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平成１９年第１回白老町議会予算等特別審査委員会会議録（第２号） 

 

平成１９年３月２０日（火曜日） 

開  議  午前１０時００分 

散  会  午後 ５時０２分 
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 ◎開議の宣言 

○委員長（及川 保君） ただいまから、昨日に引き続き予算等特別委員会を再開いたします。  

 本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

  

◎議案第１０号 平成１９年度白老町一般会計予算 
○委員長（及川 保君） 昨日に引き続き、議案第 10 号、平成 19 年度白老町一般会計予算の

質疑に入ります。 

 予算書の 186 ページをお開きください。186 ページ、１項保健衛生費、１目地域保健費から

199 ページ、２項環境衛生費、１目環境衛生諸費まで、質疑があります方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 187 ページの各種健診事業の所でちょっと伺いたいのですが、前に高

齢者の難聴の調査ということで、高齢者の基本健診にそういう方法を何か用いたらどうだとい

うことで議論しましたけども、その後もいろんな方法があるということでお話ししましたけど

も、それに対して効果が無い所もあるというお話しでしたので、その後検討されたかどうかち

ょっと伺いたいと思います。 

それと、ボランティアセンターのことでも伺いたかったのですけど、ちょっとページ数がな

いものですから、これと関連性がありますので、ちょっと伺いたいのですが、高齢者の中途難

聴者というのは、いろんな対応するための手段ということで、手話とかそういうこと私、前に

言っていましたけれども、もう一つボランティア団体の育成ということで、中途難聴者に手話

は通じないということがあるのですね。それで今聞き取り、要約筆記者の育成というのをボラ

ンティアとしてやっている。要約筆記をボランティアでやるという人がいるのですが、そうい

った方の育成ということは考えられないかどうか。ヘルパーさんの資格を取るための育成とか

はやっていますよね。そういった中で、そういったことが今後出てきたときにボランティアさ

んの育成ということで考えられないかということが１点。 

それから、189 ページの国民健康保険事業特別会計の出産育児一時金の所で伺いたいと思い

ます。子どもを生み育てた人の環境整備ということで、昨年 10 月より 30 万円が 35 万円になっ

たということなのですが、周知はどのようにされて実施しているか。それから、一時金受取に

関しては、白老町は前もっていただける方法はとってくださっていますが、もう一つ受領委任

払いということもあるのですが、もう一つ改善策として受取代理ということが、制度が今見直

されているのですが、その制度についてどのようにお考えなのか伺いたいと思います。それか

らもう１点、189 ページの妊産婦の受診に関してのことなのですが、町長の 19 年度の施行方針

にも妊産婦の受けるべき健診の回数を１回増やすということで、14 回くらい大体産まれるまで

受けなければならないのですが、そのうち公費負担といいことで、今までは１回でしたけれど

も、１回増やしていくということで、これは何回か少子化対策で質問していた中で、トータル
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した少子化対策の一つなのか、トータルして何が必要なのかを検討するということで出てきた

ものなのかなと思っているのですが、一応白老町は１回増やすということですから２回になる

と思うのですが、国の方向性はもうちょっと違うはずなのですよね。そういった所での考え方

というのを伺いたいというふうに思います。 

○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） それでは、私の方から３点についてお答えいたしますが、ま

ず、難聴の検討でございますが、先にもうちの方でお答えしていますが、各自治体においては、

始めたけども縮小をかけますよという自治体がありますということで、ご答弁をさせていただ

いております。従いまして、その中では委員と若干違う所ありますが、全国的にやられている

ベースの自治体が、まだ非常に少ないという状況にあります。従いまして、その検証というの

は、各自治体でどういうふうに行っているかという評価がまだ定まっていないというか、事例

的に少ない所でございますので、なお全国の状況を見ながら、その部分については比較検討し、

必要であれば検討したいというふうに思います。 

それから、２点目の要約筆記の関係でございますが、なかなか検証する所が、本来的には自

立支援法が入りまして、検証する責務を負うのは都道府県という形になってございます。なか

なか要約筆記をする方が少ないというのと、対象者が少ないということもございまして、要請

がなかなか進んでいないという状況もあるようでございます。従いまして、白老町でも一人、

二人必要だという方もおりますので、その検証方法等につきましては、これについては検討さ

せていただきたいと思います。ただ、道のレベルでやられているのかやられていないのかとい

う部分もあるのですが、検証を縮小されるような話しも若干伝わってきますので、その辺確認

をしながらどういうふうに進むのかというのを検討したいというふうに思います。ただ、身近

な人が行く分にしたとしても、相当の検証費用というのが必要だと思いますので、果たしてボ

ランティアの中でそれが対応できるのかどうか含めて検討する必要があるのかなというふうに

思います。 

それから、３点目の妊産婦の健診の関係でございますが、厚生労働省から妊産婦健診等の公

費負担の望ましいあり方ということで、今年の１月 16 日、厚生省通知が出ているという形にな

ってございます。これは、予算要求の後にこの文書が出てきているわけでございますが、この

中では公費負担のあり方として、５回程度ほどの公費負担は望ましいのではないかと。最終的

には受診回数が出産するまでが 13 回から 14 回、妊産婦については健診あるということで、財

政厳しいおり５回程度が望ましいのではないかというふうに言われておりますが、しかし、そ

の中の通知文書とは別に、かがみ文書におきましては、妊産婦健診の公費負担は自治体の実情

に応じ検討していただくものであり、今回の通知については公費負担を義務付けるものではな

いというふうに言っております。今回、交付税措置の方に妊産婦の健診を含むというふうにな

っていますが、これは地域の子育て支援のための措置で、総額で出るものでございまして、特

に地方交付税の中に、妊産婦健診だけを特化して出てくるものではないというふうに聞いてご

ざいます。それともう一つは、その算出方法については、今検討中でございますので、具体的
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にこの額がどうのというものも含まれていないということでございます。したがいまして、こ

の部分の妊産婦の回数等につきましては、総体的な予算の状況を見ながら、担当課としては考

慮していきたいというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 出産育児一次金の関係ですけども、30 万から 35 万に上がった

というのが昨年の 10 月からでございます。それらについての周知ということでしたけれども、

当然町の広報も周知していますし、あらゆる例えばパンフレット等でもそういう文言を載せて

周知をしているという状況でございます。それと、それらの受領委任払いの関係ですけども、

少子化対策として国の方から方針等出されております。それを受けてうちの方は、今年の１月

１日からいわゆる出産というか、産科を扱っている管内の医療機関に全てこういう取り扱いを

しますということで周知をしてございますし、今年の確か１月号にも広報にもこういう制度が

ありますと。これはあくまでも義務ではありませんので、こういう制度を利用できますという、

そういう周知等をしております。現在の所、２件ほど受領委任というか、それらの申請をいた

だいている状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 要約筆記の関係は、道でボランティアの人たちかどうか、ちょっとそ

の辺定かではないですけれども、今研修というか、そういう要約筆記をする人のための研修事

業をやっているということで、近隣市町村の状況も聞いてみましたら、苫小牧市さんもそうい

うボランティアをやりたいという方々の交通費等 20 万位予算を組んで、苫小牧 20 万ですから

白老何ぼ組めるというのは怒られてしまうかもしれませんけれども、そういうボランティアの

支援をするということで予算を計上したということも伺っております。そういった意味を含め

て、今後私はこれからは多くなってくるというふうに当然思っていますし、ボランティアの手

を借りるということは、すごく必要になってくると思います。これを業者でやるということに

はなかなかなりませんので、やっぱりその場が多くなると思うのですね。病院等もそうですし、

それから今の講演等にしても手話を用いても、もちろん分からない人も多いということですか

ら、そういった面でもあらゆるそういうことが必要になってくるのではないかと思いますので、

やっているということは聞いております、道の方で。ですからその辺を、もう一度確認をして

進めていただきたいというふうに思いますけれども。 

それからもう１点、出産一時金の委任払い制度。それから、受取代理ということなのですが、

私は今、行政としては国民健康保険に係わる人のお話しかできないと思うのですが、そのほか

に社会保険、いろんな保険制度がありますけれども、そういった保険制度を利用している人た

ちも、この制度をわからない人がいるのではないかというように思うのですね。広報で見てい

る方もいるのですけれども、妊娠して届け出るときに母子手帳をもらいますよね。そういった

ときに、こういう制度がありますということをきちっとお知らせするということも必要ではな

いかなというように思うのですが、その辺のお考えを伺いたいと思います。それからもう１点、

母子の妊産婦の健診なのですけれども、全国の平均が 2.4。公費負担をしているのが 2.4 回分
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ということなのですね。今回５回をということで、もちろん消費者対策の交付税としては全部

含まれているということなのですが、この５回分を、これは自治体が対応ですからもちろん分

かっています。でも、それを見込んで、確か交付税は増えてきているはずです。ですから、先

ほど課長が言ったように、割り振りをしてみないと、これはこれというふうに名前が付いて来

ているわけではないということですから分かるのですが、やっていく中でそういったものを含

めて、金額が多くなっているということを含めて、２回はようやく全国平均になったなという

ことなのですが、これを受けて５回も全部やるという自治体もあります。私は全部やりなさい

ということは言いませんけれども、やはり若いお母さん方、お産を終えたお母さん方、二人目、

三人目頑張ってねと言うと、必ず病院代が大変なのですということを言われます。白老町は特

に地元にはありませんので、交通費のかかる方もいらっしゃるのですね。１回平均 7,000 円か

ら 8,000 円かかるということですから、それに交通費もかかってくるわけです。ですから、そ

のことが１回でも２回でも多いということは、これから出産を控えている方、そういう方にと

っては大変な嬉しいことではないかなと思うのですが、そういう点でもう１回伺いたいと思い

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） それでは、要約筆記に関して、まず１点目のお答えをしたい

と思います。ボランティアセンターと共々、ボランティアの関係もございますので協議してい

きたいというふうに思います。 

それから、妊産婦の健診の関係でございますが、先ほどもお話しをさせていただきましたけ

れども、18 年度まで全国ベース、約 330 億円が来年度ベースでいきますと 700 億円になるとい

うふうに言われておりますが、ただ、この中で厚生省から送ってきた情報としては、総務省に

おいて現在交付税の算定方法等については検討しております、作業中ですということでござい

ますので、この部分がどういうふうに反映されてくるのかはまだ分からないというふうに思っ

てございます。それから、このトータル的な、トータル的というのはどの部分まで含まれるか

と言いますと、妊産婦健診の充実でありますとか、子どもを守るための地域ネットワークの機

能強化。あるいは、児童虐待対策の充実。自治体の相違工夫を生かした、地域の子育て支援策。

考えられますのは、障害児保育の充実のための経費、こういったものが含まれているという考

え方がございます。18 年度ベースで言いますと、これは母子衛生費、交付税算定されている額

というのが、人口一人あたり 309 円というふうに言われておりまして、２万 1,000 人とします

と、大体 648 万 9,000 円でございます。白老町の 18 年度の母子衛生費だけですね。先ほど言い

ました障害児の保育対策、そういうものを含まないでの額でございますが、390 万円ほど使わ

れております。この交付税の中には、人件費１名分を含んでいるということでございますので、

この 390 万には人件費含んでございません。そういうふうに考えますと、人件費一人分を付け

加えますとかなり交付税の基準からするとオーバーすると。なおかつ、障害児保育であります

とか、ネットワークでありますとか、虐待に使っている経費というのはそれ以上上回るわけで

ございまして、そういうことから考えると、委員おっしゃることはわかりますが、その状況を
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見ながらトータル的に考えざるを得ないかなというふうに考えておりますので、ご理解をお願

いしたいと思います。それから、母子手帳交付時の情報の関係でございますが、これは国保ば

かりではないので、その辺は情報を集めながら、町民課と連携をしながら、交付時に手続きが

わかるような方法で、今でも若干のアドバイスはしているのですが、なおかつ担当の方には周

知するような形でしていきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

１番、小西秀延委員。 

○委員（小西秀延君） 197 ページの不法投棄対策経費についてなのですけども、ここ数年の

量推移と現状を教えていただきたいのと、199 ページのリサイクル銀行推進事業、こちらの方

の詳細を教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） まず、不法投棄の推移でございますけども、不法投棄につき

ましては、量的には大体横ばい状況ですね。件数的には非常に増えてございます。平成 13 年、

14 年が 70 数件だったのに対して、15、16、17 と 140 件前後になってございます。これは、以

前はどんと１ヶ所に固めて投げられていたものを回収していたということがございまして、件

数的には少なかったのですが、対策としては入り口をふさいだり、パトロールを強化したりと

いうこともありまして、投げられるところが散らばってきている、いわゆるポイ捨て状態にな

ってきているというようなことがあって、件数的には非常に膨らんできているということでご

ざいまして、内容的には家電リサイクル方が始まって、テレビ等が非常に多くなってきてござ

います。平成 12 年くらいまでは、法施行になったのは 13 年度からなのですけども、施行前は

30 件弱くらいだったのが一気に 40 件だとか、17 年度では 99 件というように、非常に多くなっ

ている傾向にございます。これは、全国的にそういうような傾向にあるようですけれども、こ

の家電リサイクルによるものが、非常に増えているということでございます。 

それと、リサイクル銀行でございますけれども、先の一般質問でもお答えしていますけれど

も、今年、来年再来年ということですで、３年間で施行していきますということでございまし

て、今年はチャレンジショップを活用して実施いたしました。その中で、譲ります譲ってくだ

さいコーナーでは、12 件の登録申し込みがあったのですが、内容的にそぐわないのがございま

して、結果的に登録になったのが３件でございます。家具の展示につきましては、３点展示し

てございまして、31 名の方が申し込みあったということでございます。これは、抽選でお譲り

してございます。それから、意識調査実施していまして、155 人の方からご回答いただいて、

今分析をしている所でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） １番、小西秀延委員。 

○委員（小西秀延君） 不法投棄の件なのですが、件数が異常に増えてきているということな

のですが、それに関係する不法投棄の防止対策推進事業というのが経費で出ていますが、こち

らの方をどんどん増やしていっているようなことを行われているのかどうかということを確認

させてください。 
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それと、リサイクル銀行の推進事業の 17 万 8,000 円なのですが、今回は家具とかで３点とい

う形になっているのですが、それがどういう形で、リサイクル銀行ですから、一応販売という

形を取られているかと思うのですが、どういう形で受けたものを、どういう形で、いくら位で

出しているのか、利潤というのですか、それがちょっとわかれば教えていただきたいと思うの

ですが。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） まず、不法投棄の対策の関係でございますけれども、不法投

棄推進事業としまして、ボランティアによる監視員制度を昨年作りまして、７月に 41 名の方を

最初に登録させていただきました。当初は、もう少し少ない登録になるのかと思っていました

が、その後また増えまして、現在 45 名の方が登録されてございます。この方々から寄せられた

情報が、27 件ほどありまして、中に地域的にしょっちゅう歩いている方の情報の中では、非常

に地域として少なくなったという、そういう地域もございして、この登録制度をやっていただ

いて、非常に効果的ではなかったでしょうかというお話しも聞いていますけれども、まだ半年

ちょっと過ぎたぐらいですので、もう少し様子を見た中でさらにまた次の対策をというふうに

考えてございます。 

それと、リサイクル銀行ですけれども、最初の年でしたので、目的が大型ごみを出された中

からそれがまだリサイクルできるのではないかというようなことを、高齢者事業団の方にお願

いして、簡単な修理で済むものを３点ほど選んでいただいたということでございまして、これ

はどういう状況になるのかという思考として始めたものですから、これは無償で提供してござ

います。有償ということも当然頭の中に入っていまして、この３年間の中での実績結果を踏ま

えた中で有償というふうに考えていきたいと、こういうふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） １番、小西秀延委員。 

○委員（小西秀延君） 不法投棄の防止対策の推進事業の方で、ボランティアを招集し、それ

も増えているということで、そういう活動は評価に値するかなと思います。今後も頑張ってい

ってほしいと思います。 

また、リサイクル銀行の方で中心的な作業が３点ということで、全体的な経費がそれに対し

てどうなのかなという疑問が生じる所があるので、もうちょっと詳しくご説明をしていただき

たいという点が１点と、今後チャレンジショップで行っていたものを、どういうふうに今後展

開していくのかという将来的な部分でもう１点、合わせて２点のご質問をさせていただきたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） もう少しということは、経費的な部分でということですね。

これにつきましては、３点の多目的ボックスと整理タンス食器棚の３点でございますけれども、

これに要した修繕、材料費と賃金、これ合わせて２万 1,000 円ほどかかってございます。先ほ

ど申し上げたように、無償でということでございます。今後、チャレンジショップが無くなっ

たことでどうするのかということでございますけれども、場所はまだ決めていませんけれども、
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同じような形の中で、例えば公共施設を利用するとか、手法をさらに検討を加えていきたいな

というふうに思ってございます。現在の所はそういう状況で考えております。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 195 ページ、白老川、白老海域の調査についてお伺いいたします。具

体的に今年度のこの調査計画を一つ教えていただきたいと思います。 

それから、昨年白老川の水質が全国でトップクラスだということで公表されましたけれども、

今年これを堅持するために環境グループとして何か具体的にこれに対する対策を立てておられ

るかどうか、一つお願いしたいと思います。 

それから、199 ページの地下水対策の具体的な今年の計画内容を教えていただきたいと思い

ます。以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） まず、海域調査の方でございますけれども、白老川、海域調

査は年に１回水質調査を行うというふうにしてございます。この対策ということでございます

けども、要するにこの河川に入る河川海域、排水の放流水の水質を、悪い水質を流すというこ

との監視は従来どおり続けていくというふうに考えてございます。 

それと、地下水対策でございますけども、12 月に竹浦地域の水質調査を全体的に実施してご

ざいます。原水調査を毎年実施してございまして、原水の基準オーバーしているのが、現在 18

年度で３件ございます。一番多いときで 11 件ございましたので、状況としては非常に良くなっ

てきているということで、さらにこの調査を継続してもう少し実施して様子を見ていくという

ふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 白老川の水質調査については、年に１回ですか。一回の検査で、白老

川の水質の結果が全国でトップクラスだという報道があったのですが、これに対する保管的に、

保全するというで、例えば管理を強化するとか、そういうふうなことについては具体的には対

策を立てていないということですね。 

○委員長（及川 保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 町の方では水質検査、これは実施しておりますけれども、当然これは

北海道の方の河川なので、河川の流入については北海道の方でしっかりとした許認可の中でや

っていると思いますので、そういう中では北海道がその対策をとっていると、白老町の方とし

ては、それを保全するために何か対策をとっているということは、現在の所はありません。た

だ、検査等については、十分保全のために検査を行っているということでございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 現在行っている水質検査そのものを、例えば役場内部の分析室で、そ

