
                                         

    ◎一般質問 

〇議長（堀部登志雄君）  これから一般質問に入ります。 

日程第２、昨日に引き続き一般質問を続行いたします。 

 通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 松 田 謙 吾 君 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員、登壇願います。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。ただいま町長の行政報告で、企業立地に頑張る市町

村の認定証及び感謝状をいただくと。町長の頑張りに、心から感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、一般質問を行います。町長の執行方針と基本姿勢について。１、定年退職を含め

て、ベテラン議員の41名がやめる。残った職員の給与20％カット協議中となっておりますが、

ほぼ決まったようであります。その上で財政再建の大きな問題、町民一人一人に優しい安全、

安心のまちづくりというが、この考え方についてご質問いたします。２期目の当選の抱負と所

信表明では、町長選において16年ぶりの無投票当選は今後の期待の大きさと厳正に受けとめる、

町長はこう語っております。また、自治体運営は苦難が待ち受けているとも述べているが、今

町民一人一人は白老町の財政状況を新聞報道や町発行の広報を見て、第２の夕張になるのでは

ないか、夕張市の倒産に重ねて大変心配して町政を見ております。教育長の長期不在、任期と

はいえやめる理由も語らず急に退任した若い２人の副町長、定年退職者３人含めてベテラン職

員41名の公募退職、職員給与20％から25％の削減、その上に町広報紙８月号特集１から11月号

では脱財政危機宣言、財政再生団体転落回避に向けてほかいろいろ書いているのですが、週刊

誌の見出しのような大きな活字を見て、財政の状況とまちの行く末を町民は大変心配している

わけであります。白老町は今このまま財政運営を続けていくと、平成20年度決算では財政再生

団体に転落しかねない危機に直面している。さらに、これまで黒字であった一般会計も20年度

以降は毎年６億円余り不足し、特別会計、企業会計の赤字が連結すれば、極めて厳しい状況に

なる。今町政の最高責任者である私の責任であり、今後二度と同じ過ちを犯してはならない、

こう町長は述べております。さらに、歳入確保のため町有地の売却、各手数料、保育料、国民

健康保険税の改正、超過税率の導入などを検討すると述べております。このようなまちの現状

の中で基本姿勢の４つの柱の１つとして一人一人に優しく、安全に、安心して暮らせる地域づ

くりをと述べておりますが、まちづくりの原点は町民の財産と生命を守ることが第一だと私は

思います。町有地の売却、各手数料、保育料、国民健康保険税、超過税を導入する上に、そし

て優しく、安全に、安心して暮らせる地域づくりと述べておりますが、どのような考え方かお

聞きしたいと思います。 

２点目、今後の財政収支の見通し、財政再生団体回避の方策、道内ワーストスリーの連結実

質赤字比率の現状と使用料、手数料、新税の導入について。地方財政健全化法、国会において



６月に成立、この法案が出された段階で白老町の財政危機を伝える報道は一般会計、特別会計、

企業会計の連結赤字収支率が全国で６番、北海道で５番と報道され、ことし３月６日の夕張市

の倒産の後だけに町民にとっては大変な驚きと心配をするわけであります。37億円余りの積み

立て基金をほとんど取り崩し、底がついて、このままの財政運営を続けていくと、平成20年に

全会計の累積赤字が40億6,500万円、白老町の標準財政規模約60億円に対する連結赤字収支率が

68.9、今後改善策をとらない場合は平成20年度決算で財政再生団体に転落する極めて厳しい状

況にある。その上に全会計約350億円余りの借金があるわけであります。そして、20年度以降一

般会計は毎年６億円の財源不足が見込まれ、企業会計、特別会計の赤字が連結され、平成28年

182.8％、98億8,100万円の財政赤字にこのままの伸びを続けるとなること、このように町広報

紙に書かれておりました。財政悪化の原因は、地方税と町税が大幅に減った、高齢化による社

会保障にかかわる経費が急速に伸びた、平成元年に初めて借金が単年度20億円を超えた、平成

12年までの12年間で300億円の借金をした、多額の借金をする行政運営が返済負担やふやし放題

にせざるを得ない財政構造にした、行政の重要課題を先送りしてきた町立病院、寿幸園、保育

園の統合、民営化、学校の適正配置など大きな課題を先送りし、都市計画税、超過税率を導入

せずに適切に財源を確保しなかったことが白老町の財政危機につながった、こう述べておりま

すが、今後の財政収支の見通し、それから財政再生団体転落の方策と連結収支赤字比率の推移

につきましてはきのうの同僚質問でわかりましたので、使用料、手数料、都市計画税、超過税

率の新税導入の考え方についてご質問をしたいと思います。考え方をお聞きしたいと思います。 

３点目のきちんと検証して大幅な事業を削減すると述べているが、削減策の内容と、第３商

港区を凍結すべきと私は思うのですが、町長の考え方をお聞きしたいと思います。 

４点目につきましては、町長のまちづくりの姿勢はマラソンランナーでなく、駅伝ランナー

である、こう述べておりますが、その駅伝ランナーのどういう気持ちで述べているのか、その

真意を聞きたいと思います。 

５点目の町長はアイヌ民族政策の進め方についてアイヌに対する偏見と誤解は根強い、そし

て白老のまちのイオル構想は教育型で進めると述べているが、どのような偏見と誤解が。私は

「子ども達」と書いたのですが、これは教育型と言っていますから、子供たちであるのかなと

お聞きして、教育、「子ども達」と書いたのですが、その考え方をお聞きしたいと思います。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 所信表明と基本姿勢についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の職員がやめ、給与カットと財政再建の中安全、安心の地域づくりが達成でき

