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平成２０年白老町議会定例会１１月会議会議録（第１号） 

 

平成２０年１１月１７日（月曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午後 ２時１１分 

                                         

○議事日程 第１号 

故鈴木宏征議員に対する追悼演説 

第 １ 会議録署名議員の指名 

    （議会運営委員長報告）  

第 ２ 議案第 １号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第８号） 

第 ３  総務文教常任委員会の審査報告について 

     議案第 ６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ４  産業厚生常任委員会の審査報告について 

     議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

     議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定につい

て 

     議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

〇会議に付した事件 

議案第 １号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第８号） 

  総務文教常任委員会の審査報告について 

  議案第 ６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

   産業厚生常任委員会の審査報告について 

   議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

     議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

   議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について 

   議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 
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〇出席議員（１５名） 

１番 本 間 広 朗 君       ２番 前 田 博 之 君 

  ３番 西 田 祐 子 君       ４番 及 川   保 君 

  ５番 山 本 浩 平 君       ７番 玉 井 昭 一 君 

  ８番 近 藤   守 君       ９番 斉 藤 征 信 君 

 １０番 大 渕 紀 夫 君      １１番 土 屋 かづよ 君 

 １２番 松 田 謙 吾 君      １３番 熊 谷 雅 史 君 

 １４番 氏 家 裕 治 君      １５番 吉 田 和 子 君 

 １６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○会議録署名議員 

２番 前 田 博 之 君       ３番 西 田 祐 子 君 

４番 及 川   保 君 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町 長       飴 谷 長 藏 君 

     副 町 長       目 時 廣 行 君 

     教 育 長       白 崎 浩 司 君 

     総 務 課 長       岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長       高 畠   章 君 

     産 業 経 済 課 長       岡 村 幸 男 君 

     税 務 課 長       野 本 裕 二 君 

     町 民 課 長       安 達 義 孝 君 

     健 康 福 祉 課 長       田 中 春 光 君 

     行 財 政 対 策 室 長       山 口 和 雄 君 

     健 康 福 祉 課 参 事       長 澤 敏 博 君 

     病 院 事 務 長       丸 山 伸 也 君 

     出納課長・会計管理者        久 慈 幸 男 君 

     建 設 課 長       星     貢 君 

     水 産 港 湾 課 長       岩 崎   勉 君 

     消 防 長       前 田 登志和 君 

     上 下 水 道 課 長       辻   昌 秀 君 

     生 活 環 境 課 長       千 石 講 平 君 

     生 活 環 境 課 バ イ オ マ ス 推 進 担 当 参 事        萩 原 康 政 君 
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     生活環境課ウタリ対策推進室参事        高 野 末 保 君 

     学 校 教 育 課 長       本 間 勝 治 君 

     社 会 教 育 課 長       飯 島 博 光 君 

     子 ど も 課 長       渡 辺 裕 美 君 

     監 査 委 員       岡   英 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

     主       幹       森   隆 治 君 

     書       記       小山内   恵 君 
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◎開議の宣告 
○議長（堀部登志雄君） 本日 11 月 17 日は休会の日ですが、議事の都合により、特に定例会

11 月会議を再開いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎故鈴木宏征議員に対する追悼演説 

○議長（堀部登志雄君） ここで、ご報告申し上げます。 

鈴木宏征議員が、去る 10 月 31 日ご逝去されました。 

 まことに哀悼痛惜のきわみにたえません。 

 故鈴木宏征議員は、平成 15 年４月以来、連続３期当選され、その間、議会広報特別委員長、

民生常任委員長、さらには今期から新設された「広報広聴常任委員長」の要職を歴任するなど、

今後の活躍が期待されておりました。今後のまちづくりや議会の活性化について、再び相まみ

えることのできないことを悲しむものであります。 

ここで同僚議員から追悼演説の申し出がありますが、それに先立ちまして、本年の２月 21

日開催した定例議会において、広報広聴常任委員長として初めて行った「出前トーク」の委員

会報告をされている、在りし日の故鈴木宏征議員の報告をお聞きいただきたいと存じます。 

（テープ再生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議長（堀部登志雄君） それでは、ここで同僚議員から追悼演説がございます。 

５番、新風、山本浩平議員、登壇願います。 

○議員（鈴木宏征君） 所管事務調査の結果報告について。本委員会は、所管事務調査を終了したの

で、その結果を次のとおり報告します。 

記。１、調査事項、出前トーク。行政団体、ＮＰＯ法人しらおい消費者協会。要請議員名、全議員。

懇談テーマ、①議会改革について。②しらおい消費者協会の今後の運営について。２、調査方法、３、

調査日程、４、出席議員、５、職務のために出席した者の職氏名、６、要請された団体からの出席者

は記載のとおりであります。７、実施報告。ＮＰＯ法人しらおい消費者協会からの要請を受け、委員

会として初めての出前トークを実施した。当日は議員 12 名、消費者協会 38 名の出席のもと、意見交

換の主旨もあり、議会側より山本議会運営委員長が議会改革について、消費者協会側より牧野理事長

がしらおい消費者協会の今後の事業計画についての説明があった。その後、意見交換に入り、議会側、

消費者協会側からの活発な意見が交わされ、お互いに理解を深められた、大変有意義な出前トークと

なった。その場で出された議会への疑問や意見を考えると、委員会としては出前トークの要請を待つ

だけでなく、分科会活動を活発に行い、議会側から積極的に町に出て行くことが必要であり、お互い

に抱えている諸問題を把握し、議会活動、議員活動につなげていくことが大切であると考える。今後

の委員会活動の方向性を考えるうえでも、大いに参考となった出前トークであった。以上であります。 
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〔５番 新風 山本浩平君登壇〕 

○５番（山本浩平君） 追悼の言葉を述べる前に、故鈴木宏征議員のご遺族に対し、衷心より

お悔やみを申し上げます。 

 本日は、ご遺族の皆様には、何かとお忙しい中議場にお越しいただき、ご苦労様でございま

す。 

 町長並びに町幹部職員の皆様には、少々のお時間をいただきまして、追悼の言葉を述べたい

と思います。 

 追悼のことば。 

白老町議会定例会 11 月会議の冒頭にあたり、私は皆様のお許しを得て、去る 10 月 31 日ご逝

去されました、故鈴木宏征議員の御霊に対し謹んで哀悼のことばを申し上げたいと存じます。 

 あの元気で、若々しくダンディな鈴木さんの訃報に接したとき、必ず病魔を克服して議場に

戻って来ると信じていた同僚として、耳を疑ったのは、私一人ではなかったと思います。 

 今ここに立ってありし日の鈴木さんのお姿を想い浮かべるとき、まことに感慨無量のものが

あります。 

 あなたは、平成 15 年４月地方統一選挙で白老町議会議員に初当選され、以来連続３期にわた

り地方自治の進展に貢献されました。 

 そのすぐれた知性と温厚な人柄は衆目が一致して認めるところであり、当選された１期目か

ら広報特別委員会、民生常任委員会の各委員長を歴任され、また、今期から新設した、議会と

しても大変重要としている「広報広聴常任委員会」の初代の委員長に就任され、豊富な行政経

験と卓越した政治手腕を如何なく発揮され、これからの議会広聴に重責を果たされようとして

いる矢先でありました。 

 また、あなたは、議会議員としてばかりではなく、みずから地域に入り、まちづくり活動に

も積極的に関わっておりました。社会福祉協議会や消費者協会など福祉関係等の役員に就任さ

れ、町内会やボランティア活動を通じて地域の信望が厚く、よき相談相手として今後の更なる

活躍が期待されていたところであります。 

 あなたの議会内・外における活躍は枚挙にいとまがありません。あなたが残された幾多の功

績は、必ずや後世にその名をとどめおかれるものと信じてやみません。 

 あなたの議会改革に積極的に取り組まれた意思を強く胸に刻み、及ばずながら、私どもは町

政の発展と町民福祉の向上に尽くす決意をここにお誓いするものであります。 

生前の議会におけるご活躍の雄姿を偲び、心から御霊のご冥福をお祈り申し上げ、ご遺族並

びに白老町の前途に限りなきご加護を賜りますことをお願い致しまして、まことに意を尽くせ

ませんが追悼のことばといたします。 

○議長（堀部登志雄君） ここで、故鈴木宏征議員のご冥福をお祈りし、謹んで黙とうを捧げ

たいと思いますので、皆さんご起立願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 黙とう。 

（全員黙とう） 
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〇事務局長（上坊寺博之君） お直りください。 

着席願います。 

〇議長（堀部登志雄君） ここで、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時１２分 

                                         

再開 午前１０時３０分                 

                                         

◎会議録署名議員の指名 
○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

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、２番、前田博之

議員、３番、西田祐子議員、４番、及川 保議員を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

                                         

◎議会運営委員長報告 
○議長（堀部登志雄君） 次に、議会運営委員会委員長から、11 月 13 日開催の議会運営委員

会での、本会議の運営について協議の経過と結果について、報告の申し出がありましたので、

これを許可いたします。 

議会運営委員会、山本浩平委員長。 

〔議会運営委員会委員長 山本浩平君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（山本浩平君） 議長の許可をいただきましたので、11 月 13 日に開

催した議会運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。 

本委員会での協議事項は、平成 20 年定例会 11 月会議の運営の件であります。 

まず、町長及び議員等から提出予定の事件について、経営企画課長及び議会事務局長から、

その概要についての説明を受けた後、その取り扱いについて協議を行いました。 

本定例会に追加して提案された案件は、町長の提案に係るものとして、平成 20 年度一般会計

の補正予算１件であります。 

 また、議会関係としては、先の９月会議において、総務文教常任委員会及び産業厚生常任委

員会に審査付託した新財政改革プログラム関連議案６件 について、各委員長から議長に対して

委員会審査報告が提出されていることから、報告を受けた後に採決を諮ることとしたところで

あります。 

 なお、付託した議案６件のうち、議案第８号、第９号及び第 11 号の各議案は、委員会の審査

結果が「否決すべきものと決定」としたことから、この３議案については、委員長報告に対し

てではなく、原案に対して採決を諮ることとなりますので、各議員には、お間違いのないよう

ご留意願います。 

以上のことから、11 月会議の日程は、本日限りとしたところであります。 
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以上、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議会運営委員長の報告がありました。 

 委員長報告に対し、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで、委員長報告は報告済みといたします。 

                                         

◎議案第１号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第８号） 
○議長（堀部登志雄君） それでは日程第２、議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予

算（第８号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 補正予算について、ご説明させていただきます。 

議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第８号）。 

平成 20 年度白老町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,015 万 2,000 円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 100 億 6,330 万 8,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 20 年 11 月 13 日提出。白老町長。 