れを実施できるという方法はどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 役場内にそういう試験室は持っていませんので、困難でござ
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います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 193 ページの畜犬登録・狂犬病対策のことでお聞きしたいのですけ

れども、毎年春になると狂犬病予防注射を求められるわけなのですけれども、実際白老町にお

いて、どの程度の犬が数として登録されているのか。それと、それに関して全てとは言えませ

んけれども、登録している犬に関して、どの程度の割合で注射が行われているのかをお聞きし

たいことと、それと 197 ページの空き地雑草除去指導経費とコーナーがありますけれども、実

際に私が住んでいる虎杖浜においても、空き地というか、地主さんはいるのですけれども、在

所しておられないという方がたくさんおられまして、雑草対策が非常の問題となっているわけ

なのです。町内会としても、皆さんそこまで手が回らないということもありまして、それに関

しての役場としての対策の方法もちょっとお聞きしたいと思いまして、教えていただきたいと

思います。関連して 195 ページ、愛がん動物管理対策。相当この頃血統書が付いている犬でも

捨てられているというような時代なものですから、年間にどのくらいの犬猫を捕獲されている

のか、その後の処置はどうなっているのかをちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしく

お願いしたします。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） まず、犬の登録数でございますけれども、18 年度で 1,645 頭

でございまして、そのうち予防注射が 1,089 頭で 66.2％の予防注射の実施率でございます。ち

なみに 17 年度は、72.2％の実施率で、少し下がり目ではあるのですけども、例年 70％台の実

施率でございまして、昨年たまたま注射の時期をいつも５月にしていたのですが、行事の関係

で獣医師会との協議で６月に行ったという、この関係があるのかなというふうに思って、さら

にまた検討していきたいなというふうに考えてございます。 

それと、雑草の関係でございますけども、雑草につきましては毎年春のクリーン白老の時期

に、各町内会から不在地主の方で指導を必要とする所、かなり町内会の中でも不在地主の所に

雑草刈りをやっていただいているわけなのですけれども、指導が必要だという部分について、

町の方へ依頼が上がってきまして、それによって指導をしているという状況でございまして、

これが昨年でいきますと、それに応じて実施していただけたのが 1,417 区画で 80.4％、毎年出

していますが大体これ位の率で実施していただいているというふうになってございます。それ

と、愛がんの捕獲ですね。19 年の２月現在でいわゆる離れている犬は全部野犬とみなして捕獲

してございまして、これは 25 頭捕獲してございます。そのうち 15 頭に持ち主が現われて返還。

ほかにほしい人にお譲りしているのですけども、それが８頭でございます。そういう状況でご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） ６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 畜犬登録のことをお聞きしたのは、先般外国から帰って来られた方

が、要するに発展途上国である国で犬に噛まれて、狂犬病で亡くなったということが報道され
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ていました。実際、日本においては、そういう狂犬病予防注射というのが義務付けられている

わけなのですけども、日中働いている方とか、曜日の指定があるために注射を受けられないと

か、そういう方は仕方ない部分もあると思うのですけれども、故意に注射を受けさせない飼い

主さんが多々おられるわけです。そういう人方に対しての行政指導というか、強制力というの

はどの程度の様子なのでしょうか。それをお伺いしたいということと、あと空き地対策なので

すけども、非常に虫の発生とかがひどくて困っている場合があるのですけれども、そういう場

合は行政として、どれくらいの不在地主さんに対しての強制力と言いましょうか、おそらく雑

草刈りをした場合に、実費としてそれを請求するわけですけれども、それが満度にきちっと支

払われているのかどうか、それもお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 実態問題として、例えばもう老犬になって、連れて来たりす

るのが大変だというふうなことで受けられていないということもございます。その期間の中で

あれば、獣医さんがそこへ、家に行って打ってあげるということもできるのですけども、あと

常時動物病院へ連れて行くと打っていただける仕組みになってございまして、門戸としては非

常に広がってございます。今年、社台から虎杖浜まで、登録されている状況を全部外からしか

見えないですけれども、外にいる犬しかわからないのですが、これは全部登録されているのと

実態調査してございます。ほとんど登録されている、何頭かぐらいかしか未登録というのは無

かったのですけども、それにあわせて注射の実施等啓発していくというふうに考えてございま

す。 

空き地対策につきましては、これは、強制力は全くございません。行政側からのお願いとい

う形になります。ですから、代執行するということではなくて、あくまでもこちらの方からや

っていただけませんかということでございまして、中には絶対うちの土地には入らないでくれ

という方もおりまして、そういう状況の中で町内会長さん自体も地主の方にお願いの電話をし

たり手紙を出したりもしてございますけども、そういうことで応じていただけない方も中には

ございます。ただ、これはあくまでも強制力は持ってございませんので、お願いという形にし

かならないという現状では、そういう形でございます。 

○委員長（及川 保君） ６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 畜犬登録なのですけれども、注射を受けた時点での登録ということ

ですよね。あくまでも注射を受けていないと登録していないということになりますよね。その

こと、ちょっとお聞きしたいです。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 注射と畜犬登録というのは別でございまして、畜犬登録は犬

生涯１回ということなのですね。犬を飼うときに登録をしていただくということでございまし

て、生後 90 日たったら予防注射を受けなければならないということ。過去には毎年登録という

ことがありましたけれども、現在は一生涯登録ということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 
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19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 199 ページの地下水汚染対策費の、先ほどの吉田委員の質問の件なの

ですが、これ多分、竹浦全域と竹浦飛生地区の話しだと思います。これ毎年、平成 10 年から端

を発した地下水汚染の点で、こういうふうな水質調査をやっていたのだと思いますけれども、

改善したということで非常に安心、安堵したわけなのですが、そういうふうなことは、ただ資

料として自分の所で机の中に入れておくのではなく、やはり広報とかそういう所で何か手段が

あれば、当時非常に関心の持った題材でしたので、町民に知らしめるべきだと思いますが、そ

ういう手段を行って、これから行うかどうか、そこら辺のこと１点だけお聞きして質問終わり

ます。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） どのような方法で、広報したらいいかということを考えさせ

ていただきたいなと思います。次期とか、そういう部分を内部検討させていただいて、広報の

仕方等検討させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 多分、リンと亜硝酸態窒素の話しだと思いますが、その数値が資料と

して提出していただければ、後日で結構でございますので、どのような変化状況になったのか

教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 公衆トイレの管理掲示について、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。この項目の中に白老駅となっております。白老町にはＪＲの駅が確か６つありまして。

○委員長（及川 保君） ページ数は。 

○委員（近藤 守君） 193 ページです。それで、ほかの駅は別に町に電気代とか清掃料払え

とは一度も言っていないと思うので、白老の駅だけがどうしてこのようになっているのか、こ

の辺だけお聞きしたいです。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 駅のトイレの関係ですけども、白老駅以外はＪＲ側の駅舎と

して建てられている施設でございます。白老駅を改築するときに、町とＪＲとの話しの中で、

トイレについては公衆トイレの位置づけでということで、トイレ側の方だけは町の施設という

ことになってございまして、町の公衆トイレの位置づけであれを建てたということでございま

す。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

それでは、次に移ります。198 ページ２目、公害対策費から 209 ページ５項、上水道費・１

目、上水道施設費まで。 

３番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 201 ページ。騒音・悪臭対策推進経費という所で、ちょっとお尋ねを
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したいと思います。環境等調査・分析委託料で金額出ておりますけれども、この環境対策調査

あるいは分析の対象と実体についてお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） まず、悪臭関係でございますけども、悪臭につきましては、

町内の６事業所の施設を悪臭測定行ってございます。これは、年６回実施してございます。そ

れから、騒音測定につきましては、20 ヵ所。事業所 12 地点。これを、年１回測定してござい

ます。以上です。 

○委員（山本浩平君） 質問の前に、対象と実態というのは、対象というのは具体的に聞きた

いのですよ。６事業所とおっしゃいましたけれども。企業名までは言わなくて結構ですから、

大体どういったような内容の事業所。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 測定物質ですけども、製紙工場とかあるいは動物飼っている

所とか、これによって中身違っているのですけども、企業につきましては４検体ですか。具体

的に言いましょうか。製紙工場１社ですね。それから、もう一つ、旭化成。それから、動物を

飼っている所が３社でございます。 

○委員長（及川 保君） 答弁の仕方なのですが、もう少し要点を聞き取っていただいて、も

う少し速めに的確に判断していただきますように。 

３番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私がちょっとお尋ねしたかったのは、実は動物飼っている所とお話し

ありましたけれども、いろいろ家畜を飼っている所で、特に鶏舎関係なのですけども、竹浦あ

るいはこちらの方の白老町内でもあると思うのですけども、季節によっては大変鼻の曲がるよ

うな悪臭を放っておりまして、それに関係している町内会あるいはそこに既存している老人ホ

ーム等でかなりの苦情等が寄せられて、町には直接あるかどうか分かりませんけども、いろい

ろと町内会からお話しを聞いたりするのです。そういったことがございまして、こうやって悪

臭対策の推進ということをやっているわけですから、実際にそういったことに対して、町とし

て、やはりきちっとした対応をされていると思うのですけども、その辺のことについてお尋ね

したいと思います。実際、そういった町内の苦情等があればどういった注意というか、どうい

ったことをやられているのか、あるいは測る場所にもよると思うのですけども、基準もあると

思うのですけども、その辺で厳しくやっていただいているのかどうなのか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 悪臭の問題につきましては、非常に難しい所がございます。

苦情に応じてうちの方も行って、場合によっては検査もするのですけども、ほとんどが基準以

内に入っているということでございまして、それであっても事業所の方にはその都度、その都

度うちの方からは指導はしてございますけども、実態としては、そういう実態になってござい

ます。それと合わせて、農業関係につきましては、農業サイドでもお願いして、一緒に行って

指導したりしてございます。実態としては、そういうようなことで基準をオーバーするという
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ことであれば考え方も変わるのですけども、ほとんどが基準以内に納まっているというのが実

態でございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ただ今の基準。私も実際に調査する内容まで分かっている人間ではご

ざいませんので、詳しくその辺の所は追求できないのですけれども、やはり実際人間の鼻に相

当程度のきつい場合があり、相当苦情を寄せられているケースもございますので、その辺的確

に検査をされていると思うのですけれども、やはり場所によって数値も全然違ってくると思い

ますので、その辺の所を厳しく、今後、結構な苦情がやはりありますので、対応していただき

たいなというふうに感じております。以上です。回答あれば、お願いします。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 糞尿の適正な処理について、今後とも関係サイドと合わせて

指導していきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 今の山本委員と全く同じような質問になるかもしれませんけれども、

今言った悪臭、それと振動について過去に何か異常があったということで、町の方に連絡があ

ったかどうか。それともう１点は、今話し出ていましたけれども、この対応について、どうい

う流れで、どういう形で対応しているのか、そのルール的なものがあれば教えていただきたい

と思います。先ほどちょっとあったのですけども、この測定につきましては、単発的にやって

いると。年６回、１回と、そういうような形でやっているということなのですが、例えば継続

的なことは非常に難しいと思うのですが、この辺のことについては検討してやれるかどうか、

この辺のとこ、お願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 苦情につきましては、いろんな匂いの苦情はございます。こ

の動物臭ばかりだけではなくて、いろんな部分でその都度、その都度現地確認して、発生者の

所へ行って、原因こういうことだからとご指導して、これはやっては駄目だとか、これは抑え

てほしいとか、いろいろな形の実態に合わせた指導を行ってございます。それと、随時できな

いかということなのですけども、定期的には６回となってございますけれども、対応の中で、

その状況に応じて、これはやはり臨時的に実施するという考え方は持ってございます。 

○委員長（及川 保君） 16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 対応をすぐできるものと、できないものとあると思うのですよ。この

辺の処置の仕方によって、非常に難しいと思うのですよ。ただ、本当の悪臭が例えば感じてと

いうか、非常に高い、匂いが強いと。ですけども、測定数値が実際に記録として残るかどうか

ということ。これは、やっぱりあれだと思うのですが、そういうデータをもとに、これ以上の

場合は、これは対応しなければならないとか、そういうような例えば方法というのですか、そ

ういうのをとっておられるかどうか、その辺の基準みたいのはあるかどうか。それ、全般的な

ことで結構ですから、ちょっとお答え願います。 
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○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 基準としましては、環境基準というのがございまして、これ

環境省の方で定めてございますので、それをクリアするかしないかということでございます。

それで、指導の関係につきましては、うちで取っているデータはずっと残して置いてございま

す。それによって、町が指導すべきか、道にお願いするかというようなことは、実際その時々

のケースによって判断してございます。 

○委員長（及川 保君） ６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 関連して、一つ質問いたします。先般、飛生地区におきまして、あ

る養鶏業者さんが鶏糞を野積にされたということ、私、環境課の方にお願いをしに行ったわけ

なのですけれども、以前にやっぱりそういう問題がありまして、水質汚染とか生活に要する水

が使えなくなったとか、そういうことがあったわけなのですけども、依然としてそういう形で

川のすぐ横に鶏糞を野積にされているという実態があったわけなのですけど、行政としての教

育指導というのはどういうふうになっているのか、ちょっとお聞きしたいと思いますので。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 今のご質問について、原因として二つ考えら

れると思います。事業所が投げる部分。それから、農家の依頼を受けて、畑作等に必要な積量

を入れる。それにしても、今、土屋委員さんのおっしゃられたことについては、これは野積と

いうことで許される範囲というのは、反転堆肥として投入、完熟堆肥として投入した場合、１

週間ぐらいの野積は、それは農作業の期間内ということで、許容と言うか、今の法律上、その

範囲ぐらいまでは許されるということになっています。ただ、今回の部分につきましては、ま

だ、農作業は始まらないということで、それは野積と。それで、原因としましては、事業所が

置いたということであって、農家の方から４月、５月の部分で堆肥を入れてほしいということ

だそうです。それで、早速私の方で農家指導ということで、それについてはシートで覆うなり、

または事業所に１回持ち帰ってもらうと。そして、次期が来たらそこにもう１回施肥をしてい

ただくというような対応を今回取らせていただきました。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） 私自身も農業と言うか、園芸の仕事をしていて堆肥の状況というの

は分かるわけなのですけども、あの時点では到底耕作地に入れるより、量的なものではちょっ

と不自然なのではないかなと思って見てきたわけなのですね。ちょっと聞きましたら、結果的

にはあそこでは置くことができなくて、樽前の方とか千歳の方までもみ殻を入れて捨てに行っ

ているという話しも聞いたわけなのです。そういう部分で、さらに今度町内で処理ができなく

なって、ほかに地域に持っていくという部分では、やっぱりその辺事業所の考え方もあるので

しょうけれども、やっぱりそういう所をもっときちっとした形で指導していただきたいという

ことと、あとやっぱりあれだけ広大な土地があるわけですから、現地調査と言うか、そういう

部分で常日頃から監視ではないですけども、そういう形で見ていただきたいなと思っておりま

す。 
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○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） あの地域につきましては、特別なことでございまして、以前

から問題の地域でございます。まず、その点を踏まえながら、昨年も飛生地区を全部回りまし

て、地下水の使われている実態なんかも調査させていただいてございます。そういう所から、

事業所につきましては、適正な廃棄物の処理をなされるような、さらに注意深く対応していき

たいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の件なのですけども、要するに今は養鶏の場合は企業養鶏ですよね。

企業養鶏が農地還元できる量というのは決まっているのですよね。農地還元に入れられる量と

いうのは。ということは、今の白老の羽数の状況で言えば、当然余るという状況になるのもは

っきりしていると思うのです。問題はその行き先がどこになっているのかと。そのことによっ

て今グリーンビジネスが稼動すれば解決するのだけれども、それまでの間やっぱり絶対量との

関係でも余るわけだから、その分がどこかに行ってなかったら必ず農地還元される。農地還元

されればどうなるかというと、地下水汚染につながる。亜硝酸が出るというのははっきりして

いると思うのだけれども、そういう行政指導を事業所にきちっと分かるようにできないものな

のでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 今の家畜の糞尿の堆肥化したもの。これにつ

いて関連の数量というのは、北海道の堆肥のマニュアル、施肥マニュアルというのがあります。

それに基づいて、牧草の場合、最高で５トンということです。白老町の場合は火山灰地という

ことで、地下浸透早いということで、４トンが限度ではないかと言われております。そういう

中で、農家の方の施肥の指導は図っております。ただ事業所、養鶏の営んでいる所については、

それについては堆肥を作る会社の方へ排出という形が多いと。それとまた、自社の所で平成８

年に一次処理、二次処理の施設を作っておりますので、そこで処理をして水分調整等をして堆

肥化に向けて処理をしているという状況です。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） それはわかりました。それで、今までも同じことが繰り替えされるの

ですよ。議会で問題になったり、町民が問題になったときには、ぐっと事業所もきちっとやる

のだけれど、あのときも民生常任委員会では随分視察をしましたよね。その中で一次処理、二

次処理するお金が国からも出されて、非常に改善されたのだけども、もちろん望みと言うか、

農地還元した方が安いわけだからそうなるのだろうけども、そういうことが日常的にきちっと

養鶏業者さんに指導がされる。出す側に指導が日常的にされているということが必要だと思う

のですよ。事業所の企業養鶏の場合は特にそうです。牛屋さんの場合は自分の農地に還元する

わけだから、これはある程度分かってらっしゃるのだと思うのだけど、企業養鶏とか企業養豚

が一つあるかな。そういう所から出るもの処理が問題なので、そういうことを日常的にきちっ

と事業所に指導されているかどうか、そこだけ。 
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○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 今の大渕委員もご質問なのですが、それにつ

いては問題が発生したら行うということではなくて、養鶏業については家畜糞尿の処理の結果

が出てから、かなり町内の養鶏業には、生活環境課と私の方と一緒に行きまして、その堆肥と

しての積量の部分もご説明申し上げてご説明申し上げております。それで、余剰の部分はどう

しているという確認も致しております。そういう中で、農家に堆肥として排出するものと、堆

肥を作っている工場に、生産者に運ぶものと２種類分かれて、それで処理しているということ

で、行くたびにそういう会話はしてきております。そういう指導の中で、未だかつて、さっき

土屋委員の言われたことがあるということは、もうちょっと厳しい指導の仕方があるのかなと

思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 生活環境という部分で、１点だけお伺いしたいと思います。国道 36

