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平成２０年白老町議会定例会６月会議会議録（第１号） 

 

平成２０年６月１７日（火曜日） 
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〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
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    ◎開会の宣告 

〇議長（堀部登志雄君） ただいまから平成20年白老町議会定例会６月会議を開会いたします。 

（午前 ９時５８分） 

                                         

    ◎開議の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  これより本日の会議を開きます。 

                                         

    ◎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。 

                                         

    ◎会期の決定 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 先に議会運営委員会委員長から６月13日開催の議会運営委員会での本定例会の運営につい

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〕 

〇議会運営委員会委員長（山本浩平君） 議会運営委員長報告。 

 議長の許可をいただきましたので、６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６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、総務課長、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。 

 本定例会に付議され提案されている案件は、町長の提案に係るものとして、各会計の補正予

算４件、条例の一部改正、廃止８件、固定資産評価審査委員会委員の選任同意１件及び出資等

法人の経営状況説明書の報告１件の合わせて議案14件であります。 

 また、議会関係としては、農業委員の議会推薦、議員の派遣承認、意見書案７件及び委員会

報告等が予定されております。 

 次に、意見書案は、各会派代表から７件提出されております。 

会派調整の結果、意見書案第８号から第14号の７件については、全会派一致により提案いた

しますので、先例により議長が会議に諮って質疑・討論を省略することといたします。 

 次に、一般質問は、既に６月９日・10時に通告を締め切っており、議員７人から９件の質問

の通告を受けております。 

 このことから、一般質問については、６月17日・18日の２日間で行う予定としております。 
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 次に、「通年議会」の本格実施に伴う会期の件についてであります。 

 ５月26日の本会議において、「白老町議会の定例会の回数を定める条例」の改正を行い、定例

会の回数を年１回と定めたところであり、本日招集された本会議より導入となります。 

 本定例会の会期については、通年議会の実施に伴って本日から12月28日までの195日間とした

ところであります。 

 なお、本日までに上程されている議案の審議については、おおむね３日間としているところ

であります。 

 以上、議会運営委員長の報告といたします。 

〇議長（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、何かお聞きしたいことがありましたら、どうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（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。 

お諮りいたします。定例会の会期は、ただいま議会運営委員長から報告のとおり通年議会を

本格導入したことにより、本日から12月28日までの195日間といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から12月28日までの195日間と決定いたしました。 

                                         

    ◎諸般の報告 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、議長から諸般の報告をいたします。 

 定例会の会期は195日間と決定しましたが、６月会議における全日程の予定については別途お

手元に配付のとおりであります。また、議会の休会及び閉会中における動向につきましても別

途お手元に配付のとおりであります。 

 次に、例月出納検査並びに工事監査の報告について。 

 地方自治法第199条第４項の規定により実施した工事監査の結果並びに同法第235条の２第１

項の規定による例月出納検査の結果を同法第199条第９項並びに第235条の２第３項の規定によ

り監査委員から別紙のとおり報告がありました。 

 別紙報告書の内容等については、朗読を省略いたします。 

 この件について、何かお聞きしたいことがあれば、どうぞ。ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ないようですので、それでは本件はこれをもって報告済みといたし

ます。 

 次に、議員の派遣結果について報告いたします。 

 会議規則第121条第１項のただし書きの規定に基づき、３月定例会において議員派遣の議決を
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した以降、現在まで議会に関するものまたは町及び各団体から出席要請があったもののうち、

議会との関連性など派遣の必要性を議長において判断し、議員の派遣を決定したものでありま

す。 

 その派遣結果については、お手元に配付のとおりであります。 

                                         

    ◎町長行政報告 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いた

します。 

 飴谷町長、どうぞ。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 平成20年白老町議会定例会６月会議の開会に当たり行政報告を申し上

げます。 

 初めに、日本製紙株式会社白老工場の黒液漏えいトラブルについてであります。 

 ５月29日午後９時20分ごろ、パルプの製造工程で使用する蒸解がまの配管部分から黒液が周

辺民家に飛散したものであります。同工場では、周辺の106戸の民家に汚れが付着していること

を確認し、直ちに関係機関に連絡を行い、対象となる民家に対し文書を配布し、状況説明を行

ったとの報告を受けております。 

 なお、町では翌日30日に胆振支庁、苫小牧警察署と合同で立入調査を実施し、原因の究明と

再発防止策の報告を求めたところであります。原因は、休転時に交換したバルブの急激な圧力

変動により配管パッキンが耐え切れずに破損したものであり、既に対策はとられている旨の報

告を６月３日に受けております。 

 今後、このようなことのないよう、同社に対して地域住民の健康と環境保全に万全を期する

よう、改めて指導をしたところであります。 

 次に、町立病院医師の採用についてであります。 

 平成20年４月に外科医師１名が退職し、３名体制で診療を行っておりましたが、このたび７

月１日付で内科医師小沼正和氏の採用を決定いたしました。小沼医師は、一般内科、特にリュ

ーマチ専門医であり、自治体病院の職歴も長く、高齢者を中心に地域医療を支えるために活躍

を願うものであります。 

 なお、本６月会議には、議案13件、報告１件を提案申し上げておりますので、よろしくご審

議賜りますようよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  次の日程に入ります前にお諮りいたします。 

 議案の内容等により、先議あるいは日程の変更等をあらかじめ議長に一任していただきたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ご異議なしと認めます。 
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 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

    ◎一般質問 

〇議長（堀部登志雄君）  本日と明日は一般質問を予定しております。 

 各質問議員にお願いを申し上げます。既に通告されております内容を見ますと、質問項目に

おいて同様の趣旨と思われるものが見受けられます。したがいまして、先に質問した議員に対

する町理事者の答弁を得たものについては、重複して質問しないよう議長から特にお願いを申

し上げます。町側の答弁についても簡潔明瞭にするよう、議長から特にお願いを申し上げます。 

 また、自治基本条例第19条の規定による質問議員に対する反問がある場合は、議長の許可を

得てから後に行うようお願いいたします。 

 日程第３、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） ２番、前田です。それでは、町長に地方港湾白老港についてのみ、１

項目12点について質問をいたします。 

 財政再建真っただ中にあって、港湾の建設や整備について、私が知り得る町民の方々の中で

もそれぞれの見解が違います。議会の中でも今までの議論を顧みますと、中止、凍結、縮小、

延伸、受益者負担、そして促進と意見が分かれています。私には余りしがらみがありませんの

で、中立の立場で町や町民にとってどのような選択がベストなのだろうかということを判断材

料にしていただき、情報を共有していくためにも白老港の建設、整備などについて質問いたし

ます。 

 まず、１点目であります。財政再建のため町税の増税を初め、町民負担が目の前に迫ってき

ております。財政悪化の要因に財政規模を超えての事業拡大、多額の借金をしたこと、そして

港湾を初めとする特別会計の赤字を放置していたと町長は町民に訴えてきました。しかし、要

因の中で港湾建設に関しては具体的に触れてはおりません。そこで、港湾の投資に要した第１、

第２、第３商港区の事業費と町の負担額についてお聞きします。 

 ２点目でありますが、積極的に行ってきた港湾建設のほとんどの財源を借入金に頼ってきま

した。19年度末の一般会計での借入金残高総額のうち港湾建設に係る借入額と全体に占める割

合がどうなっているのかを質問いたします。 

 ３点目として、第１及び第２商港区の貨物取り扱いについてでありますが、過日も新聞報道

では華々しい見出しで貨物の実績が記事になっていました。ますます貨物がふえることは期待

しますけれども、そこで第１、第２商港区での計画貨物量と実績貨物量について伺います。 

 ４点目として、公共中央１号上屋を経営しています港湾機能施設整備事業特別会計は赤字体
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質にありますが、一般会計からの赤字補てんや有利な借入金の変更などで赤字を穴埋めしてい

ます。１号上屋の経営の基本をなす貨物量の計画とその実績及び採算性と対策について伺いま

す。 

 ５点目であります。平成17年、2005年、第３商港区が事業決定し、平成18年、2006年に工事

着工しましたが、平成17年度に策定した基本構想による完成年度と総事業費、そして事業採択

された事業計画とその額について伺います。 

 ６点目でありますが、17年に改定された港湾計画基本構想では、それまで220万トンとしてい

た取り扱い貨物量を351万トンに変更しました。そこで、351万トンの具体的貨物の品目や量、

その積算根拠と達成する可能性について伺います。 

 ７点目であります。前回の基本構想では、整備目標年度を平成20年度前半としていましたが、

今回は20年度後半に変更されています。第３商港区が使用できる使用開始年度と、それまでに

要する事業費と町の負担額をお聞きします。 

 ８点目の質問をします。第３商港区の取り扱い荷物の品目が多岐にわたっていると思われる

が、供用開始まで港湾機能施設や荷さばき施設の整備計画はどのように具体化されているのか。

また、その施設費用と負担額は幾らになるのかお聞きします。 

 ９点目として、第３商港区の整備の大きな理由をチップ船の入港による貨物量の大幅増加と

現在室蘭港に陸揚げされている輸入木材チップを白老港にシフトする計画を見込んでいます。

第３商港区供用開始までシフトできるように、町は日本製紙の意向を確認していると思います

が、室蘭港と白老港との整合性についてお聞きします。 

 10点目を質問します。町長は、第３商港区の整備促進について日本製紙白老工場が未来永劫

存続してもらうためにも、公費負担で港を整備し、活用してもらうようにしたいと議会や公の

場で発言をしています。町長は、日本製紙が第３商港区を使用するに当たり、日本製紙の合意

形成あるいは協議がどのように進んでいるのか、その経緯について質問いたします。 

 11点目であります。港がどんどん西に延びていき、航路の安全性や、さらに漁港区は狭隘と

言われていますが、商港区とのすみ分けで問題点や課題を押さえているのかをお聞きします。 

 12点目、最後になりますけれども、町長は町の財政再建による財政の立て直し、一方町の活

性化、そして町立病院の再生と、今町は地域崩壊の岐路に立たされていますが、このような状

況下で港湾建設、整備のあり方も大きく左右されていくと考えられますが、町長の港に対する

姿勢と港が白老町にとってどのように展望が開かれていくのかお聞きします。 

 以上です。 

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） 地方港湾白老港の整備等についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の第１、第２、第３商港区に要した建設事業額と町負担額はであります。漁港区、第

１、第２商港区を一体として建設しており、昭和57年から平成17年度までの24年間で、建設事

業額約636億9,000万円、町負担額約119億1,000万円となります。平成19年度までの一般財源と
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起債償還額元利を合わせた町の支出額は約101億円であり、起債償還に係る交付税額は75億

