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平成２０年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２０年７月２４日（木曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ４時００分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

１．町内の福祉の現状と課題について 

２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．町内の福祉の現状と課題について 

２．その他 

                                         

○出席委員（９名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     健 康 福 祉 課 長    田  中  春  光  君 

     健 康 福 祉 課 参 事    長  澤  敏  博  君 

     健康福祉課地域・障がい福祉Ｇ主査    下  河  勇  生  君 

     健 康 福 祉 課 高 齢 者 保 健 福 祉 Ｇ 主査    木  村  英  敏  君 

     産業経済課特定嘱託    和  野  敏  夫  君 

                                         

 

○職務のため出席した事務局職員 

     主      幹    森   隆 治 君 

書      記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  ただいまより、産業厚生常任委員会を開会いたします。  

                                         

○委員長（玉井昭一君）  事務局より、日程の説明をいたします。 

○事務局主幹（森 隆治君）  本日の委員会は、町内の福祉の現状と課題についての所管事務

調査です。本調査は、きょう７月 24 日木曜日とあす７月 25 日金曜日の２日間を予定しており

ます。本日の委員会は午前に白老町社会福祉協議会の事業運用状況について所管課から説明を

受け、質疑を行っていただきたいと考えております。事前に資料を配布させていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。 

なお、午後は分科会活動として、社会福祉協議会職員、グループホームほのぼのとの懇談を

予定しておりますので、よろしくお願いいたします。懇談が終わりましたら、再度第１委員会

室にお集まりをいだだき、取りまとめを行いたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、町側の説明をお願いいたします。田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） それでは、お手元の資料に基づきまして、かいつまんで概要

をご説明させていただきたいと思います。資料の１ページをお開きください。まず初めに、一

般的に言われているところの社協の役割と事業、こういったものについてご説明いたします。 

１の社会福祉協議会の役割と事業についてとありますが、まず（１）のはじめにの部分です。

社協につきましては、地域における社会福祉を目的とする民間の自主団体とされてございます。

そして現在では、そのほとんどが法人化されております。また、社会福祉法によりまして、地

域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられたとこによりまして、公共性・

公益性の高い団体として社会福祉を行う者の活動の支援や連絡調整機能の強化がさらに求めら

れている、こういったものでございます。 

そこで（２）の市区町村社協の具体的な役割についてでございますが、市区町村の社協につ

きましては先に申し上げましたとおり、社会福祉法で地域福祉の推進を図ることを目的とする

団体として位置づけられておりますが、その事業といたしましては、①といたしまして社会福

祉を目的とする事業の企画や実施。②といたしましては社会福祉に関する活動への住民参加へ

の援助。③といたしましては社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調

整及び助成。④といたしましてはその他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業を実施するものと、このようにされております。さらに近年におきましては、事業

型の社協、こういった形のものが多くなってございまして、ホームヘルプサービスや食事のサ

ービスなど様々な福祉サービスを積極的に行うと共に、ボランティア活動、小地域ネットワー

ク活動などで地域での住民の主体的な活動を支援し、安心して生活ができるまちづくりの取り

組みにつなげているということでございます。 

それでは、実際にどのような事業展開が行われているかでございますが、２ページ（３）の
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市区町村社協の実施する事業でございます。まず１点目といたしましては、地域福祉活動の推

進でございますが、ここでは福祉活動の支援であるとか、福祉のまちづくり、さらにはコミュ

ニティーづくりなどを展開し、地域福祉推進の中核的な役割を果たすこととしております。そ

こで主な事業といたしましては、いろいろ書いてございますが、ボランティア活動や市民活動

の推進・支援であるとか、小地域ネットワーク等の推進・支援、福祉教育・啓発事業さらには

共同募金・歳末助け合い運動への協力、こういったことが行われることとなってございます。 

次に福祉サービス利用支援についてでございます。ここでは、サービス利用の援助や地域で

の生活支援に向けた相談、さらには支援活動、こういったものを行うこととなってございます。

主な事業といたしましては、地域における総合的な相談であったり、生活支援事業だとか、生

活福祉資金の貸付事業、こういったものを行うこととなってございます。 

その次、３点目でございますが、在宅福祉のサービス。こちらの関係でございます。ここの

関係につきましては、いわゆる介護サービス、こういったものの在宅福祉サービスの提供を行

うこととなっております。主な事業といたしましては、ホームヘルプサービス事業、デイサー

ビス事業、ケアプランの作成、さらには食事のサービス提供事業、こういったものが該当する

ことになっております。 

それでは次に、白老町の社協がどのような事業展開を行ってきているか、こういったことで

ございますが、３ページの２点目、白老町社会福祉協議会の発足から現在に至るまでとタイト

ルつけてございます。白老町の社協につきましては、昭和 27 年の 10 月発足以来、その時々に

おける住民のニーズに合った地域福祉活動を展開してきてございますが、昭和 50 年の３月には

社会福祉法人の認可を受け、その後も地域福祉活動の実施主体として役割を担ってきていただ

いております。その中では、中長期的な視点で、より計画的に地域福祉活動を推進するため、

過去に２回の地域福祉実践計画を策定し、取り組んできていただいております。さらに、昨年

の 12 月には第３期の地域福祉実践計画、こちらのほうの策定を行ったわけでございますが、計

画の期間は平成 19 年から平成 23 年までの５年間としてございます。この計画の中ではテーマ

といたしまして「笑顔でふれあい支えあう、安全・安心なまちづくり」こういったことを基本

目標といたしまして、これを具体化し、実践しやすくするため、５つの計画目標を柱に推進す

ることとしてございます。詳しくは、先にお配りをしている実践計画のほうをご覧いただけれ

ばと思いますが、この内容については、よろしければ午後からの社協側の懇談の中でお聞き取

り願えればというふうに考えてございます。 

次３点目、白老町社会福祉協議会の概要についてでございますが、設立につきましては先ほ

ど申し上げたとおり、昭和 27 年 10 月１日。法人格の取得が昭和 50 年３月 25 日となってござ

います。２点目の社協の役職員数でございますが、こちらはことしの４月１日現在という押さ

えになってございますが、理事につきましては 15 名。内訳といたしましては、会長１、副会長

が２、理事 12 名の方々で構成されております。監事につきまして２名。職員につきましては

48 名となっており、内訳につきましては記載のとおりでございますが、聞き及んでいるところ

では、このうち正職員は９名で、あとは嘱託か臨時職員の扱いになっているようでございます。
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３点目、車両の保有台数については、記載のとおりでございます。 

５ページ、４番目の町からの支援の関係でございますが、町といたしましては、社会福祉協

議会の活動を支援するため、お手元別添資料１とありますが、職員の人件費ほかについて、補

助金として支出してございます。また、行政を補完する団体としての位置づけによりまして、

社協へ資料２のとおりの委託事業を行ってございます。裏のほう、資料１をご覧いただきたい

のですが、白老町社協への補助金の概要でございます。補助金額につきましては、今年度の予

算ベースで 3,092 万 6,000 円の補助を行ってございます。そのほとんどにつきましては、職員

の人件費になってございますが、具体的に申し上げますと、１点目の職員人件費についてです

が、こちらについては事務局職員、正職員になりますけれども、この５人分の人件費について

補助を行ってございます。なお、うち１名の方につきましては、デイサービスの関係の事業行

っている部分もありますので、その方１名分の給料の３分の１は、デイサービス事業のほうか

ら補てんされているということになってございます。２つ目は高齢者クラブ専門指導員人件費

についてですが、こちらは嘱託職員の方の人件費について補助を行ってございます。この方の

給与費、残りの２分の１につきましては、後から出てくる委託事業高齢者世話付住宅生活援助

員派遣事業、こういったのがありますが、こちらのほうから残り２分の１が人件費として見合

分が補てんされているという形になっております。３点目、社協の事務費ですが、これは記載

のとおりでございます。４点目、運営活動費。こちらについても記載のとおりでございます。

５点目、ボランティアセンターの運営費ですが、これはボランティアセンターの臨時職員です

けれど、その方の人件費、あとは事務費、事業費等々にあてがう形になってございます。６点

目、福祉団体の助成とありますが、こちらは記載のとおり、白老町遺族会の補助金見合分の補

助となっております。７点目、無縁仏の供養祭の関係でございます。こちらは、僧侶の方への

謝礼と消耗品代ということになっております。８点目最後、社会福祉大会の開催経費でござい

ますが、これは隔年実施となっており、ことし実施ということで、全体事業費の２分の１を補

助してございます。 

最後のページ、資料２でございます。委託事業の一覧でございます。まず１点目、高齢者世

話付住宅生活援助員等の派遣事業でございますが、こちらにつきましては日の出団地の高齢者

世話付住宅、そちらのほうに居住されている方に対し、生活援助員を派遣し自立して生活を営

めるように支援を行っているものでございます。サービスの内容につきましては、生活相談で

あったり、安否確認、または一時的な家事援助、緊急時の対応などとなってございます。２点

目、腎臓機能障がい者の通院支援委託事業でございますが、これは腎機能の障がいによって、

人工透析を受けている方に対して通院等の送迎サービスを行っているものでございます。利用

できる範囲といたしましては、町内または苫小牧もしくは室蘭市内の医療機関に通院すること

としております。一往復あたりサービス受けている方々からは 500 円の利用料、これをいただ

く形になってございます。詳細は後で何かあれば、お聞き願えればと思います。３点目につい

ては、記載のとおりです。４点目、一人暮らしの老人電話サービスの委託事業でございますが、

こちらにつきましては、一人暮らしのご老人もしくは老人の夫婦世帯で特に訪問までは望まな
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い方または遠隔地で頻繁に訪問ができない、そういった方々に対して定期的に安否確認のよう

