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    ◎開議の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいまから昨日に引き続き議会を再開いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、７番、玉井昭一議

員、８番、近藤守議員、９番、斎藤征信議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                         

    ◎一般質問 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第２、これより一般質問に入ります。 

 通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 前 田 博 之 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員、登壇願います。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） それでは、町長に財政運営についてと組織づくりなど２項目15点につ

いて質問いたします。 

私は、町長の２期目に当たっての希望に満ちた町政執行方針に期待を寄せておりました。し

かし、執行方針という楽譜から町長の熱い思いの響きが伝わってきませんでした。町長は、こ

のまちのオーケストラの指揮者として思いきりタクトを振っていただいて、この１年間飴谷交

響曲をぜひ聞かせていただきたいと願っております。町長は、町政執行方針で財政再建を初め

懸案となっている案件に対し、スピード感を持って全力で取り組みますと町民にメッセージを

送りました。町長は、この厳しい状況をどのように突破していくのか、財政問題について１項

目７点質問いたします。 

１点目として、まちは最大の財政危機に直面していますが、自治体財政健全化法によってま

ちの財政危機がさらに大きくクローズアップされました。しかし、健全化法での指標比率も当

初から見ると条件が大幅に緩和され、試算では再生団体を回避でき、イエローカードである早

期健全化団体入りも微妙になってきていると思います。財政健全化法で示された数値をクリア

することに議論が終始し、単純に現在まちの債務は、あるいは赤字の総額が幾らあるのかが隠

れてしまっております。町民も強い関心を示しています。そこで、現在債務、または赤字の総

額が幾らあるのか、そしてその内訳はどうなっているのかを質問します。 

２点目であります。１点目と連動しますが、赤字総額のうち実質的な赤字額は幾らになって

いるのか、そしてその内容はどうなっているのかをお聞きします。 
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３点目、財政の硬直化を招く第１の要因は借金に依存することであります。財政悪化を招い

た要因に町債、すなわち長期の借入金をしてきたことが後年度負担に大きく影響していること

は町も認識し、議会も指摘しております。財政を悪化させた大きな原因である長期借入金、す

なわち町債に依存する財政運営に当たっての町長の姿勢と見識を伺います。 

４点目であります。財政再建と20年度の予算は、町職員の大幅な給与削減と大量退職、そし

て経常的な事務事業の見直しで成り立っていると言っても過言ではありません。もはや行政改

革の残された道は、投資的事業の見直しと画期的な歳入増しかありません。町長の決断を待つ

しかないのです。そこで、投資的事業の見直しについてどのように考えているか伺います。 

５点目、町長の決断にゆだねられている自主財源の確保についてであります。根幹をなす歳

入増の対策について町長は就任以来同じようなことを述べるにとどまっています。このたびの

執行方針でも具体的に示されておりません。そこで、町税の超過課税、国民健康保険税、保育

料の見直し等々をするなど、歳入財源を確保するために一日でも早く町民に情報を提供し、議

論していただくために早急に政治決断をし、行動計画を町民に示すべきと思われますが、町長

の判断はいかがでしょうか。 

６点目として、新財政改革プログラムを３月までに策定するとさきの12月の議会で答弁され

ましたが、その進みぐあいとプログラムの概要ですが、新改革プログラムは３月31日に議会に

提示すると聞いております。それで理解しております。その辺は答弁要りません。そこで、プ

ログラムの概要についてのみ伺います。 

７点目でありますが、20年度予算を見ますと職員の給与削減が４億6,200万円にもなっていま

す。商店を初め地域の経済に大きな影響が出ています。大幅な給与削減が地域に及ぼす影響額

とその対策となる施策を講じたのか伺います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 財政運営についてのご質問であります。最初に、１点目の町の債務総

額と２点目の実質的な赤字額についてのご質問であります。18年度ベースで述べさせていただ

きますが、まず町の債務につきましては総額で368億3,400万円となっております。内訳としま

しては、本町の各会計の決算における赤字額が工業団地造成事業特別会計の14億2,300万円、病

院事業会計の不良債務４億4,500万円など６会計分33億1,800万円、地方債の借り入れ残高が一

般会計の166億4,500万円を初め全会計で289億9,400万円、債務負担行為の平成19年度以降支出

予定額が６億2,500万円、年度末に全職員が普通退職した場合に支払われる退職金の総額である

退職給与引当金が28億2,900万円、本町の各種基金からの長期借り入れ分が５億2,000万円であ

ります。さらに、白老町土地開発公社、白老振興公社に係る債務額が債務保証、損失補償を合

わせ５億4,800万円となっております。また、実質的な赤字額については、赤字会計における合

計額から一般会計、水道会計などの黒字額６億4,800万円を差し引いた連結赤字額26億7,000万

円となっております。 

次に、３点目の長期借入金に対するご質問であります。長期借入金、いわゆる地方債につき
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ましては、地方自治法、地方財政法などの法律に基づき、予算に目的等の定めがあり、かつ原

則として都道府県知事の同意、または許可がなければ発行することができないものであり、地

方債を財源とする事業につきましても法により限定されているものであります。地方債の発行

は、公共施設の建設事業が主なものでありますが、それらについては将来の世代も恩恵を受け

ることから、世代間の負担の公平を図るというのがその趣旨であります。しかし、過度の借り

入れは将来を担う子供たちに過大な負担を背負わせることでもあり、過去の反省も踏まえ、そ

の事業の必要性を初め事業規模や緊急度合いなど総合的に判断し、財政見通しを考慮した上で

発行していかなければならないものと考えております。 

次に、４点目の投資的事業の見直しについてのご質問であります。本町の臨時事業債の過去

10年の推移では、全会計で平成12年度の44億6,500万円が最も多く、平成19年度では16億6,100万

円と大幅に減少しておりますが、平成20年度ではバイオマス燃料化施設や防災行政無線の整備

事業、下水処理場の改修などにより29億7,100万円となっております。事業費につきましては、

査定段階でその必要性、緊急性を判断してランクづけし、財源の状況を見定めながら事業の選

択を行っているものであり、平成20年度のように年度によっては大きく増加する場合もありま

す。既に港湾事業や道路事業においては期間の延長や規模の縮小など見直しを行ってきており

ますが、今後も限られた財源の中で総体的な判断により取捨選択を行い、必要な事業について

は将来に禍根を残すことのないよう実施してまいる所存であります。 

次に、５点目の超過課税、国民健康保険税、保育料の見直しなど歳入財源確保についてのご

質問であります。超過課税の導入については、国、地方を通して厳しい財政状況にある中、自

主自立の行政運営を行う上で年々減少していく自主財源をどのように確保していくか、国民健

康保険税や保育料の見直しは特定の事業を行うために適正な負担をどのようにすべきかという

課題であり、健全な財政運営を行うために常に考え、見直さなければならなかった課題である

と考えます。町民に負担を求めるこれらの見直しは、非常に苦しい判断でありますが、本町の

極めて深刻な財政状況、財政健全化への道筋をつけるためには平成21年度の導入、改正を考え

ており、新財政改革プログラムに盛り込み、十分な説明をしていく所存であります。 

次に、６点目の新財政改革プログラムの３月策定と概要についてでありますが、昨年末に法

施行令、本年２月に法施行規則が施行され、さらに本町が一番懸念している販売土地の評価方

法等について現在総務省で検討されております。こうした情報を得ながら、並行して新財政改

革プログラムの策定作業を進めております。プログラムの概要は、全会計の収支見通しと悪化

の原因を踏まえ、健全化を図るための必要な対策をとり、対策後の収支見通しを目標に早期財

政健全化を図る内容とする考えであり、３月末には議会に案を示したいと考えております。 

次に、７点目の人件費削減による地域経済に及ぼす影響額とその対策についてでありますが、

平成20年度の給与削減額約３億5,000万円のうち共済費等を除き直接職員に支給される給与の

削減額は２億7,000万円であり、北海道における家計調査等の統計資料や町外消費流出割合を

35％として推計すると、町内消費への影響は約１億1,000万円という数字になります。この推計

した消費影響額に対する具体的な対策というご質問ですが、既に食、温泉、観光などの事業に
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おいて地元消費の拡大に向け取り組みを行っているものであり、これらの事業を通して職員に

対しましても地元消費に対する意識の啓発を行ってまいります。 

以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２問目の質問をさせていただきます。 

 １点目、２点目あわせて答弁ありましたので、あわせて質問させていただきます。まず、答

弁の中で、実質的な赤字額については赤字会計における合計額から一般会計、水道会計など黒

字額６億4,800万円を差し引いたと。そして、連結赤字額が26億7,000万円と言っていますけれ

ども、一般会計が黒字という言い方をしていますけれども、これ18年の数字で出している数字

だと思いますけれども、決算書を見ますと18年度一般会計、繰入金が約４億6,000万円、そして

財源不足で一般財源として使われる赤字地方債、臨時財政対策債があります。これが約２億

8,000万円借りていますけれども、これを見越して黒字という言い方を答弁でしているのかどう

か伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 基本的には財政状況等を全国的な指標のもとで比較するとい

うことが大切ですので、そのルールに基づいてはじいた額です。それによりますと、実質収支

で１億2,900万円の黒字ということで、先ほどありました臨財債、臨時財政対策債ですけれども、

これは実質的な起債ではないのです。これは、交付税特別会計、これが赤字なのです。その赤

字分を国が半分、それから地方が半分負担しましょうということで、そしてその地方が半分負

担した分は後年度において国が交付税措置するというのが臨財債なのです。ですから、その分

は交付税と全く同じという考えでございます。その他の繰入金につきましても、それは財政的

には繰り入れする力があるから、収支として、歳入として当然見込むべきものというふうに考

えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 臨時財政対策債についてお話ありましたけれども、ここで詳細議論す

る意味はありませんけれども、国の交付税会計が云々と言いますけれども、そのとおりですけ

れども、白老町は対策債ですので、交付税が入っている入っていない別にしても後年度払って

いくというのは間違いないと思います。 

それと、今繰入金の話ししましたけれども、何年か前のここの議会で同僚議員が同じこと質

問しているのです。そのときは、それを差し引くと一般会計赤字だと、そういうふうに町が断

言しているのですけれども、今の答弁でいくと何かあいまいな物の考え方で答弁していますけ

れども、その辺の見解いかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 
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〇経営企画課長（高畠 章君） 基本的には財政の体力がどの程度あるかといった部分で僕は

議論しなくてはいけないと思うのです。ですから、他の特目だとか財調だとかそういったもの、

これも財政の力なのです。まちの財布の力なのです。ですから、そこの部分というのは繰り入

れるということも当然これは法的に認められているわけですし、それを使っていろんな取り組

みをするということに対してもこれは認められているわけですから、底をついたとき、そこが

問題になるのであって、そこのところの議論についてはいかがなものかという部分では考え方

は前田議員のその心配するところ、それは間違いないところだと思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 財政担当課長としてそういう答弁になると思いますけれども、非常に

認識の甘さ、深さ、とらえ方が若干違っていると思いますけれども、そういう財政運営をしな

ければいけないという認識に立って予算査定等をしていただきたいなと、こう思っています。 

 次に、町長に伺います。今答弁をいただきました。この中で、債務総額が368億3,400万円と

今答弁いただきました。先般町長も言っていますけれども、標準的な行政を行うための標準財

政規模ですが、今は60億円となっておりますけれども、簡単に割り返すと約６倍強の債務あり

ます。今私電卓ではじいたら、町民１人当たり幾らになるかというとざっと180万円ぐらいにな

ります、子供からお年寄りまで町民１人の負担が。この膨大な債務町民も聞いたらやはりかと

厳しさを実感することだと思います。町長、これまで以上にこれから厳しい財政の立て直しが

始まりますけれども、今あるプログラムでいくと10年間を財政再建期間と定めております。そ

して、執行方針でも言っていますけれども、次の世代に負担を強いることのないように取り組

みたいと言っていますけれども、この約369億円の金額を目の前にして、町長はどのように思っ

ていますか。心境を伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 大変重い心境なのですが、これはまず過去からいろんな公共事業を繰

り返し、これは無駄なことはやっていないのですが、その入りと出るとのバランスの関係だと

か、それだけ町民のニーズもあったということから、そのツケが一番先に来たのは今の役場の

職員にまず来ましたよということです。その結果、定年まで勤めたい人が途中で早期退職せざ

るを得なかったということもありますが、今の368億円の件に関しましては、これはまずは起債

残高を確実に減らすということと不測の事態に対応するための財政調整基金、これを一定水準

に上げると。さらには、一番これ大事なのですが、単年度収支を確実に黒字にするということ

が一番大事かと思っております。さらには、健全化法に規定されています指標でございますが、

それを完全にクリアしなければならない、そういうことから早期健全化団体を回避したいとい

う考え方でございます。単純に368億円といっても、これ約20年くらいの間の積み上げでござい

ますので、まずは一日も早く町民に普通のまちになりましたというようなことを伝えたいとい

うのが今の願いでございます。 



        － 230 － 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） それでは、実質的な赤字額の中で答弁ございましたけれども、企画課

長に伺います。債務負担行為の中で、債務負担行為の支出予定額にかかわるものが６億3,000万

円となっています。ご存じだと思いますけれども、債務負担行為というのは実質的にはやみ起

債と言われています。そこで、物件費等の支出に伴う部分の債務負担行為は今数字出されまし

たけれども、支出予定額のほかに債務保証、損失補償というのがしているのあります。これら

に対する額は押さえていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 損失補償、債務保証でございますけれども、これにつきまし

ては答弁の中にも、１答目に町長の答弁の中にもございましたように土地開発公社分の赤字額

分として２億9,700万円、それから振興公社に対して２億5,000万円、これらの数字があります。

答弁で申しましたように合計５億4,800万円、それと一応予算書の一番最後のほうの債務負担行

為の一覧表に載ってございます日本航空学園の債務保証、これ２億5,000万円もございます。た

だ、この部分につきましては、実質航空学園が返済滞るだとか、そういったことにおいて初め

て町の財政出動が求められるということで、ここの部分はカウントしてございません。ただ、

一定のルールとして健全化法に定められております実質将来負担比率、ここの部分ではリスク

分として10％ぐらいカウントしなさいというようなルールはございます。しかし、今回の前田

議員のほうにお答えした部分についてはこの２億5,000万円は入れてございません。実質２億円

切っている額ぐらいにもう返済終わっているはずですので、これは毎年順調に返済していけば

町は何の損害もこうむるわけではございませんので、そういう考えで入れておりません。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 損害こうむる云々ではなくて、今お話あったように予算書の裏につい

ています。あれを抜き出して債務保証等々しているもの等だということになれば総額が出るは

ずですので、予算審査特別委員会のときにまた再度お伺いします。 

 町長に質問します。町長、振興公社、土地開発公社の責任者というか、株主ということでち

ょっと伺います。今課長からも若干触れていましたけれども、ここにもありますけれども、白

老町土地開発公社、それと振興公社の先行用地の土地代が約５億5,000万円あると言っています

けれども、今では多分不良債務化しつつあると思いまして、そのツケは将来町民に回ってくる

と考えております。そこで、私調べたら土地開発公社の19年３月までの支払利息だけです。町

長もご存じだと思いますけれども、4,100万円程度累積されています。また、振興公社に買わせ

た土地代も利息２億6,000万円、これはことし末かな、になっています。２社合わせただけで利

息だけで約３億円あります。この利息は土地代に上乗せして、町が買い戻すときに全額負担し
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なければいけませんけれども、これも非常に今後足かせになりますけれども、早い処理が待た

れますけれども、町長はこの案件に対する考えをどう思っているか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 土地開発公社と振興公社でございます。これは、町の過去の政策の上

でどうしても必要、先行取得をしなければならないと、町の将来を見据えた政策の中で必要な

土地を買っているのです。ただ、その中にはまだ未利用の土地も確かにございます。計画的に

これを町のほうで買い取りしなければならないという認識でおります。今議員おっしゃったよ

うに約３億円ぐらいになりますが、計画的にできればあわせて買い戻したいという考え方でお

ります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） これについては、利息が年々膨らみますので、早い処理が必要かなと、

こう思います。 

 次に、３点目の長期債の借り入れに対する関係を伺います。町長さきの私への答弁で膨大な

債務を目の前にして、その一つの方法として起債の残高を少なくしていくというような答弁い

ただきましたけれども、ちょっときつい言い方になるのは町長に失礼ですけれども、ただいま

長期借入金に関する答弁いただきましたけれども、非常にこの答弁、失礼ですけれども、なお

ざりな答弁と私は思いました。そう思いませんか。ということは、私は定義や建前を聞いてい

るのではないのです。この答弁は何か定義と建前に終始していますけれども、そうではなくて、

今全庁挙げて一円でも節約し、一円でも収入はふやして、財政再建に向けて必死に懸命に努力

しているのです。もう少し町長これに対する物の考え方見えませんか。再度質問します。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 毎年元金14億円ですか、利息で４億円ぐらい返しているのです。起債

の発行額は６億円から７億円ということでございますので、約半分ずつ、発行額に対してその

倍を返していくということで進めておりますので、これからも進めますので、確実に返してい

くということが町民にはおわかりいただけると思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 確実に返していくのはだれでもそうなのです。ただ、もっと具体論を

私は求めているのですけれども、今町長、町長がこの15年ですか、から財政運営やっています

けれども、町債の発行の状況をグラフにしてみたのです。そうすると、今までありますけれど

も、大体これ右上がり形しているのです。それで、今債務の残高がすべてで290億円と、こう言

われています。標準財政規模の５倍になるということで、やっぱり過度に依存しているのです。

それで、私調べました。町長が就任以来、15年度からです。20年度、ことしの予算を入れて６

年間で80億6,300万円も借りているのです。まちは、負担を担う町民１人当たりの長期借入金残
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高及び借入金の償還について安定かつ健全な財政運営上の観点から適切な水準以下とするよう

に努めなければならないと私は思いますけれども、こういう意味でもっと具体的に、町長、お

話をされてはいかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 80億6,300万円ということでございます。例えば今一番重いのが、この

起債というのは10年後ぐらいが一番重くなるのですが、例えば平成２年ぐらいから標準財政規

模60億円です。それに対して120億円、平成７年に至っては147億円です。今はっきり言ってそ

のツケが来ているのです。ですから、私はこの80億何ぼというのは、では寿幸園とか、議員に

も議論していると思うのですが、長期的な10年スパンで考えた場合は今特養の補助金ですか、

がなくなりますので、必ず10年以内にはやらなければならないですよと。では、そのときもう

特養もちません、では来年度予算というよりも、補助金のあるうちにやっておくと。それと、

消防についても同じでございます。バイオマスも同じでございます。要するに起債、借金がち

ょっと減るのですが、一回またちょっと上がります、こういう今回みたいなバイオマスのとき

ですね、また減るのです、またちょっと上がっていく。だから、こういう傾斜ではないのです。

減りながらちょっと上がって、また減りながらちょっと上がると、この繰り返しでいくと思っ

ています。ただ、決してこの80億円だけとらえると、そのとおりかもしれませんが、これは必

要不可欠というものを私は10年スパンで考え、10年見据えた場合にこれをやったということで

ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 事業の選択ですか、今10年と言いましたけれども、10年のスパンで見

ていくとどうかなと、私は議論の余地あると思います。事業やめろという言い方ではありませ

ん。やはり一定の枠の中に何を優先してやるかというコンセンサスが大事なのかなと思います。 

今町長そういうふうにお話しされて、緩急をつけて借りると、こういうお話ししましたけれ

ども、行革室の参事に伺います。６年間で今言ったように80億6,300万円、平均で借り入れをす

ると13億4,400万円になるのです。これを３月に新しい、新しいというのか、改革プログラムで

きますけれども、現在の改革プログラムでは８億円程度のベースでいきましょうと。これで置

きかえると大体51億円ぐらいになるのです。事業の内容別です、そういう一つの枠でどう考え

るか。そうすると、町長が来年以降町民の要望にこたえて、いろいろなまた事業出てくると思

います。そうすると、今のベースに置きかえていくと、21年度以降その速度、借りれる額の高

さの速度をこれから年間の借入額の限度額をやっぱり抑えていかなければだめだと思います。

そういうふうな考えになると思うのです。その辺いかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 今議員のご質問のとおり、やはり起債残高、町

債残高を減らしていくということが前提でプログラムの中で考えてございます。それを減らし

ていくということは、やはりプライマリーバランスをとるということですから、元金償還分を



        － 233 － 

見ながら、それを下回る額で起債を発行するということが基本的な考え方にまずなるかという

ことがあります。毎年の元金償還分を下回る額で起債を発行するという考え方です。それと、

総体の起債の発行枠として、例えば単年度の枠として現在までは８億円という考え方持ってご

ざいますが、やはり今回の厳しい内容でいけばそれをも制限をかけるということが必要になっ

てくるのではないかという、現在の試算の中ではそのような考え方があります。ただ、先ほど

町長が答弁されましたように、時によっては年度間によってふえる場合があります。それは、

やはり大型の事業がどうしても必要な場合ということがあります。そうしますと、その分に対

する枠が飛び出ると、これはどうしても出てくるということがありますので、そうなりますと

単年度だけでは制限がつかないということも考えられますので、いわゆる期間制限という部分

で、総体の期間の中で発行額を守れるということも一つの方法かというふうにも考えています。

そのようなルールづくりをやはり考えていくということがこれからの財政運営の中で必要かと

いう現段階での検討の内容でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 次、経営企画課長に聞きます。今町長もいみじくもお話ししましたけ

れども、多くなったり、少なくなったりというのを測定してしながら借り入れしていると、こ

う言いました。町長は、５年間財政健全化に取り組んできており、財政改革プログラムについ

ては熟知しており、財政担当課長と多分十分な議論をされているとは思います。それで、借り

入れ残高が示すように長期借入金に依存して事業をしており、借入金の償還計画、すなわちシ

ミュレーションを立てながら借り入れを判断しているとは思います。ただいま答弁ありました

長期残高でありますけれども、この６年間で約80億円借りています。この80億円をプラスして、

今の起債の残高、これを合わせて計算をしたら、借入金の返済はいつごろまで増加傾向にある

のか、あるいはいつごろから減少傾向にあるかというようなシミュレーションは出しています

か。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 今回バイオマスだとか同報無線、これらが加わらなければ22年

ぐらいがピークで落ちてくるのですが、これらが加わることによってちょっとピークが24、５

年に迎えるというような形になってございます。基本的に、これは先ほどの岡村参事の補足に

なるかと思いますが、新年度の予算につきましては確かに事業費22億6,500万円と非常に大きな

ものになってございます。そして、地方債が11億8,590万円と、これあくまで臨時事業費分でご

ざいます。ただ、昨年度と比較させていただきますと、バイオマスと、それから同報無線、こ

れらを除きますと19年度の臨時事業費は７億3,533万2,000円ということで、平成19年度と比較

すると、平成19年度が約11億円ですから、３億6,700万円も実は低い額なのです。だから、そう

いう特殊な、やっぱり時宜を得た形で課題を解決しなくてはいけない、そこの部分は絶対出て

くるのです、長いスパンで物を考えてまちづくりをやっていくという観点で取り組むと。です

から、そのとき過去でいえば寿幸園であったり、消防庁舎あったり、今まさに事業進んでいる
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バイオマス燃料化施設であったり、そういうことが出てくるわけなのです。ですから、経営企

画課長としては、一昨日ですか、斎藤議員の夢というお話もございました。そういったことも

確実に取り組んで、町民に夢を与えて、そしてなおかつ健全な財政運営をしていかなくてはい

けないということですから、だから将来に大きな借金を残すことをしてはいけない、ちゃんと

借金をしても返すことをしていかなくてはいけない。それと、不測の事態に備えてちゃんと貯

金もしていかなくてはいけない。この貯金、平成５年度では18億円、特目、特定目的の基金だ

とか財政調整基金含めますと18億円ぐらいありました。それが昨年度の予算編成ではそれがも

う底をつきかけるというような状況でございます。ですから、まずは何かあったとき困るとい

うことで、貯金も平成20年度ではふやそうということでふやすと、そのような形で将来の借金、

それと貯金、それと単年度の黒字化、そして単年度における財政健全化法に定められている各

種指標、これをクリアしていくと、そういった形で財政運営をしていかなくてはいけないと、

このように考えているところです。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 事業の進め方、とらえ方、いろいろ議論あると思います。ここでは議

論しませんけれども、またるる財調の関係の話もありましたけれども、今３月31日に新財政改

革プログラムができるといいますので、議会にも提示されますので、その中でそれぞれ私も含

めて議員の皆さんも議論があると思いますので、その場に移させていただきます。 

 ただ、今経営企画課長一生懸命頑張るのですけれども、先月の24日、総務文教常任委員会で

総合計画前期４カ年の進捗状況の所管事務調査しました。そのときのこれ資料です。この資料

を見ると、前期４カ年の事業予算計上ベースで地方債の額で比較すると約８億7,000万円の開き

ありますよと。それで、ここの説明事項あるのです。説明事項に一般財源からの支出を極力抑

えるため、可能な限り起債により財源を確保したことによるという言い方しているのです。そ

れで、この表を見たら一般財源が37％減っているのです。地方債が33％アップしているのです。

総体的な物の考え方したら、今課長言ったように借金しているけれども、何かあったら困るか

ら預金も必要だと言いますけれども、議論しないと言いましたからその辺まではいきませんけ

れども、こういうような所管事務調査で出ているのです。過度な起債に依存しているでしょう。

これからまた質問しますけれども、当然これあれですよ、前期４カ年の進捗状況です。その辺

どうですか、事務レベルとして。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 何回も同じ答弁になりますが、やるときにやるものをやらな

くてはいけない、タイムリーにやらなくてはいけないということございます。ですから、その

ときに起債の措置がある、認められているそういう制度があるときはその起債を借りる、あく

まで返せる範囲内で借りるという判断のもとに財政運営した結果でございます。なおかつ前田

議員が心配するそういうような声というのは前田議員だけではございません。これは、町民の

皆さん方もそういう観点で心配する方もたくさんいらっしゃいます。ですから、その辺は３月
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の末に明らかになります新財政改革プログラム、これによってぴしっと財政規律をした中で総

合計画の各種取り組みを実行していきたいと考えております。そういうことでご理解願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 地方債の関係のところここで終わります。ただ、臨時財政対策債をど

の程度発行するか、これはあくまでも地方自治体の裁量であるから、財政秩序の確立という観

点から適切な対処が望まれるということで国のほうから示されているということだけ一言つけ

加えさせていただきます。 

 次に、投資的事業の見直しについてです。今投資的事業の見直しについて答弁いただきまし

たけれども、ここに白老町における財政再建の取り組み骨子、これあります。この中で、臨時

事業の見直しについても避けられない、急を要しない事業について凍結、事業実施年度の見直

しなど臨時事業を削減を実施すると、こう踏み込んでいるのです。しかし、今町長から答弁い

ただいたのですけれども、この骨子から見るとちょっと後退したと考えられるような答弁です

けれども、町長の真意はどうでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 投資的経費でございますが、これは過去10年の推移で、12年度の44億

円とここに書いていますが、この後も私は決して後退しているという考え方は持っておりませ

ん。ただ、単年度で、先ほど私も課長も言っておりますが、投資というのは必ず必要でござい

ます。ですから、これは長い間の積み重ねで今まで借金しているわけでございますが、それを

やはり必要なものはやらなければならないと。これすべてのものをすべてやめて借金払います

というわけにいかないのです。これはやめてでも、長い年月の間に積み重なった借金ですから、

先ほども言いましたが、借金と元利で18億円、14億円ですね、元金で14億円ですよ。確実に借

金も払うけれども、起債の発行は６億円から７億円に抑えていきますよということでございま

す。ですから、何回も同じこと言うのですが、下がりながらちょっと上がり、下がりながらち

ょっと上がり、そういうことで、だからこれからも投資あり得ます。例えば給食センターもあ

るし、病院もある。私一番残念なのは、過去に補助メニュー、地域整備総合事業債ですか、そ

れでやっている事業多いのですが、補助メニューで確実に有利な補助メニューがあったと。こ

れは結果論ですから、結果論をここで言ってもどうしようもないのですけれども、過去にかな

りあります。私自身例えば防衛の関係だとか、今回の同報無線でありますが、いろいろ先生使

ったり、お願いしたりしてやったのですが、75％です。ですから、そういう部分での反省はあ

ります。ですから、今はできる限り補助メニューのいいもの、それをいろいろ国だとかに言っ

て、何とかお願いしてやるようにしているということでございますので、短絡的に地域総合整

備事業債を使って事業をやりますよということでは、今はそういう考え方ではありませんので、

ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 
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〇２番（前田博之君） 私事業をすべて取りやめれという言い方でありませんので、やっぱり