7,000万円が歳入されており、このようなことから実質町の負担額は約25億3,000万円となりま

す。したがって、26年間の単年度当たりの平均負担額は約9,700万円となります。第３商港区の

今までの投資総額については、平成17年度から平成19年度までの３年間で、建設事業額約64億

9,000万円、町負担額約12億2,000万円となります。また、交付税算入予定額は約６億円となり、

単年度の負担額は約２億円となります。 

 ２点目の一般会計借り入れ総額に占める港湾建設借入額とその占める割合であります。平成

19年度末港湾関係債の残高は約71億3,000万円であり、一般会計借り入れ総額に占める割合は

43％となっております。 

 ３点目の第１、第２商港区の計画貨物量と実質貨物量についてであります。計画貨物量は、

第１商港区41万3,000トン、第２商港区87万5,000トンとしており、平成19年の実績貨物量は第

１商港区76万9,000トン、第２商港区28万4,000トンとなっております。 

 ４点目の公共中央１号上屋の貨物取り扱い量の計画と実績及び採算性と対策についてであり

ます。公共中央１号上屋については、現在２社において全面積を使用しており、使用料金の収

入としては計画どおりの歳入となっております。港湾機能施設整備事業特別会計は、整備費用

と維持管理経費を耐用年数の45年で回収するため、長期債元利償還期間の20年間は単年度赤字

が発生することとなり、累積赤字がふえますが、平成19年度で累積赤字を一般会計からの繰入

金で解消し、平成20年度からは資本費平準化債と一般会計からの繰入金で単年度赤字を発生し

ないよう対策を講じる考えであります。 

 ５点目の第３商港区の基本構想による完成年度と総事業費、実施計画についてであります。

暫定供用開始を平成24年度に予定し、完成年度は平成20年代後半を目指しております。総事業

費は、単独事業も含めて222億円を予定しております。また、実施計画は泊地、マイナス7.5、

11メートルを20万1,000立米、防波堤及び護岸整備を915メートル、7.5メートル岸壁、11メート

ル岸壁の整備500メートルのほか、小型船だまり、臨港交通施設、用地造成等を予定しておりま

す。 

 ６点目の第３商港区取り扱い貨物量351万トンの具体的内容と積算根拠及び可能性について

であります。ご質問の351万トンは、白老港全体の計画取り扱い貨物量でありますので、白老港

全体についてお答えいたします。白老港の計画取り扱い貨物量は、漁港区で水産品を主なもの

として8,000トン、第１商港区で砂利、砂、石材を主なものとして41万3,000トン、第２商港区

で砂利、砂、その他非鉄金属鉱物等を主なものとして87万5,000トン、第３商港区で木材チップ、

紙パルプ、石炭を主なものとして221万9,000トンの合計351万トンを計画しております。積算根

拠としましては、今後景気動向に左右されるとは思いますが、企業ヒアリングによる将来計画

の積み上げにより計算しております。 

 ７点目の第３商港区の供用開始年度と供用までに要する事業費と町負担額であります。平成

24年度に暫定供用開始を目標に整備を進めており、事業費約142億8,000万円、町負担額約29億

4,000万円を予定しております。 
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 ８点目の第３商港区の港湾施設、機能施設、荷さばき施設の整備計画と費用負担であります。

第３商港区で取り扱う貨物量の大きな部分を占める木材チップ及び石炭の輸送方法によって費

用が異なることから、現在協議中でありますので、ご理解願います。 

 ９点目の日本製紙の室蘭港と白老港の整合性についてであります。白老港利用のほうが輸送

コスト縮減の面から経済的であるとの認識をいただいているところであります。 

 10点目の第３商港区使用に伴う日本製紙との合意形成、協議経緯についてであります。平成

16年に私と国土交通省の幹部とで日本製紙本社で利用について経済的に合えば使用するとの認

識をしております。その後、チップ船の利用に向けて本社や船会社と協議を進め、国土交通省

の発注による操船シミュレーションを日本製紙や船会社２社の立ち会いを依頼し、実施してお

ります。 

 11点目の漁港区の整備計画と商港区のすみ分けでの課題であります。漁港区の整備としては

完成と考えておりますが、これからは第３商港区の整備の中で国土交通省の協力をいただきな

がら漁組と連携し、自然環境調和型の栽培漁業の土台となる海の畑づくりを進めたいと考えて

おります。また、商港区のすみ分けでの課題としましては、今後大型貨物船の入出港が頻繁と

なることが予想されることから、より安全な港湾となるよう港湾関係者と船舶航行安全協議会

を立ち上げてまいります。 

 12点目の港湾建設、整備に対する町長の姿勢と具体的な展望はであります。第３商港区は、

町の生き残りを考えたとき、この白老港を利用する企業の税収や安定雇用、さらには地域経済

等の将来に与える影響も多大なものがあり、必ず整備しなければならないものと確信しており、

今後とも町の財政状況を見きわめながら、一年でも早い完成を目指し、積極的かつ集中的に整

備を推進してまいる考えであります。 

 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） それでは、１点目からそれぞれやっていきたいと思います。 

 まず、１点目の建設事業額に要した町負担額の部分でありますけれども、経営企画課長に伺

いますけれども、ただいま２点目で借り入れの残高が一般会計に占める額、港湾の残高ですね、

これが43％になっていますけれども、これについては分母の部分と、この43％を計算するのに

元金と利息が含まれている数字なのか伺います。 

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） まず、分母の数字ですね、この数字は164億5,300万円です。

それと、利息が含まれているかということですが、この計算は利息が含まれておりませんので、

利息を含みますと分母が187億1,800万円、それと分子が11億3,700万円、割合は43.47％となり

ます。 

 以上です。 

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） 町長にちょっと伺いますけれども、今交付税の算入額で白老町の負担

は平均額26年間で9,700万円だよというような答弁ありましたけれども、これは交付税のとらえ

方が非常に違ってきますので、私のとらえた部分でも若干お聞きしますけれども、港湾建設の

まちの負担額が、今話ありましたように19年度末で131億4,000万円となっています。別に私資

料をもらっていますけれども、資料を見ますと、国からの、今町長もお話しした交付税、交付

金ですが、借入金の返済金として見ている額が、今町長答弁いただいた分は総額入っていると

思いますけれども、交付税に公債費、借入金総額の部分、これだけ見ますよという額がトータ

ルで62億円交付税で来ているのです。この額を負担額の、今言った131億4,000万円から差し引

いて、私は19年度まで計算しますので、それが26年間あります。これで割り返すと１年間２億

8,000万円ぐらいの負担になっているのです。ほかの単位費用とかという部分は、人件費とかい

ろいろ入ってきますから、それを抜きにして公債費だけで割り返すと２億8,000万円の負担にな

っていると。これは、私がはじいた数字であります。さらに、今町長が答弁ありましたように、

建設港湾費の借り入れ残高が借入金の総額の43.47、約43.5％占めていますし、これと別に港湾

関係の２つの特別会計がありますけれども、それの借り入れ残高が12億7,000万円あります。当

然ですけれども、43％の中には入っていません。 

 そこで、港湾建設の投資額が今回の財政危機を招いた一つの要因であると私は思っています

し、見解の相違があると思いますけれども、私はそう思っています。数字の上からも、今お話

ししたように事実なのです。町長は、身の丈に合わない財政運営をしてきたからと、過去の財

政運営を批評しながら、港湾事業については、きょうの答弁で最後で積極的に進めると言って

います。ほとんど触れてきていませんでした、この身の丈に合った部分ということのすり合わ

せで。厳しい財政状況下で町長は第３商港区の建設に優先的にこれからも事業費を投入するし、

前年度もかなりの額が投入されています。町長は、この辺について、財政運営上からの姿勢に

矛盾を感じないのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 私、見きわめながらということで答弁させていただきました。ただ、

その裏にあるのは、日本製紙が未来永劫白老町に存在しますよという議論の中で言うのであれ

ばわかるのです。前田議員は私も部下で使われましたが、企業は行くものだよというようなこ

と、企業誘致を一生懸命私に指導していただきました。日本製紙関連で上げる税収が約６億円

あります。要するにこの６億円の税収の中の範囲内が、この投資もあと何年ですか。最後まで

といったら10年ぐらい、細々変わりますけれども、暫定供用までは24年、25年目指しますので、

あと四、五年で終わります、大きな投資はですね。ですから、極端に言うと６億円の税収を稼

ぐために今現在で２億円の投資をしていると。過去は、元利償還の部分もありますけれども、

大きな違いはないでしょう。約１億円ぐらいの投資をしてきた。ですから、背景見て、これは

はっきり申し上げると、日本製紙も今年度全国の工場で３社閉鎖しました。特に白老工場は一

番経営状況が悪かったと聞いております。関連も入れますと約1,000人の雇用と６億円の税収、
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さらには将来の白老町のまちづくりを考えると、これはやはり白老港はやらなければならない

と。この代替する何かがあればいいのですが、そういうことで10年後、20年後のことを考える

と、どうしてもこれは先行しなければならないという私の判断でございます。 

 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） 今の町長の答弁については、これから12まで質問ありますので、その

中で議論していきたいと思います。 

 港湾課長に伺いますけれども、今非常に国も厳しい財政運営で行っています。その結果、地

方自治体にもしわ寄せが来ていますけれども、港湾の整備に対する負担率や補助率はどのよう

に今推移しているか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 質問についてお答えいたします。 

 港湾についての補助率と負担率についてなのですけれども、負担率につきましては整備が始

まった昭和57年から大体昭和59年くらいまでは外域、外側の施設につきましては町の負担とし

ては５％になります。内側の部分につきましては、40％の負担となっております。それが次に

昭和60年の中から昭和62年までが外域の町の負担が15％、それと内域についてはそのまま40％

という形でございます。それが大体昭和62年から平成３年までが町の負担、外域で20％、そし

て町の負担が同じく40％になっており、それが平成３年からまたもとに戻りまして、外側、防

波堤とかの外域につきましては15％の負担、そして内域についてはちょっと上がりまして３分

の１の負担という形で変わっております。 

 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） そういうふうに国のほうもいろいろと厳しいものですから、地方自治

体にしわ寄せ来て、白老町も非常に大変厳しい状況にこれから置かれていくのかなと、こう思

っています。 

 それで、ここの部分について、もう一点町長に質問しますけれども、そういう財政が厳しい

中で新財政改革プログラムを起こして、先般は町民からも意見を聞き、また議会も今度町民か

ら意見を聞くということで成案ができてくると思いますけれども、そのプログラムの案の中で、

その年一年一年の起債の発行額を21年度以降７億円以内に抑制するとしていますけれども、建

設に対する枠の配分を21年度以降どれぐらいの額に設定しているのか、あるいはどれぐらいの

パーセントの中で港のために起債を充当するのだということを今頭に描かれているかどうか伺

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 今後の起債というか、港湾整備の関係の金額ということでち
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ょっとご説明いたします。今のところ、平成20年から平成24年までは一応４億円の負担という