号線、竹浦、虎杖浜近辺にバス停があると思うのです。バス停だけではなくて、小屋になって

いる所ありますよね。待合室ですね。その待合室的な利用がされていない。ごみの不法投棄の

場所になっている場所もあるのですね。あの管理は、各そこの町内会がやられているという話

しも聞いています。ただ、町内会でできている場合とできていない所があるように僕は見えき

ている。そういった所で感じるのは、やはりそこに観光として来られる方のイメージなのです

よね。それを、たまたま聞くことがあるのです。年に２、３件なのですけども、そういう話し

を聞くと、じゃあ誰がそこの管理をしているのか。町内会さんになってしまうのだろうと思う

のですけども、頻繁にそういう話しが出てくるとすれば、それはやっぱり行政としてもしっか

り町内会さんとの話しもしていかなければいけない場面ではないかなと、僕は思うのですね。

もしそれができないのであれば、そういった待合室を持つべきではないような気もしますし。

ごみのただ置き場所になっているような、待合室というのは、僕は本当は必要無いのではない

かと思います。その辺についてのお考え方、お伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） バス停の待合室の関係ですね。いろんな管理形態ございまし

て、作られているのもいろんな作られ方されてございます。町内会、実質清掃されているのは、

そこの町内会が主体的に行われているのだと思っています。ただ、ごみについては、そこにご

み箱が置かれている部分については、確かうちが回収していると思います。ただ、そういう実

態があるとすれば、今後調査して対応していきたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 何も無ければこんなこと言わないのです。だから、例えば定期的にで

も見てもらえれば、その実態というのはわかるかもしれない。ただ、それは行政のやることで

はなくて、町内会単位でもって管理をしているという話し聞いているものですから、その辺は

そこの管理者との話しが、例えば生活環境とできないのかどうかということを、今聞きたかっ
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たことなのですよね。行政がやるべき問題ではなくて、そこの管理は町内会でやっているのだ

と。それができないのであれば、そういった待合室等々も例えばバス会社との契約みたいにな

っているのですね、確か。話しに聞く所、僕はそういうふうに聞いているのですけども。でき

ないのであれば、そういった待合室は設ける必要もないだろうし、ただのそういったごみ置き

場になるようなものであれば、僕はそう感じているのです。ですから、そういった実態が、例

えば行政と町内会との話し合いの中でもって、たまたまごみがある場合は行政でもって引き取

っていくとか、そういったことができるのであればやってもらいたいと思いますし、ただ今の

状況の中ではバス停の中に散らばってしまったり、極端に言うと、全部が全部ではないですよ。

何ヶ所かだけなのですけども、それについての対応の方、ちょっとお願いしたいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 須貝生活環境課長。 

○生活環境課長（須貝 貢君） 実態調査させていただきたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） ございませんね。暫時、休憩いたします。 

休憩 午前１１時１８分 

  

再開 午前１１時３０分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

次に、５款労働費及び６款農業水産費に入ります。ページ数は 210 ページから 225 ページま

での労働費及び農業水産業費全般について、質疑のある方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 昨年から労働費の賃金の見直しをしようというような話が出ていると

聞いておりますけれども、厚生労働省は 40 年ぶりの見直しということで、生活保護費よりも今

低い状況にあるということで、見直しの要因の一つだというふうに伺っているのですが、これ

はただ都道府県が金額的なものを決めていくということなのですけども、白老町の今の現状、

それはやっぱり道のものに従っているのかどうなのか、それではそういう見直しの方向性があ

るのか。これは、産業別と地域別があるというふうに伺っているのですが、白老町の現状はど

うなのか、北海道としては低い方なのか、道で決めているから北海道の基準に沿っているのか、

その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 三戸経済産業課長。 

○経済産業課長（三戸功二君） 労働賃金の関係でございますけれども、法で定めている最低

賃金。これは時間 644 円。これは、産業別によって違いますけれども、それが今最低のあれに

なっていると思いますけれども、私どもはワークステーションなんかには、雇用の情報が入っ

てきますけれども、そのあたりの賃金みていますと、少なくともそれを下回っているというこ

とはありません。どちらかというと、それよりも上回っている賃金体系の方が多いのかなと、

そんなふうには捉えております。いずれにしても、法に下回っている状態というのはありませ

ん。それと、今後の見直しの関係ですけれども、これはいずれにしても町単独でやれるような

ことではありませんので、その辺見直しが出てくれば、当然それに沿った形の賃金体系にして
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いただくというような、これはいろんな情報提供を含めて、そういう対応をしていきたいと思

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） 平均時給というのが、地域別では 673 円ということで、産業別が 761

円というふうに聞いているのですが、今伺うと道で大体最低賃金決めた、さっき聞きましたけ

れども、答弁無かったのですけれど、道で決めた最低賃金が 644 円という、法的なと言いまし

たけれど、都道府県別対応ということですので、道が決めたものかどうかということが１点と、

それからもう一つ、具体的金額について、先ほど最低金額 644 円よりは下がっている所は今の

所は無いということなのですが、最低賃金を下回る金額で労働者を雇った場合の企業に対して、

罰金制度があるというふうに聞いているのですが、これを調査したり調べたりとか、最低賃金

が下回っているということを調査するのは道がやるのですか。それとも、市町村がそういった

賃金を下回っているということが無いかどうかということが調査されるのでしょうか。その点、

伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 三戸経済産業課長。 

○経済産業課長（三戸功二君） その賃金の状態がどういう状況にあるかという調査は、どの

ようにされるかというのは、ちょっと私ども即答できるもの持ち合わせておりませんけれども、

いずれにしてもそういうような定められたもの以下で、雇用されている実態がもしあるとすれ

ば、当然それは何らかの調査をして、それなりの指導は当然あるべきだろうと、そんなふうに

は思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

３番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 217 ページ、町民ふるさと農園についてお尋ねします。 

町長は、高齢者の余暇の活力等の増進等を目的に公約の中で、この町民ふるさと農園という

ことで、昨年スタートしたのですけども、若干スタート次期が遅れたことによりまして、利用

者が少なかったと思うのですね。利用者が 100％近くではなかったと思うのです。やはり、せ

っかくこういったものをやるのであれば、ちょうど種植えの良い時期にオープンさせなかった

ら意味が無いものだと思うのですね。その辺の反省も含めて、去年どうしてそういう状況だっ

たかということと、今年に向けての抱負と申しますか、どういう点に留意すれば利用していた

だけるのかどうかということ、引き続いてお尋ねいたします。例えば、地理的に条件的なちょ

っと遠くて、あまり応募が無かったのかなとか、価格的な問題、そういったものも若干関係し

ているのかどうなのか、その辺ちょっとわかりませんけれども、そういったことも含めてお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 今のご質問なのですが、まず、区画数は 41

区画、昨年整備しました。そのうち、利用区画が 33 区画。一人で２区画借りている所もありま

す。そういう中で、利用者数は 25 名という状況になっております。これについては、当初町の
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財入的な厳しさもありまして、できるなら補助事業でということで、道所存振興会等にあたっ

ておりました。その結論が最終的に６月の上旬に、補助事業になじまないという結論が出まし

て、それから整備に入っていったという。要するに、指令前補助事業の許可、良いですよとい

う内諸得られなかったという部分で事業が遅れたということで、７月の初めから工事に着手し

ていったという状況であります。そういう中で、出だしが遅れたということも十分利用者の減

にはなっているのかなと。それと、もう一つ、土つくりの部分で堆肥があまり投入できなかっ

たという部分もありまして、そういう中でちょっと利用者数が減ったということでございます。

それで、今年につきましては、もう既に町の広報誌で利用の希望、それを出しております。そ

ういう中で、それらの状況を見て、40 区画で足りなければ、また増設ということも考えていき

たいなと思っております。それで、運営につきましては、昨年からそこの利用者の自主組織と

いうことで運営を考えております。それで、昨年開設と同時にその利用者の中の組織を立ち上

げたという状況でございます。また、今年においても、そういう中で新たに入った人の利用す

る方も含めて、そういう自主的な利用組合で運営をしていきたいなと思っております。以上で

す。 

○委員長（及川 保君） 19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 211 ページの白老地区連合会運営補助金 50 万円についてお伺いいたし

たいと思います。 

町長は今年、厳しい予算ということで、全ての補助金をカットではなくて、削減をして、歳

出の削減をはかったわけであります。しかし、この補助金に対して調べましたら、わずかなが

ら減っております。補助金について、原則いうのですか、宗教団体これには補助金は出しては

いけないと。それと、特定政治団体には補助金を出してはいけない。皆さんから集めた税金で

すから、この辺のことは、補助金については、僕はそのような認識をしております。その点に

ついて、代表監査、私はこういうふうに思いますが、多分間違いないと思いますけども、その

辺のことを一言お伺いして。それとですね、私は、実はこの質問をするにあたりまして、こう

いうことがあったのですよ。実は去年の 12 月頃だったと思いますけれども、連合の多分、かな

り中枢の人だと思うのですが、その方から、いろいろ質問を受けました。その中で、この補助

金おかしいのではないかということから来たものですから、ああ、なるほどなと思ったのです

からね、僕は明快な答弁できなかったのです。なぜかというと、この補助金はですね、僕はで

すね、連合というのは、政治団体だというふうな位置づけを持っております。これに対して、

皆さん方の考え方が違うのか、この補助金を出すにあたって、特定政治団体ではないのかなと

いうふうに思っているものですから、その件について、どういう見解を持っているのか、この

補助金を出すにあたってね。だから僕は、これおかしいのではないかというふうな立場から質

問させてもらいます。いかがなものでしょう。 

○委員長（及川 保君） 岡代表監査委員。 

○監査委員（岡 英一君） この質問のことは、監査委員の直接的な業務の範疇に属にないの

かあるのか、ちょっと判断に迷っておりますけれども、しかし一般論として申し上げれば、特
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定の政治団体等に支出できないという、常識的に考えて、そうであろうと思います。ただ、個

別の問題についてはそれぞれの事情がありますでしょうから、別問題として一般論としてはそ

ういうことが言えるのではないかと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 以前にも、根本委員から、このようなご質問を受けております。私ど

もの捉え方としては、やはり、こういう組織でありますけれども、あくまでも労働者の皆さん

の福利厚生ですとか、そういうものの考え方の団体と考えております。補助金を出しておりま

すけれども、実際、完了報告というような形であがってきた場合に、補助金として、なじむ所

となじまない部分があります。全体事業と補助対象事業費というのがありますので、その中で

ちゃんと区別をして、補助対象事業というようなものにのみをですね、この補助金を充当して

いるというような形においても十分チェックしております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 今、補助金の 50 万円を出している、そして政治団体ではない、そし

てそのお金は適切に労働者のために使われているのだというふうな答弁でございましたけれど

も、実はここに去年の 12 月９日の連合のですね、定期総会の資料がございます。 

 この資料、若干その部分だけ読ませてもらいます。この予算の 150 万のうちのですね、50 万

くらい、３分の１くらいが補助金の中で賄われております。そして、合算されていますね、決

算の中では。それまず１点とらえていてください。 

そしてですね、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○委員長（及川 保君） 根本委員、もう少し簡潔にお願いします。 

○委員（根本道明君） これは、時間の問題でなく、だいじな考え方の問題ですから・・・。 

○委員長（及川 保君） でも簡潔に。 

○委員（根本道明君）  
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こういうふうな資料を出されて、なおかつ先ほど言った３分の１のお金、そして町長は

子どものスポーツ少年団のお金をやめて、３分の１を削って、今年の予算をつくっているので

す。予算概要もありますけれども、いろいろな補助金、全部軒並み削っております。その中で

こういうふうなことがそのまま行われているのが、僕はほかの市町村にも聞きました。そした

ら、まだやっているのかというふうな返事も返ってきた町もありました。まだ白老さんやって

いるのだというふうな町もありました、実際に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 今の訂正していただきたいのですが、これは私町長になる前から連合

に補助金を出しています。私が、決して連合に小遣いをやって選挙活動をしているみたいな言

い方は納得できない。それと連合を政治団体と位置づけをちゃんと政治団体の登録をしている

かは分からないです。ただ、我々は予算をつける段階では労働団体と。要するに、連合が賃金

闘争もしているではないですか。集まって今年は 1,000 円確保しようとか、2,000 円確保しよ

うとか、そういう自分たちの要するに生活費のための、賃金を上げるための団体だと理解して

います。ただ、その中の一部として政治活動もあるという、私は捉え方しています。以上です。  

○委員長（及川 保君） 19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君）  

それで町長ね、お聞きしますけれども、確かにこれ以前からずっと連合

に対する補助金はやってきています。そして、スクラップアンドビルドというふうなことで補

助金をずっと削っていますよね。そして、新しいものに構築していこうと、補助金を適切にや

っていこうと指導している、口では言っていますよ。言っていますけれど、なぜこれがこのま

ま生きてくるのかなと、またこれからも永遠にこれを続けていくのかどうなのか。 

来春以降もですね、この予算を続けていくのか、またあるいは適正指導をしていくのか、 

 

 

〔何事か呼ぶ者あり〕 

○委員（根本道明君） 言ってください。そういうことをきっちりやっていただきたいと思い

ます。 
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○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩二君） 私の方から１件だけ、政治団体という表現されていますので、そ

この部分だけ言いますけれども、いわゆる政治資金規正法で届け出を有する政治団体ではない

ということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 福祉でも障がい者でも何でもそうなのですがね、自分たちの権利を守

ろうと、そのために特定の候補者を応援するということは有り得るのですね、いろいろな団体

で。ただ、それをですね、特定の候補者をおしたから、即ですね政治団体というような決め付

けは違うのではないかと。それは、政治活動規制法に基づく政治団体ではないのです。ですか

ら、適切な政治団体という表現は違うのかなと思っています。ただ連合については、労働者の

権利、さらには生活向上のための団体だという、連合については、私はそういう捉え方をして

います。 

〔「今後については」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 私、あと任期、あとあれですから、来年のことは今答えられません。

以上です。 

○委員長（及川 保君） 根本委員ね、ただ今の質問の中で、連合という団体が政治団体とい

う発言をしているのですよね。小遣いという部分も入っているのですね。これは・・・。私の

委員長においても、ただ今の発言そのものは不適切と認めますので、発言の取り消しを命じま

す。後刻、記録を調査しまして、処置することにいたしたいと思います。 

 ほか、ございませんか。暫時、休憩いたします。 

休憩 午前１１時５４分 

  

再開 午後 １時２１分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩前に引き続いて、会議を開きたいと思います。 

冒頭、先ほど質問された根本道明委員より発言したい旨のことがありますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

19 番、根本道明委員。 

○委員（根本道明君） 午前中の労働費の、白老連合の補助金の問題について、不適切な部分

がありましたので、取り消しをお願いいたします。政治団体という言葉を出したわけですけれ

ども、この政治団体に対する認識が不十分であり、また連合の批判とも言える点がありました

ことに対して、また町長に対して小遣いというふうな発言に対しまして、ちょっと行き過ぎた

部分がございますので、削除をしていただきたいと思います。私の午前中の発言で連合白老と

町長、また議会にこのような混乱をさせたことに対して深く申し訳なく思います。 

○委員長（及川 保君） それでは、引き続いて進めたいと思います。 

先ほどまだ区切っておりませんので、労働費及び農林水産費についての質疑を受けたいと思
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います。質疑のある方はどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 215 ページ、農林水産業費の中の農業総務費と農業振興費の中で、ち

ょっとお尋ねをしたいのですけれども、安愚楽牧場が白老に来るということは、これはすごく

良いことだと思いますし、報道によりますと阿部牛さんも拡張の考え方、計画を持っていらっ

しゃると。というふうになりますと、安愚楽牧場の場合は独自ルートだと言いましたけれども、

白老牛の量の問題、量確保しなければならないということになると思うのだけども、大きな方

針として、例えば樽前牛というのが今ありますけれども、樽前牛というのはほとんど量が無い

と。それから、お隣の登別には札内牛というのですか、登別の肉牛がありますけれども、そう

いうものを農協なんかと一緒になりながら、苫小牧なんかは農協一緒ですから、一緒の中でそ

ういう白老牛のブランド名と、白老からの肉牛を提供しながら、そこの量を増やす、こんなよ

うな将来計画が持てないかどうか、この点だけお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 今の大渕委員の質問にお答えします。現在、

苫小牧広域農協という仕組みの中で、樽前地区と白老地区の和牛生産改良組合の統合という作

業を進めております。これにつきましては、新年度からおそらく統合になると。そうなれば、

生産体制というか、品質の改良というのも一緒に取り組むという中で、大は小という部分もあ

るのですが、ただそういう中で白老牛の位置づけがなってくるのかなということになろうかな

と思っています。それと、まさにうちの方で安愚楽大規模牧場につきましては、うちの繁殖牛

ですね、お母さん牛。これの品質改良だとか子牛の評価を上げるために品質改良に求める育司

化。産肉能力というのですが、そのデータを例えば白老町内で生産された基牛の産肉能力の数

値を安愚楽さんの方からいただければ、まだ白老牛の品質の改良だとか、牛肉の生産に反映で

きるのかなと思っております。そういう全体構想の中で、私どもも大規模農場の進出という部

分でうれしい反面、先ほども質問に出ていた環境問題という部分もあります。そういうものト

ータルして、今後新年度からこれらの詳しい詳細の事業計画を詰めていきたいなと思っていま

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） 樽前の方は今初めて聞いたのですけど、僕はぜひそういうこと進めて

いただきたいと思うのだけど、札内というか、登別の方とは全く交流とかつながりとか、農協

別ですから駄目なのかもしれないけど、そういうものは無いのですか。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） その辺の部分につきましては、まず白老牛と

呼ばれる定義の部分。今、商標登録の準備会という中で、定義を詰めております。そういう中

では、やはり自分達が、白老町民がこういう形で生産されているという、白老町が責任を持つ

という仕組みの中から考えますと、やはり目の届く範囲という部分になります。それで、白老

町内で生産というか、肥育されている牛というちょっと限定をして取り組んでいきたいなと思
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っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

それでは、次進みます。７款商工費に入ります。226 ページから 233 ページまでの商工費全

般について質疑を受けたいと思います。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 227 ページ、中小企業振興資金貸付金ですが、これは毎回のように私