取捨選択した中で、借金をふやさない中でいかに財政運営をするかということを町長に求めて

いるのです。その見解を伺っていますので。 

 それで、簡単でございます。今町長事業について山坂ありますよと、こう言っていましたけ

れども、今の私の投資的事業の見直しの答弁の中で総合計画の実行計画前期16年、19年と後期

の部分ありますけれども、それが何も触れていないのです。その辺投資的事業と臨時事業と当

然整合性持たなければいけないと思っているのですけれども、何かそごが出てきているのかな

と思うのですけれども、全く触れていませんけれども、その辺どうなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 総合計画、平成16年度に策定しているわけです。そのときそ

の計画に携わっている方だったら大体おわかりだと思うのですが、実はあの総合計画、従前は

ほとんど臨時事業費を中心に各種の取り組みを盛り込んでいた。今回の新しいこの総合計画に

つきましては、平成16年度に策定されたものですけれども、その計画につきましては実は臨時

事業費だけでなくて、一般の通常の経常経費、その中で町民のいろんなサービスや何かも展開

できる、そういったものも含んで各取り組み網羅されているわけです。ですから、お金にする

と臨時事業費の額とびったし合ってこないのです、通常の経常経費も入ってきますから。です

から、その辺でちょっとつじつまが合わないという部分がございますけれども、つじつまが合

わないというわけではないのですけれども、そういう考え方でやっていますから、臨時事業費

イコール総合計画の実行計画ではないということでご理解いただきたいなと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 課長の答弁でいうと、そういうことであれば、だから今まだ後期計画

は本来はもうつくっていかなければいけないのだけれども、できていないのだというような言

い方に解釈とれますけれども、早急に私は作業にかかる必要があるのでないかなと、こう思い

ます。 

 それで、町長に伺います。町長、これちょっと大事なところなのですけれども、町長これご

存じですよね。第４次白老町総合計画。新生しらおい21プランです。私これを見て、もう一つ、

町政執行方針で町長は白老町再生に向けた元年と強調しました。総合計画では、新生白老を目

指しているのです。再生と新生では大きな隔たりあるのです。町長のまちづくりにいくあるべ

き姿、あるいは進む方向がまるっきり違ってくるのです。町長は、大きく政策を転換したとし

て理解していいのですか。 

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 再生と新生の違いでございますが、私は再生の場合は財政の部分の再

生で、まちづくり全体は新生という考え方をしています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 



        － 237 － 

〇２番（前田博之君） 次に、歳入財源確保の問題について２点目質問します。これから質問

いたしますけれども、私は決して増税論者ではありませんので、一言だけつけ加えてさせてい

ただきます。 

 町長は、これまで収入の確保、町税を含めて明言を避けてきましたけれども、ただいまの答

弁で町税、国保税、保育料の見直しを平成21年度改正すると明言されました。町長にとっては

苦渋の決断だと思いますけれども、ぜひぶれないで進めていっていただきたいなと思います。

そこで、答弁の中で今後の行動計画については新財政改革プログラムの中に入れると、こう言

っております。それで、町長から今かたい決意伺いましたけれども、今後町税では税目を何に

するのか、国保税では税率をアップして累積赤字を何年で解消するのか、あるいは保育料につ

いては民間委託前に是正するのか、多くの課題があり、具体性を一日でも早く明示して、町民

とともに財政の健全化を進める町民参加型で理解を得ていかなければなりません。そこで、町

長が決断した後は課長を初め職員の双肩にかかっていますけれども、担当課長に伺いますけれ

ども、税務課長、町民課長、子ども課長にお聞きします。町長からこの件について概念的な指

示があり、担当課長としてこの問題についてある程度検討されているか、それぞれの課長に伺

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  辻税務課長。 

〇税務課長（辻 昌秀君） 私のほうから超過課税の関係についてお答えいたします。 

 財政改革プログラムの骨子にもうたわれておりますようにいろいろ歳入歳出の全体的な努力

をして、なおかつその財源不足の前に超過税率を検討するということでございますけれども、

超過税率のその基本的な考え方としては、町長の公約にもありますけれども、他の自治体の負

担、税負担、その程度はぜひ超過税率という形で負担いただきたいという、基本的には町長の

考え方そういうことで私ども承っております。 

参考までに他の自治体の状況をちょっとご説明いたしますと、この税目について現在検討し

ている部分にも関連しますけれども、市町村民税のうちの法人の均等割、あるいは法人税割、

これについては全道180市町村ございますけれども、法人均等割については約73％程度超過課税

実施してございます。あと、法人税割につきましては全道180市町村のうち96％程度、これは超

過税率を実施してございます。 

あと、過去からの課題でございます都市計画税ということで以前議論されていた部分でご

ざいますけれども、本町においては市街化区域外の中でも下水道の供用区域があるということ

でもやっぱり都市計画税として事業の今後の確保もありますし、あるいはそういう都市計画上

の線引きの実態もございまして、これにある程度相応するものとして固定資産税の超過税率と

いうものも一応検討していきたいということでございます。ちなみに、都市計画税のほうの、

白老町については都市計画税というよりも固定資産税の超過税率を選択していこうという考え

方でございますけれども、都市計画税については道内でも都市計画区域を都市部を中心にある

程度線引きされておりますけれども、56市町村ほど都市計画税が導入されていると。大方市街

化区域等の線引きされているところはかなりの部分実施されていると、そういう状況というふ
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うにとらえてございます。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 国保税の関係でございます。町長のほうから指示があるなしにか

かわらず、私どもとしましては昨年の春から国保税に関しましてはもう長年税率改正をしなけ

ればならないと、応能応益のフィフティー・フィフティーにする、あるいは今回ちょっと問題

になりました３割の問題をどうしていくのか、その問題含めてもきちんと検討していきたいと

いうことで副町長及び町長にはお話をさせていただいております。それと、先般開かれました

国保の運営審議会の中でもこの税率の改正の問題についてはもう重要な問題であると、ぜひ

20年の中で21年の改正に向けて論議をさせていただきたいと話しています。 

 税率改正の主な中身になりますが、まず３割をどのようにしていくかという問題ありますし、

応能応益の問題、これも当然出てきます。そうしますと、均等割、平等割の問題等が出てきま

す。それで、単年度的には収支をとにかく均衡させたいと。単年度だけは何とか黒字にしてい

きたいと。それと、累積赤字の部分につきましては、これは政策的な判断もいただきながら、

ある面では一般会計のほうからも助成をしていただくようなことも考えつつ、できれば５年程

度をめどに累積赤字については解消していきたいと、このような形でもって理事者のほうにも

お願いをしていきたいと、このように考えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 保育料についてであります。保育料につきましても町長の指示

以前に保育料の見直しということは今までの懸案事項であったというふうに押さえておりまし

たので、子ども課になってからも保育料についてはずっとどういう形の見直しがいいのかとい

う協議をさせていただいておりました。今保育料につきましては、階層によってそれぞれ額が

違いますが、国基準と同額をいただいている層もあります。それから、少し軽減がされている

という層もあります。その辺のところでアンバランスになっている部分を課題としております。 

 それと、白老町の場合にはどちらかといいますと保育の所得の低い層の方が多くいらっしゃ

るものですから、その辺のところでは保育料の見直しをする際にも当然考慮をしていく必要が

あるのではないかと担当課としては思っております。 

それから、先ほど前田議員のお話にもありましたが、民間に事業をお願いするということに

なりますと当然保育園に入っていただく児童数が大きな課題になります。保育料が上がるとい

うことになれば、その辺のところで入園を検討されるという保護者の方もいらっしゃるのでは

ないかということが懸念されますので、その辺については十分こちらとしても協議をしながら

進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 
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〇２番（前田博之君） 町長がせっかく決断しました。これから大変厳しいと思います。また、

いろいろな外的な環境も厳しい中にありますので、ぜひ一丸となって財政再建に向けて頑張っ

ていただきたいと思います。 

 次に、改革プログラムの部分ですけれども、これについてはお話ありましたから結構です。

ただ、せっかくですから副町長にお聞きしたいと思いますので。副町長は、就任早々中学校や

保育所の統合などの住民説明会に出席するなど精力的に動いていますので、これからもぜひ健

闘を期待しているところです。そこで、副町長は昨年副町長に就任したときの12月６日付の室

蘭民報で就任の抱負をインタビューされていました。その中で、財政再建の意気込みはという

質問に対して副町長も財政再建は私も思うところがあり、思い切った改革が必要になると、こ

う答えていますけれども、もう３カ月ぐらいになりますけれども、これから新財政改革プログ

ラム策定大詰めになっていますけれども、その副町長として思うところがこれらに反映されて

いくのかどうかお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  思うところです。とにかく財政再建、経費節減とか給料削減ももう

当時始まっていましたから、そういう削減ばかりで本当にいいのだろうか、収入になるものも

当然考えていかなければいけない。あるいは、投資してお金を回収する部分も出てくるだろう

と。これは、これから具体的に考えていかなければいけないと思います。一つの例を言います

と、例えば雇用住宅、雇用促進住宅ですね、あれは早期に買って、町民の方に使ってもらうと。

買う金額によって違いますが、それによって公営住宅の修繕賄っていくとか、そんなような投

資することによってお金を回収するようなことも考えていく必要があるのかなというふうな、

そういう一面をちょっと言ってみたということです。今後いろんなことを考えていきたいとい

うふうに考えています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 今答弁あったように、民間の経営的な感覚でぜひ収入増も図っていく

努力もしていただきたいと、こう思います。 

 それでは、最後になりますけれども、人件費削減が地域に及ぼす影響額ということでお聞き

します。私は、商店や飲食店など経営している人たちから役場の人たちの来店件数が極端に減

ったと切実に言われますし、聞いてもいます。職員給与の削減等は町内の経済循環に大きな影

響が出ています。私の飲食店等を利用する回数は、町長から見ると足元に及びませんけれども、

町長は多くの方々と接し、そのような声を耳にしているに違いありませんけれども、町長は直

接肌で感じていると思いますけれども、その実感からどういうような地域にその影響額をなる

べく少なくするような物の考え方持っているかどうかお伺いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 全くそのとおりでございます。ただ、先ほどから何回も言っています

が、職員給与を減らして飲食店の回数確かに少なくなると思います。これはもう最初からある
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程度予測はついています。ただ、本当にわかっていただきたいのは、今の職員にとってやはり

自分の生活ありますので、それをまず守らなければいけないということから飲食店に通う数が

これは減ると思います。これは、では結果どうきたかといったら、例えばここにきて、今課長

さんいっぱいいますけれども、ここにきて財政大変だと。その前に十数年間行革の目玉であっ

た保育所、寿幸園だとか病院、すべて手つかずで十数年そのまんま流れてきているのです。そ

れを今寿幸園とか保育園を１つずつ職員の理解をいただきながら、まずは大変申しわけないけ

れども、給料からだと。その結果なのです。ですから、逆にその分の減った分の手当ては、今

企業誘致とか来ていますので、その辺にお願いして飲食店だとか使っていただくだとか、あと

何よりも大きいのは、議員ご承知だと思うのですが、購買力の流出が一番大きいと考えていま

す。その辺も商工業の振興とタイアップしながら、購買力の流出を抑えて、逆に活性化を図り

たいなと思っているのですが、なかなか難しい部分があります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） この関係で最後にします。これから病院の経営改善や方向性など近々

の課題に手を打つのが遅くなればなるほど社会的な費用は高くなってきます。自治体の悪化は、

地域経済を崩壊させ、地域で働き、暮らすこと自体も難しくなると、こう言われております。

夕張の例をまつまでもありません。何としてでも財政危機を回復し、展望の持てるまちにしな

ければいけません。 

そこで、町長るるお話ししていますけれども、一つの私のケースとして実態を調べてみまし

た。そういう部分もやはり役場として分析、解析して次の手を打つのがまた白老の展望が開け

るのでないかと思いますけれども、ぜひそういうことやってほしいのですけれども、一つの例

として私19年の11月末と18年の11月末の１年間の人口を対比してみました。すると、トータル

で350人減っているのです。しかし、20歳から64歳までの生産人口と言われる層を見ますと、町

長何人減っていると思いますか。376人減っているのです。私の調べ方若干違っても、380名前

後減っているのです。流出総体の350人に対して生産人口にかかわっている人が380人出ている

のです。このことは、言うまでもありませんけれども、町税を初め町内での消費や雇用など経

済活動に大きな影響を与えているのです。これから後期の総合計画で人口の見直しや地域経済

指標など十分に調査し、分析し、予測も取り入れるなどして、町長のリーダーシップのもと職

員の英知が結集されると思いますけれども、やはりこういうことを十分に見ながら、小さくて

も、手づくりでもいいよと。町長のリーダーシップのもとにさすが役場だと、こう信頼される、

まして実感のできる地域経済の振興策を図りつつ、町長も言っていますけれども、一日でも早

い財政再建を果たすべきと思いますけれども、町長はいろいろ考えていると思いますけれども、

結構抽象論が多いのです。私言ったように小さくても、手づくりでもいい、具体的にこうした

い、そうするとああこうかと町民が少しでも心打たれるような財政再建の中に、産業振興、る

る今まで代表質問でもありましたけれども、もうちょっと職員総力を挙げて、こういうような
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職員能力を結集して、今そこにあるものを分析し、どう対応しなければいけないかということ

がやはり我々の仕事だと思うので、その辺の見解伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 20歳から64歳まで約380人ですか、これは実は大変な数字なのです。で

は、これを回避といいますか、これをカバーするにはどうするかというと、やはり経済産業の

振興なのです。ですから、経済産業の振興のためにははっきり言って投資がかかるのです。き

のうの及川議員の質問にもありましたけれども、まず今一番力、全部力入れているのですが、

例えば第１次産業を盤石にしたいなと思っています。私が五、六年前、６年前ですか、産業課

長やっていたので、あれなのですが、75歳過ぎてまだ船に乗っている人もいらっしゃるのです。

これが漁業もすべてある程度後継者も生活していける金額まで所得を底上げすると、やはり漁

業もそうでございますが、きちっと後継者も育ってくるのです。これは、やはりまちづくりの

根幹の基本の部分です、第１次産業は。これもしっかりやりながら、さらには地元経済の育成

といいますか、それにも力入れ、そして企業誘致を進めたいなと。やはりどうしても企業誘致

が、議員も一生懸命やられていたので、わかるのですが、特効薬になってきたのです、そうい

う部分では、すぐ雇用の場だとか税収から考えると。それと、地元産業がどういう形かわから

ないですけれども、連携組みながら、地域内に金を回すということにもっと重点を置いていき

たいと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 次の質問…… 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時１０分 

                                         

          再開 午前１１時１９分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

 ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。それでは、組織づくりと労務管理について８点質問

します。きょうの新聞見たら人事の内示があったようですけれども、私は人事については一切

質問には触れませんし、しようと思っていませんので、その辺で答弁ひとつよろしくお願いし

ます。 

 町長は、財政破綻の危機対策の一環として給与の減額と職員の削減を行いました。予想に反

して多くの職員が退職するようであり、また給与削減幅も大幅に行われ、再三町長も答弁して

おりますけれども、職員の生活を脅かしているのはもちろん職場の組織風土までが変わること
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が懸念されています。自治体の活動の大半は人的資源、すなわちマンパワーによってなし遂げ

られています。自治体の生産性の向上には組織の編成と人材育成の問題が最も重要な問題とな

っています。まちを取り巻く環境が大きく変わろうとしている今、従来の体制や組織から離れ

て、新しい物の考え方を絶えず探究するという姿勢が不可欠であると私は考えます。そこで、

まず１点目として、職員の多くは町民の喜びを自分の喜びとして、住民の福祉をいつも考えて

仕事をしています。そして、時の町長をも支えています。このような有能な職員のうち、50名

前後がこの３月末で退職するとのことであります。一挙に大量の職員が退職することによって

組織に与えるメリット、デメリットについて伺います。 

 ２点目です。私は、あえてリストラと言わせてもらいますが、職員の人員削減の募集に対し

て各階層から多くの応募があったようですが、その主な原因と多くの職員がリストラに応じた

ことに対して町長はどのように感じているか伺います。 

 ３点目です。ただいま申し上げましたが、退職者総数と退職者がやめる理由、１つにリスト

ラによる勧奨退職者、２つ目に定年退職者、３つ目に自己都合、それぞれの人数と退職にかか

わっての費用対効果を伺います。 

 ４点目であります。大量に職員の退職が見込まれますが、退職予定者の中で役場で再雇用さ

れる総人数と雇用される職員の形態であります。まず、再任用、それと特定嘱託職員、嘱託職

員、臨時職員として、またあるかどうかわかりませんけれども、役場関係団体で雇用する人も

いるのか、それぞれの人数について伺います。 

 ５点目であります。特定嘱託員制度を設けたと聞いていますが、特定嘱託職員の定義と雇用

条件がどのようになっているのか伺います。 

 ６点目です。豊富な業務経験を有する層が急激に減少して、サービスの生産性の低下などが

懸念されます。職員の大量退職期を乗り切るためには、現有の職員をいかに有効に活用するか

が成功のかぎを握ると考えられます。少ない職員で一定の業務を担っていく中で、これまで以

上に必要な公的サービスの生産性の向上と品質を高めていかなければならないと思いますが、

その具体策を、あるいは方策を伺います。 

 ７点目です。政策実現を初めサービスの生産性の向上や品質を高めていくのはあくまでも職

員であります。職員の人的生産性や資質を向上させることは肝要であります。そのためには改

めて職員を財産と考える人材としてとらえて人材育成し、職員の潜在的なやる気と能力を最大

限に引き出すことを目的として次世代を担う中堅、若手の人材育成に取り組むべきと思われま

すが、いかがでしょうか。 

 ８点目、最後です。役場は、町内最大のサービス産業であります。組織の使命として、小さ

なコストで大きなサービスを提供することにあります。さらに、変化の激しい時代には行政組

織にも新たな課題に柔軟かつスピーディーに対応することが求められています。まちの状況が

厳しければ厳しいほど、まちは何をすべきか、何のために存在するのか、その目的、役割を明

確にしていかなければなりません。その重要な要素の一つに、時代に見合った行政組織をつく

ることがあります。そこで、まちの将来を見据えた効率的で信頼される役場を目指すための組
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織づくりの理念と具体的な手法を伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 組織づくりと労務管理についてのご質問でありますが、関連部分につ

きましては一括してお答えいたします。 

 まず、１点目の大量退職に伴う組織的なメリットとデメリット、２点目の職員が応じた要因

と見解についてでありますが、デメリットから申し上げますと優秀な知識と経験を持つ職員が

去ることと職員減に伴う町民サービスの低下が想定されます。一方、メリットにつきましては、

人件費の抑制が図られると同時に組織の若返りによる中堅、若手職員の能力が発揮されるもの

と期待しており、このメリットが退職に応じた要因ととらえております。また、見解につきま

しては、職員数と給与の削減が職員とその家族にとって大きな負担となっており、町民の皆様

にも大きな不安を与え、大変申しわけなく思っております。しかしながら、私は各職員の決断

により将来へのまちづくりの道筋ができたものととらえており、財政再建を初め長年の懸案事

項をより早く解決することが最大の使命と考えております。 

 次に、３点目の退職者数と区分についてでありますが、平成19年度においては勧奨38人、整

理３人、定年４人、自己都合４人の計49人が退職減員となり、そのうち勧奨退職による削減効

果は定年退職までの期間に支払われる給与費総額を17億円と試算しており、再雇用経費２億

5,000万円と退職手当増加分9,000万円を差し引いた13億6,000万円の効果が見込まれます。 

 次に、４点目の役場での再雇用者数と雇用形態についてであります。早期退職者のうち、55歳

以上の一般行政職で申し出のあった20人と定年後の再任用の申し出のあった３人の計23人を再

雇用する予定でありましたが、希望変更等により18人が特定嘱託員として再雇用され、職員の

欠員の部署に配置を見込んでおります。また、４月１日以降の人員については、全部署で嘱託

が48人、臨時73人、関連団体１人を予定しております。 

 次に、５点目の特定嘱託職員の定義と雇用条件でありますが、定義につきましては知識、経

験、または能力を有効に活用でき、その人材を効率的に活用できる職と定めており、退職後に

行政事務を嘱託する職員として再雇用するものであります。雇用条件は、年齢により常勤で24万

円から28万円の月額給与を支給し、定年後の年齢からは４分の３勤務、16万950円の月額給料で

年金満額支給開始の前年度末まで勤めることができる特例制度であります。 

 次に、６点目の行政サービスの生産性の向上とサービスの品質、７点目の中堅、若手職員の

人材育成についてでありますが、まさしく生産性の向上とは行政においてはサービスの向上で

あり、そのために機能性や効率性を上げていくことになります。それにはまずそれを担う職員

の能力を高め、目的に向かう結集力が必要であり、そのことによって町民の皆様に喜ばれるサ

ービス、つまり町民が安全で安心して暮らすことができる生活につなげることが品質だと考え

ております。そのためにまちづくりを考え、実行できる職員の育成が重要であり、中堅、若手

職員を育成する必要があることから今後も職員の研修等を進めていく考えであります。 

 最後に、８点目の将来的な組織づくりの理念と具体性についてでありますが、今回は大量退
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職に伴い大きな組織変更は避けましたが、さらに続く職員の削減と行政サービスの低下を防ぐ

ため、先ほど述べました生産性の向上を目指すことができる組織体制を構築、組織と行政サー

ビスのあり方、さらにはそれに対応する人材育成の観点から今後の運用状況を見定めながら、

組織体制について検討する考えであります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２問目の質問させていただきます。 

１点目、２点目あわせて質問させていただきます。３点目も入るかと思いますけれども、今

町長の答弁で退職者によるメリット、デメリット、そしてリストラでやめていく職員に対する

町長の苦悩といいますか、その心の痛みが伝わってきますので、まちのために退職余儀なくさ

れた職員のためにも町長はこれまで以上にリーダーシップを発揮して、改革の道をがむしゃら

に進めていっていただきたいと思います。 

そこで、町長は就任当時から念願でありました年長者からの世代交代がようやく進み、改革

に向けて決意を新たにしていると思います。若返った職員や組織に何を託すのか、今能力を高

め、目的に向かう結集力と、こう話しされましたけれども、町長として心から若い職員、中堅

の職員に何を望んでいるのかもう一度伺います。 

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） いっぱいあるのですが、まずは町民の目線ということとみずから進ん

で努力するということ、さらには連携とか協力、そういうことを職員には望んでいます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 町長も職員とコミュニケーションを図りながら、よく言う役場力を出

して、効率的な組織運営していただきたいと、こう思います。 

 それで、嘱託職員と特定嘱託員の関係でお聞きしますけれども、特定嘱託職員と嘱託職員で

の事務の仕分け、見直し、業務の範囲、業務の仕組みなど、制度上の仕組みはちゃんとできて

いるのかどうかということをお伺いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） まず、特定嘱託員は、先ほど町長もご答弁ありましたとおり、今

までの経験と知識、これをやっぱり最大限に生かしていきたいということで、基本的には各職

場の課の減員となるところにそこで勤めてまいりたいという考えでございます。また、嘱託職

員については、どちらかというと専門性のある、例えばいろいろ施設の管理業務を行ったりと

か、出張所等ございますが、出張所は嘱託さんですけれども、その業務が今仕分けという部分

では最初の特定嘱託員はそういう形、それから嘱託はどちらかというと、従来からおられた方

なのですけれども、専門性のある部分、そういう形で仕分けしてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 
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          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 特定嘱託、嘱託、総数等についていろいろありますけれども、一般質

問ですので、細かいことは別にして、後ほどまた別の機会に伺いますけれども、ただ特定嘱託

員の身分保障や給与などの規定は、ここに私もありますけれども、白老町勧奨退職者嘱託職員

取扱要綱で定められています。これ見ますと、任用の年齢や期間、報酬月額、肝心な部分は町

長の判断にゆだねられている裁量行為となっているのです。透明性を図る意味からも、議会等

で審議できるような手続の措置をとらなくてもいいのか。法的には問題ないからこういう扱い

をしていると思いますけれども、これを見せてもらうと任用期間が５段階、給与、この場合報

酬になるのですね、報酬の月額も５段階ぐらいに24万円から28万円まで今答弁ありましたよう

になっていますけれども、これは要綱ですから詳しく言いませんけれども、内部で終わってし

まうのです。これだけ町民の関心ある部分、もう少し議会とか町民がわかるような、法的とま

で言わないけれども、それに準ずるような措置のとり方しなくていいのかどうか、当然身分保

障も出てきますから、その辺伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） 要綱の部分は、お手元に資料があって、内容は十分おわかりかと

いうふうに思います。問題は、多分お聞きしたい部分は条例化しなくていいかどうかという点

かというふうに思います。この特定嘱託員制度というのは白老町独自の制度でございまして、

条例でこれを縛るというのは当然私ども自治法なり、それから地方公務員法に準じて必要があ

ればそれに条例をもってという形になります。このたびの制度は、それぞれ早期に退職される

方が引き続き白老町で勤務できる特例制度という形で設けたものでございますから、こういう

要綱の形で対処させていただきました。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 今の部分、本州のほうでそういう部分で町民から誤解を受けるという

ことで、その要綱等を条例に一本化したところもあるのです。そういう部分ももしかしたら調

べてもらったらいいかなと、こう思います。 

 それで、時間もありませんので、いっぱい質問用意してきたのですけれども、ありませんの

で、中堅、若手人材の育成をお伺いします。これから言うのは、さっき言ったように内示あっ

て、個人の名前も出ていますから、個人がどうかという問題ではなくて、組織としてどうかと

いう議論ですので、そこだけ履き違えないでいただきたいと思います。この４月から職員をＪ

ＴＢに派遣するということが決まっているようです。そこで、この研修で職員のどういう能力、

適性を開発しようとしているのか。また、ＪＴＢとまちとの間で人材育成プログラムどういう

ふうになっているのか、そして研修効果の評価はどのようになっているのか。先般、きのうで

すか、代表質問でＪＴＢにどうするのだと言ったら、町長は観光振興はプロに任せたほうがい

いと言っているのです。それと、その派遣の目的は何だと言ったら、白老の資源を求めるのと
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宿泊している人が地域に出て買い物してもらうよと、そういうことを勉強してもらう、こう話

ししているのですけれども、町長言っていること若干矛盾が感じるのですけれども、その辺は

また別にして、この３点についてどのような具体的にされているのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） ３点ほどご質問ございました。まず、１点目のどういう目的で派

遣するかということでございます。私ども職員を管理しますというか、労務管理の視点でのご

質問でございますので、今回の目的というのはあくまでも民間のノウハウを学ぶというのが一

番大きな部分で、これから出向する、研修をする職員ですけれども、あくまでも白老町の職務

をもって札幌なりの勤務地で白老の観光振興をどのように上げていったらいいか、振興策をそ

こで学んでいくという部分でございまして、今までのＪＴＢさんから来ていただいた白老との

対応と大きく違って、今度はそういう民間のノウハウを実践しながら研修していくと、こうい

う部分で大きな違いがございます。 

また、人材育成方針のお話が２点目にございましたが、これについては昨年平成19年の４月

に白老町人材育成基本方針というものを策定してございまして、それに沿って人材育成は進め

ていきたいというふうに思います。私から２点お答えいたします。 

〇議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 人材育成方針見たら、この中に町内関係職員で構成する人材育成推進

委員会、仮称になっていますけれども、これが設置されて、今回そういうまないたに上がって

議論されたのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） 今ご質問の人材育成推進委員会でございますが、まだ立ち上げて

ございませんので、４月、新年度入りましてこの辺は立ち上げて、振興をさらにしっかりやっ

ていきたいと、このように考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） それでは、町長にちょっと伺いますけれども、執行方針の中で課長が

今まで以上に実務を担うと、こう言っているのです。それで、あえて執行方針で強調していま

すけれども、私が思うには課長は仕事の方向性が共有できず、課内を掌握していないように受

けておりました。しかし、課長は職員が減少するなど厳しい職場環境にあって、これまで以上

に住民満足度を高めるサービスの向上と品質を高め、それを共有して信頼のある職場をつくる

ことが優先的でないかなと、そして職務の一つでないかと、こう思っています。今回退職者の

中にはさきの人事で課長に昇格した若い年齢の課長も数人やめます。言い方悪いですね。今回

の退職者の中には、さきというのは今回ではなくてその前の人事で課長に昇格した若い年齢の

課長も数人やめると私は聞いています。町長が課長に求めるこの実務というのは、町長が求め

る課長職像というのはどういうものなのかお聞かせ願います。 
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〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 私も、前田議員も課長経験していると思うのですが、要するに課長が

仕事の姿勢をまずきちっと見せると。ただ、今までの仕事のスタイル、課長さんのスタイルで

いくと、これだけやめますから絶対できるものではないのです。人も減らしています。ですか

ら、その辺をフォロー、要するに例えば１係が残業していますよと。そしたら、課長さんが５

時半に、はい、お先にというわけにはいかないのです。ですから、課長がどんなことでもいい

から手伝うことができるだろうとかありますよね。ですから、あとは課、係ごとの連携だとか、

そういうことを徹底してやってもらうということなのです。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） いろんな議論あります。それは、町長は長としてそういう課長像の中