ことで予定しております。その中で起債につきましては、交付税の対象となるのが90％なので

すけれども、それを多くしながら起債を極力使って４億円の負担をやっ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）  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、３点目の第１、第２商港区の計画貨物量と実績について伺

います。今数字で見ますと、答弁書見ているのですけれども、多分計画と実績量が、答弁聞く

と、特に第２商港区かな、第２商港区をここ差し引きすると60トンぐらいのマイナスの開きが

あるのですよね。この部分について、言葉はなんですけれども、利用されていないというか、

あるのですけれども、この開きがある部分の要因というのは分析していますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 第２商港区の貨物量が計画貨物量よりも少ないという話なの

ですけれども、今現在第３商港区とかの建設中でございまして、第２商港区は作業ヤード、要

は作業船の、ここから採石とか、そういうものを積み出しするために使っていると。そういう

形で商船が少なくなっております。その分が第１商港区のほうにしわ寄せとして多くなってい

るという形でございます。 

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） 今第１商港区の数字というのは、確かにふえていますよね。それで、

主な実績による業態別あるいは品目別の取り扱い、ベストスリーぐらいでいいです。どういう

ものを扱っているのか、あるいはふえているのかをお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 19年度の貨物量としましては、やはり一番多いのが砂、砂利

関係でございます。その次に紙が若干入ってくると。それと、紙の材料となります非金属、ラ

イムストーンとかが入ってきているという形でございます。 

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） 砂利が多い、次紙ということですので、これは経営企画課なのか産業

課長なのかわかりませんけれども、先般工業統計の部分のパルプ、紙製造の出荷額を統計で見

たのですけれども、出荷額は出ているのですけれども、出荷量が出ていないのです。それで、

この２年か３年ぐらい、出荷量がどのようになっているかお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  工業統計上は、やはり出荷額でしか押さえてございません。

それで、実は直近の日本製紙さんの、いわゆる公表されている数値を見ますと、生産量として

の実績ですが、これは2007年の実績でございますけれども、白老工場では公表されている数値
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としては39万3,000トンほどの生産量となってございます。 

 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） 今課長おっしゃったとおり、日本製紙のホームページ開くと、Ｈ19年

が39万3,000トン、17年が39万トンぐらい、14年が56万7,000トンぐらいになっているのです。

そして、いいかどうかということでないですから、これから貨物量の取り扱いの第３商港区の

部分につながっていきますけれども、生産量が2002年から2005年、町長もご存じだと思います

けれども、対象のマシンが４基、３基かな、４基ぐらいとまっているのです。そうすると、日

本製紙のホームページに間違いなく出ているのですが、ずっと数字が落ちてきているのです。

その中で、今港湾課長から話ありましたけれども、そうするとこの基本構想を見ると、後でま

た詳しくお話ししますけれども、貨物の数量が資料編で見ると、11ページですけれども、紙パ

ルプが将来の数値として38万2,000トンで想定しているのです。ということは、大体今39万

3,000トン、だけれども平成の後半に港を、第３商港区つくりますよということで、そのときの

数値が38万2,000トンということは、極端な開きはないですけれども、やはりこれからは貨物量

落ちるのだという認識でこの数字を押さえているということで解釈してよろしいですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今第３商港区整備後は貨物量は第２商港区も含めて７半の部分と11メ

ートルの部分ありますけれども、私はふえると思っています。なぜかというと、この四、五年

で約200億円近い、それは正式な何億円単位というのは出ていませんけれども、設備投資をして

いるのです。我々も、では全国の工場で白老の、使うのは例えば日本製紙だけでなく旭化成も、

使う企業はあと５社ぐらいありますから、日本製紙に特化して言うと、今白老町にも設備投資

していると。ですから、企業側も当然この投資効率をよくするためには、私はもっとふえてい

くのではないかなと思っております。それは、ただ貨物量というのは経済の動向にかなり左右

される部分がありますから、ただそれ以外にも日本製紙もまた集約、集約というのを図ってい

くと思います。少なくとも百数十億円の投資をして、社宅も建ち始めたということであれば、

白老のこの地が生産コスト、輸送コスト、経営部分から、これは将来的にも有望だということ

で判断していただいているのでないかなと。その大きな要因に白老の第３商港区の整備がある

のではないかなと私は思っております。 

 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〕 

〇２番（前田博之君） 今の議論はそれぞれの見解もありますし、当然議会もいろいろ身の丈

に合わない事業をやってきたということで、議会にも責任あるよと町長も言っていますので、

これから議論されると思いますけれども、ただ日本製紙のホームページ見ても、世界第５位の

企業になりましょうということで書いて、ただ、今石巻なんか、かなり工場を大きくして、港
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もつくって、集中的に工場の中で生産しようという方向も現実に書いていますから、今お話あ

りましたように、町長がそういう希望というか、現実的にそういう考え方、今時点で判断され

ているのなら、白老町のためにもそれになるように、企業誘致のトップセールスをぜひやって

いただきたいなと思いますので、単なる抽象的ではなくて、具体的にこれからもいろいろな部

分で出てくると思いますので、確たる信念で数字を押さえてほしいなと思っています。 

 次に、４番目の上屋について、今答弁のありました２社において全面積を使用していると言

っていますけれども、これはどことどこと、そして貨物量と料金は幾らなのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） お答えいたします。 

 会社の２社につきましては、日本製紙さんと旭新運輸さんで使っていただいております。そ

の使用料金につきましては、平米当たり、これは占用という形で１年間ずっと使っていただい

ていますので、占用で平米520円で使っていただいております。全体面積、１年間使っていただ

いているので、収入的には約2,000万円の年間の収入があるという形でございます。 

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） 数字的なこと、これから話しします。なぜ２社だけなのですか。ポー

トセールスとか何かやっていないのかな。それとも、初めからそういう条件ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 今現在の荷物が港で使っていただいている関係で、今のとこ

ろ２社でございます。一応使っていただいている２社のほうには、もしほかの荷物が入ってき

た場合には、その日の分だけあけていただくという形での協議はやっております。 

 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〕 

〇２番（前田博之君） 今数字聞きました。それで、20年度の予算見ると、上屋の使用料は約

2,000万円計上されているのです。そして、20年度の上屋に係る分の借り入れ返済額は4,500万

円払っています。町長が今45年で払っている分が今現在、ことしで見ると4,500万円の借金を払

っているのです。そうすると、差し引きすると2,500万円の赤字なのです。これに対する対策は、

今答弁いただきました。しかし、財政再建が終了する28年度を過ぎても、この4,500万円という

数字は変わらないのです。では、ずっと今のままでいけば2,500万円、ずっと一般会計からの資

金頼みで、自助努力がなくて赤字の垂れ流しなのです、今厳しい状況にあるのに。 

 そこで、今答弁聞くと、ただ赤字をなくするために会計上の措置をしたという話だけですけ

れども、財政再建中であるので、一日でも早い健全経営に努めるのがトップでないかと思うの

です。今の話聞くと、非常に言葉失礼ですけれども、町長、何か他人事みたいな答弁している

のです。そうではなくて、もっと努力をする、あるいは白老町内からの企業さんから荷物を集

めるとか、そういう努力しているのかどうか、どうも町長の真摯な姿勢が伝わらないのですけ
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れども、その辺町長はどのように指示している、あるいは町長はどう考えているのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 上屋に関しては、13年に建設されたものでございます。45年で償還と

いう、ちょっと想像を超えるようなあれだったのですが、はっきり申し上げまして、当時もそ

ういう議論してほしかったなと思います。それがまず１つ。 

 それと、今はこの残された借金をきちっと返していくと、それしかないです。 

 それと、港湾がすべて財政悪化の原因のように言われているのですけれども、そういうふう

に聞こえると思うのです、皆さん。それは決して、例えば起債でも下水道も大体同額です。要

するに経営の基本的な考え方だったと思うのです。要するに港湾もやる、下水道もやる、道路

もやる、箱物もやると、この期間が一定期間に集中したということなのです。12年間で300億円

借金したということになっていますけれども、それがもう少し選択と集中をきちっと見きわめ

ながらやるべきだったのではないかなと、そういう反省で広報に載せたのです。ただ、その分

要望も多かったし、国からもどんどんやりなさいと言われたのも実は事実なのです。ですから、

二度と起こさないためには、こういうことにならないためには、きちっとこの原因を返しまし

ょうということで、私は返しています。ただ、原因は公共事業全般に言えるのではないかなと

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） 今町長のほうから港湾がすべて云々とありましたけれども、私は12、

最後まで質問がありますので、その中でどういう考えかというのが示されていくと思いますけ

れども、私はただそういうことを前提にして質問していませんので、それを払拭して議論した

いと思います。 

 それと、今話あった上屋の関係については、過去のその時点の話は、もうここまできている

からいいのです。私は、町長の手腕に期待しているのです。ただ、５年間になりますけれども、

今は多分１年間に5,000万円ずつ一般会計から繰り入れしていますけれども、それがなければ、

もっともっと一般会計助かっているのですけれども、それで財政再建中でも再生のための手法

をとるべきだと思う。町長は、先ほど企業誘致やってと言っていますけれども、町長は一生懸

命企業誘致やっているのです。僕は、町長は企業誘致に向いているなと、こう思っています。

それで、今担当もそうですけれども、今白老に進出した企業さんを通じ、大手のバルブ関係の

仕事をやって、町長もしょっちゅう企業誘致に行っているみたいです。それで、大きなバルブ

つくっていますよね。あそこの会社、私調べてみたのです。そうすると、自前で倉庫持ってい

ないのです。内地から持ってきたもの全部、港は言いませんけれども、そこの中に倉庫を借り

たりして保管しているのです。そうすれば、現実にそういう部分があるので、町長の企業誘致

の姿勢からいけば、そういうところにトップセールスに行って、今言った上屋に荷物を入れて

もらえるぐらいの考えを持って行動して、町長はすべて動けませんから、担当のほうに指示し
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て、一日でも早くそういうことで、今担当課長からありましたように２社占有でないと言って

いるのですから、そういう姿勢を見せれば、町民の人も一生懸命やっているなと。赤字になっ

ても、45年という天文学的な数字でも、今財政厳しい折には意地でもいいから満杯にして赤字

を防ごうと、そういう姿勢があってしかるべきだと思いますけれども、町長、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） 誘致した側の町としては、その辺まできちっと実態をつかんで、行政

