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○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 それでは、先ほどに続いて総務費、20 ページまで。ほか、ございましたらどうぞ。よろしい

ですか。 

 それでは、次、進みます。20 ページ２目姉妹都市費から 24 ページ８目車両管理費まで。決

算書は 97 ページから 102 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。24 ページの共用車管理経費についてお

伺いいたします。予算のときから比べまして、需用費とか随分ふえたのですけれども、ここの

公用車の集中管理業務委託、前からも議員の人からもちょっと質問が出ていたように思うので

すけれども、これは、公用車を自分たちで管理してはどうかという話はあったような、私、記

憶していたのですけども、その辺の考え方をお一つお伺いしたいと思います。 

 それともう一つが、ここの中で公課費とあるのは税金だからわかるのですけど、その前の備

品購入費が随分高いのですけども、これは何の部分なのでしょうか。その２つをお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ２点ご質問ありました。１点目が公用車の集中管理業務でござい

ます。以前から、やはりこういうご意見いろいろございました。それで、去年は予算のときか

らこれを盛らせていただいて、19 年度は従来どおりの集中管理という方法をさせていただいた

ところなのですが、改革プログラム等々ございまして、20 年からは集中管理方式をやめまして、

職員での対応というふうに変わってございます。19 年は従来どおりの集中管理方法という形で

対応させていただきました。 

 それから備品につきましては、町長の公用車の購入分で、５年間で返済というふうになって

いますので、これは 19 年度に発生する支払い分という内容のものでございます。以上でござい

ます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） それでは、20 年度から職員がということでわかりました。 

 町長の公用車ということなのですけども、今、乗っていらっしゃる公用車のことでないのか

なと思うのですけれど、私もいつから今の車に乗っているのか、すみません、よく存じません

でしたけれども、総額でいくらなのか。それとも、これはどういうふうなものなのですかね。

リースなのでしょうか。それとも、実際に車を買われたのか。そういう内容と、それから、総

額がいくらになっていて、何年間で支払うのか。お一つ、お伺いしておきたいと思います。 

 もう一つが、予算書は高速道路通行料というのが入っているのですけど、決算書には入って

いないのですよね。どうしてなのでしょうか。この辺をお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず、１点目の公用車の関係でございます。平成 17 年度から 21

年までの５カ年で返済する形になってございまして、総額、町長公用車 493 万 5,000 円でござ

います。５年間の返済で、今回、決算書に載っているのが 19 年度分の支払い。それで、購入で
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す。レンタルではございません。完全購入で５カ年で支払うという内容でございます。 

 それから、高速道路の使用料でございますが、主要成果説明書の中の使用料、この中が高速

道路の使用料という内容でございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ５年計画で 493 万 5,000 円で乗用車を買われたということなのですけ

ども。これは、議会は別にそれに関しては、車を買いますよということは聞かなくても買える

ということなのですね。それがよくわからなかったものですから。それでよろしいのですね、

そういうふうに理解して。別にこういうような計画を立てますよとか、そういうことは別に何

もいらないということなのですよね。ということが一つ。議決しているとかではなくて、こう

いうふうにレンタルしますよとかね、買いましたよというのがなかなかこれだけではちょっと

わからないというのですか。先ほども言いましたけれども、それが一つあります。 

 それともう一つ。私もまだ５年目ですので、その辺がちょっと備品購入費という部分だけで

ね。車両購入費と書いていただけるとよくわかったのですけども、その辺がよくわからなかっ

たというのが一つ。 

 もう一つですね。高速料金が 81 万 3,000 円となっていたものが、かなり金額がこうやってふ

えていますけれども、この辺がどういう考え方でこういうふうにふえたのか。やはり、きちん

とその辺の、公用車の１円、２円と言ったら失礼な言い方ですけれども、例えば、今、高速料

金はＥＴＣを使うと安くなるとか、いろいろな形のものがありますけれども。それから、早い

時間帯を走ると安くなるとかね。それから、町長を送りに千歳空港まで行ったら、帰りは下を

通って帰ってくるとか、そういうような努力はどの程度されているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） ちょっと待ってください。西田委員、今回３回目ですからね。 

岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ２点ございました。１点目、町長公用車の関係ですが、平成 17

年の予算編成のときに、予算審議の中で町長公用車を購入しますと、そして、これを５年間で

返済しますという債務負担行為の中で購入させていただきました。それで、単年度の購入がそ

れぞれ決算として出てきているということでございます。 

 それともう一点、高速道路の関係でございますが、札幌出張が多くあるのですが、以前はＪ

Ｒ利用というのが多くあったのですね。例えば、一人ならあれですけど、二人、三人出張する

ときはＪＲで切符を三人買うよりも、公用車で行ったほうがより安いと。ガソリン代と高速料

金しかかかりませんから。そういうふうに切りかわっていったというのが要因で、プラスとし

ては若干出てくるという状況になってございます。 

 ＥＴＣも、実際、車両全車についているわけではなくて、町外出張用はＥＴＣをつけて高速

利用というふうになるのですけども、時間帯にうまく合えば安く使える時間で帰ってくるだと

か工夫はしていますが、やはり、すぐ役場に戻って次こうやらなければならないという部分で

はなかなか。時間規制の中で活用できるときは、当然活用するようにしていますし、できない

場合はどうしようもないのですけども、そのことはきちんと職員も意識持って対応してもらっ
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ているとこういう状況であります。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 20 ページの姉妹都市協会運営事業経費、お聞きします。私、資料いた

だきましたけども、19 年度の事業報告を見ますと、ケネル行ったり、仙台行っていますけども、

事業にかかわる予算書で支出を見たら、19 年度の主要成果説明書見たら、人件費が 253 万 7,000

円払っているのですよ。短期の事業なのに、これだけの人件費、多分１年分だと思いますけど

も、必要なのかどうか。ということは、財政改革プログラムでも大型補助金の人件費削減にし

ています。そして、今は職員も 20％カットして非常に厳しいので、そういう部分を考えたらい

いのではないかという議論が今までの経過で出ていますので、私はそういう立場でお聞きしま

す。そういうことをやっぱり議会も承知しておいて、今後、歳出の削減にも参考できるような

形に皆さんが理解する必要あるのではないかと。それで、内容もどういう内容で仕事の量がこ

れだけいるのか。それと、予算査定はされていると思いますけども、周期を決めてやっている

のか。それと、この中で見ると、派遣、引率の人が５名とか３名いますけども、いつも行政と

か、ここにかかわっている人が同じようなメンバー、顔ぶれで行きますけども、やっぱり学校

で姉妹校結んでいますから、そういう学校から子どもたちが行くのだから、英語の担当者とか

そういう人、必ず先生を、費用をどこで見るのかは別にして、そういう人を引率にしてやると

より効果出ると思うのですけども、その３点だったかな、４点お聞きします。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 姉妹都市協会の関係の大きな視点での、補助金を出しているので

私のほうでお答えします。何点か、姉妹都市交流の時期ですとか、引率の関係はそれぞれの課

で事業を行っていますので、それぞれの事業課長からご答弁させていただきます。 

 まず、姉妹都市協会に 253 万 7,000 円、総額で補助金を出しております。内容は、今、ご質

問あったとおり人件費ということで、平成 16 年まではご存知のとおり町職員が事務局を担って

事業展開してきまして、このときも議会のご承認もいただいて姉妹都市協会というのを民間団

体に担ってもらうのですということで、それを町職員から離れて運営の補助金という形で実施

させていただいています。 

 主な仕事でございますが、姉妹都市協会、国際はケネル、それから国内においてはつがる市

と仙台市と。それぞれ個別の事業の中では双方の行ったり来たりもありますが、例えば昨年で

あれば、つがる市に行ったり、あるいは仙台からお客さんが来たり、行ったりと。そういう部

分の事前のすり合わせ、調整、日程の確定から、今まで行政にやってもらっていた仕事を全部、

姉妹都市協会でやっていただいています。当然、昨年はケネルに訪問した年でありましたので、

それも前もっての日程調整、それから、電話でのやりとりだとか、そういったことも事業の内

容として、仕事としてかかわっていただいているということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 前田委員から、時期及び学校の先生方も通訳としてというお

話がございました。昨年は、参加人数、生徒 29 名、全部で代表団 14 名、そのほか引率等で 51
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名参加しております。この中の時期といたしましては、昨年行ったものですから、今度 2009

年にはケネル市の青少年派遣交流として、うちから行くような形になっております。また、来

年、代表団が来町するようになっております。そして、白老町の代表団訪問につきましては、

３年に１回ということになっておりまして、ほかの姉妹都市の例えば仙台市だとか、つがる市、

そちらは隔年ごとにしておりますけれども、ケネルにつきましては３年ごとということなので、

今後、うちの代表団が行くのは 2010 年ということになろうかと思います。 

 また、行かれる際のボランティアというのですか、通訳の中で先生方の同行というお話もち

ょっとございました。今現在、ＮＰＯ法人「蔵」及び姉妹都市協会のほうに引率等もお願いし

ておりまして、その中では既に通訳の方も数名行っております。今、委員がおっしゃられたよ

うに、今後の検討としては課題として取り上げたいと思いますけれども、昨年の実績としては、

そちらのほうから６名の方が引率していったということになっております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私が周期と言ったのは、事業の周期ではなくて、人件費をいつまで出

すかということで聞きたかったのです。言葉足らずですみません。 

 それで、今の課長の話を聞くと、１年間こういう仕事をやると言いますけども、私たちから

見れば、正直な話、一人区の仕事かどうかということなのですよ。そういうことやって、やっ

ぱり必要なときに臨時を使うとかそういう形で、こういう状況ですので、こういう部分につい

ては、私はやっぱり削減すべきだと思います。 

 そして、こういうことを言いたくありませんけども、ＮＰＯ法人「蔵」に委託しているので

すよね。蔵にずっといるのですよ。蔵の仕事をやっているの、正直な話。違いますか。だから、

そういう部分をちゃんと明確に区分をして、有効的に予算を使うべきだと思いますがいかがで

すか。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 仕事の内容も実は私ども定期的に蔵へ行ったり何だりして、どう

いう仕事の内容かというのは現実押さえているということは、状況としてはわかっております。

今、ご質問あったとおり、それでは、これからどうするかと。周期の問題もございました。今、

改革プログラムの中でのサンセット方式ということで、それでは、いつで終えるのだというこ

ともきちんと見極めていかなければならないと思っています。ことしの仕事内容等も十分勘案

しながら、来年度に向けて、姉妹都市協会とその点のことをやっぱり十分協議して、方向性は

見極めていきたいとこのように考えています。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） それで、社会教育課長に伺いますけども、ぜひ、学校の先生方もそう

いうふうについて行くことが、やっぱり子どもたち帰ってきた後に、姉妹校交流の内容が高ま

るのですよ。やっぱり先生方、結果的にね、行く派遣の人を見ると、やっぱり行政とかそうい

う人ばかり行って、かかわりが非常に少なくて効果が出てこないのです。そして、向こうのケ

ネルでやるときは学校がある程度しゃべれる人は結構、連絡しているのですよ。姉妹都市協会
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の人方は、大きな事業は別ですけども、日常のそういう連絡とか、作品を送ったり、いろいろ

な状況というのはそこで先生方が頼んだりして、実際に電話してやっているのですね。やっぱ

り、そういうことを考えれば、もっとそういうような観点からね、この事業を生かしていただ

きたいなと思いますけどもいかがですか。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今、いろいろなお話ございましたけれども、行っている子ど

もたちの中でも、この姉妹都市交流事業を例えば学習の自由研究のテーマとして行かれている

方もいます。なおかつ、帰ってきた生徒の中で、昨年の実績からいいますと、ことしの３月に

卒業した白老東高校の生徒がより深く勉強したいということで、ことし４月から向こうに聴講

生として編入ではなく１年間受け入れられているということもございます。それも、そういう

情報は、私が先ほど言いましたボランティアの通訳の方とかそういう人たちからいただいてお

ります。決して、そういう人たちが仕事を適当にと言ったらちょっとおかしいですけれども、

一生懸命やっている中で私のほうにいろいろな情報が来ております。そんな中でより深く学校

の先生というお話が今ありましたので、今後の検討材料にさせていただきたいと思います。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。25 ページ９目企画調整費から 29 ページ 17 目諸費まで。決算書については 101

ページから 104 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。移住・定住促進事業について。25 ページ企画調整

費です。昨年 18 年度の決算を見ますとね、結構、国からの補助金がたくさん出ていまして、い

ろいろな形のＰＲがなされたと思うのですけれども、その効果についてお聞きいたします。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 19 年度の移住・定住につきましては、19 年４月から移住体験

