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   平成１９年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成１９年３月２２日（水曜日） 

開 議  午前 １０時０１分 

閉 会  午後   ２時０２分 
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◎ 開議の宣告 

○委員長（及川保君） ただいまから一昨日に引き続き予算等審査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０１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） 一昨日に引き続き、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 20 ページをお開きください。よろしいでしょうか。20 ページから33 ページまでの２款

地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費

税交付金、７款ゴルフ場利用税交付金、８款自動車取得税交付金の全般についてでございます。 

 質疑のあります方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） ございませんか。 

 では、次、進みます。34 ページから 43 ページまでの９款国有提供施設等所在町助成交付金、10

款地方特例交付金、11 款地方交付税、12 款交通安全対策特別交付金、13 款分担金及び負担金の全

般についてございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。交付税で若干ちょっとお尋ねをしたいのですけれども。 

交付税の算出根拠というのは一定部分、理解をしているつもりでございます。それでね、例えば、

港なら港はこれだけですよと数字出されています。それから、例えば、ヘルスアップ事業は交付税

で見ますよとこうなっていますね。そういうふうにきちんとはっきりとわかっているもの、皆さん

はわかっているのだろうけども、わかっていますよね。それを全部足すと、この金額をオーバーす

るのではないかというふうに思うのです。色付いていないという意味はそういう意味なのですけど。

どこが減らされたか、分からないということになってしまうのだけど、町が予算を組む時にそうい

う積み上げ方式で行ったら、それだけの金額になるのだけど行かないとなれば、それぞれ個々で言

ったら、これはこれだけだよと言って、トータルで例えば10％足りなかったら、それが全部10％少

ないよという認識でいいのかどうかね。こっちに寄せればこっちは全部あるけど、こっちに寄せれ

ば全部あって、こっちが無いとなるでしょ。そういうことはどういうふうに考えて予算を作ってい

るのですか。 

○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） ただ今のご質問の趣旨は十分理解できます。それぞれ単位費用が

あって、項目があって、それぞれの算出の中で算出しているところでございます。ただ今、おっし

ゃるとおり、それを全部トータルすると、確かに金額がもっとあってですね、現実に地方交付税が
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交付される段階では国の全体予算が全国の自治体に配布されるものですから、その見合いとしては

やっぱり下がってくるという部分がございます。 

 予算編成時にどういう考えて、その辺を視点にするかというご質問でございますが。まず、新年

度予算にあっては、地財計画の中でマイナス 4.4％ということが明示されております。そのことを

しっかり、私ども抑えた中で前年度実績のもとに今年度の予算推計という部分を算出しているとこ

ろなのでございますが、それぞれの項目は港湾ですとか、ヘルスアップ事業、例に挙げられた部分

は、それぞれカウントは算定方式の中にしっかり盛り込んでおります。それが、今年７月に結果的

に、今、どのぐらい削減になるか、まだ見えませんけども、結果として、それが予算と同等であれ

ば、きちんと言えるのですけども、結果を振り返って、例えば 18 年度は何％下がるとなるとですね、

それは個別にはどうしても、この部分が下がったとは言えません。はっきり言えるのは、何が下が

ったかというところが、いろいろチェック入れますから、その時にわかることが18 年度においては

補正でご説明いたしました、単位費用の取り方が変わったと。去年、18 年度であれば、道路あるい

は橋梁といった部分の単位費用が下がったと。その結果、交付税額が下がったという部分がござい

ます。ですから、19 年度の予算の中でも７月に交付税額がわかりましたら、その段階で内容を全部、

私どもがチェックして、支庁に行って、何がどう変わったかという部分をまたチェックした中でで

すね、その辺は確認を取って行きたいと。その都度、その都度、内容についてはチェックする。18

年度、変わった部分は単位費用が変わったというところが大きな点だったということはご理解いた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。理論的には理解できます。ただ、問題は、単位費用が下

がりますよね。それで、トータル下がった分ありますね。その単位費用と、トータル下がった分、

当初を見て下がった分、それがだいたい合うものですか。僕が言いたいのはね、それ以上に、例え

ば減っているのではないのという意味のことを言いたいのだけど、そこはどうですか。 

○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） 私どもがチェック入れた中では、そういう単位費用で下がった部

分、それから、過年度事業で公債費の償還が終わった部分、そういったものは全部積み上げまして、

最終的に道が算出された根拠とつけ合わせして行きますので、そこで、この部分が下がって変わっ

たのだなという部分は理解した上で事業は進めて行っていると、こういうことであります。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、後でわかったということになるのは理解できました。そう

いうふうになると、例えば、国保ヘルスアップ事業でこれだけの交付税が組まれましたということ

になりますね。そうすると、この金額は、いや、それは他に使ってもいいのだけど、駄目だという

意味ではなくて、そこの原因がはっきりすれば、その金額は使えるということになりますよね、 

そこで。意味わかりますか。例えば、500 万の予算が国保ヘルスアップ事業で済んだら、その 500

万の予算は確実に国保ヘルスアップ事業で使ってもいいということで交付税から来ているという認

識に僕はなるのですよ。それは港の問題でも何でも同じです。ですから、さっき言ったように、そ
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こに差がないとしたら、減らした分の差が根拠をピタッと一致していれば、そういう形で理論的に

は交付税を使っていけるというふうになると思うのですけど、そういう理解でよろしいですか。 

○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） 理論上はおっしゃるとおりですが、交付税はやっぱり一般財源で

すので、執行にあたってはそこに色がついて、この分がどうこうということにはならないかなとい

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） 他、ございませんか。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。今の地方交付税の関連でお聞きしたいのだけれども。 

臨時財政対策債の問題なのですがね。この決め方がちょっと私、わからないのですよ。これは地

方交付税が減額されるので、激減緩和の意味を含めて 13 年度から 18 年度までの時限立法で設けた

ものだというふうな理解をしていたのですが、最近また、これが継続されることになっているよう

なのですが、この臨時財政対策債というものはどこに入るのか。収入として見ても差し支えないと

いうふうな扱いをされているようなのですが、この算定の基準というのは各自治体によって、まち

まちなのでしょうけれども、どういう算出方法でこれが決められていくのか。その辺りについて、

ご説明願いたいと思うのですが。 

○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） 項目がちょっと変わりまして、22 款の町債の方に入ってくるので

すね。ページ数では97 ページ。臨時財政対策債、２億5,320 万を計上してございます。今、加藤委

員おっしゃるとおり、交付税見合いが満額で来ない、下がってきている部分をここで公債費分とい

うことで載っかって来ているわけでございますが。この事業も今後、継続しながら、まだ事業は、

臨時財政対策債がまだ継続できると、こういうことになりましたので、この事業は有効に活用して

いきたいというふうに考えております。今後の推移ですけども、まだ、交付税全体、新型交付税等々

もございまして、今後の展開、国もどう進めて行くか、まだ見えてございません。まだ、私どもも

できる限り、これは継続してもらいたいということでお願いしてございますが、今後また、その辺、

情報わかりましたら、議会の皆さんにもお知らせしながらですね、今年次、これにまた代わる部分

が出てくるかどうか、そういった部分はまた情報提供していきたいとこのように考えております。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。非常に流動的だということであれなのですが、基本的

に算出の方法というのは決められているものなのですか。何を基準にこういうふうに算出されてく

るのかという、その辺りのことを聞きたいのですけれども。 

○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） 基本的には交付税算定の全体をまず抑えます。これは一定の算出

方法がございますから、地方交付税全体を抑えます。来年度は先ほどお知らせしていますとおり、

総額で 33 億 2,000 万円、地方交付税を 19 年度、予算計上してございます。この部分がですね、地

財計画では対前年比 4.4％マイナスですよと、こうなってございまして、私ども、19 年度、事業を
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行なっていく中では基準財政需要額と基準財政収入額というのがございます。これは一般財源で、

まず、需要額。一般的に使われるお金と、それから、税収としていただくお金の見合いですね。そ

の差引きが交付税としていただけるわけなのですが、その交付税の母体となるお金が見合いで下が

っておりますので、どうしても不足が生じます。その部分を臨時財政対策債ということで計上して

ございまして、これは 100％後年時に戻ってくるというお金でございますから、意味合い的には交

付税とは同等なのですが、国も一度にお金は出せないので、後年時にまたがって、このお金は入っ

てくるとこういう仕組みになっておりますので。算出は今、言いましたように、交付税で足りない

分を臨時財政対策債ということで予算計上しているものでございます。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 35 ページの国有提供施設等所在町助成交付金について、お尋ねしたいと思

います。防衛庁が防衛省へ昇格し、また、白老港へ回数は少ないのですけど弾薬があがるというこ

とで、非常に防衛省に対しても協力的な町村であるというふうに認識しておるわけでございますけ

ども、残念ながら交付金が約１割近く 530 万ほど下がっているという実状についてですね、これは

こういった所に対しては一律１割削減されているのかどうなのか、まず、お尋ねしたいと思います。 

○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） ご質問の国有提供地等所在市町村の助成交付金でございますが、

一律何％削減されたというものではございません。それぞれ、白老町にあります駐屯地の土地の評

価、それから、弾薬庫という建物の評価、それらを算出されて、それぞれ減価償却、民間と同じよ

うに、施設が古くなってきますとその分下がってきますから、それを算出されて、対前年比ではこ

れぐらいの金額が下がってきているという部分でございます。 

 今、ご質問の中に港湾のお話がございましたが、国有提供地と港湾利用云々とは違うものであり

ます。あくまでも駐屯地があることによっての土地の評価と建物の評価に対して、民間で言う、固

定資産税分が国から来ると、こういう内容のものでございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。ありませんね。 

 次、進みます。 

 44 ページから51 ページまでの14 款使用料及び手数料全般について。 

 質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 次へ進みます。 

 52 ページから71 ページの15 款国庫支出金及び16 款道支出金全般について。 

 質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、次に進みます。 

 72 ページから81 ページまでの17 款財政収入、18 款寄付金、19 款繰入金全般について。 

 質疑を受けたいと思います。 

14 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。75 ページの不動産の売払い収入の、町有地の売払いと立

木の売払いなのですけれども。確か、ちょっと記憶違うかもしれませんけど、前年度も 2,000 万ぐ

らい売れなかったような記憶がちょっとあるのですけれども、この２つの見通しというのは相当精

度が高く見積もられているものですか。もちろん、相手いることだから、売れない場合もあるとは

思いますけど。 

○委員長（及川保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 町有地の売払い収入でございますけど、この

１億 3,000 万の中にはですね、町有林の売払いが3,000 万、あと、遊休町有地が１億 53 万円という

のが含んでおります。それで、遊休町有地につきましてはですね、先般の市町村合併調査研究会で

もご説明しておりますけど、道路だとか下水道の整備の伴わない遊休地が約５億 9,800 万、６億ご

ざいます。その内の１億分を、要するに、19 年度売払いをしたいという考え方でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） それはわかりました。 

 それでね、問題は今の経済状況の中で、予算を組むというのはいいのですけどね、売れる見通し

というのか、その精度というのか、どれぐらい厳しく見ているか。町有林と町有地を売りますよ、

誰か買う人いませんかというようなことで売れるような状況ではないような気がするのです、僕は。

だから、そこら辺の精度をどれぐらい見ているのか。例えば、相手。こういう所があるから、ここ

に売ろうとか、そういうものがちゃんとあってね、やっていることなのか。これから、それを探し

て売るのか。これは、予算で1 億 3,000 万と立木の 3,000 万だったら 1 億 6,000 万ですからね。こ

れはものすごい金額なのですよ。ですから、売り先含めて、そういう精度をきちんと考えてね。精

度と言うのはその制度ではなくて、厳しい精度の方です。売り先がだいたいわかっていてやってい

ることなのかどうかということです。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 町有地の関係で私の方から、ご答弁申し上げますけれども。今、大渕委