としてできる範囲で支援するのが当たり前でございますので、それは前田議員言うとおりだと

思います。ですから、大きなバルブのメーカー、今ありますけれども、そこだけでなく、企業

誘致というのは最低１カ月に１回、誘致会社に何かありますかとか、顔を出さなければならな

いのが誘致の担当者の、これは常識的な仕事なのですが、それは既存企業も含めてです。それ

があって、初めて町の経済だとか動きつかめるわけですから、今の言われた件については反省

すべき点だと思っています。 

 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） 反省より実行してほしいと思います。 

 それでは、５点目の第３商港区の基本構想にかかわる事業採択とその額についてですけれど

も、ここ私も質問の仕方が悪かったのか、ちょっとわからないのですけれども、再度伺います

けれども、この数字からいくと、基本構想どおり事業を完成すると総事業費が222億円ですよね。

それと、先ほど第３商港区を整備すると142億8,000万円、約143億円予定しています。これを差

し引きすると、101億円ぐらいになるのかな。この差額の、供用開始した以後は、この101億円

で25年度以降の事業費が予定されているという解釈でいいのですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 一応基本構想で第３商港区の全部を完成したときに222億円と

いう形でございます。あと、今11メートルの岸壁の供用開始を目指して事業採択受けておりま

して、その分が142億円で、差し引いた残り金額が7.5岸壁とか船だまりの整備の事業費であり

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） そうしたら、基本構想の資金計画見たら空欄になっています。今ここ

で答弁ありました水域施設のマイナス7.5の泊地あるいは小型船だまり、あるいは臨海交通施

設、埠頭用地云々とありますけれども、これらについては25年度以降101億円かかっていくとい

うことで間違いないですね。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 基本構想ではそういう形の整備を考えておりますけれども、

今現状ではマイナス11メートル岸壁が完成して、その後残りのものについては、これからの貨
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物状況を見ながら整備していきたいという形で考えております。基本構想では、全体で20年度

後半に完成すると言っておりますけれども、今はそこの完成年度については、はっきりはわか

らないと。11岸壁が完成して、すぐに残り分を着手するということは、今のところ考えており

ません。 

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） 町長に伺いますけれども、そうしたら今の関係、これから財政が厳し

くなってきますし、貨物量が入ってくればやるという考えですけれども、今の時点でしたら、

24年度の供用開始以降の部分についてはやるともやらないとも言えないという部分ですか。そ

れとも、国の事業採択がされれば、もう進めるのだという考えでいいのですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 済みません。ちょっと私の説明不足だったのですけれども、

一応24年度で11メートル岸壁は完成するのですけれども、その後島防の整備、静穏度をよくす

る関係で島防の整備等を25、26くらいで、そこまでは整備するということで考えております。 

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） わかりました。 

 それでは、６点目…… 

〇議長（堀部登志雄君）  前田博之議員、６番目に入る前にここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１０時５８分 

                                         

          再開 午前１１時１５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。 

 前田議員の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） それでは、６点目の質問をいたします。 

 ここで日本製紙白老工場のチップの取り扱い量を現在の40万トンということで、さきの産業

厚生常任委員会で課長から報告されています。しかし、基本構想の資料編の11ページの貨物量

の推移を見ると、林産品でチップを144万トンと見ているのです。これは、40万トンからすると

約４倍ぐらいになっているのです。これは、実重量で見ているのか、あるいはチップですから、

船からおろした部分の港の貨物量ですから、容積で積算しているのか、その辺を伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） この前の産業厚生常任委員会で室蘭からチップを運んでいる

のが大体40万トンということでご説明しております。そのほかに日本製紙さんのほうで聞き取

りしておりますと、あと国内産で10万トンくらい入っていると。合わせて大体50万トンくらい
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のチップが使用されているようであります。その中で、製紙工場さんでいう重量につきまして

は、乾燥した重量で40万トン、50万トンと表示しております。それが港の貨物の統計上でいき

ますと、それに水分を含んだ量でのカウントという形になります。それは、大体半分くらいが

水分含まれると、そういう形がありまして、50万トンが大体倍になって100万トン、それに重量

が軽いものですから、港湾の中ではフレートトンという形で表示するものですから、そのフレ

ートトンにするために1.13の係数を掛けるということで大体140万トンになるという形でござ

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） フレートトンというらしいですね。それで、これだけ見ると、私も含

めて普通の人は、実重量で144万トンのチップ入ってくると思うのです。こういうものは、統計

上の資料ですから、ちゃんと注意書きをして、だれでもわかるようにしておかないと、大きな

誤解を受けるのです。そういうことで、144万トンですから、今フレートトンでやると大体２分

の１ぐらいになるから70万トンになるのです。今使っている、室蘭から運んでいるのは40万ト

ンということで、大体30万トンぐらいの差があるということで認識してよろしいですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 水分含んだ段階では半分という形でございます。ただ、言っ

たとおり、チップというのは重量が軽いものですから、その場合は重量で表示しないで、先ほ

どのフレートの容積で表示する形になります。その場合に、先ほど言った1.13倍するのが港湾

統計上の貨物量の重量になりますので、それに1.13倍を掛けるような形になります。 

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） 今言ったように、これからの資料には、そういうことをちゃんと付記

しておいてもらったほうが皆さんは誤解ないと思いますので。 

 それで、ここの点でもう一点、最後ですけれども、同じこの資料の中で紙パルプが、先ほど

私言いましたけれども、38万2,000トン設定しています。しかし、昨日、大分前かな、年初めの

新聞報道とか見ますと、今ここで紙パルプの移出が38万2,000トンで設定していますけれども、

日本製紙は20年から仕上げ加工部分の再編成を行いますよということで、巻き取り紙をやめて、

１枚ずつ裁断する平板加工に特化したのだよと。そうすると、輸送形態と貨物量の設定に今後

変化はないのかどうか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 一応今の質問でございますけれども、平板というのですか、

そういう形での紙が多くなってくると。そういうことでいきますと、第３商港区になるとＲＯ

ＲＯ船とか使うことになりますので、一応そういう形の関係で今そこに三十何万トンの荷物を

送ると。今現況でたしか三十何万トンの紙をつくっている中で、第２商港区では７万トンくら

いで、残りは苫小牧とか室蘭のＲＯＲＯ船を使っている状況でございます。その使っているや
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つを第３商港区のほうで使っていただくという形で今のところ考えております。 

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） それでは、次７点目に入ります。 

 供用開始の関係と事業費の関係ですけれども、これでいくと先ほどの日本製紙との協議の答

弁の中で、町長は経済的に合えば使用するとの確認をしているということで答弁をいただきま

したが、日本製紙からは経営戦略上、いつまで第３商港区を完成してほしいという強い要望は

なかったのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 今のところは、日本製紙さんとの協議の中では、早期に港の

岸壁の供用開始をお願いしたいけれども、いつまでということは要求されてはおりません。 

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） そうすると、今の答弁聞くと、町が港を完成するのを待っていますよ

と。港が仮に24年に開始しますよと。その前に、ちょっと早かったはずなのです、予定では。

だけれども、24年にできればいいと思いますけれども、逆にそれにこだわらないで、白老町が

一つの財政規模なり事業形態の中で、できたときに使うという考えでいいのですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） やはり輸送コストということでの削減が問題になりますので、

できるだけ早くということは言っております。ただ、言ったとおり、前回最初は平成21年度で

供用開始を予定していたのですけれども、財政状況の関係で負担金等を落としたことで平成

24年度に供用開始が延びたと、そういうことでもご理解はいただいております。 

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） 町長に伺います。 

 今町長から答弁いただきましたけれども、第３商港区の供用開始までに要する事業費総額が

143億円の事業であると答弁されました。町長は、17年度にもう町長になっています。そして、

このときの事業決定に当たって、日本製紙に今お話ししたように戦略的にいつまでつくってく

れとか、そういう話の中で、それではということで日本製紙に受益者負担を求め、早期に港を

完成し、町長がたびたび言っているように白老の活性化に寄与したいのだと。そういうことに

ついては、町長との立場として求めなかったのかどうか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 負担してもらいたいのは、それはもうやまやまでございまして、これ

は日本製紙以前の大昭和製紙時代からの話になると思うのですが、その一つの経過の中で、当

時大昭和製紙のほうから、大昭和製紙と日本製紙合併したわけですから、大昭和製紙時代に負

担して第３商港区つくりますよという、大昭和製紙のほうからそういうご返事は、回答はいた
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だいていないという、まずそういう経過があるのです。その経過を踏まえて、私のほうも国土

交通省の人たちと一緒に厚生省にも行きました。ただ、当時は負担してまで港をお願いする気

持ちはないと。それよりも、白老工場は違う方向に動いていたのではないのかなと。果たして

本当にここに存在というか、残るのかなという、私は実はそっちのほうの危惧があったわけで

す。そういう中で、港をつくった場合に日本製紙としてどうなのでしょうかという話をしてい

るわけです。ただ、国交省のほうでその辺の負担については明確に実は日本製紙のほうに伺っ

て話は聞いております。ただ、そのときも負担してまでという考え方はないと。あれは、負担

というのは企業自身から申し出て、初めて負担ということが成立するみたいですけれども、当

時はそういう状況であったということです。 

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） この辺、非常に今言ったように微妙な言い回しです。受益者負担して

まで港を使う必要がなかったみたいような言い方で、存在意義まで議論していたみたいですか

ら、それは余り触れないことにしますけれども、ただやはりこれだけ財政厳しい中にあって、

日本製紙もかなりの利益を上げております。そういう中で、今町長言ったように、町長も求め

ないと言っていますけれども、私言いたいのは、17年度に第３商港区の事業決定して、当時の

新聞あるいは関係者の話を聞くと、非常に期待しているのです。その中で、町長は行政のトッ

プとして、一つの国の港湾整備事業制度で特別整備事業というのがあるのです。多分ご存じだ

と思います。ありますよね。どうですか、課長。内容、ご承知ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 特別整備事業といいますのは、一応公共岸壁の中で事業者が

整備を促進してもらいたいとか、そういうときに３割を負担するということで、事業者の申し

出から事業採択になるという形でございます。 

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） 町長、日本製紙の勇払の埠頭見てきましたよね。あそこは、特別整備

事業で整備しているのです。ご存じですよね。 

          〔「知っています」と呼ぶ者あり〕 

〇２番（前田博之君） あそこは、280メートルのうち240メートル受益者負担、日本製紙が３

割負担でやっているのです。そして、残りの40メートルは企業がすべて受益者負担して、全部

港湾組合に寄付しているのです。知っていますよね。 

          〔「知っています」と呼ぶ者あり〕 

〇２番（前田博之君） そして、これは町長も言っているように、企業が港を早く使いたいと、

３割負担しますと、そういうことでこの整備事業では事業費の３割に相当する額が単独事業と

して、７割については港湾法を適用するということを言っているのです。そうすると、今途中

からできませんから、これから後に整備するときにそういう部分が出てくると思いますけれど
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も、ただまだ２年ぐらいしかたっていませんから、国交省のほうと、当然日本製紙がそういう