で、先ほど言いましたようにコミュニケーションをとって、よりよい仕事をしていただきたい

と思います。 

 それで、もう時間ありませんので、最後に２点だけ伺います。組織機構についてです。町長

は、１月21日、組織機構の見直しを行うという説明がありましたけれども、１カ月後の２月の

28日、組織は見直さないと、今までの組織体制を維持するということで前言を撤回しています

けれども、非常に厳しい局面にある今このときこそ未来志向の組織見直しの英断をすべきと思

われましたが、なぜ英断できなかったのか、まず１点。 

 次に、最後になります。役場は職員が生き生きと働ける職場環境であります。組織も制度疲

労を起こし、機能不全や活力低下という現象が生まれています。これは、環境変化に合わせた

自己改革や新しいことを生み出す力の低下を意味します。この状況は、雰囲気で感じることは

できてもなかなか目に示すことができません。そこで、町長の指導力と決断がまちの大事を左

右をしていきます。そこで、町長が現状維持の組織に望むこと、今後職場の活性化をどう引き

出していくのか伺います。 

 これで私の質問を終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 組織機構改革はですね、まず大量に職員が早期退職されたというのと、

そこに特定嘱託員が配置されるということをどうしても人事の中でいろいろ私もやりました。

どうも町民サービスの部分で影響が出てくる可能性が懸念されると、私そういうふうに思いま

した。そこで、１年ぐらい先送りして、結果どういう組織になるかなのですが、今回課長職９

人ぐらい出ます。それで、今１年間きちっと特定嘱託がこれずっと配置されるわけですから、

それを１年間見た上でやはりきちっと決めたほうが混乱を招かないだろうと。そして、町民に

も影響与えないだろうということから、今回の組織機構の改革については断念いたしたという

ところでございます。 

 また、これからの職員に望むところは、まず私はスピード感と言っていますが、すぐできる

ことをやる勇気を持ってもらいたいと。そこが町民サービスの一番の部分かなと思っています。
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それと、先ほど申し上げましたが、まず目線、町民の目線でと。それと、時代を先取りする、

さらには自分の力、能力をどんどん発揮できるような職場環境をつくらなければならないなと

思っています。加えてやはり連携、要するに１人の人間に負荷を与えることなく、１係に負荷

を与えることなく、全体で背負っていってもらいたいなと思っています。これからいずれにし

ても退職される方については本当に断腸の思いでございます。私きのうも申し上げましたが、

こんな自分で情けない話はありません。私と同世代の方はもうだれもおりません。本当に私の

この罪といいますか、かなり重い部分がございます。ですから、二度とこういうこと起きない

ようにするためには、前田議員言ったようにこういう緊張感のある議論も必要かと思っていま

す。ただ、皆さんにわかっていただきたいのは、今回中途で早期退職する職員は一人もやめた

くてやめた人間はいないと。みずからまちのことを思って身を引いたということだけは、議会

の皆さん全体に申し上げますが、その辺は理解していただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 前田です。数字的なことを言っても、係職、係長職は20％ぐらいから

30％の職員の減しています。逆に管理職が7.6％ぐらい、町長の15年と今回の20年比較したらで

す、そういう部分もありますので、若い人が大変に仕事やっていますけれども、課長も頑張る

と思いますけれども、やっぱり町長みずから背中を見せて走らなければ職員はついていかない

と思います。どうか責任をとる立場ですので、そういう立場でこの１年間ぜひ走っていってい

ただきたいと思います。 

 質問を終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で２番、前田博之議員の一般質問を終わります。 

                                         

          ◇ 吉 田 和 子 君 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員、登壇願います。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田和子でございます。通告に従い、２点３項目について質問

いたします。 

１点目、財政再建の取り組みについて。１項目め、白老町立病院事業の取り組みについて。

昨年の暮れに公的病院改革ガイドラインが示されましたが、その定義による公立病院改革プラ

ン策定の考え方と時期について。 

２、再編、ネットワーク化への具体的取り組みについて。 

３、公立病院改革プラン策定実施に伴う財政支援措置について。 

２項目め、町民サービス事務事業の見直しについて。１、敬老会補助金の廃止、長寿祝金の

削減についての町民説明をどのように実施されるのか。 

２、廃止、一部削減、21年度69歳医療費助成の廃止となりますが、他のサービスを実施する
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考えはないのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 財政再建の取り組みについてのご質問であります。まず、１点目の白

老町立病院事業に関して公立病院改革プラン策定の考え方と時期についてであります。総務省

は、昨年12月末公立病院改革ガイドラインを公表し、公立病院を開設運営している地方自治体

に対し経営環境や医療提供体制の維持が極めて厳しくなっているとして、経営上の数値目標を

はっきり定め、抜本的な見直しに取り組むよう求めております。当該ガイドラインは、各自治

体に対し平成20年度中に改革プランを策定するよう求めておりますが、ご承知のとおり現在町

立病院のあり方や果たすべき役割、医療提供体制について全力で取り組んでおり、20年度の早

い時期にその方針を決める考えでおり、この方針をもって改革プランを策定する考えでありま

す。 

 次に、再編等の具体的な取り組みについてであります。北海道は、自治体病院が近隣の医療

機関と広域的に連携し、必要な医療の効率的な提供、住民の安全、信頼を確保できる医療供給

体制を進めるため、本年３月、自治体病院等広域化連携構想を決定し、実質的にこの構想を国

のガイドラインに沿った対応と位置づけ、具体的な取り組みを開始しております。こうした中、

北海道は本町の厳しい財政状況とあわせて、現状の病院の赤字経営に対して早急な対策が求め

られるとして、東胆振地域における検討会議に先行してモデル的に検討を開始しております。

その内容は、広域化連携構想に沿って中核的病院である苫小牧市立病院の役割とともに、適正

化が必要な町立病院との機能分担などの課題を整理し、効率的な地域医療体制の構築に向けた

ものであります。本町としては、町立病院の現状を踏まえ、病院経営の健全化や将来の地域医

療のあり方について北海道からの提言を参考にしながら最終判断する考えであります。 

 次に、プラン策定と財政支援措置についてでありますが、ガイドラインには再編・ネットワ

ーク化や経営形態の見直しに要する経費として、公立病院特例債の創設、２つ目として医療機

能の整備に要する経費などの財政支援の概要は示されておりますが、詳細な具体的内容につき

ましては４月以降に公表されることとなっております。特に公立病院特例債については、20年

度に限り発行できるものであり、財政健全化法に定めている連結実質赤字比率の算定に大きく

かかわる支援措置であることから、時期を逸することなく取り組む考えであります。 

 次に、２点目の町民サービス事務事業の見直しについてのご質問であります。１つ目の敬老

会補助金の廃止、長寿祝金の削減についての町民説明についてであります。町民への説明につ

きましては、広報紙への掲載及び敬老会の実施主体であります町内会連合会との連名で各町内

会長様あてに文書で通知申し上げ、町内会の皆様には回覧で周知をお願いすることとしており

ます。また、７月上旬に送付いたします介護保険料納入通知書の発送時に周知文書を同封いた

しまして、広く町民への周知等を図ってまいりますので、ご理解ください。 

 次に、他のサービスを実施する考えはについてでありますが、議員がご質問されるように行

財政改革はスクラップ・アンド・ビルドであり、長年行ってきたサービスを見直して、その財
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源を新たに必要とされるサービスに使うなど、事業の再構築を行うことが本来の改革でありま

す。しかしながら、現在の本町の財政状況は徹底してスクラップ、スクラップという作業のも

とに、新たな事業・サービスを行う場合であってもその目的と効果を十分精査の上、事業の終

了時期や限度を設けて実施するなど常に後年度負担を考えなければならない状況であり、現状

では新たなサービスを行うことは難しいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  ここで一区切りとして、昼食の休憩に入ります。 

          休憩 午前１１時５５分 

                                         

          再開 午後 ０時５９分 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

吉田和子議員の一般質問を続けます。 

15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。今回の公立病院改革ガイドラインに基づき改革プラ

ン作成に当たって、公立病院の役割は地域に必要な医療のうち採算性、民間による提供が困難

な医療を提供することであり、その上で地域において真に必要な公的病院の持続可能な経営を

目指し、経営の効率化も図るとあります。 

 そこで、１点目、今までも議論があったことなのですが、再度改めてこのガイドラインに基

づく改革プランの中で、この改革プランを通じて地域医療確保のために真に必要な期待される

役割を改めて明確にするというふうにあります。そこで、国、道の動きがいろいろとあります

けれども、白老町立病院の果たすべき役割をどうお考えになるのか明確にしていただきたいと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 今までも町長いろいろ町立病院の方向性検討している中で、

今後高齢化に向かっていくそういう時代の中で予防医療を中心にした地域医療を進めていかな

ければならないということは今までこれが一番の基本だという中で、いろいろ経営環境が厳し

い中で白老町がどういう対策をとれるのかという部分を基本をそこに置いて、そして今いろい

ろな部分を検討しているということがあります。それで、その基本的な部分では救急医療をど

うするのか、これをやはり確保していかなければならないだろうという部分や何かは、今まで

も町長のほうからご説明しているとおり、そういう方向で現在取り組んでいると、方向性の部

分について、そういうことでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。予防医療と救急医療ということなのですが、これを

明確にしていくという、これが基本になるということでとらえて質問していきたいと思います。 
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 これを果たすためには、また持続するためには負担の限度額を明確にした上で、どういった

運営ができるのかということを考えていかなければならないと思います。１つは、一般会計か

ら所定の繰り出し後、経常黒字が達成されるということが基本になっていると思います。それ

と、もう一点は、経営指標に係る、先ほど答弁にありましたけれども、数値目標を明確にする。

これを年１回点検、評価、公表すると、総務省もこれを調査するというふうにあります。それ

から、もう一点は、遅くとも２年後数値目標の達成が困難となるときは、もう一回プランの全

面改定をしなければならないというふうになっています。それと、もう一つは、先ほど言いま

したようにもし診療所に移ったとしても、移行していっても引き続き救急を受ける、救急医療

をやる場合は特別交付税措置があるというふうなことがうたわれておりますけれども、そうい

った条件的なものがあります。そういった中で、計画の実施に重点を置いたものにこのプラン

はなってきているのかなというふうに私は思いました。計画を立てるだけではなくて、必ず検

証していくということがついてきているというふうに私は思いました。そういった中で、そこ

で役割を果たす、そしてこの４点の項目がありますけれども、こういったことをクリアするた

めにはどういった手法をとることが持続可能な運営になるというふうにお考えになっている

か、現時点のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 今何点かご指摘ありましたが、改革プランのポイントです。

それで、１つは、この改革プランの一番のポイントは、やはり財政のきちっとした対応をとれ

なければ地域医療に対応していけないというのが１つ危機感として持っているということで

す。それで、先ほど言いました経常収支の部分でも黒字に持っていかなければだめだとか、こ

れなんか我々公営企業を町のほうで病院会計としてやっている者にしてみたら、減価償却費ま

で内部留保して、一般の病院と同じような形態でやっていかなければだめだと。それはもう診

療所化、規模縮小しなさいとか、そういうことを言っているわけです、ガイドラインは。です

から、これを対応していくためには、非常にこのガイドラインというのは財政的な面での改革

プランというふうに言えると思います。それが間接的に地域の住民にいい医療を提供していく

のだと。そしたら、その地域にいい医療を提供していくといったら現状の部分ではだめですよ

と。それにはいろいろ基幹病院となる広域的な再編部分を含めて役割分担をして、そしてそこ

の自治体の身の丈に合った医療提供体制をしていきなさいと。その中で、それでは白老町はど

ういう医療提供体制やっていくのかという部分含めて、最終的には方針を決定する部分の中で

そこを含めた中で町長は最終的に判断するということになっていくと思います。 

それで、今クリアする部分の課題、私ども今方針を検討していますが、実は町長の答弁でも

ございましたが、道の広域連携の構想の中で、道は昨年10月素案を発表しました。そして、現

在３月にその素案を決定しています。いろいろパブリックコメント等を含めた中で、素案でな

く構想になったということです。その構想に基づきまして、これから保健医療福祉協議会です

か、それが保健所単位にそういう単位でのブロックで対応していくということで、全道で30カ

所ほどになるのですが、この中で検討会を立ち上げて、どういう連携できるのかという、そう
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いう形で進んでいくわけです。それで、白老町ではまだこの検討会は進んでいませんが、近々

立ち上がるようです。それで、白老町では今町長の答弁にもありました方向性今検討している

ということの中で、クリアする条件、それを精査した中で現在北海道と苫小牧市の関係機関、

それから医師会等含めた中で、逆に北海道としても白老町の財政状況非常に厳しい、また町立

病院の運営も厳しいという中で先行して、今の課題関係もどういう方法がとれるだろうかと、

白老町のほうとして。それを方針を決めてから、そしたら救急どうするのだとかそういうこと

でなくて、方針を決める前に救急はどういう課題があるのだろうか、例えば病院でも規模の適

正化したときにはどういう課題が出てくるのだろうかという部分を今検討しているということ

です。それで、これについては、３月中、３月下旬に提言が白老町のほうに出てくるだろうと。

それに基づいて私どものほうで押さえている課題を町として精査した中で、最終的な方針を決

定していくということになると思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。広域的なことは後ほどまた伺おうと思っていたので

すが、今の答弁の中で私ちょっと、んっと思ったのですが、もちろん広域的なものでこちら側

にいろんな、さっきの広域に触れますけれども、広域になるときにはなるべく医療の重複は避

けるというふうになっていますよね。そういった部分をその道の検討会議から持ってくるのは

いいのですが、先ほど言ったようにこのプランの中では地元の医療機関、公的な医療機関の必

要性というのをきちっと明確にしなければいけないということになっていますよね。それで、

私一番先に伺ったのですが、そして明確にしていながら、でも道から言ってきたら譲らなけれ

ばならない部分というのは出てくるのですか。広域的なネットワークをつくっていくためには、

そういったものが出てきて譲らなければならないのか、ある程度こっち側が基本的なものをし

っかり持ったのであれば、それを強調していくことができないのかどうなのか。その広域的な

検討会議の中でできなくなるのか、その点ちょっと確認したいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 広域的なネットワークということになってくるわけなので

すが、あくまで今北海道は先ほど言いました構想を決定して、あと先ほど言いました検討会を

30の地域に分けた部分で協議を始めると。その中で、地元なりなんなりのいろんな事情がある

でしょうと、それを聞いた中で今度計画にするわけです。構想から今度計画になるということ

になってきます。それで、これはあくまでこの構想の中でも言われているのですけれども、各

自治体が判断することですよと。ただし、北海道として客観的にいろんな財政状況、今言いま

した重複だ何だという、北海道では３分の２が100床以下の病院がいろいろ点在しているわけで

す。そして、経営が苦しいとかなんとかと言っていて、そして医療資源も重複しているところ

があると。これを整理してやりましょうというのが北海道の提言として提案されているという

ことです。ですから、白老町が財政豊かで、いや、うちはこういう体制とっていくというので

したら、それはそれでいいと思うのです。ただ、私ども、繰り返すようですが、財政厳しい中
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で今のネットワーク化で、これ前から町長も答弁していますけれども、連携して機能分担して

やっていかなければ北海道の医療はもう崩壊してしまうという部分です。そことちょうど道の

連携構想が合致しているという部分があると思います。ですから、これはあくまで北海道の提

言なのだと。そして、白老町は白老町の状況を考えた中で、それは医療環境、それから財政状

況、それも考えながら決定していくこと、どうしても道に言われて、連携だから、うちはそれ

に従うとかということにはならないということです。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 先にでは再編、ネットワークについてちょっと伺っていきたいと思い

ます。 

 今のお話伺っていると、道の構想ができて、それに対して今広域的にやっていくと、検討会

議をやっていくということなのですが、改革プランのほうではそういったネットワークづくり

を見ると公的な基幹病院を中心にしてほとんど地方の病院は診療所化なのです、いろんな構想

の図の様子を見ていると。私は、道のそういう広域的な構想で町立病院のあり方というのもし

っかり検討しながら、そのネットワークに入っていくということになるのですが、やっぱり厳

しいのかなと。今の現状は絶対厳しいなというふうに私は思って見ています。そういった中で、

ある程度やっぱりさっき言ったように最低限必要な医療制度をしっかり持って、その中に組み

入れていかないと消えてしまうというか、吸収されてしまうという部分がそちらのほうにある

のかなというふうに思うのです。というのは、２次医療機関等の単位で予定されている自治体

病院の広域化連帯構想は今後検討会議にも入ったということなのですが、その先行して白老は

地区検討会議を設置していると。この中で、こういうネットワークづくりの中では、ネットワ

ークづくりでは経営主体の統合、それから医師派遣機能の整備、特に連携体制に係る計画の中

では病院間の機能の重複、競合を避けると。そして、相互に適切な機能分担が図られなければ

ならないというふうな、そのための検討会議なのかなというふうに私は思っているのですが、

この再編においてその連携をとるために先ほどから言っていますように町立病院の果たすべき

機能、そういったものがその広域の中でこうだというものが見えてきたときに、白老町の病院

のあり方のことが明言できるのか、それともある程度こちら側のきちっとしたものを持ってそ

こに入っていくのかという、そこら辺が私はちょっとまだ理解できないでいるのですが、私は

さっき言ったように明確に持っているわけですから、もちろんその明確に持った中では広域が

どうなのかということを見て持つのだと思うのです。そういった中では入っていくときに、そ

の検討会議をするときにどこまでそのことが生かせるのか、そしてさっき言ったようにその持

ったものが経営可能かどうかということが一番大事なこと。もちろんこの広域をやっぱり町民

というか、市民、住民をしっかり医療機関が守るということの一つの仕組みだと思うのです。

そういった面では、今度は白老が構想を持って入っていったときに、自分たちのまちではそれ

が経営可能なのかどうなのかということが大きな問題になると思うのですが、その辺はどうな

のでしょうか。 
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〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） これまでも結構方針を決めるのに時間がかかっています。

それで、病院の形態での適正化の状況、これの財政的なシミュレーション、それからいろいろ

白老町の高齢化含めた中でのもっと言ってみたら大胆な適正化を含めた検討のシミュレーショ

ン、これでの財政的な部分、それから今度先ほど言いました連携という部分、この連携といい

ますけれども、突き詰めていったらお医者さんのことなのです。連携、連携というけれども、

お医者さんがいないから連携していかなければならないということなのです。もう苦肉の策な

のです。その中で、今言っていたそれでは白老町の方針を決めないで検討会議行って、何とか

考えてくれませんかということではこれはなかなか進まないと思います。相談に乗ってくださ

いと言われても困ると思います。それで、今うちのほうとしては、町長いろんな方針は考えて

いるけれども、ただしこの問題については先ほど言いました救急の問題、先ほど言いました予

防医療のほうに隠れている問題として社会的入院の問題があるわけです。この問題をどう解決

していくのか、このパターンではどうなのかという部分を含めて、腹づもりの部分を持ちなが

ら、お医者さんの資源だ何だの部分もうまく配置する、そういう中で苫小牧地域を含めた中で

白老町が最低限は救急、それから予防医療、そういうものに対応できる部分ではどうなのかと

いう部分を専門家、有識者入った中で今いろいろ相談に乗っていただいているという状況です。

ですから、先ほどの繰り返しですが、町がちゃんとしたしっかりした方針を持たなければこれ

は決まらないのです。その材料について最終的に連携等の資源のその関係も含めて協議をして

いるのだということです。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。今お聞きして、本当に白老町の方向性をきちっと出

した中で入っていくことになるということなのですが、その中でもう一点確認なのですが、確

認というか、一定の地域内で、白老町は白老町に公立病院のほかに個人病院がたくさんありま

すよね。そういった中で、診療科目の重複等を考慮するということも１つあると思います。こ

れは、白老町内でもそれが出てくるのではないかなというふうに思います。そういった中で病

床の関係もあると、これはまた後ほど質問しますけれども、病床の関係も含めると役割の分担、

それからそういうすべてのものを包含した中で白老町の町立病院を中心としたネットワーク化

がきちっとなって、そして白老の体制がきちっとなったところで連携がとれるということで、

白老町の町立病院のものを持っていくということが私は必要になるのではないかと思うので

す。町立病院独自でこういった方向にいきますよ、こういう取り組みになります、こういう方

向性になりますということが出てくるときに必ず私は地元病院の連携というのが必要になって

くるというふうに思っています。そういった中では、そういった地元との連携もきちっと検討

会議に入っていくときに病院を含んだ地元の連携というのが必要ではないかというふうに思う

のですが、その辺のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 
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〇病院事務長（安達義孝君） 今議員がおっしゃった町内の診療所との連携、当然のごとくそ

ういうことを今後やっていかないとだめということで、実はこの間議員の皆さんにお知らせし

て、私どものドクターが充足できないということで、出張医も医局から派遣されないというこ

とで、そういうネットワーク化に向けて町内で議論をしなければいけないという時期なもので

すから、実は各医療機関に打診をしまして、議会が終了後そういう会議を立ち上げまして、当

面に向けての救急医療体制に向けて町内での対応をとるように、まずはそちらからお願いして

いって、何とか日曜日の救急医療体制について体制を組んでいくと。その後に議員おっしゃっ

たような診療科目も含めて町内で連携できるものをどのようにできるかという議論をそういう

場をつくって議論をしていかなければいけないのでないかなと私思っていますし、当面ではそ

ういう対応を今すぐやるようなことに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 先ほどのちょっと答弁で誤解あったら困ります。白老地区

検討会議と東胆振の検討会議とごちゃごちゃにしてしまったら困るものですから、再度ちょっ

とここで補足答弁させてもらいたいのですが、現在白老地区の検討会議で議論を重ねていると

いう部分については、白老町自身が今困っている部分、適正化に向けて課題が出てくるという

部分について有識者からいろんな情報、苫小牧地区の状況を聞いた中で、白老町がその状況を

北海道が提言した中で自分たちで決めるのだと。それが一つの白老町の方針的なものになると

思うのですが、東胆振地区になりましたら実際にまた白老町も入っていくということになりま

す。東胆振で自治体が組織して対応していくということになりますので、そこのところが２段

的になると。ただし、私どもの考えは、この検討会、東胆振の検討会待っていましたら、改革

プランを含めて時間的にもう余裕ないといいますか、それでこれは急いで決定していかなけれ

ばならないという部分がありますので、そこのところは全道的な動きとは先行して私どものほ

うでは対応していかなければならない、方針を町として決めていかなければならないと。そし

て、広域的な連携も視野に入れて、次のステップにしていかなければならないということにな

ると思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。この間ちょっとニュースで見たのですが、苫小牧の

市立病院で、これ町長よく言っていたことなのですが、患者情報ネットを共有するというもの

がありました。地域の医療が市立病院に紹介した患者の結果や治療経過、ＣＴも含めて情報を

インターネットで医者同士が共有できる、そして患者が地元の病院に戻ってきてもその診療の

助けになるという、そういったものができるというのがありました。私は、このネットワーク

化、広域化も含めてすごい朗報かなというふうにとらえて聞いていました。特に白老町の人が

苫小牧、ほかの病院行くということは、医療に対しての不安があって行くという方も多いので

す。そういった中で、必ず重いというか、心配なときはそっちの病院紹介していただける、そ

してまたそこで治療がある程度終わって、重いところというか、よくなって軽度になれば地元
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の病院戻ってくると。地元の病院でそういった対応するときに、経過がすっとわかると。町長

が言われた、そこまでは書いていないのですけれども、こういう状況だから治療どうしたらい

いだろうかということも、今後そういうやりとりもできるようになるのかなと。そういったと

きに私はこの病院の今後の方針を決めるときにはかなりプラスの面があるのではないかなとい

うふうに考えながらこのニュースを見たのですが、その辺はどのようにとらえていますでしょ

う。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 議員今質問された内容については、私も読ませていただきまし

たけれども、当然中核的な病院ですから、各関連機関の病院の情報を今の時代ですからパソコ

ンでやるという、ネットワークを組んでいかないとできないということでああいう措置になっ

たと思われます。それで、現在は私どももそういうネットワーク化当然されていまして、それ

はカルテとか電話とか、そういうことでやっていますけれども、これらの記事ではそういう件

数が各病院とも年間5,000件ほどあるというような書き方されていましたから、当然今後はそう

いうネットワーク化を電子媒体を使ってやっていかざるを得ない部分もありますから、その辺

は当然その中に組み込んで検討していかなければいけないと考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。次に、病床について伺いたいと思います。 

この改革プラン策定のガイドラインの中で、病床利用率が過去３年連続70％未満の病院は病

床数の抜本的見直しをするというふうになっております。ただし、病院を診療所とし、病床を

19とすると交付税は、前の質問のときにもありましたけれども、700万円になってしまうという

ことで、その差額というのは大変大きいものがあるということが出ていましたけれども、この

ガイドラインの中では医療提供体制の見直しにより病床の削減が行われた場合は、削減後５年

間は削減病床数を有するものとして普通交付税を措置するというふうになっております。そこ

で、現在の白老町の状況というのは、代表質問にもこの間出ておりましたけれども、ある程度

治ったら病院は出ていきなさいという、それを受け入れるところがないということで難民が多

くなるのだと。それを受け入れるのはやっぱり町立病院が多くなるということが、それを果た

さなければならないという、そういうやりとりをしておりましたけれども、私はこれを聞いて

いて本当にそうだと思うのです。最近特にそうなのですが、そういったことで私も本当にそう

いう相談を受けることが多いです。そういうときにはいつも病院事務長だとか相談員のところ

へ飛んでいって、こういうことなのだけれども、どうにかならないだろうかと、やっぱりそう

いう相談が大変多いということなのです。そういったことでは、高齢化が進む中で白老町には

幾つの病床が必要なのだろうかと。これは、今検討している最中ですけれども、では検討して

いる最中でまだ結論ではないですので、言えるのではないかと思うのですが、病床は幾つ必要

だというふうに考えられているのか。療養型はどうなのだろうか。療養型の話が出ていました。

36万床から15万床に減らすのがリハビリも含めて20万床を確保するような方向性が出ていまし
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た。そういったことも含めて、この療養の病床群、それから療養型の医療療養型を療養型老健

施設にかえていくということも可能だというふうになっています。そういったことを含めて、

今後病院の形態になったときにどういった病床がどれぐらい必要ではないかというふうに将来

を見越して考えられているのか、もし言えましたら言ってください。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 私ども事務方の話として、いろんな病床数等を含めて検討

はしております、経営的なシミュレーション含めて。ただ、先ほど言いましたとおり自治体病

院でも、道内いろいろ病院あるけれども、都道府県のほかの県とかから比べまして北海道ベッ

ド数多いですよね。それは、地域的なものとかいろいろな部分がある、高齢化率とか。そうい

う部分を含めて、北海道はちょっと本州とは違うという部分の状況やなんか見た中で療養病床

が削減率が少し回復したとかということになっているのだと思います。 

 それで、私ども今事務方で考えた中で、検討会、白老地区検討会でもいろいろ議論している

のですが、これが幾らあったらどうなのかという、病床幾らあったらいいのかということは、

なぜそうしたら70％以下の病院が今多いのだとか、いろいろそういう状況があるわけです。そ

れは、先ほど言いましたお医者さんが少ない、看護師が少ない、そういう部分があります。も

う一つ、制度的には医療行為でなくて介護の方たちについては介護のほうに流れて、そっちで

やってもらいましょうという部分があるのです。ところが、その介護施設の部分で充実されて

いないところについては、やはり病院のほうで社会的入院として抱えているという、そういう

状況です、今の状況は。それで、白老町もそういう状況にあると。それで、私ども今回の検討

会議にも専門家も入ってもらっているという部分は、そこをいろいろアドバイスしてもらった

中で白老町の介護の施設、医療施設、それを含めた中でどういう連携をとっていくのが望まし

いのかというのは、その部分については町として提言を受けた中で最終的に詰めていくことに

なるのでないかなと、そういうふうに考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今の説明にちょっと補足しますが、言うとおりなのですが、絶対数押

さえられないというのは、療養病床だけでなく、今新型老健の話出ています。それから、移行

される方も、今療養型に入院している方もおります。それと、これからの高齢化の進展を考え

ますとなかなか押さえられない部分があるのですが、実態から言うとお医者さんに合わせてベ

ッド数があるという実態もあるわけです。要するにベッド数200あるのですけれども、お医者さ

ん２人といったら、これはできるわけないので、今地方にはお医者さんほとんど回っていませ

ん。ですから、お医者さん本当は５人、４人必要なのですが、１人、２人しかいないと。です

から、それに合わせたベッド数を合わせざるを得ないという実態もありますので、我がまちが

その辺では何人いればいいのだと、何床あればいいのだというのはなかなか難しいです。これ

から予防の効果もあります。ですから、トータル的に判断する話でございますので、なかなか

難しいので、数字は今のところちょっと答えられません。申しわけないです。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 
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          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。なぜ病床をそうやってしつこく聞いたかというと、