るかについてでございます。職員にとっては、財政再建のため人員と給与が減り、仕事にも、

生活にも大きな負担をかけることになります。また、地域や町民の皆さんにも影響することに

なります。しかし、私は今は財政再建という目標に向かって数年間は職員、行政と町民、議会

とが一丸となって取り組まなければ解決できないと考えております。特に職員がこの事態を解



決していかなければならないという意識、行動の先頭に立ち、創意と工夫を進めます。また、

町民の皆さんにも地域内ネットワークによるセーフティーネットづくりなど協力をいただきな

がら、全力で町民の安全と安心の向上に努めてまいります。 

 次に、本町の財政状況に関する大きく４つのご質問でありますが、まず今後の財政収支見通

しでありますが、議会並びに町民説明会でご説明している財政再建への取り組み骨子でござい

ますが、骨子のとおり本町の財政状況は極めて厳しい状況にあり、平成19年度の一般会計では

何とか収支均衡を図ることができましたが、さらに抜本的な対策を講じなければ、20年度から

25年度まで一般会計で約６億円の実質赤字が見込まれ、全会計では19年度約32億円の赤字額に

対し、平成24年度まで毎年約９億円の赤字が累積される状況にあります。この数字は６月段階

のものでありまして、現在さらに精査をしているところでありますが、財政健全化法の財政指

標の計算方法が明らかになってきた中では早期健全化基準、財政再生基準に用いる赤字額は減

少することになります。 

 次に、財政再生団体転落回避の方策ですが、財政指標の基準が最初に適用される20年度決算

見込みにおける財政再生団体回避を目標に対策をとることとしており、歳出削減対策では人件

費の削減を含む内部管理経費の徹底した削減、町民サービスの見直し、臨時事業の見直し、歳

入対策では財産の売り払い、収納率の向上、基準繰りかえ運用、使用料、手数料の改正、下水

道使用料の改正等を対策としております。また、このような対策をとっても、なお財政健全化

団体になる見通しであることから、保育料の改正、国民健康保険税の改正、超過税率の導入を

対策として実施する考えであります。 

 次に、道内ワーストスリーの連結実質赤字比率の現状についてですが、11月末に一部の報道

機関で報道された内容は、18年度決算の数値をそのまま用いて報道機関が独自に試算したもの

でありますが、総務省が示した連結実質赤字比率の計算方法で現在示されている情報に基づき

試算すると、比率は15.2％まで改善する見込みであります。しかし、19年度以降の赤字が拡大

すること、さらに販売用の土地が財政指標の計算上資産として見られたとしても、本町が抱え

ている実質の赤字は減少するものではありませんので、さらに気を引き締めて対策に取り組ん

でまいります。 

 次に、使用料、手数料、新税の導入についてですが、使用料、手数料については平成17年度

に議会並びに町民説明を行い、見直しの３年ルールを定め、料金改正の議決をいただいたもの

であります。そのため20年度の改正に向け、現在見直し作業を行っているところであり、改正

案ができ次第、議会に説明する考えであります。また、新税については第４次の行政改革大綱

の自主財源確保の取り組みにおいて超過税率や新たな税の導入を検討するとしていたものです

が、導入の前提条件として行政内部においてみずから痛みを伴う改革を断行した上で導入を必

要とする財政需要の緊急性、導入の目的を明確にするとしており、今般の財政危機を受け、導

入に向けて議会にご相談したいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、３点目の事業の削減策と第３商港区建設の凍結についてであります。削減策の内容に

ついては現在調整中であり、平成20年度予算の中で明らかにしたいと考えております。また、



第３商港区建設の凍結についてであります。私は、厳しい財政状況でありますが、第３商港区

は地元企業の競争力の強化、新たな企業の誘致、雇用の拡大、税収の確保、さらには客船誘致

による観光振興など今後のまちづくりの骨格をなす必要不可欠な事業と考えておりますので、

毎年の財政状況を見ながら整備は推進する考えであります。 

 次に、４点目の私のまちづくりに対する姿勢についてであります。私は、日ごろから駅伝ラ

ンナーを例えに引用しておりますが、これはペース配分を考えながら長い道のりを走るという

姿勢ではなく、定められた区間を全力で駆け抜けることをみずから心がける意味合いから用い

ているものであります。したがいまして、私は私自身に与えられた４年間という時間を最大限

生かし、財政健全化への道筋をつけ、次の世代によりよい形で引き継ぐことが責任であり、役

割であると認識し、このことに全力を傾けてまいる所存であります。 

 次に、５点目のアイヌ民族施策の進め方についてであります。北海道が平成18年度実施した

アイヌの人たちの生活実態調査において、本町には子供たちに対する差別や偏見、誤解などは

現状ではないものと確信をしておりますが、調査結果によりますと、全道各地においてはいま

だに根強く潜在している状況にあり、これらの解消を図っていくためには本町がイオル再生事

業の教育、これ学習型イオルとして役割を担い、効果的な取り組みを果たしていくことが必要

であると強く認識しております。私は、次代を担う子供たちがアイヌ民族の歴史や文化を正し

く理解し、認識を深めることが最も重要なことととらえ、子供たちが互いの文化や人権を尊重

し、認め合う社会人として成長することにより、差別や偏見、誤解などといった問題が解消さ

れていくものと確信しております。このようなことからイオル再生事業として教育型、学習型

イオルを果たす役割、果たす意義は大きく、今後においても積極的に事業の推進と拡充に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。今町長のお考えをお聞きして、安心して、そして安