次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりで

ございますので、説明を省略させていただきます。 

４ページの歳入歳出事項別明細書ですが、始めに６ページの歳出からご説明させていただき

ます。６ページをお開きください。 

２、歳出、３款民生費、２項１目児童福祉総務費。補正額 15 万 2,000 円。説明欄でございま

す。町立保育園民間移譲推進事業 15 万 2,000 円。報酬費 15 万 2,000 円の増額補正でございま

す。これは、平成 22 年４月１日を目標にいたしまして、小鳩保育園の民間移譲を行うため、民

間事業者の選定に係ります経費として、民間の選考委員８名分の経費を計上するものでござい

ます。 

続きまして、４款環境衛生費、３項２目塵芥処理費。補正額 4,000 万円でございます。説明

欄でございます。バイオマス燃料化施設整備事業 4,000 万円でございます。工事請負費 4,000

万円。内容でございます。現在建設しております、バイオマス燃料化施設へ供給いたします、

蒸気・電気の供給設備の工事費でございます。当初計画では、日本製紙が整備することになっ

ておりましたが、日本製紙から指定寄付を受け、白老町が直接発注して整備することとなった

ことから、このように措置するものでございます。 
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 歳出は以上でございます。歳入につきましては、元のページ、歳入にお戻り願います。 

 18 款交付金、１項１目寄付金 4,000 万円。これは、先ほど歳出で説明いたしましたバイオマ

ス燃料化施設整備等資金に係ります経費として、日本製紙から指定寄付 4,000 万円を歳入とす

るものでございます。 

 次、20 款繰越金、１項１目繰越金。これは、歳出で説明いたしました児童福祉総務費町立保

育園民間移譲推進事業。これに係ります財源としまして、前年度繰越金 15 万 2,000 千円を充当

するものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、議案第１号につきまして、補足説明があるそうですので、

千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） バイオマス燃料化施設工事の概要につきまして、補足説明い

たします。 

 本日お配りしております資料に基づきまして、ご説明申し上げます。図面でございます。 

 図面左側、蒸気配管図をご覧いただきたいと思います。上側がちょうど石山大通り、下側が

日本製紙の工場となっております。 

燃料化施設に一番近い工場のボイラーから下のほうに蒸気取り合点と記載してありますが、

そこから太い実線に沿いまして、上のほうに向けまして、既存の物件を避けながらバイオマス

燃料化施設の敷地境界まで、整備するものであります。 

 蒸気設備の内容でございますが、右下の表に記載してございます。配管がＳＴＰＧ370‐Ｓ管、

鋼管でございます。口径 125 ミリメートル、延長 520 メートルであります。高さ、位置につき

ましては、地上 70 センチメートル。道路横断部分が４カ所ございます。横断部分につきまして

は、高さ 4.5 メートルでございます。 

 保温仕様は、カラー鉄板シルバー0.4 トン。ケイ酸カルシウム保温筒１号‐13 です。ラック

架設が一式。サポート基礎はコンクリート製、35 カ所です。 

 計装関係といたしまして、蒸気流量計、アニューバ流量検出器一式でございます。 

 次に、電気配線ですが、図面右側になります。旧斉藤林産変電所からバイオマス燃料化施設

の敷地境界までを整備するものでございます。 

 電気設備の仕様内容ですが、ケーブルは３ＫⅤ、ＣⅤＴ150ｓｑ×３ｃで、延長 240 メートル

であります。コンクリート柱は 12 メートル×６本です。高圧ＳＷ整備が一式でございます。 

工事予定整備期間でございますが、本年 11 月末から 21 年１月末まで。来年２月１日から供

給開始を予定してございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 ８番、近藤 守議員。 

○８番（近藤 守君） ８番、近藤です。配管工事のほうでちょっと、質問いたします。 

 この程度の配管ですと、地元の業者でも十分対応できるので、実際にどこの業者で施行する
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のか、もしわかればお聞きしたいと思います。あと、ぜひ地元の業者に発注をお願いしたいと

いうふうに思っております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 発注方法につきましては、現在指名競争入札を予定してござ

います。できる限り、町内も含めまして入札を行いたいと、このように考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

 ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２点ほど、まず質問します。 

 この施設整備については、前もお話しましたように、議案の提出が早かったので、担当のほ

うに行って勉強する時間がありましたので、内容は理解していますので、そういう日程調整を

してくれまして、まずお礼を申し上げたいと思います。 

 それは別として、今度は質問させていただきます。 

 この件については、昨年の 11 月 26 日第４回の臨時議会で白老町バイオマス燃料化施設建設

工事ということで、議案が提出ありまして、可決されておりました。このとき工事概要、工事

範囲の説明を受けました。会議録や添付資料を精査してきましたけども、ただいまの補正予算

の説明で担当課長のほうから、当初日本製紙が工事することになっていたと、こう説明されま

したけども、今言ったように私は、当時の会議録等全部見てきたら、そういう説明は一言もな

いのですよ。そういうことで、蒸気・電気供給の設備工事については一切触れていないと私は

記憶しております。 

 なぜ今、この時期に、このような工事がまず追加されたのか。それと、財源内訳を見ると、

日本製紙の寄付金で工事着手になっていますけど、突如この場で議案提出されましたけど、な

ぜ寄付金という財源対策になったのかを聞きます。 

 次に、今回のこの議案の設備工事とも関連しますけども、私は今冒頭お話しましたように、

昨年の 11 月 26 日の本件については、請負契約締結については不確定要素が多すぎるというこ

とで反対しています。これは皆さんご承知だと思いますけども。それに触れて、ちょっと質問

させていただきます。 

 それは、施設の建築の前に、経営の基本をなす電気・蒸気のエネルギーの供給。そして、製

品の引取価格などの採算性を試算し、経営の採算性による事業の成否を満たしたうえで、この

施設の事業を工事を発注するべきではないかということを私は質問し、問いただしました。そ

れで、理事者に聞きましたけども、その時点では決まっていないという、こう明確な納得する

答弁をいただけません。そこで私は、不確定要素が多いのだということは、これ理事者も言っ

ておりました。 

 そこで、１年経過しても今指摘した重要な部分が整理、解決されないまま、今日のこのバイ

オマス燃料化施設の蒸気・電気供給設備工事の議案が提出されたということは、私にとっては

非常に残念なのですよ。今までこの１年間何だったのだろうと。何も解決されないで突如上が

ってきていると。 
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 そこで、基本的な事項について、改めて何点か質問します。また、このバイオマスの関係に

ついては、議員懇談会なんかへ行くと、非常に町民の関心度が高いのですよ。そういう認識の

うえでも私も質問しています。 

 それで一つとして、電気・蒸気等のエネルギー熱源ですね。この供給費。そして製品の買い

上げ価格はもう決まったのか。あるいは決まっていなければどういう状況にあるのかを質問い

たします。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず、なぜ今の時期の補正になったのかという件でございま

す。 

 先ほど説明にもありましたけれども、この工事につきましては当初工場敷地内での配管工事

ということでありまして、工場側のほうで工事するという、そういう分担のもとでこう進めら

れてきたものでございます。 

 それで、最近になりまして、会社の事情と言いますか都合によって町のほうで発注に変更し

てもらえないかということで、このような形になったわけでございますけれども、その寄付金

をもってという形で、変更という形ですが、その理由といたしましては会社のほうからは税務

上の判断でありますとか、経理上の問題。このように伺ってございます。 

 あと、電気・蒸気の価格の件でございます。これにつきましては、定期的に協議とか、段階

を追って今日まで進めてきておりますけれども、原油等の高騰、市場価格等の変動が今なおこ

う、著しい、動いているような状況でもございます。そういう中で、今までも示されてござい

ますけれども、ちょっとなかなか低い形でなく高いところで提示されている部分がございます

ので、町といたしましても現状価格、４月以降の供給を受ける価格をにらんだ中で、こういう

価格を決定したいということで、正直まだ具体的には決定を見ていないと、このような状況で

ございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ３回しか質問できませんので、若干質問の部分が長くなると思います

けど、まず今お話がありました、答弁がありました。これの蒸気・電気供給の部分については、

当初会社側で工事をするということで話し合っているという話の答弁がありましたけど、議会

のほうについて私の知る限りでは、公の場で一切そういう説明はなかったはずです。どういう

過程でいつの時点でそういう話し合いをされているのか。これ非常に大事な問題ですので、多

分町側も会社の方と、いろいろされた協議事項が残っていると思うのですけど、その経過の中

でいつの時点でそういう理解に立っていたのか。 

 そして、なぜ急に今聞いたような税務上、経理上会社から来たと。そういう都合だけで、こ

ういう工事の発注の仕方をされているのかどうかということをまずお聞きします。 

 次に、前もお話ありましたけども、登別市の関係。ごみの処理の維持管理のコストの関係で

す。これも今まで一切議会に報告はありませんけども、これは７月 24 日登別市と白老町の 20

年度の一般廃棄物広域処理連絡会議が登別市のクリンクルセンターで開かれていることは間違
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いないと思います。この会議で、21 年４月以降のクリンクルセンター維持管理費の負担方法が

合意されたとされています。そして白老町からごみ搬入停止に関する協議事項は副町長、副市

長レベルで合意し、その後両市町の首長が確認を取り交わすことになっているということで、

多分取り交わされていないと思います。されていたらまたこれは大変な話だと思います。 

 この件で、登別市は８月１日市議会の所管する委員会に７月 24 日の副市長、副町長会議での

合意事項について、議会に報告しているのですよ、登別市は。そこで町長に伺います。なぜこ

のような大事な事案が約４カ月過ぎようとしているのにいまだに議会に報告がないというのは

どういうことなのかということです。そして、それらの整理されないうちに工事の請負議案が

上がってきたと。 

 それと、基本的な、今言った解決事項を解決することなく、建物の建設費がなぜ優先させて

いくのかということです。コストについては今お話中だよと、されていますけど、私は１年前

に、町長は何月何日日本製紙の本社へ行って話してきたと言っているのですよ。それから１年

もたっているのですよ。そういう部分ですね、あと４カ月しかないのですよ、これ。操業する

のに。 

 それと、ごみ処理の負担額について、当初議会に説明していただいていますけれども、不燃

ごみの負担額が、当初より大幅に増額するように私は聞いているのですけども、この辺も登別

市が議会に報告しているということは、大幅な負担増が決まっているはずなのですよ。それに

ついて、質問します。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 電気・蒸気の配管工事、これいつから会社がやることになっ

たのかということが一つあったと思いますが、私どものほうではこれは当初からそういう分担

でという形でなっていたということで聞いてございます。 

 それで、今回９月の 12 日に会社のほうから町のほうで発注してもらえないだろうかという話

がございました。これについては寄付金をもって充てたいというお話でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、最初の話ですよね。まず、その蒸気と電気については、日本

製紙から供給を受けるということで、これは説明があったと思うのですが、ただその設備につ

いてはどちらがやるかについては、これについては明確に説明はされていなかったというふう

に思います。 

 これは、日本製紙の敷地を走ると。そこへ設置するということですから、これは当然頭の中

で議会はわかっていると、特に説明をしなかったということなのですよ。これはもう、日本製

紙の敷地に設置するということで、日本製紙さんにお願いをするということで、もう既に決ま

っていたものですから、その発注当時は、特に説明を加えていなかったということで、ちょっ

とその部分では説明不足だったかなというふうに、今そういうふうに反省はしております。 

 いろいろその後協議をしながら、その設備にどのぐらいお金がかかるのか、これは日本製紙

のほうでいろいろ計算をしていただいて、本社のほうと協議しながらすすめてきたわけです。 
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 本社のほうでは、先ほど課長が説明したとおり、税法上の問題とか、これは白老町に寄付を