事業として「おためし暮らし」ということを、運営を開始してございます。なおかつ、19 年７

月から産業経済課のほうにこの事務が移ってございますけども、その中でも商工会による独自

の事業として移住ビジネスの協議会というのを設けましてですね、その中で例えば小規模事業

者がどのような経済活動をやっていくのかというような、そういう内容を検討を行ったりです

ね、他地域の状況を視察したり、もしくは移住コーディネーターの養成講座などの事業を行っ

ております。 

 そういう中で昨年、実際にどのぐらいの方が移住もしくは「おためし暮らし」に参加したか

という実績についてでありますけども、ちょっとお待ちください。まず、19 年での実績でござ

いますけども、９世帯 19 人の方が白老町に住民票を移していただいたという方です。それから、

19 年度で言えば、住民票は移していただいていないですけども、２地域間を行ったり来たりす

るというそういう方たちですけども、そういう方たちは５世帯９人ほどいらっしゃいます。そ

れから、「おためし暮らし」の実績ではですね、19 年度では 11 世帯 22 名の方が実績として白
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老のほうに「おためし暮らし」で参加してございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。この事業、18 年度の予算のついた時点でもって、

１回だけ国の予算が 18 年度ついていますね。結構、金額が大きな金額で。18 年度 243 万円ほ

どついていますね。これは１回きりのものなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 大変申しわけありません。18 年度の資料等をちょっと持って

きてございませんので、その金額について再度、確認を取らせていただきます。後ほど、それ

についてはお答えさせていただきますが、19 年度につきましては、町の事業としては、そのよ

うな補助金についてはなく、受け入れ態勢を取って、ホームページでの情報を提供して、その

中でお問い合わせ、もしくは紹介のあるお客様の受け入れを担当して移住・定住を勧めている

ということでございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。町の決算書を見ていますとね、出生率が非常に低

くて、亡くなる方がもう本当に三桁を超えているわけですよね。そういう中でやっぱり、この

移住・定住、本当にこれからどういう形でなされるのか。そして、そのために若い人を白老町

に呼ぶためにどういう政策をもって今後やられるのか。それを最後に伺います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 実はこの移住・定住が出てきた背景というのは、議員もご存

知のとおり、団塊の世代の方たちが大量退職を迎える時期に沿って、いわゆる第二の人生を北

海道であり、自分が気に入った土地で過ごしてもらおうと、そういう中で各地が競って移住・

定住を促進したという、そういう事業であります。ですから、全国的にそういう動きの中で、

どちらかというと高齢の方たちの移住を促しているというのが実態でございまして、私どもに

来ている方につきましても、どちらかというとある程度第一のお仕事を終えた方が来られてい

るのが実態でございます。 

 それから、これも一つ。「おためし暮らし」の参加者も大体同じようなことが言えまして、実

はこういう中でアンケート調査もさせていただいているのですけども、そのアンケート調査の

中身を見ますと、どちらかというと白老町に必ずずっといるということではなくて、やはり家

族が本州にいらっしゃる、親戚が本州にいらっしゃる、いろいろな問題が、当然自分たちだけ

では済まない問題を抱えていると。例えば、親戚関係の中で言えば、将来のご両親の面倒をど

うするのかだとかいろいろな問題があるとかということがありまして、必ずしも住民票を動か

してずっと将来の安住の地として白老を求めるかではなくて、どちらかというと２地域間での

季節的な移住ということのほうがアンケート的には多いようでございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。28 ページ。町内会館について一点伺いたいと思うのですが。

末広町の公園の中に立派な町内会館が建ちました。あそこに会館が古い小さなものだけだった
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ので、ああ、よかったなというふうに思っていたのですが。実は、そこの会館をお借りして議

会報告会をやろうと思って申し込んだら断られたのです。ということは、町内会館だから、管

理は町内会だということで、そういう権限、町内会館といっても、これはやはり町の息のかか

った建物ですよね。ということから言うと、そういう権限というのが町内会に管理上与えられ

ているのかどうなのか伺います。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 町内会集会施設の関係でございます。お尋ねの末広第一町内

会の新しく建てた会館で、議会報告会をできなかったというお話ですけれども、基本的に町内

会館の運営につきましては、町内会の運営という形で、その辺は行政のほうで規制といいます

か、選択といいますか、そこら辺はございません。あくまでも独自に町内会の趣旨に基づいて

運営していただくという形になってございます。 

 ただ、なぜ、そのような形で受けられなかったというのはちょっと詳細把握してございませ

んけれども、他の行事等があったのか、それだけをとらえて、断ることになったのかというと

ころはちょっとお聞きしてございませんので。いずれにしましても、運営については自主運営

という形でございますので、行政が補助等のお手伝いはしてございますけれども、中身、運営

に関して細かく関与していると、そういう形にはなってございませんのでご理解いただきたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。申し込んで、議会報告会というのは公のものであって、ど

こであろうと断る、拒否をするという権限というのはどこにもないのだろうというふうには思

っていたのですけれども。変だなと思ってお聞きしたのですが、あいていなかったわけではな

いのです。あいていたのです。それでは、共産党だからだめなのかと聞いたら、いや、共産党

だからだめだというのではありませんと。それでは、何がいいのだと言ったら、よその人には

貸さないのですと。町内会の人ならいいけども、よその人には貸さないのですと。こういう理

屈なのですよ。そこでちょっとお聞きしたいのですが、あの会館、町からいくら、建設をする

のにどのぐらい出して、それで、町内会からの持ち出しというのが多分、自分たちの会館とし

て持ち出しがあったと思うのですが、どういう費用になっているかおわかりでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 成果説明書にも記載してございますけれども、この建設費に

対して４分の３という形で、コミュニティー助成事業補助金という形で 510 万円助成してござ

います。残りの部分、４分の１の部分については町の持ち出しという形になります。総体の金

額については、４分の４の金額という形になると思うのですが、ちょっと今、細かい数字等を

調べまして、ご報告させていただきたいと思います。 

○委員（斎藤征信君） ちょっと今、聞き間違えたのかもしれないけども、４分の３が町です

か。町内会ですか。町ですよね。 

○委員長（及川 保君） きちんと答弁してください。 
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○生活環境課長（千石講平君） 調べまして、改めてご報告します。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 少なくても、町内会が持ち出した金よりも、町から持ち出す金という

建設費のほうがずっと多いだろうというふうには思うのですよね。町内会がいくら持ち出した

かはちょっと、記憶によれば 100 万円くらいだなというふうには記憶しているのですけれども。

そこで聞きたいのはね、確かに今、町内会館というのは、町内会が自主運営をするということ

で管理は任されているということはね、段々そうなっているのですが。でも、やはり規定、規

約があって、好き嫌いでそれをやりくりできるものではないだろうというふうに思います。そ

れで、どんなに町内会のものであろうが、公の行事、そういうものには貸すべきだというふう

に解釈し、もし、それが通らないのであれば、これは民主主義が通らないことにもなるのでね。

そういうことが町は一切、行政は関知しませんと。でき上がってしまえば、行政は関知しませ

んということができるのかどうなのか。そのあたり、どういうふうにお考えでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず、金額について申し上げます。総額で 850 万円です。こ

のうち、町内会の負担が 212 万 5,000 円です。町からの補助金が 637 万 5,000 円です。そのう

ち、コミュニティー助成事業補助金という形で町のほうで入ってきているのが 510 万円という

内訳になってございます。 

 それと、町内会館の管理の関係でございます。公の事業という形で貸すべきではないかとい

う、そこら辺の優先の関係かなと思いますけれども。当然、町内会の行事等がない形の中で、

それは貸し出されてしかるべきかと思いますけれども。公民館とか生活館とか、そういう会館

とかというような扱いとまた異なりまして、町内会館ということになれば、あくまでもその地

域といいますか、当然、町内会でもお金出していますので、そこの地域の中での運営が優先さ

れるのかなとこのように思ってございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の答弁でいいのかどうなのかということが問題ですね。町内会館、

もう任せたのだから、そこの管理規定の中で町内会長が判断すべきだということで、すべてお

任せしますということで理屈が通らない。常識的にいって、議会報告会なんていうのは、行く

者がよそ者かもしれないけども、そこの地域の方に聞いてもらいたくて案内しているわけです

よね。だから、よそ者には貸さないという理屈というのは絶対成り立たないわけですよね。だ

けども、そういうことが起きる、実際には起きたわけですけどね。そうすると、我々が町内会

長と交渉してみたところでらちが明かないわけですよ。決まり上、貸さないことにしています

と、この一点張りで言われたら、我々は、いや、それでもいいから使いますとは言えないわけ

ですよね。そうなってしまうと、せっかく建てた建物が有効に使われない。まして、我々、使

って、ただで貸せとか言っているわけではないし、ちゃんと利用料を払いながらやろうという

ふうに思いますし、帰りには汚して傷めて帰ってくるわけではございません。終わったら、必

ず片づけて、きちんとして帰ってくるのが当たり前でね。どう考えたって、町内会長の物の考
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え方というのは理不尽でしかない。こういう場合にどうしたらいいのかというふうに考えなけ

ればならないと思うのですが、そのあたりはどうでしょうね。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時寛行君） この問題、町内会長さん、あるいは役員さんの考え方はあるかと思

いますけれども、今後もっと間口を広げて、広く使っていただくように町のほうからもお話を

していきたいというふうに考えておりますので、この辺、もうちょっと時間いただきたいとい

うふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今の、斎藤委員の発言の中身をちょっと精査していただきたいと思っ

て、今ちょっと私、手を挙げたのですが、よろしいですか。 

 議会報告会というお話だったのですけどね。私、広報広聴常任委員会が主導のもとでそうい

ったものを借りようとして、議会報告会という表現なのかなと思ったのですよ。ですから、議

会報告会という形で残ってしまったら、議会全体が主導のもとでやっている議会報告会と一般

町民の方は勘違いされますので、ここはやはり、はっきり、日本共産党白老町議員団の活動報

告会とかですね、きちんとした名称でお話をしていただいて、残していただかないと。議会報

告会といえば、全然、僕は違うのかなというふうに思いますが。だから、貸していいとか、貸

して悪いとか、そういうことを言っているのではないのですよ。議会報告会という表現でいい

のかどうなのか、ちょっとその辺、疑問で思いましたので。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） それが常任委員会の、広報広聴委員会の議会報告会であろうと、会派

の個人的な議会報告会であろうと、議員というのは、ここで起きていることを町民に知らせる

責務を持っているわけですよね。だから、団体ならいいけども、個人でやるのはまかりならん

という物の解釈というのはあり得ないわけですよ。だから、議会報告会で十分間に合うわけだ

し、議員が議会報告会。議員でないものが議会報告会をやりますと言ったら、これは話は別で

すけどね。議員が議会報告会をやりますと出しているわけですから、それが団体であろうと、

議員個人であろうが、それは構わない、同じことだろうというふうに解釈していただくしかな

いのではないかと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

○委員（山本浩平君） 町に対してのやりとりではないのでね、これ以上僕はもう。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 先ほど、定住・移住策の質問があったのですが、私はちょっと視点を変

えてお話を伺いたいと思います。18 年度に空き家調査をしたはずなのですね、定住・移住策の

ための。軒数的なものはかなり軒数があったと思うのですが、その対象となれるような、これ

は売買になると不動産とかいろいろ使わなければだめなのでそれはわかるのですが、調査した

結果、どれくらいの家がその対象にあるようになったのか。そして、19 年度でこれだけの移住

で決まった人たちというのは、この建物を使われたのかどうなのか。その辺ちょっと伺いたい
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と思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 18 年の調査だと思います。対象としては、空き家と思われる

対象の住宅所有者、約 763 件に対して調査を行っておりまして、その意向調査、いわゆる貸し

てもいいですよとか、そういうような状況からは、いわゆる 10 軒未満の状況だったという形で

す。ただその後、ホームページでの紹介、それから税務課のほうで、例えば、もう税金のほう

もこれだけかかっているので、そろそろ建物自体を譲りたいのですというようなそういうご相

談も税務課に来られているという、そういう情報を集めながら、現在では中古住宅 17 件、宅地

が 27 件の合計 44 件を今ホームページ上で出してございます。 

 それから今、吉田委員からお話のあった物件をどれだけ利用されているのかということにつ

きましては、例えば 19 年度の中で言えば、新たに土地を購入された方、購入し住宅を建設され

た方は２件ございます。それから、クラウン団地内の中古住宅を購入された方ですとか、やは

り温泉地ですね、旭化成、柏洋団地、エメラルド、ここの住宅を賃貸３件ですね。ですから、

空き家を賃貸されたという方ですね。それからそれ以外として、栄町ですとか、そういうとこ

ろで住宅を見つけて賃貸をされているという方が２件ほどいらっしゃいます。ですから、一定

程度の情報を町のホームページに載せることによりまして、それらの住宅情報については活用

がされたというふうに判断をしてございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 定住・移住策の政策なのでこういったことにはならないのかもしれませ

ん。管理はある程度しているし、状況的には貸し出しできるところとか、売買したいところと

いうのは押さえられているということなのですが、定住・移住ですのでね、今、白老町は 1 軒

の家を体験暮らしということでやっていると思うのですが、やっぱりその地域に密着して、地

域がどうなのかということも知りたいと思う人もいるでしょうし、それからもう一点は、夏の

期間をこちらで過ごしたいとか、別荘感覚の人たちもいると思うのですね。それから、今、ネ

ットの時代でどこにいても仕事ができるということで、夏の暑い期間を北海道で過ごして、そ

の間は仕事をするとかといった定住・移住目的ではない、こちらへ来て生活をしたいというそ

ういった関係の受け入れ対策も、こういう空き家があって、空き家をやっぱり少しでも使うと

いうことが私は必要だというふうに思うのですね。登録はしているけれども、なかなか使って

もらえない、いつ売れるかわからないということになると、また状況変わってきますよね。そ

ういった意味では、そういったことにも拡大をしていけないのかどうなのか。その点ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） おっしゃるとおりでございまして、実際には、やはり望まれ