員おっしゃられますように精度ということになりますとですね、今年も１億の予算を組みまして、

町の広報誌のＰＲを始めとしてですね、担当者も主だった企業を全部回りまして、それから、港ま

つり等々でも多くの方々が町外からいらっしゃるので、そこでもＰＲなんかをさせていただきまし

て、いろいろと情報は取ってございます。それで、今年につきましてはですね、確かに土地の方を

また、ここから１億売らなければならないということで、基本的に考えているのは病院横の分譲地

の関係、あれは６区画残ってございます。それをまず、今回は建設協会さんの方で大町の方をやり

ましたのでね、次年度もお願いしたいということでいろいろお願いしているのですが。それと、前

面の方の旧国道に近い方、ここもですね、アパートの建設等々を含めてちょっと引き合いがあるも

のですから、そこのところも今、進めてございます。結論からいくと、精度ということになります

と、ある程度話し合いがついて、売れる見込みがついているのが５割弱ぐらいだというふうに思っ

ています。あと残りはですね、これからの話になるのですが、考え方としてはですね、いろいろと

去年も一年、移住・定住の情報なんかもいろいろいただく中で、やはり白老町は温泉分譲地ばかり
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でなくて、やはり相当、今、町場に近くて、病院に近くて、買い物できて、また、いろいろなこと

を含めてですね、あの辺の所も情報提供しますとかなり反響があるのですね。そのようなことで、

かなり厳しい数字ではありますけれども、考え方としては、我々理事者も含めてですね、トップセ

ールしたいというふうに持っていますし、併せて、１担当ばかりでなくてですね、これは大変歳入

の部分で大きい部分ですから、必ず確保しなければならないと。そういう意気込みで、一時的には

いろいろな各課連携した中でですね、一定的にはプロジェクトを組んで確保のためのこういった営

業をやりたいというふうに思っています。ですから、厳しい面は確かにありますけど、いろいろな

情報がある中で、道内の方も相当いらっしゃいますのでね、情報的には持っていますので、そこを

中心に積極的なセールスをして必ず確保するという努力をしたいと。これは理事者含めてでござい

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） 考え方わかりました。私が言いたいのはね、別に過大見積もりとは思わな

いけれども、予算が足りないという中でね、やっぱり、どこかに予算を求めなくてはいけないとい

う中で、例えば町有林の 3,000 万というのが現実に可能なのかどうかということね。立木の場合は

相手がある話ですから、立木を買ってくれる人があれば 3,000 万なら 3,000 万は得ることができる

かもしれませんけれども。そういう意味で私が言っているのは、やっぱり予算を組む時にね、足り

ない分をここで組むのは構わないのだけれども、それが本当に売れるものなのかどうかということ

がきちんとしていると。いや、売れない場合もあるというのはわかるけどね。宅地の場合は、僕は

いいと思うのです。これは現実的にあるわけですからね。そこに家を建ててもらえればいいわけで

すから。ただ、町有林なんかというのは、そんな簡単に今どき売れる中身なのかという気が僕自身

はするのです。だから、そういう意味で、残った部分で例えばきちんとした公共のものが入ってい

ない部分を売るというふうにおっしゃったけれども、そういう宅地ではない部分についてね、本当

に売れるという見通しがきちんとあって、過大見積もりではなくてやっていらっしゃるのかどうか。

根本はそこが聞きたいのです。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） 町有林の関係を所管しておりますので、私の方からお答えしたいと思いま

す。大渕委員が言われるように、全くそのとおりで、予算計上する時にですね、やはりその辺のあ

る程度の担保性というものも必要だというふうに思っておりまして。実際、私の方でですね、やは

り町有林を伐採、立木を売るということになればですね、山の環境の保全もありますので、そうい

う面でどこでもいいという話にはなりませんので、やはり町の今の実態を理解していただいている

町内に関わる林業を営んでいる方に私の方でお伺いしまして、事業の内容を説明しまして、そして、

こういうことで町の方の考え方ですよということで。そして、その中である程度見込みの算出をし

ていただいたというような経緯でございます。ただ、ご承知のとおり、山林というのはいろいろな

地勢だとか、排出作業だとか、評価する人によって相当違ってくることが予想されます。そういう

面でですね、計上しております 3,000 万というのは、ある程度安全なところで一応抑えております

けども、価格については、これから相当、入札行為をした場合に変動があるということが予想され
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ます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 他。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田です。73 ページお願いいたします。町有地の貸付の関係なので

ございますが、主にどのようなところに貸しているのか。 

 それから、滞納が生じて、今年30 万の収入になっておりますが、これは何年度分なのでございま

しょうか。 

○委員長（及川保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） この貸付分については幅広く貸し付けており

ます。法人から、団体から、個人まで入っておりまして、件数にいたしまして、個人が30 件、法人

が 39 ですね。その他短期貸付７件ございまして、有償というのは 76 件ございます。主なものとい

たしましては、建物が３件。電柱類というのが 175 件。それとあと、広告塔が１件で看板類がござ

います。それで年額が 757 万 4,000 円という収入を見込んでいるわけでございます。あと、無償の

分についてはですね、全部で44 件ございますけど、これは町内会とか、そういうような貸付となっ

ております。 

 滞納繰越分でございますけど、古いのであれば平成14 年というのがございます。それから、今ま

でというのが18 年までですね。８名分の滞納でございます。一応、全体で、18 年度未納でですね、

19 年度見込みが一応 30 万ということで見込んでおります。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 非常に小さいことで申し訳ないのですが、町有財産をお借りして、未納が

派生するということ自体がちょっと問題あるのではないかというような気がいたします。それで、

この 30 万対策については 14 年から派生しているということでございますが、今後、どのような方

法でこれを回収する考えでいるのでしょうか。あるいは、見通しがあるのでございましょうか。 

○委員長（及川保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） この件につきましてはですね、主に住宅敷地

だとか、大きなものでは木材会社ですか、そういうものがございますけど、住宅敷地につきまして

はですね、もうすでに転居、行方不明だとか、そういうものが何人かおります。あとは、木材工場

が一番大きいわけなのですが、それにつきましては今年度から滞納は一切しないということで約束

いただいていますし、残っている分についても企業努力の中で順次納めて行きますという約束はい

ただいております。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） だいたい、わかりました。ともかく、このような趣旨のものについては、

きちんとやはり支払関係を明確にして管理すべき問題だと思いますので、今後一つそういうふうな

ことで管理をお願いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 山本経営企画課参事。 

○経営企画課契約財産管理担当参事（山本憲次君） 今、おっしゃられたとおりですね、十分滞納
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繰越については注意しながら収納していきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） ございませんね。 

 次に 82 ページから 97 ページまでの 20 款繰越金、21 款諸収入、22 款町債全般について、質疑を

受けたいと思います。 

 質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これで、第２表債務負担行為、第３表地方債及び歳入が終わりました。この中で特に質疑もれの

方がございましたら、どうぞ。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 土屋委員、どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 平成 19 年度一般会計予算に対する反対討論を行ないます。 

 ６番、日本共産党の土屋かづよでございます。 

 平成 19 年度一般会計に反対する立場から討論させていただきます。 

 安倍内閣の「うつくしい国づくり」のかけ声とは逆に貧困の拡大、格差社会が一段と広がり、矛

盾を深めています。国が財政抑制の中で新年度予算編成も一段と困難になっているばかりか、新た

な規制により再建団体への危機が強まっています。新年度予算はあらゆる部分で歳出削減をし、町

職員の給与削減や基金の取り崩し、町債に頼らざるを得ない状況は異常と言うしかありません。こ

の中では、総体的には町民の暮らしやサービスに影響が出るのは当然です。以上の状況のもとでは、

私は平成19 年度一般会計予算に反対いたします。 

 反対の趣旨は次のとおりでございます。 

１．国の財源抑制が町予算に反映し、町民の暮らしを圧迫する予算にならざるを得ないこと。 

２．町予算は財源不足から、私たちが長年反対してきた消費税交付金、防衛関係交付金等に頼らざ

るを得ないことに加え、町職員の給与カットなど住民犠牲の上に編成されていること。 

３．町民に負荷をかける心配のある大型開発事業がこの苦境の中でも継続され、住民生活優先政治

に大きな疑問を投げかけていること。 

４．憲法第９条の精神を具体的に地方自治に生かし、実践することが求められること。 

 以上の観点から、平成19 年度一般会計予算に反対するものであります。 

○委員長（及川保君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 他に討論はございませんね。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 10 号 平成 19 年度白老町一般会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

願います。 

[挙手多数] 

○委員長（及川保君） 賛成多数。 

 よって、議案第10 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 ６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ６番、土屋です。ただ今の意見を少数意見として留保願いたいと思いま

す。お取り計らいをよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川保君） ただ今、土屋かづよ委員より少数意見の留保の発言がございました。 

 この発言に対し、他に賛成の方がございますか。 

[挙手２名] 

○委員長（及川保君） 賛成あり。 

 他に賛成者の委員がございますので、ただ今の少数意見の留保は成立いたしました。 

 したがいまして、本委員会終了後、ただちに所定の少数意見報告書を、委員長を経由して議長に

提出されるよう手続きをお願いいたします。 

                                           

    議案第１１号 平成１９年度白老町国民健康保険事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） それでは、議案第11 号をご用意ください。よろしいでしょうか。 

 議案第 11 号 平成 19 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算を議題に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入りたいと思います。 

 別冊の特別会計予算書72 ページをお開きください。72 ページから79 ページまでの１款総務費全

般について、質疑を受けたいと思います。 

 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 75 ページ。毎回お尋ねします。病院に行かれなく方が心配なものですから、

短期保険証の発行の件なのですが。この間も新聞に国保の滞納が過去最多になったという報道があ

ったばかりであります。18 年度の短期保険証と資格証明書の発行数を教えていただきたいと思いま

す。17 年度までは前に聞いておりますので、17 年度 101 件と証明が１件というふうに覚えているわ

けですけども、その18 年度の数を教えてください。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 短期証あるいは資格書の発行件数ということですので、18 年度、こ

れは２月20 日現在ですけども、短期が143 件、資格証明書が１件ということで抑えております。以

上です。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 新聞の上では、道内では滞納者が横ばいになっているということなのです

が、17 年度の 101 件から143 件に短期証明の数がやっぱり増えているということ、これもかなり心

配をしているのです。今の状況の中では、さらにまだまだ増えていくのかなという気がするのです

が。今回、聞きたいのは、この短期証明の中の６ヶ月短期、３ヶ月短期とございますよね、その割

合ですね。３ヶ月短期、６ヶ月短期という形で出されている数というのを、その経緯についてちょ

っと数をお知らせいただきたいのですが。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） ６ヶ月と３ヶ月の短期証の期間の話ですけども。きちんとした数字

はまだ捉えていないのですけども、３ヶ月が約９割程度発行されております。残り１割が６ヶ月と

１ヶ月という方でおります。そういう状況でございます。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、その割合というのが圧倒的に３ヶ月短期なのですが、１ヶ月短期とい