な形の中での電話サービスを行っていくというようなものでございます。電話の料金、こちら

の関係につきましては、利用されている方々からの負担という形になっております。５点目、

生きがい活動支援通所委託事業でございますが、こちらは要支援者に対しまして、生活指導、

機能訓練等々のサービス実施を行うものでございます。利用の回数については、週１回程度と

いうような形になってございます。６点目については、記載のとおりです。７点目、一人暮ら

し老人等緊急通報システム委託事業。こちらにつきましては、一人暮らしの老人などにつきま

して、緊急通報用の電話機に対応いたしまして、消防司令室のほうと電話回線で 24 時間直結し、

何か突発事故があったときに救援体制を取るためにやっているものでございます。８点目は、

記載のとおりです。最後９点目でございますが、生活管理指導員派遣委託事業。こちらにつき

ましては、要支援者の方に対しまして、家事の支援、生活相談等の実施を行うものでございま

す。これについての利用回数は週１回程度に規定されてございます。以上、雑駁ですが資料の

内容についてご説明いたしました。 

○委員長（玉井昭一君）  町側の説明が終わりました。これに対して何か委員の方で、質問の

ある方、挙手の上言ってください。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。おはようございます。私のほうから１点、確認含めた

中でちょっとお聞きしたいのですけども、委託事業の中で一人暮らしの老人等の緊急通報シス

テムの委託事業がありますよね。予算的には 100 万円くらいなのですけども、これは機材等の

貸し出しまたはリース、そういったものの経費として考えて、100 万円というのはいいのでし

ょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 対応する機器のほうは、また別に予算化しておりまして、

既存のものの在庫があれば、またそれをつけたり、なければまた新たに購入してつけたりする。

その費用は別に予算化してございます。これは、既に設置されている方々への機種の点検とか、

緊急通報があったときのどういう内容があったとか、そういう連絡の連携を図るための費用と

して計上してございます。以上です。  

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） それでは、もう１点。私、これも社会福祉協議会への運営という

部分については、まだまだ全然勉強不足のところがあって、それを踏まえてお聞きしたいので

すけども、はじめにという１ページのところに、社会福祉協議会の役割と事業についての説明

がありましたけども、社会福祉協議会というのは、社会福祉を目的とする事業についての企画、

調査や社会福祉関係団体との福祉活動の連絡、調整等を行うと。コーディネーター的な役割を

していくのだということで、そういった目的のもとで運営されているのではないかと思うので

すけども、昨今の社会福祉協議会の事業等を見てみますと、どんどんと事業活動がすごく広が

っていって、これはどこまで行くのかなと思うくらい広がっていって、はたから見るとそう感

じられる部分があるのですけども、行政としては必要だからそうしているのか、実際社会福祉
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協議会の事業として必要だから取り組んできているという認識なのか。今後これ以上、事業量

がふえていったときに、介護事業については今の協議会から独立させるだとか、いろいろな考

え方を持っていらっしゃるのかどうか、それについての考え方というのをお伺いしたいのです

けども。これからいろんな事業がまだまだふえてくるような気がするのです。そうすると、社

会福祉協議会自体がどんどん膨らんでいってしまって、その後地域との連携と言いますか、コ

ーディネーター的な役割というのが段々薄れてくるような気がして。はたから見て、そう見え

る部分があるのですけども、その辺についての考えがもしあればお聞きしたいなと思うのです

けども。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 今のご質問の件なのですけども、おっしゃったとおり社協そ

のものが地域福祉の向上、こういったものを図るため様々な事業を展開していたわけでござい

ます。言っているとおり最近につきましては、介護関係の事業、ホームヘルプであるとか、デ

イサービス事業、こういったものの展開を行ってきているわけです。こういったものは今始ま

ったわけではないのですが、町の社協につきましては、そういった福祉の実態見た中で、昭和

53 年には入浴サービス、そういったことをやっていたわけなのです。昭和 56 年には、布団の

乾燥事業。そして昭和 57 年には、給食サービス。平成元年には、独居老人宅の訪問サービス。

こういったことをやっていたわけなのです。デイサービスにつきましては、いきいき４・６の

開設当初、老人デイサービス事業、今の介護ではなく。そういった形の中で、町からの委託事

業として展開を始めたわけなのです。平成 12 年から介護保険事業始まったもので、その時点で

介護事業に切りかえていったという歴史的な経過があります。そういったことからいくと、事

業の概要としては、そんなに違和感を持ったものではない。定着したものであるというふうに、

私どもとしては見ております。全道の社協の実態からいっても、近年そういったヘルパー事業

やっているところが７割近くになってございますし、デイサービスにつきましても 26％程度。

これは平成 15 年の調査ですから、若干古いのですけども、約 30％弱はやっているという状況

からいけば、そんなにまれなケースではないのかなというふうにはとらえております。今後、

介護事業を独立させていくのかどうなのかみたいなお話があったわけなのですけども、社協の

会計システム上は、介護事業は介護事業、それと普通の地域福祉の事業は地域福祉の事業とい

う形の中で、事業会計が別会計でそれぞれ組み立てられておりますので、あくまでも介護保険

事業、デイサービスであるとか、ホームヘルプの事業、それぞれが独立会計の中で運営されて

いるから、その辺について特に問題はないのかなと、こんなふうには考えております。コーデ

ィネーター、そういった事業展開が薄れていくのではないかみたいなお話がございますけれど

も、それぞれの役割の中で、社協の組織の役割の中で事業分担しながら組み立ててやっており

ますので、そういったことの手薄になる部分、そういったことはないのかなというふうにとら

えております。組織的には、そういうふうな形で堅実に運営されて、そんなふうにはとらえて

おります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 
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○副委員長（氏家裕治君） 確かに運営上の問題考えると、健全な運営をされているのではな

いかと思います。ただ、今白老町で行われている介護事業、民間でやられている方もたくさん

出てきていますよね。そういった方々の運営状況を見てみますと、そこで使う車両や何かもす

べてそこの事業者さんで用意されたり、いろいろされていますよね。この社協で介護事業だと

かいろいろな事業を膨らませていく今の状況の中では、車両の保有台数にしても、こういった

ものというのはみんな行政からの出資の中で行われているというふうに、僕は考えているので

す。それがいいか悪いかというのではなくて、もう少し事業をほかにというか、民間にできる

ことは民間にやらせていったときに、社会福祉協議会の中での町からの人件費の補充といいま

すか５名の正職員、うち１名は先ほどいろいろなお話聞きましたけども、その５名が１名減ら

すことだってできるのではないのかなと。今の白老町の財政のことを考えると、そこまで民間

にできることは民間のほうに何とでもやらせていった形の中で、もう少し何か事業の中身とい

うものを見直していくことも、今後必要になってくるのではないのかと、僕は思うのです。そ

ういったことが、これは社会福祉協議会の話ですけども、今白老町がこれから向かう先が本当

に厳しいということを考えたときに、民間でできるものは民間でやらせる。そして、社会福祉

協議会として守らなければいけないことはしっかり守っていくということを前提に置いて、や

はりそういったとこにも少し目を向けていくべきではないかなと考えるわけです。それについ

てのお考えもお伺いしておきたいなと思うのですけども。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） いろいろご意見もあったわけなのですけども、先ほど申し上

げましたとおり、社協のデイサービス事業そのものは町の委託事業として始まったという歴史

的な背景があったものですから、例えば車両についても町からの対応があったりしていたのか

なと、こんなふうには考えられるわけなのです。今後の部分についてでございますけれども、

今おっしゃられたとおり、民間でできるものは民間でやっていくという形。これは別に、特に

手法的には問題はないのかなと。ただ、今社協がやっている事業についているお客さん。サー

ビスを受けているお客さん方がいるわけです。登録されている方の中では、108 名の方が登録

されております。通常利用されているのが 24 名前後ぐらいの方々が、日々利用されているわけ

です。これだけのお客さんがついているわけなのですが、例えば社協がデイをやめて、民間に

移譲化されたときには、そのお客さんが同じようについているかどうかというのは、これは不

確かな話になってくるのかなという、こんなふうに考えます。そういったことの関係も見極め

ながら民間に移譲するのがいいのかどうか、そういったとこも我々としても検討していかなけ

ればならないのかなと、そんなふうには考えております。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 話の内容はわかりました。そういった面で考えても、社会福祉協

議会のいろんな事業者さん達とのコーディネーター役として、もしそういった目的も持ってい

るのであれば、確かに今課長言われたとおり、社会福祉協議会に登録されている会員さんもい

らっしゃるでしょう。ただ、今後地域の事業者さんとの連携の中で、そういった移行も踏まえ
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て考えていくことも、僕は必要だと思うのです。それは、決して社会福祉協議会にしかサービ

スが特化しているわけではなくて、今後の社会福祉協議会のいろいろなことも、利用者さんに

連絡し説明していく中で、それは時間がかかるかもしれません。でも、そういった方向に移行

していくことも、僕は必要なことだと考えているのです。ですから、今課長のほうからお話聞

きましたので、納得しましたので、そういった部分では今後まだまだ社会福祉協議会の役割と

いうのは大きくなってくると思いますけども、その中での事業展開しっかりまた見極めながら、

地域との連携をしっかり取ってやっていただきたいなと、私のほうからはそれだけです。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 松田です。今、氏家副委員長が言ったのは大事なことなのですが、私

