中の一つの方法として、今の手法を選択したというふうに理

解しておりますけども、残念ながら、まだ24 箇所のうちの３箇所から不適格な水が出ているという

ことですけども、そういう面でこのパーセンテージでいけば、相当、改善されたというふうに思っ

ておりますけども、やはり、これからもうちょっと時間をかけて確認する必要があるだろうと。 

 もう一つが、一番簡単な方法としては、水道水を敷設ということですけども、私、数字的にはち
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ょっと確認できませんけども、ご存知のように、全然あの場所には水道水が行っておりませんので、

相当、膨大な費用がかかるというようなことになりますので、やはり、その辺も含めた中の議論だ

ったというふうに思っておりますので、もう少し時間をかけて、また、一つの区切りを出したいな

というふうに思っておりますのでよろしくご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ７番、西田ですけども、64 ページのところはよろしいでしょうか。予防費

のところなのですけれども、２つお伺いしたいと思います。一つはですね、今年、確か１月だった

か、春先でしたか、はしかが大学生の間で非常にはやりまして、この苫小牧管内というか、この管

内もかなり発生率が高かったと、確か、そういうふうに記憶しているのですけれども。私、子ども

がちょうど、はしかとか、そういう予防接種を受ける時ですね、ちょうど苫小牧の方に住んでおり

まして、たまたま受けるきっかけがなかったものですから、ちょっと病気か何かをしていた時で。

それで、予防接種をするチャンスを逃しまして、その後、たまたま通っていた病院の方から予防接

種したらいいですよということで、確か、お金を払って予防接種したのですよね。そうしましたら、

その当時、確か、苫小牧に住んでいた時は予防接種を特にしなくてもいいような風潮があったのは、

私、記憶していたのです。そういうふうなこともありましてですね、白老町においても、やはり、

予防接種をもれてしまうお子さんというのは必ず年に何人かはいると思うのですよね。その辺をや

はり、きちんとケアする方法というのですか、そういうようなことをされているのかということが

一つです。 

 それともう一つ。インフルエンザなのですけども、予防接種してくださいということでずいぶん

しているはずなのですけれども、それでもやはり気候の変化によりまして、特に高齢の方なんかは

これをするかしないかでずいぶん入院したり、しなかったりすることが多いものですから、どうな

のでしょうか、白老町はここ数年どういうような感じで予防接種の人口というのですか、受けられ

ている方々、推移はどんなふうになっていますでしょうか。その辺、お願いします。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） まず、麻しんの方からお答えさせていただきたいと思います。麻

しんの接種率でございますが、だいたい 91％程度になります。ですから、ほとんどの方は受けてお

りますが、もれている方も中にはいらっしゃるということでございます。それで、ご承知のとおり、

今年、非常に麻しんがはやりましてですね、法的には１回になるのですが、次年度から法律が若干

変わりまして、そのフォローで２回接種しないと効果がないということがあります。若干、ワクチ

ンの効果が切れてくるということがあります。それで、法的には来年度以降ちょっと変わる要素を

持ちまして、18 歳までにもう一回接種しなければいけないような法律改正が行なわれることになる

というふうに思います。したがいまして、来年の話になりますのでちょっとあれなのですが、予算

上はそちらの方も計上する形になっていくのかなというふうに思います。 

 それから、インフルエンザの関係でございますが、18 年度の実績で、65 歳以上でございますが、

2,450 人接種をしておりますので、だいたい6,000 人とすれば、2,450 人が割合になろうというふう
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に思います。それで、近年の予防接種の推移でございますが、インフルエンザでございますが、統

計をだいたい 13 年度からとっているのですが、この時が 864 人でございます。平成 17 年度が、イ

ンフルエンザがかなり流行った時でございますが、この時で2,477 人でございます。昨年 18 年度は

2,450 人でございまして、相当、インフルエンザの予防接種率が増えているというふうに理解して

いただければよろしいのではないかというふうに思います。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明で、ずいぶん２つ目のインフルエンザの方は予防接種を受けられ