ているのは、これはあくまでもアンケート調査での希望なのですが、やはり「おためし暮らし」

に参加された方は一戸建てを希望されている。そしてなおかつ、できれば温泉がついているよ

うなところという、こういう条件が出てきます。それで、今残っている住宅という部分でいえ
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ば、やはりある程度の手を入れなければならないような住宅ということになりますと、やはり

町が金額を斡旋しているわけではありませんでして、あくまでも売主の方が希望額を載せてい

るという状況で、あとは、ご本人同士での交渉ということになります。例えば不動産会社を入

れての交渉とか、そういう形になりますので、それらについて、その金額が折り合えば契約に

なっているのかなというふうに考えてございますが、ただ、現状残っているのは、やはりある

程度手を入れていかなければならない、そういうような住宅かというふうに思っています。 

 ただ、「おためし暮らし」用には３軒きちんと物件を確保してございまして、その中では、こ

としも 10 件以上の「おためし暮らし」が来てございますので、ある程度その辺については、そ

の３軒を利用しながら、うまく重なり合わないように調整を取って進めてございますので、そ

の辺については十分な配慮をしていきたいというふうに思ってございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 25 ページ企画調整事務経費で２点、28 ページの防犯灯で１点伺います。 

 質問する前に委員長にちょっと伺いますけども、委員長、あいさつの冒頭で、決算審査委員

会、執行方針等によって政策論議をしてくださいと。数字の細かいことは云々と言いましたけ

ど、私はそういう形でやりたいと思うのですけど。町長は着席していませんけども、きょうは

町長がいなくてやるということで、委員長の判断でこの委員会を進めているということで理解

してよろしいですか。 

○委員長（及川 保君） 実は、町長は公用がございまして、席を今、外しておりますけども。 

○委員（前田博之君） 委員長が許可したということですね。 

○委員長（及川 保君） そうです。 

○委員（前田博之君） それでは、質問に入ります。 

 １点目は、先ほど予備費の充当の関係をお話しました。それで、ここを見ると、環境施策リ

ーフレット作成業務委託、環境施策ＤＶＤ作成業務委託を予備費から充当しています。本来、

補正予算であれば、その中で議論したいと思いますけども、こういうふうに挙がっていますの

で何点か質問を要します。 

 まず、予備費充当にした、この事業の理由。２点目、業務の内容。契約の相手方。契約方法。

ということは、随契か、入札か、見積もり合わせか。契約年月日。 

 次に、執行方針で伺います。執行方針の３ページ。この中で、まちの自主・自立づくりの中

で後段に、「町民に信頼され、安心して生活できる行財政を進めるため、新財政改革プログラム

による財政安定化策にも視点をおき、新たな行政改革や総合計画後期計画の策定とその実現に

不退転の決意で取り組む」と書いているのですよ。私、先の一般質問では、財源のすり合わせ

をしなければいけないから延ばしていると、こう話しましたけども、ここでは明確にやると言

っていますし、財源の話をすると、平成 16 年には財政改革の方針をつくり、19 年には新財政

改革プログラムの前の部分で町民にいろいろな改革プログラムの説明会をしています。そして、

今回のやつは 20 年の３月に試案が出されているのですよ。そうすると、当然 19 年度の中にこ

の総合計画の後期とあわせて出てきているはずなのですけども、ここで町長がこのように言っ
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ていることに対して、不退転と言っていますけども、先の一般質問との答弁の違いがあります

けども、その辺を質問いたします。 

 それと、予算書を見ると、総合計画の委員の報酬３回分、十二分見ていますけど、これも１

回も開催していませんけども、それはどういうことなのか。これとかかわるのかということで

ございます。 

 次に、28 ページの防犯灯でございます。これは決算書の 104 ページを見ますと、需用費の不

用額が 261 万 4,000 円、工事請負費は 68 万 7,000 円と出ています。本来、議会等でも、あるい

は各町内会からも防犯灯をつけてくれとか、いろいろな要望がたくさんありまして、予算がな

いからできないという状況の中で、かなり予算を抑えてきています。しかし、今回見たら、今、

言ったような需用費で、これは電気料だと思います、261 万 4,000 円。工事請負費は防犯灯の

設置です、これが 68 万 7,000 円落ちているのですよ。もっと有効的な予算の活用ができなかっ

たのか。なぜ、これだけ不用額が生じたのか。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） まず、私のほうから、今、サミット絡みでつくったリーフレ

ット、ＤＶＤ、予備費を流用したというその理由でございますけども。これは先ほど申し上げ

ましたように、早急につくらなくてはいけないと。これは外務省にお伺いして、こういうこと

で白老町はこのサミットを機会に全国で日本人記者が約 3,000 人、外国人記者が 1,000 人動く

ということで、そういう情報を得ておりましたので、これは白老町の観光だとか、いろいろな

まちづくり、そういったものを日本全国、世界に発信するいい機会だということで、どのよう

な方法を取ったらよろしいかということでまず相談させていただきました。その中で、やはり

最初にリーフレットを早急につくるべきだと。実は、そういうご指導を受けました。そしてな

おかつ、できればＤＶＤもつくったほうがいいだろうと。今、外国人の記者はほとんどみんな

パソコンを持ち歩いていると、即、見られるという状況なので、そういったことで早急につく

ったほうがいいと。これは時間をかけてしまいますと、結局、自治体間の競争ですから、多く

のまちが出てきてしまって、その中でぽいとうちの情報をやっても隠れてしまうので、まず最

初にやったほうがいいだろうと。そのほうがずっと効果があるだろうということで、一日でも

早くということで、本来なら議会の皆さんにお諮りしてからということもありましたけれども、

ただ、そういったこともほかの自治体にはやはり知られたくないという部分もございました。

そういうこともありまして、予備費を充当させていただいたというところでございます。 

 それと、内容につきましては、リーフレット、ＤＶＤ、内容同じでございます。リーフレッ

トにつきましては、白老町の環境の取り組み、これを中心にしまして、２つの大きなプロジェ

クトが今、動いていますと。バイオマス燃料化施設、それとイオル。これらを重点施策として

やっていますよというような内容でございます。それから、契約ですが、契約は見積もり合わ

せという形で、１社随契ではございません。相手方は、札幌市のライブ環境計画です。これは

２つとも同じです。年月日ですけども、契約年月日は平成 19 年６月 18 日です。 

 それと、次にもう一点。総合計画の件でございますけども、これは確かに平成 19 年度では、
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総合計画を策定するという形で、平成 19 年度の予算編成が始まるのが平成 18 年の、経常費は

もう 10 月の初めからだとかそういうレベルで始まるわけです。ですから、そのときはこうこう、

こういう形で総合計画の後期実行計画、総合計画と言いましても基本構想ではなくて実行計画

なのですけども、この見直しの年だから、こうこう、こういう計画でつくりましょうというこ

とで予算計上させていただきました。ところが３月に、皆さんご存知のとおり、きょうも新聞

をお配りしましたけども、ああいう形で全道でワーストファイブだとかそういうことが新聞報

道に載りました。そんな中で総合計画を策定するために町民の方たちにお集まりいただいて、

これから４カ年どういう事業をやりましょうかだとか、取り組みの指針、それを策定するとい

うことを現実的に考えたときに、やはりワーストファイブという中ではもう前期の実行計画を

つくったときに８カ年分出しておりますから、その中から極端な話、削り取ると、削るという

作業になるわけですね。そういったときに、やはり委員の方というのは本当に町長に近いよう

なレベルで公平な形で、福祉も教育も産業振興もすべての面で公平的な立場でそういった作業

ができる方がやっぱり必要だというようなことで、そういう方がいないというわけではなくて、

これは、基本的には町の責任であれとこれを削ってこうしましょうというのは、こういう財政

の厳しいときこそ町の責任でやるべきではないかとこのように思いましてね、それで、19 年度

についてはそういう形でやらないと。それとまた同時に、新財政改革プログラム、これの最終

的な取り組み、これが明確にならないとやはり、策定はどんどん進めることはできます。でも、

一定の町の考え方として打ち出すことはできないというような形で現在に至っているわけです。

だから、そういう意味からしても、町長はつくるということで、当然そういう気持ちは全然変

わりません。ただ、プロセスとして、やはりそういうような中で進んできたということで、現

在まだできていないと。そういうことでご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 不用額の関係でございます。まず、防犯灯の設置につきまし

ては、19 年度の要望は 13 件ほどの要望がございました。実際、最終的に設置しているのが１

灯でございます。これにつきましては、町または防犯協会、地域安全推進委員の方々が現地調

査した中で、これについては既設の防犯灯との距離が短いでありますとか、また、町内会の街

路灯で設置することが望ましい箇所ですというような意見等をいただきました中で、最終的に

調整した中でこれは防犯灯で設置することはちょっと難しいということで、最終的には１灯と

いう形の設置になったわけでございます。 

 それと、最終的に残って減額補正まで至らなかったと。これについては、最終的に落とすこ

とができなかったということで申しわけないというふうに思ってございます。 

 あと、上の管理費の需用費の関係でございます。これについては既存の防犯灯の修繕という

形で措置しているものでございまして、これについては最終的に３月末までどのような形にな

るかわからないという、そういう見えない部分がございまして、これについては予算をこの時

点まで持ち越したということでございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 
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○委員（前田博之君） 先に防犯灯の関係ですけども、不用額が出た理由わかりますけども、

町内会はかなり自分たちなりで防犯灯以外に町内会の防犯灯つけようとして努力しているので

すよ。やっぱり予算執行は状況を見ながら弾力的に判断していくという、そして、防犯灯に該

当しないからすべてだめだではなくて、どういうような形でまちの防犯灯を設置して暗がりと

か何かを解消してあげるかと、やっぱりそういう考えを持って、幅を広くして予算執行すべき

だと思いますので。ただ、しゃくし定規にやって、町民が結果的にもう、要求しても、要望し

てもだめなのだと、そういような状況になりますので、新たな考え方でやっぱり少しでも明る

いまちづくりのために防犯灯を有効的な予算を活用できるような形でやっていただきたいなと

思いますので後でお願いします。 

 それと、そうしたら、企画のほうに入ります。そうすると、今、随契は２社と言いましたけ

ども、落ちたのは結果的に内部環境計画ありますけども、他地方の事業の内容、リーフレット、

ＤＶＤから見ると、一点は、なぜ分離発注したのかということです。一括で発注すればいいと

思います。ですけども、多分知っているかどうか、300 万円を超えると指名委員会をやってお

り、いろいろな手続きがあるから、そういう部分で分離発注していると、指示的なものがなか

ったのかどうかを確認いたします。物件については、200 万円以上はやっぱり指名委員会にか

からないとだめですからね。同事業です。内容も同じです。どこが違ったのか。そして、これ

は町民の誰が内容を見ているのか。議会が見たのかどうかわかりませんけども。 

 それと、ほかの自治体に知られたくないと言っていますけど、新聞報道を見ると、どこの自

治体はあそこの大統領を呼びたいとかって、そういうことはもう事前に公表されて、それぞれ

誘致運動していたみたいなのですよ。白老はいろいろありましたけども、中身の結果は聞いて

いますけどもね、それは別として。そういう部分からいけば、それも６月ですよ。それほど駆

け足しなければいけなかったのかなとこう私は思いますし、当然６月 18 日であれば、６月の議

会にかけられるでしょう。そういうことの質問をまず一点。 

 それと、随意契約がいろいろするために、項目が今、規制がされています。どこの条項によ

って随契をやったのか。見積もり合わせであれば、相手と落札率をお願いいたします。 

 それと今言った、ライブ環境計画は町の物品指名業者にいつ登録されているのかを伺います。 

 次に、総合計画の部分について。今の説明では、私は納得しませんけども、一般質問もして

いますからそれ以上聞きませんけども。ただ、今の状況でいうのであれば、なぜ、20 年度の町

長の執行方針にその旨を入れられなかったのか。今によって、財源が先か、政策を決めるのが

先という議論ではなくて、そういう考えであって予算ができなかったのであれば、20 年度の執

行方針に、ちゃんと 19 年度はこういう言い方をしているのですから。できないならできないで、

こういう理由でこう延ばしたとかというのが筋ではないですか。議会がこういう質問するまで

は、ただ事務方の都合で延ばしておいていいのかどうかということですよ。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０１分 
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再開 午後 ２時１４分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 それでは、前田委員の質問に対する答弁を。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） １点目の契約を２本にした理由ですけれども。まず契約月日