は考え方をお聞きしたいと思います。町の考え方。今、社協の総事業は１億 8,000 万円くらい

やっていますね。社協の事業１億 8,000 万円の中の事務職員の給料は、白老町が助成をしてい

る。社会福祉協議会は、この間のほほえみの決算書を見ますと、総資産が１億 2,000 万円ある

のですね。相当もうけているのです、最近は。資産をどんどん貯めている。社会福祉協議会の

当初の物の考え方は、改めて言う必要もないと思いますが、社会の底辺の方々、あるいはそう

いう方々の民間の支援をしたり、それから昔はまちの助成と共同募金で運営をされていたと。

しかしながら、今は共同募金 800 万円ほど集まる。それから、まちが支援する。介護で 9,900

万、約１億円働いている。こんな状況の中で、社会福祉協議会という当初の目的が、今はそれ

も並行してやってはいるのですが、言うなれば１億 8,000 万円の事業収入の中の１億円が介護

保険で得ている。しかも平成 19 年度だけでも、私ちょっと見たら 2,700 万円ほど利益がある。

ちょっと数字が違うかもしれませんが。こういうことからいって、総資産が１億２千何百万あ

る。こんなにもお金があるのに、そして介護事業が社会福祉協議会の主事業になっているのに

もかかわらず、５人のすべての給料を助成すると。私は、いうなれば１億 8,000 万円引く１億

円は 8,000 万円ですよね、事業やっているのは。あとは、社会福祉協議会が独自でやっている

事業ですから。この事業に職員の給料だけは全額、町が負担するという。この物の考え方が、

私はいかがかなと、いつも思っているのです。その辺の考えはどうですか。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 今、松田委員のおっしゃられていた、給与相当分の額を補助

金出していることについての考え方なのですけれども、事務局職員５名の分、先ほど補助金と

して出しているというお話は申し上げましたが、この関係については、介護事業とは全く別の、

いわゆる地域福祉に主体を置いている事務局の職員分の。 

○委員（松田謙吾君） 介護福祉には全然手をかけていないのですか、この人方は。  

○健康福祉課長（田中春光君） １名分の人件費１年間分の３分の２だけはこちらからも出し

ています。ただ、それは介護専従というわけではないので、地域福祉全般の事業の展開にも当

然人手としては１人区が兼務して働いておりますので、３分の２はうちのほうから補助金を補

てんしていると。残り分、３分の１については、介護保険の利益の中から人件費は見てもらっ

ているという、こんな形になっているのです。１名分はそういうことです。それ以外の分につ
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きましては、先ほど申し上げたとおり、介護と別の部署で事務を従事している方々でございま

すので、そこの部分で利益というのは、出てくる部分はございません。町からの人件費５名分、

補てんするしか、その人方を生活するために賄う分は出てこないのかなと、こんなふうに考え

ているわけなのです。そういった部分で、町としては従前から補助金という形で補助をさせて

いただいているということでございます。松田委員おっしゃったとおり、ある程度の資産とし

ては、社協としては持っているのかなと思います。ただ、それにつきましては、将来に向けて

の設備投資のための蓄えと言いますか、例えば車両などは古くなってくれば更新しなければな

らない。そういったときには車両更新のための費用として蓄えていくとか。もしくはそれぞれ

の方々の退職金が必要になってくれば、退職金のための蓄えをしておかなければならない、こ

ういったものも出てきているのかなと、こんなふうにはとらえております。以上でございます。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 松田です。車両なんていうのは流動資産で、これは月賦で買って月賦

で払うか、リースで買ってリースで払うから、このために固定資産を残すなんていうことは、

普通の民間の社会では考えられないことですよ。社協は白老町の４・６の中に入って家賃を払

っているか知らないけれども、当然事業としてやるなら、例えばどんぐりさんなんかは何億と

かけてやっているわけですよ。では、社協は別会計だとはいえ、町の建物の中に入って、建物

かからず、介護だけは１億円働く。ですから、金は残っていくのだけれど、これは社会福祉協

議会の懇談の中で話すべきなのだけども。だから、そういう物の考え方と私が言ったのは、こ

れをやっている事業主に対する物の考え方を聞きたいと言ったのは、そのことを言ったのです。

先ほど言った車なんというのは、固定資産ではないのです。あれは流動資産というのです、普

通。あれは月賦で買えばいいし。固定資産というのは１年以上もその会計を動かさないことを

固定資産と言うのだから、あれは。流動資産というのは、毎日給料払ったり、何なりするやつ

が流動資産だし、車も流動資産だし、そのことからいくと、私は物の考え方というのは、こん

なにも金を残した社会福祉協議会に、今財政も苦しいのだから、補助金も少しカットしたらと、

根底はそこにあって私言っているのだけども。だから、物の考え方というのは、そこを聞きた

いのですよ。金はいっぱいあるのです。金を残す会社というのはないから、根底に。  

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 補助金の部分とかもいろいろ出てきたわけでございます。ま

ず背景として私先ほどお話したのですけれども、いきいき４・６開設当初は、町の委託事業と

して老人デイサービスやってもらっていたという背景があったわけです。そこがあったもので

すから、当時は町内どこもやっていなかったわけですから、唯一のデイサービス事業であった

わけです。町の委託事業としてやっていただいているという背景があるものですから、形とし

ては今に至っているのかなという部分もございます。介護保険が始まって平成 12 年、当時もほ

かに事業者いたのかと言われれば、当時としても事業者としては皆無だったと。近年に至って

は松田委員がおっしゃられたとおり、どんぐりだとか様々な事業者が展開を広げてきておりま

す。そういったことがあるので、町としては補助もしていったということもご理解を願えれば
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なと思うわけなのですが。補助金のカットの部分の話になりますと、今委員おっしゃったとお

り、町の財政も非常に厳しい中でございますので、実際に人件費見合い分の 10％カット、こと

しの予算からはさせていただいているわけなのです。10％にとどめた背景は町の職員 20％カッ

トになっていますので、なぜかという話になれば、もともとが社協の職員の給与体系につきま

しては、同年齢で町職員と比較したら、10％低いレベルを推移しているわけでありまして、そ

ういった分の 10％と、ことしからの 10％見合い分。重ね合わせると 20％程度になりますので、

町職員と同じ程度のカット率という意識に成り立つのかなと思うのですけども、そういったと

ころから補助金カットという形の中で、理解をしていただいてはおります。そのような背景の

中で進んでいるということでご理解を願えればと思いますが。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） いろいろあると思うのですが、資料１と２ありますよね。これにある

のが白老社協の仕事だと思うのです。これをやるのが社会福祉協議会の仕事であって、介護と

いうのは全く事業ですから、全く離してやるならやる。そうなれば先ほどから言っているまち

の財産でやっているわけだから、そんな中で。その辺もはっきりしなければだめですよ、これ

からは。 

それからもう１点は、人工透析患者の移送をやっていますよね。これも支援しているのです

が、これだって、私はずっと聞いていると、送られるほうも結構いろいろ理由があるのです、

ご意見が。ということは、虎杖浜の方も萩野の方も白老の方も今は一緒なのですよ、社会福祉

協議会でやると。移送するのに、一緒なのです病院。まして時間が違う。ですから、私は前か

ら思っているのですけど、虎杖浜の人はリハビリセンターが主体になって送ったり、萩野であ

ればどんぐりが主体になって送ったり、白老の方は社協が送るとか、こういう分け方も私は必

要だなと。結構受けている患者の方々そう言っているのです。聞いているから言っているので

すけども。こういうこともやはり見直すべきではないのかなと。それから、もう一つ、町の考

え方としてお聞きしたいのですが、共同募金集めますよね。町内会も共同募金に各所帯から全

部出しています。これが、私は共同募金の本当の方針は困った方々に行き渡る、これが私は方

針だと思います。そういうことからいくと、社会福祉協議会が一手にこれを握って、私はどん

ぐりのために言っているのではないですよ。ああいう民間でやっている方々にも平等に回って

いるのかと、共同募金が。このことを私はお聞きしたいのだけども、物の考え方、共同募金の。

この２点。  

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） まず１点目の人工透析の送迎サービスの関係でございますけ

れども、実態としては町で車両をお貸しした中で、その車両を使ってもらって送迎サービスを

やっているわけでございます。松田委員おっしゃるとおり、点々と虎杖浜から萩野と順に拾っ

ていきますので、サービスを受けている方々からすれば不便さを感じている部分、もしかした

らあるのかなという部分はあります。そういった行為は、正直言って私どもは確認しておりま

せんでしたので、その辺はちょっと内容的にも承知していないので、不便さを感じているかど
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うかというのは、今時点ではお答えできることにはならないのですけれども、ただサービスを

やっていく中で、１台の車を使って点々と拾っていくという状況からいけば、どうしても別々

に送り迎えするという形にはちょっとなりづらいのかなと思うのです。これは、社協が今やっ

ているという実態の委託事業の中ではそうならざるを得ないと思います。今おっしゃったとお

り、事業者を分けてやる手法がどうやるかということになるのかなと思うのですけれども、そ

こについては検討してみなければわからないのですけれども、お金の話になってしまいますけ

れども、予算効率的にそれが１社ではなく、２社３社として分けたときに、経費的にどのよう

になるかということも考えながら見極めていかなければならないのかなとは思います。そこの

部分については、特段何も拒むものはないのかなと思いますので、検討してもよいのかなとは

考えております。  

あと、２点目の共同募金の関係なのですけども、申しわけないですが、こちらの関係は集め

たものの使途というか、使い分けの先。そこまでは私どもも承知していなかったので、午後か

らの社協との懇談の中でお聞き取り願えればありがたいなとは考えています。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今、お話よくわかったのですが、例えば人工透析の送り迎えは、どん