意思があるかどうか別にして、そういう部分を確認してほしいことと、町長、さきにもそれを

やると専用埠頭となるからだめだと言っていましたけれども、これには専用埠頭にならないの

です。あそこは公共埠頭になっているのです。そして、企業に利用の優先権はないのです。ち

ゃんと公共埠頭として使っているのです。そういう形で整備をしているのです。そういう部分

は、町長はよく職員に国のいろいろな制度を見つけてこい、そして町財源の軽減を図ろうと、

こう言っているわけです。そういう中で、これだけ大きな事業を、多分町長はずっとそれなり

に担当していましたから、これの特別整備事業というのはわかっていたと思います。本来トッ

プであれば、企業の意向もありましょうけれども、そういうことをまないたに上げて財政負担

を少しでも少なくして、また企業さんが一日でも早く使えるような港をつくるのがトップだと

思いますけれども、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） さっきの勇払の埠頭なのですが、昭和51年、52年だったと思います。

日本製紙ではなく、山陽国策パルプと王子製紙なのです。昭和51年、52年ですから、ただこの

ときは企業戦略として絶対埠頭が必要だったという、まず背景があります。白老の私就任時の、

そのときはもう日本製紙になっていましたけれども、そのときはこれは余り、そこまで言われ

ますから私も言いますけれども、日本製紙は白老に第３商港区できないということで、日本製

紙の役員会の中でそういう認識だったと聞いております。ですから、第３商港区の予算決まっ

たときも、幻の港と実は言われたのです。我々は、実はできないということで、これは聞いて

いましたと。ですから、私にとっては、はっきり言って恐ろしいことなのです。できないとい

うことは、果たして設備投資があったのかなと、残っていたのかなということになると思いま

す。その辺は、これはまだ想定の範囲内ですので、ただ事実から言うと第３商港区はできない

と、役員会。これは、副町長も一緒に聞いていますので、できないということで会社の運営方

針は決まったと。ですから、その辺の背景は違うと思います。ただ、議員の言うとおり、これ

があれば本当に助かります。ただ、これを求めていけるような状況であったかなかったかとい

うこともあわせて理解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） そういうことで、143億円の３割受益者負担で第３商港区整備したら、

積算した金額言いませんけれども、数億円、10億円に近づくぐらいの負担金が浮いているはず

なのです。そうすると、この厳しい財政危機も回避できたかもわからないのです。その当時の

云々ということ抜きにして、そういうことを十分に持ち合わせて、当然企業さんのほうにも話

をしていくと、そういう積極性があってもしかりだと思います。そうすると、これをやってい

ると、今町長が頭を悩ませています病院の再生資金にも回せた可能性があるのです。そういう

部分を、今17年に戻ってどうだこうだと言っても仕方ないですけれども、そういうような企業
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もそうですし、行政のトップもそういう戦略思考を持って、こんな大きなプロジェクトをやっ

ていただきたいなと。そうすると、もう少し町民の福祉のほうにも考えられる部分があるので

ないかと。私は、何も港を否定しているわけでないですから、そういうことをやって、これか

ら言いますけれども、企業さんが逆に一日でも早く使えるような形にしたほうが町長が言って

いるまちの活性化につながるだろうと、こういうところに結びつけているのですから、その辺

を今後十分認識してほしいなと、こう思っております。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） そのとおりだと思います。 

 それで、今、日本製紙の設備投資に伴って、我々の来年の税収の試算なのですが、日本製紙

関連では約１億5,000万円ぐらいふえるのではないかなと思っています。来年ちょっと固定資産

税下がる時期なのですけれども、若干変動はありますけれども、逆にこれからどんどん設備投

資していただくと、病院の建てかえ、改築の原資にも充てるようになればいいなと思っていま

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） ８点と９点目を伺います。８点目と９点目、関連ありますので、一緒

に質問します。 

 それで、時間もありませんから、ちょっとはしょりますけれども、町長は今答弁で24年度暫

定供用開始に向けて邁進すると、こう言っています。そこで、ここの答弁が私もわかりません

ので、具体的にお聞きしますけれども、そして町長、室蘭の崎守埠頭から白老港にシフトがえ

をしてもらうのだよと、こう言っています。そうしたら、今の答弁では、ちょっとその荷さば

き所というか、第３商港区の埠頭や荷さばき所の施設の利用がどうなるのかとわからないので

す。そのイメージを具体的に、チップをどうやっておろして、どうやって処理をして日本製紙

の構内に持っていくのだとか、そういう部分をちょっとイメージ的なものがあれば答弁願いま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 今現在日本製紙さんのほうとは協議中でございます。その中

で、やはり何種類かの運搬方法というのを日本製紙さんも検討しております。それが今のとこ

ろ一長一短ありまして、コスト計算している中で今それの検討をしているという感じでござい

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） 今検討していると言っていますけれども、これは荷役会社も絡むし、

白老町の財政負担も伴うのですけれども、そうしたら具体的に今何もないのですよね。ただ協

議しているという。あと４年なのです。それで、町長、崎守埠頭と日本製紙のチップヤード見
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てきましたか。 

          〔「見てきました」と呼ぶ者あり〕 

〇２番（前田博之君） 私も行ってきました、町長。あそこに行ったら、ちょうど３万5,000ト

ンのチップ船が入っていました。これのチップのおろすの、町長、全部見ていると思いますけ

れども、今イメージしているだけでも遅いのです。あれでいけばちゃんと私有地で野積み場が

要るかどうするかということをやって、荷役会社ともう整備していかないと、あそこの今埠頭

できる部分にチップをおろすのですか、100メートルから240メートルのほうに。そうすると、

ちょうどこうやっておろしているのです。そうしたら、この船のクレーンは縦には伸びるけれ

ども、横に伸びないのです。今の船、ちゃんと自分のところにホッパーがついて、ベルトコン

ベヤーがあって、ベルトコンベヤーから陸のホッパーにおろして、ベルトコンベヤーで行くの

です。そうすると、今白老の計画見たら、野積み場所もない、あるいは今言ったように船のク

レーンでは接岸したら岸壁におろせないのです。そういうことを考えると、もうそろそろ町が

企業さんと詰めて、町民にも我々にもどういうイメージの港になるのだということが必要だと

思います。そこまで、なぜ整備されていないのか。どうも詰めが甘くて、片一方では港をやる

やる、積極的にやると言うけれども、具体性に欠けているのです。その辺、具体的にどうです

か。 

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、木材チップの港から工場のほうへどういう方法で搬送するか、

これは非常に今悩んでおります。担当も悩んでいますし、それから白老工場のほうも悩んでお

ります。まず、３つの方法があります。チップヤードをつくる方法、それからピストン運転で

すね、ダンプでピストン運転、それとベルトコンベヤーでやる。それぞれ課題があります。こ

の課題をどういうふうに精査してやっていくかという、これがいろいろやっているのですが、

費用の問題もありますし、こういったことをきちっとやっていかないと、簡単には結論出ない

問題です。今鋭意白老工場側と検討してやっていますので、これは本当に難しい問題なのです。

この辺ご理解いただきながら、もうちょっと時間をいただきたいなというふうに考えておりま

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） それで、私は21トンのトレーラー乗って行ってきました、全部。そう

すると、往復で走るだけで２時間、おろすの約１時間ぐらい、積むのかかるのです。それで、

いろいろと見ていくと、町長もただ日本製紙が使う場合にコスト削減になると言うけれども、

実際に行って見てきたら、まず１つ、正直な話、２時間往復要するのです。これがここから運

ぶと、すごく輸送コストが、地元の運輸会社なんか非常に軽減される。そして、運転手はかな

り燃費を下げるために、すごく運転しているのです。そういう努力をしている中で……まずそ

ういうこと。それと、あれだけいけば交通事故の関係あるのです。それと、従業員の労働軽減

になります。そして、いろいろ調べたら、地元に来るとダンプを、これ発注者の意向もありま
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す。ダンプを特定車両に仕上げて、限定運転というか、運搬できる可能性もあるのです。そう

すると、地元の貨物業界の新規参入も期待できるのです。当然荷役会社が来るから、雇用もふ

えるし、今言った荷役会社の償却資産、あるいは大昭和がベルトコンベヤーをやると相当な距

離ですから、償却資産。そして、苫小牧に聞くと、渡ると地上の占用料も取るらしいのです。

そうなると、非常に税の面とか地域活性化になるので、私そういう面から、さっき言ったよう

に、なぜ受益者負担でも求めて一日でも早くしないのかということです。そういうメリット、

やっぱり町長、町長だけ責めているわけでないです。職員もそうですけれども、やっぱりそう

いうことを町長に上げて、町長が町民にこういうメリットがあるから港をやりたいとか、そう

いうことをやるようなことをしていかないと、結果、私が冒頭言っているように、港を否定し

ているのでないかとしかとられないのです。ただ、私はすべて賛成しているわけでないですか

ら、この部分でいけば当然港の費用対効果があるから、これから議論していかなければいけな

いけれども、こういう部分だけ見ていると非常に白老町に影響あるのです。ですから、町長は、

さっき言ったように、後でまた言いますけれども、集中的にやりたいと言っているけれども、

そういう部分どうですか。町長、考えていますか、地元にそれだけ貢献あるということも。 

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、選択肢が３つあるということで、これをどういうふうに選択

するか。これは、全体の事業費によって、当然日本製紙の経営問題にかかわる問題ですし、ま

たトラック輸送ということになると道路の問題が出てきますので、これは本当に公害問題も絡

んできますので、相当慎重にやっていかなければいけない。反面、トラックを使った場合、い

ろいろ雇用問題も出てきますし、逆に整備をすることによって、いろいろ整備する上での発注

工事がふえているのです。よって、いろんな経済効果が出てくるというふうに考えています。

ただ、何せこれをどういうふうに結論づけていくかという、これは非常に問題があります。ま

ず、お金の問題、補助金をどのように引っ張ってくるかとか、こういったことで今検討をして

いる最中でございますので、とにかくこの３つの方式をどのように選択するかというのは本当

に悩ましい問題でありますので、これは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） 選択肢の中で、かなりあります。時間ないですから言いますけれども、

野積み一つの問題にしても、後背地ありませんから、そういう部分からして十分に早目に議論

して、町民にこういう港になるのだよということを示す必要があるのかなと思います。 

 次の10点目の質問に入ります。ここは非常に大事ですので、町長から答弁願いたいと思いま

すけれども、今港の合意形成について、町長は平成16年に国土交通省の幹部と日本製紙本社で

港湾使用について確認しましたと答弁されています。これが根っこになって今整備されている

と思いますけれども、このことについては町長は行政報告や何らかの形で議会に正式に報告さ

れていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 



        － 25 － 

〇町長（飴谷長藏君） 国土交通省と日本製紙に行ったと、どういう話ししたということを議

会では報告しておりません。 

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） そうすると、基本構想の18ページ、町長持っていますか。18ページの