して、発注をしていただいたほうがベターだろうと。そういった結論を、結論というかお話を

町が受けて、町が寄付を受けて、発注しても特に問題ないだろうという判断で、今回補正予算

をあげさせていただいたわけでございます。 

 それから、登別市の副市長と私との会議でございますが、これは登別市さんは市長選挙が８

月 10 日にあるということで、早急に決めなければいけないというようなお話がありまして、５

月の 27 日ですか。１回目の会議を設けています。 

そのときに提示を受けたのが、従来はごみ処理の総体の割合、白老町は約 27％ぐらいなので

すが、これが燃料化施設が始まりますと大幅に数量が変わってまいります。いわゆる可燃物の

ごみが極端に減るということで、約 1 億 5,000 万円以上の町の負担が減ると。これは登別市さ

んにしますとそれだけのごみ処理経費が減るということでございます。そこで、提案を受けた

のが、ライン方式ということで、いわゆる資源ごみ、ビンとか缶、あるいはペットボトル、そ

れから粗大ごみ、不燃物ですね。こういったものの、ラインによって、その処理経費を算出す

る方法に変えてきたと。それを受けて、白老町としましては約 1,400 万円ほど上がるわけです

から、町財政としても非常にこれはすぐには受けられませんということで、検討しまして、逆

に提案をさせていただきました。 

その提案内容は、約 900 万円ぐらい節減できる方法として、大型ごみについては一回破砕を

かけて、その可燃物については焼却炉に回すわけです。そうすると、破砕と可燃と二重の経費

がかかるものですから、可燃については白老町に持ち込んで燃料化施設で処理したいと。これ

についてはまた可燃物を分けるのは大変ですから、登別市さんの可燃ごみをそのまま白老町で、

その同等の数量ですね。それを受けて処理をするわけにはいかないでしょうかというような提

案をさせていただきました。 

 登別市さんも真剣に、このことについて検討をしていただきました。法律上の問題もどうな

のか、こういったことも検討しながら、検討していただいたのですが、結果としてこれについ

ては登別市さんとしては受けられないという結論を得ました。 

 そこで、７月の 24 日だったと思うのですが、市長選挙もぎりぎりになってきているものです

から、そろそろ結論を出させていただきたいということで、そこで町としてはお願いする立場

なものですから、これ以上、理論上はライン方式というのは決して不合理な方法ではございま

せんので、これについて受けていただけなければ、町の提案を受けていただけないのであれば

もう、合意するしかないだろうと。そんなことで、合意をさせていただいたということでござ

います。 

 この結果について、議員の皆さんに報告が遅れたということは本当に私として、お詫びを申

し上げたいというふうに思います。 

 それから、ごみ処理のその負担額がふえたということは先ほど申し上げた内容のとおりでご

ざいます。 

 あと、ご質問に対して漏れた点はございませんでしょうか。 
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 単価というとですね、まずラインごとによってその単価が示されて、それでその量を掛け、

負担金が決まるということで、19 年度の実績に基づいて算出されてトータルして、約 1,400 万

円ほど増額になるということでございます。 

 それから、議会の皆さんに報告が遅れたというか、私も副町長になってもう少しで１年にな

るのですが、ちょっとピントがずれていたという部分で、これにつきましては本当に私の至ら

なかった部分として、お詫びを申し上げたいというふうに思います。大変申しわけございませ

んでした。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） どうも、会社側で工事する、なぜすることになったかというのは、私

はちょっと答弁によっては理解できませんが、これ以上話しても同じかと思いますので、３点

目最後の質問にします。 

 そうすると、今の話を聞くと、１年経過をして、経営と採算性の基本をなすコストも決まら

ない、そして建物だけはだんだん建っていきますけども、損益計算、今後その施設を運営する

ときの全体像がまず見えないのですよね。そしてそういうものが決まらないうちに供給施設整

備などだけが決まるということは、事業全体が何かなし崩し的に事業執行されているような形

に陥っているのですよ。その辺は町長はどういうふうに考えているのか。町長からすればそれ

は正しいやり方だと言えばそうかもしれませんけども、私は何かこうなし崩しにいってしまっ

ているなと。そういうことで、事業執行を進める行政手法に私はちょっと納得できません。そ

の辺を明確に答弁願いたいと。 

 もう１点は、今副町長のほうから、1,400 万円増額になってきますよと。私は推測で物を言

うのはおかしいですけど、この数字では限らないだろうなと、こう思います。そしてですね、

町長は昨年のときに、私や同僚議員の質問にこう答えているのですよ。町長はコストが上がら

なければ当然出発できないものですと、こう言っているのですよ。 

施設運営がですね。ですから、コストの部分については限りなく、とにかく今のところは 15

年間で８億円節減すると、こう断言しているのですよ。そうすると、将来の運営収支を聞いた

ら、このときはごみ処理事業収支の推移表では説明がありましたけども、バイオマス施設運営

経費の収支計算書はないって言われて出さなかったのです、そのとき。 

そうすると、今副町長もスタートラインから 1,400 万円狂ってきているのですよ。そうする

と、15 年間での８億円というのは、今の見通しで必ず確保できるのかどうかと。この点につい

てお聞きします。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、当初この経営収支というのですか。これについては、当初は

ほぼバランスがとれていたということはまずご理解いただきたいと思います。 

 それで、何と言うのですか。日本製紙でいろいろ電気の価格と、蒸気の価格。これは協議を

してまいりました。それで、これ非常にタイミングが悪くて、石炭の価格が非常に高騰したと

いうことで、日本製紙は年に２回、４月と９月、６カ月ごとに蒸気の単価を修正して、その売
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買価格を決定しております。それで、４月でも単価が上がりました。９月、またさらに単価が

上がったと。それで、最初町のほうで試算していたのは石炭価格がトン当たり１万円以下です

から、９月に提示されたのはトン当たり約２万円ぐらいの石炭価格と。 

 そのことで、蒸気価格が非常に高くなったと。それで、今石炭価格がその最高に高いときか

ら 40 数％価格が下がっております。それで、日本製紙さんに来年の４月の単価につきましては、

ぜひ概算でも結構ですから提示をお願いしたいということで、お願いをしているところですが、

その計算は非常に面倒で、今は提示できないというような状況であります。町が予想して、そ

の単価を使うのは構いませんが、日本製紙では今ところ提示できませんということで、今この

収支計算については、ある程度正確な数字は計算できない状況にあります。これはご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、この 1,400 万円の部分でございますが、これも、この燃料価格が非常に高騰して、

非常にこう今も、今大分下がってはおりますが、大分こう乱高下をしているというところがあ

りまして、これも非常に影響を受けて、つかめないという状況があります。非常にこの、今経

済情勢が不安定で、しかも資材価格が８月ぐらいに上がって、それ以降こう徐々に下がってき

ているのですが、きちっとした数字がつかめないという状況もあります。そういった部分で確

定的なもの、予想できない部分があって、少々時間的に遅れているということでございます。

この辺も、そういった情勢を踏まえてご理解をいただきたいというふうに思います。よろしく

お願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

 ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。このバイオマス事業につきましては非常に

町民の関心も高いですし、議会でも何度も議論されてまいりました。私どもとしても、この一

般ごみの燃料化というのは非常に画期的でもございますし、一般廃棄物の最終処分場の延命と

いうことを考えれば、これは行っていただきたい本当の事業であるということでは認識してい

るのですけれども、以前私どもに在籍しておりました機械メーカーにいらっしゃった議員は、

このランニングコストについて再三再四質問をさせていただいていたと思います。その中で、

なかなかそのランニングコストについての明確な答えはなかったと。 

 そして、私今回ですね、この 4,000 万円という補正予算、非常に重要で重大な補正予算かな

というふうに認識しております。 

今、白老町の議会、非常に 20 人から 16 名ということで議員が削減される。それによって、

チェック機能を強化しなければならない。そういうことで、広報広聴常任委員会あるいは通年

議会ということを模索しながら実際に本格的に実施されているわけでございます。 

 こういう重要な補正予算を審議するのに、なぜもっと前に、例えば産業厚生常任委員会ある

いは議長等にこういったようなことで、議会のほうで検討していただきたいというような、そ

ういうことができなかったのかということが、非常に残念でなりません。９月 12 日にお話があ

ったということでございます。約２カ月という期間があったわけでございますので、今日いき
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なりこういう形で出てきて、議決をどうして急がなければならないのかなというところが非常

に、残念なことかなというふうに思っています。 

 この内容そのものよりも、このやはり持っていき方ですね。これについてちょっと、どうも

理解しがたいと申しますか、あまりにも議会が検討、ジャッジする時間が少ないと思うのです

ね。もともとその日本製紙さんの方で行う予定が町に、税法上の問題で発注が変わったという

ようなことですよね。これらも、事前に産業厚生常任委員会等にいろいろとその審議をしても

らうような時間というのがとれなかったのかなと、本当にそのように思います。 

 今、町民懇談会をこの前実施したのですけれども、財政が悪化してきて、町民にこれから非

常に厳しい負担を強いるわけですよね。それに対して非常に町民の目は、行政に対しても厳し

いですけれども、議会に対しても同じぐらい厳しい目を向けられているわけでございます。 

 例えば、航空学園の問題等も、そのとき在籍していなかった議員に対しても、いろいろ意見

を求められますし、結局行った政策というのは後からいろいろと、それに対して議会も責任を

持たなければならないわけですよ。 

 そういったことで考えますと、前もって、やはりこれは事前に審議をしていただくような時

間をもう少しとっていただきたかったと思います。 

 それで、質問なのですけれども、これを、議決をもう少し先延ばしするということはできな

いのでしょうか。日程的なものを踏まえて。そういった意味合いでちょっと、質問させていた

だきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっと、山本議員に今の質問の件ですが・・・。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１２分 

                                         

          再開 午前１１時１７分 

○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩を閉じて会議を開きます。 

 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、これも補正予算をあげるというのも、これもいろいろ事情が

あって、確かに９月 12 日に日本製紙からこのお話がありました。それで、まず町として発注す

るときに、日本製紙で計算したその金額がそのまま町が発注できるかどうか。こういった問題

があります。これも当然精査したうえで補正予算をあげなければいけないという問題。 

 それからもう一つは、その蒸気と電気の値段の関係がきちっと決まってから、これは補正予

算をあげるべきだなというふうに思ってはいたのですが、なかなか先ほど説明申し上げたとお

り、きちっとそこまで行かなかったと。 

 それで、そうこうしているうちにもう 11 月の半ばを過ぎまして、先ほど課長が申し上げたと

おり来年の２月までには電気と蒸気を燃料化施設に供給しなければならない。これは試運転の

関係があるものですから。そうすると、その工事期間の確保もしなければならないということ

で、そういった判断をしたうえで、議員の皆さんには十分な説明をする機会を設けられない中
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でこういった形で補正予算をお願いするという状況になったわけでございます。 