が、リーフレットのほうが先ほど申しましたように６月 18 日。それから、ＤＶＤが８月 31 日

なのですよ。というのは、最初、外務省に行って指導を受けたとき、リーフレット、こういっ

たものをつくったほうがいいよというお話がありまして、すぐリーフレットの制作にかかりま

した。それで、でき上がったものを今度、外務省でこういうふうにでき上がったので広くＰＲ

したいのでということでお伺いに行ったら、それはそれですばらしいことで白老町がトップを

走っていますねという話で。そこで、できたら、今はやっぱり記者さん、みんなパソコン持っ

て歩いているからＤＶＤつくったほうがいいよという話になって、そこで実は追加でＤＶＤを

作成するということになったわけでございます。基本的に安く仕上げるためには、リーフレッ

トをつくった業者、そこで画像を全部リーフレットに印刷してございます。その画像をそのま

ま使えるというふうなこともありまして、ＤＶＤの制作会社とリーフレットの制作会社を同じ

会社にしたというところでございます。 

 それと、契約の方法なのですが、一応、白老町契約に関する規則第 28 条第２項第３号の規定

ということで、これはここに１社随契の理由書をここに書いてございます。ここではやはり特

殊なものだということで、実はライブ環境計画というのは、町の民間の環境団体がやるいろい

ろなイベント等に深くかかわっていたり、あるいは、そこで制作するリーフレット類をたくさ

んつくっておりまして、白老町のそういう環境の取り組みについてすごく明るいのですよね。

ですから、そういったところにお願いすると、素早くいいものができるというところで判断し

たところでございます。でも、やはり１社というのはまずいだろうということで、もう１社で

すね、参考に見積もりを取ってございます。そういった中でより安いということを確認してラ

イブ環境計画にお願いしたところでございます。 

 それと、指名登録ですけども。この指名の登録は平成 19 年１月 17 日です。 

 それと、リーフレット等をでき上がった後に議会の皆さんにそれをちゃんとお見せしたかと

いう部分でございますけども、そこは私の本当に全く配慮に欠けた部分で、きちんと皆さん方

にお見せするという行為はしてございません。この場を借りましてお詫びさせていただきたい

なと思いますので、申しわけないと思っております。 

 それと、総合計画の件ですけれども。実は、ことしの２月に総務文教常任委員会で所管事務

調査がございました。その中でもお話させていただいたところで、新財政改革プログラムによ

る各種の取り組み、これらが議会に提示して、それで、それが認められ、そのことによって歳

入、歳出、大体の枠が見えてくるといったことを想定しまして、あのとき、私はっきり記憶し

ておりますけれども、年を明けて早い時期というお話を実はさせていただきました。その時期

にはもうある程度の改革プランもそれなりに皆さん方のご理解いただけるかなというふうに思

っておりましたので、総務文教常任委員会ではそういう形でお話させていただきました。とい
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うことは、執行方針の段階ではもう、即ですね、早い時期にやろうというふうに考えておりま

したので、町長のほうの執行方針には載せていなかったということでご理解いただきたいなと

思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私、細かいことお話しましたけども、やっぱり基本的には財政、財務

の規律をある程度やっぱり守っていくということが仕事の一番基本だと思いますので、細かい

こと言いましたけども、仕事の内容については理解されていましたし、ただ、やっぱり執行方

針の中の後期計画も、やっぱりこういう時代ですからね、やはりスピード感持って、きっと町

長は指示されていると思うのですよ。やっぱり担当のほうでもスピード感を感じて、ぜひ、や

ってもらって、町民が少しでもこういう閉塞感から抜け出すようなね、町民の信頼を得るよう

な政策を早く見せてほしいと、そういうことで質問していますので、政策的には今後とも、ぜ

ひ、スピード感を持ってやっていただきたいと思いますけども、その辺いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 今、事務的にはかなり後期実行計画策定作業、大詰めを迎え

ておりまして、最後ですね、枠が決まって、できるだけ早く皆さん方に提示できるよう作業を

進めておりますので、申しわけございませんけどももう少しお待ちいただきたいなと思います。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 答弁漏れありますね。先ほど、土屋委員に対する答弁漏れがありました。岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 先ほど、土屋委員からお話のありました 18 年度の事業が多い

がということで、その事業の内容についてでございますが、18 年につきましては、事業がスタ

ートした直後でございまして、ある程度ＰＲ活動等にも積極的に取り組んでいかなければなら

ないという中で、実は国交省の地域住宅交付金という交付金をいただきながら、事業としては

移住・定住促進業務委託としてホームページの作成、それから、パンフレットの作成、これが

大きく、152 万 9,000 円ほど。それから、空き家調査の業務委託、先ほどお話しましたけども、

これ 254 万 5,000 円と。こういうような金額になってございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） それでは次に進みます。29 ページ２項徴税費１目賦課徴収費から 36

ページ６項監査委員費１目監査委員費まで。決算書は 103 ページから112 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

 それでは次へ進みます。３款民生費に入ります。37 ページ１項社会福祉費１目社会福祉総務

費から 42 ページ２目老人福祉費まで。決算書は 111 ページから 114 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） これは副町長に考え方をお聞きしたいと思います。38 ページの６目福

祉バスの件なのですが。福祉バスは大変、高齢者の方々が利用して、19 年、６万 1,473 人、多

くの方々が利用されております。その中で、料金取っている方は１万 2,743 人、無料の方が４

万 8,000 人。これは 19 年度ですから、20 年度は 1,900 何十万かな。おそらく 21 年度は、燃料
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の高騰などで相当、私は３、400 万、道南バスのほうから費用が請求されるのでは、高くなる

のではないかなとこう思っております。それで、さまざまな町民負担もあるのですが、料金を

出している方が１万 2,000 人で、無料の方が４万 8,000 人。こうであれば、もう少し別な方法

の考え方ってないものかなとこう思うのです。全く無料にするのか。それから、今、道南バス

をやめて、無料にして民間のバスを使って、１千４、500 万ぐらいでできるものなら、そちら

のほうにシフトがえするのか。その辺の考え方を 21 年度に向けて、新プログラムにも我々出し

ているのですが、きちんとした考え方を持っていたらお聞きしたいと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時寛行君） 福祉バスの関係ですけども、これはまず、今までどおり高齢の方に

ついては無料でいいのかというような考え方ですね。道南バス限定という考え方は全くしてお

りませんし、それなりの条件がそろっていれば、当然ほかのバス会社ということも考えなけれ

ばいけないですし、当然、競争した中で少しでも安いバス会社にお願いするというような考え

方を当然進めていかなければならない。 

 それから、今現在、無料の方が４万 8,000 人ぐらいいると。これをどういうふうにするかで

すね。無料を 100 円にするのか。あるいは、今 100 円の方を 200 円にするのか。これはもう一

度きちんと原点に戻って検討をしていく必要があるかなというふうに考えます。当然 100 円ず

つ上げると、50 万かそのぐらい上がっていくのかなという感じはするのですが。それでは到底

追いつかない数字ではありますけれども、こういったことをもうちょっと厳密に検討して、財

政状況にどういうふうになるのか、また、町民の負担がどれだけ負担になるのか、そういうこ

とをきちんと考えた上で方向づけをしていきたいと、このように考えております。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 単純に全員から料金ね、片道 150 円取れば 300 円ですよね。そうする

と、ほぼ全額なのですよ。私もいろいろお年寄りの方々とお話するのですが、10 人聞くと、ほ

とんど 10 人の方はお金取ったほうがいいですと言っていますよ。今みんな言っています。それ

でまた、お金取らないから乗らないのだという方もおります。それから、これからもっと高齢

者率が高くなるし、それから、燃料がこのように高騰してくると、今までの乗車人数がまた、

私は来年あたり、がらっと変わると思っております。そのことからいっても、今の白老の財政

状況、いろいろ踏まえると、私はすべての方々からお金を取るべきだと。新プログラムの中で

も言っているのですがね。やっぱり、ここのところを思い切ってやらないと大変な不公平感が

私は出てくると思っています。 

 それで、話は違うのですが、超過税率だってね、今まさに、所得のある、なしにかかわらず、

すべて超過税率導入するとすればかかるわけですよ。そういうことからいっても、この福祉バ

スは、私ははっきり全員から平等にお金を取るべきだし、なおかつ、本当の生活困窮者がいる

とすれば、その辺の配慮をしながら、やはり全額費用を埋めるぐらいの考え方で私はやるべき

だと思います。このままいくと、むしろ、この福祉バスが中止にされるかもしれないという心
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配をしていますから、乗る方々が。ですから、それよりもお金を払ったらいいのだと。お金を

払うと乗るのだという方もたくさんいるのですよ。この辺をもう一度きちんと煮詰めて、21 年

度やったらいいなと思うのですが。もう一度、その決意をお願いします。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時寛行君） 福祉バスですね。ぜひ、有料にしたほうがいいのではないかという

貴重なご意見として承ります。本当に、無料がいいのかどうなのかというのも考えていくべき

だというふうには思います。また、生活困窮者に対しては、別な意味で何らかの形で支援する

と。うまくかみ合わせた、そういうシステムも考えるのも一つの方法かなというような、私も

そういうふうに考えております。ぜひ、これについては、前向きに検討をさせていただきたい

というふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 例えば、６万割る 350 日は、170 人強なのですよね、一日。ですから、

やっぱりこの 170 人強の中で１年間に何回乗っているか。おそらく 200 回乗っている人もいる

と思うのですよ、聞いていますから。ですから、そういう調査も。100 回乗った人も 10 回乗っ

た人も同じでは、これもまたおかしな話なのだよ。この辺の調査もきちんとして、物の考え方

をきちんと考えたらいいと思うのですよね。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時寛行君） そうですね。利用回数の問題、回数が多いとそれだけ負担もふえて

くるということになりますので。これはできるかどうかはまた綿密な検討が必要だというふう

に思いますけれども、回数券の発行だとか、そういったこともあわせて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） ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。２点お尋ねしたいのですが。38 ページ、消費生活相談の処

理の問題で一つ。相談件数、年間 133 件とあるわけですね。実際には、役場で窓口や電話で受

け付けた数かなというふうに思いますが。その上のほうに消費者協会に補助金出していますよ

ね。消費者協会なんかにも生活相談というのはかなりの数でいっていると思うのですよ。こう

いう数が入っているのか、いないのか。その辺教えてください。それが一つ。 

 それから、もう一つ。42 ページの後期高齢者医療の問題で、平成 19 年度の予算では一番上

の(８)の 698 万 4,000 円が計上されているだけで、(12)、(13)、(14)というのがなかったので

す。ということは、(12)、(13)、(14)というのは制度の運営にあたって後でやられたものです

から、補正予算で組まれた数字だったのかどうなのか。そのあたりをちょっと教えてください。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 消費生活相談の関係です。記載の 133 件につきましては、こ

れは役場におります生活専門相談員が受けた件数でございます。おっしゃられるとおり、消費

者協会のほうでも相当数の相談が入っているというふうに聞いてございますけれども、実数に

ついては押さえてございません。 
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○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 斎藤委員のご指摘のとおりでございまして、当初予算に８番目が

載っておりまして、残りの 12、13、14 につきましては、制度の概要が新たにわかってきた段階

ですべて補正をしながら対応させていただております。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。それで、生活相談の件数ですけども、単なる数字を並

べればいいという問題ではなさそうな気がして。消費生活相談というのは、本当に庶民の暮ら

しぶりを示す数字だろうなというふうに思うのですよね。ですから、やはりそういう、ただ役

場で受け付けたのがこれだけだよということではなくて、今この町内で受け付けている、特に

扱っている消費者協会なんかの数も含めるとこんな数になると、そこに何か庶民の暮らしぶり

が出てくるのではないのかと。だから、そういうふうに直していくべきではないかということ

と、それから、相談内容というのがやっぱり大きな問題で、解決しているのがどのくらいあっ

てね、やっぱり解決を求めてくる部分というのがあるのだろうと思うのだけども、解決できな

いで後を引いているものがどのぐらいあるのかとか、そういようなことももう少しわかるよう

にしてくれたほうがよく暮らしぶりが出てくるのではないかなという気がして見ているのです。 

 それから、後期高齢者のことは多分そうだろうと。制度がちょうど始まった時期ですから、

そういうことだろうと思うのですが。制度が始まるにあたっては、やはり国の制度として運用

されているわけで、そのときの国がどんな割合で交付金というのですか、補助金というのです

か、こういうものがどんな割合で下りてきているのかね。そのあたりのものがどうも、ちょっ

とよくこの数字だけでは見えてこない。それで、道の負担というのはどういう状態なのか。国、

道の負担の割合を、この 12、13、14 について教えていただければと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 委員おっしゃられるとおり、町内でのそういう相談件数、ま

たは、内容等について広く周知する必要があるのではないかというふうには考えてございます。

また、消費者協会のほうでの相談の内容等については、協会で発行しているニュース等でも一

部掲載がございます。それで、町で受けている相談の内容でございますけれども、現在、訪問

販売でありますとか、通信販売等に関する相談、または、訪問販売以外の契約の関係の相談、

または、架空請求、はがき、封書等の不当請求に関する相談、そして、多重債務、ヤミ金融等

の相談、あとは相続の関係とか、近隣の人間的なトラブルの相談とかございます。ちなみに生

活相談の関係した金額といいますか、金額的な数値として押さえていますのが、19 年度 133 件

で 7,320 万 4,000 円ほどの金額に対しての相談対応でございます。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、国全体で国、道、町村の割合はどうなっているか。これに