（２）の公共埠頭の計画性と必要性の中に、また、背後企業については国際的競争力を確保す

るために物流コストの削減による企業の再編強化が進められており、白老港を利用した外貿大

型船による原材料の輸入が要請されるなど、白老港を取り巻く環境は、情勢は大きく変化して

おり、既定計画を見直す必要があるということで、港を外貿大型船による原材料輸入の要請さ

れている。要請されているということは、今町長は正式に議会等について日本製紙が港を使う

のだということをしていないよと。だけれども、その延長線によってこういう公文書に残され

ているのかどうかということを確認します。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 基本構想によって、要するに当時日本製紙に行った経緯だとか協議内

容を残しているのか残していないのかということなのですが、これは残しておりません。 

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） これが非常に不安材料になってくるのです。 

 それで、総務課長に聞きますけれども、今町長は公文書に残っていないということになると、

情報公開条例で公文書の公開請求しても出てこないということですね。 

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） 情報公開条例の話でございますが、その内容によっては審議会ご

ざいますので、その中で出す、出さないという方針が出ます。一課長の判断ではできませんの

で。 

 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） 町長、18年６月９日に日本製紙の中村社長が町長と面談しているので

す。懇談しているのです。そのときに、そうしたら16年のときに日本製紙の本社で使うよと、

こう言ってスタートしましたけれども、このときに社長は、多分港も見ていっていると思いま

すけれども、この席上で社長のほうから現地を見、ここに来て、間違いなく日本製紙は第３商

港区を使うよと、そういうような言質を得ていますか。ただ要請に終わったのか、その辺どう

ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 私が町長になってからだけの議論でないのです、日本製紙に関しては。

３代の町長が日本製紙に絡んでいるわけです。それで、私の前の町長は、いろいろ方針等も転
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換した経緯がございますけれども、日本製紙にしてみれば、町長がかわろうが何しようが、考

え方は同じだと思うのです。ただ、ここのまちに設備投資するに足りる全体的なインフラだと

か、そういう背景があるのかどうかということで、私が行ったときに初めて日本製紙が第３商

港区つくる、つくらないの議論しているわけでないのです。少なくとも第３商港区を前提とし

て白老港は建設が進んでいるはずなのです。ただ、第２商港区もつくりました。第３商港区が

議会も含めて庁舎内でどういう議論されたのかというのも、我々もそこまで詳細にわたってわ

かりませんけれども、一番言えるのは我がまちの、要するに商店であれば売り上げになります

けれども、税収のかなり大きな根幹をなす企業であるということなのです。そういう中で、本

当に今の状況で第２商港区だけで例えばやめた場合、日本製紙が残っていたのかと。さっきも

言いましたけれども、そういう背景もあります。逆に第３商港区をつくって投資効率がいい、

コストもいいよといったら、今以上にまた投資も期待できると。要するに雇用の安定も出てく

るということでございますので、我々はそのすべての合意形成を議会とやっているわけでなく、

第３商港区はある程度つくるべきものだということで方針決定の中で私は進んできて、町長に

なってからもそれを引き継いでいる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） 町長もご存じだと思いますけれども、行政は継続ですから、だれが町

長、かわろうとも一つの目的、一つの手法、そのときの責任、そのときの決断、そしてこれだ

け大きなものですから、やはり町民に向けても日本製紙がいついつ使うということの確約をと

ったとか、そういうものがあってスタートすれば皆さんが応援できると思うのです。その辺が

ちょっと継続性の中でどうなっているのか、今町長の答弁でそれなりに判断をすれば私はいい

と思いますので、それ以上は言いませんけれども、あと最後の質問にします。 

 それで、今まで町長の答弁聞いていますと、第３商港区を室蘭から持ってくるときにどうい

う港にするのだということがまだ見えていないのです。問題があるから、今課題整理している。

そういうことで、今町長が港をどういうように使うかということが目に見えないのです。ただ

税収が入るとかどうだかと抽象的なのですけれども、過去もそうですけれども。そういう具体

的な手法が見えてきていないのです。それで、先ほども言っていますけれども、今から第３商

港区が供用されるときの港はこうしてこうなっていくというものを、町民の皆さんに町長の熱

い思いを発信しなければ、町民の皆さんが自分の港だということを肌で感じる港にならないの

です。やっぱり肌で感じる港にするには、港はまちの希望にはなれなくなるのです。ですから、

町長、やっぱりもっと、町長一人ではできないですけれども、町のプロジェクトですから、も

っと熱い思いを具体的に町民に訴えていくという姿勢持てませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 企業は日々動いておりまして、企業あっての設備投資だと思うのです。

私の思いはあります。思いはあるけれども、企業というのは世界、特に日本製紙さんは世界経

済の動向を見ながら、市場を見ながら日々企業戦略を練っていっているわけです。それは、生
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き残りです。ですから、企業さんに５年後どうなるのとか３年後どうなるのと。ただ、これか

らの方針というのは、計画というのはある程度出せますけれども、企業さんも競争しているの

です、ライバル企業あって。ですから、我々にわかるよう、町民にわかるようなことを全部さ

らけ出してやるというのはちょっと考えられないだろうと。ただ、期待する分はあります。企

業のほうから、この分は開示してもいいですと、情報ですね。そういうことに限って、また私

の基本的な考え方もありますけれども、開示するということであれば、その範囲内であればで

きると思います。 

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） 私は、すべて開示すれというのではなくて、やっぱり町民と港がこう

いう港になるというのを共有して、港を一日でも早くつくってほしい、あるいは港にそんなに

お金かけないで福祉のほうをやってほしいと、そういう選択する部分が出てくるのです。そう

いうことを、やはり町長のこの答弁から見ると、積極的にやりたいと言っているのであれば、

そういうことを議会や町民にもっともっと伝えることが必要であろうと。町長は、いつも言う

のです、企業は生き物だ。それは、わかります。だけれども、町としてこのまちをつくるとき

に、その企業さんにまちづくりの姿勢としてこうなのだよと、その辺において企業さんはどう

でしょうかというぐらいの姿勢があってもいいと思います。 

 それで、最後にします。今までやっていると、町長は厳しい財政再建で町は前途多難であっ

て、かじ取りをしている町長の今答弁聞いても、心労はいかばかりかと思います。ですけれど

も、健康に留意して、私たちにあすにつながる元気で明るい答弁をいただきたいと、こう思い

ます。それで、最後ですけれども、町長も十分認識されていると思いますけれども、白老町は

財政再建で、もはやないそでは振れない状況にあるのです。地域の退嬰性を解消しなければ、

まちの創造性や発展性が見えてこないのです。非常に努力が必要です。そこで、町長は港につ

いて集中的に、かつ積極的に邁進すると答弁しております。私は、同じですけれども、集中と

選択で優先順位を厳しくして、一点集中とする政策点検を図って、どれがいいかということは

別です、これから議論しますから。そういう中で、改革後の果実を明確にしていくことが重要

だと思いますが、町長はいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 集中と選択の話出ましたけれども、全くそのとおりだと思います。そ

れは、これから未来永劫、議会の皆さん、町民の皆さんにもその辺はぜひご認識していただき

たい。その集中と選択のそういう基本的な理念があれば、まちはこういうふうになっていなか

ったと思っています。これは、広報にはっきり書かせてありました。ただ、私は10年後、少な

くともこの４年の間に町民の皆さんに、まずは白老町は大丈夫だぞと。まずは、大丈夫になっ

たと言われるための財政の基盤と、さらには税金といいますか、財源を稼ぐための工業振興、

産業振興、さらにはその金をいかに福祉に充てていくかと。借金が一番でございますけれども、

今まで以上に福祉面で後退するようなことがあってはならないと。それも借金返しながらやり
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たいと思っています。そのためには、今のような緊張感のある議論が私は必要だと思っていま

す。 

 以上です。私の答弁を終わらせていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  これで２番、前田博之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 午前１１時５５分 

                                         

          再開 午後 ０時５９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。 

                                         

          ◇ 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。通告順に２項目９点について質問いた

します。 

 開催まであとわずかとなりました北海道洞爺湖サミット、国際会議の中で温暖化防止に取り

組む日本の姿勢を明確にし、温室効果ガスを一、二年のうちに確実に排出量を減少に転じさせ、

20年度までに14％の削減をすると示しています。また、環境月間でもありますので、国の目標

も自分の足元からと考えますので、白老町における環境対策について伺います。 

 １点目、バイオマス燃料化施設の整備後における各計画の見通しと進め方について。 

 ２点目、地球温暖化対策実行計画の推進状況と目的について。 

 ３点目、環境町民会議設置の推進状況と目的について。 

 ４点目、学校教育における環境教育の推進について。 

 ５点目、今後のごみ減量化への取り組みとエコ対策について。 

 以上、５点について伺います。 

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） 環境対策についてのご質問にお答えします。 

 最初に、１点目のバイオマス燃料化施設の整備後における各計画の見直しと進め方について

であります。平成21年４月に稼働する本施設に関連する計画としては、ごみ処理基本計画があ

りますが、一般廃棄物中間処理体制の変更を伴うものであることから、白老町廃棄物減量等推

進審議会に対し改定の諮問を行い、本年12月までに改定を行う予定であります。 

 次に、２点目の地球温暖化対策実行計画の推進状況と目的についてであります。この計画は、

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく市町村の事務及び事業に関する温暖化対策であり

ます。策定に至っては、２度の地球温暖化対策推進リーダー会議で素案を作成し、本年４月に
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庁舎内に地球温暖化対策推進会議を立ち上げ、計画を決定したところであります。計画の期間

については、2008年度から2012年度までの５年間とし、基準年度は2001年度と定め、基準年度

より６％の温室効果ガスの排出削減を目標とし、目標の達成に向け全職員で取り組むこととし

ております。 

 次に、３点目の環境町民会議設置の推進状況と目的についてであります。環境町民会議の設

立に向けては、白老町環境審議会で設立の目的、方法等を検討いただいた結果、共通の目標を

設定し、準備会を立ち上げ、設立に向けることで方針が示されたところであります。町では、

この方針に基づき共通目標を準備会で定め、組織の拡大と環境基本計画の目的達成を目指すこ

ととし、環境に対する機運が高まる北海道洞爺湖サミット開催前の７月５日に設立することで

準備を進めているところであります。設立日には、環境セミナーもあわせて開催し、環境に対

する意識の高揚に努めることとしております。 

 次に、４点目の学校教育における環境教育の推進についてであります。各学校においては、

従来より環境教育に対して積極的に取り組んでおり、取り組み内容の主なものとして、１つは

ポロトの自然観察、ヨコスト湿原の調べ学習、サケの稚魚放流や里山体験の学習など、白老の

自然環境を活用した観察、調べ学習、体験学習であります。２つ目は、海岸や駅、公園のごみ 

拾いなど、ボランティアによる環境美化活動であります。３つ目は、リングプルや古紙の回収

などのリサイクル活動であります。いずれも総合的な学習や特別活動の時間を活用し、取り組

んでいるものであります。環境教育については、幼いころから家庭においても習慣として取り

組むことが好ましいことから、家庭教育でできることは家庭で実践されるよう、今後学校と家

庭の連携を図り進めていきたいと考えております。 

 次に、５点目の今後のごみ減量化の取り組みとエコ対策についてであります。町では、ごみ

を減らす、リデュース、ごみを再使用する、リユース、ごみを再利用する、リサイクルの３Ｒ

の考え方をもとにして対策に取り組んでいるところであります。今後は、一般廃棄物の固形燃

料化によるリサイクル率の大幅な向上が達成できる見込みであります。地球温暖化対策に結び

つくエコ対策では、地元企業による廃食油回収の支援、またマイバッグ運動の促進など環境問

題に積極的に取り組んでいく考え方であります。 

 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。今月の下旬、バイオマス燃料化施設の安全祈願祭が

実施されるということで、本格稼働へ向けて工事が進んでいるということですが、この中で可

燃ごみの98％を固形燃料化することができますけれども、今後の課題として、前にも委員会で

議論があったのですが、家畜のふん尿というものを今後燃料化していけないかという話が出た

のですが、これは堆肥化も含めて、今各事業所において処理を実施していますけれども、今白

老町で現在お金をかけて実施している下水の汚泥、この対策をどうされるのか伺いたいと思い

ます。この脱水汚泥、山形県の新庄市では、年間9,000トン出るそうなのですが、それを利用し
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て約2,000トンの燃料にかえて、白老と同じように日本製紙の岩沼工場で発電用の石炭ボイラー