全に白老のまちづくりをするお話をお聞きしました。１点目と２点目は私は、同じような質問

でありますから、一緒にご質問いたしますが、飴谷町長は財政運営を家計に例えるなら、この

ようなお話を書いてありました。私は、今の白老町を大家族に例えるならば、長く連れ添った

妻がいなくなった、働き盛りの長男、次男、三男、長女もいなくなり、支払いに追われ、残さ

れた家族で生活を切り詰めして、ローンの支払いをこれから長くしなければならない、そんな

家族の姿が白老のまちに私は映るわけであります。財政再建の大きな犠牲はもちろん町民であ

りますが、40名からの勧奨退職、20％余りの職員給与カットは、大きな犠牲は、町長の就任の

ときから、４年前から思い切って手を打っていれば、このような職員の犠牲は私は半減された

のではないかな、こう思っております。私は一町民として遠くから見ていて、４年前から今の

財政状況は目に見えておりました。４年前に町長選挙が３人出て、さまざまな白老の現状と、

それから白老のこれからのまちづくりに随分訴えたものです。それから間もなく飴谷町長が出



てから、私は先ほども言ったように遠くから見て、財政改革に余り手をつけていないな、こん

な思いがしていたのです。それで、この４年間たってから今のような思い切った、本当に思い

切った行政改革をやろうとして職員の給与20％カット。私は、この職員の20％カットというの

は重過ぎるな、こう思っている一人ですし、４年前からやれば、先ほど言った半減というのは

10％で済んだのではないかな、こんな思いで今質問するのですが、その辺の考え方をもう一度

お聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 私のほうからお答えしたいと思います。 

 議員のおっしゃるとおり、家計に例えた場合というお話でございますけれども、確かにその

とおりかなというふうに思います。職員に大きな負担を求めた対策ということでございます。

ご質問の内容は、４年前からそういうことに手をつけていればということでございます。町長

の就任されました15年の11月、それから直ちに実は対策については取り組んできてございます。

それで、確かに第４次の行革で、当時いろいろ議会のほうにもご相談させていただいたことは

議員もご承知かというふうに思いますけれども、そのときから職員給与のカットについては人

件費総体の１割を削減すべきではないかと、これは人員の削減も含めて、直接的な給与額も含

めて１割の削減が必要ではないかという、こういう行革の大綱の中に書き込みがございました。

それを受けて、当時の町長は給与削減に踏み切り、かつ当時議長でいらっしゃいました松田議

員のほうもいち早く議会としての取り組みをしていただいたというふうに、私当時から行革を

担当してございますので、そのように認識してございますし、大変ありがたいというふうに思

ってございます。そういう中で職員の給与削減につきましては、実は相当交渉は難航してござ

いましたが、最終的に飴谷町長の段階で17年の１月１日から町職員の実質的な給与削減も行っ

てございます。これは、確かに率的には管理職については４％、それから級別に2.5％、1.5％

というような段階的な削減率ではあったものの、直接的な人件費の削減ということも取り組ま

させていただいているわけでございます。 

確かにその当時から10％の削減をと、こういうお話でございますけれども、その当時の10％

で今の財政状況がどうなったかということの実は試算はしてございませんけれども、先ほど議

員のご質問のとおり、実は大きくは16年に出てきました三位一体改革の中身で先ほどご質問の

中にありましたとおり地方交付税が大きく減ったことと、それから地方税がやはり落ち込んで

きているということが、将来見通しに大きく狂いが生じてきたということが実態でございます。

そういう中でさらに今回それに拍車をかけて新たな法律ができたと、これまで普通会計でだけ

健全化を見てきたものを全会計を合わせて健全化を進めなければならないという、こういう状

況になった中で新たな指標が出てきたということでございまして、それに向けていち早く行財

政対策室を立ち上げ、町長が先頭になって今回の骨子案をまとめながら、さらに対策を打って

きているということでございますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 



〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。今の20％給与のカットの問題ですが、本当に職員も

町民の一人ですから、それから世帯を持っております。本当に町民の職員の方々に私はお気の

毒だなという気持ちがいっぱいなのです。今回の町広報紙８月号の特集から、それから11月号

まで見ますと、本当に先ほど申し上げたが、週刊誌の見出しかな。それから、もう一つは町長

が思い切って、よくあのようなさまざまな言葉遣いで財政再建の危機を訴えたな。とり方は２

つあると思います。１つはこんなにも白老町の役場は財政に苦しいのか、こういう町民の考え

方と、もう一つの考え方はこんなにも苦しいまちならどこかに行ったほうがいいな、こんなこ

とを言っている方もおります。私は、事実こう言われたことがあります。松田さんはここで生

まれたから逃げることはできないけれども、私たちはよそから来て、温泉を求めて来たのです

が、温泉を売っていけば住みやすいまちへいつでも行けるのだ、本当に気の毒だなと、こう言

われたことがありますが、本当に今の財政状況からいけば今言ったように２つの見方があると

思うのですが、私は飴谷町長のあれまで出し切った、そして財布の底まで町民に見せた、あの

ことに私は大変評価をいたします。それから、もう一方ではその大きな犠牲になったのが、一

番なったのが役場の職員。よく20％の給料減るのを了解したものだな。私も町民の一人として

役場の職員に本当に申しわけないなという気持ちであります。 

 それから、もう一つ、飴谷町長は二度と同じ過ちを犯してはならない、このように述べてお

りますが、この過ちを犯したのはだれなのか、どんな見解を持っているのかお聞きしたいと思

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） まず、職員の給与削減ですが、私も町長になって、こんな本当に情け

ない話ないなと実は思っております。それで、広報についても、私も職員でした。今ここにい

る課長さんは４月で半分ぐらいいなくなります。その課長さんたちも我々も同じ管理職として、

職員としていたのだと。今我々が管理職だということから、実は早期退職を募ったときに、み

ずから身を引いたということでございます。そういうことで職員がみずから引くということは、

その統括、統制したのは我々でしたということで副町長も身を引いたということでございます。

本当にこういうことは絶対あってはならないことなのですが、そこで私も当時、広報見てわか

ると思うのですが、平成６年、７年、８年、あのころはうちのまちの財政規模は60億円に対し

て、平成７年は147億円やっているのです。国もあり得ないというような見解も示していました。

それをずっとやってきているわけです。ですから、これだけ借金たまるのも当たり前のような

状況ですが、ですからそのときから危機は始まったのかなと実は思っております。当時かなり

職員の中でも憂慮する意見もございました。議会からもそういう指摘が大分ございました。そ

ういう中で今12年たったわけでございます。これは、当時私も管理職という立場にいて、本当

に職員、そして町民には大変申しわけないと思っております。また、二度と同じ過ちというの

は、逆に私も職員、そして議会にもいたと。町民の皆さんにも逆に信頼のほかに緊張感を持っ

て町政運営を見守ってほしいという意味合いから、関心を持っていただくような表現方法で広

報の手法を使ったと。広報は皆さん見ておりますので、ですからそういうことが二度とあって



はならないということを町民の皆さんも一緒に考えてくださいという意味で使ったということ

でご理解いただければと思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 次に、先ほど町長も述べておりましたが、再建団体になる見通しであ

ることから、今後保育料の改正、国民健康保険税の改正、超過税の改正は導入すると、こう申

し上げましたが、その改正の税率はどのぐらいなのか押さえておりますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） まず、保育料、それから国民健康保険税、それ

から超過税率の導入ということで、これは骨子の中でもいわゆる最初の対策として健全化団体

になる、もしくは再生団体になる、このような最終的な状況になった場合にはこれらのことを

検討するということで、実は骨子の段階では検討事項として上げてございました。しかし、あ

る程度今指標ではそういう数値が見えてきてございまして、やはり再生団体は今の状況から対

策をとっていくことによって避けられるという考え方でございますが、しかし健全化団体は逃

れられない数字になると。そうなりますと、これも数年間のうちにこの健全化計画を立てまし

て、さらに議会の議決を受けまして北海道へ報告するという、こういう流れの中でやっていか

なければならないと、こういう状況になってございます。そこで、実は最終対策としていたも

のも見直しをするということになってございます。それで、今考えられているのは、保育料に

つきましては国の基準を下回る形でこれをお願いして、保育料として設定しているものはやは

り基準のような形で見直しをするということでございます。それと、国保税についても実は応

能、応益という部分での負担割合がございまして、これらの負担割合をある程度平準化するた

めの見直しを行うということでございます。それと、もう一点、超過税率については、今現在

検討している状況では固定資産税ということで、これも書いてございますけれども、それらに

ついて検討するということでございますが、率等については今の段階で決定しているものでは

ございません。なおかつ、これらについてはある程度の収支見通しをきちっと立てた中で議会

にもご相談させていただきたいということを考えてございますので、ご理解いただきたいとい

うふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。財政問題については、きのう同僚議員の質問の中で十分に