うのも、白老町の場合は無いというふうに聞いていたのだけども、それがあるのですか。ここ数年、

それが同じような割合できているのかどうなのかということでちょっとお聞きしたかったのですよ。 

 資格証明書１件というのは、相当に担当者の方で頑張って上げている数字だなと。３ヶ月、６ヶ

月短期を出していって、それで滞納がもっと増えていけば資格証明書になって行くわけですけどね。

話し合いの中で資格証明書に落ちていかなければならないような状況というのは含まれているので

はないかと。ぎりぎりのところまで滞納が積み上がっているというような、そういう恐れがあるの

ではないかという気がするわけですよね。滞納が年間３億以上になっているはずですので。そうい

う恐れというのを担当として、どういうふうに捉えておられるのか。その辺りを伺いたいと思いま

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） 短期証が今年の場合、１件発行してございます。昨年も実は１件発

行しております。失礼、資格証明書です。間違えました、すみません。 

 短期証の関係が、いわゆる１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月と段々延びることによって、状況としてはい

い方に、いわゆる好転していくという状況なのですけども。ただ、先ほどもちょっとお話しました

が１ヶ月の方が数件おられます。その方たちの、いわゆる滞納の状況というか、このまま放置する

と、変な言い方ですけどもそのまま残ってしまうというか、そういう状況にあるものですから、納

税係といろいろと、いわゆる納税の特例を相談して、できるだけ、少額と言いながらも少しずつ納

めていってもらうと。できるだけ滞納を減らしていくということで手立てを講じております。ただ、

現実的に先ほどもちょっとお話ありましたけども、３億ぐらいの滞納額というのは出てまいります。

そのようなことで現年度そのものはですね、少しずつ伸びて国保税の税収そのものは、収納状況と

してはいくらかずつ好転していますけども。ただ、課税総額も年々増えて行っている状況にござい

ますので、どうしても滞納も増えて行く可能性が出てまいります。そのようなことでですね、担当

としては、いわゆる調整交付金のペナルティも関係あるものですから、できるだけ収納率も上げな

ければならないという状況もあります。かといって、短期証をいっぱい、変な話、出すわけにもい
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かないと。当然、資格証も出すわけにいきませんので。間に挟まってですね、できるだけ納税者あ

るいは被保険者のよりよい方法で検討しながら、かといって、あまりそっちにも寄れないものです

から、こっちはこっちの立場もあるものですから、ちょっと頭を悩ませていますけども何とかお互

いにいい方向で少しでも、いわゆる収納状況が好転できるように努力をしているというところでご

答弁させていただきます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） では、次に進みます。 

 80 ページから 89 ページまでの２款保険給付費、３款老人保健拠出金、４款介護給付金、５款共

同事業拠出金全般について、質疑を受けたいと思います。 

 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 12 番、吉田です。81 ページの一般被保険者の高額療養費のことでちょっと

伺いたいのですが。平成 19 年度４月から高額医療費の手続き方法が変わるということなのですが、

大きく変わる点はどうなのかということと、それから、各病院では委任払い制度というのをやって

いますよね。それとの絡みはどうなるのか。どういった点が大きく違うのか。その辺をちょっとお

聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 高額療養費の関係ですけども、今までは、一度、被保険者は医療機

関にいわゆる自己負担分を払ってもらうと。そこから領収書をもらってですね、町の国保の方の窓

口へ来てもらって、自己負担限度額を超える、いわゆる高額分ですね、この分については本人の方

に後ほどお返しするということで、今まで取って参りましたけども。今度ですね、いわゆる自己負

担限度額、自分が負担しなければならない部分だけを病院の窓口で払ってきてもらうと。高額療養

に該当する部分については、その医療機関から町の方に、いわゆる国保の方に請求が参ります。直

接、国保から医療機関に支払うということになりますので、いわゆる被保険者は一時期立て替えな

ければならない部分が出てくるものが解消されるということになろうかと思っています。 

 委任払いも同じようなことでございます。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） この手法によると、限度額適用認定証の交付というのを受けなければなら

ないというふうに伺ったのですが、今ほど、短期保険とか資格証明とかということで保険料の未納

とかも結構あると思うのですが、そういった保険者から申請して、申請を行った時に被保険者が所

属する世帯に保険税の滞納がない場合は交付できるということなのですが、特別な事情がある場合

は認められるということなのですが、どういうような事情なのか。どういった点では認められてく

るのかね。 

 それともう一つ。先ほど言いましたように、委任払いでしたら病院がそれを認めればいいのです

けど、その認める範囲というのはね、委任払いも滞納とかがあったら今まで駄目だったのかどうな

のか。その辺ちょっと認識が無かったものですから、その点を伺いたいと思います。 
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○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 今までもですね、委任払いをされる時にはやはり、いわゆる滞納が

あると駄目ですということになっています。 

 それで、先ほどちょっとお話がありました限度額の認定証ですね。今、まさに滞納があると出せ

ませんというのは原則ですと。ただし、特別な事情があれば出して、いわゆる限度額分を高額療養

分は直接医療機関とやりとりするよというシステムになっているのですけども。いわゆる滞納があ

ると基本的には駄目だと言いながらもですね、現実的には出すということになろうかなと。これは

４月からの話ですけども。そういう取り扱いで行かざるを得ないだろうなということで、担当の方

では話をしていますので。滞納の状況もいろいろ千差万別ですけども。例えば、先ほど話した資格

証を出している方にまで、はたして、それが出せるかどうか。これはちょっと疑問かなと思います

けども。短期証で対応している方くらいはですね、何とか限度額認定書を出して行くことになるの

ではないかなというふうに担当レベルでは考えています。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 大変いろいろな計らいをしようとしているのはわかるのですが、それでは、

今までの委任払い制度はやっぱり滞納があったら、ある程度もうその時点で駄目だということにな

るのでしょうけども、今度こういう制度になると、少し町民にとっては大変な時に、滞納がちょっ

とあった時にはそういう資格をしていただけるということに、あまり甘い考えは駄目なのかもしれ

ませんけれども、いい方に、そういうふうに捉えていいのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 短期証を発行する時にはですね、国保係が、変な話、窓口だけで対

応はしていません。いわゆる納税の方と、納税意識の関係だとか、いわゆる制約されていることが

守られているかどうかとかですね、そういうことをきちんと相談をしてもらって短期証を発行して

いますので、いわゆる委任払いですとか、さっきの限度額の関係もですね、そういう事態が出てき

た時には納税の方とちょっと協議をして進めることになろうかと思っていますけども、基本的には

先ほど言ったように、全然駄目よとシャッターを下ろすということでは考えておりませんのでご理

解をいただければと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 次に進みます。 

 90 ページから 106 ページまでの６款保健施設費、７款基金積立金、８款公債費、９款諸支出金、

10 款予備費、給与費明細書までの全般について、質疑を受けたいと思います。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。91 ページの国保ヘルスアップ事業の関係。中身はいいで

す。国の方の交付税がさっきの話ではないけど、今年で駄目になるようなことで聞いたのですけど。

このあと、来年度から、この事業は継続して行く考えかどうかだけお尋ねします。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 大渕委員、内容はおおむねおわかりかと思います。実は 18 年からこ
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のヘルスアップ事業をスタートして19 年、本来的には５年というお話でスタートしていますけども、

19 年度もかなり内容的に厳しい状況になるというのはですね、20 年４月から各保険者に、いわゆる

特定健診、健康診断等を義務づけが出てまいります。19 年にはそれらの計画帳を作るということで

今、進んでいますけども。そこへ行く時にはですね、内容は、結果的にはヘルスアップ事業と同じ

ような内容が、いわゆる生活習慣病等の予備軍をある程度抽出して、指導と言うと語弊ありますけ

ども、出来るだけそれ以上進まないようにお話をしていくとか、そういう事業になってまいります

ので、このヘルスアップ事業と20 年４月からスタートする事業とほとんど内容的には類似している

と言うか、ぴったりイコールになるかどうかは別にしても内容的には類似していますので、ヘルス

アップを町としては、いわゆる補助金を、もしもらえる事業であればもらっていきたいと思います

けども、予算提案の時に説明しましたけども、今後、厳しい枠がちょっときつくなるのかなという

ふうに考えていますので、町としては手を上げていきたいという意思はあるにしても、その枠と言

うか、いわゆる補助対象になるかどうかという、そこの整理を国あるいは道の方としなければなら

ないと。それらが当然、補助事業として採択になれば進めて行きたいと思っていますけども、協議

の結果、もし、駄目だと言うか、申し訳ないですけども、そういう状況になればやむを得ないのか

なと思っていますけども。ただ、先ほど話したように20 年４月からのと同じような内容になるのだ

ということで、そうなるとやっぱり、先ほど言ったように厳しくなるということだけは我々も抑え

ておりますので、ちょっと辛いのかなという気がしております。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的にはわかりました。ただね、問題なのは、そういうふうに移行して

行くというのは理解できるのだけれども、三連携の関係で言えば、これは町の一つの施策としてや

っている部分で、もちろん、それに国からお金出してもらうのが一番いいのだけどね。例えば、切

られていくというのは駄目だけど、わかるのだけど、それを変わった形で町が独自でやれることと

いうことは考えられませんか。お金、大変だけど。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 新たにというか、今の事業を町単独でも継続というお話かと思いま

すけども。それは、三連携を進めて行く中で内容をうまく変化させてやれればいいなと。その議論

も三連携の中でやっていかなければならないのかなと。ただ、基本的には三連携の趣旨からすると、

町民の健康を守るのだということでありますので、それらの趣旨からは当然、それを逸脱する話に

はなりません。その大前提に向かって、全てを進めていかなければならないというふうに考えてお

ります。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 これで歳出が終わりました。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前 １０時５８分 

                                          

再  開   午前 １１時１５分 
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○委員長（及川保君） それでは、休憩前に引き続いて、会議を開きます。 

 次に歳入に入ります。 

 48 ページから69 ページまでの歳入全般について、質疑のございます方はどうぞ。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。歳入の 69 ページの第三者の納付金の関係なのですけど

ね、記憶に違いなければ、去年もちょっと聞いたかもしれないのですけど。これはもうちょっと、

頑張っていらっしゃると僕はよく思うのだけど、もうちょっと頑張れないものかなと。50 万でなく

て、500 万ぐらいはいかないものかということなのでございますけど、その点だけ。１回だけはや

っぱり、これは聞いておかないとまずいと思いまして、よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川保君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 第三者行為の納付金、主なものとしては交通事故の関係でございま

すけども、18 年度の現在、29 万 5,000 円の歳入がございます。あとですね、継続中のものがござい

まして、これが340 万ぐらい継続中です。ただ、18 年度の歳入では難しいのかなと。19 年度になる

のかなと思っていますけども。前にもお話があった、第三者行為の関係で我々も努力はしておりま

すけども、今言うような 500 万までに、はたして数字が届くかは別にしてもですね、18 年度では、

金額的にはたいしたことないですけども、19 年度に向けて継続しているということでご理解をいた

だければと思っております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） これで歳入全般が終わりました。 

歳入・歳出全般について、特に質疑もれのございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 11 号 平成 19 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 11 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第１２号 平成１９年度白老町老人保健特別会計予算 
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○委員長（及川保君） 次に議案第 12 号 平成 19 年度白老町老人保健特別会計予算を議題に供し

ます。 

 恒例によりまして歳出から質疑に入ります。 

 特別会計予算書126 ページをお開きください。 

 126 ページから135 ページまでの歳出全般について、質疑のあります方はどうぞ。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。歳出全般で担当助役にちょっとお尋ねをしたいのですよ。