で利用するということが載っておりました。私は、これを読んだときに、白老町はたしか汚泥

処理で2,000万円ぐらいかかっていると思ったのですが、研究とかそれに対応するためには、そ

れ以上の経費がかかるのかどうかわかりませんけれども、町から出ていくお金を減らすために

は、その対応が今後見込まれないのかどうなのか、その点１点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  辻上下水道課長。 

〇上下水道課長（辻 昌秀君）  下水の汚泥のお話ございましたけれども、下水の汚泥の発生

量、処分量ですね、おおよそ年間1,500トンで、処理経費としては約1,400万円ほどかかってい

る状況でございます。これについては、まるっきり使われないということではなくて、処分し

ていただく業者さんが一応肥料の原材料ということで活用するということになってございます

けれども、こういう経費的なやはり節減ということで、下水道の施設の補助事業としても、こ

ういうものをバイオマス燃料にするというメニューもございます。ただ、そういうものを活用

するには、その後のやっぱりランニングコストという問題もございますので、これについては

単純に経費的にプラスになるかどうかというところまでちょっとまだ検討は進んでおりません

けれども、その辺も含めて今後の検討課題ということで検討していきたいと思います。 

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） 本当に利用しているところがあるということは、利用できない可能性

はないというふうに私はとらえるほうですので、今後本当に研究して、白老町からお金を出さ

ないような方法として、これだけすばらしい施設ができたということで全世界に誇れる設備だ

と思いますので、そういった中で白老町におけるそういったものを変えていっていただきたい

というふうに思います。 

 次の質問にいきます。この事業は、白老町環境基本計画の環境目標の実施ということでうた

われておりますけれども、この白老町環境基本計画は平成18年１月に策定されております。23年

までとなっておりますけれども、この計画は白老町環境基本条例に基づいて策定されています

けれども、２年半が経過した中でこの実施状況、今後の各計画見直しするというのもあります

けれども、この環境基本計画は実施状況、この２年半を顧みてどういう状況にあるのか。環境

問題がいろいろ取りざたされて、いろいろな環境が変わってきていますけれども、そういった

中でのこの環境基本計画の課題、それから計画の見直しというのは必要ないと考えられている

かどうか、その点を伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  環境基本計画の見直しについてのご質問です。 

 ご承知のとおり、平成18年１月に策定いたしまして、これの進行管理につきましては毎年環

境審議会等で諮っていただきまして、また庁内で組織しています役場の関係課の中でもその進

捗状況でありますとか改善策とかの議論をいただいております。それで、18年、19年、これに

ついて進捗状況でありますとか内容等の検討等をいただいて、２回ほどこれに対しての評価を
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いただいております。 

 それで、今計画そのものを見直すことはないのかというご質問かと思いますが、現在のとこ

ろまだ進んでいないような計画等が多々あります。これらをレースにのせるといいますか、そ

こら辺のアクションを起こしていくというような状況等を現在続けているようなところもあり

まして、またうちの課で申しますと、各種計画等もまだこれからというところも残ってござい

ますので、それらの進捗状況なんか、関係機関のご意見をいただきながら取り進めていきたい、

このように思っております。 

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。ある程度白老町の環境は、この基本計画のおくれて

いる部分を取り戻していくということが今の一つの大きな課題であるというふうにとらえたの

ですが、環境基本条例の中で環境基本計画の進行管理、今検討、内部とかでいろいろ進捗状況

を見てやっているということだったのですが、この環境の現状や保全と創造に関する取り組み

の実施状況を年に１度取りまとめて公表するというふうになっています。この公表を実施され

ているのかどうなのか、どういった形でされているのか、その点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  公表につきましては、審議会のほうでいただいたご意見、ま

たは一般の方からいただいたご意見等を踏まえまして、現在のところインターネットといいま

すか、町のホームページで公開して、そして一定期間設けまして、町民の方からこれに対する

意見等を募集して、そして回答を行いながら公開している、このような状況です。 

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） 次にいきます。本年度地球温暖化対策実行計画が12月をめどにつくら

れていくということですね。ごみ処理の基本計画も今後見直されていくということなのですが、

実行計画は４月ですね、基本計画が12月をめどにということなのですが、町民会議も７月に打

ち立てるということで、基本計画の実行が１つずつ、ことしのこの環境サミットが行われると

きに実施されていくということは大変すばらしいことだなというふうに思うのですが、今回北

海道としてサミット開催を控えて環境宣言を発表しましたね。その中で地球を守る心、もった

いない心、それから自然と共生する心、この３つの心と８つの行動、それから目標達成のため

の環境行動の手引というのを250項目で発表されました。全国初と言われているところがあるの

ですが、それは具体的には数値を明確にしているということなのです。実効性あるものとして

いる。それと、もう一つは、年齢や職業ごとの環境行動パターンもきちっと提言をされている

ということなのです。そういったことで、町が今後ごみ処理計画もつくっていきますけれども、

町民会議が設置されたときにネットワーク化もあるのですが、その中で道が出したこの計画に

対して、町としてどんなふうにとらえて、活用しようと思っているかどうか、その点伺いたい

と思います。 
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〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  道でこのたび示された計画につきましては、詳細までは目は

通していないのですけれども、おおむね中身等を見てございます。それで、今回この計画に対

して白老町は賛同します、応援します、参画しますという形で、実は町長名でこれに対する賛

意のものを送ってございます。これにつきましては、19日から環境総合展、札幌ドームで開催

されますけれども、その中で白老町がこれに賛同していると、その旨発表される予定になって

ございます。 

 また、これの中身の趣旨、これについては町で目指しています環境像、望ましい姿、これと

合致する部分、ほとんどありますので、取り入れるもの、また生かしていけるもの、うちの中

で計画の見直し等も含めまして取り組んでいきたい、このように思っております。 

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） 私も21日、札幌のドームに見に行こうと思っていますけれども、本当

に賛同するということは、その計画にのっとって白老町も計画をきちっと実施していくという

ふうにとらえてよろしいですね。わかりました。 

 町は、先ほど答弁にもありましたように、環境温暖化対策実行計画が策定されるということ

で、これは町の行う事業の実施したものをきちっと削減なら削減、それから予防したものは予

防したものを数値として示していくと。その示した数値が今白老町で取り組んでいる環境家計

簿なんかもありますよね、そういった町民一人一人にそういう情報を提供するということで、

私はかなり大きな効果を生むのではないかなと。人員削減の中で、大変厳しい中での実行とい

うことで評価をしているところなのですが、この成果を町民会議、町を中心とした町民と、そ

れから各団体、それから事業所で構成していくという。これは、人数は代表でやると思います

けれども、ネットワークということで、それにつながる大きな組織体ができるのではないかな

というふうに思うのですが、そのネットワーク化した組織が実際に行動を起こせる、行動を起

こす。先ほど道の環境宣言に賛同するということで計画にも取り入れていくということなので

すが、そういった中で私はこのネットワーク化した町民会議が本当に行動あるものにしていく

ためには、これは地球温暖化地域推進計画って、苫小牧はこういう計画を今つくるようになっ

ているのです。白老町は、きっと環境基本計画でいくと、京都議定書目標達成地域推進計画で

はないかなというふうに思うのです。この計画の策定がこの町民会議に私はかなり大きな影響

があるのではないかなというふうに思うのですが、この計画の策定ということはどう考えられ

ているか。もし日程とか、いつごろまでとかということも考えがありましたらお聞かせ願いた

いと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  このたび作成しました役場事業所が取り組む地球温暖化対策

実行計画、これを今後地域推進計画へと、そういう意向についてのご質問かと思いますが、ま

ず地域推進計画、それに向かうまで役場が率先してこれの取り組みをして、その結果等を公表
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するという形で、みずからそういう先頭に立って進むということで、まず取っかかり、そうい

う形で進めた。今後は、おっしゃられるとおり、まだ立ち上げておりませんけれども、環境町

民会議、こちらのほうを７月５日設立する予定でございますけれども、そちらのほうにお諮り

した中で地域、町民、事業所等々にこれについて広がりが持てればと、そのように考えてござ

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。本当に行政というのは、私は引っ張っていく側だと

いうふうに思っているのです。町民会議ができました。何をするかといったときに、ある程度

目的がきちっとしていないと、もちろん町でやったことを皆さんにお知らせする、それは当然

数値の結果としては必要だと思いますけれども、では自分たちが何をすればいいのかといった

ときに、私たちと同じようにやってくださいということにはならないのではないかというふう

に思うのです。そういった中で、私はこの地球温暖化の地域実施計画というのがやっぱりすご

く必要になるのではないかと思います。この地球温暖化対策実行計画、白老町が中心になって

白老の事業の評価をしていくということなのですが、この計画できるまで２年半ぐらいかかっ

たのではないでしょうか。私は、この基本計画ができたときに、ずっとこのことを言っていま

した。庁舎内でやったことが数値としてあらわれるべきではないかと。それが町民にとって大

きな目標になり、指針になるのではないかということを訴えてきていたのですが、ようやくこ

としできまして、本当によかったなと思っているのですが、２年半かかったなというふうに思

ったのです。それと同時に、地球環境というのはきょうも進んでいるわけです。こういった計

画が中心にやっぱり動いていっていると思うのです、組織体というのは。町民会議も一つの組

織体になるわけです。それを具体的にどう動いていくかということが、今回道の示された、私

見たときに本当にやりやすいなと。これを見たら、自分がこうやったとき、これはまた地球温

暖化になるのだというふうにとらえられる、本当に具体的な目標なのです。やっぱりそういっ

たもの、目に見えて行動できるものがその中心になければ進まないと思うのです。私は、この

計画を一日も早く立ち上げるべきだと思うのですが、しつこいようですが、もう一度その辺の

お考えを伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  現在環境町民会議につきましては、準備会で設立に向けて話