聞くのですが、実態が現在どういう状態にあるなかということなのです。今、金融機関も相手

先が悪くて、資金的に随分だぶっているように聞いているのです。もうある程度、こういう制

度をつくらなくてもいいのではないのかという、そういう時代に来ているのではないかと思う

のですけれども、今後の問題も含めてお考え方を聞きたいと思います。 

それから、228 ページの観光費全般についてなのですが、特に観光でも竹浦、虎杖浜温泉街

の問題についてです。過日の代表質問でもこの問題が取り上げられております。私も過日行わ

れた道民カレッジ北海道学出前講座に出席をして、いろいろと考えさせられたことがあります。

どういうことが問題なのかなと思っているのですが、それをちょっとお話しして、町長また担

当助役の考え方を承りたいと思うのですが、あそこは連合会というのをつくっております。ホ

テル業界と民宿の方と料飲店という三社の組合をつくっております。民宿とか料飲店は個人個

人のお店が経営をしている。しかしながら、ホテルをみますと、竹浦、虎杖浜地区の温泉の湯

質に基本的には問題があろうかと思うのですが、ほとんどのオーナーは白老の町民ではないと

いうことなのです。みなよそから来られておられる。現在苦労しておられるのは、そこで働い

ている方。オーナーがいない所で、支配人クラスの方々がどうしようかと悩みを持っているわ

けです。この間も出前講座にもそういう方々が出席して議論をしているわけです。ところが、

オーナーはどなたもそこには出席していないのです。温泉の観光も今後どうするかと、あの地

区は段々段々、バブルの時期のように黙っていてもお客さんが来る時代は良いのです。ところ

が、こういうシビアな時代になると、そういうオーナーの考え方が、そういう方々が勉強して

もらって今後の温泉街をどうするかというふうに持っていかなければ、従業員があそこで勉強

したところで実際の大きな動きにはならない。しかも、白老町で私はホテルを経営し、旅館を

経営してここで白老の土になるのだという感覚で経営しているのなら非常に良いのですが、先

ほど言ったように、悪い言葉で言えば出稼ぎのような感じを受けるのですよ。ですから、そう

いう方々の頭を切り替えてやってもらわなければ駄目。前回も我々視察した九州に大分県の湯

布院など、今有名ですが熊本県の黒川温泉ですか、あそこなんかは各旅館が皆一致団結して、

結集してこの地域を何とかしなければ駄目だということで、いろんなアイディアを出してやっ

ているわけなのですが、ところが現状の竹浦、虎杖浜の温泉の実態をみるとみな札幌に居たり

東京に居たり大阪に居たりという人たちがオーナーなのですね。従って、経営的に成り立たな

ければ、もう後は売りと、誰か買ってくれる人はいませんかというような自分自身でそこで経

営して何とかお客さんを呼ぶような観光に結び付けていく意気込みというものが実は感じられ

ないのですよね。それで、この間会った方々ともちょっと後日その話しをちらっとしたら、僕
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らが一生懸命勉強したところで、オーナーがそういう気持にならなければ、簡単にはいかない

というものだから、どうしたらいいのだろうと私なりに考えたのですが、やはりサミットでは

ないですけれども、オーナー会議に町長たまたま町長でありながら観光協会の会長でもありま

すから、そういうことでオーナー会議というか、そういうものを組織してもらってざっくばら

んに温泉開発、今後の振興をどうするかということを、オーナー会議を開いて結集してもらえ

ないかと、こういう考え方はいかがかと思って質問したのですが、いかがでございましょう。 

○委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 最初に中小企業振興資金の関係での質問でございます。実態

はどうかということでございますけれども、最近の５ヶ年位ずっとみますと、５ヵ年の中で一

番ピークが平成 15 年で 52 件の貸付がございました。それから、16 年が 39 件、平成 17 年が 39

件。平成 18 年は２月末現在でございますけれども、29 件という数字になってございます。昨

年も同様のような質問をいただきまして、いずれにしてもまだこれだけの借りている件数があ

るということは、それはそれなりの必要性があるのだろうというご答弁申し上げたと思います

が、今年 18 年度２月末現在で 29 件と。この 29 件が多いか少ないかの問題ありますけれども、

おっしゃるとおり従前から比べたときに、貸し渋りだとかそういう関係というのは大分無くな

ってきているのかなと、そういうふうには捉えてございます。この、今年度２月末 29 件という

数字がどう捉えるかによりますけれども、確かに今申し上げましたように、この何年間比べて

みますと、この制度を使っての金融関係の融資というのは、少しずつ減ってきている部分はあ

るのかなと、そういうことを踏まえていったときに、今後どういうふうにすべきかというのは、

いろいろ金融機関等のいろいろ話しも伺いながら、最終的には判断していきたいなと、そんな

ふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 観光の問題で竹浦、虎杖浜に限ってということで、湯布院のことも出

していただいて、湯布院のそのときの課長さん、私知り合いだと思うのですね。彼とはかなり

観光についても研修時代、何日も議論した仲なのです。お分かりになったかと思うのですが、

決定的に違う所が実はあるのですね、湯布院と。まち全体が観光に対してのおもてなしという

のですか、ホスピタリティー、その辺が本当に確立されているまちです。そういう中で、湯布

院という有名な温泉地を作ったわけでございますが、今オーナー会議、私もそのとおりだと思

います。ただ、現状をみますと、虎杖浜のビュラメール始め２、３、オーナーとしての動きが

あるように実は聞いております。必要性は感じますが、その辺が落ち着いてからオーナー会議

的なものを開いてもっと進めたいなと思っていますが、ただ、結構ばらつきあるのですね。飲

食店でも検討している所もあるし、今ちょっと足踏みの所もあります。含めて議論してみたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 考えてみたいと、こういうお話しで、前の方の貸付の方は結構です。

温泉観光の問題については、非常に私も深刻に考えているのです。先ほども申し上げたけど、
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湯布院などはオーナーではなくて、その跡取りの息子さん方が非常に深刻化してドイツまで行

ったり何かして、そしていかにあるべきかと。隣に別府温泉という大きな温泉もありますので、

環境的にはちょうど白老と登別温泉と似ているのですね。ですから、別府と対抗してやったの

では駄目だと、これはそのとおりなのです。この間も、講師として来られた温泉学博士の松田

先生もそういうようなことを強調しておりました。実際にエイジェントを頼んでなんかほとん

どきていないと。外国なんかはほとんどエイジェントですね。ＪＴＢだとか近畿観光だとかっ

て、そういうような所からばかり来ていますから、洞爺、登別はそういうエイジェントを対象

にああいう大きな、キャパシティーの大きな所を必要だと。しかし、虎杖浜、竹浦温泉はああ

いうものを真似てやったのでは駄目だと、そのとおりなのです。ですけど、何かやっぱり特徴

を見つけなければ生き残れませんよということを断言しておられました。お湯の質もあるでし

ょうし、お湯は沸かし湯ではないのです。当然の自然のお湯ですから、そういう所もＰＲして

と、こういうふうに言われているのだけれども、参加している熱心に勉強している方はそのと

おりだと思っているのだけど、オーナーではないのです。せいぜい来ても支配人のクラスの方

が何ぼそのとおりだなと勉強してもオーナーがなかなかそういう気持ちにならなければ、おそ

らく自然淘汰されて、おそらく建物もお金をつぎ込むような状態にはならない。今のままで、

誰か買う人いませんかというようなことであれば、衰退の一途をたどるというふうに、私は非

常に心配をしているわけです。そういうホテル関係がお客さんを呼ぶわけですから、料飲店と

か民宿さんもおこぼれという言葉は失礼かもしれませんが、そういう影響があるわけです。ホ

テルの人たちがばらばらで、自分の所が良ければ良いのだというような感覚では、これは温泉

街としれは成り立たないと思うのですよ。そういうことで、ぜひ実行してもらいたいなと、心

から強く期待しているのですけれども、今町長のお話しを伺いました。担当助役の方は、いか

がでございましょう。一つそのあたり、具体的な方向なると、そちらの方にもなるかと思うの

ですが。 

○委員長（及川 保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 私も何回か温泉組合等に出かけまして、いろいろな話しを聞きますと、

やはり皆さん真剣になって考えておられるということは肌で感じております。そういう面でご

提案のオーナーの会議の組織というのは、町長からもお話しありましたように、具体的に少し

取り組んでまいりたいというふうに思っています。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 私も最初から言えば良かったのですが、ですから今やろうとしている

のは、食材がそこなのですね。これ、登別との完全差別化ができるのです。もう一つは、竹浦

に１軒ありますよね、炭焼き。ああいうことを各民宿だとか、そんな大きい過大な投資しなく

てもいいですから、そういうことを考えたらどうだと。そばには虎杖浜というまたいろんな干

物もありますので、そういうこととか、あと、登別にしてみたら、結構うち遊ぶものがあるの

ですね。例えば、登別と協定を結んだのは、修学旅行の大人数はあなたの所に泊めますと。そ

の帰りはうちに連れてきてくれたらきちっと満足させますからと。虎杖浜にもパークゴルフあ
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る、お茶碗造る所もある、ポロトもあります。そういうことで話ししています。ですから、先

ほど加藤委員言ったように、きちっと差別化を図ると。機能分担をすると。白老の良いものを

全面に出すと。これは、食だとかいろんな物だと思います。今はその辺、ＪＴＢからの派遣職

員が組み立てておりますので、若干時間かかると思います。ただ、やっておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 231 ページの観光客誘客の事業の件なのですが、コタンナイトに係わ

って伺いますが、ＪＴＢと連携しながら登別のお客さんを呼ぶということで、それなりの成果

を上げてきたということを私も見ていますし、実際に行って来て素晴らしいものだなというふ

うに見ています。こういう事業が、この事業の実態、これからも進めていくのか、これからど

う発展させようと考えてこの事業にあたっているのか、そのあたり分かりましたら教えていた

だきたいのですが。 

○委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） ポロトコタンの夜の関係についてのご質問でございます。こ

の事業につきましては、ご承知のとおり 15 年、16 年、17 年と３ヵ年事業で登別白老広域事業

の取り組み中で展開をしてまいりました。そして 18 年、今年度につきましては、この３ヵ年事

業が終わりましたので、町が単独で実施したと、そういう経過がございます。その中で、登別

と行った３ヵ年の実績を踏まえながら、この18 年実は実施してまいりましたけれども、まず一

番根本的に違うのは、３ヵ年やったときは期間が１年目は 41 日間、２年目、３年目につきまし

ては 20 日間の開催というような中でやってまいりましたが、18 年度においては、実は６日間

の開催だったのですね。６日間の開催でありましたけれども、この１日平均のおいでいただい

たお客さんの数というのが、実はこの６日間でやった、単独でやったのが一番多くて、日平均

125 人というたくさんの方おいでいただきました。ちなみに、15 年度においては、日平均 30

人。それから、16 年度が 37 人、17 年度においては 49 人と、こういうようなことは、確かに３

年間にやった実績ということもありますけれども、この 18 年度単独で６日間やった実績はかな

りの評価いただいているかなと。これは、やはり 18 年度からＪＴＢからの派遣社員来ていただ

いたこと、あるいは観光協会に事務局長にやはりプロの方が配置された。そういう中で、いろ

んな誘客宣伝含めてのやり方、手法を相当変えました。そういう中で、こういう実績を得たも

のというふうに評価をしてございますし、ポロトコタンの夜については、見ていただいた方は

本当に十分な評価をいただけると思いますけれども、これについては今後もぜひ継続して、札

幌方面からの誘客というものが、相当この 18 年度については延びてきた経緯ございまして、こ

れは単なるポロトコタンの夜を見るだけに限らず、来ていただいて白老のいろんな食材を食し

ていただく、そんなことも含めての、タイアップしての取り組みをした効果もあったのかなと、

そんなふうに思っておりまして、これはポロトコタンの夜だけの宣伝もありますけれども、そ

ういういろんな関係の人方との連携を含めた中での取り組みということで今後も進めていきた
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いなと、そんなふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 町単独でやってこれだけの実績を上げてこられたということは素晴ら

しいことだなというふうに、今話し聞いていたわけですけれども、実際に観光協会なんかにプ

ロが入って、こういう様々な要素と絡み合わせて多目的に実施していくということが、これが

すごく大事なことだなと思うのですが、登別あたりからお客さんを呼んでいたときに、一番本

来的には白老に泊まっているお客さん達を集めてみていただくということが、白老のためには

一番良いかなと。それが、なぜできないのかな。できないのではなくて、それも含めて取り組

んだのかなというふうな気もしますけども、やはり白老、竹浦、虎杖浜方面のホテルに泊まっ

ているお客さんを呼んで、白老の素晴らしいものをみせて、そして喜んでもらう。その中に食

だとか何とかという形も含めて白老を売り出していくという、それが一番本来的な狙いではな

いかと。そうやって考えると、白老で単独でそれをできないというのは、何か事情があるのか

な。全道札幌あたりから呼んで来るというのは、これも良いですよね。こういう広がりを求め

ていくというのは良いのだけども、地元の泊まっているお客さん達にまず喜んでもらうという

ことができるのかできないのか、何か障害があるのか、そのあたりお聞かせ願えればと思うの

ですが。 

○委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 登別と白老で共通で取り組んだ、この一つの考え方は、まず

基本には先ほど町長の方からもご答弁ありましたけれども、登別と白老とそういう一つの役割

分担と言いますか、そういう部分があるのですね。それで、登別にお泊りになっている方、そ

の方を白老にこういういろんな体験がありますよと、そういう所の実証実験という形が一つあ

るのですよ。当然、今お話しがありますように、竹浦、虎杖浜、そういう温泉もありますから、

そういう所にお泊りになっている方もこちらの方へ来て素晴らしさを体験していただく、これ

も当然その中には入っているのですが、主とすれば、この３ヵ年の事業とすれば、登別のお客

さんをこちらへと、これがまず主だったのです。それで、今後の関係については、先ほどのお

話しもありますように、この温泉街の活性化どういうふうにしていくかと言ったときに、やは

り温泉街だけのいろんな努力も必要になりますけれども、町内のいろんな資源との連携、これ

もやっぱり必要な部分なのですね。そういう部分で、実は来年のこのポロトコタンの夜の展開

にあたっては、昨年の反省会も含めていろんなお話しさせていただいておりますけれども、こ

れがすぐなるかどうかは別にしてですけども、当然地元にお泊りになっている方をこちらの方

へ誘引するという、そういうことも当然考えていかなければ駄目だろうなと、そんなふうに思

っておりますし、また先ほど私言い忘れましたけども、札幌圏からの絶対的な数が多いという

こと、これは紛れの無い事実なのですが、昨年18 年度でやった一日入り込みが多かった一つの

要因には、やはり町民の方も相当数見ていただいたと、そういうようなことがあるのですね。

ですから、これについては観光というのは、これは私の自論と言いますか、そういう思いをし

ているのですが、やはり地元の方に愛されるようなそういうものが無ければ、なかなか声を大
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にしてさあどうぞ皆さんおいでくださいと言っても、なかなかすぐにはつながらない部分ある

と思うのですね。そういう部分では、やはり地元の方々、町民の方々もそうですが、地元に来

られた方、これを一つその中だけは町民なわけですから、ここに来られたときは、そういう方々

がどんどんそういう施設をご利用いただいて、その素晴らしさをいろんな部分で、口コミでや

っていただくことによって、町外からのいろんなお客さんの誘引にもつながるのだろうなと、

そんなふうに思っておりますので、今おっしゃったような地元のホテル、旅館との連携という

のは今後とも大事にしていかなければ駄目かなと、協力に進める必要があるだろうなと、こん

なふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、白老の泊まっていただいている方々にぜひ見てほしいという願い

を込めて言ったのですが、その後じゃあ町民はとお聞きしようかと思っていたのですけども、

お答えいただきましたので、やっぱり基本は町民に見ていただくということが、１番の長く続

いていくものだろうというふうな気がするわけですよね。実際に自分のことを考えてみても、

かなり以前からそれらしいものはずっと見てきているのだけども、最近ああいう違った雰囲気

の中で見るものが全く技術的にも素晴らしいものになって感動できるものというのは、本当に

町民の方々知っているのだろうか。みんな地元のものだから知っているぐらいのことではない

のかなという気もするわけです。本当に見ていただいたら、素晴らしいものだということを実

感できるような気がして見て来たのですよ。そういう意味で、ぜひ町民にもＰＲという、宣伝

を効果的にやるということを、ぜひお願いしたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 私も、先ほど申し上げましたように、地元の方々に愛される

と、そういうものがなければと思っていますから、今お話しあったことについては、そういう

ような気持ちの中で、皆さんに見ていただくような努力もしてまいりたいと、そんなふうに思

います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

次、進みます。８款土木費に入ります。234 ページ、１項土木管理費・１目土木総務費から

243 ページ、３項、河川費・１目河川総務費まで。質疑がございましたら、どうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 239 ページの竹浦の２番通りの関係でちょっとお尋ねをしたいのです

けども、あの後、日本製紙の裏側から来た道路と竹浦の今の道路がつながって苫小牧、登別に

なると思うのですけど、そのつながり方について、考え方がどうなっているか。例えば、将来

的には敷生川の橋の建て替えになるのでしょうけれども、線形なんかも含めて考えておられる

ことありますか。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 現在の工事を進めています竹浦２番通りと石山大通りとつながり

と、こういうようなことでございますが、現在想定している部分、前線に渡って実設計終わっ
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ていませんので、今確たる所で申し上げることはできませんけれども、現在想定しているルー

トとしましては、既に開通を見ております石山大通り、日本製紙の裏側ですが、あれを今、丁

字路になってございますけれども、あれを丁字路ではなくて十字路の形になりますけれども、

新しく石山大通りが延びると言いましょうか、こちらから行くとつながれば、同じ丁字路なの

ですけれども、海側に今下っている丁字路がございますが、あの部分が無くなりまして、神社

の下を通って柏洋団地の入り口をかすめるようにして、禅照寺の方に向かっていくと。今、そ

ういうふうな想定の中におります。先ほど言いましたけども、まだ詳しくは路線決定しており

ません。その程度でございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先のこと言って申し訳ござませんけども、当然そうなると敷生川の橋

の建て替えになるわけですよね。うちでやるとしたらすごく大変で、道道になれば良いなと僕

も思っているのだけど、それはそのままの線形で来て、今とは逆の方向で橋が架かっていくと

いう感じになりますか。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 正直申し上げまして、現在敷生橋に架かっている町道の橋なので

すけれども、要するに 100 メートルを超える橋梁を長大橋と言いますけれども、あの長大橋を

線形から申し上げますと、できれば利用したいなというふうに考えております。と言いますの

は、交通量から申し上げましても４車線にはなりませんので、２車線だと思いますが、その場

合においては方側の斜線にあれを使いたいなと。ただ、構造的に申し上げますと、現在の構造

基準からしますと、強度が不足しておりますので、つまり道路橋手法書の改定前の強度で作ら

れておりますので、現在の手法書に合わせますと強度が不足しておりますので、そういう面で

は補強はしなければならないとは思いますけれども、できるだけ利用しまして、片側車線ある

いは歩道の部分。現在の幅員からしますと、当然片側車線分の現在の強度の幅員ございますの

で、できればそういう利用もしながら、できるだけ事業費のかからない、そういう線形を考え

ていきたい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） 分かりました。もう一つ、あそこを道道にしてやるとしたら、今港の