先ほど言ったように難民を多くしないということはやっぱり療養型をしっかり充実させていか

なければならないというふうに私は考えています。そういったことでは、病床を削減していく

中で老健に切りかえていってもいいというところがありますよね。そういった中で、なぜそう

言うかというと５年間は削減以前のベッド数の交付税措置があると、１つは。それと、もう一

つは、先ほどの答弁にもありましたけれども、病院の再編に関しては施設とか設備の整備に対

して病院事業債、一般会計出資債というのを措置し、元利償還金の一部を普通交付税で措置す

るというふうになっています。これはまだガイドラインなので、そうなるかどうかわからない

と言われたら次の言葉がないのですが、絶対こうならないとは言えないと思うのです、出して

きているということは。そういったことで、国のそういう見直しの中で今そういう財政的支援

が、先ほど議論していましたけれども、そのときに財政支援があったりするものをやっぱり必

要であればやるというふうに、スクラップばかりではないと私は思っています。そういった意

味では、財政支援措置を生かした今後の設計づくりが私は必要になるのではないかというふう

に思っています。そういった意味で、この療養型、老健の必要性、病院の老朽化を考えたとき

に、早急にやっぱりこれも結論を出さなければならないことではないかなというふうに思って

いるのですが、その点について答弁お願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 財政支援まだちょっと見えないところがあるという中で、

概要は吉田議員もお調べのとおりです。それで、今まで地方交付税にでも病院の部分について

は積算されていました。それで、公営企業の繰り出し基準というのがありまして、例えばいろ

いろうちのほうで一般会計から病院のほうにことしでしたら１億4,500万円ですが、繰り出して

います。１億4,500万円が交付税の分で、プラスアルファして送っています、１億8,000万円。

これについては、その基準の中を調べていってみますと、建設改良に係る部分とか医療機器の

部分とかといろいろあります。例えば建設改良的な部分で一般会計から病院のほうの会計に繰

り出す基準としては、その通達に基づきますと14年度以降は２分の１の部分、元金の２分の１、

利息の２分の１という形で決まっているのです。今回の部分については、今までの部分プラス

半分については一般会計で、今回のガイドラインです、ガイドラインでいうと例えば1,000万円

の物を買ったとしたら、半分については一般会計で補てんしてあげなさいと。そのかわり一般

会計ではそれを起債を認めてやるよ、そのうちの何ぼは交付税で見ますよとかという、概略で

言えばそういうことなのです。今までよりも上乗せして、改革なり、これ特に基幹病院の部分

でおっしゃっている部分があるのですが、そういう形で財政的な支援を行いますよというメニ

ューが１つ加わったと。ただし、いろんなメニューは項目的には上がってきています。先ほど

私聞いた中で５年間はベッド数は見ますよというのは、これは現在でも実際に実施した場合に

ついては５年間交付税はベッド数の部分については措置しますよという形で動いている部分が

あります。ただし、これは21年度で期限ですよと。17年の４月に自治体病院再編等推進要領と
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いうのが出ているのです。今回のガイドラインの部分のところでもこの財政的なちょうどこれ

が重なる部分がありますので、中身的には非常に似ている部分があるのです。ですから、そこ

の部分と現在動いている部分ということを含めて、財政的な支援がこれから詳しく出てくるの

でないのかなというふうに考えています。今の段階では、私ども事務方ではそれぐらいの情報

しか得ていません。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） この老健施設に関してはお医者さんは１人ですね、何ぼベッドあって

も。それがすごくおいしいところかなと私は思いました。それで、町民を守ることができて、

お医者さんが１人でよくて、そういう形でできると。さっきも言ったように財政的なものはま

だはっきりしないということなのですが、このガイドライン私が読んだ解釈は、削減をして、

診療所化にもししたとして、19床になっても前の削減した分は出る、５年間出ると書いていま

したので、17年からとは書いていないので、私はやった時点から５年間と読んだのです。その

辺で、私はそれでいいと思っているのです。17年からやったらもう21年で終わってしまいます

けれども、うちはもしかしたら21年からやるかもしれないですよね。そうなったら、21年で終

わってしまうのです、１年で。でも、これを読む限りでは、私はやった時点から５年というふ

うに理解して質問したのです。ですから、その辺はちょっともう一回、きっと今首を振ってい

るので、そうだというふうにわかったと思うのですが、そういうことです。 

 それで、次にいきたいと思います。15番、吉田です。この公立病院改革プランの策定に当た

って、公立病院の経営に知見を有する外部の有識者の助言を得る、これは町独自でやるときに

それが必要だということだと思うのです。それから、前にも述べておりますけれども、20年度

中に策定をして、１年ごとに点検、評価、公表しなければならないと。その公表するための委

員会みたいなのを設置しなければならないというふうにもなっています。これは、できてから

ではなくて、私つくるときに必要なのかなというふうには思っています。そ れから、もう一つ、

新財政健全化プログラム、先ほど質問がありましたが、３月末になるということでした。私は、

連結決算の中で圧迫しているのは町立病院も入っていると思っています。それで、この町立病

院の今後の方針、一般会計からの持ち出し分の限度額を明確にまず１つしなければならないだ

ろうと。それが財政健全化プログラムに入ってこなければいけないだろうと思っています。そ

れと、公立病院の特例債、先ほど答弁にもありましたけれども、不良債務の計画的解消額は白

老町は約５億円ぐらいだというふうに聞いています。この５億円というのは大変大きいと思い

ます。これを７年間の長期債務に振りかえて、なおかつ利払い額も特別交付税措置されるとい

うふうになっています。そういったときに再生団体は何とか逃れたと。ただ、健全化団体もク

リアすることにもしかしたらつながるのではないかと、私割と甘いところがありますので、い

いほうに考えますので、もしかしたらこの病院の特例債を使うとそれが全部財政健全化プログ

ラムの中に出てこないのかなとちょっと思っていたのです。でないと健全化プログラムが完全

なものではないのではないかと、そんなふうに考えました。そういったことから、財政支援措
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置もまだ明確でないけれども、いろんな活用方法がある。経営改善や再編・ネットワークを進

めるに当たっては今までも議論を重ねてきました。議会も、それから病院も行政もやってきま

した。そして、地域住民への説明も今後必要になります、病院の方向性が出たときに。それか

ら、各地域の病院医療とも連携が必要になるというふうに今まで議論の中でありました。平成

20年度の早い時期に町長は結論を出すと。しかし、今回の答弁で、20年度中にこの検討会議も

どんどん始まりますから、本当に４月あたりに結論出るのかなと、出さないとだめなのかなと

私は思って今聞いていました。そういったことで、総合的な判断するのであればやっぱりさっ

きも言いましたように白老町の病院の姿がもう見えてきているのではないかなと、反対に。反

対に言うと思いました。私ずっとこのガイドライン何回も読みました。白老町立病院というの

はこうなければならないのかなと自然と私の中では何か、したって財政的なものを考え、それ

から町民の安全とか全部を含めて最低必要なものを明確にして、それでなおかつ病院が維持し

ていくとなったら、こういう形になるのではないかなというのはちょっと中にはあるのですけ

れども、やはり私は今２年間結果を待っている町民の方たち、もう２年近く待っています、病

院が変わるという体制の中で。それから、病院関係者もそうです。どうなるのだろうという中

でずっと働いてきています。行財政対策室も本当にこのことに真剣にいろんなところ視察行っ

たりして取り組んだと思います。そういった中で一番苦しんでいるのはもちろん町長だと思い

ます。本当にどう結論を出したら一番皆さんが安心して、一番納得できる結果が出せるのだろ

うかということで、町のトップとして一番悩んでいられると思いますけれども、こういう流れ

を見て、そしてこの策定プランをつくらなければならない、それから先の広域的な検討会議の

結論を見ると、私はもう明確にいつどういう結論を出して、いつどうなってなるというこの１

年間のプランがきちっとできないと今までの今述べた経過のものを全部クリアしていくことが

できないのではないかというふうに判断したのですが、その辺の答弁をお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 病院の経営の関係で、いわゆる再編もしくは機

能分担をしていく中で、今後病院がどのぐらい負担としてなっていくのかということも含めて、

それらは財政改革プランの中にもやはりきちっと入れ込まなければならぬ、入れ込んでいくこ

とが必要ではないかという、そういうご趣旨のご質問であるかというふうに思いますが、現在

進めている中ではいわゆる病院の最終的な方向性という部分についてはまだ出てございません

ので、３月末にお示しする案につきましてはその部分については留保せざるを得ないというふ

うに考えています。しかし、私ども財政健全化を担当する者としては、やはり限りなくそうい

う赤字をふやさない方向でのいわゆる病院の形態が必要かというふうには考えていますが、先

ほど議員がおっしゃるように地域医療をやはり必要とする、もしくは健診も予防もやっていか

なければならない、町民のために安心、安全の病院をしていかなければならないということも

それは一方では大事な方向性だというふうにとらえております。そういう中で、最終的な方向

性が出た段階ではプログラムをきちっと修正して、それに対する対応をとっていかなければな

らないというふうに考えております。 
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 それと、５億円ほどの今回の特例債が20年度に限り認められるということでございます。５

億円ということは、我がまちの財政規模からしますと約９ポイント、８ポイントから９ポイン

トのそういうポイント数になります。これが下がるということになれば、20年度下がるという

ことになれば、やはり健全化も視野に入るというふうになります。できればそのような可能な

方向に向けて努力していくということも一つの方法だというふうに考えておりますし、それが

今回の最終的なプランをつくっていく方向性にもなっていくのかなというふうに考えておりま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 議員のおっしゃるとおり、早い時期にこれは結論を出さなければなら

ないのですが、しかしそれでも今よりも町民にとっていい医療の提供と安心した地域医療とし

ての使命、これは達成しなければならないのです。ですから、確かに財政の部分が前面に出て

いますが、財政前面に出ているから医療のサービスが落ちるとか、そういうことでは私決して

ないと思うのです。ただ、我々がまず考えるべきは町民の安心、安全ということになりますと、

今よりもいい医療を提供すると。ただ、先ほど制度言ったのですが、国の医療制度そのものが

地域病院成り立たないような、そういうシステムになってきているのです。これは、おのずと

方向性もある程度決まってくるかもしれません。ただ、私まだ決定しておりませんが、中で、

さっきもちょっと申し上げたのですが、難民の部分、医療難民の部分の新型老健との絡みでス

ムーズにいかなければならないと。それと、５年間とはいっても、これは無床のほうが経営効

率としてはかなりいいのです。19床といえど有床になるとこれまたかなり負担になってくると

いうことでございます。決して黒字化なんていうのは、５年間はあり得ますけれども、その後

はまた大変になってくるだろうなと思っています。 

それから、根本的に国のほうで地域医療のあるべき姿と地域医療は難しいですよということ

をもう少し理解していただかないと困るのです。昨年の暮れですか、病院の関係で総務省の医

療関係の局長とお会いしました。私のほうから実は提案させていただいたのは、10年分の交付

税先に一発で払いなさいと。10年スパンで考えると、例えば北海道であればかなりの部分の医

療機関の赤字の部分も解消されますよと。そこで、若干また赤字になっていくけれども、そこ

はそこで経営努力すれば今のように医療はかかっていかないのでないかなと思うと。ですから、

５年といわずに10年分の交付税払うぐらいの気持ちで今の地方の医療を考えていただきたいと

いう話をしたのですが、これはなかなか通る話でないので、言うだけは言ってきました。そう

いうことで、できる限り早い時期に結論を出して、町民の皆さんが納得できるような説明をし

たいと思っています。そのためには１次と２次の医療の機能分担しっかりしなければならない

と。町民が一番関心あるのは、救急の部分も結構関心あると思うので、その辺の安心もさせな

ければならないと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 
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〇15番（吉田和子君） 本当に町立病院はあってほしい病院だというふうに町民は思っている

と思います。ただ、財政的に大変になれば、病院をやれなくなればやめなければならないわけ

ですよね。そういったことからすれば、財政的な面もきちっとやって、それがきちっと継続し

ていける、継続可能なやっぱり病院づくりをしっかりと結果を出していただきたいというふう

に思っております。 

 次にいきます。敬老会の関係なのですが、敬老会については各町内会を通じて、そしてそれ

を今度個々に回覧をするようにするというふうになっております。私は、この敬老会なのです

が、９月、私この月は敬老の月だというふうに思っています。敬老会があることで、各町内に

全部あるかどうかわかりませんけれども、福祉部というのがあるのです。福祉部の方々が町内

の全世帯、高齢者対象のところを全部回るのです。そして、今こうやって入院しているとか、

全部安否、安否とは言わないのかなと、今どういう状態なのかということを掌握できているの

です。そういった部分では、私は敬老会はなくなりましたけれども、町内会を通じてこのこと

をお知らせすると同時に、そういった敬老の月にはそういったことの確認ができるような方向

性を持ってほしいということもつけ加えるべきではないかなというふうに思うのですが、その

点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） ご答弁いたします。 

 ただいまの敬老会の件ですけれども、私どもは敬老会の補助金を町連合会に出すのをやめさ

せていただくということでございます。まず、１点です、それが。それで、各町内会さんでは

町の補助金が途絶えても、なくなりましても単独でやると聞いているのも実際でございます。

そういう中で、今言いましたように福祉部の方々ですね、この方々が全部掌握していますよと。

私方の町内もそうですが、73歳以上の方々は去年の名簿でほとんど把握されているのでないの

かなというふうに実は思ってございます。ですから、町内会さん個人で個々に従来どおり自分

のところの町内会の費用で敬老会を実施していくというようなところがあれば、これはいろん

な形でお祝いのメッセージだとかそういうことは引き続き、費用もそうかかりませんので、こ

れは継続してやっていきたいというふうに思っています。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） できる町内はいいのですけれども、できない町内は苦しむと思います。

その辺をちょっと配慮していただかないと、やっぱり町内会でも大変苦しいところもあるので

す。だから、やれるところがあって、どうしてやれないところがあるのだということが今後出

てくると、そういった面ではちょっと全体的な面を見て、しっかり判断をして、何をすべきか

ということをまた検討していただきたいというふうに思います。 

 それから、もう一つ、長寿祝金なのですが、これは19年度で廃止ということです。私ある高

齢者の方で、和ちゃん、ことし77歳になるのだよと、１万円来るのだと、何に使おうか今一生
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懸命考えているのだと言われたときには私何も返事ちょっとできなかったのです。きっとその

うち連絡行くよなと思って、ちょっと返事できなかったのですけれども、本当にそういうこと

では長年白老の町ために、この間もちょっと出している人がいましたけれども、長年白老町の

ために努力をし、そして生活をし、白老町のために頑張ってきた方にお礼と感謝の気持ちを込

めて実施してきたわけですよね。これが廃止になったというか、削減、祝金は削減なのですが、

削減になったのはさっきありましたようにスクラップ・アンド・スクラップ、財政が厳しいと

いうことでやむを得ず苦しんで廃止されたと思います。ただし、私はそういった待っている方々

がいるということをすごくつらく思ったのです。そういった意味では、もらった人が何と思う

かわかりませんけれども、この対象になる方は350人ぐらいなのです、１年間で。そういった方々

にちょっとお祝いの言葉を添えて、今の現状をきちっと書いて、こういうことで廃止になりま

したと、お祝いを添えて、長年白老町のためにありがとうございますと、そういうものを添え

て出すことはできないのかなというふうに思いますが、その辺の見解伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 喜寿と米寿の廃止の件でございますが、当

然郷土発展のためにご尽力いただきました高齢者に対する思いは私も吉田議員と全く同じでご

ざいます。ですが、しかしながら一方では高齢者の方々は経費節減に対して非常に敏感で、無

駄だ、例えば一例申し上げますと私ども日常業務で郵便物を出すと。親切でやったのがこんな

ことで一々文書をよこすと町長に手紙までよこす方も実は中にいられるのです。そういうこと

で、いろんな意見がありますが、今は非常に先ほど１答目で町長が答弁申し上げたように我慢、

我慢ということでございますが、財政状況を考えまして徹底した経費削減に我々努めてござい

ます。そういうことで、今後の課題としてとらえさせていただきますので、よろしくご理解を

お願いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） わかりました。町民の方にはいろんな方がいらっしゃるということは

十分承知しております。ただ、350人に80円の切手を張って出しても２万五、六千円、３万円い

かないのです。私は心を伝えるという思いで、中には反発する人もいるかもしれませんけれど

も、私は心は伝わると思います。誕生日におめでとうと言われて怒る人はいないと思います。

年いくと要らないのかな、わかりませんけれども、そういった面では私はそれが一つの配慮な

のかな、思いやりなのかなというふうにちょっと思いました。十分検討をしていただきたいと

いうふうに思います。 

 それから、もう一点、スクラップ・アンド・スクラップという答弁をいただいたので、ちょ

っと心苦しいのですが、今現在高齢者で肺炎で亡くなる方が大変多いのです。死亡原因の第４

位なのです。10万人の方が年間亡くなるということなのです。そういったことからいうと、せ

たな町は村上医師がいるときに、平成13年の９月から65歳以上の高齢者にワクチンの接種を行

ったと。これは公的助成で始めたというのです。ほかにインフルエンザの予防接種、それから
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住民健診でのヘリコバクターピロリ菌の尿中抗体検査など予防対策を十分やったというので

す。そういったことで、平成３年に道内第１位だった国保１人当たりの医療費が平成16年８月

では182位に改善したというのです。そういったことでは、スクラップ・アンド・スクラップで

すけれども、こういった一つのものを廃止するときにそういう予防医療、３連携の中での８番

目にありますけれども、予防の医療のための福祉課としっかりと連携をとって、今やりなさい

とは言いません。何かそういったことで高齢者を守る、そういった手法に切りかえていくこと

も必要ではないかと思いますけれども、それで終わったら要望になってしまいますので、考え

を伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  肺炎の関係のお話は、何年か前の民生常任委員会でもちょっ

とお話しさせていただいたと思うのですが、平成17年の統計ですが、白老町の肺炎で亡くなら

れた方、これは10万単位でいくのです。10万の人口に直して何人という形で出すのですが、白

老町は111人です。せたな町は167.8人です。でありますので、それともう一つ、肺炎に関して

のワクチンの効果というのは５年間なのです、基本的に。日本の場合は１回しか認めないので

す。欧米では５年、５年で更新して、どんどん認めているのです。ですから、肺炎のワクチン

の効果は欧米に関しては継続されていく、５年置きにやりますので。日本では１回しか認めて

いませんので、５年終わったら効果が薄れてしまうという、こういう問題もあるわけです。そ

うしますと、日本でいくといずれの年齢で打つかによって全然効果が違ってくるという、こう

いう問題もありますので、果たして肺炎についての効果があるかどうかというのは今のところ

ワクチンに関して疑問があります。そういうことからして、ワクチンに関してはちょっともう

少し日本の医療制度の改定等を含めて継続して見ていかなければならないのかなというふうに

白老町としては見解を持っていると、こういうことでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） ３連携の絡みがございますので、当然これから先医療費をどうや

って下げていくかという観点からも特に高齢者の健康対策については３連携の担当しています

各課集まりまして、また別途今年度、さらには５年後を見据えて検討させていただきたいと思

っています。有効な手法があれば当然取り組みたいと思っていますし、一例を申しますと、ま

だ結果は出ていませんけれども、インフルエンザの予防接種なんかもことしかなり拡大をしま

して、相当数接種させていただいていますので、その効果も検証しながら、より効果の上がる

方法を３連携の中できちんと確認をしていきたいと、このように思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 次の質問にいきます。 

 ２点目、子育て支援について。１項目、児童福祉について。児童館、児童クラブにおいて放

課後児童育成事業を実施されておりますが、白老町における放課後児童クラブの利用状況と未
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設置校の設置について。 

 ２番、発達障がい児の受け入れについて。 

 ３、放課後子どもプランのニーズ調査の目的と実施状況について。 

 ４、放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業、両事業の効果的な運営方法につ

いて。 

 以上について質問いたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  子育て支援についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の放課後児童クラブの利用状況と未設置校の設置についてでありますが、放課後児童

クラブは白老鉄南、白老鉄北、萩野、竹浦、虎杖浜の５カ所を開設しており、平成20年３月１

日現在108名の児童が登録しております。未設置の社台地区につきましては、17年度に保育園児、

小学校１、２年生の保護者を対象にアンケート調査を実施いたしましたが、家族等で対応でき

る状況であることから現在設置しておりませんが、今後も児童クラブの必要性について検討し

てまいります。 

 ２点目の発達障がい児の受け入れについてでありますが、障がい児については入会申請があ

った場合各保育園から発達状況を確認した後、親子面談を行い、協議の上、入会を決定してお

ります。19年度では３名を受け入れております。 

 ３点目の放課後子どもプランのニーズ調査の目的と実施方法についてでありますが、ニーズ

調査はこの制度を理解していただくとともに必要性や課題を把握することを目的にしており、

小学校児童の保護者、学校関係者を対象に調査を実施する考えであります。 

 ４点目の放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業、両事業の効果的な運営方法

についてでありますが、双方の事業を連携し実施することにより子供たちが安全で健やかな活

動ができる場となり、総合的な放課後児童対策事業が展開できるものと考えております。今後

ニーズ調査を実施する中で課題等についての検討を進めてまいります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。この答弁書を見ると心配ないのかなと思ったのです

が、白老町の児童クラブにおいて人数制限をまず設けているところがあるのかどうなのか、そ

の施設の状況に応じて。もう一つは、71人以上の大規模化になると21年で補助金が廃止される

と、そういうことになっておりますが、そういう対象になるところはないかどうか。71人以上

のところは分けるというような形の方向性が出ているのですが、その点が１点と、もう一つ、

長期休業期間中の開所の促進のために、やっぱりこれも250日以上開所をしていないと21年度で

補助金を廃止するというふうになっているのですが、この点はどういうふうになっているでし

ょうか。 
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〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） それでは、児童クラブについてですが、人数の制限を設けてい

るかということなのですが、現在の中では限定の人数というふうには設けてはおりません。 

 それと、２点目の71人以上の児童クラブがあるかということなのですが、白老町の場合には

そこまでの人数の施設はございません。 

 それと、３点目の長期休業中、そういうようなところの開所と、250日以上の開所でなければ

ということなのですが、白老町としては長期休業期間中も朝から夜まで開所する形で250日を超

えておりますので、一応対象にはならないというふうに考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。厚生労働省では、共働きの家庭の安心、安全のため

に健全育成のための場づくりとして進められている事業なのですが、原則もう今はすべての小

学校区で実施を進めているという、ほとんど未実施校はないというふうになっています。ほと

んど、２万校が今やっています。大体全国の、だから２カ所やっているところもあるので、や

っていないところももちろんあると思うのですが、そういったことで社台の小学校が白老町で

はやっていません。私は、今回厚生労働省と文科省と子ども教室を一体化してやっていいとい

う話が、後ほどにも出てきますけれども、一体化してやっていいということがあります。そう

いった中では、社台小学校は１、２年生少ないですよね。児童数も少ないですから、なかなか

やるということにはならないのですが、この子ども教室は６年生までいいわけですから、そう

いったことを考えると社台はオープンスペースですから結構場所も広いと。区切ったことがな

かなかできないということもありますので、こういった中で小規模校である社台小学校はこの

一体化した方法をとるということで進めることができないのかどうなのか、その点について伺

いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 今社台地区のお話がありました。17年度にアンケートをとった

時点では大体87％ぐらいが祖父母の方ですとか兄弟の方と放課後の時間過ごされていると、そ

ういうことで児童クラブの必要性というのが余り大きく、こちらとしてももう少し児童クラブ

の設置には時間をかけてもいいのかなというふうにとらえておりました。今お話のありました

放課後子ども教室、それと児童クラブという２つの事業、こういうものをうまく合体させる形

で事業ができないのかということだと思うのですが、確かに事業として推進をしていく上では

当然地区的にも、また少人数の中ですので、地域全体のお子さんをそういう形で事業に取り込

めるというところでは魅力のある事業であるというふうに押さえております。ただ、施設的な

ものをいいますと、確かに社台小学校オープンスペースになる部分が多く、逆にオープンスペ

ースになりますと児童クラブなり、教室を開くための設置に向けての改修ですとか、そういう

ものに係る経費がちょっと大きくなります。当然児童クラブ事業を運営するに当たっては、改

修等の補助というものはあるのですけれども、子ども教室のほうにはそういうような設置に向
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けての補助というのはありませんので、その辺のところも含めますとちょっとまだ教育委員会

としては設置まではもう少し時間をかけたいなと思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。社台は保育所もなくなりました。そういった面では

社台のお母さん方にすれば大変不満が多いです。もちろんこちらのほうに統合になって、いろ

んな面で配慮はしていますけれども、社台は何でもなくなっていくのだねというふうになって

しまいますので、私はこれは一体化ということはすごくいい機会だと思いますので、いずれは

ではなくて早急にというか、なるべく早く検討するべきだというふうに思っています。 

 それから、次にいきます。発達障がい児の受け入れは実施されていますけれども、さらなる

推進のために障がい児に対しての指導員、今はクラブ単位に置いていると思いますけれども、

今後は市町村の責任のもとに配置する補助方式に変更になるというふうに20年度の厚生労働省

の予算にのっています。そういったことで、この点についてはどう判断して、このことで少し

でも進んでいくのか、私は進んでいくためのものなのかなとちょっといいほうに判断したので

すが、その辺はどうなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 障がい児の関係を答弁させていただきます。 

 今３名加配の指導員をつける形で、児童クラブに障がいを持っているお子さんを受け入れし

ております。そのお子さんの状態としては、軽度の方からちょっとやはり１人きちっとつかな

いとほかのお子さんとのかかわりがなかなか難しいというお子さんまでいらっしゃいます。

20年度以降につきましては、やはりきちっと専門的な知識、そういうものを有した職員の配置

をガイドラインとして国が示しております。ですので、町といたしましても保育園等では障が

い児に対しての加配プラスそういうような職員への研修というものも行っておりますので、今

後につきましては当然そういうようなものが必要になるというふうに考えております。ただ、

現状の中で就労されているお母さんでうちの子供がちょっと発達に問題があるのだけれどもと

いうお子さんの場合には、できるだけこちらとしても受け入れられる体制づくりということで

考えておりますので、研修、それから専門の職員を配置することでこれから拡大されていくか

どうか、そこについてはちょっと教育委員会としても判断まではできないというふうに思って

おります。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  この後何点かまた質問あるのかなと思っていますけれども、総括的

な話に最後しようかなと思っているのですけれども、今そこの話ではなくて社台地区の話出た

ので、ちょっとそこだけ先に言います。 

いわゆる保育園も含めて社台地区からというようなお話ありました。確かに寂しいというか、

そういう思いがあるなというふうには思います。20年度小学校に入る子供、社台地区では新１

年生２人なのです。いわゆる児童クラブ等々で３年生までとなると10人ちょい、11人ぐらい、
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そういう中でニーズ調査、実態調査やった中で前回のそういうような結果が出たというような

ことで、私が社会教育課長にいたとき以降引き続き検討しているというような答えしか出して

いないのかなと思っていますけれども、そういう実態を踏まえて、その後にご質問出た地域子

ども教室含めて今のところは研究させてもらいたいなというふうには思っています。ただ、こ

の部分は社台に限らず、今回私のほうもこの放課後子どもプランの状況を見せてもらって、こ

れは社台に限らず白老としてどうなのかと。今議員さんのご質問は、ちょっと焦点当てて社台

地区、たまたま児童クラブがないからということでの焦点当てた話だと思いますけれども、自

分のほうの立場で考えれば、教育委員会の立場で考えれば、そういう焦点当てるのもいいです

けれども、ニーズ調査やった中で白老地区としてこういう子どもプランができないかどうなの

かということは研究させてもらいたいなというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） まとめて言います。放課後子どもプラン推進のために文科省は、さっ