老人医療費の高いという部分、平均が高いという意味です。そのことについて、お尋ねをしたいの

ですけども。担当含めて、議会の方でもずいぶん議論をしました。それで、聞きたいのは何かと言

うと、原因が、例えば我々も担当の方にずいぶんお願いをして、レセプト点検から始まりましてね、

いろいろなこと、多受診等々やりました。しかし、そこにちょっと、我々自身が原因を特定できる

部分がないと。もちろん、助役もないとは思うのだけど。ただ、その原因がどこかというところを

きちんと出るまで、僕はやらなければ駄目なのではないかと。やっぱり 100 万超えているというの

は、僕はやっぱり異常に高いと思わざるを得ないのですよ、一人平均ね。ですから、そこの原因が

究明できるまで、きちんとしなくてもいいから、ここがやっぱり問題だというようなところまでね、

僕はやっぱりやらないとですね、三連携含めて、今の財政問題含めて、解決する手立てが見えない

と。ですから、そこのところをね、100 万って全道平均、全国平均よりうんと高いわけですよ。介

護保険は半分なのですよね。そういうことの原因がどこにあるかということの究明をきちんとすべ

きだと私は思うのですけど、担当助役の見解を伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） それでは、私の方からお答えを申し上げます。委員がご指摘のとおりで

すね、16 年度の診療費、一応、比較しましても、今、ご指摘の老人に関わる部分については北海道

でも９位ということになっております。ただ、一般、退職言いますとですね、これは決して北海道

でもそんなに高くない。老人になるとですね、特に顕著なのは50 歳になってから、かなり病気にな

る方が多いと。それで、60 歳代になりますと一気に医療費に高額になるということでございます。

原因についてはですね、いろいろ、レセプト点検等を進める中で呼吸器系の病気が多いとか、新生

物、ガンになっている方のかかっている割が多いとか、そういうことはわかるのですが、それが全

道と比較するとどうなのかというところが実はできていないのです。私の町ではこういうところに

医療費がかかっていますよというのはわかるのですが、他の町と比べるとどうなのかというところ

はできていないのです。それで、結論から申し上げますと、今、その辺のところを医療費の適正化

モデル事業という中で、その比較をしなければですね、実際の我が町どうかということはわからな

いものですから、これは専門機関の方にきちんと分析をお願いしてございます。そのようなことで

三連携の推進会議の中でもいろいろ話題になっているのですが、必ずしも健診率の高いところが医

療費安いかというとそうでもないのですよ。ですから、我が町の特有の原因としては医療環境であ

るとかね、そのようなこともいろいろと原因としてあるのかなとか、いろいろ思うことはあるので

すが、いずれにしても私も素人考えなものですから、まだ意見交換は職員の中でもしていますが、
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なかなか原因は見えないと。そういうことで、ここのところは今、きちんと、前に課長もちょっと

答弁していますが、３月中にそういう分析は出てまいりますので、その辺をきちんと見極めてです

ね、また、議会の方にも報告させていただけるのかなとこういうふうに考えています。いずれにし

ても、この辺のところをきちんと医療費を下げていかないと国保会計の安定化に繋がっていかない

と。大きい部分でございますので、そういう努力をしている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） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。わかりました。それで、今回、副町長になって、体制が

変わりますけども、今、言ったようなことは行財政の改革という中で、そういうこともやるという

ふうになるのですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） そこのところはまだちょっと、どうなるかということは申し上げられま

せんが、基本的に考えているのはですね、私が担当する部署ではですね、まず一つは今の懸案の政

策推進室で抱えている、この懸案の事業の解決を一つ図るということと、これからの財政運営の基

盤となる、新財政改革プログラムを立てて、立てるばかりではなくて、これを全部、進行・管理も

しますし、動かす手法を全部一つひとつ立てていかなければならない。例えば、さっき言った歳入

の部分ではですね、税収の確保もそうですけども、例えば、財産売払収入を得るところでも、ただ、

売ってくださいよではなくてきちんと作業を、私も言いましたけれども、どういうふうにして売っ

て行くかというところまで手法も例えば組み立てて行くということまではやって行かなければなら

ないというふうに考えています。今ちょっと、三連携の事業ということになったものですからね、

ちょっとその辺のところはどうかなというふうには思いますけれども、政策推進室で担当している

部分ですから関わっては行きますが、ただ、これもですね、やはり今、健康福祉課の方が中心にな

って、実際に看護師さんなんかも含めてですね、そこが軸となって進めていますので、あまり、そ

ういうところで関わっていくのは逆に言うとどうかなという、実は思いもあるものですから。ただ、

陰に陽にですね、当然、私もそういったことで関わって行きたいとこのように考えています。それ

が主になるか、従になるかは別にして関わって行くということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） よくわかりました。なぜ、僕がこうやって言ったかということなのですよ。

それはね、やっぱり国保安定化計画から抜けるというぐらいの構えが必要だろうと。それは結果と

して三連携や健康や財政に寄与すると。やっぱり、そこら辺のところをきちんと中心に位置づけて、

担当任せではなくて中心に位置づけてやる部分が必要だという認識から質問したのですけど、そう

いう理解でいいですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） そのように理解していただいて、結構だと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（及川保君） それでは、次に歳入に入ります。112 ページから 123 ページまでの歳入全

般について、質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） ございませんか。 

 それでは、歳入が終わりました。 

 ここで、歳入・歳出全般について、特に質疑もれのございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 12 号 平成 19 年度白老町老人保健特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第12 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                          

     議案第１３号 平成１９年度白老町公共下水道事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） それでは、議案第 13 号 平成 19 年度白老町公共下水道事業特別会計予算

を議題に供します。 

 恒例によりまして、歳出から質疑に入ります。 

 特別会計予算書150 ページをお開きください。失礼しました。158 ページです。 

 158 ページから 167 ページまでの１款公共下水道事業費全般について、質疑を受けたいと思いま

す。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、168 ページから 185 ページまでの２款公債費、３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、質疑のございます

方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、これで歳出が終わりました。 

 次に債務負担行為・地方債及び歳入に入ります。 

 始めに 12 ページ・13 ページの第２表 債務負担行為及び第３表 地方債について、質疑を受け

たいと思います。ございませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、次に移ります。 

 142 ページから153 ページからの歳入全般について。 

 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 144 ページの使用料の収入についてであります。まったく素朴な疑問で申

し訳ございませんが、前年比で 1,600 万ばかりの収入減になっているわけですね。施設というのは

増えていっているはずだし、使用料の徴収率も98.9％ですか、前年比と同じぐらいの割合で取って

いるということになれば、使用している量が多くなっているのに、何でこんなに大幅な収入減にな

るのかなと。この根拠というのはいったい何なのだろうか。1,600 万の減ということになると、水

量にすると相当な量だろうと思うのですけども、その辺りの理由について教えてください。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 使用料の減について、お答えいたします。下水道使用料は水道使

用料に直結しています。量という意味で。水を使ったものが下水に流れるという仕組み、その中で

水道使用料というのは使った分に対しての料金換算ということになります。水道の使い方が節水を

されている方が多くなってきていると。ですから、水道料の収入の方も節水をするがために量的に

少し下回ってきている、そういったところが大きな要因になっています。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） たぶん、そういう理由もあるのかなと。節水するということでね、全体的

に今の現状ですからね、そういう努力をするということもあり得るかと思うのですけども。全体と

して水道水もそういうふうに節水されていくと、今度、水道料金の方にもかなり大きな影響が出る

わけですよね。実際に上下水道が、そういう意味でどんどん収入が下がっていくということで、こ

れからもそういう傾向が続いて行くということで、何だか話を聞いていると心配になるのですけど

ね。一見、節水することはもっともだと思いながら、営業の観点から言えば、これは大変かなとい

うふうに思うのですが、ますます、それで下水道会計の赤字が増えていくということになるのかど

うなのかね、その辺りどうなのですか。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 会計を運営している者としては、やはり、たくさん使ってくださ

いというふうに言いたいのですが、なかなか、やはり社会保障制度が変わりまして、個人の方の負

担が段々増えてきていると。特に高齢の方々が、以前にも議論があったと思いますが、10 トン基本

料というのをいろいろ議論の中から８トン基本料というふうにして、なるべく基本料トン数を少な

くするという議論があった中で、その当時からやはり月に１トン、２トンしか使わない方は 10 トン

分払うのかというような公平性のところから料金見直しをしたり、基本料金というのも含めてです

ね。そういった見直しをしていく中でやはり、どうしても最近の経済状況を考えていくとですね、

たくさん子どもさんがいらっしゃる伸び盛りのご家庭の方はだいたい 25 トン、30 トンというふう

にたくさん使っていただいているので、それなりの料金がかかってくるわけですよね。ただ、徴収

なんかの情報を聞いていますと、やはり60 歳以上の方々は本当に段々と節水にするようになってい
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る。また、同居していた子どもさん達が巣立って行って住んでいる人数も少なくなっていく。こう

いったようなことから、どうしても料金賦課で行くところの使用量、基本となる水量ですね、そう

いうものが減っていくものですから、前段でも言いましたとおりに関係を考えるとどんどん使って

ほしいという気持ちはあるのですが、適性量をお使いいただけば、逆に言うとですね、料金は減る

のですが処理量も当然減ります。処理場で処理量も減ってきますので、そうなりますと維持管理費

も減っていくという相乗効果。会計全般で見ると収入減になりますが、処理をしていくという維持

管理費も含めて考えますと、そちらの方も経費削減が図られるということで、小さくコンパクトに

まとまっていくと。ただ、あとは会計上で言いますと、どれだけ回収できるかという話になってき

ますので、コンパクトになっても回収率を上げる、いわゆる滞納を増やさないというような努力を

して、健全化をしていくというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 歳入が終わりました。 

 ここで歳入・歳出全般について、特に質疑もれのある方はどうぞ。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。182 ページの起債の残高の関係なのですけどね。19 年度

も合わせて88 億ということになるのですけれども。担当助役になると思うのだけど、考え方をちょ

っとお尋ねしたいのですよ。例えば、厚真が今、やっています、下水ね。それは、本管だけやって、

他の所はやらないということです。そういう状況に今、なっていっています。それで、この88 億と

いうのは、一般財源で言うと港の起債よりも多いのですね、こっちの方が。下水がトップなのです

よ。全体の起債残高の半分ぐらいと。もちろん、行け行けどんどんで右肩上がりの時にやったとい

うことは、我々も賛成してやったということは十分承知しています。しかしね、今の財政難が来る

とは誰も考えていなかったからそうなったのだけれども、この白老町でこういう下水をやってきて、

今、約 88 億、90 億の起債残高があるということ、そして、今の財政状況を見た時に、これはその

当時の政策的に、やっぱり考え直さなければならなかったような、今は考え直しているというのは

わかっていますからね、その当時ですよ。そういうふうな考え方になるのかどうかね。そこら辺、

この起債の残高と、今の下水の普及の仕方。当時は当然、浄化槽がこんなにきちんとしたものが普

及していなかったとか、いろいろな条件があるでしょうけれども、今までの政策について、どうい

うふうに考えていらっしゃるか、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） なかなか難しいご質問でございます。ただ、当時、白老町の場合、42 年か