所まで道道が来ていますよね。あの前後が今のような状況で課長が言われたように直って、改

良がされていったとしたら、橋の部分は道でやっていただくために、道道になるというような

可能性としてはいくらかありますか。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） ぜひ、道道に昇格していただきまして、大渕委員言われるように、

できれば町の事業としてではなく、道の事業としてやっていただく方が町の財政的にも良いの

かなと思います。その可能性ということでございますけれども、北海道といたしましては、あ

の路線、従来から申し上げています虎杖浜から社台まで抜けるいわゆる我々の言葉で言うと、  

鉄北幹線道路ですけれども、こちらの方につきましては、北海道としても、道路そのものの必
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要性については認識している所なのですけれども、現在道の財政事情もご存知のとおりなもの

ですから、直ちにそれを昇格させて、当然道道昇格になると全線が改良対象になるということ

もございまして、非常に大きい金額を想定しているようでございます。ただ、我々といたしま

しては、昇格になった場合にどこを急ぐのかという部分で言えば、ただ今申し上げています竹

浦２番通りもそうですけれども、もう一方ではポロト・社台線、こちらの方も平成 17 年から同

時にスタートしていますけれども、これらの本当に必要な区間と言いましょうか、その部分を

先に手を付けていただきたいのだというようなことも、昇格のお願いの中では申し上げており

まして、可能性をズバリ申し上げれと言われれば非常に辛い所なのですけれども、そういう状

況の中にあります。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 241 ページ。交通安全施設整備事業の竹浦・虎杖浜線の 960 メートル

の整備事業がございますが、この関連について工事概要をご説明いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 竹浦・虎杖浜通りの歩道新設工事の工事概要ということでござい

ます。延長については記載のとおり 960 メートルでございますが、数年前からここの所につい

ては、歩道の無い、車道だけの区間でございました。先ほど言いました、数年前から要望がご

ざいまして、現在の道路、車道、それから、車道の両側に走行路肩というのがあるのですが、

それら舗装された部分を利用しながら、新しく縁石を付けた普通のマウンドアップタイプのよ

うにしなくても、できる方法はないだろうかということで、北海道公安委員会とも協議を進め

てまいりましたが、現在車道有効付近が 6.0 メートルなのですが、それを 5.5 メートル、いわ

ゆる 50 センチメートル幅を狭くしまして、片側で言うと 25 センチメートルずつ狭くなるので

すが、そういうふうな方法と合わせて、先ほど言いました走行路肩、こちらの方も少しずつ狭

くいたしまして、歩行スペース幅員で 1.5 メートルから 2.2 メートルまで、場所によってちょ

っと違いはあるのですが、最低で 1.5 メートルを確保するという中で、セミフラットタイプと

言いましょうか、そういうふうな歩道をこの中で計画してございまして、できるだけ早く工事

を発注したいと、こういうふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） この工事を施工するにあたって、交通規制の関係はどうなりましょう

か。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 基本的には片側通行が一時余儀なくされると思いますが、全面通

行止めは考えておりません。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 交通安全というのが入っているので、ここで伺いたいのですが、石山

大通りの萩の里公園ありますよね。その手前に山側と海側に家があるのですが、あそこの道路
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いつも町内連合会の会合等出ても、信号機の設置それから横断歩道の設置ということを言われ

ているのですが、予定としてはそういうことがまだ成り立っていないのかどうなのか。萩の里

で聞いていいのか、どこで聞いていいのかちょっとあれなものですから、ここで伺いたいと思

いますが。 

○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事（奥村 勇君） 今、萩の里の部分の横断歩道、信号の設置という

ことで、確かにうちの方も町内会の方から要望は受けてございます。そういうような部分では、

毎年 12 月の初めぐらいに交通関係機関の方々を招集しまして、そういう中でそういう要望につ

いてまず検討をしてございます。そういう中では検討結果を持って、苫小牧警察署の方の公安

委員会の方に設置要望等は進めている所でございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 要望が年に１回ということなのですが、あそこは今、学校もそうなの

ですが、防犯とか安心、安全対策を大変やっておりますけれども、山側の方から学校へ通う子

どもたち、数はそんなにいませんけれども、いつも怖い思いをして学校へ行っているという事

なのですね。私はその話を伺ったときに、町内会の希望もあり、場所がなかなか決まらないと

か、位置づけがどこになるか分からないとか、苫小牧警察署の関係があるということなのです

が、その話を聞いて交通安全の方にも行きましたし、学校関係の方にも行きました。１年経つ

のですけれども、まだそういう具体的なものが見えてこないという。じゃあ、この安全性はど

のように考えられているのか、その点について、登校に関して。必要が無いというふうに考え

ているのかどうなのか。 

○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事（奥村 勇君） 安全性の確保という部分では、当然私たちも事務

進めている上では認識してございます。ただ、委員もご承知のとおり、まず白老の要望があり

まして、それを持って当然苫小牧警察署、公安委員会の方に要望するわけなのですが、苫小牧

警察署は今度胆振の苫小牧市を初めというような部分がございまして、そういう中で最終的に

緊急性だとかを含めて、当然枠の中で配分していかなければならないというようなことがござ

います。ですから、そういうような部分では、当然白老町としては、緊急性もあるだろうとい

うことで当然検討会の中では要望していかなければならないというようなこと結論出ています

ので、それは当然先ほど答弁申し上げましたとおり、公安委員会の方にはこれからも積極的に

進めていかなければならないと、要望を進めていかなければならないというふうに考えてござ

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） 優先順位と枠があるということは分かっています。白老町としては優

先順位が１番だというふうに考えられているのか、それとも白老町の進め方によって警察が決

めるのか、それとも胆振の管内の枠ですから、白老町が１番先になるということはないと思う

のですが、胆振管内全体で優先順位を決めていくということなのですか。白老町としては、こ



 
 

95 

こが１番なのだというふうに出しているのかどうなのか、その辺どういうように考えたら良い

のでしょう。 

○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事（奥村 勇君） 私たちも公安委員会の方に要望言ったときの話し

としましては、まず、基本的には公安委員会の方も国道を一番最初に当然見ているということ

ですね。その次に２番目はどうなるかというと、道道だとか町道だとかというふうには、順位

的にはいくと思います。そういう中で、白老の順位はどうなのだという部分から言うと、当然

うちも公安委員会で枠もあるという部分から言うと、やっぱり国道、道道、町道だというふう

な部分。その次にやっぱり町道だといったときにどうなのだというときには、当然先ほど委員

も言ったように、人数の問題ではないのかもしれないですけれども、やっぱり最終的には利用

頻度というか、そういうものが最終的に設置するかしないかというような部分から言うと、ど

うしても利用人員の部分も含めて検討せざるを得ないというようなことになろうかと思います。

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 今の件に関連して、岩倉団地、旭化成団地の入り口、これは距離近い

のだけれども、この辺も要望があるのですけれども、この辺はもし信号付けるとすれば、どん

なふうになるのか、答弁いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 奥村総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事（奥村 勇君） 今、玉井委員言っている箇所は、吉田委員言って

いる場所と同じ場所だと思いますが・・・。よろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。暫時、休憩します。 

休憩 午後 ２時１１分 

  

再開 午後 ３時０１分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、242 ページ、２項河川改良費から 253 ページ、５項都市計画費・２目公共水道費まで。

質疑のある方はどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 246 ページ、港湾費全体についてお聞きしたいのですが、実は私も港

湾の特別委員会のメンバーで担当課長に聞いたことがあるのですが、問題なのは何かというこ

とは、この港湾の建設費に対して、道費、北海道ですね、道費の導入いうことは考えられない

かと、こういうことなのです。白老の港でありますし、港湾管理者が自治体の長である白老町

長であることもよく知っております。それで、制度的には道費は入れられないのだというので

あるのですが、しかしながら過去に道費が入っているのです、わずかですけれども。それは、

着工時の57年から平成７年度までの14年間、１億4,300 万円あまり道費が入っているのです。

これは、漁港の問題もあるのだろうと思うのですが、白老港は漁港で出発していないわけです
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から、港湾として出発しているわけですから、そういう方法はないものかどうか、２万 1,000

の自治体にやはり港湾というのは非常に大きなウエートを置いていると思う。それで、そうい

う考え方について、制度的に難しいということはわかっているのですが、いかがなものかと思

います。よろしければ、ご答弁ほどお願い致します。 

○委員長（及川 保君） 堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ただ今のご質問でございます。確かにおっしゃるとおり、過

去に道費補助というのが入っておりました。その経緯と申しますのは、北海道の場合、工事費

全て 100％直轄でやっていただいたということがありました、過去に。それが、95％に下げら

れたあたりから管理者を救済するという意味合いで道費補助が入ってきたようでございます。

それが、以前は管理者負担金の 10％とか 20％とかいうことになっていまして、段々昭和 49 年

から 53 年度あたりになると定額の１億 5,000 万とかその後は２億とか、そういう定額方式に変

わってきて、ご承知のとおり現在ではもう打ち切られて。今、ふれあいマイポート事業という

ことで、国保補助の対象にならないやつが、道の補助事業としてできていたのですけど、それ

もちょっと無くなったようで、市町村統合補助か何に変わってということで聞いております。

おっしゃることは十分わかるのですけども、道のこういった厳しい財政を考えれば、いくらこ

ちらからお願いして頭を下げてもなかなかちょっと難しいのではないかなと思うのですけど。

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） 課長の言わんとするとこ分かるのですが、道が苦しいからどうのこう

のではなくて、当然白老の港、白老港とは言っても、北海道の港なのですよ。北海道のそれな

りの悪いことではなくて、良いことばかりがあるわけなのです。それを、白老町民だけに押し

付けるという考え方ではなくて、当然管理者は町長であることを十分承知していて言っている

のですけれども、北海道全体としても、これは色彩街道ではないですけれども、倶知安方面に

かけたり農産物とか何かという、将来的なことも考えた場合に字白老だけの問題ではないと思

うのですよ。そうすると、農業関係の問題にも波及してくれるし、いろんな問題に波及してく

るとするならば、北海道も丸々出しなさいということではなくて、少なくても道費は導入があ

ってしかるべきではないかなと思うのです。いろんなセレモニーには胆振支庁の方も来られて

いるし、少なくとも道会議員の方もご出席になってテープカットなどしていますよ。そういう

のですから、普通の町民であれば道費も入っていると考えるのが当然なのですよ。それが現在

全然入らないということは、ほかの地域の港湾の建設の方にも派生する問題だろうと思うけれ

ども、今北海道で港を造っているのは白老しかないわけですね。ですから、何とかそういうあ

たり、全部白老町に負担をすると、それは地方交付税措置もあることは十分承知していますが、

その足りない分はやっぱり一般会計から出さなければならないという現状もあるわけなのです

よ。ですから、そのあたり、すぐ明日から明後日からではないことは十分承知していますが、

今後これからまだ何年も続くわけなのですよ。そのあたり、道議の先生方を通じて何とか強力

に働きかけていく方策はないものか、真剣に考えるべきだと思うのですけれども、町長のご見
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解いかがでございますか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） その関係については、担当課長ともかなり議論しています。実際、今

逆に道の方にお金入っているのだね、交付税で入っている。だから、我々としたら全然納得で

きない話なのです。それで今、その議論をするのはいかがかなと思っています。というのは、

６年、７年前に、そういうふうに出なくなったときに、当時まちとして道の方とどういう話し

をしたかということだと思うのですよ。それが、時の人に聞いてみないとわからない話しなの

で、今もう十数年経っていますので、なかなか難しいと思います。これが、あと３港ぐらいあ

って、組んでやるという話しもあるのですが、今となっては、港湾建設はこの白老港だけです。

我々も当然、北海道の物流の振興に白老港もその重要港になっているという自負はあります。

自負はあるのですが、既に十二、三年経っている話なものですから、なかなか厳しいかなと。

ただ、だからと言って諦めるわけにはいかないので、その件については道の方ともう一度見解

を聞いてみたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 251 ページよろしいでしょうか。白老駅北広場整備事業なのですけれ

ども、これは２年計画でされる事業だと思うのですけども、18 年度行われた工事の引き続きの

工事ではないかと思うのですけれども、今回の工事内容について教えていただければと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 白老の駅北広場の関係でございますが、現在道路整備を進めてご

ざいます。平成 18 年までに道路整備総延長 751 メートルのうち、370 メートルまで終わってい

まして、残り 381 メートルですけれども、平成 19 年も含めてですけれども、後２ヵ年で道路を

まず整備を終わらせたいなと、こういうふうに考えております。広場に着手するのは、そのあ

とというふうなこととなりまして、順調に行けばですが、おおむね平成 24 年頃に広場の完成を

したいなというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今回、どのように最終的な公園になるのかと前にも一度見せていただ

いて、大枠の図面なんかも見せていただいたのですけども、北広場の所で自転車置き場という

のですか、今は駅の南側の方に自転車置き場あるのですけれども、多分北側の方にも造られる

と思うのですけれど、屋根の設置とか考えていらっしゃるのでしょうか。と言いますのは、雨

降ったり、雪が降ったりしたときに、南側の方というのは意外と日が当たるせいか分からない

ですけれども、雪が解けていたりですとか、学校帰りとか勤務帰り良いのですけど、特に通学

している生徒さんですよね。遅くなって帰ってきたときに自転車が雪なんか降ったりすると、

しばれていたりとなんかするものですから、せめて屋根があったらありがたいなと思いながら、

そういうのが公園の中の整備の一つとして考えていただいているのか、その辺だけお伺いしま
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す。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 補助事業でやってございます。まだ、広場と言いましょうか、公

園の方の具体的に細かな部分まで、実際やってございませんが、先ほど言いました補助事業、

補助金をいただいているものですから、そちらの方と協議をしながら進めていきたいと思いま

す。おっしゃっていること十分わかりますので、補助を出す側の方とそういうふうな相談をさ

せていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。それでは、次へ進みます。 

 252 ページ、３目公園費から 261 ページ、６項住宅費・２目住宅管理費まで。質疑のある方

はどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 259 ページ、建築確認申請のことで伺いたいと思います。これは、昨

年も聞いたのですが、18 年度はまだ締めていないのでしょうが、確認申請の件数はどのくらい

か、まずそれを伺いたい。できれば 16、17 も伺いたいと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） お答えします。暦年でございます。以前、加藤委員からご質問が

あったときも、暦年で答えさせていただいていますので、今回も暦年で答弁させていただきま

す。平成 16 年度、104 件。平成 17 年度、75 件。平成 18 年、12 月で締めてございますが、82

件となってございます。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） 件数を今、云々するのではないのですが、問題なのは、家屋を建てる

場合に、白老町内の業者がこの例えば 18 年の 12 月まででも 82 件の建物のうち、どのくらいの

割合かということで、ちょっと私聞いてみたのです。完全ではないですが、３分の２が町外の

業者だそうです。おそらくテレビコマーシャル何かでやっていますね、それからリフォームし

たって、壁を直すとかなんかもセールスが来ている。３分の１が一応町内の業者だそうですが、

それも私感心したのですが、役場の職員は 100％町内の業者をお願いしているそうです。普段、

いじめていますけれども、この点は非常に良いことだなと思っているのですが、建築業者も実

は仕事が無くて悩んでいるのです。この３分の２の業者が町外ということは、苫小牧、登別、

札幌、どこから来るか調べていませんが、何とか地元の業者にやってもらえるようにしてもら

いたいものだなというので、こういう質問をしているわけなのですよ。それで、確認申請を出

すときには、業者が来て出すのでしょう。そのときには既に建築業者も決まっているのだろう

と思うのですよ。それで、何とかそのうちの何ぼでもいいですから、地元の業者にしてもらい

たいものだなという願いを込めるのですが、そこまで役場としては強制できないことは承知し

ていますがね、何か良い方法が建築課とし考えられないものか、今テレビの時代ですから、非

常に坪単価何ぼだとか大手がやっています。ですから、白老町以外の業者がほとんど受けると

いうのはやむを得ない一つの流れかもしれませんけれども、何とか 82 軒あるうちの何軒でも地
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元の業者に行くような方法を講じてもらえないかどうか、そのあたり考えについてお伺いした

いのですが、いかがでございましょう。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 質問の理解は十分理解はしているつもりですし、先ほど加藤委員

おっしゃられましたように、私どもの方としてはできればというよりも、できるだけ町内の建

築屋さんを使っていただきたいものだというふうなことで、指導というよりもお願いにしかな

らないですが、そういうふうなことは常々やっているつもりです。私どもよく話しをしている

町内の建築屋さんには、営業をしてくださいと。そういう営業が無ければやはり地方と言いま

しょうか、今、加藤委員おっしゃられたようなマスコミを利用できるような、メディアを利用

できるような大手の所はそれなりの営業力があるわけですね。正直申し上げて、私の感想とし

ましては、地元の企業さんはそこまで無いのかなというふうな感じはしております。できるだ

け時間をみつけて、そういう誰か立てるというふうな情報でもあれば、足を運んでＰＲしてい

ただくということが、まず一つあろうかと思います。そして、この際ですから申し上げますと、

建設協会も一緒になって、それぞれ個別の企業さんが回るというのは、なかなか個人的に無理

があるとすれば、建設協会とかそういう団体とかで、例えば当番制が良いのかどうかわかりま

せんが、毎日全部の会社の方が出てこなくても、協会ならば動けるわけでしょうから、そうい

う意味では協会を利用するということもあろうと思います。いずれにしましても、加藤委員の

おっしゃるとおり、できるだけ町内の企業さんを使っていただきたいなと。そういう意味では、

十分営業をお願いしたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 255 ページ、萩の里自然公園のことですが、一つは今年でこの補助事

業終わりというふうな説明があったのですが、今年 4,000 万。この後、何期工事に入っていく

かわからないのですが、今後どんなふうに経費がかかっていくようになっているのか、そのあ

たり教えてください。 

それからもう１点、257 ページの公園里親事業なのですが、里親事業を導入して、その実績

と言いますか、効果はどうだったのかということ。それで、登録団体が増えているのかどうな

のか、そのあたりを教えてください。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 萩の里自然公園の整備、19 年で終わるがその後はどうなのかとい