る方が増えたなと思うのですよね。これからはやはり予防医学が一番大事だと、また、町の財政の

部分から言っても、やはりこの辺をもっと町として特に65 歳以上の高齢者の方々には力強くＰＲし

ていってほしいなと思っております。というのは、ちょっとですね、去年もそうだったのですけど、

町の方からの広報がちょっと遅かったのですよね。そのようなことですからね、結構、寒くなって

しまって、その時にはもう風邪ひいてしまっているというので、結構、受けられない人が多かった

のですよね。ですから、もうちょっと早めに宣伝していただけるとありがたいかなと思って、お願

いします。 

○委員長（及川保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） インフルエンザのワクチンのですね、接種してから効果の効く期

間というのもあるのですね。一部には、早く広報をして、早く接種したいという方もいるのですが、

その辺のところもありますので十分、広報あるいは接種期間については、その辺を参酌しながら決

めていきたいなというふうに思います。ただ、ワクチンの効果期間もあるのだということをご承知

願いたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、次、進みます。68 ページ、２目公害対策費から、73 ページ、５項上水道費、１目上水

道施設費まで。決算書は123 ページから 128 ページでございます。質疑のあります方はどうぞ。 

16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 68 ページ、公害費について、ちょっとお伺いします。騒音・悪臭については

毎年行なっておりますよね。だけど、白老川の白老海域調査というのは、今年は行なっていません。

去年は行なっているわけですね。ですから、これは隔年というのですか、サイクルについて、まず、

この辺を教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 白老海域の水質調査、これは毎年行なうことになっております。 

○委員長（及川保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） 去年は 76 万円計上してやっているのですが、今年はこの項目に載っていない

のですよね。今、言った、白老川海域調査というのが。私が見落としているのかな。 

○委員長（及川保君） 今年のことを言っているのですか。19 年度のことを言っているのですか。

18 年度のね。 

○委員（谷内勉君） 去年のものは明らかに76 万円計上して載っているのです。今年はこれに載っ
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ていないのですよね。だから、私の見落としか、あれでしたら、あれですけれども。この辺につい

て、どうですかね。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ３時２２分 

                                           

再  開   午後 ３時２９分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 それでは、目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） 先ほどの谷内委員の白老海域の関係ですが、66 ページの７、公共

水域環境保全経費の委託料の中に白老川・白老海域調査委託、ここに入っております。毎年、実施

しております。 

○委員長（及川保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内勉君） どうもすみませんでした。だいたい前の年と同じような位置に書いていただ

ければ非常に見やすかったかなというふうに感じました。 

 それともう一点なのですが。これは法定的にもう決まっていると思うのですが、臭気・騒音、今、

言った、水質ありますよね。これは毎年、測定するというように決められているわけですね。例え

ばですね、これが１年半なり、２年に１回というような、そういう猶予期間があるか、ないか。こ

の辺について、お伺いしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時生活環境課長。 

○生活環境課長（目時廣行君） まず、騒音・悪臭については、当然、騒音防止法、それから、悪

臭防止法ですね、大気については大気汚染防止法、これに基づいて、その箇所を決めて測定をして

おります。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、次に移ります。５款労働費、６款農林水産業費に入ります。74 ページから 81 ページ

までの労働費及び農林水産業費全般について。決算書は127 ページから132 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。ございませんね。 

 それでは、次に移ります。７款商工費に入ります。82 ページから 86 ページまでの商工費全般に

ついて。決算書は131 ページから134 ページでございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 85 ページの観光入込み客のところの表をずっと見たのですけども、客数全

体で言うと、ここ数年ずっと数字がだいたい横ばい状態で、それを維持しているというのは、ほぼ

健闘しているのだろうというふうには思うのですが。一つ大きく違っていたのは、道外客ががくん

と落ちましたよね。そして、道内客がその分ぐっと増えたと。これは何か社会的な要因があるのか

どうなのかね。この辺り、どんなふうに抑えるのですか。 

○委員長（及川保君） 岩城産業経済課長。 
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○産業経済課長（岩城達己君） 表の方に数値が入ってございます、85 ページの部分でご質問かと