き言ったようにいろんな財政的な支援も置いています。それで、もう子ども教室は１万5,000カ

所やっているのです、全国で。私ニーズ調査するというから、えっとちょっと一瞬思ったので

す。遅いなと思ったのです。私前にもこの児童、子供広場と前言ったのですけれども、質問は

していました、ずっと。それでも今さらニーズ調査なの、ちょっと今さらってごめんなさい。

今と思ったのです、正直。そのためにこういったことをしなさいと言っています。両事業の効

果的な運営の協議をするための委員会を設置しなさいというふうになっています、１つは。そ

れから、もう一つは、全小学校区に子ども教室実施を促すコーディネーターを配置しなさいと。

今教育長おっしゃったように子ども教室は、私は社台のことを言いましたけれども、全校でや

らなければならないというふうに思っています。そういった意味では、これは学校関係機関と

連携をとると、コーディネーターは。それと、もう一つ、ボランティアなど協力者の確保、そ

れから登録、配置、それから活動プログラムの策定と、もう一つはこういう効果があるという

のです。今塾行っている子供が多いですけれども、経済的な理由で学ぶ意欲のある子供が学べ

ないというところに学習機会を提供する場ともなっているのです。そういったことを含めて、

小学校にこの子ども教室をどんどん設けていこうと、そういうふうになっているのです。です

から、これからお母さん方のニーズを調べるということなのですが、私は置くためのニーズ調

査にしていただきたい。そして、いつごろ設置するのかということも明確にしながら進めてい

ただきたいと思いますが、最後に教育長のお考えを伺って終わりたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  前段のご質問のニーズ調査、確かに言われるように18年にプランが

出たときにご質問を受けていますし、研究させてもらいたい部分ということでは白老でいわゆ

る総合的に判断して財政面も含めてどうなのかというようなことで経過はきているのかなとい

うふうに思っています。先ほども若干触れましたけれども、放課後子どもプラン、いわゆる地

域子ども教室と、それから放課後児童クラブ、こういうことで限定する３年生、４年生でなく
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て６年生も含めて放課後、週末、長期休業中やりますよといってニーズ調査をやると、どうぞ、

どうぞやってくださいという答えが出るのは明らかな話だと思います。そこで、総合的な判断

という中では、教育委員会でも一方では子ども課の、私のほうの執行方針でも言いましたけれ

ども、子育て支援の中でいわゆる家庭教育力の向上というふうなことを当然のことながら方針

の中で言っています。若干自分が見た中で、いわゆる放課後、週末、長期休業、それをスター

トの時点では全部すべてやりなさいとは言っていませんけれども、週１でもいいよというよう

な話はしていますけれども、果たして学習を含めて体験活動も含めて全部そしたら受け入れま

すかということも必要かもしれませんけれども、子供を育てるというような家庭の教育力、家

庭で育てるということがやはり自分も言いましたけれども、基本なのかなと思っています。す

べてすべて行政に、いわゆるそういう施設に子供を預けますよということではなくて、親子の

体験をするだとか、みずから体験をするだとか、学習の居場所というのもほかのところに求め

るのでなくて、自分のほうの家庭のほうに求めるということも大事なのかなというふうに思っ

ています。ただ、社会情勢が変わる中、ほかのことでもご答弁申し上げましたけれども、いわ

ゆる社会情勢変わるというのは単身世帯がふえるとか、そういう中での状況が変わって、自分

が働きに出なければならないとか、そういうような状況でどうしても子供を見てもらいたいと

いうような家庭も当然あるでしょうから、そういうことを含めてどの程度ニーズがあるのか。

先ほど冒頭言いましたけれども、こういうことをやる考えですよと、いわゆるパンフレットに

書いているようなことをやったら、これはどうぞ、どうぞやってくださいという話になると思

いますので、ただ実際にどの程度の方がそういうことを必要としているのか含めて、冒頭の話

になりますけれども、ちょっと研究させてもらいたいというふうに思っています。 

いずれにしても、自分のほうの考えは、子育てに支援する事業は基本的にはやってやりまし

ょうという考え方は持っていますが、いわゆる財政面も含めて、先ほどコーディネーター、そ

れから委員会、地域ボランティア云々の話ありましたけれども、やはりまるっきりの無報酬と

いうことでもないですし、施設がどうなのかということもありますし、それから学校でいえば、

他の議員さんがご質問しましたけれども、地域ボランティアということもありますので、そう

いうことの地域の力も、地域力といいますか、かりて、どういうような形ができるのかという

ことも含めてちょっと研究させてもらいたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 問題点ちょっと言わなかったのですけれども、子ども教室は無償です

よね。児童クラブは有償です。ですから、その点の分け方をきちっとしなければ、ちょっと児

童クラブに預けているお母さん方が不満になるだろうと。長期の休暇のときにはやらないので

はないかと思いますので、そういったことをさっき言った何でもやるのかというのではなくて、

だからコーディネーターを置いて、この学校にはこういったことが必要だということをきちっ

と検討して、そのために何が必要かということをやるためのコーディネーターなのです。です

から、その辺をきちっと考えながら、置いていただきたいというふうに思います。 
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 終わります。ありがとうございました。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で15番、吉田和子議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時１６分 

                                         

          再開 午後 ２時３０分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

                                         

          ◇ 大 渕 紀 夫 君 

〇議長（堀部登志雄君）  通告順に従って、10番、大渕紀夫議員、登壇願います。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、日本共産党、大渕紀夫でございます。私は、町長に２点質問を

いたします。 

第１点目ですけれども、財政問題についてお尋ねをいたします。この件につきましては、私

は毎議会ごとに取り上げてまいりましたし、今回は他の議員もいろいろな視点から取り上げて

おりますので、今までの質問の上に立ってお尋ねをいたしたいと思います。 

１つ、地方財政健全化法が成立し、最後の調整に入っているという答弁がございました。現

時点での国の動向と到達点、これはどうなっているか。また、国の基準を含めた現状分析の到

達点はどうなっているかお尋ねをいたします。 

２点目に、町政執行方針を見ても昨年度と大きく変化がないように見えるが、町民、職員へ

の負担軽減の手だては、また役場内の体制づくりの考え方についてお尋ねをいたします。 

３つ目、負担軽減のためには大きな政策転換が必要だと思うわけでございますけれども、町

民や職員の皆さんが納得する方向づけが必要ではないかと思います。健全化団体回避の具体的

な手だてがあるのか、懸案事項に対する考え方と具体的整合性についてどこでとるのかをお尋

ねをいたします。 

４点目、予算編成方針の基本と具体的な考え方についてお尋ねをいたします。中の１点目で

すけれども、歳入に合った歳出の組み立て方についての考え方、２つ目、身の丈に合った財政

運営とは何を指すか、３つ目、起債事業については町民との合意の上で起こすべきではないか、

４つ目、現状を維持しながら、町民負担を軽減する考え方があるかないか。これは、道路、港、

学校統合等々でございます。 

最後に、町長のまちづくりの基本的考え方について、福祉と環境、そして産業の活性化を基

本とすべきと思うが、どこに基本を置くのか。現実的に見たときに福祉も環境政策も産業に直

結していると思うが、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 
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〇町長（飴谷長藏君） 財政問題について、まず１点目の国の動向と新財政改革プログラムに

関するご質問であります。国は、昨年来から矢継ぎ早に打ち出してきた財政健全化に関する法

制度に対し、これまで議会全員協議会でご説明しているとおり、一部財政指標の算定方法が決

まっていないものの既に開始した取り組みの効果もあり、平成20年度決算による最悪の事態は

回避できるものであります。また、未決定の算定方法についても３月中に告示される見通しで

あり、情報収集を行っているところであります。現在これらの得られた情報をもとに新財政改

革プログラムの策定を進めておりますが、現状延長型の財政収支見通しに対し再建のための具

体的な対策額を盛り込み、対策後の収支見通しを立てることとしております。このプログラム

の目標は、各財政指標を早期健全化基準内にすることはもちろん計画期間内に全会計の赤字解

消を目指す内容とする考えであり、３月末までに議会にお示しすることとして作業を進めてお

ります。 

 次に、２点目の町民、職員への負担軽減の手だてと役場内の体制づくりについてであります。

さきのご質問でもお答えしておりますが、今の本町にとって最大の課題であり、目標とすべき

ものは財政の健全化であります。このため新財政改革プログラム策定に先立ち進めた取り組み

が徹底した内部管理経費の削減や事務事業の見直しであり、予算のご提案を申し上げたところ

であります。このことでは職員はもとより町民の皆さんにも負担を強いることとなったわけで

ございますが、プログラム策定後はさらに新たな負担を町民の皆さんにお願いしなければなり

ません。このため町民の皆さんへの負担を少しでも軽減させるための手だてが総合計画後期実

行計画における事業量と起債発行額のさらなる圧縮に帰結するものであると考えており、この

点を肝に銘じ策定作業を進めているものであります。現段階では町民、職員にお願いした負担

を軽減することは難しいものでありますが、一日も早く健全な財政運営にする取り組みを進め

ることでご理解をいただきたいと思います。また、体制づくりについては、組織機構改革を念

頭に検討を進めてまいりましたが、大量退職と同時期の実施が職員の混乱を招き、町民サービ

スの低下につながることを懸念し、４月実施を見送ることとしたものであります。当面はグル

ープ統合などの対策により課平均１名程度の減員数をもって対処いたしますが、今後運用状況

を見定めながら、組織機構改革について検討を図ってまいります。 

 次に、３点目の負担軽減のための政策転換と方向づけに関してのご質問ですが、財政危機を

招いた大きな要因は国の景気浮揚対策に合わせて事業を拡大した結果であると考えますので、

この反省に立って財政健全化を第一にして必要な政策を十分精査の上進める考えであります。

健全化団体回避の具体的な手だては新財政改革プログラムで明らかにしますが、本年１月から

実施した人件費の削減を初め内部管理経費の削減、事務事業、サービスの見直しのほか、前田

議員の一般質問でお答えしているとおり、町民の皆さんにも一定の負担をお願いする考えであ

ります。また、懸案事項については、現段階で方針を決定しているものについてはプログラム

に盛り込み、未決定のものについては早期に方針決定するとともにプログラムを修正し、整合

性をとる考えであります。 

 次に、４点目の予算編成方針の基本と具体的な考え方についてのご質問であります。まず、
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１つ目の歳入に見合った歳出の組み立ての考え方についてのご質問ですが、平成20年度の予算

編成におきましては今後の収支見通しを踏まえ、さらには財政健全化法が適用される平成20年

度決算を見据えた中、赤字会計の収支バランスの改善を含めて収支均衡を図るべく作業を進め

てまいりました。歳入の根幹である町税や地方交付税を含め経常的な歳入を見込み、さらに平

成19年度当初予算ベースでの経常的な歳出を見込んだ段階では５億円を超える財源不足が見込

まれておりましたが、20年１月からの人件費の削減策により歳出が大きく抑制され、さらに行

財政改革の対策である事務事業の見直しを盛り込んだことにより、臨時事業費を含め財政調整

基金の取り崩しを行うことなく当初予算を編成することができたものであります。 

 次に、２つ目の身の丈に合った財政運営とはのご質問でありますが、将来への負担を十分考

慮し、財政規模に見合った事業を堅実に進めていくことが身の丈に合った財政運営であると考

えます。財政改革の取り組みや広報紙などでもお知らせしてまいりましたが、町民生活の向上

や産業基盤の整備として必要なものであったものの、公共事業や公共サービスを積極的に拡大

してきたことが現在の財政危機をもたらした大きな要因であり、将来への見通しが不十分であ

ったものと考えております。今後の財政運営につきましては、同じ道を歩むことなく、現在策

定中の新たな財政改革プログラムに沿ってさらなる行財政改革を着実に進め、将来への見通し

と展望を持って事業を取捨選択し、町民生活の安定と経済産業の活性化に努めてまいります。 

 次に、３つ目の起債事業については町民の合意の上で起こすべきではとのご質問でございま

す。現状ではこれまで同様に議員の皆様にその事業の必要性を含め予算審議の上、議決してい

ただくということが最善の方法であると考えるものであり、一般的にそれが議会の役割である

と認識しております。ただし、事業の選択につきましては、今後も事業に必要な財源の情報も

しっかりと発信し、住民のニーズや意見を踏まえた中で行政として緊急性や必要性を判断し、

議員の皆様に提案する所存であります。 

 次に、４つ目の現状を維持しながら、町民負担を軽減する考え方のご質問であります。本年

を白老町再生に向けた元年と位置づけたところでありますが、その中においても町民生活の安

定と地域の発展なくして本町の未来は語れないものであり、今後も将来展望を見据え、町民負

担が最小限となるよう努力し、財政規模を考慮しながら事業を展開してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、５点目のまちづくりについての基本的な考え方、福祉と環境、そして産業の活性化を

基本とすべきとのお考えについてであります。私は、従前から申し上げているとおり、財政の

健全化は最優先の取り組み課題でありますが、これと並行して地域産業の活性化による経済力

の高まりがなければまちは成り立たない、活気も生まれてこないものと考えております。環境

政策の一環として取り組みを進めているバイオマス燃料化施設の整備も、ひいては地元産業の

活性化につながるものであり、また福祉の分野においても雇用の創出や経済の面で大きく貢献

しているものと認識しており、これらの点においては大渕議員のお考えと大きな開きはないも

のととらえておりますが、10年、15年先を見越した長期展望のもとまちを進める姿勢にあるこ

とをご理解願います。 
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 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。最初に、職員の皆さんに対する負担軽減はなかなか

難しいという答弁がございました。今回勧奨退職をされる職員の皆さん方、この場にも管理職

の方ですか、８名ぐらいいらっしゃるように私は思います。今までは３月定例会でそれなりの

いろいろな発言をしていただいたり、また労をねぎらうというような質問もございましたけれ

ども、８名というのは、私議員活動二十数年間やってございますけれども、初めてでございま

す。本当に大変だったし、また大変な中でのそういう行動に対して深く敬意を表したいと思い

ます。 

 そこで、退職される方々の生涯給与で平均どれぐらいの、そのまま勤めたときと退職した場

合の差どれぐらいあるか、もしわかればそれだけお知らせ願いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） ことし３月31日で退職される方が49名になりますけれども、定年

までにその期間払われる給料が約17億円と試算しております。それで、再雇用経費、特定嘱託

という形で残られる方がいますので、その分が約２億5,000万円、それから退職手当の増加分と

いうのが9,000万円ほどございますので、差し引いた額が13億6,000万円と、このように試算し

ております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。今の件につきましては、割り返すと１人当たりここ

にいらっしゃる方々どれぐらいになるかちょっとわかりませんけれども、そういうことをなげ

うって、まちのために身を切られたということについては本当に敬意を表したいと思います。 

それで、本題に戻りますけれども、国は５つの指標を出したわけですけれども、国の債務の

数値は先ほどからの答弁の中にありますように土地の問題以外は固まったのかどうか。現在の

状況で、早期健全化基準及び公営企業資産不足比率の点で白老町の内容はどのような状況にな

っているか、この２つ、まず。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 財政指標の関係ですが、今見えていないのはや

はり解消可能資金不足額の計算方法と、それから土地の評価方法、最終的な評価方法、それか

ら資金不足比率を出す事業規模の問題ですとかそういうものがございます。まだこれは具体的

にきちっと出てきてはおりません。そういう中で実は作業を進めているということでございま

す。ただ、検討の内容等の情報は仕入れてございまして、それに基づいてできる限りの試算は

進めています。３月末にお示しするプログラムの中では、そういう試算を含めてお示しする形

をとっております。ただし、これは固まったというものではなくて、少なくても現段階で知り

得る情報をもとに積算してお話ししたいということでございます。 
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ちなみに、今の段階でということで、今後若干変更があるかもしれないということをご理解

いただきながら、若干数字についてはご説明したいと思いますが、いわゆる土地等の収入見込

額、黒字算定として見込まれる額を控除する前の赤字額、これ20年度でどのぐらいになるのか

ということになりますけれども、約38億4,000万円から5,000万円ぐらいになるだろうというふ

うに今見込んでございます。これは、対策前の額でございます。今既に予算上では人件費対策

等を入れておりますので、これから下がるという形になりますが、見込みではそういう数字を

出しております。それと、もう一点、肝心な土地のいわゆる財産としてどのぐらいに評価され

るのかということと、それから下水道の解消不足金額ですか、その部分についてはそれについ

て合わせまして約14億円ほど見込めるのではないかと思っています。土地と、それから下水道

の資金不足額、これはあくまでも今の段階での算定ということでお聞きいただきたいと思いま

すが、そういうものを黒字要素、もしくは赤字から引かれるものとして見た場合に、今の20年

度での見込みとしては連結で単純に言いますと約24億円ちょっとと、こうなります。それを標

準財政規模で割るというと約39％近くということで、これでいきますと20年度の決算では40％

ですからぎりぎりこの段階でのクリアはできたということです。ただし、これに対して今対策

を入れていくわけですから、おおよそ対策額としては人件費を含めて９億円ぐらいの対策額に

なるだろうと思っています。それらは、ポイントに直すと、９億円ですから１ポイント6,000万

円という計算をしますと約15ポイントか、14ポイントから……失礼しました。約８億何ぼです

ね、８億幾らですから14ポイントぐらい下がるということになります。単純に言いますと、39か

らから14ポイント下がれば25と、この辺が動きに出てくるだろうと。これは、あくまでも今若

干ぶれが生じるかもしれないということでこれまで議会にもご説明しておりますそういう幅で

の中間値の数字として押さえていただきたいと思うのですけれども、そういうような状況にな

ってくるだろうと思っています。中間値、もしくは下方に近いほうという、低いほうというふ

うに思っていただきたいと思います。そういう中でいくと、今健全化のラインは19.4、連結で

いくと19.4になりますから、まだ足りないということになります。 

ただ、今回のプログラムは、内容をお話ししますとこれまで普通会計を中心にして対策を打

ってきたものから今回のプログラムには特別会計独自の対策も入れ込んでいます。例えばその

会計によっては平準化債を発行して、いわゆる債務を平準化して単年度の赤字を減らすという

ようなことですとか、そういうような対策も入れ込みます。なおかつ一般会計から余った、余

るというか、何とか繰り出すお金を都合をつけて、赤字会計の圧縮を図るということも行って

いきますので、さらにそのポイント数としてはこれを25を下回るような努力もしていかなけれ

ばならない、こういうことをプログラムの中ではきちっと書いていきたいということで、今最

終的なその算定数値は決まっていないものの作業を進めているということであります。あと、

最終的なものとして残されたものとしては、先ほど前段吉田議員のほうからもお話ありました

そういう対策を打ち込むことによって敢然としてその健全化ラインを下げるということが考え

られるということであります。 

ただし、これは今20年度の状況でありまして、収支見通しにつきましては後年度これまでも



        － 275 － 

イメージでお話ししているとおりまた膨らんでいくという状況になっております。そのために

も追加のいわゆる負担ということがどうしてもお願いせざるを得ないという状況があるという

ことでございます。 

以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。今ご説明ありましたように国の大きな数値の変化、

それから起債の発行の条件等々これから大きく変化することが考えられるかどうか。それがな

いとしたら、事務事業の見直しまでの時点での財政状況、これはこの表の今言われた下方部分、

これから大きく動くということは現時点では考えられませんか。なぜ聞くかということは後で

もうちょっとやりますけれども、そこのところを確認しておきたいのです。指標によって大き

く数字が動くということはもうほとんどありませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 指標の中で一番大きいのは、やはり土地、財産

の問題でございまして、これは実は今私ども計算していますのは、いわゆる固定資産の評価額

に対して相続税の倍率というものを用いた計算方法で計算してございます。実は、もっと有利

な方法があるのかどうかという、指標上です。指標上財産評価として有利な方法があれば、そ

ちらの有利な方法を使うことのほうが可能だなというふうには思っております。ですから、そ

こによって若干の開きが出てくることはあり得ますが、制度上の問題としてはそれほど大きな

違いはないというふうに考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。なぜ聞くかというと、その指標で6,000万円違えば１

ポイント違うわけです。ですから、それぐらいの大きな違いだとしたら、これはやっぱり情報

として下水道関係と土地の関係ではきちっとしておかなければ、１億円違うと1.5ポイントぐら

い違いますから、ですからそのことを私聞きたかったのです。 

それで、この指標でも言って、今の答弁でもありましたように25年がピークなのです。それ

は、もう財政再生団体も大きく上回るという状況ですよね、下限でいったとしても。そうなる

としたら、根本的な考え方、20年クリアするということはいいです。だけれども、根本的な考

え方を変えない限り25年のクリアというのは可能なのかどうか、そこら辺。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 今回の町長のこれまでの代表質問、一般質問の

中でもご答弁しておりますとおり、町民の方に負担をいただかなければならないという状況に

あるということは実はそのことでございまして、やはりそういうことを最終的に判断していた

だいた中でこれらをクリアしていくという考え方で今最終的な調整を行っているということで

ございます。それで、10年間で当然早期健全化基準もクリアしながら、最終的にその全会計の
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赤字解消を目指すと、こういう計画にしていきたいというふうに考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。そうなりますと、先ほど前の質問者の答弁のありま

した公立病院特例債の関係なのですけれども、これ７年たたいて延ばせば７年間ですよね。そ

うすると、ピークを外れるわけです。ですから、そういう点でいえばかなり有効な手だてとい

うふうになると思うのです。ですから、その点実際に見通し、内容、今の状況の取り組みでこ

れはできる可能性がどの程度あるか、どの程度あると踏んでいるか、この病院特例債。もう一

つ、解消可能資金不足、これで大きく出るということはありませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） まず、解消可能資金不足額、これについては何

とも言えません。正直に言いまして今の段階で、では何年見るのかというのは実は出ておりま

せん。ですから、変わる可能性があるという部分でございます。ですから、うちのほうで先ほ

どお話しした試算というのはあくまでも５年間で見ております。これは厳しい内容です。もし

かしたら10年間ということになれば、それは緩やかになると思います。でも、それは今の段階

でそういう形を見るということはやはり危険でございますので、５年という形で見ているわけ

です。あくまでも私ども見ているのは、厳しい中で見ていきましょうという、そういう考え方

です。緩やかになるということであれば、それは早く改善していけるということでございます

から、今を指標計算していく意味ではやはり厳しい形で見ていくべきというふうにとらえてお

ります。 

 それと、もう一つは、いわゆる連結実質赤字比率に影響する町立病院の問題としての特例債

の考え方ですが、20年度限りの措置です。これが見られた場合に、いわゆる15年と19年の差額

分についての約５億円近くの不良債務の部分について特例債として認められるということです

から、単純にその分が平年で７年間での平均になるということでございますので、できるだけ

それが使えるように努力することが、当然そういう考え方で取り組んでいかなければならない

というふうに思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。わかりました。 

 公営企業会計における資金不足比率についてクリアできる状況かどうか。もしできないとし

たら、その会計名、そしてその対策、クリアできる会計については、全部クリアできるのなら

それはそれで結構ですけれども、その取り組み状況どうなっているか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） それにつきましても現在プログラムの中で検討

を行っております。その前段各会計において将来の収支見通しを含めて、対策を含めて実は会

計ごとの計画をきちっと出してもらっております。その中で、危険だというか、経営健全化の
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ために取り組まなければならない会計は、下水道事業会計、工業団地会計、それから臨海土地

造成のこの３つの会計についてはやはりどうしても資金不足という部分の比率が高くなると、

このように考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。結果として、今の段階で20％でひっかかるかどうか

ということはわかりませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 今の段階では、もう少し精査が必要かなという

ふうに思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。大体早期健全化の関係についてわかりました。今の

状況でいえば、かなり厳しい状況だと。その後の状況も含めて見たときに、よほどの政策転換

が必要だということがよく理解はできました、そこの部分についてだけは。 

それで、役場内の体制づくりの考え方についてお尋ねしたいと思います。非常に厳しい言い

方かもしれません。今回の財政再建団体になるかどうかというときに今までと違った方針を出

すというのは、これはもうまことにタイムリーだと私は思っております。同僚議員の質問にも

ありましたけれども、そこはもう繰り返しません。ただ、私は残られる課長さん方々で今後役

場内の体制をどうするかという話し合いを行い、一定の方向が出たと聞いています。全部その

とおりにやるかどうかは別にいたしまして、基本はそのことを取り入れて、機構改革、人事を

私はやるべきだったのではないかという考え方を持っております。なぜかというと、再生団体

になるかどうかという段階で町民も物すごくここについては注目をしているわけなのです。そ

ういう中で、私はこのことをおくらすということは役場内の士気、それから町民に対するアピ

ールの仕方、こういう点で私はプラスの面よりマイナスの面が多くなるのではないか。先ほど

から町長が答弁されているように、窓口だとか含めた町民に対する迷惑をかけては困るという

気持ちはよくわかりますけれども、しかし私は今このことをやることが極めて大切だというふ

うに思っているわけです。そういう点で、ここでのご見解があればお尋ねをしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） 組織の関係でございますので、私のほうからご答弁申し上げます。 

 組織機構改革が４月にできなかったということは先ほど町長からご答弁申し上げたところな

のですが、確かに昨年からどういう組織がいいかということは随分検討されて、ことし１月か

ら４月以降残られる課長さん方が入って組織検討会議を進めてまいりました。その中では、や

っぱりそれぞれの課の課題、そういうようなことがそこの課長さん方で十分議論されて、どう

いう課題があって、それをどう解決していくかということを本当に真剣に議論されました。そ

ういうことで、今後も今回組織機構はできなかったけれども、より連携していきましょうと、
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そういう意識は私は統一できたのではないかなというふうに考えています。ですから、今後そ

ういった課題等を十分これからの４月以降の人事後の体制の中で、しっかり共通認識のもとに

より強い連携を図りながらやっていきたいというふうに考えていますので、検討会議でいろん

な議論をされたことは決して無駄にしない、そういうことで事業展開していきたいと、このよ

うに考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。私言いたいのは、本当に今そういう意思が結集され

たら、それをどう生かすかという問題なのです。ですから、急に方向変わったということにつ

いては先ほど答弁ありましたから結構ですけれども、そうであれば１年といわず半年なら半年

できちっとした機構改革を行う、そして今の状況の中でいえば私はやはりきちっとした会議が

持てる、トップの会議が持てるような形をつくる、これもう一回聞きますけれども、そういう

ことが必要だと思うのです。そのためには理事制か部制か、私はよくわかりません、中身のこ

とは。しかし、部制なら部制をしく、理事者３人、そして部長なら部長３人、ここがきちっと

意思統一をして、全役場職員に意思がきちっと徹底できる、政策の共通認識に立てる、そうい

うような機構を私は一日も早くつくるべきだと思うのです。ですから、１年といわず半年なら

半年でやられる考えございませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） この関係につきましては、まず各課の課題は出尽くしたのです。ただ、

機構をやる上で、先ほど課長も申し上げましたが、ややもすると今の組織体制よりもちょっと

非効率というか、例えば部制しいたら部長３人いますので、そういうことになりますので、今

はぎりぎりです。ですから、そういう部分からも今回はちょっと見送ったほうがいいのではな

いかと、これは私の実は判断でそういうふうにしたわけでございますが、今の部制というのは

例えばの話なのですが、どうも効率的に、頭数決まっていますので、考えるともっといい方法

あるのではないかということもありまして、実は１年見送ったと。特定嘱託は必ず存在するわ

けですから、その人たちの力を十分出し切るといったら、やっぱり１年ちょっと見させていた

だくということなのです。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。町長の言われる意味はわかります。しかし、私思う

のは、本当に力を出すためには、また特定嘱託の方はいらっしゃるけれども、私は課は必ず少

なくしなくてはいけなくなると思います。当然この間定員管理で定員減らしているわけです。

定員減らしたにもかかわらず、同じ課の数なんてことあり得ないです。ですから、私は課を減

らして、部長なら部長制もとれるということ含めて、効率的な機能的な組織体制をきちっとつ

くると。それを今の町長の答弁では、特定嘱託の皆さん方の仕事ぶりを見てという話なのです

けれども、私はこれは時間との勝負だと思っています。10年間かかるかどうか、それを縮めら
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れるかどうかというのはここなのです。ですから、私は半年なら半年でそういう形をきちっと

見きわめる。特定嘱託の方々というのは今まで課長職ずっとやられてきた方です、ここにいる

８人の方含めて。ですから、そういうことでいえば半年で私は十分見れる。そして、半年なら

半年できちっとした組織体制つくるということが今最も望まれていることではないかと思うの

ですけれども、再度ご見解を賜りたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） その辺も含めて、もう一度関係課長とちょっと協議したいということ

でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。それに付随しまして、代表質問の答弁の中に本当に

これから町長、副町長頑張らなくてはいけないというお話がございました。また、きょうの質

問の中でも町長頑張るべきだというお話もありました。しかし、一人でやれる仕事というのは

たくさんあるわけではないです。そんなスーパーマンではないわけです。ですから、どういう

集団指導体制、どういう形で集団指導をし、そしてここにいらっしゃる管理職の方にすべての

こと、例えば健康福祉課長もイオルのことについて意見を出す、全然関係ない学校教育課長も

本庁のところに課長としての意見が出せる、そういう共通認識に立って、政策的な共通認識の

上に立って、全体が議論できるような仕組みが必要だと私は思っています。これは町長が考え

ることですけれども、私はそういうふうに思います。そういう点で、今再検討されるというこ

とですけれども、ぜひそういう管理職全体に町長が思っている意思が即座に伝わるそういう仕

組み、これは課長会議なのか、政策調整会議なのか、政策推進会議なのかわかりませんけれど

も、そういうものがきちっと定期に開かれて、そしてそれが全課長の意識として動けるような

体制、今それが私の目から見たら十分だというふうになかなか理解できないのです、十分だと

いうふうに。そこのところは、考え方、機構改革等々を含めて、今からですけれども、考え方

について何かありましたら答弁を願いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  まず、集団指導体制というか、町の政策について管理職がどのよう