ぐりさんと友愛。ああいうところにその部分部分やると、自分の車で毎日送っているのですね、

苫小牧に、企業そのものが。その方々が送ればいいわけですから、別に車はいらないのですよ、

逆に言うと。社協だって社協の車で送ればいいのです、わざわざ別の車でなくても。私は、今

回の行政改革のプログラムの中でも、人工透析の話も言っているのですが、私は今、白老町で

これを見ると約 800 万円。10 年すると 8,000 万円かかるわけです。これでずっといいのかと言

っているわけですけども、私はもうちょっと考え方を変えれば、こういうものの削減だってで

きないのかと、ずっとこのままでいいのかと言っているのです。そういう観点からいくと、物

の考え方を変えれば、もっと車の節約や何かもできると思う。そういうことで私は言っている

のです。検討してみたらということ。町が委託しているわけだから。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 先ほど申し上げましたが、経費の面含めて、その辺について

は検討の余地はあるのかなと考えております。私ども社協に対して、車を用意している部分の

考え方だったのですけども、普通のワゴン車ではなく、車椅子の方々がそのまま乗り降りでき

るリフト付きの車両というもので、特製車両になりますけども、そういったもので若干高額に

なりますので、そういったこともあって、背景的には対応という形で行っていたということは

あります。その１点だけはご理解をと思います。以上です。  

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今、松田委員が言われたのと同趣旨のことなのです。私も

社協本来の仕事と、そうではない部分のすみ分けをどういうふうにするのかと。これは、細か

なことはいいのです。そこのところがはっきりしていないとだめだと思っているのです。ただ、

課長が言われたように、ホームヘルプ事業というのは、１番最初誰もやらなかったと。なかっ
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た中で社協が果たした役割は、高いというのは十分承知しています。それからデイサービスと

いうのもそうです。それから、人工透析もそうだと思うのですよ。それは、情勢が変わったと

いうことは十分承知しています、私は。そのときに社協がやらざるを得なかったし、社協が果

たした役割というのは、すごく高いと思います。しかし、それがずっと続いて、そこに考え方

の変化が見られないということなのです、問題は。今、松田委員言ったのと同じ意味です。事

業をやるのであれば事業を別組織にすればいいのです、社協を。何も社協やっても悪くないわ

けだから。例えば、給与カットの問題あったでしょう。役場職員より 10％低くて、役場職員 20％

切ったから 10％切ったのだって。僕は、これは違うと思う。ほかのところだって、保育所だっ

てどこだって、全部今民間委託しているのですよ。そういう中で、どうしてそこがそういう形

にならないかと、僕は不思議でどうもならない。社協が果たしている役割は十分わかる。だか

ら、僕は５人の人が行って話したって、事業の分見ていないのかと言ったら、事務局長だって、

次長の事業の部分だって見ていますよ。見ていなかったらできない。どれだけやっているかは

知りませんよ。だけど、責任としてはやっているわけです、事業部門だって。やっているとい

うのは、見ているという意味ですよ、責任者なのだから見るでしょう、事務局長なのだから。

トラブルあったら見るし。トラブルあったらホームヘルプの問題だから、ホームヘルパーの責

任あんたやって、事務局長一切かかわらないのかと、そんなことにはならないでしょう、組織

的には。だから、私が言っているのは、本当に今言っている１、２のことで５人の 4. 半だか

３分の１かは知りませんけども、職員が必要なのかどうかという、そういう見極めを町がして

いるかどうかということです。そうでないと、やはり中身が違ってくるのではないか。だから、

事業部分は独立させればいいのです。今、不規則発言になるかもしれないけども、完全に僕は

第２役場だと思っていますよ。それは違うのです、社協が果たす役割と本来の役割と。そこに、

今この財政厳しいときに立ち返らないと、このまま行って財政立ち直ったらまた同じになりま

すよ。今、そのことが必要なのです。例えば、１つの例だけど具体的に言います。例えば、私

もちょっと介護に携わって手伝いをしたことがあるからなのだけど、去年もホームヘルパーの

３級講座やっていますよね。今３級あったって、身体介護できないから介護保険は一切だめで

すよね。もちろん、事前の基礎教育が必要だと。十分承知しています。だけど、３級やって、

２級受ける。３級に町が補助を出す。２級に補助を出していないかもしれないけど。そういう

ことがなぜ矛盾というふうに考えないのか。そういう底辺の人が３級から２級に行って、その

人たちがどういう役割を果たすのか。２級なら２級だけで１発でいったってできるのです、い

くらでも。３級やるときに社協でやりましたよね。もっと３級で優しいやつで、底辺をずっと

広げるための講座やりましょうという、計画にきちんとあったのです。ですから、そういうと

ころにきちんとメスを今入れなければ、普通のところはもう３級やらないのです、どこも。だ

って、身体介護できないのです、３級取ったって。介護保険の対象外です。基礎を教えるとい

うのはよくわかるけども、基礎は別なところでやればいいではないですか。そこに補助を出す、

社協がやることに補助を出すと、そういう考えが僕は全く理解できない。だから、そこをやは

り今、財政改革プログラムの中で見れるかどうかわからないけれども、今そういうことをしな
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いともうできないと思います。ですから、事業部門は独立させて、そこは事業でやってもらう

と、社協さんが第２社協つくってやってもらったっていいと。第２社協できるかどうかわから

ないけど、社会福祉法人でやるにはどうなのかわからないけど、全く別組織にしてやるべきだ

というふうに思います。民間がそうやっているのだから、実際に全部。場所だって全部自分た

ちで賄って、デイサービスだって何だって皆やっているのです。ですから、そういうこと、保

育所まで民間委託して、送り迎えまでどうやってやるかと考えると言っているのに、何でそこ

だけならないかというのは、保育所何かよりよっぽどたくさん対象があって、やらないという

のは一体何なのかと思わないですか、単純に。思ってできないなら、そういう理由があるなら

あるでいいのです、そこは除けばいいのだから。病院だっていろんなことあがって、振興公社

どうしても食事やらなければならないと頑張っているのだから、それはいいです。だけど、そ

ういうふうに皆さん方、役場の職員が思わなかったらだめではないかと言っているのです。答

えられなかったらいいけども、僕はやはりそこら辺が問題点だと思っていますから。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 大渕委員言われている、別組織というご意見なのですけど、

ただ以前にもおっしゃられていましたよね。去年の決算委員会の資料見たら、そのような同趣

旨の発言されているのですよ。言うところの別組織というイメージつかめないのですけども、

どういう意味合いなのですか。全く別の法人という形になるのですか。さっきお話しましたけ

ども、会計上はきちんと介護は介護で別の会計になっているわけなのです。それでもまだ不足

ということになるのですか。  

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 社協が主体でやるということなのです。主体でやらないでいればいい

のです、それを。介護はわかるけども、介護と会計が分かれているからいいけど、では事務局

長は介護のことは一切何もやらないのですか、事務局次長も。トラブル起きたら誰が責任負う

のですか。介護の長が責任を負うのですか、負えますか。そんなもの負えるわけがないでしょ

う。はっきりしているでしょう、わかって言っているのだから。ただ、別の組織が無理なので

あれば民間委託するなり、民間でやってもらうということですよ。民間でやっているのですよ、  

ほかのところ。なぜ、社協でやらなければだめなのかということを言っているのです。社協の

本来の仕事というのは、ここに書いてあるとおりなのです。このことをやればいいのです。こ

れの文書にも、これプラス事業と書いてあるでしょう。だから、そういうふうに、社協本来の

仕事にすればいいでしょう。なぜそこに考えないのと。事業を社協がやらなければだめな理由

があるのですかということです。今までの経過は十分承知していますから、それは配慮してあ

げなければだめですよ。ただ、町の考え方として、保育所があれだけ民営化している、保育所

の民営化というのと町が社協にやってもらうということは、民営化と同じ認識なのかもしれな

いけど。それならそれでいいのだけども、そういう認識ならいいいのだけど。肥大化していま

すよ、社協自体がやはり。もう一つ。社協本来の仕事と事業との整合性は取っているというご

意見ですよね。本来の仕事はやっているのだから、事業はやってもいいよという、そういう認
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識ですか。本来の仕事をやっていないと言っているのではなくて、本来の仕事だけにすべきで

はないかという意見なのです。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） おっしゃっていることはわかります。今までどおりでいいの

かと言えば、その辺は今後の検討材料として、ある程度見極めていかなければならないのかな

と、そうは考えております。それは先ほどもお話申し上げたかなと思うのですけども、ただ、

それが一急速できょうあすみたいな形になるのかとなれば、それも先ほど申し上げたとおり、

社協さんがやっていた事業についてサービスを受けているお客様、こういった方が多くいるわ

けです。そういった方々の不便さなり、不利益なりと言いますか、そういった部分を見定めて

いかなければならないのかなと思うのです。  

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） わかります、気持ちは。ただ、今勤めている人たちの首を全部切って、