思うのですが。さらに国外という部分の数値もちょっとあるのでございますけども、まず、道内、

道外で言いますと、やはり、いろいろな調査をした中でですね、やはり日本の中でも北海道と沖縄

の人気というのは依然として高くございます。そういう部分での道外の数値の変化というのは、や

っぱり出てきているのではないかなというふうに思います。 

 それで、参考までに申し上げますと、国外のことにちょっとなりますけども、やはりアジア圏の

方々が非常に多く入られてございます。特に18 年度におきましては、韓国の方が２万 7,000 人増加

してございますし、それから、今まで少なかったマレーシア、香港、こういった方々が前年17 年度

100 人、あるいは 200 人規模が 1,000 人を超えているというふうに率も非常に伸びきていると言う

部分があります。これは、いろいろ私ども、訪日関係でアジア圏のＰＲをしてございまして、そう

いった部分の成果が多く出てきたのではないかなというふうに捉えてございます。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 沖縄か、北海道かと道内外のお客さんで、まず、言うと、沖縄に取られた

と、人気の点で、ということなのでしょうか。道外客が減ったということはそちらへ引っ張られた

のかなというふうに思うのですが。問題は、日帰りだとか、宿泊だとかという数もかなり横ばいで

あるのですが、宿泊客をずっと見ますとね、宿泊の客というのはだいたい、ほぼ 13 万から 15 万く

らいでずっと推移しているのですね。変わらないのですね。白老の場合、食材王国だ、温泉がある

のだと、観光地だということを言いながら、宿泊客が伸びない。そうやって考えるとね、今、外国

のお客さんもたくさん来られるようになった、その人たちが日帰りで帰るわけではないだろうから、

泊まるというところにいっていないのかどうなのかね。ということは、この白老の中にも宿泊施設

というのがかなり不十分だというふうな解釈になりそうな気がするのですけどね。その辺のものの

見方と、対策はどうなっているのかという辺りはどうでしょうか。 

○委員長（及川保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） ただ今のご質問の中は、長年の懸案事項でありまして、やはりお

隣、登別市さんの方の観光施設は宿泊型、あるいは、白老町はどうかというと、やっぱり通過型と

いう、こういう部分がやっぱり長い歴史の中にございます。ご質問にあるとおり、やはり何として

も白老町も泊まっていただきたいという、こういう気持ちは我々も同じで、そういう施策も打って

ございますが、それぞれ広域をする中で、それぞれが課題となっている点、例えば登別さんなんか

とも協議して話し合っている中では、体験という部分ではどうしても、なかなか手が無いと、その

部分は、それでは白老が担いましょうという中で、それぞれの課題の部分はそこの広域行政の中で

タイアップして解決していこうと、こういう施策を打ってございます。そういう中で昨年すでに公

表してございますが、総入込み数で、対前年で４万 1,433 人増加してございますが、そのうちの宿

泊については 8,679 の減ということでした。また、日帰りは逆に５万 112 名増えてございます。そ

の辺は、やはり白老にも施設はありますが、それが 100％ではない。まだまだ数は必要なのでしょ

うけども、そこまで十分機能していない。どちらかと言うと、登別さんの観光施設を補完するよう

な形で、あるいは、単独でいろいろパッケージを組み立ててございますので、そこにも宿泊として
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展開していると。機会あるごとに私ども、ずいぶんＰＲしてございます。一例を挙げて、今年の事

業になりますが、全国植樹祭がございました。その時に、やはり虎杖浜を売ってですね、そこに約

1,029 人の警視庁の方々が宿泊していただきました。単純に6,000 円か、7,000 円で一泊すると、600

万から 700 万という直接効果でお金が落ちているという部分がございますので、やっぱり、そうい

う機会を捉えながらですね、もっともっと白老を。また来年もいろいろな事業を抱えていますから、

こういう展開をしていきたいと、このように考えております。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） だいたい、わかりました。それでね、今の話の中で体験型と宿泊型とお互