ついては、ちょっとわかりかねるところがあります。それ以上押さえてございません。ただ、

この 12、13、14 につきましては、基本的にすべて国の補助を得ております。道費は１円も入っ

てございません。各項目とも制度の導入に伴って必要な諸準備の機械ですとか、あるいはシス
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テム設計だとか、こういったものに関する補助金でございまして、基本的には一定のルールに

基づいて国から交付金が来ていると。それに伴って町も持ち出しをしていると、こういうよう

な状況になってございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 消費生活相談の件。確かに協会は協会で報告をするというね、これは

もちろんあって、私も見ているわけですけども、そういうようなものも並列でそろえてくれる

とすごくわかりやすいなというふうに思うのですが。ここで一つ感じるのは、去年のものと比

べると訪問相談というのが倍になっているのですね。それで、電話相談が半減しているのです

よね。わざわざ役場まで来て相談してくれる人がものすごくふえているということは、今の話

を聞くと、かなり相談内容というのが難しい問題というかね、面接して相談をしなければなら

ないような難しい問題を住民が抱えているということをあらわしているのかどうなのか。その

あたり、どういうふうに押さえているのか、一つお伺いしたいなというふうに思います。 

 それから、後期高齢者の問題はわかりました。わかりましたけれども、例えば、今の答弁で

(14)なんかは 115 万円が隣に国庫支出金で満額出ているというふうにわかるのですが、例えば

12 なんかで 1,900 万円のところが 389 万円の国庫負担になっていますよね。割合でしてみると、

国で、何だ、これは２割ぐらいしか出していないのかというような読み方をしてしまったので

すけども違うのですね、これは。そのあたり。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 相談の中身で、電話よりも来訪者が多いということで、その

相談の内容が濃いのではないかというようなご指摘かと思います。細かい内容については、私

どもも目を通してはございますけれども、やはり最新のトラブルが町内のほうにも舞い込んで

いるということで、個々の事情等がかなり違う中での対応ということでございますので、やは

り実際来ていただいて、詳細をお聞きした中での対応というのがやはりトラブル解決へ向けた

近道なのかなということで来訪者が多くなっているのではないかなと。また、最初、電話をか

けてこられても、やはり来て、実際細かい話を伺いたいという話で、そういう相談者の雰囲気

といいますか、そういうものも手伝いまして、もっと気軽に来られるような体制が今あるのか

なとこのようにも思っております。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長(丸山伸也君) 若干、説明が足りなくて申しわけなかったのですが。実はこの 12

番の事業につきましては、平成 18 年度から実は一部入ってきてございます。平成 18 年度の事

業の中で財源を実は明許繰越をしてございまして、財源の繰り越しを行っていまして、19 年度

も事業を行ったものについてはほぼ 100％公費でやっているとこういう状況になってございま

す。そういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、相談体制のお話がちょっとあったのですが、何点かちょっと私の

ほうで聞きたいことを伺いたいと思います。訪問販売とかいろいろなそういった感じは新しい
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法律もできて、かなり守られているとかそういった情報があると思うのですが、白老町は生活

相談員という方がきちんと在駐していただいて、本当に相談体制が充実していることで、かな

りの先ほど金額もありましたけど、結果は出ているのだなというふうにとらえているのですが。

ただ、被害防止ネットワークをつくっていますよね、白老町は。それの情報の提供が会員等に

限られていないのかどうなのか。そして、確か回覧回っていたような気もするのですが、かな

り、いろいろな細かい点にわたっていろいろな機関が入っていますので、そういった情報が流

されるようになっているはずなのですが、そういった手法に対してのものが一点と。 

 それからもう一点は、多重債務の件なのですが。多重債務の相談もかなり多いと思うのです

ね。これは、多重債務で自己破産とかするのですけども、その後のケアがなかなかできないと

いうのが自治体の今の限度なのかというお話がちょっとあるのですね。というのは、自己破産

すると一切ものを借りられなくなるのですね。いろいろなものをほしくても、契約とかそうい

うものができませんので、そういったときにヤミ金にはまってしまうというそういった現状が

あるのですね。それで白老町は、弁護士という方がいません。それで、社会福祉協議会で無料

法律相談ということで一人の方をお願いしてやっているのですが、そういったものを利用して、

その方がしっかりと自立できるまでのケアが必要ではないかなというふうに思うのですが、そ

ういった点どのようにお考えになるか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 被害防止ネットワーク、これについては、ちょっと私のほう

では詳細を今、承知していないのですが、消費者協会さんの中にあるということでは理解して

ございます。そこら辺のネットワークを今後、町としてより有効に働けるような、そういう手

だて等があれば探っていきたいなとこのように思ってございます。 

 あと、多重債務。これについては、件数的にも多いということになってございます。自己破

産と債務整理との手続きの助言等を行っているというところもありますし。ただ、これがその

後どのような形でフォローしていけるかというところは、なかなか難しいところがあるのかな

と。おっしゃられるとおり、借り入れが不可という形になれば、ヤミ金とかそこら辺等に走る、

確かに懸念があるかなというふうに思ってございます。これについては、うちのほうも弁護士

さんとか法務局の関係とか、そういう機関ともかかわってございますので、機会をとらえて相

談してまいりたいなとこのように思ってございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは、次に進みます。43 ページ３目身体障害者福祉費から 50 ページ９目ウタリ施策推

進費まで。決算書については 113 ページから 118 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。49 ページのアイヌ文化の関係をお聞きいたします。この中

で、町長かなり、アイヌ民族博物館のほうに、財源が厳しい、入館者が少ないということで財

政援助しております。大分続いていますけども、その辺の、アイヌ博物館のこれだけの援助を

して、財務会計がよくなっているのかどうか、まず、お聞きします。 
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 それで、資料ももらいましたけども、アイヌ文化調査研究助成費ですね、495 万円やってい

ます。これは以前、多分何かの調査費だったのですけど、人件費に変わってしまっていますけ

ども、これがどういうような形で人件費で充当されているのか。 

 それと、以前にあそこで使っている公園使用料がアイヌ民族博物館から入っているはずなの

ですが、最近、予算書を見てもなっていませんし、この辺の額とか状況、もし、入っていれば

入っているでいいのですけども、どういう形の流れで博物館のほうに寄与されているのか。そ

の辺の状況を聞きます。 

 また、ポロト駐車場の業務委託を見ますと、ことしから観光協会からアイヌ民族博物館に業

務委託されているみたいですけども、これも見れば 1,000 万円ほどの収入があるのですけども、

最終的な収入残が 120 万円ぐらいしか残っておりませんけども、これはどういうような形で項

目ごとに使われて、どれだけアイヌ民族博物館の財務に寄与されているのか。その辺を答弁願

いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野生活環境課参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（高野末保君） まず１点目の、ポロト博物館の財務会計

ということかと思います。財務会計については、深くは確認してございません。ただ、平成元

年に約 80 万人の観光客が入ってございました。その後、平成 17 年には 23 万 1,000 人。平成

17 年以降については 24 万 7,000 人。19 年度については 25 万 7,000 人と、約１万人ずつ観光客

がふえてございますが、そういった部分でかなり平成元年から観光客等々が減少しまして、そ

ういった関係で苦しい状況になっていると思います。 

 それと２点目の調査費でございますが、アイヌ博物館の補助金でございますが、これについ

ては、先ほど委員がおっしゃられたとおり、495 万円を補助しております。内容については人

件費ということで、アイヌ博物館の学芸員５名いらっしゃいます、その方の調査、研究、ある

いは伝承等、また、それとあわせましてですね、先ほど入場者、19 年でございますが 25 万 7,000

人ほど入ってございますが、そのうちの７万人ほどが小学校から高校までの生徒、児童でござ

います。それらの児童、生徒に対しましてアイヌ文化を正しく伝える、そういった公共性の高

い事業といたしまして、町として 495 万円を支出してございます。 

 ３点目の駐車場の関係でございますが、先ほど委員からおっしゃるとおり、収入約 1,225 万

円入ってございます。そのうちの支出については、1,000 万円ほどでございまして、そのうち

の人件費、４人分で約 420 万円。消耗品等々で 170 万円。負担金、これについては町のほうに

350 万円いただいてございます。この 350 万円については、駐車場周辺環境整備費としていた

だいております。その分を整備費ということでＳＬの撤去に充当させていただいております。

以上が概略でございます。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 私のほうから都市公園の占有料について、簡単にご説明させていた

だきたいと思います。平成 15 年以降、都市公園の使用料減免しております。これは、平成 14

年、15 年あたりがアイヌ民族博物館、一番厳しかった時期で、減免に関する要請が上がりまし
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て、そのまま継続している状況でございます。それで額的には、本来この単価自体は道の都市

公園の単価にある程度準じていますから、うちでは相当高額になっています。すぐ隣の商協が

入っている敷地ですね、そこの単価が普通財産で計算しまして、その額に合わせるような形で

今、計算してございます。正式には、計算すると 800 万円を超える金額になっていますが、今

381 万 5,000 円ちょっとということで、そこまで減額しています。ですから、減免額について

は 756 万円ぐらいになってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） そうすると、今のアイヌ博物館の人件費、それと社会教育事業の 85

万円、それとポロトの駐車場が約 1,000 万円、それに今の公園使用料入れると 800 万円ぐらい

ですから、2,600 万円から 3,000 万円ぐらいアイヌ民族博物館に財政援助しているのですよ。

多分、アイヌ民族博物館もいろいろ経営改善していると思いますけども、今、お話あったよう

に、アイヌ民族博物館は入場者が減って厳しいと言っていますけども、全体の白老のいろいろ

な業者も企業起こしている人も非常に厳しいのですよ。そういう部分において、ここだけがか

なり突出しているのですよね。これは政策的なことかもわかりませんけども、こういう部分が

いつまで続けるのか。本当に 80 万人まで、またお客さん来るまで援助するのかね。どこまで許

される範囲なのか。その辺は内部で協議されているのか。予算査定の中で十分協議されて、予

算つけていますけども、その辺の議論と、今後の町の方向性について質問いたします。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５５分 

                                         

再開 午後 ３時０９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。星建設課長。                       

○建設課長（星 貢君） 都市公園の使用料について、正確な金額を報告します。381 万 5,696

円になります。その結果、減免している額は 756 万 5,128 円になります。すみません、よろし

くお願いします。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時寛行君） 今後どうするかという問題ですが、アイヌ民族博物館が財団として

経営がきちんと、これは当然、経営努力が必要だというふうに考えています。また、町のほう

で 3,000 万円ぐらい支援をしているということですが、実質的には、そんなには支援していな

いというふうには考えております。ここの決算の 495 万円。これについては当然、学芸員の人

件費という考え方ですし、また、土地代につきましては、本来 1,000 万円以上の額を 300 数十

万円。これについては当然、将来的に経営が改善されればですね。ただ、正式な額が 1,100 万

円というのは非常に高額ですから、これについてはもうちょっと検討を要する必要があるかな

という感じもしています。現実的に 1,100 万円毎年、そういった金額が本当に妥当なのかどう

なのか。これは当然、検討が必要ではないかなという感じはしております。 

 それから駐車場の件については、従来、観光協会が管理をして財団がそれを引き継いだ形に
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なっているということで、本来、黒字になった分については負担金の形で町のほうに返してい

ただくというような部分が望ましいのかなというふうには考えていますので、この辺もきちん

となるように、これは検討が必要かなというふうに思っています。 

 トータル的には財団の経営状態がきちんとなるように、財団そのものが経営努力をすると。

それに対して町が支援をしていくということは必要なことだろうというふうに考えております

ので。今後の推移を見て、そういった部分で検討を加えていく必要があるというふうに考えて

おります。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 多分、経営努力もされていると思いますし、また、いろいろな今です

ね、先住民ということで非常に注目を浴びて、これから文化保存、大変だと思いますけども、

やはり全体地域から見れば、やはり公平感を持った、それぞれの団体の支援が必要ではないか

なと私はそういう観点から話しています。 

 それともう一点は、今、490 万円のうち学芸員の人件費になっていますけども、そうすれば、

ウタリ施策推進事業に一括でくくるのではなくて、本来あそこは社会教育施設事業なのですよ、

その位置づけとして民族博物館をどうしていくのかと、白老町は一体どうするのかと、そうい

う位置づけでやはり助成するものはする、そういうすみ分けというか区分けをして、今後、支

援するにしても整理していく必要があると思いますけどもいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今のご質問の中で、いわゆる財団法人といいますかね、博物館その

ものは社会教育施設ですから、道の教育委員会の所管ということで町の教育委員会も文化事業

という中では大いにかかわっていて、今までもかかわっていっていますし、これからも当然協

力体制を組んでいきたいというふうに思っています。 

 そういう中でアイヌ文化学習事業の補助金、あるいは、文化事業の推進事業といいますか、

そういうものの教育活動にかかわるものについては従前どおり教育委員会も助成体制といいま

すかね、協力体制を持っていきたいというふうに思っています。 

 ただ、予算書の位置づけについてはね、これから財政当局とも協議した中で予算の位置づけ

の科目については内部でちょっと協議させてもらうというふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 予算事業を科目ごとに区分するのではなくて、本来は今言ったように、