うふうな質問でございますけれども、現在第２期工事が平成 19 年度で終わります。第３期につ

きましては、現在いつ何時立ち上がるというふうな部分までは至っておりません。何度か、こ

の答弁の中でもお話しさせていただいておりますけれども、住民の要望と言いましょうか、社

会情勢の変化と言いましょうか、そういったものを見極めながら、財政状況も緩和しながらな

のですが、新たな工区に着手するときは見定めた上で決めていきたいなというふうに思ってお

ります。それから、今後の経費の関係でございますが、ただ今（５）の整備事業の所でのお話

ですけれども、その上に（４）の所で、維持管理経費ということで、470 万 8,000 円今回載せ
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てございますが、おおむねこの前後の維持管理費が毎年かかってくるのではないかなというふ

うに推測しております。 

もう一つ、公園の里親制度の関係でございます。公園の里親制度につきましては、初年度が

８団体なのですが、その後 12 団体で、現在 18 年度末では 14 団体になっております。 

 もちろん、効果は十分得られていると思っておりますし、効果というのは例えば地域の方々、

里親に参加されている方々の意識の方も十分充実している部分もあると思っておりますし、中

にはちょっと高齢でという部分で一人、二人と抜けている所もあるようには聞いておりますけ

れども、そういう団体の組織の活力、活性化と言いましょうか、そういった部分では十分意識

が向上しているのかなというふうには思っております。それから、町の費用面から申し上げま

すと、これはプラスでもなくマイナスでもないと。要は公園費の中としては、減ることを期待

してやっているわけではございませんので、そういう面では効果として出ているかなというふ

うには思っております。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 萩の里公園につきましては、大体わかりました。これからも、400 何

万か、500 万近くかかるということなのですけれども、これ、事業が入ったときには長いスパ

ンで考えて、一定程度の整備が出来上がったら、長い目で見ていこうと、なるべく金かけない

ようにというようなことだったと思うのです。そういうことで始められたと思いますので、一

応のこの整備が終われば後はできるだけ経費節減に努めなければならないのかなと思うのです

が、そこで別なことで聞きたいのですが、ＪＴＢとＪＲ共同でお客さんを呼んで、萩の里公園

を散策するお客さんがかなりの数で入っていたという話しだったと思うですね。その状況につ

いて最近ではどういうふうになっているのか、そのあたりをお聞かせ願いたいと思うのです。

それから、里親制度の所では、確かに守っていくにしても、いろいろ草刈りをやるにしても段々

高年齢になってくるということで、大変な部分というのは確かにあることはあるのだけども、

それは町内会の努力で維持していかなければならないと思うのですが、そういう団体を構成し

ていく、登録団体を増やしていくための努力というのはどんなふうに進められているのか、わ

かりましたら教えてください。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 二つ質問ございました。一つは、萩の里自然公園の利用に関して、

ＪＲとの関係のことでございます。ＪＲのヘルシーウォーキングでございます。平成 18 年度は、

402 人ござました。前の年は、304 人でございます。以前もこの場でお答えしたことがあるので

すが、ＪＲさんとは協議をさせていただいておりまして、ＪＲさん側の方としては、今申し上

げました 300 人、400 人という方が参加するということもございますので、メニューとしては

入れたい場所だと、そういう公園だというふうなことは言ってございます。ただ、ヘルシーウ

ォーキングは手を挙げると言いましょうか、希望する公園と言いましょうか、公園だけがヘル

シーウォーキングではないのですけれども、それを望む地域があるということも聞いてござい

ますし、なかなか同じ所で毎年というのもＪＲにとってかなり厳しいということもございまし



 
 

101 

て、最近の新しい情報によりますと、平成 19 年度は、萩の里自然公園は外れているというふう

に聞いております。ただ、先ほども言いましたように、ＪＲ側としては理解は示しております

し、回数を増やすごとに参加者も増えているというのも事実なものですから、約束はできない

ですけれども、おそらく 20 年は大丈夫なのかなという感触では、私はおります。それから、里

親制度の関係の高齢の部分なのですけれども、これは避けて通れない部分でございまして、で

きるだけ里親さんには負担にはならない程度に、メニューもこちらからこうしてくださいとう

ことではなくて、できる範囲で結構でございますということで常々申し上げていますけれども、

その辺は改めて説明を申し上げたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 里親制度についてはいろいろと便宜を図ってもらったりして、中身よ

くわかっておりますので、大体今の話しでもよくわかりました。萩の里公園で 300 人、400 人

のお客さんを呼んでいたというのはすごいことだなというふうに思うのですよね。できれば、

本当にこれが続いていけばというふうに思うのですが、話しを聞いていると、歩くのを目的で

来ているのだから、歩くのに来ている人は懐が厳しいと、財布の紐は硬いという話しは聞いて

いたのですよね。実際に歩くついでに、何か白老で良かったというものがなければ、毎年同じ

所というのは来らなくなってしまうわけですよね。やはり、白老何回行っても良いというよう

な、何かそういうものが一緒に考えられたら良いなというふうに思うのですが、そういうよう

な企画というのは考えられるのかどうなのか。そういう協議をしているのか、それを続けるた

めの協議をしているかどうか、そのあたりありましたら教えてください。 

○委員長（及川 保君） 三戸産業経済課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 今のお話しですけれども、実際そういう取り組みをしてござ

います。ということは、せっかく地方から来られているお客さんですから、例えば地元の特産

品の直売会をやるとか、あるいは各温泉ホテルのご協力もいただきながら、汗をかいた後温泉

に入っていただく、そういうような企画もやってございまして、そのためにホテルさん方から

もバスを出していただいたり、足りない部分については町の方で調達して送り迎えしたりとか、

そういうようなせっかく来られたお客さんですからいろいろな物販の関係だとか、温泉につか

っていただくだとか、そういうような企画の中で、実際どの程度地元にお金を落として、どう

いう経済効果があったという、そこまではちょっとまだ調べてはおりませんけれども、取り組

みとしてはそういうことで取り組んでおります。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

次、進みます。それでは９款消防費に入ります。262 ページから 273 ページまでの消防費全

般について、質疑があります方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 263 ページの消防活動経費について伺います。今、自動体外式除細動

器、これはＡＥＤなのですけれども、各施設に設置をされておりますし、毎年計画的に設置さ

れております。そして、それに対する講習も、３交代の大変な中、講習会を開いて、それを使
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えるようにということで進められておりますけれども、消防車が火事のときに出動するときに、

消防車にＡＥＤを積んでいるのかどうなのか、その点、１点伺いたいと思います。 

それともう１点。この間、ちょっと問題があったのですが、お産で救急車を呼ぶという例が

今まで白老町であったかどうか、その点について伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） まず１点目のＡＥＤを消防車に積載させているかどうかというよ

うなことでございますが、消防車には今のところＡＥＤというのはございません。ＡＥＤに変

るもうちょっと高度な除細動器、これは消防車、うちは３台ありますけれども、３台共に積載

しておりますが、例えば火災現場、状況に応じては救急車も行きますので、そういうので対処

するということにしております。 

あと、お産による救急、これは過去にも例はございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 火事の報道があるとけが人、それから亡くなる方が大変多くていたま

ましいことだなというふうに、いつも思って見ているのですが、建物の構造の関係でかなりな

くなる方が多いということで、消防車より先に救急車が行くということはあまりないと思うの

です。それで今、試みとして消防車に全部ではなくても、向かっていく１台に積むことでそう

いう対応が即できるという、けが人がいたとときに、呼吸困難になっていたり、心臓停止にな

っていたときに、それから救急車を呼んで、救急車が来るまで待っている分には時間がかかり

ますよね。そういうＡＥＤというのは、５分でも 10 分でも速い方が良いということですので、

そういった対応ができるということで取り組んでいる自治体があるのですが、今はやっていな

いということで、今後の中でそういったことが考えられないかどうかということが１点と、そ

れから救急車をお産で使っているということがあるということなのですが、この間、根室で別

海にお産に行くときに、車の中でお産が始まってしまったということで、白老町もお産をする

所がありません。やはり、40 分かかったり、ご主人が仕事に行っていなければ、帰って来ても

らってから車に乗っていくということになると１時間もかかるということがあるのですね。お

産というのは、状況というのはわからない、いついかなるどういう状態になるかわからないこ

となのですね。それで、母子共に今回は体温が 34 度まで下がったということなのですが、何と

か赤ちゃんは助かったのですが、出産の後、お母さんの方がおかしくなることもあるのでね。

出血多量とかそういうことで。そういったことを考えたときに、この旦那さんは特殊な分娩と

いうか、そういうときにしか救急車は呼べないと思っていたみたいで、車の中でお産が始まっ

てしまったということなのですが、私こういうことを見まして、白老では人ごとではないだろ

うなと、地方へ行く人が多いだろうなと。初めてのお産経験の方は、状況がよく分からないの

だと思うのです。時間かかりますよと、病院もそういうふうに判断したのですよね。この方の

場合は、まだ大丈夫ですということで。ところが急にお産が始まったということで、そういう

ことで、救急車が使えないというふうに思っていたということが、私は残念。もしこれで命無

くしていたら、すごく残念なことだったと思うのですね。そういうことでは、宣伝することで
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はないのですけども、使えないと思っているということの、そういうことではないのですとい

うことで、本当に緊急の場合、状況を見ていて分かると思いますので、そういったときには対

応できますということを、何かの形でお知らせする必要もあるのではないかと思うのですが、

その点どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 消防車にＡＥＤを積載する件でございますが、趣旨は十分理解で

きますので、当然１秒でも早くそういうような状況のときには使うということでございますの

で、今後検討させていただくということで。それと、お産の関係なのですが、これはお答えし

ましたように、異常分娩だけではなくても正常分であっても、そういうような状況であれば過

去にも要請に答えておりますし、今後ともそういうふうになっておりますし、また救命士も分

娩等のそういうような教育も受けておりますので、何か機会がありましたら、もしそういうの

が伝わっていないということでありましたら、周知するようにしたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 267 ページ、消防団運営経費ですね。ここについて伺いたいのですが、

定員は一応 130 名というふうになっていますが、この充足率はどうかということと、団員の平

均年齢がもしわかれば教えていただきたい。それとこの項目で、団員の健康管理の経費が載っ

ていないのですが、団員の健康診断とか何かは行われていないのかどうか、その点について伺

いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） まず、消防団員の充足率ですが、定員 130 名に対しまして、その

月と言いますか、その日その日によって退団とか入団とかございまして、今 130 名に対しまし

て 125 名の実員になっております。これもまた、数日になったら入るということが決まってお

りますので、ほとんど限りなく 100％に近いような数字でいつも推移しております。そしてと

あと年齢ですが、平均年齢は約 43 歳ぐらいでございます。あと、健康診断ですけども、公費に

よります健康診断は実施しておりません。各職場ですとか、各団員さんの行っている健康診断

に基づいて健康状況を把握しております。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） いつからそういうふうになったのか分からないですが、何年か前まで

はそういう経費を計上して、健康診断を受けていた記憶があるのですけれども、いつから無く

したのか。結局同じ日に全員というわけにはいかないと思うので、それぞれ仕事の関係もある

とから、例えば町立病院に健康診断を受けるということで、消防団員のあれがきちっとはっき

りすれば、経費でもってやれるようなふうにやってもらわないと何かのときに困る。というこ

とは、過去にも出動して心臓悪くして亡くなったという例もあるのですよ。ですから、普段か

らそういうふうにしてもらいたいというそのあたりはいかがですか。それから、もう一つは、

130 名の定員に対してしょっちゅう異動があるのだと。これはわかるのですが、在籍はしてい
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るのだけれども、演習だとか私共も毎年お邪魔している出初め式だとか、何かそういうときに

出ない団員さんもいると伺っているのですけれども、ただ、在籍していれば良いというもので

はないと思うのですけれども、そのあたりの考え方について伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 消防団員の健康診断につきましては、過去からは公費支出では行

っていませんでした。それで、おっしゃられますとおり、消防団の健康につきましては、やは

り現場活動中において、過酷なものでございますので。ただ、委員おっしゃられますように、

なかなかこちらの方で強制と言いますか、他の市町村の状況見ましても、なかなか多忙とか忙

しくて、健康診断に応じられないというケースが多いみたいです。今、現在やっておられるの

は、各勤めている会社ですよとか、国保ですとか、漁業の方でしたらそういうような形で健康

診断を行っておりますので、それらのデータを提出してもらって、把握しているという状況で

あります。あと、在籍していますけれども、あまり出動率が少ない方もいるのではないか。お

っしゃられるとおりでございますが、何分にも本来であれば訓練等にも出て来ていただけるの

が一番理想なのですけれども、在籍をしていただいて、災害か何かあったときに出動してもら

うというのが一つ目的もありますので、そういうようなことで運用しているというふうなのが

実状でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか。ございませんか。 

吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 一昨年ですけれども、家庭報知機、火災報知機の関係で質問をしたこ

とがございました。その後の町内の設置状況についてお知らせいただきたい。それから、よく

消防職員の皆さんが、家庭訪問で火災予防の指導に訪問していたことが記憶にあるのですが、

現在どうなっているか、参考までに。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 住宅用の火災報知機の設置状況でございます。これは、去年の５

月から法整備化されまして、新築につきましては、必ず付けなければならないということで、

既存の住宅につきましては、５年間のうちに、平成 23 年までの間に設置するということでござ

いまして、新築につきましては建設課とタイアップしまして、確認申請、通知文の中で設置す

るようにしておりまして、100％これは付けておりますが、既存の住宅の設置状況につきまして

のまだデータはどのくらいになったか取っておりません。今年の５月下旬で１年を迎えますの

で、そのような次期に、大体一年経過して、どのような状況になっているかというふうなこと

は、何らかの形で調査したいなとは考えております。それから、家庭の防火査察でございます

が、これは春と秋の火災予防運動期間中に消防団員によりまして、全町を行っております。以

上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

それでは、次進みます。10 款教育費に入ります。274 ページから 281 ページまでの１項教育

総務費全般について、質疑のある方はどうぞ。 
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谷内勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 281 ページのＡＥＤの設置事業について伺います。単純な質問ですが、

今年は設置が２ヶ所。これは、萩中とはまなす体育館ですね。去年が３ヶ所ですね。こういう

ようなことで、あと今後、設置必要な箇所、あと何ヶ所ぐらいあるのか。そしてもう１点は、

１個の価格、どのくらいするのでしょうか。それともう１点、先ほども出ていましたけれども、

今後の訓練方法。訓練の時期とか、できるだけ多くの人に知ってもらうという意味で、この訓

練も計画的に実施しなければならないと思うのです。この辺について伺います。 

○委員長（及川 保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 今後 20 年度以降の設置箇所については、今後改めて検討し

ていきたいと、このように考えております。それから１個の価格ですが、これは入札価格によ

って若干違いますが、30 万程度ということです。それから、訓練の方法ですが、それぞれの施

設ごとに入った時点、あるいは入る前に消防さんにお願いをして、講習を受けている状況ござ

います。特に学校につきましては、昨年白老中学校に入りましたけれども、全教職員が研修を

受けている状況でございます。またさらに小中学校の養護の先生が実質的に研修を受けてござ

います。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほか。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 中学校、小学校の統廃合いろいろと検討されているわけなのですが、

昨年の 12 月に教育基本法が改正されて、各地区の特徴ある教育というもの、ゆとりあるとか特

徴ある教育をするということでの改正と伺っているのですが、お聞きしたいのは、統廃合の中

で、小中一環校と、そういう考え方も今、私は新聞紙上でしか知らないですけども、各地区で

一環校。校舎は別でも、一つの施設の中に小中があったり、こっちに小学校、中学校を一つに

統合するという、一環教育を考えられていると聞いているのですけれども、今現在、統廃合の

中で小中一環校の考え方というのはされているのか、そのあたりはいかがでございましょうか。

お聞きしたいと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 現在の所、小中一環校という中では考えておりません。ただ、これ

から子どもたちの推移だとか、学校のあり方何かで、おそらく具体的な話し出てくると思いま

すけども、遠い将来はそういうことも当然考えていかなければならないと思いますけれども、

現在の所、中学校は中学校、小学校は小学校という単位の中で現在は進めております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

それでは次、進みます。280 ページから 291 ページまでの２項小学校費全般について、質疑

のある方はどうぞ。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員会（吉田和子君） 小学校費の方で伺って良いかどうかあれなのですけども、文科省の

方で今回いじめの問題に関して、24 時間対応のいじめ相談ダイヤルをスタートさせたというふ
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うに伺っているのですが、白老町は日中は対応していますけども、９時以降はやっていないと

うことで、これただ全国共通の番号があって、それをやると日中はやっている所へつながり、

夜は各教育委員会が窓口になって、夜間は児童相談所とか、そういった所につながるというこ

となのですが、そういったことの流れというのはもう市町村まで来ているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 電話のいじめの関係の相談窓口の関係ですが、これは道教委

で 24 時間の窓口を設けておりまして、３つほど電話番号載せたカード。これは、３月中ですが、

各小中学校児童生徒に配布済でございます。合わせて町教委の方の携帯電話のダイヤル。これ

についてもカードと道教委から配られたカードに町教委の電話番号が見れるような形になって

おります。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員会（吉田和子君） 次にカードのこと伺おうと思ったのですが、３月中に配布されると

いうことで、配布が終わったということですね。終わったときにどういった指導をしながら、

ただ、はい、これ来ましたので使うようにとかということではないと思うのです。どういった

形でこれが利用されて、どういった仕組みになっているのか、どういうときに使うのだよとい

うこと、小学校低学年の方たちはまだよく分からないでしょうし、せっかくいただいたものを

紛失してしまうようでは、また困ると思うのですが、どういった指導のもとでそれが配られた

のか、その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 特に小さい低学年の子どもたちには、まずいじめについては、

当然これはあってはならないと。万が一悩んでいることがあれば、そこに電話するようにと、

こういうことを付け加えて配布しております。そういう配布にあたっての要領みたいなものが

付いておりますので、そういったことを各学校に伝えながら配布をしております。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 一つだけ教えてください。289 ページ。子ども親の相談員等活用調査

研究委託事業というのがありますけども、道からの委託だとお聞きしたわけですか、どんな方

が委託されてきて、どんな業務をしているのか、そのあたりを教えてください。 

○委員長（及川 保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） この委託事業につきましては、虎杖小学校に配置をしており

ます。18 年度の途中で補正計上して、引き続き平成 19 年度継続して行うものです。これにつ

いては、不登校あるいは生徒指導上の関係で、一人配置するものですが、教職員を退職された

方で、今、苫小牧の方から 76 歳ぐらいの方が来ております。一日大体３時間ぐらいですか。大

体 114 日ぐらいの日数で、今、虎杖小学校に自閉症の重い子どもがいまして、平成 18 年新一年

生で入ってきまして、相当保護者の方が心配されていると。そんなことで、親御さんの相談あ

るいは子どもさんの様子あるいは補助をしながら、子どもの様子を見ながら保護者と相談をし

ながら、今進めている状況でございます。以上です。 
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○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 調査研究というから、これはどんな職員を派遣して、何かデータを集