いに連携をしながらと、そのものの考え方というのはいいと思うのですよね。ただ、わが町として

ね、体験しながら宿泊。それでは、体験と宿泊で経済効果というのはどうなのだというふうな比べ

方をきちんとしてみなければ、やはり宿泊にも力を入れなければならないのだというようなことに

ならないのかどうなのかね。その辺りの問題が一つ残るかなというような気もするわけですよ。 

 あと、もう一つ。これは表を見ていて面白いなと思ったのは、４月から９月の上期の部分の数と、

それから、下期の10 月から３月、冬の分の入込み数と逆転しているのですね。冬の方が数が多くな

っている。ということは、白老の場合、冬型の観光だとか、そういうもので何か工夫すれば、数字

が上がる要素というのがあるのかなと、こんなふうな見方もできるわけですけども。 

○委員長（及川保君） 斎藤委員、ちょっと逆なのですけど。 

○委員（斎藤征信君） いや、前年度比の伸びなのですね。伸びのことから言うと、冬型が伸びて

いるという、そういう数字が出てくるのですね。だから、何かそういう要素というのがあるのかな

と見たのだけども、これは見方が違うのでしょうかね。 

○委員長（及川保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） １点目の経済効果の話でございますが、例えば日帰りと宿泊とど

う違うかという点では、私どもでは、宿泊でいろいろ数値を抑えている、お土産を買ったり、お昼

を白老牛なり、特産のものを食べていただいたり、あるいは白老で給油、ガソリンを入れてもらう

と、そういう部分を均しまして、一日あたり4,714 円という経済効果を見込んでございます。また、

宿泊の方は宿泊代金等を含めまして、お一人あたり１万 2,800 円と、こういう数値を過去のデータ

からもって、この数値をうちでは抑えています。それで、先ほど申し上げました、昨年の日帰りは

５万 112 名でございますから、単純にかけますと２億 3,622 万 7,000 円。約２億 3,000 万を超えて

いるという数値。逆に宿泊が昨年 8,679 減となってございますから、１万 2,800 円をかけると 1 億

1,009 万 1,000 円という部分は逆に下がってございますから、差し引きすると、単純に言いますと、

１億 2,500 万、経済効果があったと。これはそういうふうにいろいろな分析をもとにですね、私ど

も職員がつくり上げたデータ、過去のデータからちょっと数字を入れていっているわけですが、こ

ういうのを常にいろいろな事業をやる時にですね、こういう数字を検証しながら、どうなっていっ

ているか、または、そのためにどういう手を打たなければならないかということを展開してござい

ますが、単純に経済効果という部分では宿泊と日帰りとでの数値と、多さ、減った分という部分で

やっても、逆に１億2,500 万ほど経済効果がプラスとしてあったという部分がございます。 
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 また、率の部分ですが、人数としてはやはり夏場の方が多くお客様は来られてございます。前年

との比較と言ってもですね、冬の、やはりどうしても札幌中心にする雪まつり等がございますから、

そういう部分では国外のお客様がですね、やっぱりアジア圏、特に南の方の方々はやはり雪という

ものを始めて体験するという部分で北海道に来られる方がおられますので、そういった方が札幌か

ら白老に寄っていただくと、こういう戦略も打ってございますので、そういう部分では率としては

少し上がり気味になるかなと、このように抑えております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。83 ページの中小企業振興資金の融資制度につい

て、お伺いいたします。約１億220 万の 34 件という数字が出ておりますが、この貸付先の企業形態

とか、貸付理由、借受理由の実態をちょっとご報告いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ３時４５分 

                                           

再  開   午後 ３時４６分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 大変、失礼をいたしました。18 年度分の 34 件のそれぞれの内訳