ら下水道整備を始めておりますけども、言われますように、やはり下水道整備というのが一つの生

活環境の保全と言うか、改善と言うか、そういう面で国全体がそういうふうに動いていたというの

は、これはやはり当時の流れとしてはですね、しっかりと認識しなければならないと思います。そ

れによって、やはり国の方もこういう下水道事業についてはですね、補助金については優先的に配

分していたというようなことでございますので、やはり住民生活にとっても下水道整備というのは、
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今、考えますと、いろいろ金銭的な面については議論ありますけども、やはり恩恵を受けていると

いうことはですね、確かに恩恵を受けているというふうには認識しております。そういう面で一概

に当時のやったことが、そういう面から言うと恩恵も受けていますけども、事業費の負担に今、苦

しんでいるということになりますので。ただ、見方としてはですね、どちらがどうだというような、

そういう言い方はちょっとできないのではないかなと。ただ、今、振り返ってみますと非常に負担

が大きく残っているということでございます。それで、町の方でも合併浄化槽に切り替えましたけ

ども、確かに現時点では合併浄化槽が有利だというふうに我々は判断しておりますけども、ただ、

これがずっと進んで行った場合にですね、技術進歩に伴って、合併浄化槽が本当に良かったのかど

うかという議論は出てくる可能性は十分あると思います。だから、そういう面で言いますと、当時、

この事業を選択したというのは、やっぱり当時の考え方で良かったのではないかというふうに考え

ております。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。そこでね、国がそれだけ肝いりで進めたものです。これ

だけ今、地方が大変な中で、白老で言えばトップの起債残高なのですよね。こういうものこそね、

なんぼ国が財政的に厳しいとは言ったって、例えば、交付税で若干見るとか、そういう姿勢が必要

ではないかと僕は思うのですよ。国の方で進めろと言って、前倒しでどんどん、どんどんやらせた

ものですから。これは確かですよね。間違いのない事実ですからね。そうであれば、やっぱり国の

責任と言うかな、そういう部分でやっぱり、この88 億というのはうちの起債の半分だということで

言えばね、国に要求しても僕は決しておかしなことではないと思うのですよ。だから、例えば利子

分ぐらい国に出せとか、そういう要求というのはできないものなのですかね。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） ご存知のように、やはり各地方自治体は、この下水道整備をやったことに

よって、その償還について苦慮しているということを、現状については全部そうなのですけども、

そういう形の中で北海道を通して国の方に言った結果、起債の償還の平準化債というのはご存知だ

と思うのですけども、そういう形もやっぱり要求に沿って出てきた答えであります。そういう面で

はですね、それをやったとしても、さらに非常に厳しい状況に置かれているということになってお

りますので、また、やはり北海道なんかを通して国の方に何らかの緩和策と言うのですか、余裕を

持たせていただきたいというようなお話はですね、これから、して参りたいと言うふうに思ってお

ります。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 
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 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第１３号 平成１９年度白老町公共下水道事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第13 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第１４号 平成１９年度 白老町学校給食特別会計予算 

○委員長（及川保君） それでは、議案第 14 号 平成 19 年度白老町学校給食特別会計予算を議題

に供します。 

 特別会計予算書192 ページをお開きください。 

 192 ページから201 ページまでの歳入・歳出全般について、質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 小さいことなのですが、193 ページの残飯売払収入 54,000 円というふうに

あるのですが、この関係で、今、学校給食の、私、残飯という言葉はあまり好きではないのですけ

ど、残食はどれぐらいあるのでしょうか。この数年、それがどのように推移しているのか、ちょっ

と伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 目時学校教育課長。 

○学校教育課長（目時廣行君） 残食の関係ですけども、傾向としてはちょっとわからない部分が

あるのですが、スープ関係とかですね、こういったものがどうしても残食として残る傾向がありま

す。それと、栄養士が学校で食の指導なんかで給食を一緒にした時にですね、きちんと話をすると

食べる傾向があるということで、食べ慣れないものについてはどうしても残食として残る傾向があ

るとかですね。それから、パンですね。パンが三星からメーカー変わったものですから、若干味が

落ちたみたいで、そのことによって残食が多くなってきたとか、そこへパンを突っ込んでしまって

ですね、そのようなことがちょっと今の傾向としてあります。担任が子ども達に、担任も食事をし

なければいけないのですが、教室を回りながら指導していくことによって残食は減ると。これは栄

養士がそういうことを確認しながら、これから、また、食の指導を進めて行きたいとこのように考

えております。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 残食の関係で、私は割合的にどれぐらいあるのか、きちんとね、計算でき

ないのかもしれないけれども、だいたい割合はわかると思うのですよね。出しているものが、量が

あるわけですからね。私は、残食があるということは、時間の関係はどうなのかということ。もち

ろん、栄養士さんが入って、お話して、一緒に食べて指導しているから、その時は残らないと。他

の市町村さんで時間的な関係はどうなのだろうと議論がされたようですけれども。中学生ぐらいに
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なると結構食べることには・・・。ただ、今はゆっくり食べようという指導もあるのですけれども。

そういった中での時間の配分がどうなのかということと、それから、メニューの関係がどうなのか

ということ。給食費を払わないで、その分、材料費を欠くわけですよね。減らすと言うか、単価を

下げたりとか、いろいろな工夫をしているわけですよね。その中で残食がどんどん出ているかはわ

からない、その割合がわからないと言うから、ちょっと残念なのですけれども。私は割合をきちん

と出して、量的なものがどうなのかということもね。もちろん、これはきっと低学年は 200 何ぼと

かって単価決まっていますから、その中のあれなのでしょうけれども、量的なもの、それから、時

間的な配分、それから、メニューはどうなのかという、そういった検討をされているのかどうなの

か。もし、残食が１割あるとしたら、給食費未納分ぐらいは出てくるのではないかなと、私、簡単

に計算して言っているのですけれども、そういった部分での検討はどうなのでしょうか。 

○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） 残食の量は毎日測定しております。 

 それと、時間の問題ですけども、低学年は準備に時間がかかる部分はありまして、その分で若干、

食事する時間が短くなるという部分で、これについては全部の小学校ではございませんけれども、

低学年については時間を延ばすようなことをしていますし、また、今後、時間を少し延ばすような

ことも考えて行かなければならないことというふうに考えております。 

 また、単価を下げるということについてはですね、現年度分、それから、過年度分合わせて99.5％

の収入を得ていますので、単価を下げるというようなことは平成 17 年、18 年についてはないとい

うふうに考えております。 

 あと、量の問題ですけども、当然、これはカロリー計算しておりますので、量が多すぎるとかで

すね、そのようなことはないというふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ノーベル賞をいただいたマータイさんという方が、日本に来た時にもった

いない運動というのをやったのですね。日本は特にリサイクル法というのができてね、食のリサイ

クル法というのもあるのですが、やっぱり、かなり日本人というのは残食、宴会に行っても、どこ

に行っても残食というのは見事なぐらいあるということで、そういったことに大変驚かれていたと

いう話も聞いたことがあるのですが。私はやっぱり、この残食、先ほど量っているとおっしゃった

ので量的なものはだいたい見えるのかなとちょっと思いながら、今、聞いていたのですけども。そ

ういったことをきちんと子ども達に教えて行く。食材王国として、食を大事にする、食を生かすと

いうね、そういうことを取り上げてやっていく中で食材を大事にする、それから、物の大切さとい

うのを、こういう中から子ども達というのは学んでいくのではないかなというふうにまた思うので

すね。そういった部分では、私はそういうことの時間が無ければ、そういうふうに変えているとこ

ろもあると言うのですけれども、やっぱり全体的にそれがどうなのかということを見て、もちろん

学校対応なのでしょうけれども、全体的に、じゃあ時間を延ばしたことで効果があるのであれば、

他の学校もそれを取り入れるだとか、そういった工夫をされてね、本当に残食を無くしていくとい

うことの努力は全ての教育に繋がると思いますので努力すべきだと思いますし、こういったことの
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トータル的なものをきちんと出した中でね、きちんと父兄の方々にも家庭でも物は残さないのだと

いうことに繋がるように、各家庭にもね、今、こういった残食の状況なのですということで、もち

ろん、好き嫌いもあると思うのです、ですから、メニューとかこういうことで工夫していますとい

うことをお知らせしながら、栄養士さんが入った時の状況の違いだとか、それは家庭の教育の違い

にも出てくるのではないかなというふうに思いますので、そういった手法をきちんと取られるべき

ではないかなと。もちろん、残食が残っても持って行く所もあるので無駄に投げていることはない

とは私も思っていますけれども、できれば残さないで済むような方法というのを考えるべきだと思

うのですが。 

○委員長（及川保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今、吉田委員さんがおっしゃるのはごもっともな話でございましてね。

ですから、先ほど、課長が言っているように、センターの栄養士が学校指導という形で行く時はで

すね、やはり先生と違った観点での指導の仕方というのをやっているみたいでありますしね、それ

によって、やっぱり、その日は残食が少ないと言うのですね。ですから、いかに毎日の指導が必要

かということで、先般、センターの方の会議の中でもですね、今後ですね、今、言った、もちろん

時間帯のこともあるのですけども、特に小学校なのですけども担任の先生にもやはり日常的にです

ね、今、言ったように、先生も食事の時間があるわけでございますけども、極力ですね、そういう

ものをやはり学校の方にお知らせはしてあるのですけども、なかなか徹底されていないという部分

があるものですから、その辺をまず徹底しようということ。 

 それと今、言っていました、もったいないですね。基本的にはこのことにも繋がって行きます。

これから、食育という中でですね、このもったいないということは当然、作る人、売っている人、

食べる自分方ということで、この辺をやはり基本的にやって行かなければ、好き嫌いは当然、大な

り小なりありますけども、もったいないということをですね、これから、各学校、そして、学校か

らセンター、各家庭へ発信して、この辺をやはり徹底していかないと、なかなか残食は解決の道は

ないということでございます。 

 それで、課長がさっき話したようにですね、残食の多い献立と残食の少ない献立というのはリッ

トルあたりで、目安でだいたい出しておりますけども、課長がおっしゃったように残食の多い献立

というのはやっぱりスープ関係ですね。また、パンも現実にそうなのです。だから、パンを変えれ

ばいいのではないかということになりますけど、これは道の方で指定されてやっている部分でござ

いますのでね、なかなか端的にこっちが悪いからこっちということにもいかない部分があります。

そういう形で残食の少ない献立を中心にということにもなかなかなりません、はっきり言いまして

ね。ですから、栄養バランスを考えた中で組み立てをしていくわけですけども、さっき言ったよう

に、やはり時間帯の問題、中学生と小学生の時間帯の問題、そして、もったいない、この辺をやは

り基本的には、これから入って行かないと解決の道はなかなかなって行かないというふうに考えて

おりますので、これは給食センター含めて、学校等もですね、当然、検討して行かなければならな

い大きな課題であるというふうに認識してございますので、時間をお借りして、さらに詰めて行き

たいなというふうに思っております。 
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○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 14 号 平成 19 年度白老町学校給食特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第14 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前 １１時５４分 

                                           

再  開   午後  ０時５９分 

○委員長（及川保君） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

                                           

◎ 議案第１５号 平成１９年度白老町工業団地造成事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） 次に議案第 15 号 平成 19 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算を議

題に供します。 

 特別会計予算書の208 ページをお開きください。 

 208 ページから221 ページまでの歳入・歳出全般について、質疑に入りたいと思います。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

 ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。217 ページについて、お伺いいたします。 

工業団地の案内板工事が載っておりますけれども、この工事概要をお知らせいただきたいと思い

ます。 

 次に、工業団地内並びに石山特区の樹木の整理・清掃委託料でしょうか、載っておりますけれど

も、工業団地内部の当時、植木した部分が相当、枯渇しておりますけれども、この補修も含んでお

られるのかどうか。 

 それから、国道沿いの石山特区の整備についても考えておられるのかどうか。この点について、

一つ、ご報告いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 
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○産業経済課長（三戸功二君） 石山工業団地の案内板作成設置工事の関係でございます。これは

今年度、新規で取り組む事業でございますけれども、今まで工業団地にどういう企業さんが立地さ

れていたのかというのがわからない部分が実はございました。そういう関係でですね、今回、その

企業さんの立地状況を含めた案内板ということで考えておりますけれども、今、この予算段階で考

えている内容につきましてはですね、一応、団地の、いわゆる図面を入れて、そこにそれぞれ立地

されている企業さんのお名前を入れた看板を作りたいということで考えておりまして。ただ、実施

段階にはですね、一番いいＰＲ方法としてどういう方法があるのかを含めて再度精査したいなとい

うふうに思っていますが。ただ、今、予算計上の段階においてはですね、今、申し上げたような、

団地の図面と言いますか、全体の案内とそこに立地されている企業さんがこうこう、こういうふう

にありますよと、そういうようなＰＲ看板を作成したいなとそんなふうに考えています。 

 それから、樹木の関係でございますけれども、これは予算説明の時にも申し上げましたけれども、

基本的に今、工業団地会計の主としているのは維持管理的なものが主になってございますけれども、

当然、工業団地は売り物でございますので、その商品が草ぼうぼう生えていたりだとか、潅木が入

ったり、そういうことはやはり環境整備する必要があるだろうということで。昨年も実施してござ

いますけれども、雑木なんかについては整理をするとともに、抜根も含めてやってございます。今

年度についても引き続き、そういう樹木の整理をして行きたいというふうに思っておりますし、当

然、沿道の草刈も含めてですね、そういう維持管理をして行きたいと思っております。 

 それから、従前に植えた樹木の補修等も含まれるかということでございますが、当然、そういう

ことも含めて環境整備を図って行きたいと。 

 それから、国道沿線についてもですね、主には草刈を中心にやってございますけれども、当然、

あそこに植栽しているものについてもみすぼらしいものがあれば、その補修を含めて整備をして参

りたいとそんなふうに考えております。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 案内板については、今、お話を聞きますと鳥瞰図的な案内板かなと頭に入

っているわけですけれども、せっかく整備されるわけでございますので、例えば、工業団地の案内

のという面からすると、外部から来られた方が一目でここに工業団地があるという、その工業団地

に入団している会社がどうなっているかということをやっぱり明確にわかるという方法がＰＲとし

ては非常に適切ではないかと思うのでございます。例えば、中空地の工業山地に行きますとやはり、

そういうふうな意味ではきちんとした案内板があるわけでございます。それから、東北関係の工業

団地に行きましても、そうでございますし。鳥瞰図的なものはむしろ、いらないのではないかと。

考え方によっては、やはり、そこに工業団地が明確に存在していると、どこに存在しているかとい

う場所が明確になればいいということで、通行する車両から完全にわかりきった場所に設置すべき

ではないかと思うのでございますけれども、その点についての考え方、どう思っているかをお聞か

せいただきたいと思います。 

○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） 今、吉田委員おっしゃるとおりですね、基本的にそういう考え方
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で今回、案内板設置をしたいというふうに考えておりましてね。先ほど申し上げましたように、今、

予算計上上では先ほど申し上げたような内容をもっての積算で計上してございますけれども、実際

に実施段階においてはですね、より効果的なＰＲとしてどういう方法があるのか、それを十分精査

して発注して行きたいなとそんなふうに考えております。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） だいたい、わかりました。それで、この計画につきましては、工業団地協

議会との協議状況はどうなっているのか。それについて十分、やはり工業団地の協議会と打ち合わ

せをした中できちんと整備すべきだと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○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） これの事業に入ります前にはですね、今、おっしゃるとおり、立

地企業協議会と十分協議しながら。もちろん、いろいろなアイデアももしかして、お持ちであるか

もしれませんし、先ほど、ちょっとお話が出ていましたけども、他の地域のそういう事例等も勘案

しながらですね、より効果的なＰＲができるような、そういう手法をもって発注に向けたいなとそ

んなふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。219 ページ、公債費のところでちょっとお尋ねをしたいのです

けども。公債費４万という形で出ているのですけど、これは一時借入金の利子の返済だということ

なのですが、累積の負債というのが 14 億なにがしあるわけで、それはだいたい 17 年度で起債の償

還は終わったというふうに抑えているわけですけども。これから、一時借入の利子だけ返済してい

くということになれば、14 億というのは減っていかないのだろうと。じゃあ、土地が売れるまで赤

字のまま、ずっと、そのままにしておくのかどうなのか。その辺り、伺いたいと思いますが。 

○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） 今、累積赤字の今後の解消策のお話かと思いますけれども。 

まず、これまでも申し上げおりますように、まだ売れる土地がございますのでね、その土地をま

ず売るということが基本でございまして、それに努力をして参りたいなというふうに思います。 

 それと、その中でもですね、これをなるたけ早い時期に解消していくという、そういう方策も当

然、必要だと思います。これについてはですね、今回いろいろなところで申し上げておりますけれ

ども、今の財政プログラムの中でもその辺を慎重に検討して行きますよということでご答弁申し上

げておりますけれども、一方では土地を売払いする、また一方では財政プログラムの中で一般会計

の繰入等も含めて今後、検討していくとそういうような考え方を持ってございます。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） いろいろと 14 億については論議をしてきたところですけども、20 年から

始まる連結決算で言うと、一番大きな、大変な負債だということで何とかしなければならないと思

うのですが、造成した土地はあると言いながらね、それを何とか売払いながらというのはわかるの

だけども、いつ売れるかわからないということと、売ったとしても必ず何割かの安い値段で企業誘
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致するとか何とかという形でやって行かなければならないとすれば、やはり、その分というのは目

減りする分だとかね、そういう分というのは確実に減らして行かなければならないのではないのか

なというふうに思うわけですよね。だから、勝手なことを言うわけにいかないけども、14 億のうち

何割減るかわからないけども、土地が必ず売れるぞという形、この値段で売れていくぞというとこ

ろをきちんと抑えながら、どうしても目減りする分というのは計画的に減らしていく、二桁の赤字

を一桁にしておくとか、そういうような目標というのはきちんと立てるべきではないかと。そうし

ないと、やはり大きな借金を背負って、いつまでもいるというような形になってしまうのではない

かという心配があるのですよね。そういうある一定程度はもう町の責任で減らしていくのだという、

そういう目標というのが、そういう計画というのが立てられるのかどうなのかね。今、プログラム

の中でもそういうような形で進められているのかどうなのかね。その辺り、もう一回伺いたいので

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） 基本的に今、私ども、会計そのものについても今後の財政の健全

化の計画を作る予定しております。それと併せてですね、その計画と財政健全化プログラムとの整

合性を図りながら進めて行きたいと基本的にはそういうふうに思ってございます。 

 もう一つはですね、当然、数字的にはそういうことなのですが、これも先の議会で議論になって

おりますけれども、確かに今、全部売払いしても過去のいろいろな政策単価を持っての売買だとか

ですね、あるいは路線価の関係でどうしても低く抑えざるを得ない単価、そのようなこともあって

ですね、当初、投資した事業費を土地売払いだけ回収するのは困難という一つのシミュレーション

が実は出ているわけですね。そこで出る額と企業さんがおいでいただいて、そして、どういう効果

がなされているかという、そこの検証も一つ必要なのだろうなと実は思っております。今、私ども

の方もですね、つい５ヵ年ぐらいの経済効果的なものを、かなりラフな面はあるかもしれませんが

抑えている部分で行けばですね、例えば固定資産税であるとかですね、法人町民税の関係であると

か、そういう税関係で約４億4,000 万ほど、５年間であります。 

 それと、うちの工業団地はわりと食品製造関係が、そういった関係があるのだろうと思いますが。

実は上水道・下水道使用料でも３億 4,000 万ほど、そういう使用料が実はあるのですね。全体でで

すね、この５ヵ年の中で７億 6,200 万ほどの、ある面、経済効果と言えば、そういう部分が実はご

ざいましてね。これは５ヵ年ですから、年間に直しますと約１億 5,200 万ほど、そういう効果があ

るよと。 

 そして、この他にですね、いわゆる個人住民税の普通調整分、これはなかなか、ちょっと計り知

れない部分があるのですが、いずれにしても、かなりのですね、そこから、いわゆる消費に回って

いくだとかそういう効果が実は出ているだろうというふうに思っています。そういうことを含めな

がらですね、一方ではまず、数字上の多額の累積赤字があるものについてはですね、財政の健全化

計画を立てながら、あるいはまた、健全化プログラムとの整合性を取りながら、そういうことで進

めて参りますけれども。また、一方ではこういうような経済効果というものを毎年、毎年、検証し

ながらですね、確かに数字上では出てこない部分かもしれませんが、一方ではこういうこともある
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よというようなところも抑えながら進めて参りたいと、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） 企業さんを呼んでね、そして、あそこへ立地した時に経済効果というのは

あるから来てもらうのであって、いろいろなところに波及するということは、私は百も承知の上な

のですね。ただ、いろいろなところへ経済的な波及効果があることと、14 億の累積赤字を確実に埋

めていくということとは質が違うのではないのかなという気がするのですよね。波及効果があった

から、赤字はそのままあってもいいのだという解釈になったら大変なことですよね。だから、必ず、

そういうふうに土地の可能性のある部分だけの借金は残したとしても、あとの、どうしても目減り

してくるような部分については計画的に返済していった上で、それが出来上がって、波及効果がさ

らに出れば一番いいことであってね。そういうふうに解釈するのだけど、今の説明だとね、波及効

果もあるから、それでいいのかなということになってしまうと借金がそのまま残ってしまうのでは

ないかという、こういう疑問が出たのですけども、その辺りはどういうことなのですか。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 委員はそういうふうに捉えたと思うのですが、課長の方から最初に言った

のは一般会計でも繰り出しますよということを明確に答弁しています。ただし、それと同時に企業

誘致も一生懸命やりますよと。実は午前中もちょっと欠席させていただいたのは、そういう企業さ

んが来たものですから欠席させていただいているのですけど。今、一生懸命やっているわけなので

すね。簡単に企業って来るものではないのですね。ですから、当然、14 億の赤字は埋めなければな

らないと。それに今、職員一丸となって努力しているわけなのですよ。一般会計からも繰り出す、

土地も売って、それも減らすということで単純な２つのことを今、一生懸命やっているわけなので

すが。ただ、その中で私が常々言っているのはですね、14 億の赤字だけを前面に出して言わないで

くれと。そこなのですよ。担当の職員がみんな萎縮してしまうのですよね。だから、私は皆さんに

言っているのですよ、赤字、赤字、赤字と。ですから、みんな一生懸命やっているわけですから。

今日も２社ほど来て、今、やっているわけですね。ですから、一定期間見ていただいてですね、そ

の後、きついこともあればですね。これは全部、私の責任ですから。ただ、今、頑張っているとい

うことだけは理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） この関連で、特別工業地区の事業をやめたところの跡地ありますね。だる