わかりましたので、３番目にいきたいと思います。港の問題、商港区の凍結すべきという考え

方なのですが、きょうの白老町の危機的財政状況を考えると、過ぎた借金を並べて検証するこ

とも大事なことであるが、もっと大事なことは危機的財政状況の中、着地点がほど遠い第３商

港区の建設を、私は今の財政状況からいって、一刻も早く凍結したほうが財政再建の早道だな

と、こう思っております。平成15年の町長選挙においては、３人の候補の三者三様の考え方が



ありました。建設すべし、私は建設するなら受益者負担すべし、それから中止すべしと、この

三者三様の考え方がありました。私の考えは、どうして企業のために投資し、開港を目指すの

であれば、企業の専用埠頭と受益者負担によって進めるべきだ、こう思っております。そして、

財政再建のため第３商港区中止を訴えた町民が選んだ町長を議会が不信任をし、町政始まって

以来の大混乱の一因にもあの港はなりました。大きな要因が第３商港区にあったことは明らか

であり、多くの町民が選挙に中止をしてくれと託した声が生かされなかった、そのことに対し

て町長はどう考えているのかお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 港湾につきましては、それぞれ手法、方法論はあると思います。今の

危機的財政状況の中で、私はまちづくりというのはやはり５年後、10年後、20年後のことも考

えながらまちづくりを進めるべきだというのが、これは議員も同じだと思うのですが、基本前

提だと思います。そこで、今の港湾を考えますとき、実態からいうと決して１社のみ使うよう

な港の実態ではないと。これからもまたいろいろ地域振興のためにいろんな会社の使う利用頻

度も高くなっていくという、ある程度私もそういう考え方があります。それで、これは港をや

めるということは簡単でございますが、やめることイコール次にいろいろ想定するものがある

と思います。企業というのは絶えずコストのかからない、利益率の高いところにシフトしてい

きます。立地条件のいいところで、そして生産効率を上げて、企業がもうかるというのがこれ

当たり前でございますが、それを考えると今の企業さん、果たして白老町にいるメリットとい

うのがあるのかどうかということもございます。また、この港をつくることによって、いろん

な会社が輸送コストを下げることができると、それによってまたそこに設備投資をする、そし

てそこでまた設備投資することによって雇用が生まれると、こういう循環だと思うのです、今

の経済。ですから、そういうことも含めて最小限に抑えながら港は建設したいと思っておりま

す。 

 松田議員も港の必要性は十分認識されていると思っています。ですから、財政状況とのバラ

ンスでどうなのだということだと思うのですが、かつて、今初めて申しますが、松田議長時代、

大昭和製紙に役員さん皆さんの前で議長は、我々も頑張ってつくると、あなたたちも応分の負

担を考えていただきたいと。大昭和時代、今は日本製紙ですけれども、私たまたま出張があり

まして、そのときの実はメモ役といいますか、行った覚えがございます。ですから、これは将

来の白老町を考えた場合、やはり私はこの港が必要だと。港は必要なのだけれども、やめると、

中止と、つくるといういろいろ考え方はあるのですが、これは企業は生き物で動いております。

出せる範囲で最小限……ですから、開港時期も実は延ばしております。出せる範囲で何とかつ

なぎながら、この港を開港させて、地域の経済を活性化させたいと、そしてこれがまた他の会

社の企業誘致にもつながりますので、これについては私は何とか開港まで我慢しながら、町民

の理解をいただきながら、頑張りたいと思っていますので、ご理解いただきたいと思っていま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 



          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 松田です。今町長が言われたように私と町長と、今の飴谷町長と、そ

れから前町長の見野町長と、川田さんと大昭和製紙に15年度から第３商港区をやるとすれば、

大昭和製紙の港湾の使い方はどうなるのですかと、しかしながら今の財政状況からいって町民

に説明するためには大昭和製紙のきちっとした裏づけが必要なのでないか、こんなことで東京

の大昭和本社に行ったのですが、私はあのときも今の財政状況では今飴谷町長言ったように受

益者負担がなければなかなか難しいよと、今飴谷町長言ったとおりこんなことがありました。

私の凍結すべきだ、中止すべきだという考え方は、昭和57年にあの港が着工されて、平成２年

に漁港区ができて、７年に第１商港区ができ、13年に第２商港区ができました。水深5.5のバー

スが４つあるし、マイナス7.5が１バースある。2,000トンから7,000トンまでの船が接岸して、

現在も稼働しているわけであります。しかしながら、この港をつくるときの基本構想の中身は、

港をつくると、まちが発展するのだ、これが大きな１つの目標なのです。しかしながら、第２

商港区までできたけれども、大昭和製紙の名前が消えた。それから、旭化成もどんどん工場が

縮小されている。それから、白老町のまちを歩くと、まちのシャッターがどんどん閉まってく

る。それから、白老町の人口は昭和64年２万4,500人、平成19年のこの12月の現在２万500人余

りに、この港ができてから、第２商港区が完成して、今第３商港区の途中ではあるのですが、

港ができても、できても、人口が4,000人も減ってきた。私は、借金をして大きな投資をしなが

ら港湾事業を展開しているのですが、港湾事業と人口減とは関係ないのか、町長、どう考えて

いるのですか、その辺お聞きしたいのですが。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 企業は、例えば日本製紙１社でとらえても、ここに港があるから、実

は設備投資をしているのです。それで、第３商港区着工からもう200億円ぐらい投資していると

思います。また、一方では、では町内の貨物、室蘭港にお願いしている貨物、苫小牧にお願い

している貨物、これ全部うちの荷物なのです。うちに入るべき荷物をわざわざ室蘭港におろし

ている。白老港から出すべき荷物をわざわざ苫小牧から出している。この荷物の、貨物の動き

なのですが、ことし多分地方港湾でまず１番になるでしょう。第３商港区ができた時点では、

全道の港でも多分６番か、そのぐらいになると思います、重要港湾を含めて。ですから、荷物

があるということは物も動いているし、ただこういうことをやっているから、まだ人口減がこ

こで済んでいると私は思っています。まだまだ努力の余地は確かにありますが、ですから先ほ

どの確かにシャッター街もふえております。これは全国的な傾向でございますが、うちのまち

はまだこの港をつくることによって、１つの経済活動もまた生まれています。生コンだとか、

砂利屋さん、うちは砂利屋さん、生コン屋さんいますが、今までは室蘭でケーソンをつくって

いました。私町長になってから全部こっちでつくらせています。ですから、それによって、ま

た経済も動いている。要するに港つくるときも経済活動だし、港できてからも経済活動があり

ますよということで、これからの将来に向かってさまざまな企業誘致しておりますが、この港

があることが大きな企業さんに対する説得力だと思っています。これが逆にまちづくり、地域



振興の１つの基礎になると。ですから、答弁書で申し上げましたが、人間であれば今骨格、経

済の骨格をつくっているという考え方でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。20年度の予算編成の方針を新聞で見たのですが、20年