でございますが、非常にデータが、それぞれ３行、銀行さんで扱っていますので、主な部分でよろ

しいでしょうか。例えば水産業関係、加工場ですね、こういう事業展開をされているところ。水産

食料品販売というふうになろうかと思います。それから、鉄工所さんが１件。水産加工さんがほと

んどでございますね。あと建設業、飲食店、それから、衣料品販売等でございます。だいたい多岐

にわたって事業所さんがそれぞれの３行、銀行さんの方との中身で、事業所としてはそういう傾向

にございます。どちらかに偏ってというよりも、多くは水産加工さんが多くございます。全体の７

割程度。それ以外には鉄工所さん、それから、建設業さん、そういった方々もこの制度を活用して

ございます。以上です。 

○委員長（及川保君） まだ、あるのですか。内容。どうぞ。 

○産業経済課長（岩城達己君） 答弁がもう一つ、漏れてございました。貸付理由につきましては、

事業の中の運転資金。設備も含めての内容でなってございます。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 一般的に中小企業でございますから、役所の裏づけを取って、銀行と折衝

して借りるということになると思いますが。役所の場合は、一応窓口にはなっているのでございま

すか、この貸付の。 

○委員長（及川保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） まず、制度としましては、優遇制度を私どもで設けてございます

ので、それぞれの事業所さんが私どもに相談に参られるケースもございますし、直接、銀行さんの
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方に行かれて、事業展開を実はこういうこともしたいのですけどという中で銀行さんの方からご紹

介いただくという部分もございます。私どもで対応できる時は常にＰＲしながら、そういう資金繰

りの大変困っている場合はこういう制度を活用してということを相談に乗っておるという状況であ

ります。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ともかく、融資資金、振興資金でございますので、できる限り、中小の方

が相談に来た場合には積極的に活用できるようにご相談いただきたいと思うのでございます。それ

で、一つの展開の考えといたしまして、やはり中小が借り入れに来るということはいろいろな意味

で、正常な形ではなかなか借り入れできないということになってくると思います。そういうふうな

意味で、例えば今の制度で、もっとも相談しやすい、借りやすいという、そのような窓口が受け皿

になっているのかどうか、ちょっと気になるわけでございますけれども、今後の振興制度について、

より一層、中小企業が借り入れをしやすくなるという考え方に立った時に、どのような考え方を持

って融資するのか、これについて一つ。簡単で結構でございます。  

○委員長（及川保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 私どもですね、受身になってはいけないかなというふうには思っ

ています。事業所さんが、やはり困って役場に来る。その以前にやはり経営状態が厳しくなる前か

ら私どもで積極的に外に出て、そういう状況という部分はきちんと抑えながら、なるべく、いい経

営状況になっていくように、我々がやっぱりそういう部分を支援しなければならないというふうに

思います。ですから、こういう制度もですね、ただ、ホームページに載せているからいいというこ

とではなくて、やはりいろいろ町内の事業所さんとお話する機会がございますから、そういう中で

ももっとＰＲしながら健全経理に努めていただくよう、そういうような協力体制をとっていきたい

と、このように考えます。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。84 ページの２項、観光費ですね。ここで856 万 3,562

円という不要額が出ています。これは 86 ページの（８）、戦略的観光振興推進事業 937 万のうちの

800 万だと思うのですが、これはご存知のように、厚生年金保養ホーム予定落札価格の５％の 800

万、それが不要額として計上されたのだろうと思うのですが、その後ですね、厚生年金保養ホーム

がどのような状態にあるのか。今後どのような、落札の問題で経過としてどの程度認識しておられ

るのか。差し支えない程度で結構ですから、お示しいただければと思います。 

○委員長（及川保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 厚生年金保養ホームの件に関しましては経営企画課の方で事務所掌

してございます。そういったことから、私の方から答えさせていただきますが。一度、９月４日に

３回目の入札申し込みが終わりました。そして、９月18 日入札の予定になってございます。そんな

中でですね、今回、提示された予定価格ですね、これは公表されてございます。２億 5,900 万とい

うかなり高い額となっておりまして、業界の常識からいきますとまだまだ高いというような状況で、

その価格を持ってして、もし、町が買い受けして経営をした場合、収支をきちんと取れるかという
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ことで検討いたしましたが、やはり、その価格では無理だということで町の方は今回ですね、申し