 この辺も本当に申しわけございません。もう少し時間をとって皆さんに十分な議論をしたう

えで、この補正予算をきちっとしていただきたかったなというふうには思っています。これも

一つ反省しております。大変申しわけございませんでした。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 私のほうから、お二人の議員さんから質問がありました。まず前田議

員のほうから言いますけど、本当に限りなく精査しながら、確かに今、当時原油も、１バーレ

ル当たり一番高いときで140ドルですか。今ドバイ辺りでは50ドルを切っているというような、

そういうことになっています。それで、それでも限りない精査をしながら、やはり議会のほう

にいろいろ、その今の状況報告も含めて報告しなければならなかったのかなと。それについて

は本当に、副町長の言うとおりでございます。 

 また、今回の山本議員についても、我々は当然質問は出るだろうと。ですから、事前説明し

ておくべきかなと。その辺ちょっと、これから議会の局長のほうともちょっと話しながら、議

会運用上の法的なものでなく、議会運用上の何か規定の中での話だというので、我々にしてみ

たら、いい議論をするにもやはりある程度情報を開示しながら、議会の中できちっと議論して

もらうというのが一番いいのではないかなと思っています。 

 その点については、副町長が言われたように、ちょっと我々の動きも遅かったのかなと、そ

ういう反省はしております。そういう中で、今回なぜボイラーを白老町のほうで工事を発注す

るのだということについても、私も途中から白老のほうで発注していただきたいと、役場でで

すね。今までは日本製紙の方でやっていただけるのかなと思っていたのですが、それも実は一

理あるなと思いました。 

 実は、私が考えたのは、例えば温泉を掘りましたよと。温泉を掘って、温泉をいただきたい

といった場合は、供給側がするのか、供給してもらう側がするのかという問題もあります。そ

れで、ではこの維持管理はどうするのだということになって、何か不具合があった場合、責任

を持って白老町の範囲の中で、我々はここまでやりますと。ここから持っていくのはやってく

ださいというのが多分日本製紙側の論議だと思っております。 

 それと、あと供給側についても、蒸気、電気もこれは当然コストがかかっております。燃料

でも３倍以上違うようになっていますのでね。精査といってもその辺を踏まえながら、逆に議

会にもきちっと相談すべきだったのではないかなと思っています。 

 ただ、今回の税法上でいろいろ出てきているという話も聞いています。 

それと、役場だけでないのですね、蒸気とか電気をいただいているのは。関連企業にも電気、

蒸気を渡していると。それとの均衡もあります。できれば、我々蒸気とか電気、格安でやって

いただけないかという、実は私もお話をしておりますが、なかなかその辺も白老の役場だけ格

安にできるということはちょっと、多少はそれは便宜上やっても難しい部分があるということ

でございます。 

 それで、供給先は役場の燃料化施設だけではなく、関連企業さんにも行っていますので、そ
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の辺との兼ね合いもあるのかなということで、やむを得ないなと、実は判断して、この点につ

いては早目にやっぱり、議会に報告しながら皆さんに議論いただくべきだったのかなと、今思

っています。私のほうからは以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） １日でも１年でも早く財政が生まれ変わって白老町も安定した町にな

るということに関しては、町民も行政も議会も本当に願っていることでございますので、新財

政プログラム。これは何としても遂行しなければならないと、このように思うわけでございま

すけれども、町民に負担を強いる痛みを与えてしまう新財政プログラムを遂行するに当たり、

ますます議会、あるいは議員個人に対しても説明責任、これが非常に求められているのですよ、

現実的に。 

ですから、議会懇談会を行わなくても、それぞれのいろいろつながりのございます町民から

は、細かい政策でも、また大きな政策でも、それぞれ質問が出てくると思います。そんな中で、

やはり我々も、説明責任をきっちり果たしていきたいと、このように考えておりますので、そ

れだけ申し上げておきたいと思います。回答は結構でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。私もこのごみ燃料化につきましてはね、当初から

私はこれはすばらしい中身だなという理解をしております。今も同じです。ただ、それに付随

して出てきているもの、例えば一つは日本製紙のボイラーですけれども、このボイラーがバイ

オマスボイラーという規定ですけれども、今の町長のお話にもありますように、オイルボイラ

ーではないはずです。コールボイラーなのですよね。それで、オイルが下がったと。しかし石

炭が下がっているかどうかは僕はわかりません。そういうことで値段が決まるのかどうかとい

うことが一つあるのですよ。それで、バイオマスボイラーの定義って一体何なのかと。何なの

かという辺りが一つ、付随する問題として私はあるように思うのですよ。 

 例えば、前回私が質問したのは何を質問したかというと、世界的には今石炭は使わないって

いうのが主流なのです。全世界で石炭の量がどんどんどんどん減らされている。それはね、Ｃ

Ｏ２が減るからなのですよ。灯油の、油の方が、オイルの方がうんとＣＯ２が出る量が、うん

とかどうかわかりませんけど少ないのですよ。コールの方が多いのですよ。 

 そういう中で、バイオマスボイラーの定義って一体何なのかと。ごみを燃料化するというこ

とは私は高く評価していますけれども、そのこととの関連がね、どうもよくわからないのです。  

 それで、実際にオイルが下がって、石炭が下がっているのかどうかはわからないけれども、

実際下がるのかどうかという辺りが一つ。 

 もう一つはその登別との関係で、最終的に白老町が自分のところで自分の出した大型ごみか

ら資源ごみ、すべてを処理しなくてはならなくなるでしょう。最終的には。そうしたら、今の

段階からそのことをきちっと視野に入れて、もちろん可燃ごみがきちっと燃料になることによ

って、埋立地が減る、延命されるということはこれはもう十分承知していますし、そのことも

効果としてはカウントするのが当たり前ですよ。しかし、登別との関係で、そういう将来的な
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ことをきちっと見てね、そしてごみをきちっとどういう体制にするのかっていうようなことを、

資源ごみも大型ごみも、きちっとしておく必要があるだろうと。そういうこととの関係できち

っとしておかないと、財政改革プログラムそのものがこういうところからね、せっかくいいこ

とをやっていても、そういうところから崩れていくのですよ。 

 だから、私やっぱりね、そういう見通しをどういうふうに思っていらっしゃるのか。改革プ

ログラムだけつくればいいなんてことには、僕はならないだろうと思うのですよ。そういう点

の見通しをどう思っていらっしゃるのか。この点、２点。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、新ボイラーですね。これについては、３割が廃木といって解

体した建物の木材を燃やすとか、あるいは廃プラとかですね。もちろん町の固形燃料も含めて

３割と。それで、残りは石炭なのですね。量にすると年間 15 万トンぐらいが石炭と。町の固形

燃料が１万 1,000 トンというような。それ以外のものについては、先ほど申し上げた木材関係。

それと、廃プラというような計画になっています。 

 それで、非常にこの新ボイラーの厳しいところは塩素を嫌うということで、0.3％未満の塩素

でないとはねられるという厳しいものでございます。そういったことで、町のほうでは…。石

炭については先ほどちらっと話しましたが、トン／２万円という形で、今、40 数％下がってい

るそうです。 

そんなことで、来年４月以降は今提示されている金額よりも下がるだろうというふうに想定

しておりますので、この計算をお願いしているのですが、なかなかちょっと出せないというこ

とで、何回もこうお願いをしているのですが、これは本社で計算していてですね、非常にこう

ややこしい計算をしなければいけないということで、出せていないということで。私どもはそ

の件について、困ってはいるのです。 

 それからもう一つ、登別に平成 21 年度から改めてお願いする部分について。これはこの場で

は余りはっきりは言えないのですが、いずれはやっぱり自前でやっていかないと、経費は削減

はやっぱり見込めないだろうという。ただ、初期投資があるものですから、これについてやっ

ぱりきちっとやっていかないと、今新財政改革プログラムという部分があって、少し時間をお

いてやっていく必要があるかなと。 

 それと、登別市と白老町の広域処理の部分がありますのでね。これもやっぱりもうちょっと

時間をおいたうえで進めていった方が、双方理解を得られるのかなというような感じでおりま

す。この辺はご理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。その点両方ともね、理解ができないとか言ってい

るのではないのですよ。ただ、出てきた後追いでやるっていうのは違うだろうと。やっぱり事

前事前に手が打てるものについては打つと。 

だから、日本製紙が現実的にやっぱり白老町のごみを燃やすということに対してね、ものす

ごいアピール度があって、今の地球温暖化対策からいったら、これは日本製紙そのものも、も
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のすごくプラスになる部分はあるのですよ、現実的には。ですから、そこは、頼むだけではな

いと思うのです、僕は。そういうことを理解している方がたくさん今、出てこなかったらおか

しなはずなのだから。今の社会情勢というのは。そういうことをね、逆手にきちっととるもの

はとると。 

 それから、登別との関係もわかりますよ。ですから、今までのボイラーをつくったときの起

債の関係等々含めてあると思います。ただ、今すぐできなくても、少なくても将来見通しをき

ちっと持ってやらないと、僕はね、同じ後追いになるって全部。そうではない形。今は改革プ

ログラムをやっているからこそそういうことをやらないとだめなのではないかと。私は思うの

ですよ。そういうことが、例えば基本構想の中できちっとうたわれているっていうようなね。

そういう形がないと、当面のものばかりでこう動いていくというのはね、僕はやっぱり違うよ

うな気がしているものですから、その点だけはね、きっちりやっていただきたいというふうに

思います。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 日本製紙については、当然このＣＯ２削減の部分だとか、それから

日本製紙がＰＲする部分、これについては、協議のたび余り刺激しない程度には、これはお話

をしておりますし、また日本製紙さんも私どもの施設については非常にご理解いただきながら

進めておりますので、これは何とかうまく進めていきたいというふうに。また、これからも努

力をしてまいります。 

 それから、登別市との関係でその資源ごみ等については、ある程度は試算をして、これだっ

たらいけるという部分の試算はやっております。これも機会があれば、ただ、実施はやっぱり

今すぐはできませんので、この辺も説明の機会があれば、説明をさせていただきたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田裕子君） ３番、西田祐子でございます。今ほども同僚議員の方のほうからいろ

いろ質問がありましたけども、私も平成 19 年５月 24 日のバイオマス燃料化施設整備事業説明

資料というものをいただきまして、そのときからずっとこの問題については説明を受けてきた

わけなのですけども、今回登別市さんとのごみの関係の問題についても、申しわけないですけ

ど町側から説明なく、本日聞いたわけでございます。 

また、今回日本製紙さんのほうから寄付いただけるということで、これは非常にありがたい

ことなのですけれども、ランニングコストの部分で一つ疑問が残るわけですよね。結局は電気

とか蒸気とかの単価が決まらない、また固形燃料の単価も決まらない。そこの中で果たして、

当初決められたこのスケジュールどおりにいくのかどうかというのが一つあったにもかかわら

ず、今 1,400 万円さらにかかると。 

 そしてもう一つ、今寄付いただいてこの工事をすることによって、ここの今つくられる配管

のメンテナンス、維持管理費も当然白老町で行うわけになってきますから、そうしましたら最
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初いただいたこの事業説明資料のコスト計算された部分がありますよね。事業支援推移表とい