に共通認識を持って進めていくか、これは一つの課題だというふうに考えております。これは、

どのように全管理職が共通認識を持っていくか、どういったシステムを構築してやっていくか、

これは機構改革とあわせて検討していかなければならない重要な部分と、このように考えてお

ります。今後機構改革とあわせて検討を重ねていきたいと考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。具体的にちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 町民、職員の方への負担を軽減しながら財政健全化団体を回避すると。これは、やっぱり相
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当大変だと思います。私は、政策の転換が必要だと思うわけですけれども、従来の延長線上で

の物の考え方では私は進まないと思います。これは、町長がそうだというのではなくて、役場

の職員皆さん方がそういう考え方にならなければ私は難しいと思います。昨年度国の再生法の

議論される中で、なぜ白老町が全国で６番目となったのか。その原因は一体何なのか。同じよ

うな状況で他市町村は、ちょっと違う部分もあるかもしれませんけれども、やってきた。全国

の多くの中でなぜ白老町が６番目になったのかと。ここにいらっしゃる課長さん方、またまち

の理事者の皆さん含めて、同じ状況の中にいたわけです、皆さん方も。そういう中で、なぜ今

議会で追及されなければだめなのかと。負担を負わなければだめなのかと。勧奨退職しなけれ

ばだめなのかと。僕はおかしいと思っている管理職の皆さんたくさんいらっしゃると思います。

この中にも私いらっしゃると思います。平成に入って20年目です。この間議会もまちもどのよ

うな仕事をしてきたのか。町民や職員の皆さんに大きな負担をかけざるを得なくなったのはな

ぜなのか。その原因と責任はどこにあるのかと。当時の理事者なのか、当時の幹部職員なのか、

また議会なのか、このことが私今問われていると思います。 

それで、ちょっとだけお話をさせてください。私この間議会議事録を読み返してみました。

私自身平成元年からこの財政問題ずっと取り組んでまいりました。平成５年、６年度の質問で

は、財政力指数、経常収支比率など10年間の変化と見通しを聞いています。平成５年、６年で

す。当時の見野町長の答弁は、目標水準を試算され、健全財政は維持できるとはっきり答弁し

ています。はっきり答弁。これは平成６年の議会の中で、議事録見たらはっきりわかります。

その当時課長だった皆さん方や第一線で仕事された係長の皆さんたくさんいらっしゃると思い

ます。それは知っていると思うのです。事実そういう形がありました。 

平成９年第４回定例会の質問では、財政危機となった原因と責任を明らかにすべき、再建の

道筋を明確にと質問しました。答弁は、平成６年度はさっき言ったように健全財政は維持でき

るとしながら、財政構造の弾力性を測定する経常収支比率、これは答弁です。平成８年度で86％

となり、これは当時の町長が答弁しているのです。人件費、公債費、新施設建設に伴う管理経

費の負担増によるものであると答弁しているのです。平成10年３月までに財政健全化計画はつ

くるとしている。そして、平成10年の第３回定例会で健全化計画の内容をただしました。起債

発行は、平成10年、18億6,700万円、これを14年には12億円に抑制すると答弁している。ここに

おられる方は、９年前ですので、状況は十分当時の管理職の皆さん知っていると思います。こ

ういうことが議会できちっと議論されています。 

13年の第１定では、このような状況の中で12年度の経常収支比率92.2となったのです。国の

ラインが85から90に上がった、上がらないの議論の中で異常な事態だという指摘に対して理事

者の答弁は、決して私たち特にこれを奇異な数字だというふうには受けとめていないわけでご

ざいます。異常な事態だという危機感は特に持っているという状況にはならないということで

ありますと答弁しているのです。13年です。こういう状況です。 

この後も私毎回財政問題取り上げてまいりました。５年後の平成18年に全国ワースト６番目

という財政状況に落ち込んだ。昔のことを言っているのではないです。なぜこのような状況に
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なったのか。再度その責任、当時の理事者なのか、管理職なのか含めて原因を明らかにし、町

民の皆さんに情報を開示する、その上に立って再建計画を示すべきだと思うのです。新財政改

革プログラムにこういうきちっと今までの反省点を入れる、そのことを考えた上で新財政改革

プラグラムをつくる考え方があるかどうかお尋ねをいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 今議員のほうからのお話では、やはり原因を含

めてその対策をきちっと示すべきだということだと思います。まだお示しできない状況である

と、おくれていることに対しては大変深くおわび申し上げたいと思いますが、考え方としまし

ては現状の財政の状況、今の状況ですね、それからこのままいくとどういう見通しになってい

くのかということ、これをまず１つの章立てとして考えております。さらに、そういうふうに

なった原因はどこにあるのかということもきちっとこれは書かなければならないというふうに

考えています。それは、やはり普通会計含め、特別会計含め、全会計においてどういう現状で

あったのかということは、これは要因として書かなければならないというふうに考えておりま

す。それに対して、そういう状況を含めてどのような対策をとっていかなければならないのか

ということをきちっと書き込み、そしてこのことに対して町民の皆さんに必要な対策でござい

ますからご説明し、理解をいただかなければならないというふうに思っております。さらに、

そういう対策をとった上でどのような将来の収支見通しになるのかということをこれもきちっ

とご説明しなければ、やはりこの財政問題に対しての町民の皆さんの安心といいますか、本当

に大丈夫なのかということのご理解がいただけないのだろうというふうに考えてございます。

そういうことを含めて最終的に、これはこれまでの健全化計画でもそうでしたが、どうやって

きちっと行財政運営のガイドラインといいますか、そういうものをもとに進めていくのかとい

うことも基本的な考え方として書かなければならないというふうに思っております。さらに、

進行管理ということが議員今ご質問の中でその当時の状況含めての理事者の答弁がございまし

たけれども、やはりそれらについては深く反省をしながら、毎年の進捗状況についてプログラ

ムとの乖離がどうなのかということも含めてきちっとした進行管理をしていかなければならな

いと。二度と同じような繰り返しはならないという中で、議員の皆さんにも、町民の皆さんに

もきちっとした議論がいただけるような、そういう進行管理の方法ということを考えてござい

ます。全体構成としましては、プログラムというのはやはりそういう形までとらなければなら

ないのかなというふうに考えてございます。まだお示しできませんが、そういう内容でプログ

ラムをつくっていきたいというふうに考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。より具体的な話でちょっとお尋ねをしたいと思いま

す。 

町民や職員の皆さんの負担軽減をしながら財政健全化団体からも脱却し、今後も健全な財政

運営を維持するためには、私は大きな政策転換が今必要だということで一貫して質問をしてま
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いりました。私は、今までも主張してきましたように、町長とこれは考え方が大分違いますけ

れども、私は港に対する投資をまず減らすべきだ、抑えるべきだというふうに考えております。

本年度の予算を見ても、オール起債で４億円です。幾ら交付税措置をされるといっても、起債

の後年度負担はもう私は限界だと思うわけです。現在も港の起債償還だけで本年度６億1,700万

円、これはもちろん交付税で見る分がありますから、これ全額ではございません。真水で２億

円以上の償還になります。これはまだふえていくという状況です。本年度のまちの借金総額、

残額ですけれども、先ほども答弁ありましたけれども、予算書で見ると164億5,000万円です。

このうち港湾で68億5,000万円なのです。これ利子入っていません。今年度元金だけで返済する

額14億1,700万円のうち、港湾で６億1,700万円です。政策の転換は、まずこの借金をしないか

大幅に減らすこと、再生団体になったらすべてできなくなるわけです。そうなると、私はここ

のところを一たん減らすべきではないかと、こう考えます。 

同時に港湾事務所の本庁舎への統合をすべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。

職員の皆さん、港湾の職員の皆さんにはちょっと申しわけないですけれども、この事務所をつ

くるときも大いに議論になったのです。平成13年の第１回定例会です。事務所は2,000万円以上

かけてつくられました。企業のためにつくる必要がないと、私の上屋や漁協の一部に管理する

場所があればいいのではないかという問いに対して、悪天候時の出入りのバースの確認行動、

申請などサービス向上になるとの答弁でございます、ここに実際に議事録ありますけれども。

その後の答弁で町長は何と言ったかというと、大渕議員は口がうまいから云々ということまで

言っているのです。私は、本当にあそこに事務所が必要なのかと。本当に必要だったら、実際

あの上屋の横にトイレと電話あるのです。だから、本当にそこで管理だけするなら、そこに行

っていて、必要なときだけ行けばいいのではないでしょうか。その当時のランニングコストで

170万円、今わかりません。多分もっと多いと思います。削減すればこれ浮くわけです。あの事

務所、売るか貸せばいいと思うのです、僕は。ですから、本当に考えるのはそういうことだと

思うのです。このときにも実は受益者負担が必要だということで種々の使用料、手数料の値上

げをしております。そして、この事務所つくっているのです。ですから、こういうことを繰り

返さない、そしてあの事務所は実際に行く場所だけつくって、貸すなり、売るなりしたらいか

がですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問ですけれども、確かに当時、平成13年当時

の議事録を読み返してみますと反対されたというのは十分わかりますが、ほかの議員の皆さん

方の賛同を得て建設したわけでございます。確かにただ見ているだけだったらおっしゃるとお

りでいいかもしれません。ただ、昨年貨物恐らく100万トンを超えるくらいの勢いで船舶の出入

りが数多くございました。その中で外国船等もございます。そうした中で税関の人、それから

海上保安部、それからたまにやはり白老の警察の人なんかも見回ったり、延べの回数でいきま

すと3,000回以上の漁船の出入り等ございます。今盛んに工事をやっておりますので、かなりの

作業船も出入りしております。そういうことを適切に管理するためには、最低限工事継続して
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いる間、ある程度落ちつくまでの間はやはり必要でないかというふうに考えておりますし、そ

れがどのぐらい経費的に浮くかどうかですけれども、今年度土地の売却も含めて、借金もおっ

しゃるとおりあるのですけれども、真水で２億円以上の収益を上げていまして、管理事務所に

係る経費といったら先ほどおっしゃった程度の金額でございますので、上げている収益の中で

十分それは払っていけると。なおかつさっき申しましたようにややもすると港は密漁船が来た

りとか、それから不審船が来たりとかと、そういうこと多々ありますので、やはりそこに事務

所があるということはそれだけでそれの抑止力になっているというふうに考えますので、当面

は必要ではないかというふうに考えます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 港湾課長との議論はこれぐらいにしたいと思いますけれども、私言っ

ているのは町民に対して本当にまちがやるという決意を示すということは、従来の延長線上で

の物の考え方ではだめだということを言っているのです。私たちは、こういうことで今財政大

変だから、港湾事務所も閉めて努力していますと。港湾課長に言わないと言ったけれども、不

審船来るといったって夜中来たとき課長行って見ているわけではないでしょう。昼間しかいな

いですよ。だから、私は、気持ちはわかります。気持ちはわかるけれども、そういう行為が町

民に映ったときに非常に大きな影響があるのです。ですから、町が本当に今財政再生団体にな

るかもしれないと言っているのです。そういうときに何をしなくてはいけないのかと。従来の

延長線上での物の考え方ではだめだと、そこの考え方を変える必要があるということで、その

一つとしてそういうことが必要ではないかということなのです。ですから、金額の大小とかそ

んなことを言っているのではないのです。考え方の問題なのです。そうでなければ、今の財政

危機を役場の職員の皆さんが一丸となって本当にそこを乗り切っていくと、なるほど、そうい

うふうにするのであれば我々の給料下げられても仕方がないなと思うような政策が必要でない

のかということで言っているのですけれども、これ港湾課長以外の方にひとつ答弁願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 例えば港湾工事を停止、もしくはちょっと延伸させると。あの港湾工

事は実は延伸しているのです。だから、その前段に誘致企業、さらには地元企業に対して一定

の開港日といいますか、竣工年月を伝えてあります。これから誘致の企業もございます。そう

いうことで、これを１年くらいのずれはあっても大幅なずれは、それは一つの約束事の中で進

めてきています。それ以上にまた地域内の経済の部分を考えますと、例えば防波堤、さらには

護岸もすべて100％地元調達で、港湾つくっているときも要するに経済活動の一つで経済循環し

ているということもご理解いただいて、言うことは本当にそのとおりなのですが、そういう事

情も一方ではあるということをご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 
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〇10番（大渕紀夫君） 今のは港のつくり方ですけれども、事務所の件については私はそうい

う意見を持っていますので、ぜひひとつ考慮していただきたいと思います。 

 次に、もう一つ政策転換でご質問したいのですけれども、道路行政についてですけれども、

代表質問でも我が会派の者が質問しておりますけれども、町民に負担を少なくしながら財政問

題を解決していくためには、町民に我慢をしてもらうのはお金を出してもらうことだけでは私

はないと思っています。現在舗装になっていないところは、そのまま舗装をしなくてもそこに

住んでいる人たちは同じように考えるわけです。ですから、舗装をしたところを補修するもの

を削りなさいとかというのではなくて、今供用開始をすぐしなくても、舗装をすぐしなくても

影響がない、町民が不便を感じないという部分についていえば、私はこれは工事を延ばしても

いいのではないかという考えなのです。ですから、例えば今回出ているポロト社台線、もちろ

ん継続事業で補助事業だということは十分知っております。滑空場線、竹浦２番通り、こうい

う補助事業延期できないのかどうかということなのです。当然補助も入っています。起債もあ

ります。単費もあります。わかっています。そういうものを私は予算の中から少し町民に我慢

をしてもらう。当然業者の方が困る、こういうこともあるとは思います。しかし、今の財政状

況というのは再生団体になったら、今のまんまでいっても町民に負担をかけない限り再生団体

になるわけですよね。町民に負担を要請しなかったら再生団体になるわけです、25年になった

らそうなります。ですから、私は同じ町民に負担をかけるのであれば、今やっている工事をお

くらせて、そして町民への負担はそこで負ってもらう、私はこういう考え方もあると思うので

す。ですから、そういうことをいえば、例えば竹浦飛生線の舗装工事、白老駅北のアクセス道

路の問題、これは先ほどありましたように防衛の予算入っていますから、まちのお金は25％ぐ

らいしか出ていませんけれども、萩中の校舎の改築の延長、先延ばしです。そういうことを含

めて政策転換をする必要があるのでないか。町民生活に直接影響のない事業、そういうことは

町民にやっぱり我慢をしてもらう。そして、それは先延ばしして負担を軽減して、早く財政再

建をするということが私はそれも一つの手だてだと思うのです。ですから、町民に対する負担

というのは、お金に対する負担だけでなくて、そういう政策上の負担もあるわけです。私はこ

こにバイオマスは入れておりません。必要だと思っていますから。ですから、本当にそういう

ふうに町民が我慢できるところは我慢してもらって、そこの予算を落としていくということは

考えられませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） まず、道路という部分で質問がございました。大渕議員もご存じ

だと思いますけれども、ただいまポロト社台線、滑空場線、竹浦２番線、そのほか出ておりま

したが、それとは直接、後ほど答弁しますが、その前にちょっと申し上げておきたいことがあ

るのですが、大渕議員もご存じのとおり平成16年度に、今でもそうなのですけれども、舗装の

要望が多ございまして、当時の土木課におきまして舗装の順位を決めるといいますか、優先順

位を決めるための簡易舗装マニュアルというものをつくってございますが、現在はそのマニュ

アルをベースにしつつも、舗装の要望の多い箇所につきましては、実は舗装ではなくてアスフ
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ァルト再生骨材を利用しまして防じん処理を施しております。舗装に切りかえまして防じん処

理でやっていると、そういう現実がございまして、私ども地域に出向きまして説明をさせてい

ただいて、なかなか最初は理解いただけない部分はあるのですけれども、根気強く説明をしま

して、ご理解をいただいてやっているのも実は事実でございます。 

ポロトや滑空場線や竹浦につきましては、いわゆる舗装を凍結して先送りできないのかと、

あるいは延伸できないのか、ゆっくりと、こういうふうなこともございましょうが、それぞれ

の路線について細かいことは申し上げませんけれども、先ほど大渕議員言われましたように確

かに補助をいただきながらやっている事業でございまして、ぎりぎりのといいましょうか、採

択基準のぎりぎりのところまで金額を小さくしまして、事業費を小さくしまして、それでやっ

ている部分も実はございます。そういう中にありまして、例えばポロト社台線などにつきまし

ては昨年の５月の大雨のときなどは今の橋、今の橋というのは永久橋でございませんで、高速

道路をつくるときに工事用の仮設道路としてつけたものをそのまま白老町がいただいたという

経緯がございまして、おおむね30年ほどたっております。それで、あの橋に流木がひっかかり

まして、大変な大雨だったわけでして、当時の災害復旧に当たった費用があの当時でたしか

120万円ぐらいだったかと思うのですが、それらのほとんどが流木を処理するための費用だった

わけなのです。その結果、その結果というか、そのひっかかった結果、流水を阻害しまして周

辺の道路にあふれると、こういうふうなこともございましたし、道路そのものが決壊していく

というか、流出していくという極めて厳しい状況にもなっていたのも、そういう事実もござい

ました。そこで、今申し上げましたようにかなりの年数もたっている、それから今申し上げま

したような要するに永久橋ではございませんので、これは早い期間に直しませんと大渕議員言

われているような住民生活に支障を来すという部分でございますので、現在この橋梁を中途半

端にやめるというふうなわけにいきませんので、19年度は橋台だけ、20年度は橋脚だけと、確

かに早くはしなければならない部分はあるのですが、財政を考えますとそういうふうなちょっ

と細切れになりながらもやっているのも事実でございます。 

いずれにしましても、必要な事業だと私ども理解しておりますし、そういう中で先ほども言

いましたように事業費をぎりぎりのところまで小さくしてやっていると、そういうことでご理

解いただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。私必要ないなんて言っているのではないのです。そ

うではなくて、実際に再生団体になったらそういうことすらできなくなる可能性があるわけで

すから、どこをどう削ってどうするかと。職員の皆さんの給料は削ったと。それから、事務事

業も見直したと。しかし、それ以外は見たらほとんど去年と変わりありませんよと、もちろん

今言われたように量は落としているのかもしれませんけれども。そういうものが見えてくるこ

とが私は必要だと。初めの部分も私聞いているのはそういうことなのです。そういうことが町
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民に見えてこなければ、町民が協力するといってもそういう意識になっていかない。役場の職

員の皆さん方も本当にモチベーション上がるというのはそういうことが見えてくるということ

が私は大切だと思うのだけれども、ここの見解だけちょっとお尋ねをします。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 先ほどから大渕議員のほうから政策的な予算、いわゆる臨時

事業費的なものというお話でございますので、担当課長として考え方をちょっと述べさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、公共事業の使命、これは十分ご存じだと思います。そこの部分というのは…… 

          〔「違うんだ、聞いているのはそういうことじゃないんだ。再生 

          団体になったらできないんでしょう」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） いや、できないです。ですから…… 

          〔「できないんでしょう」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） いやいや、それはできませんよ。 

          〔「それができないためにやっているんだから、そこんとこだけ 

          きちっとして。ほかのこといいから、公共事業云々というこ 

          とはいいです。そういうこと聞いているじゃないんだから、 

          僕聞いているのは」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） いやいや、いいですか。僕が言いたいのは、先ほど別の議員

にお話ししましたけれども、事業費ベースでお話ししましたよね。今度は起債ベースでお話し

します。平成…… 

          〔「予算がどこ変わったのかって。再生団体に陥らないためにど 

          この予算が変わってんだということを聞いているんだ、おれ。 

          そんなこと聞いているんじゃないんだよ」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） いや、変わったところを私は今言おうとしているのです。 

          〔「政策的に何が変わったかということを聞いているんだよ、言 

          ってください」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  簡単に説明してください。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 政策的に変わったという部分ですけれども、それは平成16年

に財政改革プログラム飴谷町長が就任してすぐつくりましたよね。そのとき方針、いろいろな

対策のための方針、これを述べております。実は、その方針というのは次の新財政改革プログ

ラムへの取り組み、それとほとんどかぶるのです。ですから、政策転換というのはもうそのと

き既に始まっているのです。今大事なのは、政策転換というより意識の改革、意識転換、僕は

これが一番大きいと思うのです。今平成16年につくった財政改革プログラム、これはホップの

ステップ、ジャンプの部分でいけばホップ、ステップの間ぐらいなのです、実は。一番大事な

のは、これからその取り組みを着実にやっていくという、そういう意識転換だと僕は思うので

す。政策転換はもう十分やっていると思います。 
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〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今再生団体と健全化団体あるのですが、私は健全化団体はクリアでき

るという認識しております。ただ、今健全化団体をクリアできるかできないかの瀬戸際の部分

なのです。ですから、再生団体の議論ではなくて、どちらかというと私は健全化団体のほうの

議論で、それも何とかクリアできるのでないかということで今お我々説明しているのですが、

確かに町民も職員もそうですが、今危機感は持っております。ただ、過剰な危機感というのは

私決していいまちづくりにはつながらないと思っています。ですから、数字が絶えずぎりぎり

の線我々つくっているわけではなく、正直に言って健全化団体のぎりぎりのところを今いって

いると。それを職員と我々の努力で何とかクリアしたいなと思っています。今課長も言いまし

たが、経済の、公共事業やめますと2,000人ぐらいの人がこれで生活している人もいますので、

そういうことも絶えず考えながら動かしていると、こういうことをご理解いただきたいと思い

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。私今言われた、先ほども言いましたけれども、仕事

やられる方のことを考えないで言っているとか、そんなのではございません。ただ、25年に今

の状況でいくと町民に負担をかけない限り再生団体は回避できないのです、25年に。意識改革

をするのだとおっしゃいますけれども、ではその意識改革を具体的に何をもってどのようにや

るのかということを聞いているのです。それが見えてこなかったら、町民に見えなかったら、

政策転換したと町民思っていますか、一人でも。そういう認識で政策転換したとあなたおっし

ゃったの。町民がそう思っていますか。なぜ説明会に行ったらああいう意見が出るのですか。

それだけ早く政策転換しているのだったら、それを町民が理解しているのだったら、そんなこ

とにはならぬでしょう。だから、意識の転換というのは何かのことをきちっとやって、それが

見える形になったときに意識の転換というのは起こるのです。そのことがわからなかったら、

町民はそうならないでしょう。ですから、私言っているのはこの25年の分、これは町民に負担

を得ない限りいかないのだから、そのためにどうするのかということを聞いているのです。で

すから、今の状況でいえば20年はクリアできるというのはわかっています。私でもわかってい

ます。ですから、そういう議論を私はきちっとしておく。25年になったときに、今町長言われ

ましたように財政健全化団体もきちっとクリアできるために今何をするかということを言って

いるわけです。それは、町民と職員にだけ負担をかけてではなくて、本当に物事の考え方を変

える必要があるのでないかということで申し上げたわけですけれども、答弁なかったらいいで

すけれども、もしあったら。そういうことが理解できないのだったら、もう全然。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 何度も言っていますが、やっぱりまちは歯車を動かして、動かしなが

ら、これは公共事業で税収上がらないかといったら上がるわけです。ですから、そういうぎり

ぎりの線で動かしながら、何とか乗り越えたいと考えております。歳入は、今までのようにが
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んじがらめになったわけでございません。逆に交付税ふえる、これは淡い期待かもしれないの

ですが、そういうこともあります。または税収がふえるかもしれません。その辺のぎりぎりの

線でいくというのはちょっと危険負担があるかもしれませんが、あくまでも地域で暮らしてい

る方々、これは生活している人も公共事業によって生活している方もおりますので、すべてす

ぐストップしてということになりますと逆にパニックが起きるような気がします。別なところ

で公共事業手当てできればいいのですが、長い年月役場が公共事業を手当てしながらずっとき

たわけです。ここにきてずばっと切ったときにパニック起きると。ですから、緩やかに減らし

ながらいかざるを得ないと。これは、目に見える形でしっかりとなるかどうかわかりませんが、

そういう事情があるということ、大渕議員の言われるのはわかります。わかりますが、一方で

はそういう事情があるということをご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。２つほどちょっとお尋ねしたいのですが、１つはこ

ういう状況の中で、例えばこういうことを言っている方いらっしゃるのですけれども、まちが

仕事をふやすときに、その前に町民の皆さんにこれこれこういう事業をやりたいけれども、お

金が足りないと、ぜひ税率上げたいのだけれども、いかがでしょうかと、こういうふうにやる

ことが独自の税率上げていく、町民に諮ってです。そうすれば、歳入と歳出の乖離は防げます。

当然歳出の膨張の歯どめにもなります。今言っている標準財政規模、税収と交付税がほとんど

そこの部分ですけれども、その60億円の範囲で予算を組めば赤字には絶対ならぬわけです。

100％ならないのです。一般会計はみんなそうやっていますから。役場だけです。借金して、借

金が収入になっているというのは。そこだけです。ですから、そういうことでいえば本当にこ

ういうことや例えば起債を借りるときにこの事業が必要だと、そしたら町民の皆さん、この事

業やりますけれども、借金していいですかということを何らかの形で問う、事前に、先に。私

こういう手法も、多分これからはそういう手法が結構まちに出てくるのでないかなと思ってい

ます。今までの考え方からいったら、そんなことあり得ない、議会で承認されればオーケーだ

と、こうなるわけなのですけれども、この事業、この建物がどうしても欲しい、この道路がど

うしても欲しい、そうすればこれは借金します、借金しなかったらできませんよ、皆さん、借

金して後年度町民が、皆さん方の子々孫々が返すのか、役場が返すわけではなくて白老町民が

返すわけですから、そういうことで返すのだけれども、この事業はそれでもやってほしいです

かというぐらいの姿勢が政策的にも私はあってもいいのではないかなと。今すぐは実現できな

いかもしれません。しかし、こういう考え方を全く持たないで、ただ頭の中で議会の承認を得

てどんどん進めるのだというのでなくて、本当に住民が参加するというのは、前に100人委員会

でもありましたけれども、この建物要るといったら、いや、そんなにお金かかるのなら要らな

いよという結論が出たというのありましたですよね。そういう考え方です。それをどういうふ

うに運用するかというのはいろいろ難しいところがあるかもしれません。私が今言ったとおり

にはいかないかもしれません。だけれども、そういう考え方を頭に入れておく。例えば物をつ
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くるときは税率を上げるか、借金するときは町民に聞いて、そしてやるのだよ。上げるという

ことが嫌だったら、そこの道路は舗装されないわけです。そんなような違った、従来の延長線

上でない見方というのが必要ではないかと思うのですけれども、いかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今回のあれで町民の意識大分変わってきています。ただ、平成７年の

約150億円、標準財政規模に対して、私ある国のお役人とお話ししたのですが、これは結果責任

ではないよと、広報見せたのですが、要するに今まで標準財政規模の倍以上やってきているわ

けです、十数年、十五、六年ですか。それで、もう町民なれたと言ったらおかしいのですが、

要望にこたえてどんどんやると。あるものだと思っているのです。それを切りかえるといった

ら、かなり時間かかります。ただ、過大な危機感あおる必要ないのです。町民は、それがある

とまた町民がやる気なくするというか、例えば企業誘致も１社決まるのでも大丈夫か、大丈夫

かと何回も言われました。要するに減らすことだけがまちづくりでないのです。動かしながら

やっぱり収入もふやすというのがまちづくりなのです。ですから、緩やかに、減らすほうはき

つく減らすのですが、極端に急進的にすぐやめたというのはちょっと大変なので、これからは

情報を絶えず開示すると。今回の広報もかなり厳しいというご批判をいただいています、私、

昨年。私は、あれは何でこういうふうになったのだと、多少の負担はいいよと、原因だけはっ

きりしてくれと、これは町民のほうから言われました。そういうことで職員も大変苦しい立場

なのですが、原因は開示させていただいております。これからもまちづくりに関して、例えば

こういう道路やりたいということを町民に聞くというのは、これは将来はそういうやり方がい

いと思います。ただ、今急進的にこの厳しい財政事情の中で、はい、では皆さんどうしますか

といったら、これ役場何のためにあるのよと、議会何のためにあるのよとまた反動も起こりか

ねないので、若干そういうことはもう少し何年か時間をいただけるといい案かなと思っていま

す。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） この件についてはこの辺でやめまして、最後に白老町の現状を見たと