度の歳入は60億3,000万円、実に25年バックの昭和48年ころの歳入予算になるわけであります。

先ほどの人口の２万500人というのは40年前、昭和44年の人口なのです。これほどバックしてい

る。こんなことで私は、この60億3,000万円も歳入がどんと縮まっていくのですが、そこにこの

港湾負担が耐え切れるのかなと思うのです。そしてそれと、第２商港区までの経済効果、投資

効果、この辺が本当にあらわれているのか、それからその効果をどのように考えているのかな、

このことについてお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 先ほど期待感も申し上げましたが、日本製紙があることによって、そ

して第３商港区の着工を今進めていることによって、日本製紙も今安心して設備投資している

ということもあるわけです。そのほか旭化成だとか、工業団地にも第３商港区を使いたいとい

う企業さんもございます。これは私の考え方でございますが、その辺をまずご理解いただいて、

詳細については水産港湾課長のほうから申します。 

〇議長（堀部登志雄君） 堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 第２商港区までの経済効果ということですけれども、漁港区

も当然入ってきます。そうしますと、漁港区一つとっても、今まで登別漁港まで片道大体遠い

ところでは30分ぐらいかかったでしょうが、そこからまた沖に出て、漁が終わったらまた白老

のほうまで戻ってくると。そのコストというのは、これ具体的なコストの試算はしておりませ

んけれども、特にスケトウなんかが主体でございます。議員も十分ご存じかと思いますけれど

も…… 

          〔「いやいや、もう十分ご存じです。だから、商港区だけ。第１ 

          商港区、第２商港区ごとの経済効果はどうか」と呼ぶ者あり〕 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 第１商港区につきましてはご承知のとおり砂、それから地元

の建材会社で使う珪石とか、そういうのを扱っておりまして、貨物用の大半を占めております。

それが今のところ全道地方港湾としては２位という実績になっているのかなと思います。それ

ら地元業者も新しくその中で荷役という産業を見つけて、従業員の数もふやして、仕事をして

おります。そして、第２商港区はご承知のとおり上屋のあるところでございまして、そこで今

日本製紙さんが紙ですとか、それからいろんな工事、港だけではないのですけれども、人工リ

ーフですとか、漁礁ですとか、そういった工事の作業をするのに係留とかでいろいろ使われて

おりますけれども、第２商港区で大きいのは、新聞でも報道されておりますけれども、食用油

の会社が白老町に進出してくれたと。約7,200か500平米の土地を買っていただいて、そこに今



食用タンクを建てておりますけれども、それを定期的にこれから船を入れてくれると。将来的

には、今はつくったばかりなのですけれども、もう二基の話もちらちら出てきていますので、

それらの税金だけでもかなりのものになるのかなというふうに試算しております。それからま

た、新たに次、今回の行政報告でも申し上げましたけれども、約１万5,000平米の土地を買って、

第３商港区を見込んで、そこにいろいろヤード等物流基地として今後いろいろ展開を考えてい

きたいと、そういうことでございます。 

 大体そういうのが今のところの効果ということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。私が聞いているのは、そういう効果がどれほどこのまちに

生かされて、そしてこのまちが経済効果によって、例えば白老のまちのシャッターがそれだけ

効果あってもなぜ閉まるのか、ここのところを私は先ほどから申し上げているわけなのです。

わかりました。 

 それから、平成13年の４月建設の公共１号倉庫上屋、これの費用は恐らく８億5,000万円ぐら

いかかっているのですが、その投資した効果と今使用料どのぐらい上がっていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 上屋のご質問だと思います。それでまず、上屋というのはな

ぜ必要かといいますと、何回か議会でご質問ありまして、お答えしているのですけれども、わ

かりやすく言えば、コンビニに駐車場が必要と同じく、デパートだとか、そういうところに駐

車場が必要と同じく、雨降ったときの荷物を一時保管するとか、もしくは外国からの荷物であ

ればそこに一時保管して関税の手続を受けるとか、一時保管の場所としてやはり大体どこの港

へ行ってもそういう施設は必要とされて設けております。それは、今言いましたように港湾、

船が入ってきて、港を利用してもらうためのサービスの一つとしてそういうのは設けておかな

いと、やっぱり船は入ってこないと。いろいろポートセールスしても、上屋もないようなとこ

ろだったら、ぬれるものはだめだねというような話にもなってしまいますので、そういった意

味で上屋は設けているわけでございますが、それについてはグレードがあのグレードでよかっ

たかどうかという議論はまたありますけれども、それはまた別にして、年間の使用料ですけれ

ども、大体2,000万円ぐらい今入ってきております。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 上屋の使用料は2,000万円ということでありますが、私ら説明受けたこ

ろは、あの上屋の使用料は運営費用が3,900万円かかる、ここに松井参事いるからわかると思う

のですが。であれば、あの上屋の使用料は約2,000万円の赤字なのです。あれはあの建設費と、

それから維持費含めて3,900万円かかるのだ、それを想定してあの上屋のあれを決めているのだ

というのですが、それでは2,000万円の赤字なのですね、あの上屋は。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 



〇水産港湾課長（堀江 寛君） 維持管理の経費というより起債を借りています。要するに借

金の返済、それに間に合うだけの収入ではございませんので、おっしゃるとおり赤字は発生し

ております。 

          〔「いや、2,000万なんだね」と呼ぶ者あり〕 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 毎年ちょっと借金の返済の額が変わってきますので、正直毎

年借金はふえて、2,000万円以上にはなります。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番。もう一つ、臨海部土地造成が12万平米ぐらいつくって、20億円