新しいところにやりなさいと言っているのではないのです。その人たちは今のままで、今の給

料を保証してくれるような形で運営できれば一番いいと思っています。そうでなければ困るの

は町民ですから、今言われたように。十分わかるのです。そういうふうな配慮は保育所だって

そういうふうにやるわけでしょう。寿幸園さんだってみんなそういうふうにやりましたよね。

同じことやるべきです。ただ、私さっき不規則発言かどうかは別にして、第２役場的だと言っ

たのは、例えば組合だって自治労さんと同じくなっていますよね。いいとか悪いとかではない

ですよ。そういう意味ではなくて、そこが本当に民間に委託するときにいろんなことが出てく

るのだから、社協本来やるべきことがちゃんとあるのであれば、そのことをやっていただくよ

うに、方針を確立するべきではないですかと。もちろんその中に、今やっている事業も入るの

かもしれません。しかし、本当に本来の仕事というのは、ここに書かれていることだと思うの

です。その事業に今までの運営の中身については、十分評価しながらも、今までの人も十分理

解してもらって、そういうことで勤めてもらうということを条件にしながら、例えば社協でな

くなったから、あしたからデイサービスあそこでやるなとか、そういうことを言っているので

はないのです。さっきから松田委員言っているように考え方なのです。そこのところが今の財

政改革プログラムのこういう状況の中と整合性が取れていないのではないですかと。今そうい

うことをやる必要があるのではないですかと、そういうところがいくつかあるということで、

我々は社協さん以外のところもそうやって今やっているのです。そういうところが、もうちょ

っと明確にならないと、ではお客さんがいたら、もっとヘルパーさん必要だったら、社協とヘ

ルパーさんを募集し、デイサービスがふえることはないかもしれないけど、ふえたらデイサー

ビスの職員ふやしていくのですかということなのです、社協として。減るばかりではないです

よね、ふえることだってあるでしょう。ふえたとき新しく雇うのですか、また。そういうよう

な方針で、町は社協を応援していくということですか。  

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） おっしゃっている部分の話なのですけども、デイサービスも
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しくはホームヘルプもそうなのですけども、これはあくまでもずっと再三言っているとおり、

介護保険事業でやっているものですから、町からの補助というのは出ていないのですけど、そ

の部分については。独立独歩の独立事業としてやっているわけです。余り人を雇う雇わないみ

たいな話の中で、そこまで町として関与していくことが可能であるかどうかというのは、ちょ

っとどうなのかと思うのですけども。事業全体のあり方、そこの今後の方向性については、先

ほど申し上げたとおり。要検討材料と言いますか、検討していくことは必要なのかなと、そこ

の部分についてはそう考えております。  

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 社協の果たす役割というのは、明確になっていますよね。町の補助金

を出して運営しているのですよね。事業部門は独立採算だから、関与しなくてもいいと。それ

は町が口を出すべきところではないと、そういうふうになるものなのですか。まして、今まで

職員だって派遣していたのですよ、町の職員だって、正式に。一体社協とは何なのですか。そ

こは独立採算だから、いくら利益上げても何をしても構いませんと、こういうふうになってし

まいますよ、今の理論で言うと。僕は、理論的にこのことをどうやるかということで言ってい

るのです。赤字になってきたら事務局さんだとか、町が補助金出しているところだって、もし

介護がデイが赤字になってきたら一生懸命やらないですか。やりますよ、そんなものやらない

なんてならないですよ、絶対。だから、僕はそういうことで、事業を大きくしていくのはいか

がなものかと言っているのです。そこに補助金出しているのでしょう、町は。例えば赤字にな

って、デイもヘルパーも派遣も赤字になったと言ったら、私は町の職員だから町から金もらっ

ているから関係ないと、そんなこと言えないでしょう。何ぼ局長だって、事務次長だって。一

生懸命やらなければならないのですか。別会計になったって、全体の帳面つくっているのは、

町の職員でしょう、細かく言えば。補助金出して、町は職員がつくっているのでしょう、全体

的なものは。独立採算だと言ったって。そこが指導しているわけですよ、事業部門も。だけど、

そこは何ぼもうけても町は口出しができませんなんていうのは、それは社協さんの独自の事業

ですなんてことになりますか。そうしたら、全部そうやって事業分ければいいでしょう。何も

社協と一緒にやる意味がないでしょう、それだったら。そういうふうにならないですか。理論

的に僕は課長をやっつけるとか、そんなことを言っているのではない、考え方として、町の職

員の考え方として、そうならなかったらだめではないかと言っているのです。そこをちゃんと

誤解しないでください。考え方として、今の改革プログラムの中でやっている考え方として、

職員がそうならなかったらだめではないですかと言っているのです。あなたの範囲です。だけ

ど守るということではないのです、僕が今言っているのは。守るなと言っているのではないで

す、そんなことを言っているのではないです。そこは誤解しないでほしいのだけど、考え方と

して違っていると思っているのです。だから言うのです。検討していただくだけでも結構です

けど、少なくとも副町長ぐらいにはちゃんと言って、今後の社協の方針とはどうあるべきかと、

ばしっとこの改革プログラムの次の見直しで出るぐらいのことをやらないと、白老町再生でき

ないですよ。それは、町民に対する福祉を切りなさいと言っているのではないのですから。体
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質を変えなければだめだと思っている。これは多分松田委員の言っている意見と僕は同じだと

思っている。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 大渕委員の素晴らしい立派な意見だし、だけど私が言っている社会福

祉協議会のやる仕事は、民間の社会福祉やっている事業と競合したり、競争したり、張り合っ

てやるものではないと言っているのです。私は、社会福祉協議会の原点は、民間の事業所が困

っていたら助けて、助けても余った、残った人方を助けてやる。根底はそこにあるのではない

のかと言っているのです。言っているのは、そういうことを言っているのです。だから、その

考え方、町としては社会福祉協議会と町というのは、先ほど第２役場と言ったけれども、私は

全くこういうのを両輪というのです。いつもいろいろ両輪論あるけれど、こういうとこがまち

と社会福祉の両輪という言葉使うのです。両輪になっていないのです、今。片輪なのです。な

ぜかというと、競合しているのです。競争、民間と。介護１、２、３、４、５までの、その金

のなるところを取り合いしているのです、セールスまでやっているわけでしょう。こういうこ

とをすべきではないと言っているのです。だから、その考え方、競合して、セールスまでやっ

て、そして最後には１億 2,000 万円も金を残して、どうやって喜んでいるのかわからない。何

をするのですかと、社会福祉協議会。ゼロでもいいはずなのです。では、民間の企業の方々、

貯金１銭かありますか、みんな赤字ですよ、ぎりぎりでやっているのです、ゼロで。ここのと

ころを言っているのです。大渕委員の言っているところは、そこだと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時１０分  

                                         

再開 午前１１時１６分  

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。なかなか、きょうは答弁が大変かもしれ

ませんけども、時間をちょっと置いて、考える時間をつくったので、答弁できるかと思います

が、どうですか。田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 各委員さん方から多くのご意見をいただきました。そういっ

た部分につきましては、十分見極め検討して、どのようなあり方が理想形になっていくのかと

いうことは今後考えさせていただきたいなと、こんなふうに思います。  

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） きょうは、両ベテラン議員のお２人から社協の拡大路線について、非

常に厳しいご意見が出されたと思います。基本的には、私もちょっとここはやはり警鐘を鳴ら

しておくことは必要かなというふうにも、昨今感じていました。きょうは理事者が出席という

ことではない中でのお尋ねの内容だったので、なかなかお答えも大変苦労されたと思います。

私、１点、数字的なことでお尋ねをしたいと思います。人工透析の支援事業、800 万円ほど出

ています。そして、個人から徴収されているのが、往復の 500 円というお話でした。これは多

分、苫小牧だとか登別、室蘭。そういうところに送ってのことだと思うのですが、この 500 円
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という金額の根拠。それと、何名ぐらいで実績年間どれくらいあるのかということ。バスやＪ

Ｒ利用して例えば苫小牧や登別、室蘭利用しても 500 円何かでは利用できませんよね。それと、

ほかの民間の福祉の輸送サービスをやっているところとの兼ね合いですとか、それを考えたと

きに、この 500 円という根拠というのはどういうところで算定されたのか、それと実際の実績。

これについて、お尋ねをいたしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） まず、実績の関係なのですが、昨年度の実績としては、登録

されている方が 25 名いらっしゃいまして、延べの移送患者数でいけば 6,613 名という形になっ

ております。１日の平均の利用としては、20.9 人、約 21 名の利用実績ということになります。

歳入の見合いの分の話になってくるのですが、こちらのことしの予算ベースでいくと、800 万

円かかっているものに対して、歳入見合いで見れるものとしては 185 万円程度の歳入予算とな

っております。500 円の根拠の話になってくるわけでございますけれども、この事業を始めて

からもう十数年たっているわけなのですが、それ以来額的には変更していないというか、値上

げしていないと言いますか、していないのかなと、こんなふうに思います。昨今に委員おっし

ゃられたとおり、公共の交通機関の額と比較してどうであるかということからいくと、私ども

といたしましても、ちょっとこの額的なものは見直す必要があるのかなと、こんなふうには考

えております。そういったこと含めて、個人負担の額になりますけれども、今後の検討材料と

して進めていこうということは、内部でも議論しております。そんなところでございます。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 人工透析の場合は、大体１日おきですよね。ですから、500 円掛ける

何日ぐらいですか、ひと月で言うと。十何日ぐらいになるのでしょうか、それで月の負担にな

るのはどれくらいになるのか、一人当たり、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） これは、手元に６月の実績として資料を持っているわけなの