き、確かに今までありましたように公共事業減っています。これからもまちの事業が大きくふ

えるということは、ふえるということは期待できない状況だと思うのです。福祉部門で考えれ

ば、軽費老人ホーム、まちが建てた寿幸園、介護つき老人ホーム、グループホーム２カ所、障

がい者施設、これが建設され、マンパワーの需要もかなり高まっているというのが実態です。

また、環境面でいくと本年は環境サミットが開かれて、国際的にも地球温暖化の対策が鋭く問

われています。このことは今まで何人かの議員が質問していますから言うまでもありません。

そういう中で一般ごみの燃料化、このことを成功させることが私は日本全国、ひいては本当に

世界の温暖化をストップかけることができるかもしれない大事業だと思っています。一般ごみ

プラス産業廃棄物も燃料化することができたなら、今の施設を含めて、ノウハウ使ってです、
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これを全国で、全世界で実現していくことができたならば、自然エネルギーとの併用で化石燃

料は大幅に減ると。きょうも新聞に出ています、京都議定書の件。その実現をさせることがで

きましたら、本当に地球を延命することができるぐらいの大きな事業のきっかけが今行われつ

つある。もちろんリスクがゼロではありません。それはもう十分私承知しています、この前も

産業厚生常任委員会の中で言いましたけれども。しかし、このことを本当にやることができた

らすばらしいことになるというふうに私は思います。新たなまちに進出する企業や地元の企業

との連携の中で産業循環どこまで考えれるか。例えば安愚楽の産廃５万トンです。これを燃料

化すると。バイオディーゼルの会社来ています。ここから出る副産物ここにまぜてカロリー上

げる。そうすることによって、この燃料の供給率というのは物すごくなります。キューピーマ

ヨネーズ来られました。このキューピーは食用油を全道に配送するのです。配送する動脈って

ありますけれども、回収する静脈ってないのです、今仕組みとして。ですから、このキューピ

ーの車をうちのバイオ燃料を使って動かしたり、その配給したところからきちっと集めてくる

ような仕組み、システム考えられないか。全国に先駆けて町内の使用済みの食用油の回収シス

テム、全町的な回収システムの確立ができないか。生産者燃料は、地元の企業が化石燃料の代

替として使用できるような状況つくれないか。これコストを下げる。例えばシイタケ屋さん、

冬のシイタケ屋さんの燃料、これは重油使っているわけですよね。そういうところに代替燃料

にできないか。同時に熱を必要とする新たな産業興し、花卉栽培でもイチゴ栽培でも構わない

と思います。今イチゴって、きょうもちょっとさっき食べましたけれども、あまおう、全国都

道府県１つずつイチゴ全部銘柄あるのです。佐賀何だかとかたくさんあります。仙台は何だか

とかありますよね。ですから、北海道でそういうこと考えられないか。まさに将来は家庭用燃

料まで視野に入れた取り組み、こういうことを、どこの自治体もやっていないような取り組み、

これは今の白老のごみの燃料化のシステム、一般ごみの燃料化のシステムを本当に発展させて

いけば私は可能だと思っています。そういうことがこの白老町には十分考えられるだけの要素

があると私は思っていますけれども、そういうことについてどう考えていらっしゃるか。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  バイオマスの関係から安愚楽共済牧場、こういった廃棄物を燃料化

するということについて、まず今家庭用あるいは事業系の可燃ごみについては固定燃料化して、

製紙工場に供給するというこれをある程度システム化しておりますし、それから牧場のふん尿

についてはこれもある程度今研究中でございます。どのぐらいの事業費がかかって、事業者が

どのぐらいの事業費を出してやれるのか、補助がどういった形でとれるのか、これも今研究し

て、ある程度５月ぐらいには申請するような方法で今考えております。そういったことで、い

ろいろディーゼルの燃料化で出る廃グリセリンも使いながらとか、そういう関連性を持ちなが

ら、そういった新しい企業を起こすような、そういった方向で町の担当者がいろいろ業者とも

打ち合わせしながら研究して、新しい仕事を見出していくと、そういう方向で今考えて、お金

も町が出さないで何とかそういう企業を起こすような、そういう方法で今やっておりますので、

ただ、今余り表向きに出せない情報もあるものですから、ただ、今こういう動きあるというこ
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とでご承知をしていただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。２点目に入ります。保健、福祉、医療、介護の４連

携についてお尋ねをいたします。現在の取り組み状況と総括、本年度の具体的目標と方針につ

いてお伺いをいたします。 

 次に、後期高齢者医療保険が導入されるが、国保に対する影響があるかどうか、保険税の収

納も含めて影響があるかどうかお尋ねをいたします。 

 国保安定化計画への影響はないかどうか、これは後期高齢者の問題です。 

 最後に、４連携の中での町立病院の果たす役割と問題点は何かということでお尋ねをしたい

と思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 保健、福祉、医療、介護４連携にかかわるご質問ですが、１点目の現

在の取り組みの総括と本年度の具体的目標と方針についてのご質問ですが、本町における保健、

医療、そして介護を含む福祉の３連携については、３連携施策推進方針に基づき３連携推進事

業実施計画を策定し、平成18年から国保ヘルスアップ事業など13事業を鋭意取り組んでいると

ころであります。この３連携推進事業については、具体的な推進目標を定め、５年間取り組み

を進めることとしております。平成19年度は本計画の２年目であり、まだ取り組みの総括を行

える時期ではないと判断しておりますので、ご理解いただきたいと思います。なお、平成20年

度におきましても実施計画に基づき具体的事業に取り組んでいく考えであります。 

 ２点目の後期高齢者医療保険が導入されるが、国保に対する影響はとのご質問ですが、75歳

以上の後期高齢者の医療費については老人保健制度により賄われているものであり、特に後期

高齢者医療制度が導入されることにより国保の医療費に大きな影響を与えることはないものと

考えております。 

 ３点目の国保安定化計画への影響はとのご質問ですが、国保安定化計画自体は国保財政の赤

字解消を目的に作成されますが、３連携施策推進方針が策定され、広く町民の健康が確保され

ることにより医療費の低減が図られるという観点から、安定化計画自体がその中に含まれるも

のと考えております。したがいまして、後期高齢者医療制度が導入されても国保安定化計画に

大きな影響を与えるものではないと考えております。 

 ４点目の４連携の中での町立病院の果たす役割と問題点はとのご質問ですが、さきの議会で

も答弁しておりますが、第１点目に町民の健康づくりに積極的に参画すること、第２点目に予

防医療を充実させること、第３点目に高齢者社会に対応して在宅看護、介護、リハビリを支援

すること、第４点目に１次救急を担うこと、第５点目に町内の開業医との連携、または支援を

行うことが定められており、国保ヘルスアップ事業などが町立病院を利用する事業として鋭意

取り組みが行われております。これら事業の実施に当たって、医師を含め各種検診に従事する
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医療スタッフを安定的に確保することが問題点として考えられ、今後もこれらの医療スタッフ

を十分確保できるよう努力していく考えであります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。わかりました。 

 それで、後期高齢者医療保険制度に関連して少しお尋ねしたいのですけれども、ことしから

健診が制度化されますけれども、後期高齢者の皆さん方の健診は白老町としてはどのように考

えていますか。制度の中身は知っていますけれども、白老町としてはどのように考えているか

まずお尋ねしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 後期高齢者の健診でございますが、広域連合のほうからは昨年の

12月に各市町村に委託をしてほしいということで打診は来ております。その回答としましては、

昨年12月段階では検討中ということになっています。現在においても検討中でございます。そ

の検討中という理由につきましては、１点目としまして事務費は示されております。それとあ

と、問題は事務費だけでなくて実際に健診を行う際の費用についてどの程度広域連合、もしく

は道なり、国から補助金が来るのか、その補助制度がどういうふうに具体になっているかわか

らないと。町の持ち出し分についてまだ十分に見えないところがあるというのがまず１点と。

それと、実施計画、実施計画といいますか、広域連合のほうで求めている実施要綱に沿ってそ

の中身もまだ確定していないという状況でございます。したがいまして、現時点ではまだ検討

中でございまして、実施するかしないかについては今後の検討になると思います。その取り扱

いにつきましては、要綱が確定した段階でもし必要であれば補正予算を行ってでもやるような

考えもございますが、現時点ではまだ未定ということでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。町民の健康維持のためには、結果的には今健診が義

務づけられるという状況の中で当然後期高齢者の健診も実施すべきというふうに思うわけで

す。これ当たり前のことなのです。ここが何でこういうふうになるのか。要綱の関係なのかど

うかちょっとそこがよくわからないのですけれども、後期高齢者だからということで制限をす

るというのはおかしいのではないかと思うのだけれども、それは道とか広域連合が出さなかっ

たら、まちが出さなかったら健診できないということですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、後期高齢者、75歳以上の方の健診の中身申しますと、この

後期高齢者の健診につきましては国は努力義務というふうにしています。実施すれとは実は言

っておりません。その中でさまざまな声がありまして、道の広域連合としては自分たちでは、

広域連合ではできないから市町村でやっていただけないでしょうかということの話になってご
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ざいます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。ということは、町がやれるかどうかということにな

るわけですけれども、現実的に見ればこの後期高齢者の人たちがどれぐらいの数が受けるとい

うことになるのか、それと町はこのことをやるかどうかという議論は全くされていないという

ことですか、現段階では。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 後期高齢者の健診の中身を見ていきますと、実は健診を受けられ

ない方が、制限が実はあります。例えば糖尿病で薬を飲んでいるとか、高血圧で薬を飲んでい

るとか、要するに既に生活習慣病絡みの診察、診療を受けている方は対象外になっています。

そうなりますと、果たして実際に健診を行ったときに健診を行える、実質的に受けれる方が何

人いるかというのがちょっと疑問になるということがまず１つあります。 

 それと、これは３連携の中で実はいろいろ話をしていますが、この健診そのものよりも高齢

者の心身の特性を考えていったときに介護絡みで生活機能評価もひっくるめてお年寄りの生活

全体を、生活機能全体をやっぱり評価した方がいいのではないかと、こういう論議もしていま

す。この取り扱いにつきましては、いずれ、いずれというか、この３連携の推進の担当の中で

少し論議をさせていただきたいと思ってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。高齢者、今本当に介護保険と後期高齢者保険も払わ

なければならなくなるわけです。白老町の年金受給者の人数、平均の年金受給額なんかはわか

りますか。それから、平均的な後期高齢者の保険料額、年金をもらっている方々ということで

構わないと思います。介護と合わせるとどれぐらいになるかわかります。それと、２割、５割、

７割の軽減者数、それ以外の減免制度、こういうものがあるかどうか、この点お尋ねしたいと

思います。なぜ聞くかというと、今の健診は町独自でも人数が少なかったら少ないなりにやる

べきだという考えに基づいて今のことを聞きます。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、年金の受給額の関係ですが、年金としてお手元に届く額で

一番低いのは国民年金ということになりますので、国民年金の18年度末の数字で申し上げます

と受給者が5,000人ちょっとおられます。金額的には平均で５万5,000円ぐらいというふうに押

さえてございます。 

 それと、保険料の軽減を受ける方でございますが、割合と人数を申し上げます。今うちのほ

うで対象になっていますのが後期高齢者3,086人ということで予算立てはしてございますが、７

割軽減を受けられる方が1,453名、率で申しますと47.08％、５割軽減につきましては104人、
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3.37％、２割軽減につきましては207名、6.70％、合計で1,764名、軽減を受ける方の割合が

57.16％となってございます。 

ちなみに、道の全体の数字も申し上げましょうか。道全体の数字でございますが、７割軽減

が、割合です。割合としましては43.5％、５割軽減が2.4％、２割軽減が6.3％、合計52.2％と

なりますので、若干７割軽減、軽減を受ける方の人数は全道から比べて白老は多いと、こうな

っています。 

それと、保険料の減免を受けることのできる事由でございますが、これは後期広域連合の中

に書き込みがございまして、これは国保とも同じなのですけれども、災害に遭った場合、所得

が激減した場合、刑事施設、要するに刑務所に入った場合、収監された場合、それと生活保護

が開始された場合というふうな４要件となっているというふうに聞いています。広域連合では

この減免の見込み者についてはちょっと予測が不可能だと、こんなことで話をしてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 報道によりますと、東京都が独自に保険料を助成するという報道がさ

れていますけれども、その点については知っておりますか。そして、道や、それから広域連合、

そして町としての考え方、また広域連合に意見を上げていくというようなこと含めて考えてい

るようなことがあればお尋ねをしたいと思うのです。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 私どものほうで押さえている東京都の情報は、東京都では収入が

208万円以下の方に都として独自の減免を行うということになってございます。内容はちょっと

詳細はわかりませんけれども、減免の幅が25％から全額減額と、こういうふうになっていると

いうふうに聞いています。その対象、収入208万円以下はちょっとわかりませんけれども、所要

額が７億円で行うというふうに聞いています。この７億円につきましては、区あるいは東京と

かの市町村がすべて、どういうぐあいに分担するかわかりませんが、集めて行うということで

ございます。 

 それで、道の広域連合ですが、道の広域連合としましては、広域連合自体のそういった減免

をする、独自に減免する財源がないということで、行う考えはないというふうに言っておりま

す。また、道の財政支援を求めるというふうに話もしていますが、道もこういう状況の中で広

域連合に出す支援は難しいと、このように話しております。町としましては、これらも含めて、

かなり厳しい高齢者の状況になるということの観点から、私どものほうとしましては町長にお

願いをしまして、広域連合の中でそういった減免策についてもぜひ考えてほしいということは

町長のほうにお願いをして、広域連合のほうにお話をしていただくというふうにしてございま

す。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 
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〇10番（大渕紀夫君） わかりました。 

次に、町立病院について若干伺いたいと思います。現在の町立病院の状況、現状、特に方針

が発表するのにもう少し、白老町全体の方針を発表するのには時間がかかるということですの

で、現在の町立病院の経営状況はどのように推移しているか、現状をお示し願いたいと思いま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 大渕議員にお答えしたいと思います。 

 現在今もう３月の半ばでございまして、１年間の決算見込みを実は立てております。結果か

ら申し上げますと、単年度の収支でございますけれども、２億3,000万円ほどの赤字が見込まれ

ております。まず、収入に対しては、入院収益で３億1,000万円、昨年の決算と比較しましてほ

ぼ同等の入院費用は確保されました。ただし、外来収入は５億900万円ということで、一昨年の

決算と比較しますと600万円ほど減額になっております。この要因は、８月に小児科医師、９月

に内科医師が退職されたことによって、その後医師の補充が今までの間できなかったというこ

とで、それの影響等が出ているものと思われます。しかし、経費の部分では相当なコスト削減

を行いまして、収入は減っていますけれども、支出面ではほぼ5,000万円ほどのコスト削減を私

やらせていただきまして、それと同時になぜ多くなったかという原因になりますと実は繰出金

が一昨年よりも6,700万円ほど減っていますので、トータルすると18年度決算よりも2,000万円

ほど赤字が実績に対して減らしたような状況、トータルでは先ほど言いましたけれども、２億

3,000万円ですが、内容的なものは約7,000万円ほど町からの一般会計からの繰出金が減ってい

るというような状況でございます。先ほど来病床利用率のお話も出ていましたけれども、今現

在69.8と、やや70％に届かない、後半相当盛り返しまして、ぎりぎりの70％にもうちょっとの

ところまで今いっていますので、あと数日ですけれども、状況により結果70以上いくか、ぎり

ぎりか、その辺ちょっとまだあと数日残していますので、結果は最終的に３月を終えてみない

とわからない状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。現状では院外薬局を取り入れたり、また医師の退職

なんかがございますけれども、内部職員に対する影響、また町民の皆様の反応、そして13対１、

今10対１、13対１……13対１ね、取り入れたのですけれども、その経過含めてどういう状況か、

その点町民の皆さんの反応とか含めてありましたら。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 実は、13対１を昨年の５月１日から取り入れていまして、経営

的に努力してまいりましたが、目標数字としていた入院者数も当初予算計上しました到達目標

に対して一定の間できなかったと。これは、ドクターの問題もありますので、ちょっとこの場

で答弁難しくなるのですけれども、入院患者数を１年間70％という数字は、ガイドライン出た
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ときから私のほうからもドクターのほうにお伝えしたのですけれども、なかなか達成できない

状況が続いております。 

また、院外薬局については、本年の７月１日からとり行いたいと思います。それについての

患者さんの動向については、今後４月以降順次皆さんにそういう状況もお伝えしながら、パン

フレットもつくりながら、患者さんが戸惑わないような対策を３カ月ほどかけてやっていきた

いなと。今苫小牧あたりも皆さん出ますともう院外薬局ほとんどなっていますので、患者さん

の戸惑いはないのかなということで考えられますけれども、それにしても私どもの敷地内にで

きますけれども、ご不便はかけると思いますけれども、そういう状況がないようにちょっと取

り計らっていきたいなと考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。実は、ちょっとこれは２月の中なのですけれども、

私のうちに電話がありました。前日21時に急患が出て電話をしたところ、病院です、町立病院

に、こんなに遅く電話をかけて、昼にかけたらどうかと言われたと。現実はその方は町内の民

間病院に入院されました。以前もあったし、同じことが近所でもあったという電話が白老の方

から実際に私のところに泣きながら電話が入りました。別の人は、医者に何かを聞けば、どの

医者かわかりません。あんたはうるさいんだよと言われたと。看護師からも同趣旨のことを言

われたと。町立病院には行きたくないと。予約があると、急患で行っても診てもらえず、昼ま

で待ったと。これで次から絶対に行かないと。これは実際私が聞いた話です。それで、患者や

町民をどう見ているのか。これは、事務長に聞くのは酷かもしれません。しかしですね、この

段階に来てこういう事実がまだあるということは大変なことだと私は思います。ですから、病

院の事務長だけの責任だなんて私は全く思っておりませんけれども、もし考え方があればお尋

ねをしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） 安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 大渕議員おっしゃったとおり、日常の中にそういう問題はあり

ます。これはデリケートな問題ですけれども、ドクターのほうからそういうお話も患者さんに

向けて、それはよく聞きまして、そういう状況があればすぐ私のほうに看護師から連絡いただ

いて、私がすぐ患者さんのところに行って実は謝罪しております。そういうことでの対応は常

に私やっておりまして、それで納得はされていないと思いますけれども、本来そういうことは

あってはいけないことなのですけれども、院長以下そういうことで私のほうからも伝えて、ド

クターに指導をしていただいているのですけれども、やはり個々のドクターの診療の考え方と

いうのはいろいろございまして、人間ですからたまに虫の居どころも悪いときもございまして、

そういうのないように私から再三院長を通じて今後とも指導していきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 
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〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。これ以上この問題は結構です。 

それで、先ほどの答弁の中で、聞き間違いかもしれないけれども、日曜日の急患の問題で町

内の民間病院と協議して、何かやるような協議をしているというふうに先ほどの答弁の中であ

ったように記憶しているのですけれども、それは現実的に日曜日そういう形ができるような可

能性がありますか。 

 それと、先ほど事務長の努力によって5,000万円ほどの経費節減を行ったと、経営努力をやっ

ていらっしゃるということを聞きました。実際にもう限界なのかどうか。そして、病院全体が

そういう方向に向いているという認識かどうか。もし進まない部分があるとしたら、それは何

かと。問題点を明確にして、町民の皆さんに開示できるものは開示しながら、やっぱりこのこ

とがもしできれば、もっと進めることができれば経営改善につながるということであれば、そ

れを阻んでいるものは何なのかというあたり、もし答弁できる範囲がございましたらお願いし

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） １点目の町内の開業医さんとの連携でございますけれども、先

ほど吉田議員のときに答弁しましたけれども、実は議員協議会のほうでことしの医師の体制が

充足されないということで、日曜日の出張医が医局から派遣されないということがもう正式に

文書で通知されまして、その対応策としてこのままうちのドクターだけで日曜日の救急医療を

とり行うのは非常に難しい状況になりまして、内々に３開業医さんのほうに私出向きまして事

情を含めてお願いしたところ、皆さん快く何とか協力していただけるというような話になりま

したので、先ほど答弁はしましたけれども、議会終わりましたらそういう会議を持って、体制

含めて、手法を含めて、どういうやり方がいいのか、そういう会議に持っていきたいなと考え

ております。 

 また、２点目の経費の削減、私昨年４月行ってから相当努力しまして、あらゆるコスト削減

を行いましたが、まだいまだにできない部分はございます。余り具体的にちょっと申し上げま

せんけれども、まだまだコスト削減できます。やはりそういうものを少しずつでもやっていく

ということが大事だなと私感じましたので、就任以来やりましたが、できない部分は相当ござ

います。それは、いろんな事情、私の立場でできない部分がございますので、それは理事者含

めてやれる体制にしていけばまだまだ経費は下がります。その辺過去からやはりそういうもの

をやっていなかったという部分だと私感じておりますので、それを先延ばしするのでなくて、

常に取り組んでいくということをやっていければ、まだまだ収支の改善というのはこれはでき

る部分も相当あると私は考えております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。最後に、何でも最後に町長に聞くのは悪いかもしれ

ませんけれども、新しい部分で取り組まれていることについては十分わかっております。しか
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し、現状の部分も必要だと思います。今病院事務長の答弁にもありましたように、そういうこ

とがあるそうでございます。管理者として、今のやりとりの中で管理者として町長として感じ

たことがありましたら最後にお聞かせを願って、十分事務長が力を発揮できるようにひとつや

るべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 大体何のことか想定できるのですけれども、これは病院の話でないの

ですが、例えば町にどこかの町内企業さんが入って、これを職員がかわりにやりますよと。そ

こには年金をもらっているおばさんたちが働いていますと。これ我々でやるから、おばさんた

ちいいよと。５万4,000円で月暮らせないのです。ですから、そういう人たちはワラにもすがる

つもりで働いているわけです。財政のこと考えると全部やりたいです。ただ、それは行革と言

わないのです。例えばそういうものがいっぱいあります、行革の中で。私職員に言っているの

は、そのおばさんたちの仕事をきちっと確保してから行革をやると言ってくださいと。これ簡

単にするということになると、私とあなたたちのまた給料削りましょうということになります

よという話はさせていただいています。これは基本的な考え方だと思います。それが基本で行

革を進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

          〔「それ以外のことありませんか、それ以外のこと。具体的でな 

          くていい、具体的でなくて。病院に対して」と呼ぶ者あり〕 

〇町長（飴谷長藏君） 病院以外でもですか。 

          〔「いや、病院に対して」と呼ぶ者あり〕 

〇町長（飴谷長藏君） 病院ですか。病院は、私５月の早い時期、それよりもっと早くできれ

ば皆さんに発表したいと思っています。ただ、先ほども申し上げたのですが、財政のことを前

面でなく、まず難民を出さないと。そして、疾患を受けている患者にもっといい医療を提供さ

せるとか、そういうことを念頭に置いて病院の改革は進めるべきでないかなと。それから、ど

んどんできないのであればどんどん下がってくると思うのですが、まずはベストを目指してか

ら進めるべきだというのが私の考え方です。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で10番、大渕紀夫議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ４時２１分 

                                         

          再開 午後 ４時３５分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

                                         

          ◇ 本 間 広 朗 君 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員、登壇願います。 
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          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。私は、白老町の漁業振興と中学校適正配置について

質問したいと思います。 

 まず最初に、漁業振興について町長に質問したいと思います。１つ目、まちの主要魚種であ

るスケトウダラの漁獲枠については、ＴＡＣ制度により年々減少傾向にありますが、今後の対

応について質問したいと思います。まず、第１点目は、スケトウダラＴＡＣ制度と資源状況に

ついて伺いたいと思います。 

２点目、スケトウダラ漁期が例年より２カ月ほど早期に終了しましたが、漁期終了後漁業者

の対応について伺いたいと思います。 

３点目、平成20年度以降ＴＡＣ制度による漁獲割り当て見込みについて伺いたいと思います。 

４点目、水産加工業の影響についてでございます。 

２項目めは、新しい資源づくりについてであります。１点目、昨年４月、白老地区の12名の

漁業者が潜水士試験に合格し、潜水部会を立ち上げ、資源調査等を実施しているところである

が、調査の場所、資源状況について伺いたいと思います。 

２点目、潜水による漁獲で危険が伴うものと思われますが、この対策について伺いたいと思

います。 

３点目、ウニ、ナマコ等については、一般的に岩礁地帯で生息するものととらえていますが、

白老地区についてはほとんど岩礁地区がないので、どのような手法で漁獲につなげていくのか

伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 白老町の漁業振興策についてのご質問であります。町の主要魚種であ

るスケトウダラＴＡＣ制度の今後の対策についてであります。１点目からの４点目までのご質

問は、関連がありますので、一括してご答弁いたします。 

 ＴＡＣ制度については、平成９年度から国の管理下のもと資源減少傾向にある魚種について

資源管理を目的に漁獲制限を定めたものであります。このうち当町の主要魚種であるスケトウ

ダラの漁獲量の推移については、平成16年度、13万8,000トンの漁獲枠に対し、平成19年度には

８万6,000トンまで減少しております。資源管理型漁業は重要なことと認識しているものの、近

年のスケトウダラの資源状況は道南太平洋海域で見ますと順調に推移しているところでありま

す。特に今年度はスケトウダラの水揚げが順調に経過したことと低気圧の接近もなく、ほぼ毎

日出漁することができ、例年と比較すると２カ月ほど早くＴＡＣ制度の漁獲量に達したもので

あります。この対応策として、タラ網などによるスケトウダラ混獲を一定期間認められたとこ

ろでありますが、このことから道漁連を中心にＴＡＣ制度の漁獲枠の増枠を要請しておりまし

た。その結果平成20年度の漁獲枠については、平成18年度並みの９万8,000トンまで回復するこ

ととなったところであります。また、虎杖浜地区に集中している水産加工業者への影響も懸念

されたところでありますが、幸いにして道内の日高地区や羅臼地区から買い付けし、対応して
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きたところであります。 

 次に、新しい資源づくりの推進についてであります。１点目から３点目までのご質問につい

て関連がありますので、一括してご答弁いたします。当海域の主漁業であるスケトウダラ刺し

網漁業、秋サケ定置網漁業は、いずれも回遊魚を漁獲する漁業であることから毎年の漁獲に変

動があり、このことが漁家経営の不安定要因の一つとなっております。主漁業を補完できる漁

業を目指し、潜水士の誕生を機に胆振水産普及指導所、北海道栽培漁業振興公社の協力のもと、

白老港周辺、人工リーフの資源調査とあわせて潜水訓練を実施しているところであります。ま

た、この資源調査によってウニ、ナマコ等の資源が確認されており、生息環境を整えながら、

稚ウニの放流を含め新たな資源の増殖につなげてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。ことし１月に入ってのことですが、年初めにスケト

ウ漁の船が海に網を入れ、出港したかと思いますと、その後数日で漁を切り上げてしまいまし

た。ある漁民にどうしたのかと聞くと、ＴＡＣ制度というのがありまして、そのトン数に達し

たので、切り上げてしまったと言っておりました。当然スケトウが港に水揚げされなければ水

産加工場はストップしてしまいます。魚をとり過ぎないように資源管理をするためＴＡＣ制度

は必要かもしれませんが、しかし道南太平洋海域でのスケトウ漁獲枠の４万1,000トンが適当か

どうか、このトン数の根拠もよくわかりません。スケトウ漁の漁期は３月までですが、ことし

初めに漁が終了したということは３カ月も早くスケトウ漁が終了したことになります。漁業経

営や水産加工業に携わる方々は、収入面でも大きな影響があったのではないでしょうか。また、

今回ＴＡＣ制度で漁が早く終了したことは、漁民、水産加工業者は大変なショッキングな出来

事だったのではないでしょうか。このＴＡＣ制度は、国が管理するシステムではありますが、

まちが独自で決められるものではないと思います。このようなことが毎日続くようであれば、

白老町の水産業とその関係者は安心して漁業経営、水産加工経営ができなくなると思います。

ことしも10月にスケトウ漁が始まります。漁業経営、水産加工業を経営する方々の一番の心配

は、今後道南太平洋海域においてこの４万1,000トンの漁獲枠が確保できるかどうかです。また、

今回のような事態になったときの対応と今後の漁獲枠の拡大が望めるかどうか伺いたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問でございますけれども、今後その漁獲枠が

確保できるかということだと思います。これは、北海道枠、18年が全体で９万8,000、そしてこ

としが８万6,000とおっしゃるとおり年々下がってきて、せんだって信漁連を中心にして中央陳

情を行った結果、20年度の部分については18年度並みの枠を認めますということで回答いただ

いたと。これは、浜の皆さんの声が中央のほうに届いた結果ではないかなというふうに思って

おります。これはもう本当におっしゃるとおり、私たちも漁師の人からいろいろ話聞いて、魚
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がなくて、不漁で漁をあきらめたというのならわかるけれども、目の前にいながらとれないと、