かかっている。この借金も、今の上屋の借金も、それから第１商港区、第２商港区の投資も含

めて、これが今の白老の財政状況へ大きくやっぱりなっているのです。ですから、今のこの財

政状況の苦しいときに凍結か中止をすべきだ、そのことで私は先ほどからこう言っているので

すが、このことは町長の先ほどからのいろんなお話でご理解することにいたします。 

 それでは、時間もないですから、次の質問。４番目の質問の町長のマラソンランナー、そし

て駅伝ランナーであると述べた真意をお聞きしたのですが、先ほどの町長の真意はわかりまし

た。これは、山手一雄前町長がよく使っていたし、酒飲むと、町長は神奈川大学の実際の駅伝

ランナーでありましたから、酒飲むたびに必ず言う言葉なのです。それを町長がどういう思い

で言ったのか私は聞きたかったのですが、私は１つの視点としてこのマラソンランナーもスポ

ーツマンですから、町長が就任して、後先の行政の失敗や、それからそういうことは余りにも

町広報紙見ると明らかに批判に見えたものですから、スポーツマンとしてふさわしい考え方か

なと、こんなことで私はその視点で町長にこのマラソンランナーを聞いたわけなのですが、こ

のことはさっき真意わかりましたから、次に移りたいと思います。 

 ５点目のアイヌ民族の政策について、町長は10月23日、町長選挙が無投票当選されたとき、

それで町長のインタビューの中でこれが話されていたのですが、財団は42年に民俗資料館がで

きて、それから40年にコンサルタントがポロトに移転して、そして法人白老民族伝承財団が設

立されて、大変白老のアイヌ文化に対する野村義一さんという方がいて、全道のウタリ協会を

代表して世界にまで行って、少数アイヌ民族を訴えた。そして、先ほどアンケート調査のあっ

たのですが、私は白老のまちでアイヌの差別という話は余り聞いたことがないのです。それか

ら、財団の側がむしろ財団運営の問題で２回も、３回も大きな新聞ざたになっている、これは

あるのですが、これは運営上の問題で、人種やアイヌ差別という問題は余り私は聞いたことが

ないのです。ですから、町長がこのことを話したので、どういう思いでこのことを言ったのか

な、私はこう先ほどから質問しているわけなのです。 

それから、これからイオルを教育型で進めるのだ。私は、このイオル構想もすばらしい構想

なのですが、やはり人間というのは、野球の好きな人もいるし、サッカーの好きな人もいるし、

それから水泳の好きな人も、子供らもみんなそうなのです。ですから、何もイオル構想ができ

たからといって、このイオルのあり方を教育の場で子供たちをしゃにむに連れていって教育さ



せるというのは、私はどうかな、前から思っているのです。町長は教育型で進めると言うので

すが、子供にも物の好き好きがあるし、大人も好き好きがあるし、興味があれば勉強すればい

いし、通えばいいし、必ずしも全員を大きな教育という目標で教育しなくてもいいのではない

か、これは私がずっと前から思っている考え方なのですが、もう一度その考え方をお聞きした

いと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） その前にちょっと先ほどのマラソンランナーの関係なのですが、一言。

実は私も町民に説明に行ったとき、まず真実を伝えてくれというのと、これは今始まったこと

なのかと、いつからなのだと、それでないと我々はいろんな負担を求められても、私たちはし

ませんよということをほとんどの人から言われました。ですから、私は改革しようと思ったら、

やはりこれは事実、真実を町民の皆さんにきちっと伝えなければならないということでござい

ますので、表現方法はありますが、私は事実を伝えたということでございますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 それから、次に移ります。差別といいますか、私は差別という、誤解と偏見という言葉、誤

解しているのではないかという言葉を使っていますが、ウタリ協会の総会が毎年ございます。

まず、そのことが北海道のウタリ協会です。ですから、白老は余りそういうのはないのです。

ただ、中核イオルというのは、北海道の要するにイオルでいうと代表選手なのです、白老町が。

それで、８年ぐらい予算つかなくて、私になって幾度となくお願いして、やっと今予算がつい

て３年目なのですが、そういう中でこれは全道全般に考える問題でございまして、よその地域、

まちへ行くと、我々が考えられないような実態をいろいろ聞かされます。それで、今回もいろ

いろこういう議論があるので、ウタリ協会の理事長さんとかからもお話来ています。ただ、私

は、ご承知と思うのですが、白老町の先住民はアイヌ民族ですということを全国に先駆けて公

表させていただきました。これからもこれは白老町が中核イオルだけに、北海道の中で果たさ

なければならない役割はたくさんございます。それを進んでそういう振興、そしてこの事業に

努めてまいりたいというのが私の基本的な考え方です。 

 それと、最後にもう一つは、この学習型というのは子供のうちからきちっとこの文化と民族

に対する理解をしていただいて、大人になったときに今のような偏見だとか、誤解のないよう

にしたいと、子供のうちからしっかり教えたいというのが私の考え方でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番。私は、この問題はもう少しやりたかったのですが、時間もない

し、それから今白老の財団も含めてイオルの問題で、イオルに一生懸命力を注いでいる最中に

余りこの問題でもめごとはしたくないなと最初から思っていたのですが、そんなことでこれを

終わります。 

 もう一つのほう、今度は２点目です。寿幸園の運営について。寿幸園の運営状況と建設総事



業費の総額と民間委託の内容についてお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 寿幸園の運営状況についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、平成19年度の寿幸園の運営状況についてでありますが、11月末までの施設利用率はシ

ョート利用が平均38％でしたが、特養施設入所は平均97.4％となっており、ほぼ年度当初に予

定していた利用率が確保されている状況にあり、収入状況も同様に推移してきております。 

 次に、施設建設費用の関係であります。建設工事費は建築、電気設備、給排水衛生設備、暖

房換気設備で約７億7,700万円、外構工事費で約4,800万円、既存施設の解体費が約2,400万円、

総工事費の合計は８億4,900万円であります。このほか工事監理委託費で約2,300万円、用地取

得費用に2,400万円、備品購入費用に約4,800万円で、全総事業費が９億4,400万円であります。 

 次に、民間委託の内容についてでありますが、ご承知のとおり寿幸園の管理運営業務は指定

管理者制度に基づき、平成19年３月１日から社会福祉法人天寿会を指定管理者に指定している

ものであり、その内容は介護サービス及び介護予防サービスの提供とサービスに係る費用の請

求及び受領に関する業務並びに施設整備の管理等であり、その詳細につきましては基本協定書

及び仕様書に規定して取り交わしております。町といたしましては、今後とも指定管理者の指

定条件の履行や、その前提となる効率的、かつ健全な経営等について継続して点検評価を行い、

寿幸園の役割やサービスの質が損なわれたり、低下を招くことのないよう連携を図ってまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。今寿幸園の建設費、この用地取得費で2,400万円、あ