ですけども、計算上は行き帰り合わせて 23、４回程度が一般的なレベルになっています。それ

に見合いの個人負担額としては、6,000 円程度が多い例になっております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 先ほど見直しを検討するというお話でございました。やはり、受益者

負担という観点から申し上げますと、やはり今の 500 円というのはほかの民間でやっている福

祉輸送サービス等も照らし合わせながら、ガソリン等も高騰しているわけですから、6,000 円

の月の負担ということは、またアップすることになるかもしれませんけれど、やはり時勢にあ

った形に検討をされるべきではないのかなというふうに考えます。いかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 先ほど私のほうから申し上げたとおり、この事業、実は私が

４月来る前、企画のほうにいたわけなのですけれども、そのときから見ていて、額的なあり方

はどうであろうかとか、そんなことを当時の健康福祉課の担当の方には投げかけをしていたの
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ですけども、まさか自分がその当事者となって４月に行くとは思っていなかったわけなのです

けども、そういった背景もありますので、ぜひともその辺は見極めて、今委員おっしゃられた

とおり、ガソリン代なんかどんどん値上がりしている時勢からいけば、ある程度妥当な負担の

額に見極めたほうがいいのかなとは考えております。そういったことで検討を進めていきたい

と思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） もう１点、これは先ほどのお答えの中で、社協との懇談の中でお話を

してくださいというお話でしたけども、先ほど松田委員がおっしゃっていた共同募金の、町民

あるいは企業あるいは町内会また役場の方々はここにも徴収に伺ったりもしているようですか

ら、個人的にも出されている方もたくさんいらっしゃると思います。どういった使われ方をし

ているのかということについて、やはり精査していくべきかなというふうに、私もちょっと考

えていたのです。と申しますのは、よくほほえみ号ですとか、町の車になっているケースが多

いのですけれども、やはり民間で福祉関係をやられているところ、ＮＰＯ法人等もございます

ので、その辺は社協さんがリードして、おそらく共同募金会の会議の中で諮るのでしょうけれ

ども、そのときに精査をして、社協さんばかりではなくて、民間のそういうところに対しての

ものも同程度あるのかを鑑みた中でやるべきかなというふうに思います。私が、個人的な話を

させていただきますと、例えばその年によっては、愛泉園のお祭りか何かのときにも共同募金

の方が来られて、共同募金をお願いしますと。あとは町内会でも集めますので、これも出しま

す。そして法人。これは法人の中で私も関係しているところに出しますし、また身内が共同募

金のことを一生懸命やっているものですから、それはやはりよそよりも出さなければならない

という使命感の中でやっている部分もありますので、これはやはり公平な使われ方をぜひ望む

ことでありますので、先ほど松田委員から出ていたお話のように、町民から集めるお金なわけ

ですから、社協で使われるのも、これは決して悪いことではございません。決してそれは町民

のためになっていると思いますので、その辺は公平性を保ったような形の中で使われていかれ

るように努力をしていただければなというふうに、意見として述べさせていただきます。  

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 今、貴重なご意見という形の中でいただきましたので、その

辺につきましては、私どもとしてもこのようなご意見があったという旨伝えた中、社協側とし

てある程度公平な使われ方、そういったことができるようにしていただくよう、私としても申

し伝えいたしたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） この配食サービス事業委託 1,350 万 5,000 円。これはどんなような事

業なのか。金額はかなり大きいし。 

○委員長（玉井昭一君）  長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  配食サービスにつきましては、資料２にも書かれているわ

けなのですが、高齢者及び障がい者世帯に、１日１食夕食の提供を行うものと、簡単に書かれ
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ているわけなのですけど、高齢者の方で食事の準備ができないとか、また高齢者、障がい者の

方も同じなのですけども、そういう方々に対しまして１日１回夕食なのですが、それを提供し

て、低栄養になるのを防いだり、また提供することによっての安否確認。そういうことを目的

として、基本的には１年 365 日、毎日夕食を提供するという事業でございます。これにつきま

しては、社協さんのほうに委託いたしまして、実質 1,350 万円という多額な金額なものですか

ら、これにつきましては、ご本人負担も当然ございますけども、１食当たり食材費として 390

円。そして、それにかかる経費、管理費というわけなのですが、それも含めますと、簡単に言

えば 911 円で夕食をつくりまして提供してございます。昨年の実績につきましては、約１万

4,300 食、平成 19 年度では実績として残ってございます。人数的には、ことしの３月時点での

利用者は全部で 51 名。この中には中途で開始なさった方、中途で廃止なさった方もいらっしゃ

いまして、51 名という人数になっておりまして、大体 40 名から 42、３名が毎月１カ月利用し

ているという。ただ、年末年始のときには５日間、遠方にいるご家族が食事を提供できるとか

という方がいらっしゃる場合もありますので、この場合については希望者のみ取りまして、配

食という形で。それ以外は 360 日、毎日提供してございます。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 聞いてびっくりだけども、390 円材料費で 911 円と言ったら、すごく

もうけているのです。だって一般の弁当は１食 350 円か 400 円でしょう。我々だって 900 の昼

飯余り食べていない。本当の話。だから、もっとやる方法はないのか、配達の方法だって何だ

って。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  まず、911 円なのですが、先ほど食材費 390 円。残りの分

については、配達分の人件費とか、そういうものも含めた形で 911 円と経常いたしまして、あ

と本人負担が１食当たり 500 円いただいております。これにつきましては、介護保険事業の任

意事業という形で、町からの全額補助という形ではなく、町の負担としては、かかった経費か

ら個人負担を引いた残りの経費、それの 20.25％、これが町の負担で、残りにつきましては国

と道と介護保険料で賄う形になっておりまして、介護保険料としては、19％の負担、道が

20.25％、国が 40.5％という負担割合になってございますので、1,300 万円から個人負担引いた

額からの 20.25％が町の負担という形になってございます。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） これだって、考えようたくさんあると思う。その地域、地域の。例え

ば北吉原の吉原寿司の弁当 600 円なのです、毎日配っていて。白老の商店街から弁当を買った

って 600 円ぐらいですよね、普通。まして、一人で弁当を持って行けば遠慮が入れば、もっと

質を落としたって喜んで食べると思いますよ。変な意味で言っているのではないです。そうい

うことからいくと、この９百何ぼかかるのだったら、600 円くらいでもっとうまいもの食べら

れる。これは今社協でつくっているのですか。では、これからは虎杖浜の人は虎杖浜の誰かに

つくらせる、萩野は誰か、白老は誰かつくらせると、社協から離すともっとうまいものが食べ
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られる、安くて。この辺をもう１回考えたほうがいい。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  うちのほうも今現在社協さんのほうに全部委託してござい

ます。社協さんのほうでデイサービスの利用者のための食事をつくります。それと抱き合わせ

でつくって、配達するわけなのですけども、確かに地域の中で、町内の中で、そういう方がい

らっしゃれば検討する方向ではいきたいと思うのですが、やはり１年間 365 日という形での配

達と安否確認というものも含めた中で、また栄養の面もございますので、やはり栄養士が献立

を立てるという形でのものございますので、その辺については栄養士の献立というのは委託と

か、そういうこともいろいろ検討材料としてはあろうかと思いますが、やはり 365 日安否確認

という形も含めた中で配達するということが、１番ほかの事業者としての金額的なものと、あ

と時間的なもの、これが解決できるような形で事業者さんがいれば、今後も検討していかなけ

ればならないとは、うちのほうも考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今まで、先ほどから話しているけれども、人工透析の方は人工透析し

なかったら死ぬのです。これが高い安いとかは、これも議論ある。しかし、この人方は毎日飯

を運んでもらって食べるのだって、これだって自分で食べるところだってつくってやらなけれ

ばだめですよ。こんなにもの数の人、料理もできないで、病院も行かないでいるわけですか、

50 人も毎日。その辺もう少し、おかしい、こういうことは。甘えすぎる。だめだとか、そんな

問題ではなく。 

○委員長（玉井昭一君）  長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  まず配食サービスをする方につきましての決定をするわけ

でございますけど、それにつきましては地域ケア会議というものを開きまして、地域包括支援

センター、いきいき４・６内にございます。それと、萩野地区にどんぐりさんという地域型の

在宅介護支援センター、竹浦・虎杖浜地区のリハビリさんの在宅介護支援センター。この３つ

が集まりまして、申請が上がってくればその担当地域の支援センターでお宅のほうに訪問させ

ていただいて、その方についての栄養状態とか家族の状態、家庭の状況、いろいろ調査させて

いただいております。その中で訪問して、月１回地域ケア会議ということを開きまして、３つ

のセンターと社協さんのほうも集まっていただいて、どうするかこうするか、決定するかしな

いかというのを検討するわけで、決して申請があったからすべての方に利用できるということ

ではないのをご理解ください。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） だから、例えば今萩野だったらどんぐりさんがやればいいのです。こ

の値段が高いか安いか知らないけれど、365 日できるわけだから。そういうこと、もう少し考

えて、社協ばかりもうけること考えないで、これを言っているのです、私たちは。地域でやれ

ばいいでしょう。 

○委員長（玉井昭一君）  長澤参事。  
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○健康福祉課参事（長澤敏博君）  今のご意見につきまして、先ほどもお話したとおり、うち