アイヌ民族博物館の経営とか財政支援をトータル的に考えてしているのですよ。そしてまた、

入場者の見合いで経営改善をどうするかとか、それが図れれば支援をしないとかそういう全体

的な部分で言っているけど、本来、社会教育施設との位置づけをちゃんとして、まちの姿勢を

明確にしてね、アイヌ民族博物館、社会教育事業として法で定められている部分ははっきりし

て自立性というかね、使命をちゃんと整理をして、その部分は社会的な社会教育事業なのだか

ら、収益関係なくして、この部分はこういうふうにして町として位置づけをね、社会教育法の

博物館と位置づけをして、これは明確にこの部分とこの部分については助成するよと。だけど、
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経営の面については自助努力してもらって、これは困るよとかね。そういうことを町として整

理をしていかなければ、段々、みな混ざってしまってわからなくなるよということですよ。ど

れがどのお金かみたくなって。今、答弁でも、私の質問の仕方も悪いかもわからないけど、全

体の中でくくってしまっているのですね、もう。そうではなくて、町長もアイヌ民族博物館は、

この前はあそこは観光だという言い方もしていますからね。そういうことを明確に分けて、社

会教育事業と。そういう整理をして予算づけもみんながわかるように納得するような形にすべ

きではないかという質問です。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今のご質問の趣旨、私どものほうはそのつもりで分けてといいます

かね、考え方を分けて整理しているつもりです。ただ、表現として、書類的に、これは社会教

育事業で、一覧表にして出していないというのは確かですけども。例えば文化事業として、学

芸員の補助をしますと。それから、ここのいうアイヌ文化学習活動としてこういう補助金を出

しますよと。これは、社会教育施設の博物館の事業として教育委員会のほうの協力体制の中で

補助事業、あるいは協力体制の中で補助金を出すというような考え方の中では当然整理してい

ます。それで、それ以外の、例えば公園の使用料だとか、それから、ポロトの駐車場、観光協

会から移ったというのがありますけどね、その施設を維持するための経営の補助といいますか

ね、助成といいますか、それはやはり考え方の中では教育事業とはまた別に分けて整理しなが

ら博物館の助成はしていきたいと。それについては、今、言われたとおり、こちらのほうもそ

ういうふうに頭を分けて考えてやっているつもりですし、これからもするつもりでございます。

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。同じ 50 ページのイオル再生事業について伺います。19 年

度の予算のときにも質問をして聞いて、大体のことは聞いておりますけれども、19 年度の経過

についてお伺いしたいなというふうに思いますが。19 年度の事業としては、植栽事業を中心に

してやっていくと。森の再生と言ったかな。そういうような取り組みを重点的に予算を使って

やっていくというふうには聞いていたのですが、19 年度の植栽以外の事業の成果がどんなもの

があるのか。それをまとめてお伺いしたいなと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 高野生活環境課参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（高野末保君） ただいま、19 年度事業ということの確認

だと思います。今、委員おっしゃっていたとおり、陣屋地区の植栽、あるいは森野地区の試験

栽培等をやってございます。そのほかにポロト地区の土地利用計画として、ウタリ会員皆さん、

あるいは関係団体の皆さんと土地利用計画を策定してございます。あとは、有用植物の分布調

査ということで町内７カ所指定してございますが、19 年度については石山地区と竹浦地区の２

カ所、アイヌの方々の有用植物の分布調査をしてございます。それと、ことしの３月でござい

ますが、アイヌ文化フェスティバルということで、白老町で約 550 名の町民の方々等に来てい

ただいて、アイヌ文化等の周知をしてございます。以上でございます。 
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○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今度は道の推進機構が事業の主体者になって指導力を発揮していくの

だという、その事業の主体ということで推進機構が先頭に立つというふうに話は承っていたの

ですけども、町との関係でどのような指導力を発揮してくれたのかと、そのあたりどうなので

しょうか。前の答弁のときには、推進機構には運営のプロというのがいないというようなこと

で難しいという話も聞いてはいたのですけれども。事業の主体になった以上は、白老をぐっと

引っ張っていくような、そういう指導力というのは絶対必要だと思うのですが、そのあたり、

どんなふうな状況になっているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 高野生活環境課参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（高野末保君） 今、委員おっしゃっているとおり、18 年

度からイオル事業は開催してございます。その中で 18 年度については、ほとんど白老町が委託、

１回推進機構に委託、それを再委託という形で事業を推進しておりましたが、19 年度について

は、そういった再委託を極力避けようということで事業を進めておりますが、そういった中で

昨年度 19 年度イオル事務所チキサニができておりますので、そこを中心に今後、機構と連携し

ながら進めていきたいなと思ってございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） これから進めていくということなのですが、ポロトの入口にイオル事

務所の看板を立てて、あそこへ事務所を置いたと、設置したということ、先ほど町長の話があ

りましたけれども。あそこに推進機構が、出張所というのか、支所というのでしょうか、そこ

へ置いて、白老にしっかり腰を落ち着けて運営に乗り出したというふうに解釈していいのか。

そのあたりがね、なんか腰がきちんと落ち着いていないで、平取との間を行ったり来たりして

いるだとか、そういう不安の要素というのがものすごくいっぱいあったわけですよね。だから、

本当に白老に腰を落ち着けてやるための事務所と考えていいのか。これから大きな発展を、進

展を期待していいものかどうなのか。そのあたりがよくわからないのですよね。実際には、推

進機構から出てくる金も大きくなるのですよね。という話も聞いていましたけども。白老の事

業として、また新たな事業というのが起こせるのかどうなのか。ミンタラの問題だって全然推

進機構がまだ指令をきちんとしないという、そういうようなことも聞いているわけですよね。

そのあたりの指導というのが期待していいものなのかどうなのか。そのあたり、いかがなもの

でしょうか。 

○委員長（及川 保君） 高野生活環境課参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（高野末保君） 当然、白老イオル事務所チキサニができ

ていますから、そこを中心として今後は継続的にイオル事業を展開されると、そういうふうに

私も期待しておりますし、そのように進めていきたいと思っております。 

 それで、ミンタラの関係かと思いますけども、これは委員ご存知かと思いますけども、平成

18 年にミンタラの活用ということで国あるいは北海道で議論しております。その中で建築の関

係等々ございましたので、そういったことでミンタラの活用については今も継続ということで、
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利用できるかできないかということは、今の段階ではちょっと私どもではまだ言えない状況に

あります。 

○委員長（及川 保君） ほか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 一番最初に代表監査の方に不用額のことをちょっとお尋ねしたのです

が、事業をしないとかそういったことではないこともあるということだったのですが、民生費

の中で、社会福祉とか全部かかわるので、ここで最後に聞きたいのですが。不用額が 2,900 万

円あるのですよね。これは内容を見てみますと、社会福祉総務費から老人福祉費、それから身

体障害者福祉費と、乳幼児福祉費と、全部不用額なのですね。それで、どういった形でこうい

うふうになったのか。制度の改正によって、こういったものがなくなったのか。それとも、そ

ういった障がいある方だとかそういった方々がそういう補助を受けられなくなったようなこと

があるのかどうなのか。その要因をどういうふうに押さえられているのか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 私どものほうで所管している事務事業の中で、結構、不用額が出

ている項目がありますが、基本的に医療費に伴って助成を行っていると。最終的に申請をして

いただいて、あるいは所管払い、あるいは現物給付であるという場合がありますけれども、最

終的にどうしても最終補正が間に合わないというケースが。例えば３月分の医療費ですと５月

に請求が来たりしますので、５月 31 日までの支払いについて、出納閉鎖期間まではできるとい

うことになりますけども、その間の３月の議会以降がなかなかできないということがありまし

て、そういった感じで若干不用額が多いというような状況が出ているという状況にございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、医療のほうの関係なのですが、あと、児童福祉とか障がい者の関

係。自立支援法が成立されて以来、サービスを受けないという方もいると思うのです。それと、

幼児のほうの関係は、やっぱり申請をしなかったとか、申請をするのを忘れたとかそういった

ことがないのかどうなのか。そういった部分で支給されていない部分がないのかどうなのか。

この不用額が出たものに対しての検証というのは予算に対してですから、どういった計画を持

ったのか。それでは、その計画というのは、対相手の人数があるわけですよね。そういったも

のを全部踏まえての計画だったと思うのですが、法改正によってと言っても、大体予算組むと

きには法改正の連絡というのはきていると思うのです。ですから、それに沿って立てていると

思うのですが、たまたま自立支援法なんかはやっぱりそれでサービスを受けるのをやめたとい

う方もいらっしゃると思うのです。それでは、やめた方々はやめたことでどうなったのかとい

う、不用額が浮くと同時にそういった方々がサービスを受けないで問題はないのかどうなのか

という、私はそういった検証をすべきだというふうに思うのです。この福祉費という関係、民

生費ですから、やっぱり弱者が対象になっていることが多いと思うのです。知らなかったとか、

それからサービスを辞退したとか、それからもしかしたら予防医療がすごく進んで、医療費を

使わなくて済んだというのであれば、私は最高の結果だと思うのですが、そうではなくて、申

請することさえ知らないでいるとかそういったことがなかったのかどうなのか。そういった検
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証をきちんとされて、でも、それでちゃんとこれだけのものが浮くような状態だったのですよ

と言えるような状態なのかどうなのか。その辺ちょっと、個々の部分では気になったのですが。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、乳幼児とか重度心身障害者の医療の関係ですと、当然、医

療を受ける場合に現物給付になりますので、そういった申請漏れというのは出てきません。大

丈夫です。そういう状況になってございます。 

○委員長（及川 保君） 田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君） 障がい者の絡みの関係でございますけれども、予算的には前

の年に予算は組むわけでございますけれども、その時点では国、道からの補助金、交付金関係、

おおむねの概算の中で予算としては立てるわけでございます。それで、その次の年、執行年度

に入ってからその辺が整理されてくるわけなのですが、実態としましては、前年度の実績に基

づいて予算を組んではいて、国、道や、概算払いということで補助金なり交付金の請求をする

わけです。先に補助金、交付金関係が入ってきますので、それを精算するのがですね、どうし

ても年度明けて５月になってからの精算になるものですから、ある程度その部分は精算段階ま

で予算として残しておかなければならなかったというこんな事情があるわけです。結果として

は、若干の不用額として発生したとこんなようなことになっております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） サービスが十分に受けられなかったとか、そういったことによって概

算の持ち方が大きかったという、というか、それを使わないで済んだということはいいことだ

というふうに解釈していいのですか。 

○委員長（及川 保君） 田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君） 今、おっしゃられたとおりのとらえでよろしいかと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは、次に進みます。51 ページ２項児童福祉費１目児童福祉総務費から 58 ページ６目

児童館費まで。決算書については 117 ページから 122 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ここで質問させていただきますけども、今ほど質問しました吉田委員

と同じような考え方で質問させていただきます。今回、昨年度 19 年度の一般会計予算から比べ

て、総額でかなりの分が不用費として上がっているわけなのですよね。約 950 万円。そこの中

で児童措置費が 455 万 5,000 円。児童福祉施設費が 739 万 4,000 円と大幅に減っているわけな

のですけれども、この理由は何でしょうか。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 52 ページの児童措置費ということで。その中の児童手当給付費と

いう形でよろしいでしょうか。この分につきましては、対象者が前年度から見ると減っている

というような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 
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○子ども課長（渡辺裕美君） 児童福祉費のほうの減額分なのですが、子どもの数が減ってい

るのにプラス、できるだけちょっと１年間の経費的なものではある程度子どもにかかるもので

すから、大枠で予算としてみている部分が、例えば給食の食材費ですとか、それから、人件費

等につきましても、臨時職員を何人雇用するかと、そういうようなところがあったりするもの

ですから、ちょっと大枠で取ってあります。その辺のところでは、最後に額としては落ちる形

で減額ということになっております。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 児童手当給付費のほうなんかですとね、被用者が今年度は 2,285 万円

いただいていますよね。前年度と比べたら、前年度は 1,300 万ほどですよね。まず、この区分

がよくわからないから。こういう区分の変更があってなのかなというふうにも。ちょっと私は

そういうふうに見ていたのですけど、そういうわけではなくて、ただ、児童数が減ったと言い

ますけども、現実的にはそれほど人数が減っているわけではありませんしね、そんなにものす

ごい金額が減るわけではないと思うのですけども、それが大幅に減っているのがまず非常に不

思議だなと思っております。 

 それと、子ども課長のほうから答弁ありましたけども、大枠で取っているとは言っています

けれども、昨年度と比べてかなりの金額が減っているわけですよね。賄い費とかいろいろな形

で。節約するのは大事なことなのですけれども、本当に必要なものも削られているのではない

だろうかと一瞬考えてはいるのですけども、そういうことはないでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 特に人件費の部分でいいますと、年齢の小さいお子さんが多く