う。こういうようなものが丸っきり違ってくるわけなので、これがどういうふうな形になって

いくのか、こういう資料をいただかないと、今回のこの補正予算の事業ですね、いいのか悪い

のか、正直申し上げてちょっと判断できかねるのですよね。できればそういう資料をいただき

たいなというふうに思うのです。 

 ですから、極端なことを言ってしまえば、委員会付託するなり、何かもうちょっと、方法を

とって、この辺の資料をいただきたいなと。そういしないと本当に判断できないので、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、いろいろお話があって、どれから説明をしたら。 

 まず、試算が昨年、当初 15 年で８億円削減できるという、そういう資料をお渡しして、これ

が多少狂ってはくるのでないかというお考えで、こういった資料を改めて出していただきたい

というふうな主旨だと思います。 

 固形燃料については、ある程度日本製紙と協議の中で、単価は出ております。ただ、今後ま

た、これは多少相場があります。相場によって単価が変わってきます。当然燃料も変わってき

ますから、蒸気も変わってくると。それで、これももうちょっと、提示はお待ちをいただきた

いと思います。相場より高めに提示をいただいております。そういったことを精査した中でや

らないと、全体の収支が見えてこないという部分があります。 

 それから、この８億円というのは、最終処分場も登別にごみを持って行って、その残渣が出

ますから、その残渣を白老町に持ち帰って埋めるとあと３年ぐらいで満杯になると。それのた

めに、新たに最終処分場をつくった場合、この先に提示している資料ではですね、11 億円かか

りますと。それで、いろいろこれも、11 億円はさらにいくらかかるのか、これも精査した中で

比較しなければいけない時期にきておりますので、こういったことも見直ししながら、また改

めて議員の皆さんに資料を提示させていただきたいと思います。 

 また、当然登別市にその処分手数料、負担金ですね。これも若干変わってきていますので、

こういったものも含めながら、見直しをして提示をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田裕子君） ということは、つまり資料とかそういう細かいものは後になりますけ

れども、とりあえずは今回はこの補正予算を通してほしいという意味なのでしょうけれども、

果たしてそれでね、私は正直申し上げてよくわからないなと。判断、本当にしかねると。これ

はちょっと私はできないので、その辺だけは申し上げさせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、日本製紙さんから蒸気と電気をいただかないと、この固形燃

料化施設は稼動しませんので、まずこれは設備をしないと、まずいけないと。これはもう 11

月中旬を過ぎていますから、これから冬に入りますので、当然基礎もありますし、今補正をし
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ていただかなければ、当然燃料化施設の稼動に支障をきたすということでございます。その辺

ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。今いろいろ聞いたのですがね、３つ、４つ聞きたいので

すが、１つは工事請負費が 13 億 5,975 万円で締結をしております。私はこのときに、地域の環

境影響調査はなされたのかと。このことがきちっとなされていないということで、私は当時は

反対した一人です。 

 お聞きしますが、今の、私はこの 13 億 5,975 万円。これに、今のこの電気と、この今の工事

分が入っているものだと、こう思っておりました。であれば、この寄付をいただかなければ町

はこのお金を用意しておかなければなりませんよね。それで、この分が余ったのかどうか。こ

の最初の計画から。 

 それからもう１つは、私は環境影響調査、あの地域の方々にきちっとした環境影響調査をし

て、それから今後白老町と日本製紙が公害防止協定を結ぶことになっていますね。それで、こ

れを結ぶ前に北吉原の環境、周辺の環境影響調査をきちっとして、今後は白老町と日本製紙の

公害防止協定、それから白老町と日本製紙の地域の公害防止協定もあります。それで、この辺

をはっきりしないと、今後工場が動いたときに、さて、どっちの責任なのだと。必ずこういう

ことが出てくるかもしれません。このために私は現在の環境調査と、それから操業してからす

ぐ、また新たなバイオマス分の環境調査をして、これをきちっと町民に示すべきだと、こう言

っているのですね。この部分はどうなっているのかということ。 

 それから、先ほどからいろいろお話があるのですが、私はもちろん先ほど、説明はわかりま

した。産建委員会にも説明したのも、いろいろな形で遅れたということもわかりました。 

 しかしながら、普通生産者それから買う方、受け入れる方。受け入れる方が生産者に寄付を

して、寄付をした後に価格を決める。こんなことが成り立つのかなって。私は全くこういう不

純な関係になってしまうのではないかなと、こう思うのですが、その辺の関係をきちっと、言

うことは言えますかね、これから。私はこれだけの 4,000 万円の寄付を受けて、それから値段

はいくらだ、蒸気はいくらだ、電気はいくらだと。このときに、きちっと物の考え方を言える

のかと、こう思っているのですが、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず、前段の環境影響調査と公害防止協定の関係でございま

すけれども、環境影響調査、これについては行っておりまして、昨年の 12 月で議論のあった後

に調査結果等がありまして、それをもちまして２月に地域の住民の方にご説明してございます。 

 一応住民説明会という形で、今年の２月 25、26 日北吉原地区、関係の、周辺の町内会さん等

にご説明申し上げてございます。 

 また、公害防止協定。これについては、工場と道、今後公害防止協定を締結して万全を期し

てまいりたいなと、このように考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 
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○副町長（目時廣行君） 日本製紙と白老町。これは、協力関係という形で今後も進めていか

なければならないというふうに思います。当然、燃料化施設は日本製紙にとってもメリットが

ありますので、町としてもこれはメリットがありますのでね、お互いに協力関係という形でこ

の寄付をいただいております。これ、不純な関係というとどういう関係なのか、これはちょっ

と理解は難しい部分があるのですが、今後ともお互いに協力しながら、双方メリットがあるよ

うな形で進めて行くべきだというふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） よろしいですか。 

目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） この電気と蒸気の、これ予算的には当初見ておりませんので、もと

もと日本製紙さんで設備をしていただくという考えで、これは燃料化施設のほうにこの工事費

は全く入っておりません。ですから、工事が余るとか、そういったことはまったくありません。  

 それから、メンテについては、これはまた協定みたいな形で日本製紙さんに協力をお願いす

るという形で考えております。どういった形になるかですね、それと、これ耐用年数がどのぐ

らいもつのかというのもある程度調べてはいるのですが、余り明快な答えは出てこないのです

ね。20 年ぐらいはもつだろうというふうにはとらえております。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。わかりました。私はこのバイオマスは決して悪いことで

もないし、すばらしいことだと思いますよ、成功すれば。 

 それで、成功するものだと思ってやっていますから、成功すると思いますけども、しかしな

がら先ほどから何度も出ておりますがね、もうこれまできたらランニングコストもきちっとわ

かるだろうし、当初はまだはっきりしていないって言った。それでもう４カ月後に迫った。そ

れから、登別市との関係もほぼ決まってきた。それで 15 年で８億円、この話も先ほどから出て

おりますが、このことがきちっとなされるのかどうかと。 

 私は萩原さんのこの前の説明では、この８億円を出すために一生懸命努力するのだという言

葉がありましたのですけども、この辺はきちっと予定どおりいく予定なのかどうかと。このこ

とをもう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） このランニングコストにつきましては、いろいろまだ不確定な部分

がございますので、これがある程度きちっとはちょっと難しいかもしれませんが、ある程度押

さえられた時点でこれは議員の皆さんに説明をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 登別市さんとの関係については、細かい部分はこれからまた出てくるだろうというふうに思

います。これについてはまた、報告する機会がございましたら報告をさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

 この 15 年間で８億円が、これがきちっと予定どおりなるのかと。これはいろいろ経済情勢あ

るいは社会の状況等が変われば、この金額が左右される部分がございますので、これはとりあ
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えずそういった部分の影響のある部分については修正して、議員の皆さんに報告するような形

をとらせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ございませんか。 

４番、及川 保議員。 

○４番（及川 保君） ４番、及川です。今までさんざん同僚議員との議論をお聞きしてまい

りました。私もこのバイオマス燃料、この案件につきましてはね、これはもう今の町の財政状

況も含めて、そして一般廃棄物のそれぞれの問題もありますし、これは推進するべきだという

立場で実は今まで対応してきたわけであります。 

 しかし、このようにね、先ほど来出ておりますように、議会とのね、町とのそのかかわりと

言いますか、副町長は大変申しわけなかったというような対応で、今までも何回かこう、実は

あるのですね。そういう場面が。 

 それで、こういう形でね、いきなりその本案となってね、議案として出されたときにね、一

体議員としてどういうその責任ある立場をとるのだというような形が非常に重要なこととして

残るわけですよね。それで判断を下すわけであります。そういうことをね、常に町長は議会と

の関係でね、そういう部分を真剣にお考えになっておられるかね、ぜひお聞きしてね、今後ど

ういう対応をされるのか、されていくのかという部分をぜひお聞かせいただきたいなというふ

うに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今の件でございますが、真剣に実は考えておりまして、これは当たり

前のことでございますが、こういうことは事前に議会のほうに説明すべきではないのかなと思

っておりました。 

 ただ、先ほど時間がなかったという理由がありました。それで、うちが出すのも実は遅かっ

たのかなと思っています。はっきり言ってですね。ただ、私としてはきちっと議論してもらっ

て、きちっと納得、理解してもらうには、やはり事前説明というのは欠かせないのではないか

と、私は思っています。 

 そういうことで、議会の事務局長のほうにも実はお伺いしました。なぜ、説明することがで

きなかったのだといったら、議会のそういう運営の何か規則があるみたいで、これは運営規則

以前の問題ではないかなと思っています。議論を深めたり、理解してもらうというのは当たり

前ではないのかなと。ただその、私は規則をもってこういう議会が、皆さんが理解できないと

きになぜ今頃出したのだと、遅いのではないのかということであれば、逆にその議会運営上の

規則をもう少し柔軟にしていただけないものかなと、実は私のほうも思っております。 

 ですから、今回の件に関しては、我々も議会に説明するのがちょっと遅かったのかなと思っ

ています。ただ、先ほども申し上げましたが、こういうのは信頼関係があって、良い町づくり

ができるものですから、議会との信頼関係は当然最重要でございますので、当然考えておりま

すことをご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 
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 はい、質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算(第８号)原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時５５分 

                                         

          再開 午後 １時００分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                         

◎議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 
○議長（堀部登志雄君） 日程第３、議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定

について。 

 本件については、平成 20 年定例会９月会議において、総務文教常任委員会に審査付託いたし

ましたが、その審査結果の報告書が提出されております。委員長の報告を求めます。 

 及川委員長、どうぞ。 

〔総務文教常任委員会委員長 及川 保君登壇〕 

○総務文教常任委員会委員長（及川 保君） 委員会審査報告書。 

本委員会に付託された次の議案について、その審査結果を白老町議会会議規則第 77 条の規定

により報告します。 

 記、１、付託議案。 

議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について。 

２、審査の経過。 

平成20年９月19日再開された平成20年白老町議会定例会９月会議において本委員会に審査

付託された議案は、新財政改革プログラムに基づく町税の超過税率の導入に伴うものである。 

この超過税率の議論は、先に、白老町財政健全化に関する調査特別委員会を設置し委員会報

告した経過もあり、産業厚生常任委員会との合同による審査の必要性があることから、産業厚

生常任委員会との協議により「町税の税率改正に関する連合審査会」を 10 月 10 日(金)、15 日

(水)、20 日(月)の３日間で開催した。 

 また、本委員会は、連合審査会での質疑・意見等の経過を踏まえて、６月７日(日)、15 日(水)、
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31 日(金)に委員会を開催し慎重に審議した。 