めるための人なのかなと考えたのですが、そうではないのですね。不登校の相談だとか、親の

相談ということになるわけですね。そうしますと、今まで従来いろんな形でございましたね、

不適応の子どもたちをどう扱うか、学校へ来ない子どもたちをどう面倒見なくてはならないか、

心の教室でどういうふうにしなければならないかと、いろんな形で対応する方々おられるわけ

ですけども、その方々と何か違いがあるのですか。それともう一つ、虎杖小学校に常駐してい

るということは、虎杖小学校に問題があって、虎杖小学校の相談が終わればそれで終わりとい

うことになるのかどうなのか、そのあたり。 

○委員長（及川 保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） これは一応調査という名前が付いていますけども、特にこの

調査をしなさいとか、こういう調査をした結果を報告しなさいというものではございません。

あくまでも保護者と子どもさんの対応、悩み相談とか日常学校での生活の面倒を見る部分でご

ざいます。場合によっては教職員、若い先生の相談に乗ったりもしております。虎杖小学校が

特に問題があって、ここに配置をしたということではございません。先ほどご説明したとおり、

たまたま自閉症の重い子どもがおりまして、相当保護者が悩んでいたという部分もありまして、

たまたまチャンスがありましたので、局にお願いをして配置をしたと、こういうことでござい

ます。 

○委員（斎藤征信君） 聞いたこと抜けているのだけど、今いろいろいる方々との絡みで考え

ると、その方というのはどんなふうになるのかということ。心の教室とかありますよね。それ

と同じに考えているわけかということがもう一つ。これが終わったたら、それで仕事はおわり

なのかと聞いたのですけど。 

○学校教育課長（目時廣行君） 関係はほとんど無い。あくまでも親の相談事業という形で、

全然絡みというのはほとんど無い。あくまでも単独の、独立した事業ですから、そちらの方は

関係無いというふうに考えております。それから、この事業は平成 18 年と 19 年の事業ですか

ら、この年度が切れましたら終わってしまいます。 

○委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 現在、これはあくまでも２年間の指定事業ということで、小学校で

やっています。あとのやつは、日常的にやっている業務ですよね。その辺の白老町が日常的に

やっている部分と、今回指定されてやっている部分と二つあるわけです。ですから、今言って

いる虎杖浜については２年間指定事業なのですよ。道の指定事業として、虎杖浜でやっている

というのは一つ。従来のやつは日常的にやっている事業で、白老町独自の事業でございますの

で、関連性があれば一番良いのですけども、そういうことで指定された現場の事業であるとい

うのと、その辺の区分けをしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

次、進みます。290 ページから 299 ページまでの３項中学校費・４項幼稚園費全般について、
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質疑があります方はどうぞ。よろしいですか。 

次、進みます。298 ページ、５項社会教育費・１目社会教育総務費から 307 ページ、２目公

民間費まで、質疑があります方はどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 図書費ですね、306 ページ。図書費で伺いたいのですが、毎年 300 万

あまり図書購入費にあてて、図書を利用するものとして、大変ありがたいと思っているのです

が、ただ、最近図書の盗難が新聞沙汰になっているし、本へのいたずらがされていると聞いて

いるのですが、白老の実態はそのあたりどういうふうになっているのか、それを伺いたいと思

います。 

○委員長（及川 保君） まだやっていません。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 303 ページ、ふるさと体験館「森野」のことなのですけど、昨年１年

間の実績の状況、それから指定管理者としてやられたのですが、それの成果。また、今年どう

いうような事業が行われるのか、新たなものがあれば含めてお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 体験館「森野」の実績状況でございますけれども、平成 16

年度の６月オープンいたしまして、平成 16 年度につきましては、1,130 名の利用状況でござい

ます。平成 17 年度につきましては、2,038 名の利用です。それと平成 18 年度につきましては、

今１月末現在までしか報告来ておりませんが、１月の末で 1,698 名の方が利用されてございま

す。あと、指定管理者ということで、体育協会の方で管理運営をしておりますけれども、指定

管理をしてから、ソフト事業に力を入れていこうということで、周りの自然環境調査とかそう

いったアウトドアに対応できるプログラムをまず職員の方に調査していただいて、現在 18 年、

昨年の秋ぐらいなのですが、一応体験館のフィールドを使ってどんなような事業展開ができる

かということで、例えば屋外でどんなことができるか、室内と屋外でどういうプログラム、事

業ができるか。それと、近郊の自然を使って何ができるかということで、利用者の方に提供で

きるプログラムメニューを作成しまして、そういったものを問い合わせに応じて提供している

と。これについては、今後もうちょっと幅広くＰＲをしていきたいということで、その辺のソ

フト事業を充実させたいということで取り組んでございます。あと、今後の新規事業の関係に

つきましては、今までやっていたものを当然引き継いでいきたいと思うのですが、できれば何

か目玉をそこで作りたいなと。それで、その目玉で例えば近隣なり道内から利用者を呼べるよ

うなメニューを考えたいなということで、それがスポーツとか文化とかいろいろあると思いま

すが、その辺をちょっと頭出ししたいなということで考えております。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） 最後の部分、非常にそのようにできれば良いなと私も思っているので

すよね。600 万ぐらいの予算なのですけども、例えば白老の場合は 2000 年の森だとかポロトの

奥だとか、自然はかなりあるのですよね。ですから、そこで特色があるものをやらないと何か
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一般的な形になってしまうと。飛生とはちょっと違って、飛生の場合は環境の問題等々ありま

すから、あそこの発展とは違うのだけれども、森野の場合は道道に面していることもございま

すので、もうちょっと。何かと言われたら困のだけど、目玉的なものをきちっと作って、もっ

とアピールできるものがないとやっぱり駄目なのではないのかなというふうに思ってしまうの

ですよ。泊まれるとしたら、例えばポロトの奥のバンガローもあれば、そういうものあるので

すよ、周りに。だから、もっと違った形で例えば子どもたちなら子どもたちだけに焦点当てて

どんといくとか、何かそういうものが必要だと思うのですけど、そういう議論が成されている

ということで良いですか。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 今、大渕紀夫委員がおっしゃったとおり、一応体育協会の内

部、それといろんな関係団体の方も、来られるお客さんとその辺もいろいろお話しをさせてい

ただきながら、いろいろメニュー、プログラムは豊富にあるのですけど、やはり何か目玉が必

要だというご意見もいただいているものですから、できるだけ早い段階でちょっとそれを探っ

て、何とか 19 年度には目玉を作って、新規事業として取り組みたいなということで考えており

ます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 305 ページの公民館の関係でお願い致します。大体、各部門で委託料

その他の経費の削減を図っているのですが、公民館だけは年間 200 万予算増えております。こ

れはどの辺が増えたのか。それから、具体的に各項目で予算減を策定したと思うのですが、抑

えきれなかったのかどうか、お願い致します。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 公民間の経費につきましては、ほとんどが光熱水費というこ

とになってございまして、若干管理に当たっての委託料、この部分も結構占めておりますが、

ほとんどがそういった光熱水費関係が、実際の日常の運営上ではかかるということで、その部

分については、最近の燃料の高騰によりまして、なかなか減ができないという状況にあります。

あとそれ以外の需用費、消耗品関係につきましては、できるだけ節約するようなことで取り組

んでおりますけども、基本的には燃料費と委託料がほとんどというようなことなものですから、

なかなか数字を落とすような状況には実際いかないというのが現状でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） そうしますと、これは電力とかその他オイル関係の大体値上がりした

分の費用だと捉えてよろしいのですね。それで、私たまたまコミセンでいつも気になるのです

が、大ホールの関係で補助装置を使って室度を上げているときなんかあるのですが、あれは一

体どういうようかことなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） コミセンの補助装置と言いますと、今ジェットヒーターを購
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入しまして焚いているわけなのですけども床暖房、結局ボイラーが一昨年故障しまして、それ

を直すためにはかなりの費用が必要だということで、簡易的にボイラーを止めまして壁側にパ

ネルヒーターを設置いたしました。これで、かなりコスト的には少なく済んだということなの

ですが、実際にはかなり冷え込む時期においては、それだけではなかなか暖が取れないという

ような状況で、昨年のいろんな団体の方からお叱りとか受けたものですから、何とか暖を取る

ための方法としてジェットヒーターを購入しまして、開始時間の何時間か前に一応暖めるよう

な措置を講じようということでジェットヒーター補助器具を設置してございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） その件で、例えば正規の工事で増設をして、今の暖を取るというよう

な方法は、今の所考えていないということですか。 

○委員長（及川 保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 現在の財政状況ではおそらくまず難しいという判断のもとで、今最小

限の費用で何とかやりくりしたいということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

次、移ります。それでは、306 ページ、３目図書館費から 317 ページ、５目仙台藩白老元陣

屋資料館管理費まで、質疑があります方はどうぞ。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 315 ページの陣屋の資料館のことですが、昨年は 50 周年の特別展が開

催されたと。それから、この説明によれば新年度は江戸古地図展をやるというようなことで、

この特別展が企画されてきているわけですけども、入り込み数から言って特別展をやったとき、

普通の入り込む数というのはだいぶ違うものなのかどうなのか。特別展を今までやってきて、

成功と言えるのかどうなのか、そのあたりどんなふうに抑えておりますか、伺います。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 資料館の特別展に関しましては、大体期間にもよるのですけ

れども、１ヶ月程度の特別展、企画展等を開催した場合については、大体通常よりも 100 から

150 名くらい入館者が多いということで、今まで数字が出ております。通常の入館者のほかに

必ずこういった企画展、特別展を開催するにあたりまして、作品の解説であるとか、講座であ

るとかいうことで、こまを設けますので、そのときは大体 50 名程度聞きに来られる方がいると

いうことで、大体１回こういう特別展等をやると、150 名から 200 名ぐらいの方が、この期間

中増えるというような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） それだけの入場者というのがあれば、特別展をやった甲斐というのが

あるのかなというふうな気もしますけれども、こういう場合に町外からもお客さんがかなり来

るものなのか、あるいは町内のお客さんの評判というものはどうなのか、なかなか来てくれな

くてということも聞いたことがあるのだけども、町内、町外のお客さんの評判というのはどん

なものなのか、そのあたりをお聞かせください。 
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○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 評判ということでございますけども、やはりこういった催し

に来ていただける方ということで、来られた方のご意見を聞いた中では、かなり評判が良いと

いう状況です。内容にもよりますけども、どちらかというと町外の方が実際は多いのかなとい

うことでございます。 

○委員長（及川 保君） ほか。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほどは失礼しました。図書の問題なのですが、非常に盗難があると

聞いております。また、貸し出した図書が写真を切り抜いたり、そして返してしまうと、こう

いうようなことが、今図書館を持っているとこが悩みの種と伺っておりますが、白老にはそう

いう例が無いのかどうか、そのあたり教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 図書へのいたずらであるとか盗難、そういったものについて

はあります。その数的なものについては、ちょっと数字を抑えていないのが状況でございます

けれども、書き込みですね、図書への、それだとかページを破くとかというようなことでは、

たまにそういうことはあるという状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 貴重な税金で購入している図書ですから、町民のモラルに期待するし

かないにしても、それらに対する対策と言いますか、対応と言いますか、そういう件数が何ぼ

あるかわからないということではありますが、あちこちで随分出ているようですので、対応を

考える時期ではないのかなという気がするのですが、何か具体的にそういうことをやっておら

れるのか、考えておられるとかいうことがあったら教えていただきたいと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 図書へのいたずらとか書き込み、破れた場合については、随

時修理をするということで、修理のできるものについては、極力返却があった時点で分かりま

すので修理をすると。盗難につきましては、大体状況を見ている中で、目星がつくと言います

か、わかるような場面が多々あります。そういったことも含めまして、できるだけ職員の方で

監視すると言いますか、あまり借りに来たお客さん、見に来られたお客さんにびったり付いて

いるわけにはいかないものですから、そういった部分については死角になる部分の監視の体制

を強めるとか、そういったような形で日常そういったことに気を付けながら、一応運営してい

るという状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） カードを出していますから、誰かということはすぐ抑えられるのです

よ、名前は。ですけど、持って来たときにすぐわかれば、今後そういうことをしないようにと

注意できるのだろうけど、あとから見た場合に、加藤なら加藤が借りたのかどうかわからない

というようなことなのだけども、そのあたりもう少し公共物を大事にするという面から言って
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も、より管理を厳しくしていただかなければ、貴重な財産ですから十分配慮してもらいたいと

思うのだけれども、図書の職員も親切な方々なのだけれど、盗難ということはスーパーの万引

きと同じように持って行くことになるのか。貸し出ししたのだけど、帰ってこないというのか、

そのあたりはどうなのですか。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 貸し出ししたものが返却されない場合は、全てコンピュータ

ーで分かりますので、借りに来た方が借りて行ったものについても、全て分かるということな

のですけども、やはり紙袋を持って来られたとか、バッグを持って来られたとか、という方に

ついては気を付けて見ようということなのですけども、そういったものを預かりますからこち

らにくださいというわけにはなかなかいかないものですから、そういった場合には極力職員の

方で監視するような形で対応をしております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか。ございませんか。 

次、進みます。316 ページ、６目高齢者学習センター費から 327 ページ、７項給食センター

費全般について。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 312 ページ、体協の運営費の補助の関係なのですけども、575 万 7,000

円の減になっていますけれども、この主な理由は何でしょうか。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 補助金の減になった主なものにつきましては、体育協会の事

務局長と事務局次長が配置しておりますけれども、事務局長の賃金分をカットしたということ

と、体育協会に配置していたスポーツ指導員の賃金の分が主な要因でございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 局長がいなくなったということなのかちょっと分かりませんけれども、

何か人の入り繰りが随分あるというふうに聞いているのですけども、例えば採用の場合は町が

関与しているかどうか、体協はもちろん法人格持っていらっしゃいますから、当然体協の責任

でということになると思うのだけれど。例えば職員の採用や人事権等々含めて、全て体協の中

で人事の動かし方、採用、退職、体協の責任でやっているのかどうか、その点どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 体育協会の職員の関係につきましては、基本的には体育協会

の方で人事権を持って採用すると、こういうことで進めておりますけれども、一応町の補助団

体でもあると。町の経費がほとんどいっているということもありまして、その採用にあたって

は教育委員会の方に事前に相談していただくというような形をとってございます。体協内のい

ろんな施設関係の人事につきましては、体協の方で人事権を持って実施しているという状況で

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） やはり、もちろん今退職者の方々が中心になって入ってくるというこ
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とがあると思うのですけれども、体育協会の場合はやっぱり体育振興ということが主ですから、

何かもうちょっと若い人達が採用されるとか、専門家が採用されるとか、そういうことも必要

だと思うのですよね。もちろん、お金の関係あります。ただ、お金が減れば良いという、もち

ろん減った方が良いのだけど、減れば良いというふうにはならないのではないか。それから、

中の人事の問題で、外郭団体がかなり大きな人事権を持ってしまうということになると、責任

者の方が人事権で権限持てるということになりますよね。そういうことが、弊害となって現れ

ると、私はまずいと思うのですよ。今、現われているかはどうか別にしまして、そういうこと

が十分教育委員会の意見やまちの意見が入ると、人事のときも。支持的に採用されるとか、部

分的に採用されるとかいうことは、私はまずいと思っているのですよ。公平性が保たれていれ

ば良いですけど。そういう点が一つと、もう一つは若い人が今必要ではないのかなというふう

に思うのですけども、協会が法人格を持ってやるとしたら、若い人が必要ではないかと思うの

ですが、その点どうですか。 

○委員長（及川 保君） 坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君） 人事権につきましては、体育協会の方が主体的にやっていま

すけども、当然教育委員会もそれにあたっては今までもかなりの部分で関わってきているとい

う状況でございます。あと、採用にあたりましては、体協の方の役員、常務理事、副会長、会

長の決裁を必要とするということで、その辺は教育委員会も役員の皆さんといろんな意見交流

をしながら、一応良い人材を確保しましょうということで、その採用時にあたりましては、相

談をさせていただいているという所でございます。やはりスポーツですので、当然若くて見る

からにスポーツをやるなという方が体協にいれば一番良いかなとは思うのですが、なかなか先

ほど大渕委員からも出ましたように、予算的な部分もありまして、若い方を将来的にも安定し

た形で雇用できるかどうかと言った所でちょっとまだ体制が不足かなというような状況にある

ものですから、できるだけ早い段階で、そういった若い方が１人、２人くらい長期にわたって

雇用できるような条件つくりをしていかなければならないというふうに思っております。今、

ほかのまちも大きなまちであれば、例えば若い方でアルバイトとか一年間の臨時ということで

たくさんそういった方がいらっしゃるようなのですけども、なかなか白老にとっては、そうい

った方が不足しているというようなこともあるものですから、どうしてもある程度高齢の方に

なってしまうということなのですが、その辺についてはできるだけ早い段階でそういった体制

に持っていけるようにしていきたいなというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

次、進みます。328 ページから 359 ページまでの 11 款災害復旧費・12 款公債費・13 款給与

費・14 款諸支出金、15 款予備費及び給与費明細書・地方債現在高見込額調書・債務負担行為に

関する調書について。以上、質疑を受けたいと思います。 

４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 333 ページの給与費の職員と人件費のこと、お聞きしたいのですが、

先日も同僚議員が再任用制度につきまして質問をされて、そのときは職員組合とか職員がこの
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運用にあたってのいろいろな関心事とかいろんなお話をされたのですが、私は町民として話し

たいのですが、この制度ができましたと新聞に載って以来、私も町内歩きますと町民の方から

この制度というのは、職員の天下りの制度ではないかみたいな話しをされまして、私はそうで

はないと、この制度はこういう制度でこういうメリットがあるという話しはその都度させてい

ただくのですが、結構、町民の方がこの制度には関心を持っております。それで、この制度を

運用するときの考え方いろいろお聞きした部分はあるのですが、今回 4 月１日から施行されて

運用するわけですけども、１回目というのは非常に大事だと思うのですよ。先の総務文教委員

会でも、その制度について勉強させていただいたのですが、やはりこの制度は制度があるから

採用するのではなくて、あくまでも仕事ありきで、この仕事をやるのはどうしても再任用をし

ないと、この部分が仕事としてサービスが低下してしまうと、そういう部分があって採用とい

う、そういうお話しを聞きました。こういうことをきちっとやって、やっぱり再任用制度とい

うのは、こういうことをするためには制度としてあって、きっちり運用されているという、制

度の中であるべき制度なのだなということが、町民の方にも前の質問では職員の中でもやっぱ

りこの制度は良い制度だったという、わかっていただくような、そういう制度でなければなら

ないと思うので、そこら辺の考え方の中で、もう一度確認したいのですが、この制度というの

が仕事ありきで採用というものを考えているということで、もう一度確認してもいいのかどう

か。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今のご質問は、総務文教常任委員会のときも、あるいは本会議の