のほうも地域的に全町という形で長い町ですので、地域的にやっていただける事業者がいるよ

うであれば、そちらのほうにもやっていただくということは検討する価値は十分あると考えて

ございます。そういう形でも今後検討していかなければならないと思っています。  

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 私からは、とりあえず昼から広報広聴という形で社協の方々と懇談を

するという中身の中でも話題等々にはなろうかなとは思うのですけども、各委員の意見を聞く

と、事業的なものについていろいろ提案含めて疑問点もあろうかとは思うのですけども、私と

しては高齢者福祉計画含めて白老町が組んでいる中で、社協が果たしてきた役割というのは非

常に大きいと思っています。それから、各委員からも出ています、どんぐりさんにしてもいろ

んなところにしても社協の出身者が運営しているということも、根幹は社協にあったと。やり

方の問題だということなのですよ。だから我々が言っているのは、従前、業務の内容ではない

のです。運営の問題なのです。コスト意識なのです。これをいかに行政側から委託事業を含め

て補助金、事務職員の給料含めて補助金を出しているというところを相手にも理解をしてもら

いながら、わがまちの財政状況も理解してもらいながら協力していただくと。この考え方が必

要ではないかと、こういうことなのです。これはぜひとも理事者含めて、その辺のところはや

っていただきたい。ただ、社協の作業的なことの民間のアウトソーシングというのは、やはり

相手もあることだし、十二分にその辺健康福祉課中心に、これは社協が果たし終わったと。こ

れで民間がやっても町民、利用者に迷惑がかからないというものについては、徐々に社協本来

の目的達成のほうの事業に転換していくということを働きかけてほしいなと、私はそう思うの

です。その辺の考え方をお聞きしたいなと思うのですけど。  

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 今のご意見でございます。委託さらに補助含めての、今後の

あり方ですよね。ここら辺については、委員おっしゃったとおり、十分もう１度私どもとして

は、コスト的なものも含めてあり方、そういったことは相手方社協さんと議論をし、詰めて、

削減できるものは削減できるよう進めていきたいなと、こんなふうには考えております。これ

は、今プログラムを進めているという考え方の中からも、当然私どもも考えていかなければな

らないものであると思っております。そこはそのように進めさせていただきたいと思います。

さらに、社協の今行っている事業の民間移譲化、ここの部分。これは先ほど私が申し上げたと

おり、事務のあり方について検討、検証しながら今後に向けて進めていきたいなと、このよう

に思います。以上です。  

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） ちょっと確認なのですけど、福祉計画の見直し、何年度ですか。  

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 福祉計画の見直しは 21 年度の見直しという形になっておりま

す。計画そのものは 26 年度までの計画になっております。始まりが平成 17 年度から周期が平
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成 26 年度の 10 年計画で始まったものでありまして、先ほど申し上げたとおり、平成 21 年度の

見直しというふうな形で設定されております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 21 年ということですから、当然今、新財政改革プログラム案について

は 20 年度決算、21 年度決算というのも一つの大きな部分になっていますので、ぜひともこの

問題はそれを絡めて、やはり検討をしていただくということで今答弁いただいていますけども、

早急に理事者と相談してやっていただきたいと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 今、ご意見をいただいたとおり、この福祉計画 21 年度見直し

というタイミングに合わせて、全体的なあり方そのものも理事者のほうと協議をしながら詰め

ていきたいなと、こんなふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） 私も熊谷委員と少し意見は似ているのですけれども、やはり社会福祉

協議会の先ほどからずっと言っている体質改善という話が随分ありましたけれども、やはり田

中課長が今回、福祉課のほうに来られたというのは、そういうほうの改正の、体質改善という

か、補助金のあり方、また事業費の使われ方、もろもろすべてに対して、財政の面からきちん

と把握し、そこを切り込んでいくという、私は非常に期待をしているのです。例えば、何度か

町民の方々から言われたのですけれども、申しわけないですけど社会福祉の軽自動車あります

よね。温かくなってくると、エンジンかけっぱなしで、エアコン入れっぱなしで１時間も２時

間も家の前にあると。冬になれば冬になったで、暖房を入れっぱなしであると。白老町は金な

い金ないと言って、水道課から税金から血眼になって金を集めているのに、片方でそんなこと

をやっていて、すごく町民から見ると矛盾を感じると言うのです。私も何度かそういうのを見

ました。私はいつになったらこの人、車のエンジン切るのかなと思って見ていたのです。とう

とう１時間以上たってもエンジン切りませんでした。そういうようなものも、きちんと町民か

ら見たら、役場って本当に大変だ大変だと言っているけど、ざるではないかと。片方でもって

一生懸命節約しなければと、何かやっていることがちぐはぐに見える。やはり、今回の財政改

革プログラムの中で、議会としても一生懸命議論させていただき、私としても何とかこのプロ

グラムが成功して、白老町が少しでも健全団体に早くなってもらいたいという中で、やはりそ

の辺をきちんと切り込んでいくお考えが理事者側にあるのかどうなのか。またそれを課長がき

ちんとできる体制になっているのか、その辺のお考え方はいかがなのでしょう。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 何か非常に私が期待されているものを感じたというか、非常

に肩の荷が重いようなところもあるわけなのですけども、冗談はさておきまして、今のヘルパ

ーさんの車の使い方と言いますか、そういったことが気にかかるところですか、そんなことも

出されたのかなと思いますけれども、言ってみればそういう小さなことの積み重なりが総体的

な経費の増につながる。もしくは逆に言えば気をつけることによって圧縮にもつながってくる
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のかなと、こうは考えるわけです。そういったことも、私ども気づいていなかった部分もある

わけなのですけども、今のご意見として受けましたので、社協側のほうには伝えた中、そこら

辺のあり方についても確認して、正せるものがあれば正すように指導と言いますか、協議して

いきたいなと、こんなふうに思います。あと、そういった全体的な社協のあり方、そのものに

ついての改善、改革、この関係については、先ほど熊谷委員にも申し上げたとおり、理事者の

ほうにも伝えながら、今後のあり方等々については、私どもとしても検討、進めていきたいな

と、こんなふうに思っています。  

○委員長（玉井昭一君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。21 年度に今後の福祉の見直しを図るということなのです

けども、今白老町高齢化率 30％を超えまして、26 年度までに福祉の状況、社会全体の状況も相

当の変化が起こると思うのです。その中で、どんどん高齢化が進むということになると、今の

社協の状況の中でこのまま行きますと、さらにまた新たにヘルパーさんなり関係の要員を増員

しなければならないとなる。そういうことで肥大化していくということが、非常に懸念される

わけなのですけども、やはりそういうことも踏まえて、先ほど大渕委員とか松田委員がおっし

ゃったように、事務事業と介護事業とは全く分けていくべきではないかというのが早急に求め

られるのではないかと思うのですけども、そのことに関して先ほど副町長にも進言したらとい

うことだったのですけども、やはりそういう方向性を求められているのではないかと私は思っ

ているのです。ますます高齢化に対して社協のあり方が、町民から信を置かれるような素晴ら

しい組織であってほしいし、そういう組織にしていただきたいというのが私の願いです。 

○委員長（玉井昭一君）  田中課長。  

○健康福祉課長（田中春光君） 各委員さん、皆さんから同様のご意見、たくさんいただきま

した。皆さん、一致して意見同様であるなと、そんなふうには感じております。そういったこ

とからも、今後の社協のあり方につきましては、十分理事者とその辺協議した中、抜本的にど

うあればいいかということを含めて考えていきたいなと、そう思います。肌身に感じて思いま

した。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんね。それでは、暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時５０分  

                                         

再開 午後 ３時３５分  

○委員長（玉井昭一君）  それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。今までの委員会

のまとめということで、進めたいと思います。その後、前回の安愚楽牧場を視察したときの宿

題が若干残っております。和野嘱託に説明を受ける、質問もしたいということが残っています

ので、和野嘱託が今ちょっとお伺いをしたらいらっしゃらないということで、今まとめを先に

やって、その後、和野嘱託がおられればその件をやっていきたいというふうに思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。  

 今の町内の福祉の現状と課題についてということのまとめをしたいと思います。このことは
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ぜひ、まとめの中に入れたいという意見がございましたらおっしゃっていただきたいと思いま

す。朝から、松田委員、大渕委員、山本委員らが言われていた項目等は、重点的に午前も午後

もやっていましたので、その辺は踏まえて報告したいと思いますけども。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。社協さんとあそこの場であれ以上議論する何ものもないで

すから、あんなところかなと思いますけれども、要するに町の補助金で 4.3 分の１の人件費だ

と。だけど、介護の仕事しているのですよね、行って聞いたら。だから、その考え方というの

は、事業活動も全部最初の社協の方針に入っていますよという考え方なのですね、聞いている

と。そういうことで、そういう認識になるのですね。だから、それがいいとか悪いとかではな

くて、事業のことを我々が指摘するというのは、絶対やったらだめだとかそんなのではなくて、

今までのちゃんと経過は評価をしながらも、しかしそういうふうに改善すべきだと。あそこで

私は言わなかったけど、その後松田委員も厳しくこの場では言っていたけども、やはりあれは

第２役場になりますよ。僕の印象は、はっきり言わせてもらえば。あれば第２役場の道を歩ん

でいる。今の考え方だったら。なぜかというと、全部民間にすれとかそんなことではなくて、

今の社協の考え方というのは、今の社会情勢や町の状況に合っていないのではないかと。行っ

て懇談をしても、私はそういうふうに感じました。これは私のあくまでも感じです。ただ、ま

とめの中でどこまで書くかというのは、また別の話でございまして、今実際に動いているわけ

で、社協を頼っている町民の方々もたくさんいらっしゃるということ、これは事実だから、そ

のことは何も否定することではないから、そこのところはあるけれども、私が感じたのはもう

ちょっと社協を守るというような意識のほうが強いように感じてしまいました。まとめはどう

するか、ちょっとまだわかりません。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） これから話をするのも、まとめとはほど遠い話になるのですけども、