 ３、審査の結果。 

議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について、可決すべきものと決定。 

 ４、審査意見。 

先に審査を終了した白老町財政健全化に関する調査特別委員会において、８月 11 日再開され

た定例会８月会議での中間報告における議会の対案として、固定資産税の超過税率を 1.7％か

ら 1.65％に引き下げて提案するよう意見を付したところであるが、町は、議会が示した工業団

地や臨海部の土地売却による税率引き下げを財源とすることは、不確定要素であり新財政改革

プログラムの実効ある計画遂行のためにはプログラムに盛り込めないとして 1.7%のプログラ 

ラム案のとおりの税率を議案提案した。 

 連合審査会の開催により特別委員会が示した 1.65％に引き下げるための財源(４千２百万

円)を土地売却とすることについて議員各位の意見を求めたが、「1.65％を堅持すべき。」、「議会

の意見を踏まえてお互いに歩み寄る策はないか探すのが付託された意味ではないか。」等の意見

が出されていた反面、土地売却の対案については、「苦渋の中での選択であり、対案とするには

無理があったのではないか。」、「希望的観測であったのではないか。」等の 1.7％を支持する意

見も出された。 

 本委員会では、連合審査会で各議員から出された意見を十分に斟酌しながら審議したが、全

会一致とはならなかった。「特別委員会が示した税率 1.65％の議会意思の決定には重いものが

あり町民の付託に応えるためにも賛成できない。」という少数意見もあったが、「町の将来を考

えると財政健全化は避けて通れないものであり、固定資産税の税率を 1.7％にすることもやむ

を得ない。」との多数意見から付託議案を可決するものと決定した。 

 しかしながら、先の特別委員会の中間報告での固定資産税の超過税率に対する思いは、町民

に対する負担を極力軽減することが本意であったことから、今後の新財政改革プログラムの進

捗管理において、次の点を十分に配慮されるよう附帯意見とする。 

 (1)固定資産税の 1.7%の超過税率は、新財政改革プログラムの改革期間が経過した後、その

時々の財政状況及び経済状況を考慮し、また町民の意見を十分に広聴して超過税率の見直しを

すること。(2) 新財政改革プログラムの計画案を着実に実行することが責務であり、プログラ

ム案に盛られていない新たな行政課題は、個別ごとに財源的な裏づけ(補助対象等)を明らかに

して慎重に進めること。(3)白老町財政健全化に関する調査特別委員会が最終報告した審査意見

(９月９日定例会９月会議)の各事業を早急な検証を行い、プログラムの３年毎の総合的な見直

しの中で効果額を出し、新財政改革プログラムの計画期間の短縮を図ること。(4)総合計画実行

計画は、平成 20 年３月末をもって前期計画の期間が終了しているが、後期計画における事務事

業の選択にあっては、新財政改革プログラム(案)を十分に反映させる必要が不可欠なことから、

早急に議会に示すこと。 

 以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま、総務文教常任委員会及川 保委員長からの報告が終わり
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ました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑のございます方はどうぞ。 

 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。委員長に何点かちょっとお尋ねをしたいのですけ

れども、特に附帯意見を中心に尋ねをしたいのですけれども。 

 附帯意見の１点目なのですけれども、改革期間が経過した後とありますが、これは８年後に

税率を元に戻すというようなことも含めた検討をすると。税率を戻す、そういう意味。８年後

にね、税率を戻すという意味。そういう意味の議論なのかどうかということが１点です。 

 ２と４はちょっとあれですから、３番目の部分で、効果額が出た場合は期間を短縮しなさい

ということなのですけれども、これをその率、税率を下げるために使いなさいというような意

見はなかったのかどうか。それは、1.65 なのか 1.67なのか1.68 なのかわかりませんけれども、

そういう形にこの効果額を、税率を上げないということに使うというような議論はなかったの

かどうかというのが２点目。 

 ３点目に、議会の中間報告であります 1.65 との整合性の問題。議会としての整合性の問題を

どのように考えているか、そういうことでの意見、討論。そういう考え方が示されると、そう

いうことはなかったのかどうか。 

 この３点、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 及川委員長。 

○総務文教常任委員会委員長（及川 保君） この審査意見に対する質問がございましたので、

お答えしたいと思います。 

 委員、ご承知のように、この条例案が提示された後にここでもう再三述べられておるように、

議会全体による調査特別委員会を設置して、このことを慎重に、さらに大変な日数を重ねて議

論をしてまいりました。そして９月に条例提案、町が 1.7 ということでそのまま提案された経

過を踏まえて、さらに総務文教常任委員会に付託をされたと。こういう経過、ご存知のとおり

だと思います。 

 そこで、総務としまして皆さんのご意見が、これは、この審査をするに当たっては不可欠だ

ということで、連合審査という形で取り組んでまいりました。それが今ここに委員長報告した

ところでありますが、今質問の固定資産税のこの 1.7。その８年。この案は８年を残りね、計

画されておりますけども、これを見直しを図ると、図りなさいと超過税率の十分に町民の意見

を聞いて、見直しを図りなさいという提言をいたしまた。それは、その８年後に税率を見直す、

変えなさいと、こういう議論も実は中に出されておりました。 

 そういうことも含めて、今回この提言をさせていただいているというふうに、私は委員長と

して押さえております。これが不確定要素であるというのはこれはもう、論を待たないわけで

ありますけども、いずれにしても町側に対してこの部分についてはきちっと議会としての姿勢

を示しておきたいという部分でございます。 

 さらにもう１つ、これは３番目ですね。新財政改革プログラム期間の短縮を図ると、図るべ
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きだということでございます。これは町民の当然理解を得ながら、得なければならないこの計

画案でございますけども、議会としてはこの早期に、できるだけ早くこの状況を打破するとい

う観点からすると、ぜひこの今の厳しい状況を、いくらかでもとにかく早く解決してほしいと

いう願いをここに述べさせていただいているわけであります。 

 それからもう１つ、総合計画との関係であります。よろしいですよね。 

そういうことでご理解をぜひいただきたいなというふうに思います。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

 ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。今ほどの委員長の報告の中で、委員会

としてこのように可決されたわけなのですけども、全体での連合審査会の中では出されていた

意見だったのですけども、この固定資産税というものに対して、企業に対してどのような影響

を及ぼすかということを議論されたのかどうか。 

例えば、経済産業省とそれから国土交通省のほうから、21 年度の税制改正要望事項の中で、

固定資産税が高いので、国際力を高めるためにも企業にはぜひ固定資産税を減税するべきでは

ないかというのを、延長するべきだという具申がされておりますし、国土交通省のほうも、商

店街、そういうものを活性化させるためにも、それと同じようなことが必要であるというふう

に出ておりますけれども、その辺は委員会のほうでどのような話し合いがされたのでしょうか。

その辺をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 及川委員長。 

○総務文教常任委員会委員長（及川 保君） ただいまの質問にお答えしたいと思います。実

は、先のその特別委員会も含めて、そしてさらに今回の付託された案件の連合による審査会の

中においても、同僚議員の中から大変この厳しい 1.7 という、この数値というのは、税率とい

うのは大変疲弊したこの経済状況の中で、今後さらにまだ厳しい状況が予想される中で、この

税率というのは大変厳しいという意見が再三に渡って実は出されてございました。 

 この、今議員がご質問の委員会の中でどういう形で議論されたかと。こういうご質問であり

ますけども、その点についても審査を実は、議論をしております。ここに組み込めれば良かっ

たのでありますが、今国が出されている資料も示されておりましたけども、この部分について

は非常に地方が今厳しい、大変厳しいという状況も勘案されましてね、町側としても今後向こ

うこのプログラム案を遂行するに当たって、十分考えた中でね、町づくりを進めていただきた

いと。こういう議会の願いもありますが、残念ながらここに今盛り込むことができなかった、

申しわけないなという思いでおります。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） よろしいですか。ほかがないので、質疑なしと認めます。これをも

って質疑を終結いたします。 

 次に、大渕紀夫議員ほか２名から、議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例に対す

る修正動議が文書により提出されております。修正動議につきましては、所定の賛成者がある

ことから動議は成立いたしております。大渕紀夫議員ほか２名から提出のあった動議は、本案
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と関連がありますのであわせて議題とし、動議の提出者からの提案説明をお願いいたします。 

 10 番、大渕紀夫議員。 

〔10 番 大渕紀夫議員登壇〕 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。 

議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例に対する修正動議。提出者、賛成者は記載

のとおりでございます。 

議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例に対する修正動議。 

上記の動議を地方自治法第 115 条の２及び会議規則第 17 条第２項の規定により、別紙の修正

案を添えて提出します。 

議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例に対する修正案。 

議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例を、次のとおり修正する。 

 第 62 条中、1.4 を 1.65 に改める。以上であります。 

 このことにつきましては、我々この提出者３名は、３月の予算委員会で町民に負担をかけな

いこと。また、財政的な対策案もきちっと示し、そのうえで３月議会でも予算に対する修正動

議を出しております。それに基づきまして、今回白老町の特別委員会の中で中間報告 1.65 のパ

ーセントというのを出しましたけれども、そのパーセントまで町の税率を下げるということで

提案をいたしたいと思います。以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま、提出者から説明がありましたが、動議に対する質疑を許

します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 まず、本案に対する賛成討論の発言を許したいと思いますが。修正案ではなく、本案に対す

る賛成討論の発言です。本案に対する賛成。要するに原案ですね。原案に対する賛成討論です

ので、今の修正案ではございません。 

14 番、氏家裕治議員。 

〔14 番 氏家裕治議員登壇〕 

○１４番（氏家裕治君） 今回の原案に対しての賛成討論をさせていただきます。 

 本来議会の中での特別委員会の中で示された中間報告については、大変重要なものがあると、

私も認識をしております。しかし、議会のプライドでこれを堅持するということに固持する場

合、今後の白老町の町民の教育費、また福祉のそういった財源を脅かす、そういったことも懸

念される大きな重要な課題だと私はとらえております。 

 確かに長期間をかけて特別委員会で洗い出した、いろいろな問題については、今後毎年、１

年ごとに、しっかりこのプログラムを見ていくことが必要でありますし、３年ごとの見直しを

含めて、今後議会がしっかりとしたチェック機能を果たしていくことが、今後町民のためにな

ることだと私は思いますので、ここで今回の原案に対しての賛成討論とさせていただきます。 
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○議長（堀部登志雄君） 次に本案、及び修正案に対する反対討論の発言を許したいと思いま