何とも歯がゆいということは数多く耳にしました。我々も納得いかない部分もあって、いろい

ろ話しかけたり、また今回も国会議員の先生が来るということでそれを機会にこの話はしよう

と思っております。20年度はそういうことで、来年以降は18年度並みを確保できたということ

と、あとおっしゃるとおりこれは資源管理が目的としていますので、21年度以降についてはど

ういったような、資源調査等をしてからの結果になるかと思いますけれども、さきの沿岸漁業

の声は中央のほうにも届いているのではないかというふうにとらえております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。これは、この資源というのは国が管理するもので、

ＴＡＣ制度が始まりまして国が管理するもので、なかなか白老町では決められるものではない

と思いますので、この辺で終わりたいと思います。 

 次に、沖合底びき船についてちょっとお尋ねしたいと思います。今回のＴＡＣ制度でスケト

ウ漁が早く終了したのですが、その後も沖合底びき船が漁を続けていたという矛盾が起きてい

る状況になっています。これも見逃せませんが、なぜこのようなことが起きたのかというのを

まず１つお聞きしたいと思います。 

 また、話はちょっとずれるかもしれませんが、漁業振興の放流事業に関連したことなので、

ちょっとお聞きしたいと思います。底びき船は、スケトウだけではなく海底に生息している魚

類を一網打尽にとる漁業なのですけれども、一網打尽に漁獲した魚類は資源というか、漁業資

源にも大変大きな影響を与えると思いますが、その沖合底びき船、今白老町で新しい資源とし

てマツカワが放流されています。そういうマツカワが放流されて行っているところで、沖合底

びき船にマツカワが混獲されるというのも予想されると思いますが、資源の減少が懸念される

と思いますが、その対応についていかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ご心配な点は十分理解できます。先ほどのスケトウもおっし

ゃるとおり沿岸のほうでは刺し網も刺すのやめたのだけれども、沖のほうではとれているとい

う、なかなかちょっと納得できないような、底びきは水産庁の許可ということで、北海道の枠

からちょっとはずれているということでそういったことが起きているのかなと思います。今後

確かにマツカワの放流18年、19年とやってきておりまして、20年度も６万8,000匹ぐらい白老の

地先に放流をいたしますけれども、本格的には21年から漁獲が始まるかと思います。おっしゃ

るご懸念されていることは十分わかりますので、底びきの漁獲ラインというのを沿岸でなくて

もうちょっと沖のほうに持っていくことができないかとか、そういったような話を関係機関に

訴えていきたいと、そういうふうに考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 本間議員の今の質問、今漁業者は切実な実は問題なのです。先日もち
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ょっと漁組のほうと話しさせていただいたのですが、これは不確かな数字かもしれないですが、

日高から渡島沿岸までの漁家の沿岸漁業のとるトン数と、底びきが室蘭に４隻、日高に２隻あ

るのです。その量と、その６隻と日高、渡島までの沿岸の漁師のとる量と大体同じだというの

です。それで、資源保護、資源管理と言っておきながら、沿岸漁業の人たちはＴＡＣ制度があ

って、決められたトン数とったので、はい、終わりですということなのです。白老はもう去年

で終わったのですが、沿岸に底びきまだやっているのです。これは漁業者怒るの無理ないので

す。このＴＡＣというのは、国から道に配分されて、道が配分するのですが、我々その沿岸の

今の漁業状態見ますと底びきと沿岸漁業とのバランスは絶対とれていないなと思っています。

それで、近々いろんな政治的に動いて、水産庁のほうに出向いて、これはおかしいぞというこ

とで、これはたまたま日高、渡島まで含めますと白老が一番多いです。ただ、白老のタラコは

前浜ということを売り物にしています。たまたま羅臼のほうからとか、向こうから仕入れて生

産額は確保できたのですが、加工屋さんの働いている人たちが今まだずっと遊んでいるのです、

やることなくて。そういう実は心配もあります。基本的に資源管理、資源保護ということであ

れば、底びきはもうやめてもいいのでないかと思っています。そういうことを強力に、白老だ

けの問題でないので、周辺の市町村長と連携を組みながら、何とか国のほうに要請してまいり

たいと考えていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。最後に、もう一つ伺いたいと思います。 

 ナマコに関しても中国への輸出向けのナマコの需要がふえてきて、取引価格が高騰していま

すので、道内の各漁業でも水揚げ増に取り組んでいると思いますが、今回白老港周辺の人工リ

ーフの活用で潜水による漁法というか、ウニ、ナマコの水揚げが期待できる一方、今回潜水士

試験に合格したばかりのいわゆる潜水士というか、漁業者が大変これ訓練不足だと例えば大き

な事故、死亡事故につながると思いますが、これは大変な仕事というかなので、まちでもしっ

かり指導していってもらいたいと思います。 

 また、潜水による漁法はとり過ぎということにも関係してくると思いますが、それも資源減

少につながっていくと思いますので、この対応を伺いたいと思います。 

また、虎杖浜地区で、虎杖浜地区は町内唯一の岩礁地帯でありまして、この岩礁地帯で昆布、

ウニ、いろいろそういう岩に生息しているものが水揚げされると思いますが、今後この活用方

法とか取り組みがありましたら最後に伺いたいと思います。 

                                         

    ◎会議時間の延長 

〇議長（堀部登志雄君）  ここであらかじめ宣告をいたします。 

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長することといたします。 

                                         

    ◎一般質問の続行 
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〇議長（堀部登志雄君）  では、答弁を願います。 

堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問でございます。ウニ等の資源管理というこ

とで、これは当然おっしゃるとおりでございまして、潜って何でもかんでもとっていたら、い

つかは資源は枯渇してしまいますので、その辺、例えばウニだったら調整規則か何かで５セン

チ以下はだめだよとか、あととる期間も決まっていたように記憶しておりますので、その辺資

源管理は漁業専門員もおりますので、その人たちの意見を聞きながら指導していくようにして

いきたいと思います。 

 あと、虎杖浜の岩礁地帯の活用ということで、これは唯一町内の沿岸で岩礁地帯あるのは虎

杖浜のアヨロのところだけでございます。おっしゃるとおりああいうところは海草がつきやす

くて、海草がつけばプランクトンが集まって、プランクトンがたくさん集まればそれを食べる

魚ですとか魚介類があると。水産資源増大の場として非常にいい場所だということでは考えて

おります。当然あそこで虎杖浜昆布や何かもとれますし、ただウニというお話もあったのです

けれども、ウニと昆布は共生させるのなかなか難しいと、ウニは昆布を食べますので、その辺

いかに資源管理をしながら増養殖を図っていくか、専門員の意見を聞きながら実施してまいり

たいと考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  潜水夫の安全指導。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 安全指導については、これはつい二、三日前も漁業専門員の

紹介と指導で函館のほうまでバスを借り切ってみんなで行って、そこでいろんな指導を受けて

きました。そういうことを秋口にもやっておりますし、潜水士の試験というのは学科試験だけ

なのです。極端に言えば泳げない人もペーパーで受かれば取れますので、実地訓練というのは

本当におっしゃるとおり大事な訓練でございまして、それは定期的に実施するようにしており

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員、どうぞ。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。次の質問にいきたいと思います。萩野中、竹浦中、

虎杖中、３校適正配置について教育長に質問したいと思います。 

 １点目、今回保護者等へのアンケート調査について教育委員会ではどう分析されたのか伺い

たいと思います。 

 ２点目、今年度中で中学校適正配置検討委員会が終了し、また統合校開校に向けた準備費用

が平成20年度の一般会計に教育費として計上してありますが、その意図したところを伺いたい

と思います。 

 ３点目、地域、保護者に対しどの時点で理解を得られたと判断するのか、また統廃合に反対

者が多くなった場合教育委員会はどう対応するのか伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 
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〇教育長（白崎浩司君）  ３中学校の適正配置についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目、アンケート調査結果についてであります。アンケートの意見内容では、部活動の充

実に期待感が多い反面、通学及び友人関係について不安があると感じており、統廃合の時期に

ついては萩野地域を除き３校の交流を深めてから統廃合すべきとの意見が多いものととらえて

おります。今後はこれら不安解消に努めるべく、保護者にわかりやすく、さらに統廃合の必要

性を説明し、理解されるよう努めていく考えでございます。 

次に、２点目の統廃合に向けた準備費用についてであります。この問題につきましては、さ

きの氏家議員の代表質問でお答えしたとおりでありますので、ご理解願います。 

次に、３点目の理解を得られたとの判断、また反対者が多い場合の教育委員会の対応につい

てであります。現在まで地域や保護者の不安や要望をお聞きし、理解を得るよう努めてきたと

ころでありますが、さきにもご答弁しておりますが、まだ十分地域、保護者の理解を得たとい

う状況ではないと認識しております。ご質問の反対者が多い場合の教育委員会の対応はという

ご質問でございますが、教育委員会としては現在今は将来を担う子供たちの教育環境整備の重

要性を今まで以上にわかりやすく、さらに他市町村の例なども説明し、理解が得られるよう最

善の努力をしていくことだと考えております。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。私は、昨年７月、虎杖浜地区で第１回目の地域説明

会と、そしてＰＴＡ懇談会、そしてことし２月に行われた地域説明会に出席しました。今回初

めて小中学生の保護者、児童生徒を対象とした教育委員会によるアンケート調査がありました。

虎杖浜地区での地域説明会では、以前余り見られない傾向として小学生の保護者の出席が多く

見られ、統廃合に関心を持ち始めたように思いました。今回のアンケート調査では、一部の保

護者からどうして賛否、賛成、反対ですけれども、賛否を問わなかったのかと地域説明会が終

了した後に話されていた方も数名おられました。アンケート調査は、あらゆる項目を設定して、

保護者、地域住民の思いを受けとめた内容でなければならないと思います。アンケート調査の

中に賛否を問わないにもかかわらず絶対反対、統合反対の回答が18名おりました。また、それ

に近い回答も数名おりました。統廃合は、その地域から学校がなくなるということです。その

大事な部分を切り取ってアンケート調査を行うのは、教育委員会の都合のいいアンケート調査

だったのではないでしょうか。平成20年度の町政執行方針では、小中学校適正配置などの改革

に対してスピード感を持って全力で取り上げるとおっしゃっており、また平成20年度教育執行

方針では早期に保護者の理解を得て、実現に努めていくとおっしゃっておられましたが、今ま

での地域説明会では話が進展せず、説明会に出席した保護者から不満の声もありました。これ

からも十分な協議をしなければ理解を得られないと思います。ことしからはスピード感を持っ

て全力で取り組むということになると、地域住民や保護者が反発するのではないでしょうか。

そこで、今回なぜ保護者へのアンケート調査で賛否を問わなかったのか伺いたいと思います。 
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〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  地域説明会にも確かにどの地域か、虎杖浜地域だったかもしれませ

んけれども、賛否をというようなお話がありました。そのときもお話はさせてもらいましたけ

れども、まず１回の地域説明会終わった後のアンケート調査だったということで、そういうこ

とを踏まえて私のほうは基本的にはこのような行政課題について保護者や地域住民と十分協議

して理解を求めて進めていく問題だというふうに考えております。そういうことで、拙速に例

えばアンケート調査の中に賛否を問うだとかと、そういうことは避けるべきだというふうに思

っています。例えば住民投票、あるいは関係者の賛否をとって、これが多いから、少ないから

ということでの結論を得る問題ではないというふうに思っております。十分保護者、地域住民

と協議することがまずは理解をしてもらうという教育委員会の姿勢を持って協議をしていくと

いうことが大事なのかなというふうに思っています。したがって、子供たちの数がこれからは

減少するという中で、子供たちの教育環境がどうあるべきが望ましい体制なのか、それからい

わゆる教育委員会が学校にお願いしているさまざまな教育効果を上げるための効果的な適正な

生徒規模はどの程度なのか、それと当然学校と地域とのかかわりはどうあるべきなのか、それ

と財政面はどうなのかというようなことを総合的に判断して、十分話し合って判断していきた

いというふうに思っております。最後のお話で、なぜアンケートの問いに入れなかったという

のは、やはり白黒はっきりつけるということではなくて、十分話し合ってからというような気

持ちでそういう項目は入れませんでした。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） 僕は、このアンケートに関して一部の、一部というか、僕もＰＴＡの、

小学校ですけれども、活動をしていまして、やはり親から教育委員会に対して、今回のアンケ

ートもそうですけれども、いろいろとそういう不満というか、出ているのです。もちろんこれ

でいいか悪いかという、賛成か反対かと問うたとしても多分保護者の方はもちろんそれだけで

判断するとは思いません。やっぱりアンケート調査の中に賛否を問うて、僕もそう思ったので

すけれども、賛否を問うて、そして教育委員会の方針というかを出していただいてやっていた

だければ住民、保護者が納得するような、そういうほうに持っていくというか、住民の気持ち

を把握して持っていくような形はとれなかったのかどうか、その辺聞きたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  賛否をとるということは方法の一つだとは思います。先ほど説明し

たとおり、重複になりますけれども、地域説明会、それからＰＴＡ懇談会と１回ずつ行いまし

た。こちらのほうの素案を含めて説明資料では説明していますが、教育委員会の説明不足もあ

ったかもしれませんが、十分にご理解していただける資料には十分なものが伝わっていなかっ

たのかなというふうな反省もございますので、賛否をとるにしても、例えばです、とるにして

も十分話し合った後それはできるのかなというふうに思っています。ただ、先ほど前段でお話
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ししたとおり、物事すべてが賛否をとって白黒つけてどうしましょうかということの問題だけ

ではないなというふうには思っていますので、果たしてこの問題が住民投票なり、関係者から

賛成、反対の答えを導き出して、それで結論を出すというような、果たしてそういう問題なの

かなというのは私はちょっと疑問あるのかなというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 教育長のほうからも説明ありましたが、前も氏家議員にも答弁しまし

たが、地域に学校あるほうがいいか、ないほうがいいかといったら、これはあるほういいに決

まっているのです。ですから、地域と子供をやっぱり分けて考える必要があるのでないかなと

思います。これは、学校は絶対あるほういいのです。社台の保育所も白老に統合しますけれど

も、ただそこで子供中心に考えた場合子供の成長過程で本当に統合がいいのかどうかと、統合

によってどんなメリットがあるのだと。これは私は先日も言いましたが、少人数学級は決して

否定するものではありません。ただ、今地域として論ずるよりも子供が学校で大人になるため

の一定の勉強もする場だと思っています。その中には集団生活だとか協調性だとか忍耐だとか、

そういうものも養う場だと思っています。ですから、その子供は大人になるわけです。少人数

の学校から何千人の高校に入りましたよとかいった場合に子供に精神的にどういう圧迫感があ

るのか、影響与えるのかということもきちっと考えた上でこれ判断すべきだと思っています。 

私なぜこういうことを言うかというと、実は少人数学級といいますか、小規模校で中学校卒

業した人の親と話したことがあります、２人ほど。自分は親としてよかれと思って入れたと、

マン・ツー・マンに近くなりますから。ところが、子供が20歳を過ぎてからぽっと言ったこと

が非常にショックだったと。私いい悪いで言っているのではないです。ショックだったと。大

変だったというのです、高校行ったときに。何回やめようと思ったかわからなかったと。その

とき助けてくれたのが友達だったと。それも自分の学校の友達でなく、よその学校、汽車通で

仲よくなった子供がいろいろ支えてくれたというようなこととか、もう一つは、同じようなあ

れなのですが、結局は１年留年したと。それでも友達に助けられて卒業したとか、そういうい

い例もあるし、悪い例もあるのです。ですから、これは先ほど教育長言ったように子供中心に

考えた場合、すぐ賛否を問うて決めればいいのだということにはならないと思います。ですか

ら、子供中心にもっと議論、親同士が議論をするべきだと思っています。 

先日ある婦人団体の私講話しました。適配の話も出ました。萩野のＰＴＡのお母さんなので

すが、やはりＰＴＡにとっての刺激、子供にとっての刺激からいうと萩野は逆に来てもらった

ほうがいいのではないかなと思っていますという話も出ていました。ですから、いろんな考え

方があると思いますが、地域中心ではなく、あえて子供中心に考えたらどうなのだと、この子

供たちが地域をつくり、国をつくっていくわけですから、なるべく子供をすくすく挫折するこ

となく育てるには、一定の年齢で経験すべきことをきちっと経験したほうがいいというのが私

の考え方でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 
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          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。反対意見ではないのですけれども、前回定例会で町

長からそのお話が出ていたことは記憶にあります。反対意見ではないですけれども、現在白老

町は企業誘致、そして港の整備事業とかまちの活性化に取り組んで、また定住、移住にも取り

組んでおりますよね。そのまちが単純にと言ったらあれですけれども、少子化により子供の数

が減り、今後白老町の人口はふえないよ、産業は発展しないよ、子供の数ふえないから統合し

ようよ、何かそういうふうに聞こえて仕方がないのですけれども、現在企業誘致も少しずつふ

え、安愚楽共済牧場ではパート、従業員含めて200名の雇用があるとおっしゃっております。そ

ういう明るい話題もある中で、今回の地域説明会で廃校になる、ちょっと話はあれですけれど

も、廃校になる地区の、前回言った方もいますけれども、若干の影響が出ると。具体的にどう

いう影響が出るのか。また、先ほど町長が言われましたメリット、デメリット、そういうよう

なところが具体的にありましたら伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  学校がなくなってどのような影響、地域づくりも含めてどういうよ

うな影響がということでご質問です。直接的に例えば企業が来る来ない、あるいは住みやすい

住みにくい、そういうことを数字でちょっと示す話にはならないと思いますけれども、ただ単

純にちょっとご回答しますと、やっぱり地域から地域にあった愛着ある学校がなくなるという

のは当然心情的にも寂しさがあると、地域の人たちからすると大変寂しい思いがあるというの

は十分私のほうも理解するところです。それと、学校は一般的に地域社会と教育活動を結ぶシ

ンボル的な施設だよと一般的に言われておりまして、学校としては地域のコミュニティーの場

であったり、それと子供たちと地域と直接触れ合うことのできる場であったり、それでいうと

いわゆる総合的な学習で地域に入ったり、それから高齢者との交流があったり、それとその学

校で行う諸事業に、運動会、それから学校祭、学習発表会ですね、そういうものに地域の人た

ちが顔を出したり、学校を訪問したりというようなことの機会が当然学校があればあると。あ

と、ふだんのときでいえば体育の授業等で外で運動するときの子供たちの声が聞こえなくなる

だの、そういうようなところも含めて寂しさという面でいえば影響があるのかなというふうに

は思っています。ただ、今回提示している部分でいえば中学校ですので、小学校だから、中学

校だからということはないですけれども、学校の訪問、それから学校祭についても地域と交わ

りは確かにありますけれども、中学校だからということではないですけれども、小学校が地域

の中心にあるというようなことでいえば、小学校よりも影響はないのかなというふうには思っ

ています。ただ、校区を３校といいますか、昨日の氏家議員のほうにも答弁で言いましたけれ

ども、例えば白中であれば３校区が一緒になって、小学校の校区が一緒になって中学校になる

と。それから、今回お示ししているのは各地域の校区を３つを合わせて１つの中学校にという

のは、やはりこれからの子供たちの人数、それから教育的効果を考えたときにはそういうよう

なことを子供たちを中心にして考えていかないとだめなのかなというふうに思っています。確

かに竹浦の地域説明会には、地方から来た方がここに中学校があるから、ここに学校があるか
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らということで転入したと。例えばもしかそのときに学校がなければ、ひょっとしたらここに

は住まなかったかもしれないよというような意見は確かにありました、個別に言えば。意見は

ありましたけれども、そういうような住みやすい、住みにくいという問題は確かにあろうかと

思いますけれども、大きな数字的にこの地域が学校がなくなることによってこういうふうにな

るよというようなことで数字的にお示しできませんけれども、確かに一番最初に言ったとおり

地域からすると寂しさがあるのかなというふうには認識はしております。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。１つ伺いたいと思いますが、適正配置検討委員会の

役割についてですけれども、検討委員会の中でも今回の適正配置についていろいろな意見が出

たと思いますけれども、そのことは地域説明会でも議論の中身が見えてきていないのです。そ

の議論の内容とか役割について伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  検討委員会の役割ということでございますので、検討委員会

につきましては、前の議会にもご説明しておりますけれども、今の実施計画素案に対して検討

委員会で議論をしていただいて、その素案に対してご提言をいただくと、教育長にご提言をい

ただくというのが役割でございます。 

なお、どういう内容で検討委員会で話されているかということでございますけれども、既に

３回の検討委員会を開催しておりますけれども、今までの地域説明会、それとＰＴＡ懇談会等々

の出た意見だとかそういうことの内容をご説明しながら、さらには今回のアンケート調査につ

きましても事前に検討委員会に案として、こういう内容でアンケートをしたいというようなこ

ともご相談したりして検討委員会の皆さんにはお力添えをいただいているというところでござ

います。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） また反対意見ではないですけれども、学校はやはりその地域に住む方

にとって一つのシンボルだと思うのです。母校と言われるようにそこで生まれ育った方には、

先ほど言いましたかどうかわかりませんけれども、特別な思いがある場所だと思うのです。そ

こに独自の文化もあります。また、学校というのは歩いていけるところが望ましいという方も

おられます。平成20年度の教育行政執行方針の中に、確かな学力の項目の中に学ぶ意欲を高め、

学習習慣を育成し、確かな学力の向上に向け各学校の実態に応じ、少人数指導を取り入れ云々

とありますけれども、子供たち一人一人に応じた指導を推進していくとあります。まさにこの

竹浦、虎杖浜地区というのはぴったり理想的だと思うのです。今まで教育委員会による地域説

明会では、何か統合ありきではありませんとおっしゃっておられました。その中に例えば反対

意見があったとしても、十分な理解を得て進めますと一貫した態度を見せているようでした。
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教育委員会では、よく言われるのですけれども、最初からこの統廃合というのはありきだった

のかどうかというのをやっぱり皆さんも心配する、今まで話を聞いていると全然反対意見も聞

かないようで、何か最初からやっぱりありきだったのかなという人も中にはいます。先ほど反

対者が多くなったらという話もありましたけれども、ちょっと過激な質問になるかもしれない

ですけれども、反対者が多くなった場合はこの計画が廃止になるのかどうか、その辺もお聞き

したいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  ちょっと今何点かご質問ありました。執行方針で言っている確かな

学力という中に、いわゆる少人数指導というような表現でご質問ありました。私ども言ってい

るのは、小規模校と少人数指導というのは違うということで、いわゆる少人数指導、それから

習熟度別授業、チームティーチング、こういうことを取り入れて、ある程度の人数が確保され

た適正な規模の人数であれば、そういう指導も習熟度も全部できますよと。それは、例えば今

白中でもやっていますけれども、そういう指導ができますよということで、小規模校の持つメ

リットは全然否定はしていません。それはそれなりに目の行き届いた一人一人を見てやれると

いうようなことは確かにあると思います。ただ、それ以上にいわゆる少人数で、小規模校でと

いうことでは教育目標としている部分で達成しにくい部分が当然あるだろうと。そういうこと

でいうと、やっぱり１クラスでなくて２クラスのほうがいい、２クラスというのはクラスがえ

ができるほうがいい、それから先ほど町長も答弁の中で言いましたけれども、集団性なり、協

調性なり、競争心なりと、そういうものを持ったほうが学力の向上には切磋琢磨していくほう

がいいというようなことを説明しているのであって、誤解されたら困るのは今が少ないからそ

れがいいということを教育委員会では説明しているのではないというふうで理解してもらいた

いと思います。 

 私もそうです。本間議員も多分そうだと思いますけれども、中学校時代で一番思い出に残る

というか、記憶に残るのは、学校の授業を教えてもらうのは先生なのだけれども、いろいろな

刺激を受ける、それから影響を受けるというのはやっぱり友達から影響受けているのかなと。

大きくなっても今もつき合っているのは中学校の友達だったり、刺激を受けているのは、それ

はやっぱり友達から与える影響力あると、一番あるのかなというふうに思っています。やはり

クラスの持つ教育力というのは必要になってくるだろうし、まだまだそういう面でいえばある

程度の人数がそろった学校で、学年でということでいえば、小規模校にないメリットといいま

すか、達成できる利点はまだまだあるのかなというふうに思っております。 

 それから、説明の中で統合ありきの説明でないのかというふうなご質問です。地域説明会で

も自分で言いましたのは、例えば今回の方法で白紙で、こういうような人数で推移するから、

皆さんどう考えますかと要するに白紙で言ったのでなくて、素案を持って教育委員会はこうい

う状況だから、こういう考えで考えていますけれども、いかがでしょうかというようなことで

持っていきました。当然これを決定事項という、ありきということでお話ししたわけでもござ

いませんし、姿勢としては地域住民、保護者の理解を得て進めるというような基本姿勢で当初
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から言っているとおりです。この話の言葉の言葉じりで例えばありきでないかとか、聞く耳持

たないのでないかともしかとられたとすれば私の話し方がまずかったのかなというふうには思

いますけれども、決してありきでなくて、こういう素案を示したから、そのものに対しての考

え方は述べさせてもらったということで、そのしゃべり方がもしかまずかったら直さないとだ

めだろうし、ただ白紙の状態でなくて素案を示したということは、このものに対しての考え方

は述べさせてもらったということで理解してもらえればというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  １番、本間広朗議員。 

          〔１番 本間広朗君登壇〕 

〇１番（本間広朗君） １番、本間です。最後にですけれども、またちょっとあれですけれど

も、白老町は歴史と文化のまちをうたっているまちなのです。そのまちがそこに住む人たちの

文化、伝統、自然を見ないで、何で統合を進めていくのかと。その伝統文化、自然を生かした

学習指導もありますし、先ほどちょっと意味が違うと言いましたけれども、少人数の学習指導

というのもできると思います。そこに住む者として、竹浦、虎杖浜地区の発展の可能性を信じ

たいのはだれもが同じだと思います。どの地区においても町民一人一人が夢や希望を持てるま

ちでありたいと私は思います。 

今回僕はこのようなことをなぜ言ったかというと、僕は別に統廃合に反対とか賛成とかして

いるわけではなくて、やっぱり住民、保護者の不安というか、不満というのが私にも伝わって

くるというか、どうしても情報というか、そういうのがいろいろ入ってくるので、その中で反

対、賛成、今回ちょっと反対意見というか、そういうのも出ましたけれども、不安、不満を取

り除いて、できるだけ混乱を避けて、やはり皆さん十分協議をして、統合するかしないかはそ

れは最終的にどうなるかわかりませんけれども、できるだけそういう混乱を避けていければな

と思っています。やはりこの統合に関してどうしても賛成、反対、廃校になるか、ならないか

という、そういうあれなので、どうしても賛成、反対というのが出てくると思います。虎杖浜

のそういう地区というか、廃校になる地区の方々が反対、賛成によって保護者同士が気まずく

なったり、そういうこともできるだけ避けるようにしていただきたいと私は思います。 

最後に、今後ちょっと地域説明会の予定がありましたら、具体的にちょっと今後の予定など

ありましたら最後に伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  ご質問の前段で、各学校確かに歴史があって、その地域の歴史と文

化もあると。学校にもあります。そういう学校が例えば廃校になるだとかという対象になって

いるというのは、先ほども言いましたけれども、地域住民からすると非常に寂しい気持ちがす

るのかなというふうには思います。ただ、同じような答弁になりますけれども、それを踏まえ

た中で子供たちの教育環境がどうあるべきかということを考えてもらいたいなというふうに思

います。 

 それから、混乱を避けるということは、当然私もそういうふうに思っていますし、何度も説

明に上がりたいし、その前にきのうのご質問、氏家議員のご質問にもありましたけれども、や
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はり教育委員会の説明が素案と、それから口頭説明で、いわゆる青写真というか、その状況が

ちょっと見えづらいと。どういう学校を目指すのだと、どういう学校になるのだというような

ことがちょっと見えづらいよというようなご指摘もありましたし、それに対してもう少し説明

資料なり、具体的なお話だとか、目に見える印刷物で渡すだとか、そういうようにこちらのほ

うももう少し説明する、提供する情報も持っていって、具体的に説明してまいりたいというふ

うに思っています。 

 今後の予定は、まだ日程的には詰めておりません。当然学期がかわるということで、新学期

がかわりますので、学校のほうのことでいえばＰＴＡのほうも組織が変わると思いますので、

私は地域説明会２回目やりましたので、４月のもう少し落ちつけば、学校のほうが落ちつけば

ＰＴＡとお話はしたいなと、まずはそういうふうに思っています。まだ日程は詰めた話はして

いませんけれども、ＰＴＡの方と十分先ほどの考え方を持って懇談をといいますか、協議をと

いうことを進んでいきたいなと。そういう状況を踏まえて、中でもお話ししましたけれども、

当然地域説明会も含めてこの後には持っていきたいと。とりあえず落ちつけばＰＴＡともう一

度お話ししたいというふうに思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、以上で１番、本間広朗議員の一般質問を終わります。 

                                         

    ◎散会の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ５時３１分）
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