ときもご説明をしておりますけども、まずご質問の中での再任用の制度、それから仕組みにつ

いては委員さんも総務文教常任委員会ということで、随分ご理解をされていると。町民の方に

もそういう旨を周知されているというふうに理解いたしました。そういう中で運用の話しなの

ですが、その委員会でもお話ししたとおり、また本会議でも言いましたけれども、年金の延長

でこういうふうな制度の仕組みの連動の中でということなのですが、それでは皆さん退職した

ときに全員が雇用になるかということではないですと、それは選考させてもらいます。その選

考の基準は何ですかとなると、いわゆる今後人事評価制度入れた中で、基準を設けて本格制度

が運用されれば、それを選考しますけども、今の時点では面接なり本人の意思なり、そういう

中で選考させてもらいますと。それでは、選考の数としてはどうなのですかという中では、全

員が全員ではなくて、いわゆる選考ということであれば、その職種が発生したと言いますか、

必要は職種の数だけ選考させてもらいますよということで、今後対象者が全員ということでは

なくて、業務が退職と新規採用に影響がないように、そういう中で次年度の人員を総括的に抑

えた中で業務が発生する部分について採用をしていきたいというふうに考えております。以上

です。 

○委員長（及川 保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 再任用される職員が退職された時点では採用という形になるのでしょ

うか、今の管理職であれば、一年前に役職定年があるわけですから、参与という立場の人が多
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いのかもしれませんし、長年勤めてきている人でそこまで行かない人はその立場なのかもかも

しれませんけれども、それなりに上の方の地位の方ですよね。その方が再任用されて仕事をす

る場合に、どこかの課に配属されると思うのですが、そこの課長さんと職員の方の、職員間の

コミュニケーションと言うのですか、そういう部分では非常にお互いに今の課長さんにしてみ

れば先輩の課長さんであったり、そういう環境の中で使っていかなければならないという、ち

ょっと非常にその課長さんにしてみれば大変なことがあるのかもしれませんけども、そこら辺

のことを再任用された方にもきちっとお話しして、意識をされて再任用された場合、仕事に向

かってもらうという、そういうことが一つの何か指導と言うのか、教育と言うのか、そういう

ものもしないと駄目だと思うのですよ。そういうことも考えているのかどうか。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今言われた部分は、総務文教常任委員会の委員会報告の中の５つ

の中の１つに、職場環境ということで言われている部分かと思います。当然のことながら、希

望をとった時点で肩書きは無くなって、一度退職して再任用ということで、平常係の業務をそ

のグループの中で一員としてやっていただきますということは、当然こちらの方もお話しして

います。そういう面談の中では、対象者の方もそれはそれなりの意識は当然持っています。た

だ、一番最初ということで危惧されることは、今言われたとおり、先輩、後輩という中でずっ

と長くきた、それから直前まで課長職であった、あるいは参与職であったという中でやはり危

惧されるのは人間関係かなというふうに思います。それは、私共もやはりこれからスタートす

る部分では危惧する部分としては思います。そういう中では、いわゆる再任用制度ということ

で、職員用に配布する資料なのですが、そこで今たまたま言われたポイントと言いますか、留

意すべきポイントということで、こちらの方の留意事項として出しているのは、端的に言いま

すけれども、今まで上司だったという方が職場に配置されたときに、新たな上司に使われると

いう形になりますので、組織環境や業務の円滑な遂行のため立場を自覚し、定年前とは気持ち

をすっきり切り替えて新たな姿勢で業務に取り組んでくださいというようなことで、再任用制

度の説明資料と言いますか、そういう形で作っております。ほかのことも留意ポイントと言い

ますか、制度と合わせて再任用職員が心掛けることと言いますか、そういうことも留意ポイン

トに入れまして、職員には説明しております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 端的に何点か質問します。一つは今の給与費の問題で、給与費の中に

再任用の方の給与が盛られているかどうか、それが一つ。340 ページ、給与費明細書の中で、

その他の特別職がどっさり増えているのですけど、これは何ぼ考えてみてもわからなかったも

のですから、すいません。これ、何かということが一つ。 

次のページ、341 ページ、一般職の総括表の中で前年度と今年度と職員の数が同じなのだけ

ど、どうしてこういうふうになるのかというのが一つです。345 ページの勧奨退職の部分で、

23 年 3 月までの特例のことは一般質問の中の答弁でございました。承知をしております。これ
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をどのようにアピールして使われる考えなのか、周知はしたということなのですけど、それだ

けはなくて、もうちょっと打ち出すものはないのかなということを思ったものですから、23 年

までの期限付きですので、それまでの間にもうちょっと押す考えはないか。 

最後に 356 ページの債務負担行為のことなのですけど、期日の問題なのですけど、日本航空

学園の２億 5,000 万なのですけど、返したら減っていきますよね。減った金額書いたら駄目な

のですか。これだったら２億 5,000 万ずっと２億 5,000 万。振興公社の土地は２億 5,000 万で

金利だけ払っているのだから、これは良いのですよ。だけど、減った分については、減ったと

書いたら駄目ではなかったら、書いていただいたら良いし、法律的に２億 5,000 万と書かなけ

れば駄目だったら、それはそれで良いけど、この金額が毎年変ったら変ったように、これだけ

しか債務負担行為していないのだから、その金額にしたらいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 私の方から前段の部分、何点かありましたので、１点目の再任用

職員の給与が入っているかということで、答えから先に言いますと計上しておりません。これ

は、計上の段階で、まだ再任用の提案をして、議決もまだだったものですから、積算の計上の

段階ではその部分を、人員を抑えていませんでしたので、計上はしておりません。補正の段階

でまたお願いしたいというふうに思っています。 

２点目の 340 ページのその他の特別職、634 名企画として増えていますという内訳ですが、

これは選挙事務従事者の増です。これは、選挙管理委員会から職員を選挙事務従事者というこ

とで、投票事務、開票事務にあてますけども、これは時間外ではなくて、報酬で払っています。

ということで、選挙管理委員会から委嘱して払っていますので、身分はその他の特別職という

ことで、報酬で払っていますので、その部分の人員と。これは、３つの選挙の人員と。職員数

です。職員数は 251 名ぴったり、前年度、本年度同じなのですが、内訳は 342 ページの備考欄

の上から４つ目の囲いの一番下に会計間の異動等とありますよね。それで、昨年の年度当初と

年度当初の企画ですから、違う会計から一般会計に来たのが５人いるのです。この５人の中に

は寿幸園の職員の４人も含むと。寿幸園の会計無くなりますので、一般会計に入って来ると。

それで、５人増えます。それから、19 年度退職者が４人と前年度の退職者が９人ということの

差し引きが、たまたま９人、９人になったものですから、251 名の数字は動かなかったという

ことです。それから、最後の勧奨退職の件なのですが、ご質問のとおり 23 年までの時限的特例

措置ということで、この部分についてはご存知と思いつつ質問したと思うのですが、退職手当

組合の制度で 23 年まで、これは何回か答弁していますので、早期退職の特例として 45 歳まで

繰り下げてやっていますと。これが制度の特例が出た時点で、職員に周知してございますし、

それから今回のご質問にありましたけれども、職員の方には今回の給与制度の改正と合わせて

退職手当組合の退職金にも影響するということで、この部分にも周知しています。今後も 23

年までの特例措置ですから、自分達の方もこの退職金によっては全然数字も違ってきますので、

そこら辺は周知していきたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） 岩城経営企画課長。 
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○経営企画課長（岩城達己君） 356 ページの損失補償の関係を私の方からお答え申し上げま

す。まず、２億 5,000 万の金額でございまして、これは損失補償という部分で、要するに２億

5,000 万損失補償していますということでございまして、それが減っていくとどんどん確かに

現実的に下がっていっているのですね、今、２億ちょっとだと思うのですけども、金額下がっ

ていっています。ここで書いているのは損失補償額ということの位置づけですので、この期間

内は２億 5,000 万の損失補償をしていますという部分の表示であります。法的なことでいきま

すと、よく勘違いされる部分で債務保証という言葉があります。どちらも自治体の係りという

部分では非常に責任の度合いというのはあるのですけども、債務保証については、これは法的

な制限等がありまして、今回の損失補償というものは主たる債務の保証という部分ではそうい

う義務は無い、制限は無いと区分けされております。今、委員おっしゃる質問の趣旨、十分わ

かります。それは、何らかの形でお知らせするという方法は、考えていかなければならないと

思いますが、この予算書の中に入れる部分は損失補償 2 億 5,000 万、この期間内ということの

表示に従って処理しているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的には、全部理解しました。 

選挙事務の関係なのですけど、報酬を払うということは、残業幾らやっても同じだというこ

とですか、これが１点。 

寿幸園の関係で、寿幸園の会計から一般会計に来たということですよね。そういう意味です

よね。もうちょっといるでしょう、ほかに何人かいるでしょう、その人はどこへ行ったのです

か。それが一つ。 

それともう一つ、今の損失補償いっていること、難しかったけど大体分かりました、言って

いることは分かったのだけど、現実的に２億 5,000 万の債務保証を決めたというのは分かりま

す。今、例えば何かトラブルあって、向こうが払わなくなったと。残った分だけ払えば良いの

ですよね。何ぼ２億 5,000 万決めたって、今まで払ったのはもちろん引かれるということでし

ょう。引かれるのであればやっぱりどこか項目一つ付けて、そういうふうにわかるようにして

もらえれば、これだったら債務保証している部分が全額そうだって思ってしまうから、そうい

うふうな欄を一つ設けていただいた方が、極めて親切だと思うのですがいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） １点目、私の方から。何ぼ残業やっても同じかというのは、選挙

管理委員会の方から職員を委嘱するということで、その投票事務あるいは開票事務に対して、

投票事務であれば 13 時間、執行経費国から来ますよね。執行経費の１時間あたりの執行経費額

が積算されていますので、それに対して 13 時間ということで、報酬額を決定します。そらから

開票事務も 1,300 という積算の額が来るのです。それに対してとか、選挙によっては５時間と

か、それで決めます。ですから、昔は職員をこういう考え方ではなくて、時間外で対応してい

たということは、同じような業務の中で、いわゆる時間単価違いますので、それによっては若

干差が出ていたということで、それを解消して皆さん同じ金額でということでやっております。



 
 

118 

それで、今は時間外対応ではなくて、報酬で払っているということです。 

それから、２点目の他の職員と言いますか、派遣する職員についての人件費は、指定管理料

の中に含まれるということで、戻ってきませんので、この中には一般会計の給与費には入らな

いということでございます。 

○委員長（及川 保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 損失補償の関係です。この様式は既に決められた様式でござ

いまして、それに沿ってそれぞれ数値等入れてございます。ただ今のご質問の趣旨はわかりま

すので、何らかの形でそういった金額わかることはやっていきたいと、このよう考えます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

これで歳出が全て終わりました。ここで歳出全般について、質疑漏れのある方はどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 326 ページ、教育費の中の地場産品活用学校給食事業、これ前に 100

万あったやつが復活したのですか。 

○委員長（及川 保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 今までハンバーグカレー、産業経済課の方で補助という形で

出していただいたのですが、そちらの補助が無くなったものですから、学校給食センターの予

算に計上いたしました。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） 総務課になるのかと思いますけども、項目が無かったものですから、

平和のまち宣言をした後に、毎年展示会だとか考えられる行事をやってきたということなので

すけども、新年度においてはどのような計画があり、予算上はどこにあるかわからないのです

けども、そういうかかる費用というのはどのようになっているのかお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 平和のまち宣言、宣言した後の記念事業ということで、１年目パ

ネル展を行いました。昨年、２年目、18 年度は小中学生の絵画展ということで実施させていた

だきましたが、19 年度についても単年、単年変えるということではなくて、小中学生の絵画展、

これはもう２回目やろうかということで、事業を計画しております。それから、115 ページの

その他一般管理経費、８節の褒章費の中の記念品費ありますよね。この中に、項目としては活

字で載っていないですけども、記念品ということで平和のまち宣言記念の図画コンクールをや

るということで褒章そして図書券、それをこの中で取り込んでおります。その他、経費はかか

らないものですから、頭出しはしていませんけども、この中でみております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

それでは、次に債務負担行為・地方債及び歳入に入りたいと思います。 

初めに６ページ、７ページまでの第２表債務負担行為及び第３表地方債について、質疑があ

ります方はどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 
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○委員（加藤正恭君） ６ページの第２表、債務負担行為について伺いたいのですが、上の方

の期間ですか、19 年度、19 年度これは良いのですが、浄化槽水洗以下ずっと 20 年度から 30

年度、19 年度の予算を審議していながら、20 年度が載っかっているのは何故なのかと、ちょっ

と不思議に思ったものですから、19 年度ならわかるのですが、全部 20 年度ですね、あとずっ

と。それについて伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 債務負担行為のご質問です。まず、19 年度は予算書、ただ今

審議いただきました、この予算書の中に盛られている分が入っていますと。20 年以降の部分が

要するに盛られていない部分がこの項目に出てきているということです。ここの一番上の土地

開発公社が 19 年度、それから医師会の関係が 19 年度と、この部分は予算の中では盛り込んで

いません。ですので、年度としては二項目がございます。それ以降、20 年度以降の部分、例え

ばコピー機なんかも 19 年度予算では契約するのですが、例えば 5 年間リースするとなると 20

年以降の部分がここに盛らさっていると、こういうことですので 19 年度はあくまでも予算の中。

20 年以降の契約期間がここの債務負担行為として記載していると、こういうものでございます。 

○委員長（及川 保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） ちょっとわからないのだけれど、契約は 19 年度にするということな

のですね。そして、発生するのが 20 年度からですという意味にとるのか、というのは継続性が

あるのか、継続性が無いのか。何で来年度の予算、債務負担行為が載ってこなければならない

のか、これがちょっと不思議なものですから、そのあたりを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ちょっと具体例で申し上げます。コピー機を 19 年度に新た

にリースしますと。19 年度に例えば１万円かかりますというのは、この 19 年度の予算の中に

盛り込んでおります。コピー機を５年間契約するのだよということを 19 年度に行為として行う

ものですから、20 年から残り４年分はこれだけの予算になりますということを債務負担行為と

して発生すると。このことは自治法の 214 条でそうしなさいという法的な決まりの中で整理し

ていると、こういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

次に 14 ページから 19 ページまでの１款町税全般について、質疑があります方はどうぞ。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 最近、地方税が国会で変ったように聞いているのですが、今日、資料

も出ていますか、どのように変ったのか、具体的に、町税として関わりがどのようにあるのか、

そのあたり伺いたいと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 今日朝お配りしております資料が１枚ございますので、そちらを

見ていただきたいと思いますけれども、資料の１ページに一応前年度改正分ということで載せ

てございますけれども、昨年の５月の臨時会で確か専決処分の承認いただいていると思います
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けれども、昨年の３月 31 日付けで町税条例を改正しております。その基になるものは、国の法

律の地方税法の一部改正ということで、一番大きいのは個人町民税の税率の改正でございます

税源移譲に伴います所得税の税率が、所得税から個人住民税への税源移譲による改正が行われ

まして、具体的な税率で申し上げますと、平成18 年度の課税分までは道町民税合わせて所得回

数によって違いますけれども、５％、10％、13％と、そういう税率だったものが本年 19 年度の

道町民税の税率が 10％、町税の税率につきましては、例えば課税所得 200 万以下の方ですと、

３％だったものが６％に上がるという形で倍になってございます。ちょっと誤解を招く部分で

補足しますけれども、例えば 200 万以下の方は従来道町民税５％ということで、これが 19 年

10％に上がりますけども、逆に所得税の税率が 10％から５％に今回確定申告等に実際行かれた

方わかるかと思いますけれども、下がるということで、基本的にはトータルの負担は変らない

と。ただ、後ほど説明いたします定率減税が廃止になっておりますので、実質には減税分が無

くなる負担増はあるということでございます。２点目の定率減税の廃止ですけども、これは平

成 11 年度から景気対策等もありまして、長年続けられてきた定率減税が 17 年度までは所得割

り額の 15％だったものが昨年 7.5％に下がり、19 年度に廃止ということになってございます。

一応、上限２万円だったものが廃止ということでございます。 

今回の 19 年度予算に関わる大きなものにつきましては、３点目もございますけども、大体町

民に関わるものは以上でございますけど、合わせて参考までに今後行われると思われる税制改

正の関係、裏面に載せてございますので、参考までにご説明させていただきたいと思います。 

現在、国会で審議中でございますけども、地方税法の一部改正する法律が提案されてござい

まして、これが可決されれば本年度の末、３月 31 日付で専決処分をしたいという考え方だとい

うことでご説明させていただきたいと思います。決定ではございませんけれども。大きく個人

町民税につきましては、昨年大きく税率改正が成されましたので、特に影響を与えるものはご

ざいません。 

法人町民税につきましては、法人税の課税の中での原価償却制度の見直し残存価格５％が

０％にまでなるということで、その部分の関連で法人町民税の改正が成される予定になってお

ります。 

固定資産税につきましては、バリアフリー改修促進税制が創設されるということで、19 年度

から３ヵ年度限りの措置でございますけれども、ここに該当する要件、例えば 65 才以上のいる

方要介護、要支援認定を受けている方、障がい者のいる方の住宅について、30 万円以上のバリ

アフリー改修を行うと、翌年度の全額が３分の１減額になるということでございます。 

地方たばこ税につきましては、昨年７月に税率の改正成されておりますけれども、その手法

としては不足での改正ということが本則になるということで、税負担は変らないのですけども、

そういう条文の改正がされる予定になっております。 

あと、最後に５点目の国民健康保険税ですけども、上限の課税限度額の引き上げが成される

という予定になってございますけども、これらにつきましては国の法律が国会で可決されたあ

と、専決処分をさせていただきたいという考え方で、関連してご説明させていただきました。 
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以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

  

◎散会の宣言 

○委員長（及川 保君） それではお諮りを致します。本日の会議はこの程度に留め、散会い

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。 

よって本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

（午後 ５時０２分）  