そこは白老町の土地でなかったですか、このことを１点。 

 それから、時間もない。寿幸園については昭和46年に開園して、２億三、四千万円かかって、

毎年一般会計繰り入れが七、八千万円、11年に特別老人ホーム民間委託研究会が立ち上げられ

て、それから民生常任委員会、管理運営検討委員会、行政改革推進委員会、ずうっと協議をし

て検討されている。これは民間委託すべきだ、結論はずっと出ていたのですが、見野町長が一

日も早くしたい、しかしながら安達元組合長そこにいるのですが、なかなか組合と団交がうま

くいかなくて、ついに見野町長は断念せざるを得なかった。そんなことで10年越しで寿幸園が

建設されたわけなのです。大変私はできるものなら民設民営でやるべきではなかったのかな、

こう思っていたのですが、指定管理者制度というのも私わからないのですが、このこととまず

２点お聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石健康福祉課参事。 

〇健康福祉課白老町立特別養護老人ホーム寿幸園担当参事（千石講平君） まず、用地の取得

の関係でお答えいたします。用地の取得につきましては、白老町土地開発公社が所有して売っ



ていた土地でありまして、そこから取得したものでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 指定管理者制度のお話でございますので、私の

ほうからご答弁させていただきます。 

 これにつきましては、これまでの公の施設の管理委託というのは公共的団体等にこれは委託

することができるという、そういう状況だったわけでございますけれども、平成15年の法律改

正の中でいわゆる民間も含めてできるということになってきました。その中で法律の中身が変

わりまして、いわゆる指定管理者制度ということで導入が、法律の改正が行われまして、民間

もできるような形で実は法律改正をしてございます。その中でこの指定管理者制度というのは

公募ですとか、非公募ですとか、いろいろ方法あるわけですけれども、その中で業務を、施設

の管理を行っていくと、こういうことで実は18年の４月からは例えばスポーツ施設等も含めて

今までの委託から指定管理者制度ということで変わってございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） この指定管理者制度、有識者を含む選定委員が設立されたと、こうあ

るのですが、できれば選定委員のお名前差し支えなければお聞きしたいのですが。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 選定委員につきましては、当時三國谷副町長を

委員長としまして、介護審査会の会長である古本先生ですとか、社会福祉協議会の会長であり

ます今野会長さんですとか、それから外部評価委員会の委員であります山田委員でありますと

か、町内会連合会の会長の河野会長、こういう民間の方も入ります。そしてあと、行政側のほ

うから関連する課長であります総務課長、経営企画課長並びに当時の特別養護老人ホーム寿幸

園園長、このような人選の中で選考委員会を行ってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番。そんな中で竹浦の天寿会に指定管理委託した、この大きな理由

は何ですか、選定した。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） まず、この選定委員会、今言いました構成の委

員の中で議論を平成18年の２月から開始してございます。１回目の考え方は、まず募集するた

めの条件の整理、どういう募集方法でいくかですとか、実際に受け入れる場合の法人の能力は

どういう形が望ましいのかというような、それからもう一つはどこまでの範囲を、では募集を

した場合の範囲とすべきか、例えばこれは北海道というふうに広げるのか、それから胆振とす

るのかとかというようなことも含めて、そういう基本的な議論をこの２月から開始してござい

ます。最終的に答申を出すまでには10回ぐらいの実は会議を行っているのですけれども、その



中でやはり私どもも初めて実は指定管理者制度といいましても、他の施設は既にもう民間が委

託を受けていた施設でありまして、それを指定管理者制度という形に方法を変えた形で議会の

議決を受けて指定管理者制度を導入したわけですけれども、当時特別養護老人ホームは公募を

する、もしくは非公募でやるかというような初めての施設でございました。そういう中でいろ

いろ議論をしなければならないということで、その導入の考え方についても実は支庁のほうに

も相談を申し上げて、特別養護老人ホームというのはやはり社会福祉事業の中の一種のいわゆ

る社会福祉事業でございますので、それを受けるに当たっても非常にやはりリスクの高い施設

であるということも含めまして、私どもの考え方もいろいろ検討した中身もご相談しに行った

経過がございます。そういう中では、やはり老人福祉施設を運営している事業者、これが一番

まずは適するだろうという、こういう考え方が整理をされました。老人福祉施設というのは、

例えばこれは老人福祉法の中で規定されているものなのですけれども、ディサービスセンター

ですとか、短期入所施設ですとか、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、それからそういう

ような施設をいうわけですけれども、やはり基本的にはそういう老人を介護もしくは支援する、

こういう施設を運営している、かつ社会福祉法人という、こういう内容がまず最も必要ではな

いかということで委員会の中では議論をしてございます。 

そういう中で、それでは公募もしくは非公募ということがございました。その中でも非公募

ということにはならないだろうということになりました。その中で公募していくということに

なったときに、先ほどお話ししましたどこまでの範囲を、では公募とすべきかということがご

ざいまして、これは他市町村の実例も、当時やっていたものも参考にしながら検討してきまし

た。その中では、特別養護老人ホームを最初からこういう形で指定管理で持っていくというと

ころはなかなかなかったわけでございますけれども、調べていく中では全部で10件ほどある程

度指定管理者制度を設けてやっているというところが見つかってきております。そういう中で

は、やはり限定的に行政区域内で社会福祉法人というようなところが約８割方そういう形でや

られているという部分でございました。それと、中には拡大して県内とかいうところもござい

ました。そういう中でもうちの場合もやはり町内の中でこういう福祉施策を展開し、なおかつ

町内のいわゆる老人福祉施設ときちっと連携をとっていけるということも含めて、町内での社

会福祉法人ということが必要ではないかという中で最終的な議論になっていったわけでござい

ます。そういう中で町内で社会福祉法人となると、４つほどの社会福祉法人がございまして、

そういう中で最終的には公募型の町内限定型での募集ということでございます。そういう中で

募集を行ったということでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。そんなことで天寿会に民間委託をしたということでありま

すが、天寿会の理事長さんは末永さんというのです。飴谷町長の後援会長は末永さんですよね。

末永永恵と書いて何というのか私はわかりませんが、この飴谷町長の後援会長がリハビリに勤

めている、夫は理事長、こんな中で天寿会に選定したようでありますが、私は今後天寿会との



契約の中でさまざまな、民間委託ですから、いろいろな問題が起きると思うのです。そんなと

きに後援会長の夫が理事長務めている天寿会に委託して、これが正しい町長の判断だったので

すか、この委託先が。このことについてお聞きしたいと思います。これ町長に聞いているのだ。 

          〔「いや、経過だけ先に」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） ちょっと松田議員の勘違いしているのは、指定管理者制度