ま食品さんとか。あれの今後の考え方、何かありますか。もちろん民地ですから、町がどうのこう

のではなくて、工業団地を形成するという上でやっぱりちょっと考えなくてはいけないのではない

かなとちょっと思うのものですから。それが一点。 

 報道によりますと、今ある工業団地の企業さんが大きくしたいというようなお話があるというこ

とがありましたけれども、それがね、金額はいいのです、売れたら、工業団地造成会計は借金が少

し減るというふうになるという理解でいいのですか。 

○委員長（及川保君） 三戸産業経済課長。 
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○産業経済課長（三戸功二君） 石山特別工業地区の空きになっているところ、特にだるま食品さ

んという名前を出してのことでございます。実は私どももですね、ここの会社とはいろいろな接触

をしてございます。ということは、そこを借りて事業展開したいよというお話も伺いながらですね、

所有者の方ともいろいろお話しているという経過がございます。まだ、それが最終的に賃貸まで結

びついている実態にはございませんけれどもね。私ども、一番やはり、あそこの部分については建

物もありますしね、建物というのはどうしてもそのままにしておくとだんだん、だんだん老朽化し

て参りますので何とか活用という部分でですね、もちろん所有者の方にもお話申し上げております

し、いろいろな引き合いがあるようなところについてもですね、ご紹介と言いますか、仲介等をし

ながら対応しているという状況にございます。また、一つにはですね、あそこに同じくあった建物

でおやめになったところが実はございますけれども、そこについては町内の業者さんでございます

けれども、新たにそこを買い求めて展開されているというようなこともございます。いずれにして

もですね、そういうような既存の空いているところについてはですね、今、申し上げたような仲介

をしながらですね、所有者の人とも今後どういう利用をされる状況にあるのか、そんなことを含め

て情報の取り合いをしているということでございまして、一切、手をつけていないということでは

ございませんのでご理解いただきたいと思います。 

 土地売払いしたものについてはですね、基本的にこの会計で売払うわけですから、当然、会計の

収入というふうに考えてございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。特別工業地区の関係だけど、だるま食品とセイコーマート

さんですか、それともう一つと。違う人がやっているというのは言っても構わないのだったらね、

ちゃんとそこで何かやっているところがあるのですか。 

○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） 個人の事業者さんですから、あれですけども、伊藤木彫さんが実

はおやめになって、そこで今、虎杖浜で建具屋を展開してございます、須貝建具さんがそこを求め

られて、そこで今、事業をやっているとそういう状況でございます。 

 工業団地でもそういうところの例がございますけれども、おわかりかと思いますけども、旭精密

さんが持っておられたところに、たいせいというプロパン関係の方が入って来てやられていると。

いずれにしても、特別工業団地、それから、石山の工業団地を含めてですね、立地はされたけれど

も、していない企業さんのことも一時話題になりましたし、あるいはまた、実際に建物を建てられ

て、その後、廃業に至っている、そういうところを含めてですね、やはり、いろいろな相手方の情

報も得ながら、あるいはまた、今後、進出の希望があるところの仲介等を含めて対応しているとい

うことでございますのでご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。 

 議案第 15 号 平成 19 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第15 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第１６号 平成１９年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） 次に議案第 16 号 平成 19 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算を

議題に供します。 

 特別会計予算の228 ページをお開きください。 

 228 ページから 242 ページまでの歳入・歳出全般及び地方債現在高見込額調書について、質疑に

入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。ございませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 16 号 平成 19 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第16 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                          

◎議案第１７号 平成１９年度 白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） 次に議案第 17 号 平成 19 年度 白老町港湾機能施設整備事業特別会計予

算を議題に供します。 

 特別会計予算書248 ページをお開きください。 

 248 ページから 267 ページまでの歳入・歳出全般及び地方債現在高見込額調書、債務負担行為に
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関する調書について、質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 1７号 平成 19 年度 白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第17 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                          

    ◎議案第１８号 平成１９年度白老町墓園造成事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） 次に議案第 18 号 平成 19 年度 白老町墓園造成事業特別会計予算を議題

に供します。 

 特別会計予算書274 ページをお開きください。 

 274 ページから 290 ページまでの歳入・歳出全般及び地方債現在高見込額調書について、質疑に

入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 18 号 平成 19 年度 白老町墓園造成事業特別会計予算、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第18 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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    ◎議案第１９号 平成１９年度白老町介護保険事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） 次に議案第 19 号 平成 19 年度白老町介護保険事業特別会計予算を議題に

供します。 

特別会計38 ページをお開きください。 

 特別会計予算書の第２表 債務負担行為について、質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 次に、296 ページから 343 ページまでの歳入・歳出全般及び債務負担行為

に関する調書について、質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。先ほどもちょっとお話をしましたけれども、介護保険の

利用の関係では介護保険料が、白老の場合は全国全道水準の半分ということなのですけれども、ち

ょっとこの間、常任委員会でも聞きましたけれどもね。その後、私、ちょっと聞いて歩いたところ

によると、例えば、介護を必要だというふうに言っていた人が、包括支援センターの方が来られて、

それぐらいならいいんじゃないのと言われたという話を、実はその常任委員会の後に聞いたのです

よ。そういうことというのは、もちろん不服申立かな、何かそういう制度ありますよね。全く不服

申立なんかに、道か、どこかに行っていないのかどうか。 

また、その認定について、不服申立がこの１年間なら１年間、あったか、ないか。その点どうで

すか。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事(武岡富士男君) ただ今の、お答えいたします。不服申請はござい

ません。 

 それでちょっと今の、認定をもらっている方にですね、うちの方が介護予防を推進してございま

すので、ケアプラン等々のご相談に来た時にサービスの必要がないと言ったのかですね。その辺を

うちの方では絶対そういうことはないように、あくまでも予防の給付のために使える範囲が決まっ

てございますから、そういうことはなるべくしないということを徹底してございますので。 

 それともう一つは、認定をもらったけど、その認定が自分思っているより低いよと言った場合に

ですね、まずは、お客さんはうちの方の介護保険係に来ます。その中でよく事情をお聞きして、ど

うしてもということでありますとね、期間が来なくても区分変更で再度、審査会にかけてございま

すので、それが道の審査会の方に行くということはですね、まず、ないということで、私ども、誠

実に対応させていただいてございますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。もし、

そういう実態がありましたら、直接電話をいただければ、私の方で個別に対応しますのでよろしく

お願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 



 - 157 - 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。実際にそういう話があったことは事実だから後で話ししま

すけれども。私が言いたいのは、例えば、要介護から要支援に移るだということありますね。実際、

今の制度の中ではあったわけですけれども。そういう時、やはり細心の注意を払って接触していた

だきたいと。例えば、本人はやっぱり困って言うのだけれども、客観的に見て、それは大丈夫だと

言われたら大丈夫なのかもしれませんけれども、その心情というのは、やっぱり来た方に言うとい

うのはなかなか大変なようです。私はたった１件です。はっきりしていますから。１件しか聞いて

いませんから、そのことで全部、判断しようなんて思っていません。ただ、この間、常任委員会で

議論あった中でそういうことがないと言って、白老の場合はすごくいいというのは、私もそれは認

めていますから。ただ、そういうことがやっぱり起きてくる可能性がありますので、一つ十分注意

して対処していただきたいということです。 

○委員長（及川保君） 武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事(武岡富士男君) そういうことはあってはならないことでございま

すので、対応については十分ですね、うちの包括の職員は徹底してやっていきますので、そういう

ことでご理解ください。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 19 号 平成 19 年度白老町介護保険事業特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第19 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                          

    ◎議案第２０号 平成１９年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算 

○委員長（及川保君） 次に議案第 20 号 平成 19 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計

予算を議題に供します。 

 特別会計予算書の350 ページをお開きください。 

 350 ページから 385 ページまでの歳入・歳出全般及び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、質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 
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 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。一昨日ですか、給与費の中で４名の話がありました。ち

ょっと僕の認識が、あの時ちゃんと聞いたのですけど認識が違ったらごめんなさい。養護老人ホー

ムから４名の方は本庁に戻ると、そういうことで解釈していいのですよね。 

 いいとしたら、その教育とか、部署と言うのですか、仕事の中身とか、そういうことをどういう

ふうに教育されるのか。一般職の人が戻って来るということだったら、わかりました。 

○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、昨日のやつで４名こちらに戻るというのはですね、事務

職の人、それと調理師１名は戻ります。それで、この前にも話ししましたけど、３月にもう指定管

理になっていますので、調理師の方は３月、総務課付で発令して、今、研修中ということでござい

ます。あとの３名については一般事務職ですから、その方は普通の業務ということで。残りの方は、

介護士の方々は派遣ということで、それは次年度以降の関係になります。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。１名でも調理師の方が戻られたということなのですけど

ね、それは何もどうのこうのはない。ただ、その方はずっと調理師だけをやられていたとしたら、

一般職でやるというのはなかなか大変だと思うのですよね。逆にそういうことがプレッシャーにな

ってしまうということは言われていた、今まで議論されていました。十分承知しています。ただ、

やっぱり、その人の権利もありますのでね。どういう部署に配置をするのかとか、教育をして何で

もできるというふうになるのかどうかというのは、僕はよくわかりませんけれども、年齢等々いろ

いろなことありますでしょう。そんなプライバシーのことは聞く気はないですよ。ただ、教育訓練

をどうやって、本当に役場の中になじめるような状況を作れるかどうかというのがね。今後のこと

もありますから。そこら辺はどういう人事管理を考えていらっしゃるのか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 前段とちょっと話だぶりますけど、３月中、実務研修ということで一

月総務課内に配置しましてですね、実務研修をやっております。ただ、今、お話のとおり、調理業

務を長年やっていますので一般事務的な部分については、十分一般事務でやってきた方と比べたら、

やはり、その部分は業務として発生していない部分でございますので、そこの部分は今の実務研修

と、それから、４月に入りまして、新規採用職員の研修もございますけども、そういう中では研修

を受講させようと思っています。そして、併せてですね、今の時点で配置部署だとか、どういう仕

事の内容となると、ちょっとまだ内容もまだしていない段階ですから、この場ではちょっと控えさ

せてもらいますけども。当然、年齢も40 代なのですけどもね、一般的な業務を即、他の人たちと同

様な形にはなかなかならないとは思いますけども、実務研修の中と４月入った中で同僚の職場研修

を含めてですね、研修をさせた中で実務をやっていただくというふうに思っています。 

 ちなみに、今ちょっとご質問なさったのですけども、介護される方々、これにつきましては 19

年度中にですね、５月・６月・７月、それから、９月・10 月・11 月、２回ほど一月、一月。これは

役場の方で受け入れて研修を行なうという計画は立てております。以上です。 
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○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的にはわかりました。例えば、調理師の方、それから、専門職的な方

ね、そういう人が適している部署というのは、今の町の役場の中にはありますか。 

○委員長（及川保君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） どうしても福祉関係という、例えば、前段で面談を行なった中ではで

すね、自分の方としては福祉関係の仕事をやりたいけどもというようなお話はありました。ただ、

今、寿幸園でやってきた福祉の業務と、いわゆる、役場の方の一般事務とは質が違うと言いますか、

福祉は福祉だとしても全然質は違うと。それから、全員が全員同じ部署にという配置もできません

のでね。それは、一般事務職ということで配置されるということで思っています。ただ、今、持っ

ている技能を持って、役場の方の配置が可能な部署があるかと言うと非常に難しい。やっぱり一般

事務職になってしまうと。ただ、社会福祉士とか資格を持っている方も、今回の辞令ではないです

けども介護士の中にいますのでね、そういう方々の資格を有する部署というのはありますので、そ

ういう形での活用は今後、考えられるかなというふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 20 号 平成 19 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第20 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                          