す。 

 12 番、松田謙吾議員。 

〔12 番 松田謙吾議員登壇〕 

○１２番（松田謙吾君） 反対討論をいたしたいと思います。固定資産超過税率について反対

討論いたします。 

 平成 21 年から普通課税率 1.4％から、超過税率を３％上乗せして 1.7 に約 20％増の課税案に

ついて、もう少し緩やかにすべきとの考えから、反対の立場で討論いたします。 

 課税率については、私どもの会派の統一意見としては、また私一議員の立場としては、財政

健全化に関する特別委員会の会議の中において、1.55％、約 10％の超過税率が限度ではないか

と、私は何度も会派としても、一議員としても、主張いたしました。 

全議員の特別委員会の流れとして、1.6 として一度中間報告をいたしました。さらに1.65と、

さらに統一決定をし、委員会報告をされております。会派としても、特別委員会としても、何

度も議論を重ね、1.65％と決定報告されたものを 1.65％を覆すならば、時間をかけた議論、主

張はむなしく私は思います。 

 従って、原点に戻り反対を申し上げます。再生団体、再建団体回避。連結赤字の解消に向け

て、手数料の負担、使用料の負担増。町民サービス、福祉の後退が顕著であります。従って、

1.7％となると町民負担、１年２億 5,000 万円。再建計画平成 28 年まで 18 億円。これが後々も

ずっと町民が負担することになるわけであります。 

 確かに町の財政状況は厳しいものがありますが、厳しい中にも町民の生活を思う町政が進め

られるのが、私は町長の責任でもあるし、我々町民の代表である議員の責務でもある。このこ

とから私はこの 1.7％の税率を反対いたします。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 次に、修正案の賛成討論の発言を許します。 

 ９番、斎藤征信議員。 

〔９番 斎藤征信議員登壇〕 

○９番（斎藤征信君） ９番、日本共産党の斎藤でございます。第６号議案に対する修正案

1.65％に賛成する立場で討論いたします。 

 議会は、議会の総意として 1.65 を対案として示してまいりました。確かに 0.05％切り下げ

ることで、年間 4,200 万円の財源を生み出すことは容易でないことは確かであります。しかし、

特別委員会の報告書でも述べているとおり、超過課税導入は年金所得者や所得のない世帯にと

って、大きな負担になると指摘してまいりました。 

 現在の社会情勢からいっても、これ以上の町民負担は最小限に食い止めるべきだと思います。

このことから見て、財政改革プログラムに町立病院の 25 年改築を新たに盛り込み、さらに厳し

い財政状況にあっても、港湾建設や工業団地造成は、社会資本整備のため、地場産業振興のた

め、従来どおり推進すると表現しているのは、財政危機を招いた従前の考え方とさほど違いは

ないと言われても仕方がないのではないでしょうか。 



 30 

 現状にあって、町民１人１人の暮らしの安定を図ることから見れば、逆行することになるの

ではないかと考えます。以上のことを主張し、修正案に賛成するものであります。 

○議長（堀部登志雄君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。まず、本案に対して大渕紀夫議員ほか２名から提出された動議から採決い

たします。動議に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手少数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成少数。よって、修正案は否決されました。 

 次に、原案について採決いたします。議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制

定について。原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する 

条例の制定について 

議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について 

議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医 

療費の助成に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止 

する条例の制定について 

議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制 

定について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第４、議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について。議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について。議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定について。議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に

関する条例を廃止する条例の制定について。議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する

条例の制定について。以上、５議案を一括議題に供します。 

 本件については、平成 20 年定例会９月会議において、産業厚生常任委員会に付託いたしまし

たが、その審査結果の報告書が提出されております。 

 委員長の報告を求めます。 

玉井産業厚生常任委員長、登壇願います。 



 31 

〔産業厚生常任委員会委員長 玉井昭一君登壇〕 

○産業厚生常任委員会委員長（玉井昭一君） 委員会審査報告書。 

本委員会に付託された次の議案について、その審査結果を白老町議会会議規則第 77 条の規定

により報告します。 

記、１、付託議案。 

(1)議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。 

(2)議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。 

(3)議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について。 

(4)議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について。 

(5)議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について。 

 ２ 審査経過。 

平成 20 年９月 19 日再開の白老町議会定例会９月会議において、本委員会に審査付託された

議案は、新財政改革プログラム(案)として財政健全化の全体に及ぶため、総務文教常任委員会

との合同による審査の必要性が有ることから、総務文教常任委員会との協議により「国民健康

保険税等の改正・廃止に関する連合審査会」を 10 月 23 日(木)開催し、本委員会は、連合審査

会での質疑・意見等踏まえて、10 月 28 日(火)に委員会を開催し慎重に審議した。その結果は

次のとおりである。 

 ３ 審査の結果。 

(1)議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。可決すべ

きものと決定。 

(2)議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。否決すべきものと決定。 

(3)議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について。否決すべきものと決定。 

(4)議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について。 

可決すべきものと決定。 

(5)議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について。否決すべきもの

と決定。 

 ４ 審査意見。 

議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、今回の税

制改正において、基礎課税額の算出基準から試算割を廃止することにより、応能割・応益割の

平準化に伴い家族が多い世帯では国民健康保険税の増額が生じる。特に、給与収入 200 万円以

上及び年金収入 221 万円以上の世帯では、軽減措置の適用がない所得階層が発生し、賦課税額

の厳しい状況が懸念される。このことから、何らかの救済措置の検討を望むものとして意見を
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付し、可決するものである。 

議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について

は、北海道と共同で実施している乳幼児医療助成事業での町民税非課税世帯に対する初診時一

部負担金は町の単独事業として助成していたが、事業全体の見直しに伴い当該助成を廃止する

ものである。 

 町民税非課税世帯への負担金助成を廃止し、増収を図ったとしても、23 万円の増収しか見込

めないこと、また、子どもを持つ親の負担増を考慮し、本来、国、北海道及び町が少子化対策

を積極的に実施しなければならない立場にあることなどから判断し、制度継続を求め否決する

ものである。 

議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例については、北海道と共同で実施しているもので、町民税非課税世帯に対する初

診時一部負担金の助成事業は町が単独で助成してきたものである。当該助成事業の廃止による

増収は 59 万３千円であり、国の政策の中で見落とされていた町民税非課税世帯への助成制度と

して、存続を求め否決するものである。 

議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例については、北海道と共

同で老人医療費の助成を実施していたが、道老医療費助成制度の廃止に伴い、他市町村の類似

事業の廃止、老人保健法における対象年齢の引き上げなど、急速に進む高齢化に伴い社会環境、

住民意識が変化しており、75 歳以上が後期高齢者医療制度の適用を受ける中で、69 歳を対象と

した老人医療費助成を堅持することは、高齢者間に不公平感をもたらすものである。また、本

町の財政状況から判断しても、その支出に占める割合は高く、当該事業の廃止は止むを得ない

ものと判断するに至った。このことから、原案のとおり可決するものである。 

議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定については、定例会８月会議で

中間報告の中で、議会の総意として「下水道使用料の改定見合い分を水道使用料の値下げで行

うこと。」を町に具申しているにも関わらず、定例会９月会議でも条例提案がなく今日に至って

いることから、否決するものである。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま、産業厚生常任委員会玉井昭一委員長からの報告が終わり

ました。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑がございます方はどうぞ。 

 ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 委員長に議案第 10 号と議案第 11 号の件について２、３点お聞きいた

します。 

 まず、議案第 10 号 老人医療費の助成に関する条例の廃止ですけども、３点ほどありますけ

ども、一括でお聞きしていいですか。１つずつだね。そうしたら、それではまず報告書の中で、

69 歳を対象とした老人医療費助成を堅持することは高齢者間に不公平感をもたらすと、こう言

っていますけども、この不公平感ということは、具体的に委員会の中でどのような議論と、ど
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ういう定義付けをしたのかお聞きします。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井委員長。 

○産業厚生常任委員会委員長（玉井昭一君） ここにも書いてあるとおり、急速に進む高齢化

に伴い、社会環境、住民意識は変化しており、75 歳以上が後期高齢者医療制度の適用を受ける

中でと、こう書いてあります。一般的にはこの 75 歳以上が今は、高齢者に対する対象と考えて

いるのではないだろうかという点から、この 69 歳を固持するということは不公平感があるなと

いうようにとらえております。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） それでは、３つしかできませんので続けてします。 

 それでは今の答弁の中で 75 歳以上の後期高齢者医療制度の適用うんぬんとありましたけど、

これについては、町でやっている老人医療費助成制度とまるっきり制度が違うのですよね。そ

れと比較することがどうなのかなということがもう１点です。 

 次に、この老人医療費の助成に関する条例の目的の１つに、保健の向上に資するとあるので

すよ。保健の向上に資すると。この事業は、これまで大きな役割を果たしてきたと私は思って

おります。そして、町民の保健の福祉向上の面から、制度上のやめることに対するメリット、

デメリットを議論されたのかお聞きします。 

 それと、３点目。町の資料によると、19 年度での１人当たりの助成額が 55,439 円となって

います。これは、負担することになるのですよ。対象者が。この事業を一気に廃止することは。

55,439 円を負担することになります。対象者の影響度を考えれば、緩やかな助成の移行措置が、

私は必要ではなかったかと思うのですけども、この辺の議論が行われたのかお聞きします。 

 次に、下水道の部分ですね。今１点目として議案の 11 号、委員長報告の中に、８月 11 日の

８月の議会で財政健全化に関する特別委員会委員長が議会の総意として、下水道使用料金の改

定見合い分を水道使用料の値上げを行うことと。町に具申したにもかかわらず、定例会９月会

議でも条例提案がなく今日に至っていると今報告を受けました。 

そこで私も議会の総意が反映されてですね、非常に残念だと思っています。そこで委員長が 

述べていましたけども、議案が定例会９月会議に提案されて、産業厚生常任委員会に付託され

ています。その後、10 月 23 日連合審査。10 月 28 日委員会が開催されています。付託されてか

ら約１カ月半の日数がたっていますけども、この間使用料の軽減を探る手だてについて、町理

事者から委員会や議長を通して何らかの働きかけはあったのか。また、委員会から町理事者に

対して働きかけをしてきたのか。その点をお聞きします。 

 次に、さっきの特別委員会の審議の中で、上水道会計の利益剰余金の取り扱いについて、地

方公営企業法施行例や地方財政法の規定によって、議会の議決が得れば、一般会計や他の特別

会計に繰り入れで使うことができるのかという質問がありました。町の答弁は、法的には議会

が議決した場合可能という答弁をいただいております。 

 しかし、町としては将来的に水道の施設整備を考慮すると、他の会計のために使うことがで

きないとの姿勢でありましたけども、先の上水道の使用料の値上げも含めてですね、本件は緊



 34 

急避難的な重要な課題と認識されれば、これは町長の政治的判断で実行できるものと私は思っ

ています。 

 そこで、この点について委員会で議論されましたと。あるいはまた、町のほうから改めて理

事者のほうから考え方が示されたのか、その辺お聞きします。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井委員長。 