という制度の中身が行政側のある首長さんが決めるとかという、そういう制度ではないのです。

そもそも小泉総理大臣のときに、民間にできるものは民間にしなさいという形で自治法が改正

されて、指定管理者制度になりました。この制度でやるときに、議会にもいろいろご説明いた

しました。例えば今言った公募にするにしろ、公募の内容、民間の人たちが入った中で点数つ

けてやると。応募する部分については、町内では４カ所の法人に公募する文書も送ってやりま

した。結果については、いろいろ議会にも説明しました。そして、今までの部分で、私どもち

ょっと古い話ですからあれですが、議会の民生常任委員会でも18年の４月に説明したり、やる

前に、それから経過も説明しました。この選定については、今までの業務委託とは全く違うや

り方ですと。そして、町民にオープンにしてやっていきます、結果もオープンにするのですと

いう形の中で議会にもご説明しましたし、町のホームページにも出して、点数も出しました。

公表しました。これは、そして議会の方々に内容を説明して、議決していただいた案件であり

ます。ですから、町長がどうした、こうしたではないです。そういうきちっとした指定管理者

制度の中で決めたということですので、そこのところは今までの委託とやり方が違うというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 私聞いているのは、指定管理のやり方がおかしいなんて私は言ってい

ません。それから、その指定管理をどこに決めたか、指定管理を決めるのは当たり前なのです、

どこかに決めるのは。私は、そのことを聞いているのでないです。私が今言っているのは、町

長の後援会長が末永さん、それから寿幸園の理事長がその夫、それで今後さまざまな小さな問

題もあるとすれば、寿幸園に、リハビリセンターにさまざまな要望や何か、小さい要望も後援

会長の夫に対して言えるのか。これは、一回かけ離れた倫理の、心の問題だ、それこそ。それ

で、言っているのです。私は、それで町長に今聞いているのです。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） まず、末永さん去年理事長になられているのです。４年前はそういう

理事長でも何でもなかったわけなのですが、結果としてそういうふうになったのですが、はっ

きり申し上げまして、私はそういう私の後援会だからといって、特別な配慮をする気持ちは一

切ありません。また、私以上に末永理事長も、そういう私的な部分で町長に対してそういう求

めるものはないと思います。ですから、そういうことも当時の議会の皆さんが十分ご理解いた

だいて、指定管理に賛成いただいたと思っておりますので、そういうことでありますので、ご



理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 私は別にどうのこうの、飴谷町長がどうのこうのある、そういうこと

でないのです。町長の立場として、後援会長の夫に対していろいろな問題があったときにきち

っと言えるのか、このことを言っているの。末永さんは、正直言うと平成14年に私のうちに来

ました。それは、見野町長が14年ころリハビリに委託をしたい、表には出ていないですが、こ

ういうことがあって、私も相談かけられたことがあります、山本助役と。私は、そのとき反対

したのです。それは、その当時はリハビリは寿幸園が古くなったから寿幸園の方々を、虎杖浜

の竹浦の天寿会のそばに施設をつくりたい、こう言うものですから、私は山本助役に、白老の

あのまちから、町立病院の横から寿幸園なくなると、町立病院だって大きな影響があるから、

私は反対だよ、こんなお話をして、当時リハビリにはもうやらないとまで、こうなったのです。

そのときに末永さんと堂前さん、私は今でもここに名刺あるのだけれども、これで２枚あるの

だけれども、何とかして見野町長に後押しをしてくれと、こういうふうに２人が来ているので

す、うちにくれるように言ってくださいと。そういうことがあったものですから、私は今言っ

ているのですが、それは手続上きちっと表面上やらなければならないけれども、私言っている

のは町長の立場で後援会長の理事長に対して、さまざまな問題があったときにきちっと言える

のか、こう言っているのです。このことを私は聞いているのですが、もう一度きちっとできる

かどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ただいま松田議員から言われた当時の話も初耳でございます。では、

当時選考委員会というのをつくれなかったかといったら、私はつくれたと思います。基本的に

こういうものは、公開して議会の皆さんときちっとこういう方法で選考委員会しますと、これ

これ、これこれの人が出ていますと、この選考に当たってはこうでしたと、これが情報の開示

であり、公開なのです。これを私のやり方はそういうことはしませんと。ですから、公平に、

平等に仕事を進めるということは、基本的にこういうことから私は始まると思っています。で

すから、議員には心配されている、もし何かあった場合、私は堂々と、それはそれで言わせて

いただくという考え方でおりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） もう一点だけ最後にお願いするのですが、今の白老の財政状況からい

って、先ほど言った８億5,000万円余り、９億幾らですか、総工事費。だから、金利を入れると、

恐らく12億円ぐらいにはなると思うのですが、もう一度この寿幸園をそっくり建設費含めて委

託できないものかなと思うのですが、その辺の考え方はないですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） というのは、移譲ということですね。建ったものの移譲ということで



…… 

          〔「ええ、全部の移譲」と呼ぶ者あり〕 

〇町長（飴谷長藏君） そうなると、なかなか難しい部分があるのですが、当時の実は話から

申し上げますと、私町長になったときに補助金というのはなくなりますと。交付金ですと。そ

れで、ことし申し込まなければ、特養の補助の交付金はつきませんと。特養今25床であればい

いのですが、うち50床ですので、何の補助金もらう方法もないわけです。それで、私考えたの

は、今もう40年近くたっています。間違いなく、このまま残ったとしても、10年たたないで改

築しなければならないでしょうと。では、そのときに２億3,000万円ぐらい補助金を、交付金を

いただく方法あるかといったら、ないのです。今時点でないのです。それで、では民設民営ど

うだったのだと。もう間に合わなかったです。それで、公設民営であれば間に合ったと。当時

の話は、議長時代ですから、いろいろ病院を含めてあったと思います。あのときであれば、間

違いなく間に合っていました。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 大変長く、質問は終わりますが、私もしばらくぶりで一般質問したの

ですが、役場にしばらくぶりで来てみて、役場のみんなの笑顔が最近なくなった、随分暗く感

じております。町民もそうなのですが、私も何年かぶりで役場に来て、皆さんの質問を聞いて

いたのですが、みんな前向きな質問がなくて、前はつくってくれ、早く、大きく、立派に、こ

ういう質問ばかりだったのですが、このごろはやめろ、減らせ、こんな質問になって大変申し

わけないなと思っているのですが、どうかひとつ飴谷町長の、きのうからいろいろ聞いている

のですが、大変この行革、財政問題に対して一生懸命取り組んでいることがわかったし、企業

誘致も私は評価をしております。そんなことで職員の給与が一日も早くもとに戻るように、そ

れから町民の皆さんがまさに安心して暮らせるように飴谷町長に努力してほしいな、このよう

にお願いをして一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で12番、松田謙吾議員の一般質問を終わります。 

 