入りますと保育士の数がより多くいります。そういうようなところでは、年間どれぐらいのお

子さんが、途中入所も含めて入ってくるかということの予測がなかなかつかないというところ

がありまして、人件費分については多く見ております。それと賄い材料につきましても、子ど

もたちに当然決まった額のもので与えるというのは基本ですので、ただ、時価のものを多く使

うものですから、その辺では値段にすごく増減があります。ですので、その辺のところは食材

費につきましてもちょっと大まかに、施設も多いものですから、その辺で予算を計上させてお

ります。ですので、実際にかかった経費ということでは決算で出ている額になりますので、特

別子どもたちに不自由をかけてということではありませんのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西田委員、答弁保留。今、調査中ですのでよろしいですね。３番、

西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 58 ページの児童館のことについて、お伺いいたします。美園児童館の

ほうで 19 年度が 6,685 人と、前年度と比べて約 1,000 人以上ふえているような計算になるので

すけれども。今、子どもの数が減っているという中で、非常に美園児童館を多く利用している

お子さんがいるということなのですけども、萩野児童館のほうはそれに比べて約 1,000 人減っ

ていらっしゃいます。これは、美園児童館をたくさん利用される理由というのは、どんなふう

なところからこうやって利用されているのか、その辺の実態だとかそういうものを把握してい
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らっしゃいましたらお知らせ願います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 児童館、萩野に比べて美園が前年度より多いということなので

すが、美園の地域的なものもありまして、どちらかというとお子さんがあそこの川沿の団地、

あそこのところのお子さんがより多く利用されています。どちらかといいますと若い世帯が多

いものですから、昼間は就労されていたりとか、それから土曜日、日曜日等についても、どち

らかというとお仕事に出ていられるというところが多くて児童館をお子さんが利用すると。午

前中ですと親子連れなんかで、若いところで働いていないところの親子連れ、それから、午後

からは学校を終わったお子さんたちが利用しているという状況にあります。ここのところにつ

いては、詳しく、どうして 1,000 人がふえたかというところの調査はしておりませんが、美園

児童館の日誌ですとか、それから、職員のほうからの情報を聞きますと、やはり就労その他で

お子さんが昼間、家族とは別にいらっしゃることが多くて、それで、児童館を利用する方が多

くなってきているというお話は聞いております。 

○委員長（及川 保君） 答弁漏れの部分です。丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 申しわけございません。今、確認をしましたところ、20 節の扶助

費のうちの被用者の部分がふえているということでのご指摘でしたけども、全体的にいいまし

て、人数そのものについては若干減っているというのは先ほども話をしたとおりでございます。

個々の部分がふえているのは、制度が変わりまして給付額がふえているというような状況の中

でこの扶助費がふえているというような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、今ほど制度が変わって補助金額が増えているという

ことなのですけども、具体的にどういうふうにふえていらっしゃるのか。その辺まで本当はち

ゃんと答えていただければありがたかったかなと思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） 舛田主幹。 

○町民課主幹（舛田良道君） 昨年 19 年度ですけども、ゼロ歳から３歳になるまでが 5,000

円から１万円に改正になったということで、倍になったということでございます。対象人数的

には若干、課長の説明で減っていますけども、給付額が 5,000 円から１万円にふえたことによ

って負担額もふえたと。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 教育長の執行方針の中でお聞きします。４ページです。児童福祉の後

段でありますけども、保育所民間委託に関して、町長も教育長も冒頭で触れていませんでした

ので、「民間委託を推進するとともに」と書いていますけども、現在の推進状況と民間委託の可

能性を数字であらわすと何％ぐらいまでに到達されているのか、その辺。 

 もう一点。５ページですけども、「保育計画をこの機会に改定したいと考えています」となっ

ていますけども、この保育計画が改定されたのか。そして、目を通していませんけども、どう

いう内容になっているのかをお聞きいたします。 
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○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 民間委託の推進状況についてということですが、これにつきま

しては、今、財源的なものも含めまして最終的に方向性を出すところまで来ております。そこ

のところにつきましては、いろいろと条件的に厳しいところもあるものですから、今、もう少

しで最終的な結論をということで進めております。 

 それと、保育計画についてですが、これにつきましては、今年度新しく保育所保育指針とい

うものが改定をされまして、それも盛り込みながら計画をつくっていくということで、今、現

場の保育士等も含めまして作成を行っております。内容としては、もちろん具体的に保育のそ

れぞれの業務的なもの、それから、一部民間委託等についても盛り込むような形になりますが、

将来的な白老町の保育の考え方といいますか、そういうものも含めた計画として、今、作成を

している段階にあります。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の答弁を聞くと、民間委託の部分についてはもう業者が決まってい

て、財源的な詰めというようなとらえ方をしたのですけど、これは当初、公募とか、いろいろ

なそういう民間委託における具体的な流れ、そういうことにのっとってやっていったのか。公

募についても、出したかどうかわかりませんけど、そういう部分ですね、公平性があると思い

ますけども、その辺の流れをちょっと聞かせてください。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） ご説明が十分でなかったのかなというふうに思っていますが。今の

前田委員が言われた２問目のほう。答弁したのは、いわゆる民間委託と言いますか、移譲も含

めて、そういうような内部の方針をまとめつつありますよと。もう少しでできますよと。それ

で、そういう公募だとか手続きは、これはもう議会のほうでもそういう形が決まりましたら、

説明して前に進みます。今、渡辺課長が言ったのは、その前段で、町の方針を、細かいところ

を詰めていって、公募の条件も詰めて、それで、そこがもうでき上がりますよと。でき上がっ

た時点では、議会のほうにもご説明をさせてもらいたいというふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） それでは、まだ、大枠は内部で詰めているという解釈をしていいので

すね。それではそれに沿って、いつ頃明確に民間委託の工程表ができるのか。その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今議会が終わりまして、10 月には議会のほうにも説明申し上げたい

というふうに思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。４款環境衛生費に入ります。59 ページ１項保健衛生費１目地域保健

費から 65 ページ２項環境衛生費１目環境衛生諸費まで。決算書については 121 ページから 126

ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 
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○委員（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。60 ページの健康診査と、それと検診管

理事業経費とか一緒になるのですけれども、ここの中で、下のほうの乳がん検診と、それから

子宮がん検診ですね。昨年度は子宮がん検診 266 名、その前は 221 名。乳がん検診が 18 年度が

189 名、19 年度が 195 名。ほかの検診と比べて非常に数が少ないわけなのですよね。白老町は

当然、産婦人科もありませんから、本来であれば、もっとたくさんの方が検診されてもいいの

かなと思うのですけれども、この人数の少なさをどのようにとらえていらっしゃいますか。 

 そしてまた、これは半分くらいですよね、ほかの少ないものと比べても。せめて 400 人台ぐ

らいまでもっていくような、そういうような計画とか、何か具体的に考えてやっていらっしゃ

いますか。 

○委員長（及川 保君） 田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君） 乳がん検診と子宮がん検診の受診者数の関係かと思うのです

が。３連携の推進方針の中で、これは 22 年度までの計画になっているわけなのですが、例えば

の話、乳がん検診でいえば 400 人を目標としております。子宮がん検診につきましては 500 名

を目標としてやっているわけでございますが、実際にはそれから見ると半分程度、半分強の数

程度にとどまっているのかなとこんなふうに思います。実態としては、１年おきに対象になっ

ていくわけでございますから、そういった部分でも、毎年検診ではないということから言えば、

若干半分の数に割られていくから、対象者がですね、そういった傾向にも出てくるのかなとこ

んなふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 子宮がん検診の場合は、子宮がんの場合は隔年でも構わないかなとは

思ったりも、どうなのかなとそちらのほうで思っていらっしゃるかもしれないのですけども、

最近、白老町でやはり子宮がんで結構入院されている方ふえていますしね。数的には、結構。

そして、子宮がんとかというのは年齢に関係なく、ある程度高齢になっても結構多いのですよ

ね。ところが女性というのはある程度年齢になると子宮がん検診に行かなくなってしまったり

してね。ところが反対にそういう方々も子宮がんになってしまったりとかというのでね、随分

苦労されて、がん治療されている方がたくさんいらっしゃいますのでね、その辺の考え方も、

毎年までやってもいいのではないかなと私は思ったりもして、また、年齢層の高い方にも進ん

でがん検診をしてくださいというようなこともしてもいいのではないかなと思うのですけど、

その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君） 隔年検診の考え方でございますが、実はこれ、国のほうの方

針の中でそのような形でするということで決まっているものでございまして、私どもとしては

それに従う形しかないとこんなふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 庄司健康福祉課主査。 

○健康福祉課主査（庄司尚代君） 健康福祉課、庄司です。おっしゃるとおり、がんというの

は年齢が上がっていけばいくほど、それに罹患する確率が高くなると思います。若い方につい
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ては進行が早いということでもちろんがん検診を進めているのですけれども、ご高齢の方、本

当に 70 代、80 代の方についても、なる確率が高いですので、できるだけ受けるように機会が

あれば進めております。例えば、胃がん検診なんかで高齢の方が受けにいらしたときには、こ

ういう婦人科のほうの検診は申し込まれているのかとか確認をして、申し込まれていない場合

については、ぜひ受けてくださいと。おっしゃるとおり、もう私は高齢だから婦人科の検診は

いらないわとおっしゃる方が時々いらっしゃるのですけれども、高齢になればなるほど確立が

高くなるのでということで、機会あるごとに町民の方には啓蒙しておりまして、受診率を上げ

るように努めております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。65 ページのごみの不法投棄の対策についてお聞き

します。毎年のことながら、町内のあちこちに家電製品などが不法投棄されている現場がたく

さん見受けられます。それで、今マスコミで騒いでおります 2011 年の地デジ問題ですか、それ

に関して、またさらにテレビ等の不法投棄などがふえるのではないかと懸念されるわけなので

すけども。これは、ある高齢者の方のお話なのですけれども、自分たちでセンターまで電気製

品、そういうものを持ち込むことができないのだと。これは、そういうことがあって必然的に

やっぱり不法投棄もふえているのだというのです。最近、新聞かテレビのメディアかどこかわ

からないのですけど、家電製品を回収する自治体が現れたと、そういう話が聞こえてきたので

すけれども。やっぱり、どんどん高齢化が進むに向かってね、不法投棄の現象が大きくなって

くるのではないかということなのですよ。それで、先ほど言った、地デジ対策も含めて行政で

大型ごみを回収するように、家電製品の回収も考えられてはいかがかなということなのです。 

 それと、19 年度の不法投棄のごみの回収量、トン数をお聞きしたいです。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず１点目の、地デジの対応にかかわって大型ごみといいま

すか、テレビの不法投棄につながるのではないかという、そういうご指摘でございます。セン

ターまでの持ち込みというようなお話でしたが、いわゆるリサイクル法によりまして、テレビ

につきましては、センターでの大型ごみとかそういう扱いとはまた別に、有料でのテレビの処

理という形になりますので、取り扱いの電気屋さんであるとか、また、メーカーさんに処理を

お願いするとか、そのような対応になりますので、そのような状況等が多いということである

ということでありましたら、そこら辺も含めまして取り扱いについて、数度にわたって広報等

で周知してまいりたいなとこのように思ってございます。 

 あと、19 年度の不法投棄のトン数並びに件数でございます。19 年度につきましては、総数で

43 トン。また、件数で 175 件という状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。先ほども言ったように、無償で引き取ってもらお

うというお考えはないのです、皆さんね。ただ、自分たちで持ち込むのが非常に大変だと。そ

れともう一つ、今の時代で非常に不便なのは、近間に電気屋さんがいないということですね。
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そして、ほとんど苫小牧なり、室蘭なり、登別なり、大型の家電屋さんで買ってくるわけです。

今は自分で車で運べますから、それが時がたって、自分も高齢化してしまったと。そうすると、

その大型店がつぶれてないという状況の中で、テレビとか冷蔵庫とかそういうものの処分がで

きないということなのですね。お金を出してもいいから、そういうことを行政がやってくれる

のであれば、本当にありがたいという話は聞こえてくるのです。そのことに関してはどのよう

にお考えになっているか。お聞かせください。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 先ほども申し上げましたとおり、リサイクル法でそういう家

電屋さんがまず対応するという形になってございますので、そこら辺は購入されたか、または、

お近くの家電屋さんのほうにご連絡いただければ、そちらのほうで対応はしていただけるのか

なとそのように思ってございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） そうしましたらね、町として不法投棄されたごみを回収しています

ね。結構な回収費用も含めて。それはどういうふうに処分されているのでしょうか。それだけ

聞けば結構です。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（竹田敏雄君） 町で処理している方法についてお答えします。町でリサイ

クル料 3,000 円から 5,000 円、物によっていろいろ違うのですけども、それを手数料として郵

便局で納めて諸手続きをして、苫小牧の処理センターに持っていくという処理をしております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 款項項目というよりも、環境全体なのですが。今、サケ釣りで、３連