以前唐牛元議長が議会辞められてから社協の会長をやられていましたね。突如、引退を表明さ

れて、その後役場の助役さんをやられた方が、個人的のどうだこうだと言っているのではない

です。社協の会長になられたのですけれども。実はあのときに、なぜ民間の人が社協の会長と

いう方向にならなかったのかなと、あの時点ですごく僕は懸念していたのです。懸念というか

思っていたのです。ですから今、大渕委員が言われたように、第２役場の道を歩んでいるとい

うような感覚のお話ございましたけども、どうしてもそういうふうにならざるを得ない組織に

なってしまっているのではないのかなというような印象です。ものすごく、きょう懇談をして

いても温度差があったと思うのですよ。議会側の主張していることというのを、理解はできる

けれどもということで、いろいろお話はされていましたけれども、多分ものすごく温度差があ

るのかなというふうに感じますので、やはり本来の社協のやるべきこと、目的に沿ったことに、

原点に戻っていただくような活動をやっていただきたいなというふうに考えています。どうし

ても事業拡大路線になっているような気がしてなりません。それを仕方ないのだという議論も

ありましたけれども、先方のほうは。しかし、町民が見ているものとはちょっと温度差がある

のかなというような気がします。  
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○委員長（玉井昭一君）  ほかに。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 懇談のまとめと、所管のまとめと別々なのでしょう。  

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ３時４４分  

                                         

再開 午後 ３時４５分  

○委員長（玉井昭一君）  それでは、委員会を再開いたします。 

和野嘱託に来ていただきましたので、先に安愚楽牧場の件でお伺いしたいということがあり

ましたね。その件を進めたいと思います。 

○事務局主幹（森 隆治君）  安愚楽牧場の視察のあと、一応公害防止協定書の写しをいただ

きまして、その中で委員の方から出された、例えばこの公害防止協定書の中で計画変更があっ

た場合に、町のほうにまた計画変更についての協議、そういうものがあるかどうかというご質

問が出ましたので、その点についてご回答いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  では、和野嘱託。  

○産業経済課特定嘱託（和野敏夫君） その件につきましては、今回５月 30 日に安愚楽さんの

ほうから規模、当初計画、全体計画としてはずっと持っていきますと。ただ、今の経済情勢、

素牛の価格の下落、それから飼料の高騰、それから生産資材の高騰。それともう一つは、建築

資材の高騰です。やはり、工材が上っているということからいきますと、どうしても卸元が１

カ月ずつ伸ばしてきているというような状況をかんがみみると、やはりここで無造作に走るわ

けにはいかないだろうということで、全体計画をそのまま持っていますけども１期、２期と分

けて実施していくと、そういう説明がありました。それで今回、産業厚生常任委員会で委員の

皆様と見た部分、あそこは飛生川から山側の部分。あそこの計画で１回ストップしたいという

考え方を示されております。それで示された中で、農業委員会の総会でもこの前ご説明したの

ですが、やはりその後２期計画に移るという部分では、もう１度２期計画に移る時点で最終計

画の説明を受けたいと。それから、建築確認はいらないのですが、建築するための承認という

法 60 条の届け出があります。それが出てきた時点で、私どものほうで内容確認、それから産業

厚生常任委員会、農業委員会、今回公害協定防止協定を結んだ２つの町内会にもその旨を説明

して了解をもらいたいなと思っております。そういう中で、そういう時期が来たら、また産業

厚生常任委員会の議員の皆様にもご説明したいと。 

それともう一つ、今建設途中の部分を見ていただいたのですが、これは１期目の部分、完成

した中で、もう１度再度安愚楽さんのほうで見ていただきたいと、そういう中では地域の方々

からも言われている匂いの問題という部分では、やはりそこに牛が入ってきて、建物ができ上

がって、その中でもう１回皆さんにも見ていただきたいという申し入れがありますので、また

その時期になりましたら皆さんにご案内したいなと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） 「当該計画書を甲に提出するものとする」というふうに書いていまし
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たので、この当該計画書を今回は提出されているのか、されていないのかということをお聞き

したかったのです。 

もう一つ、２番目の「甲と別途覚書を提携する」と書いていますけども、この覚書とはどん

な内容なのでしょうか。そういう単純な質問だったのですけど。 

○委員長（玉井昭一君）  和野嘱託。 

○産業経済課特定嘱託（和野敏夫君） そこの当該計画書という部分は、現在、今回見せてい

ただいた、説明して視察へ行った、まず 4,000 頭。肌牛が 4,000 頭、子牛が 2,700 頭の常時飼

養等数からいくと 1,800 頭。約 5,800 頭。そこの部分の計画です。それとふん尿等としまして

は、議会のほうにもお示ししておりますけども、発生ふん尿が当初計画でいくと年間５万 6,000

トンという部分、それが今回２万 9,000 トンぐらいに落ちるという部分で、これらから発生す

るふん尿をどう堆肥化するかという部分と、覚書の部分ですけども、ここで牧場をやるときに

想定される法律関係あります。これは、公害防止協定結べという法律は一つもないのですが、

ただ生き物を飼って、あれだけの頭数を飼うということになれば匂いの部分、汚濁水の量出と

いう部分も想定して、そういう法律に照らし合わせて悪臭防止法、水質汚濁法、これらの部分

の、例えば万が一出てきた、そういうものが発生するような状態になったときに、河に流せる

基準というのが定められております。微量で何ぼと数値が定められているので、それの基準に

沿ったものは河川に放流できますけれども、それ以外のものはできませんよという数値を示し

たいということで、そういう数値を示した覚書を取り交わしたいという考えでおります。以上

です。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） そうしましたら、この当該計画書はもう提出されたと。２つ目の「別

途覚書を提携する」となっていますけれども、これについてはまだ提携されていないというふ

うに理解してよろしいでしょうか。 

○産業経済課特定嘱託（和野敏夫君） はい、そのとおりです。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 公害防止協定に関しましては、白老町と町内会そして安愚楽さんとの

三者で結ばれている形になっていると思うのですけれども、そのほかに公害防止協定という形

でなくても、前回協議の中で同僚議員からも出ていたのですけれども、私も同じ考え方持って

いまして、漁組さんとの関係の中で何か協議されていることがあるのかないのか。また日本製

紙との関係ではどうなのか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君）  和野嘱託。  

○産業経済課特定嘱託（和野敏夫君） 十分、この安愚楽共済牧場の事業計画が出てきた中で、

あそこの事業地の真ん中で敷生川の支流になります飛生川があるということで、敷生川につい

ては日本製紙が水利権を持っております。設定していると。それからもう一つ、敷生川はサケ・

マスの放流河川、遡上河川ということをすべて網羅しまして、昨年にいぶり中央漁協さんのサ

ケ定置部会。その方々と中出組合長さん、本間参事さん、それらの方々にお集まりいただいて、
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事業計画の説明をさせていただきました。その席上、サケの放流については、胆振管内さけ・

ます増殖事業協会というところがメップ川のふ化場のところでやっておりまして、そこの事務

局長さんにも入っていただいて、事業計画の説明をさせていただきました。協定書の部分から

いきますと、水利権を持っている日本製紙さんとのお話。これも説明会、２回ほどさせていた

だいております。そういう中で、日本製紙さんのほうはお互い法人としての責任は持たなけれ

ばいけないと。地域に迷惑をかけない形の中で安愚楽さんもやらなければいけないし、自分た

ちもやらなければいけないと、そういう中でお互い信頼をし合いながら、この事業を見守りた

いということで終わっています。それから、いぶり中央漁協さんの部分です。ここにつきまし

ては、抜き打ちで検査できる体制を持って行きたいというお話あります。要するに、万が一汚

濁水流さないと言えども、それが出てきたり、これはあってはならないことですけども、汚濁

水を河川に放出しただとか、そういう事態があれば漁組さんが直に現地、事業所とやり取りを

したいというお話がありました。それについては、町のほうで公害防止協定を結ぶので、それ

に基づいて町といぶり中央漁協さん、もしもそういう事態になった場合には二者で安愚楽牧場

さんのほうに現地視察というか、現地確認をさせていただくということで、お話をさせていた

だいております。そういう中で、日本製紙さん、いぶり中央漁協さんとの了解を得ていると、

私どものほうはそういう認識でおります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。なければ、和野嘱託にお引き取りいただきます。

よろしいですね。どうもありがとうございました。  

 それでは、安愚楽牧場についてはこれで終わりまして、先ほどに続き報告書のまとめを行い

たいと思います。きょう、懇談したことについて、ないようであれば一応私達に任せていただ

いてまとめさせていただくということでよろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  これで、一応全行程が終わったことになるのですが、安愚楽牧場に

ついては、８月６日一応取ってあります。それらの全部のまとめをやりたいと思っていますの

で、あすは一応日程取ってありますけどもやらなくてよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（玉井昭一君） そういうことで、きょうは終わりたいと思います。では、産業厚生

常任委員会を終了いたします。ご苦労さまでした。  

（午後 ４時００分） 