込みに至っておりません。今後ですね、18 日、来週の火曜日、入札でございますけども、その辺に

つきましては、一切公表されておりませんので、その辺の状況については今のところはわかってご

ざいません。以上です。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。前回よりも上がったのですね、２億5,900 万の公示価

格。下がったのですか。３億何ぼだったのですか。下がったのですね。それで、まだ４日に申し込

みして、18 日入札と。18 日に発表になる、開けるわけですね。それでは、まだわからないわけです

ね。わかりました。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 観光のところなのですけども、86 ページの方で聞きます。（８）の戦略的

観光振興についてなのですけども、白老町の方でＪＴＢの方をお願いしまして、観光客入り数が伸

びてきているということなのですけども、先ほども説明の中でですね、白老では体験型というふう

に言っておりましたけれども、実際にポロト周辺の体験型のところは別に客数は増えていないので

はないかということなのですけども、ポロトの中のあそこの施設はたくさん入っているけども、そ

の周辺の波及効果というのはいかがなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 体験型の数値で申し上げますと、今、お話があった、アイヌ博物

館は 18 年度 24 万 6,963 名。増減で１万 6,025 名、率で 6.9％。それ以外のことでというご質問で

ございますが、インクラの滝、あるいは萩の里自然公園といった、自然景観を楽しみたいという部

分で来られた方が２万 3,964 人。対前年比で2,473 名の増。率で11.5％増。あるいは、ネイチャー

ガイドですとか、それから、カヌー、アウトドア体験、こういった部分の数値を抑えている部分で

は 18 年度が１万 9,858 名。前年度対比が 3,727 名の増ですので、率として 23.1％というふうに、

やはり、ただ、いろいろな施設を見るのではなくて、家族揃って、何かに一緒に家族で体験すると。

そういう部分がこういう数値として伸びてきている部分ではないかなと、このように捉えておりま

す。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。今のでは、そういう形で増えているというのはわかったの

ですけれども。ただ、これをやるにあたりましてですね、アイヌ民族博物館ばかりではなくて、そ

の周辺施設を楽しんでくださる観光客が増えたのはいいのですけども、それでは、あそこの場所に

ある売店とか、そういうところの売り上げ増に繋がっているのかどうかということは私、非常に大

事なことではないかなと思っているのです。やはり、小さな目で見るというわけではないのですけ

ども、広域的に白老町を売り出そうという考え方の中で、やはり実際にある既存のそういうお店屋

さんが成り立っていかなければならないのではないかなと。やっぱり、ああいうところの施設があ

るからこそ観光客の楽しみの一つでもあると思うのですけれども、そういうところの売上げがちゃ
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んと上がっているのか、そういう経済効果が上がっているのか、その辺はどのようになっています

でしょうか。 

○委員長（及川保君） 岩城産業経済課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 商協のお話かと思いますが、売上げとしては横ばい、もしくはマ

イナス傾向にあるというのが実態でございます。それで、私どもも行政としてですね、単にそれで

いいかということになりませんので、例えばですが、実際に取り組んでいる部分は道央道の輪厚の

パーキング場でございますが、あそこへ入るとちょっとしたお土産ショップございます。結構、本

州から来られる方はレンタカーで道内を回る時に、やはりそういうパーキングに寄った時にちょっ

としたお土産を買う。その時に、白老では実はこんなものを作っています、どんな小さなキーホル

ダーでも結構なのですけども、やっぱり、そういうものを扱ってもらいたいということを私どもは

店長さんの方にお話しまして、それは前向きにお話いただいているので、商協の理事長さんの方に

お話して、そういう部分は営業で今後は、それは民間さんが営業として努力していくと。そういう

ことで私どもも架け渡しと言いましょうかね、いろいろなところに声かけて扱ってもらいたいと。

あとは民間さんの力で頑張ってくださいと、こういう展開をしてございます。以上であります。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、本日のこの程度にとどめたいと思います。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

                                          

     ○散会の宣告 

○委員長（及川保君） これをもって、本日は散会といたします。ご苦労様でした。 

 

（散会 午後４時００分） 

 