休の先日なんて、ほとんど札幌、岩見沢、千歳の車なのですが、大体夫婦もいるし、うちのと

ころでおとといの朝だけで 47 台止まっているのです。それで、みんな夜に不法投棄なのです。

それで、白老町は、社台から虎杖浜までの魚釣りを観光入り込みの人数に数えているのかとい

うことが一つと。ほかから来るのですから。 

 それから、この方々は風呂にも入るしね、晩になると。食事にも行く。それから、物を買っ

てきて不法投棄する。経済効果は結構あると思うのです。でも、今度はね、ごみの投棄ばかり

ではないですよね。大と小のほうもすごいのです、トイレもないし。さっきから言っている経

済効果もあるのだけれども。ごみを拾うのはみんな地域の人だよ、文句言いながら。文句言い

ながら拾うけれども袋代もかかるし、その辺に置けば、また不法投棄になりますよね。この辺

の考え方、どうとらえているのかな。 

 それと、観光入り込み考えているかね。９月から 11 月まで、特にこの頃はすごいですよ、札

幌ナンバーが。この辺のやっぱり、不法投棄のパトロールをするのであればね、パンの袋一つ

だって不法投棄なのですよね。この辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、入り込みとして計算しているかどうかということでご
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ざいますけども。当然、宿泊として宿泊施設を使えば、それはもう当然としてカウントしてご

ざいますが、現状の中でサケ釣りをしている方たち一人一人のカウントということは、人数の

数としてございません。以上です。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず、トイレの関係でございます。トイレにつきましては、

期間中といいますか、臨時的に設置しているところもありまして、虎杖浜、竹浦、２カ所にト

イレを設置してございます。 

 あと、不法投棄。ごみについては、基本的には持ち帰ってくださいという形なのですけれど

も、不法投棄されやすい場所については、啓発の看板等で対応しているとそのような状況でご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は先ほどもう一つ、パンの袋一つだけど不法投棄かと言った、答え

がなかったです。 

 それから、虎杖浜と竹浦にトイレつけているというけど、萩野、北吉原はどうなのですか。

つけていないのでしょう。社台にも。この人方はどこに行くのですか。ひどい状況だからね、

やっぱり環境課でもう少しパトロールしたり、それから、不法投棄の看板を設置したりね、そ

の辺、上辺ばかり見ないでね、今は少し浜に集中して見てくださいよ。ひどい状況だから。本

当におとといの朝で 47 台止まっているの。そして、どんどん、どんどん来るのだから、毎日。

そして、まだ 20 日、21 日で連休あるでしょう。これはまたすごいと思うのだけどね。とにか

く今、安・近・短でないけどもね、遠くへ行かないでサケ釣りなのですね、みんな。とにかく、

夫婦で最近来るのです。だから、虎杖浜と竹浦ばかりでなく、全体をもう少し見つめて、あの

海岸行って見てください。白い紙ある下に何あるか。すごい状況だから。そして、みんな、ご

みも拾っているのです。拾えと言ったらけんかだから、そこでね。いろいろなやつがいるから。

だから、注意もできない状況なのです。だから、これはもう少しね、不法投棄、不法侵入者も

含めて、不法侵入者だ、本当に、何もカウントも取っていないのなら、このパトロールも強化

してほしいと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） おっしゃるとおり、現在、町内以上に町外の方、札幌を中心

にサケ釣りに来ているという実態にあると思います。これについての対策については、本当に

モラルといいますか、そういうところに期待するしか現状、手の打ちようがないのでございま

すけれども、おっしゃるとおり１個、２個でも不法投棄という形になろうかと思います。そう

いう中で本当により実態等を、私どももまた見に行くなり、パトロールするなりで把握した中

で効果的な手段等を考えていきたいなと。また、集中する場所については、おっしゃられた看

板等の設置等も考えていきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。65 ページ２目公害対策費から 71 ページ５項上水道費１目上水道施
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設費まで。決算書については 125 ページから 130 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 69 ページのごみ収集経費について伺います。数字的なことは、担当に

行けば聞けるのでわかりますので、決算委員会ということで、ちょっとごみの収集のあり方、

金額についてお聞きしたいと思います。今、白老町は、ことしの３月の定例会で一般廃棄物の

手数料３円から５円に値上げしています。これが、私これからお話するのは、利害関係一切な

く公平というか、議員の立場でしゃべっていますので、変に誤解されたら非常に困りますので

お聞きしますけども。私ですね、議員活動している間に、正直な話、何件かからお話があった

のですよ。多分、課長もご存知だと思いますので、打ち合わせされていると思いますけども。

うちが条例施行に伴って６月１日から 30 円だったものが 250 円に値上げしたと、ごみ収集を。

私たちはこれだけで町に払えば、ごみを収集してくれると思ったのですよ。そうすると、事業

者のほうに、４月 25 日に、会社名は言いませんけども、もう、おのずとわかると思いますけど

も、事業系一般廃棄物収集単価改定についてお願いということで、この清掃社が独自に料金を

改定して取っているのですよね。非常に僕はわからなかったのですけれども、実は可燃ごみが

現行、単価１回 615 円が、新単価が 1,258 円。実に 204.5 倍、634 円上がっているのですよ。

いやいや、民間なら本当に一気にできるからうらやましいなと思うのですけども。そして、案

内状の中を見ると、「今回の処理手数料改正に伴う値上げ分の当社負担では、収集業務の運営自

体が維持困難となるため、現行収集単価の見直しをお願いすることと相成りました」といって、

今これだけ一気に上がっているのですよ。これは白老町の５円相当に上乗せして、多分、料金

を取っていると思うのですけども、まず、その辺です。 

 それで、これだけの高い金額が改定後、単価上がっているということは、当然、町と協議さ

れていると思うのですけど、その辺がどうかと。 

 それと、一般廃棄物収集運搬業務委託が 19 年度6,426 万円になっています。決算もそうです。

これが清掃社が、今言った金額、これ４項目あります、全部言いませんけども。この集めた金

額が、この収集と見合う分、精査されて委託料を払っているのか。この金額がまるまる清掃社

の収入になっているのかね。その辺の実態を押さえているのかどうか、お聞きするのですよ。

これは、課長のところに行って先日聞きましたからね。だけど、私はあえてこの場で聞くので

すよ。町民の何人かの方から、事業者から問い合わせきているのです。そういう部分で実態ど

うなっているのか、お聞かせ願います。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず、事業系一般廃棄物の収集料金、これの改定といいます

か、この件でございますけれども。６月１日から今までの 30 円から 50 円に上がると。これに

ついては議決をいただきまして、そのような形で進めてございました。そして、議員のご指摘

の清掃社独自で収集料金を上げたと。これについては、最近まで私たち、協議もございません

し、承知していなかったというのが実情でございます。それで、中身を聞きますと、確かに改

定をしたのですが、従前のパッカー車の容量が 420 リットル、これが新しく 900 リットル、プ



 37 

レスタイプの車両に変わったと。それで、１回当たり 615 円という従来の単価が、今回１回当

たり 1,258 円に変わったと。要するに、圧縮できる容量がふえますよという形で、倍とかとい

う料金ほどの形ではなくて、まとまって出していただければ、それに見合うような収集運搬体

系ですよというような説明を受けたのですけども、ちょっと詳細について、どのような算式で

こうなるのだというところまで現状ちょっと持ち合わせていないものですから、これについて

は精査いたしまして、先ほど言われました委託料の関係であるとか、そこら辺も含めて必要で

あれば、そういう委託料関係、次年度に向けて見直していきたいなというふうに考えてござい

ます。 

 それと、もう一点の委託料がその会社に入っているかというようなことは、実際に従業員の

方等に入っているかというような、そのような意味合いでしょうか。そのまま会社のほうに入

っている金額です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） １キロ当たり３円から５円に町が上がったということで、これは見る

と 166％上がっているのですけど、先ほど言ったように、清掃社のほうは、大きなもので 204.5、

不燃ごみの袋に入っているやつは、262.4％になっているのですよ。私が言っているのは、パッ

カー車云々ということについてはね、業務委託するときにそれらの固定経費とかについては委

託の中で整理されていると思いますけども、私が言っているのは、合わせて取られると、聞い

たら、町でこうやって決めたのだと思っているのですよ。ただ、案内来ただけだとわかるわけ

ない、正直な話。そういう、町民に誤解を与える、何回も言うけど、不公平感があるという部

分で、日常の毎日のことなのですよ。そういう部分で今、担当課長お話されたように、担当課

長云々ではなくてね、その辺に来ない清掃社のほうもいろいろあると思いますけども、その辺

をやっぱり、毎日の生活に直結し、これだけ負担が上がっているのですよ。もう一回言うけど、

615 円が 1,258 円ですよ。これは大きいと思いますよ。１回ですからね。だから、そういうこ

とをもっとやっぱり、これだけまちの中厳しくなっていますから、やっぱり実態を把握して、

町民に負担にならないような委託契約の部分も精査してほしいと思います。また、これは後ほ

ど直接行って伺って、必要であれば、また公の場でお話したいと思っていますけども。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 事業系一般廃棄物の関係です。これについてはご承知のとお

り、処分料については町で処理しますので、それについては町のほうで料金設定します。あと、

事業者、例えば産業廃棄物であるとか、事業者の事業活動に伴って発生するごみについては、

そういう会社との直接契約という形で単価についてはそれぞれ契約して、それでオーケーとい

う形で収集、または、産廃については処分という、そういう形態になってございますので、か

と言って、うちのほうで全く知らなくていいという話になりませんので、当然そこら辺は住民

負担との絡みで、なぜ、この時期にというところもあろうかと思いますので、そこら辺は再度

確かめた上で検証させていただきたいなと思ってございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 
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○委員（前田博之君） 今の課長が言ったことわかります。別々だと。だけど、事業者に行っ

ている文書は、町長が各位ということでお知らせした広報文書と一緒に、この事業者の文書が

一緒に付いてきているのですよ。別々に説明あれば、この清掃社がやっているなということで

理解するのだけど、同じ部分でいっているものですから、すべて出すよという言い方は語弊あ

りますので、読んだ人方あるいは料金を払うときには、もう町でこれだけ上がったのだという

理解のもとで行動していますので、そういう部分で今、答弁いりませんけども、十分整理して

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。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。71 ページ、上水道施設費の件なのですが、これに関

連して質問したいと思います。上水道水源地、白老のですね。これが 40 年以上経過した中で、

今後、修繕は毎回いろいろな小さなことはあると思いますが、今後、計画的に改修事業あるい

は開設というのかな、そういう事業の計画が近々あるのか。もし、なければ、今の施設がどれ

ぐらい寿命があって、これぐらいまではもつのですよという、そういう年代がどれぐらいまで

になっているのか。水源地も含めてお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 一般会計の支出金の部分の審議ということで詳細の資料をち

ょっと持ち合わせしておりませんけれども、浄水場は昭和 42 年供用開始以来、かなりの年数が

たっているということで、これまでも担当課長のほうから、当然、課題であると、そういう老

朽化の問題。または、水源地自体、特に白老の浄水場は河川水を使っているということでクリ

プト菌というのですか、そういう菌が発生したら、即、開放しなければならない、そういうよ

うなことがあるということで、課題ということで押さえながら今後の計画については検討して

いきたいということで以前からお話してございます。確かに水道会計は黒字で、そういう設備

の更新に向けて内部蓄積をしていかなければならないと、そういう中でこれまでも取り組んで

きておりますけれども、この辺の設備費の総額、特にクリプト菌対策の部分では、以前も議会

でご説明しておりますけれども、設備だけで 12 億円ほどという多額な部分。これは施設の老朽

化に対応する建築本体等含んでございません。そういうことから、この部分については来年度

含めて、なるべく早い機会に全体的な見直し、あるいは耐震の部分の調査等も含めて取り組ま

なければならないというふうに考えてございます。ただ、現時点で詳細な計画については持ち

合わせておりませんので、いろいろな確率の部分であれば、いろいろな設備の各設備施設への

確信的な部分のいろいろな対応もあるようですから、そういう部分も情報を集めながら、また、

この白老近郊では、室蘭市で現在浄水場の統合、改築を行ってございますので、そういう情報

をもとに今後検討を進めていきたいと。それもなるべく早く一つの方針を出していきたいと。

ただ、年次的な部分では、この部分やはり、かなり多額な設備投資が必要となってきますので、

いろいろな調査をする中で年次計画も今後検討していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 大まかはわかりましたけども、この 12 億円というのは、浄水場と水源
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地も含めての話ですか。浄水場だけの話かな。 

 それと今、現状のままでね、先ほども言ったのだけど、利用するとしたら、どれぐらいまで

もつのかという点だけでいいです。その辺だけ。２点。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 先ほどご説明した 12 億円というのは、以前に議会にも担当課

長からご説明していますけども、あくまでもクリプト菌という生物的な微生物に対応する部分

だけの経費ということで、浄水場の建築本体等の更新費は一切含んでございません。 

 それと、あとどのぐらいもつかという部分は、何とかこの部分については少しでも水道会計

の黒字内部留保の部分が連結赤字比率ですか、計算する上での黒字の要素として比率を下げる

要素になってございますので、現在進めております財政再建計画、その期間中は何とか現有施

設を維持していきたいというのが基本的な考え方でございますけれども、ただ、これについて

もやはりどういうような、調査をやらないと、どこまでもつかというのはわかりませんので、

その辺は今後調査していかなければならないものと思っております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ございませんね。 

                                         

◎延会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、お諮りいたします。 

本日はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありせんか。 

〔「意義なし」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延会することに決定いたしました。 

本日は、これをもって延会といたします。 

（午後 ４時２３分）  