○産業厚生常任委員会委員長（玉井昭一君） 玉井です。先ほどの、国の 75 歳以上というのは

国がしている行為だと。それと 69 歳については、町がしている行為だと。それと比べては不合

理ではないかという意見でございますが、私どもは先ほども言いましたように、一般的にと申

しております、あくまでも。それでそういうふうに結果を出したところでございます。 

 それから、町民のメリット、デメリットについてということですよね。その辺は、委員会で

は詳しくは論議はされていないのです。しかし、これも私のまとめとしてこういう言い方を、

言い回しをした報告になっております。 

 それから、議案 11 号では、いずれにしましても議論はされておりません。この、今言われた

３項目ですか。それについては委員会では議論はされておりません。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） よろしいですか。ほか、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 次に、議案について順次、討論・採決を行います。 

まず、議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。よって、議案第７号は委員長報告のとおり決定いたしま

した。 

 次に、議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 まず、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 ５番、山本浩平議員。 

〔５番 山本浩平議員登壇〕 

○５番（山本浩平君） 議案第８号に、本案に対する賛成討論を行いたいと思います。 

 私、人情といたしましては、この制度の継続、これはやはりお願いをしたいところではござ

います。しかしながら、道の事業全体の見直しに伴ってのことであります。今の白老町の財政
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健全化の状況、新財政改革プログラムの１年でも早い遂行、このためにはやはりこの道の事業

全体の見直しに伴って、白老町独自の上乗せ、横出しの事業に関しましては、やはり涙をのん

で廃止を止むを得ないというような観点から、この議案第８号に関しましては賛成の立場で、

賛成の討論とさせていただきたいと思います。以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 ９番、斎藤征信議員。 

〔９番 斎藤征信議員登壇〕 

○９番（斎藤征信君） ９番、日本共産党の斎藤でございます。 

第８号本案に対しまして、反対を表明いたします。 

 財政難の折とはいえ、乳幼児の命にかかわる部分の削除。さらには少子化対策にかかわる部

分の削除は、町政を預かる者としては１番慎重でなければならないはずであります。 

 非課税世帯の初診料支援は、政策の工夫により継続すべきだと考えます。血の通った温かい

町政を期待し、町助成の削除案に反対いたします。 

○議長（堀部登志雄君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例の制定について。本案に対する委員長報告は、否決であります。従いまして、原案

について採決いたします。 

議案第８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手同数〕 

○議長（堀部登志雄君） 以上のとおり、採決の結果は可否同数であります。よって、地方自

治法第 116 条第１項の規定によって、議長が本案に対して採決いたします。 

議案第８号については、議長は可決と採決いたします。 

よって、議案第８号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。賛成討論はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 反対討論はありますか。 

11 番、土屋かずよ議員。 

〔11 番 土屋かずよ議員登壇〕 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、日本共産党、土屋かづよでございます。 

 この議案第９号に関して私は、国の地方自治体に対する強硬な圧力が行われているという中
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で、これ以上やっぱり、障がい者の方とか一人親の方々の負担をふやしてはならないという、

そういう思いでこの議案第９号に対して反対を表明します。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、討論はありませんか。賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する委員長報告は否決であ

ります。したがって、原案について採決いたします。 

 議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手同数〕 

○議長（堀部登志雄君） 以上のとおり、採決の結果は可否同数であります。よって、地方自

治法第 116 条第１項の規定によって、議長が本案に対して採決いたします。 

議案第９号については、議長は可決と採決いたします。 

よって、議案第９号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） まず、本案に対する反対討論の発言ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

〔２番 前田博之議員登壇〕 

○２番（前田博之君） 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について、

反対討論を行います。 

 町は、白老町の財政状況はこのままでは財政破綻するとして、財政再生のために新財政改革

プログラムを策定しました。このプログラムで歳出削減、事務事業の見直しの名のもとに町独

自の福祉や医療サービスのカットが進められております。あわせて町の単独事業でサービスの

上乗せ、横出ししている事務事業の廃止を打ち出しました。 

その方針に沿って、町は 69 歳が対象者となる白老町老人医療費助成事業を廃止することとし、

先の定例会９月会議で本案の廃止条例の議案が提案され、産業厚生常任委員会に付託され、同

委員会から報告を受けて、ただいま審議されました。 

老人医療費助成の状況は、平成 19 年度決算で対象者 346 人、助成総額 1,918 万 2,000 円で 1

人当たりの助成額が 55,439 円となっております。このことから、本事業を 21 年度で一気に廃

止しますと、医療費助成を心待ちにしていた人たちに与える影響ははかり知れないものがあり、

大きな負担となります。 

 以上のことから私は、本案の医療費助成事業については段階的に緩和措置をとるべきと考え

るものであります。今後対象者の理解を得るためにも、町が説明責任を果たしつつ、段階的に
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軽減を図っていくべきであります。 

なお、削減する額に対する財源対策は、この場ではあえて具体的に提示しませんが、町長の

決断を含めて、事務事業を見直しすることで十分捻出することができると思われます。よって、

老人医療費助成事業の町民負担を段階的に軽減するため、町長に政策変更をしていただきたく、

私は本事業に反対いたします。議員の皆様のご理解をお願いするものであります。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条

例の制定について。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。よって、議案第 10 号は委員長報告のとおり決定いたしま

した。 

 次に、議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） まず、本案に対する賛成討論の発言を許しますが、賛成討論。本案

に対するです。 

14 番、氏家裕治議員。 

〔14 番 氏家裕治議員登壇〕 

○１４番（氏家裕治君） 賛成討論について、議員の皆様方にご報告いたします。 

 今回のこの白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定については、確かに下水道の値上

げ分を水道料使用料の値下げで行うべき、そういった意見が特別委員会の中でも示されており

ました。 

 しかし、これについてはまだまだ議論が深まっておらず、今回のこの下水道使用料の値上げ

については、賛成すべきと私は考えております。 

 ただ、これからのこの水道料金の値下げについては、今後の議会の議論の中でしっかりとま

た推し進めていくべきと。これはまた、一緒に考えてはいけない問題だと私は考えております

ので、今回のこの議案については賛成とさせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 12 番、松田謙吾議員。 

〔12 番 松田謙吾議員登壇〕 

○１２番（松田謙吾君） 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、反対をい

たします。 

 私は下水道事業、白老の特別会計の中の半分以上を占めている大きなこの事業であります。

そして、何年後とかにこう下水料を上げていくと、１立方 42 円から始まって、今回の値上げが
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90 円を越える。このまま３年ごとに改正をされていくと、どんどんどんどん上がっていく。私

はこの下水道が、平成11 年から大きな赤字に転落したのですが、この白老の今大きな赤字の大

きな根源になっているのは、やっぱり下水道事業だなとこう思っておりますし、そういう点か

らいくと、この下水道事業が緑泉郷から入っていって、太平洋団地や岩倉団地のこの下水道事

業を停止したということは、私は大きな英断だったと、こう思っております。 

 この下水道事業と水道事業というのは連携をしておりましてね、私は今回この委員会報告で

もあるように、この改定の見合いを水道料金の値上げで行うこと。こういう委員会報告が出さ

れているのですが、行政側からこの使用料の値上げについてのお話が一つもない。私は特別委

員会の報告が無視されているのかなと、こう思っております。 

 私はこの下水道料金を値上げする前に、やはり使用率。例えばその地区、地区によって違う

のですが、虎杖浜の話を言って悪いのですが、60％ちょっとしかいっていない。北吉原も 80％

ぐらいなのですが、この使用率をもっと上げるべきだと。この使用率を上げてから、新たな料

金改正を図るべきだと、私はこう思っております。 

 それから、水道料と下水道と連動していると言いましたが、私は今、町の水道利用率がどん

どん下がって、水の使用量が下がってきております。私はそれで、この委員会でもこの浄水場

を廃止したらどうだ、浄水場３カ所あるうちの１カ所ぐらい廃止をして、そして維持管理を浮

かすべきではないかなって。こういう意見も随分述べてまいりました。 

 そんなことも含めて、それを含めて、この使用率を高めながら、それから今下水道の廃止し

たのですが、この辺を含めてもう少し慎重にしながら、この下水道料を上げるべきだと。こん

なことの思いで反対をいたします。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほか。賛成討論ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

〔５番 山本浩平議員登壇〕 

○５番（山本浩平君） 議案第 11 号につきまして、賛成討論をさせていただきたいと思います。  

 新財政改革プログラムの計画期間内での遂行が、私は不可欠であるという認識でございます。

これは将来の町づくりには欠かせない重要なことであると、そのように考えているからでござ

います。 

 職員の給与カット 20％が、仮に 10 年以上伸張していきますと、若手の有望職員がますます

他の道を選択していくと、ふえてくると、このように考えております。戦力の低下は行政だけ

ではなくて、町づくり全体に大きな影響を及ぼしていくと、このように考えております。 

 ここは、町民の皆様方に大変苦しいことをお願いするわけでございますけれども、なにとぞ

町民のご理解とご協力をいただきながら、新財政改革プログラムの計画期間内での遂行を行う。

これを１番目に私は考え、11 号の議案の賛成討論とさせていただきたいと思います。以上であ

ります。 

○議長（堀部登志雄君） 次に、本案に対する反対討論です。 
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 ９番、斎藤征信議員。 

〔９番 斎藤征信議員登壇〕 

○９番（斎藤征信君） ９番、日本共産党の斎藤でございます。 

 下水道条例の改正案に対しまして、反対を表明いたします。 

 全議員による特別委員会が調査報告書で示したとおり、財政再建のあらゆる対策が町民負担

としてのしかかる状態を良しとするものではありません。現在町民がおかれている経済状況か

ら見ても、負担軽減ができるものは可能な限り考慮すべきものであります。 

 特別委員会が示した水道料金値下げの対案に対して、町は新財政改革プログラム案の中で、

公営企業法のかかわりで、町全体の赤字補填はできないというふうに説明しています。対策は

赤字補填ではなかったはずであります。健全会計で剰余金を持ち、これから先も維持できる、

その見通しのある水道料金を幾分なりとも値下げすべきという対案だったはずであります。 

 中間報告書の中でも、緊急避難的措置として対応すべきというふうに断っています。 

 町は、浄水場の老朽改築も値下げできない理由に挙げていますが、剰余金をゼロにしてもい

いとか、赤字を出してもいいとか誰も思っていないのは当然であります。値上げ率の考慮もで

きたことだろうと考えれば、そのことに町が一考だにしなかったことを承認するわけにはいき

ません。 

 以上のことから、原案に反対するものであります。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、本案に対する委員長報告は、否決であります。したがって、原案について採決いたしま

す。議案第 11 号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手同数〕 

○議長（堀部登志雄君） 以上のとおり、採決の結果は可否同数であります。よって、地方自

治法第 116 条第１項の規定によって、議長が本案に対して採決いたします。 

議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について、議長は可決と採決い

たします。 

よって、議案第 11 号は、原案のとおり可決いたしました。 

                                         

◎閉会の宣告 

○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。 

 議長より、念のため申し述べておきます。明日、11 月 18 日から 12 月 26 日までの間は、休

会となっているので、ご承知願います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ２時１１分） 
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