    ◎議案第２１号 平成１９年度白老町水道事業会計予算 

○委員長（及川保君） 次に、議案第 21 号 平成 19 年度白老町水道事業会計予算を議題に供しま

す。 

 別冊の水道事業会計予算書、18 ページをお開きください。 

別冊の水道事業会計予算書 18 ページから 24 ページまでの収益的支出から質疑に入ります。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、質疑の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） 18 番、加藤ですが。24 ページですね。２款の営業外費用の内、３目の消費

税ですね。これは前年度対比で結構、80 万くらい増えているのですが、本年度は。事業費全体が減

っているにも関わらず、消費税が増えているのはなぜかなと思うので、その辺りご説明願いたいと

思います。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 本来であれば、１つずつ細かい数字をもってご説明した方がすご

くわかりやすいとは思うのですが、これは19 年度の課税されるものの出し入れを、当然、予算措置

上で全部拾いきって所定の費用で計算した結果なのです。ですから、それの中で特にとなると、か

なりの項目の税のかかっているところがあるものですから、具体的な数字につきましては、後ほど、

お知らせしたいと思います。ご承知だと思うのですが、仕入れと、要は水道会計で買うもの、それ

から、工事なんかで支出するもの、当然、消費税かかっていますよね。それらの仕入れと支出の支

払いの中の課税かかる分の細かい計算があるのですが、それらをやった結果を昨年より増えている

ということです。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。私がお聞きしたいのは、そういう中身の細かいことで

はなくて、事業費全体は減っているのですよ、それにも関わらず消費税が増えるというのは、普通、

常識的には逆に減るのが当たり前だと思うのだけども、それが増えるということの要因は何かとい

うことだけなのです。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 課税売上げと課税収入ですね、その収入の方が多かったので税の

支払いが増えるということなのですよ。先ほど、買うものと払うものと、という。ですから、単純

に言うと収入が多かったので、その差額分がどうしても多く消費税として払わなければならない。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 次に収益的収入、17 ページをお開きください。 

 質疑のあります方はどうぞ。 

 次に資本的支出、26 ページをお開きください。 

 質疑のあります方はどうぞ。ありませんか。 

 次に資本的収入、25 ページをお開きください。 

 質疑のあります方はどうぞ。 

  それでは、７ページから 10 ページまでの給与費明細書及び債務負担行為に関する調書について、

質疑のあります方はどうぞ。ありませんか。 

 それでは全般について、特に質疑もれのございます方はどうぞ。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。水道会計は極めて、白老の会計の中では良好な会計だと

いうふうに理解はしております。 

それで、ちょっと確認なのですけどね。13 ページの予定貸借対照表。平成 18 年度分で利益剰余
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金の合計が４億 4,632 万 4,000 円となっているのですけど、これが要するに全額が内部留保資金と

いう、利益がこれだけありますよということでいいのですか。そういう理解でよろしゅうございま

すか。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） そのとおりであります。一部、基金とか、そういったところに入

っていますが。基金ではないですね、積立金です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。これはもちろん、平成 19 年度の予定貸借対照表も利益

ということになっているのです。それで、これは今の状況で行くと、建設改良をきちんとしながら、

管の取り替えとか建設改良をしながらね、このままでかなりな年月ずっと黒字で行ける見通しにな

っていますか。これはずっとプラスで行くような要素になりますか。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） 浄水場の老朽化が今後の大きな懸案事項になっています。その改

修、もしくは新築というような大きな投資がない限りは、老朽管取り替えを計画的に進めて行けば、

おおむね、この程度の黒字で、さらには内部留保資金を使って、これまでの地方債を返していくと。

年々、少しずつ減少していっていますので、大きな投資がなければ、当分このまま健全で行けると

いうふうに考えています。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。これはやっぱり、どうしてこうなるという言い方はちょ

っとおかしいのですけどね、他の会計が同じような状況の中でありながら、もちろん下水道みたく

多大な投資をしているというのは別ですけども、水道だってパイプも要れば、建物も要るわけです

よ。この会計は白老の場合ね、ずっと以前から内部留保資金をきちんと持ってやっているのですよ

ね。ここは実際に公営企業会計の全部適用しているわけではない、全部適用しているのか、ここは。

しているのだね。どうしてって、ここから学ぶものが何かあるのかどうか。ちょっとそこら辺がよ

くわからないのですけどね。プラスだということはやっぱり、僕はすごく評価すべきことだと思う

のだけど。同じではないのかもしれないけど、資本投下をしていて黒になるというのは何が要因な

のですかね。 

○委員長（及川保君） 佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君） まず、おおむね設備投資が終わっているということですね。それ

の初期投資をしたものの地方債が順調に返済をしていっているということ。それから途中で、当然、

収入源である水道料金、使用料というものの料金改定を数回繰り返しながら、会計運営をうまくや

ってきたということになると思います。それで、下水道事業の方で、なぜ、そういうふうにできな

いのかというふうなご質問ですが、やはり水道の投資額よりも下水道事業の投資額の方が、例えば

メーター単価にしても、処理場ひとつにしても、かなりの投資額が必要になります。ですから、ど

うしても起債額が大きくなってしまうと。それに対する料金収入というのは、若干高めですよね、

下水の場合。それでも、やっぱり間に合わないと。それと、まだまだ下水道を整備して行かなけれ
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ばならない地域がまだ残っているということを踏まえるとですね、水道はだいぶいいところ落ち着

いてきている。大きな設備投資がほぼ終わっているという、その差だと私は判断しています。 

○委員長（及川保君） ここで、ございませんか。 

 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。今の話にちょっと関連するのですが、私も水道の方は

非常に順調な経緯をたどっていると。ここで儲けたと言ったらおかしいが、上下水道というのは一

体なものなのですよね、我々の支払いもそのとおりなのだけども。ここで儲けた分を下水道の方に

つぎ込んでね、80 億もあるようなものに少しずつ減らしていくという考え方だって一体感からすれ

ば、そういうことも必要ではないのかなと。儲けてという言葉はちょっと悪いけれども、当然、水

道料金を上げたりなんかしてバランスを取っているわけだからね。だから、余計な儲けという意味

ではなくてね、利潤を得ているからには下水道の方にもそれを振り分けるというような柔らかい考

え方というのはね、今後のあれから言ったらね、それこそドッキングして決算書作らなければなら

ないわけですから。そういうことから行けば、会計上は、私はできると思うので、そういうふうな

考え方について、どのようなものですかね。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） お答えいたします。今、言った、現時点での会計上は無理であると。ただ、

もう一つですね。実際に今、運用しているのは水道会計の方から下水道会計の方に融資と言うか、

お金は貸し付けております。そういう形で下水道会計の負担を少し、少なくしてやっているという

ようなことです。 

 それともう一つがですね、先ほどからちょっと議論になりましたけども、私なりの捉え方で申し

ますと、水道事業の黒字化というのはですね、やはり一般の下水道事業だとか、他の公共事業と言

っていいのですかね、基盤整備事業と違いまして先行投資がないということですよね。その需要に

応じて、その都度、その都度、その事業を進めるところが、やはり会計上大きく負担を少なくして

いるのではないかと。健全な形で進められるのではないかなというような、そういうことが一番大

きい要素だと。 

 それから、もう一つは、水道事業はこれからですね、やはりライフラインですので、浄水場の問

題がいつ出てくるかはわかりませんので、やはり、この辺はしっかりと抑えた中で運営していかな

ければならないというふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。20 年度から連結決算でということになりますとね、白

老町というのを一つのかまどと見るとね、ルールがあるでしょう、確かにこっちの会計をこっちの

会計に行ったり来たりというわけにはいかないこともわかるのだけれども。どっちみち片一方で儲

かっても、片一方で赤字出せば、そっちに支払う率の負担が増えれば、連結決算では同じ形になる

のですね。だから、そういうことをやれば、分権の時代で地方にある程度、ルール的に抵触しない

のであれば、そういう考え方をしてですね、そして、儲かるという言葉はちょっと語弊があるのだ

けど、利潤の出るのは利潤の出ない赤字の方を補てんするようなね、そういう考え方というのは、
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今後ですね、必要だろうと私は思うのですよね。最終的には連結させられるのですから。ですから、

そういう感覚をこれから持った、特に企業会計であれば、そういう感覚を持ってやらなければなら

ないのではないのかなというふうに思うのですけれども。今すぐやれと言っても、ルール的にはで

きないとしてもですね、やはり将来的にはそういう感覚を持ってやればいいのではないのかなとい

うふうに思うのですけれど。もう一度、助役さんにお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） お答えいたしたいと思います。連結決算についてはですね、やはり、その

内容について、まだ、もう少し詳細に抑えなければならないということ。財政特有の方のご説明あ

りましたけども。今、加藤委員さんが言われるように、それも一つの方法だというふうに考えてい

ます。ただ、他に別な形の中で、やっぱり今の行政改革を進める中で、水道事業を行政でどうして

もやらなければならないかというようなことも議論されて来始めて来ていますね。要するに行政で

はなくて、他のしっかりしたところの組織があれば、そちらの方に動かすというような考え方も最

近浮上してきておりますので、やはり、そういうものを含めた中でこれからは考えて行かなければ

ならないのではないかなというふうには捉えております。以上でございます。 

○委員長（及川保君） よろしいですね。他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 21 号 平成 19 年度白老町水道事業会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第21 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎議案第２２号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算 

○委員長（及川保君） 次に、議案第 22 号 平成 19 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算

を議題に供します。 

 別冊の病院事業会計予算書、20 ページをお開きください。 

20 ページから31 ページまでの収益的支出から質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（及川保君） それでは、次に移ります。収益的収入。19 ページをお開きください。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 次に、資本的支出。32 ページをお開きください。ページの下段でございま

す。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 次に、資本的収入。同じページの上段でございます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 次に、７ページから12 ページまでの給与費明細書及び債務負担行為に関す

る調書について、質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、全般について、特に質疑もれのございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第 22 号 平成 19 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（及川保君） 全員賛成。 

 よって、議案第22 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎審査結果報告書作成の議決 

○委員長（及川保君） 以上をもちまして、本特別委員会に付託されたすべての議案の審査を終了

いたしました。 

 なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 
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    ◎閉会の宣告 

○委員長（及川保君） ３日間にわたっての平成 19 年度の予算等審査特別委員会でございました。

大変、委員各位、そして、町長以下理事者、各担当の課長の皆さん、本当にご協力いただきまして

ありがとうございました。 

 しかしながら、誠に残念な質疑などもございまして、関係する方々に大変不愉快な思いをさせて

しまったことに私の立場からも改めてお詫びを申し上げたいと思います。 

 もうまもなく平成19 年度のまちづくりがスタートするわけでございます。非常に厳しい財政状況

にありますが、町長にお願いであります。３日間にわたってご議論をいただいた議案も含めて、将

来の白老町、さらには町民の明日への幸せに繋がるような思い切った改革と、常識を打ち破るくら

いの気構えでまちづくりを進めていただきますよう心からお願いいたします。今、大胆な改革をし

なければ、明日の白老はないのでございます。まち、議会、町民が知恵を出して、勇気を持って、

この難局を突破しようではありませんか。以上、閉会にあたってのご挨拶といたします。 

３日間にわたってご苦労様でございました。ありがとうございました。 

 これをもって、予算等審査特別委員会を閉会いたします。 

 

（午後 ２時０２分） 