を進めている段階でございます。それで、おっしゃられるとおり、今最大の関心事であります

地球温暖化であります環境に対するこれの取り組みについて、まず関係の団体と集まっていた

だいて、だれもが取り組みやすい地球温暖化、これを共通のテーマとした中で立ち上げにつな

げようという形で動いておりますので、具体的には町民、また事業者等々に広げながら、だれ

もがすぐにでも取り組めるこういう温暖化対策、これを推進していきたいなと、このように思

っております。 

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。私は、白老町は環境に対しての取り組みは、ほかの

市町村に負けない取り組みをしてきたというふうに自負していました。全道の女性議員研修と

いうのが超党派であるのですけれども、その中でも白老町はいつも評価を受けていました、環

境問題に対してはすごいねということで。ただ、バイオマス燃料化の施設ができて、白老町が

リサイクル率92％を超えると、そういう数字が出てきて、何か私は物すごく進んで、すごいな

と思って自負していました。ところが、町の事業者を交えた、巻き込んだ、そういったものは

すごい結果として出ます。もちろん町民も燃やせるごみをきちっと分別して出すということに

変わることになるのですが、苫小牧市は隣町ですので、すごく環境問題には……私も友人から

相談を受けました。苫小牧はすごくおくれているので、自分も環境のことでボランティアでか

かわっているので、ぜひいろんな白老の情報を教えてほしいと言われたのですが、今苫小牧市

はごみをまだ有料化にしていません。有料化にする前に、もっともっと取り組むべきものがた

くさんあるということで、かなりいろんな取り組みをしています。それを見ていったときに、

私は町民、向こうは市民ですけれども、町民を巻き込む実施内容がおくれてきているのではな

いかなとちょっと思ったのです。 

 それで、次の質問をしたいのですが、ごみ処理基本計画も見直しをするということになって

います。ごみに対する基本的な、私ももう一回読み直してみたのですが、基本的な町の方向性、

こういった方向性でやるという基本計画というのは必要です。しかし、町民がそのために何を

するのか、何回も出すようですけれども、道の今回具体的な示されたのを見ると、町民が一体

何をするのか、では日々の生活で何をしたらいいのかわかっているようなのです。みんなわか

っているのです。80％以上の方が環境に対して自分たちは一人一人が頑張らなければならない

というのはわかっているのですが、では何をどうして実行しているかといったら実行していな

いのです。そういった中で、私はこのごみ処理計画の中にごみ処理実行計画というのを含めた

２段構えというか、その町民が実行すべき項目を、この道の環境サミットの参考になる部分が

たくさんあると思うのです。賛同するのであれば、そういった中のをもっともっと取り上げて、

白老町の環境に合った、白老町の生活環境の中での町民の意識改革をするため、それから実行

するための計画を含めていくべきというふうに考えるのですが、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）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  ごみ処理計画についての見直しにつきましては、今回バイオ

マス燃料化施設の建設に伴いまして、今まで登別に搬入していたごみのうちから可燃ごみであ

るとか資源ごみのうちのペットボトルを変えるという形での変更が大きな見直しになるわけで

すけれども、これの計画の変更については、今後白老町の廃棄物減量等推進審議会のほうに諮

問したいというふうに考えてございますけれども、まず町民の方々のごみの出し方につきまし

て、基本的には分別等については変更ございませんけれども、バイオマス燃料化施設に向けま

して、やはり今以上に分別のさらなる徹底を、これについてのご協力をお願いしたいなという
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ふうに思っておりますし、それに向けて議員ご提案の白老町民のごみ処理実行計画ですか、こ

れについてどうなのかということも審議会のほうともご相談させていただきたいと、そのよう

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） 白老町は、計画を立てる場合は大抵審議会とか、そういったところに、

それは町長の諮問機関ですので、敬意を表したいと思いますけれども、やっぱり実際に現場を

見ている人の声をきちっと生かしていただきたいというように思うのです。もちろんその人た

ちが現場を見ていないとは言いませんけれども、本当にそういった一人一人が実行できる。こ

の実行を持続されるためにはどうしたらいいのかということを、しっかりと現場の声を受けと

めながら審議会と議論をして実行計画をつくっていただきたいというふうに思います。 

 それから、次にいきます。環境教育について伺います。まず、基本計画にある環境教育の中

で推進計画……済みません、きょう計画のことばかり言ってしまうのですが、推進計画策定と

いうところが載っています。これは、時期はいつごろになるのか。また、学校教育における環

境教育指導者の育成をするというふうにあるのですが、私は環境教育というのはずっと子供の

ときからしっかりと植えつけていかなければならないし、また実施していかなければならない

というふうにとらえているのですが、この計画にのっとらないと物事が運ばないというのが行

政の一つの手法でもあると思いますので、この計画をどのように考えていられるのか伺いたい

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） ただいまのご質問の環境教育に関する振興計画といいますか、

そのことにつきましては先ほど生活環境課長のほうからお話ありました環境町民会議の中に学

校の先生もメンバーとして加わってございます。そんな中で、今後そういう計画づくりも進め

ていけるのかなというふうに考えてございますので、今即答して、こういう形でというふうに

はちょっとお答えできませんけれども、そういうことも含めて今後計画づくりの中で考えてい

きたいということでお答えしたいと思います。 

 以上です。 

          〔「学校教育における環境教育指導者の育成をするというふうに 

            あるんですが」と呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（本間勝治君）  そのことも、そういう振興計画の中で検討していきたいとい

うふうに考えております。今のところ、先ほど町長からもご答弁申し上げましたとおり、各学

校で、指導者ということでありませんけれども、いろんなボランティア活動だとか自然学習、

調べ学習、そういうことを各学校の中で対応してございます。ただ、その中でそういう指導者

ということの位置づけはされておりませんけれども、各学校で相当数のそういう環境教育につ

いては実施しているということでお答えさせていただきます。 

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） 揚げ足とるようで申しわけありませんけれども、それでは環境基本計

画にある学校教育における、環境のことはいろいろ取り組んでいるので、それを指導者という

のかどうかわかりません。それを指導者というのであればそれでいいのですけれども、では環

境教育指導者の育成というのは、今後は改めてやることはないし、今までどおりやっていくと

いうふうにとらえてよろしいのでしょうか。 

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）  いいえ、そうではなくて、今やっている中で指導者の育成と

いうことまでの位置づけはされておりませんけれども、この環境町民会議の中に学校教員もメ

ンバーとして入れさせていただいておりますので、そういう中で今後その指導者の育成のこと

も検討していき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）  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） 私、なぜこのことにこだわるかといいますと、各学校でいろんな自然

に対しての取り組みやっているのはわかっています。ただ、ちょっと残念だなと思ったことは、

いろんな計画、学校は計画にのっとってやっているのだと思うのです。環境基本計画にもそれ

がのっています。こういったことをやっていくと言って、もう２年半たっているのですが、ま

だ１つずつ淡々としてやっていくのだということの方針でないのかなと。では、環境基本計画

にのっている、そういう計画の推進は、町民会議ができたからそういうふうにおっしゃるのだ

と思うのですけれども、本当は町民会議ができなくても、私は学校としての計画は持つべきだ

ったのではないかなというふうに思うのはなぜかというと、ことし環境サミットがありますよ

ね。この胆振管内で行われるわけです。ところが、白老町の子供たちの中でこの環境サミット

をとらえた行事に何か参加するとか、ほかのほうはやっているのです。そういったことで、何

か行事として取り上げていくとか、そういったものが学校教育の中に、時期に合わせ、時に合

わせて、いろんなものに合わせた、子供たちがその場にこういった重みがあるのだよとか環境

サミットでこうなのだということをとらえられるような行事を私は取り入れていくことも大事

なことではないかなと思うのです。そういった中では、そういった環境指導者のような方がい

て、いろんなことを研究されている方がいると、学校教育の中に計画としてそういった行事、

それから日本の、それから世界の行事を取り入れながら、世界の行事が日本の胆振管内で行わ

れるわけですから、そういったことがこの白老町で何か参加するとか、何かそれに合わせて取

り組むということが計画として見えてこないのが少し残念だなと思ったのですが、その点のお

考えを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）  今議員言われるとおり、例えば室蘭市なんかにおきましては

子供サミットを開催すると。ただ、これにつきましては財源的には市の負担はなしと。ユネス
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コだとか文化協会が主催として、例えば白鳥大橋の10周年を兼ねたサミット、それと室蘭、伊

達、登別、これは小学校５年生以上中学生まで８名で環境をテーマにしたパネルディスカッシ

ョンを行うだとか、有珠山の噴火で有名な北大の岡田教授を招いての講演をするとかというよ

うな子供サミットをやるというお話も聞いてございます。そんな中で、室蘭さんも言っており

ましたけれども、要するに経費面として事業費的にやっぱり財政面も考えるというお話をされ

ておりました。そんなことで、私どもも本来そういう財政状況が許せば、そういうことも検討

はしていきたいと思いますけれども、室蘭さん同様、こういうことの洞爺湖サミットを契機と

して新たに何かの事業を起こすというような考えは今のところ持ってございません。 

 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。お金がかかる、かからないのことを私は言っている

つもりはありません。お金をかければいいというふうに思いません。私は、時の流れに応じた

教育って必要なのではないかというふうに言っているのです。ですから、前にこういうことが

できないだろうかと言ったときに、２月には計画ができてしまうので、それ以降のことはなか

なか計画として得られないということがあったのです。私は、これから未来に向かって生きて

いく子供たちにいろんな周りの環境の変化、国の動き、いろんなものを取り入れるべきだとい

うふうに考えるのです。それにはお金がかかる、かからないのことではないと思うのです。お

金かけなくてもできることあると思うのです。そういった中で、教育の中にきちっとした環境

に対応のできる、そういう教育の方針というのをつくれることが必要なのではないかというふ

うに思うのです。そういう意味では、こういう教育的な環境指導者という人がいれば、そうい

ったことが何かの形でできないかとか、そういった工夫が……サミットばかりではありません。

今後もそうです。いろんな環境の変化に応じてやらなければならないことが出てくるのではな

いかと思うのです。そういったことを教育の中に取り入れていくべきでないかなというふうに

思うのですが、その辺ちょっと見解の違いでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  見解の違いではないと思います。というのは、こちらのほうで課長

も含めて言っているのは、たまたまお金の話で、財源の話でという話ししましたけれども、そ

ういうことではなくて、課長の言わんとしていることは、環境教育はふだんからずっとやって

いて、サミットにこだわらず、そういうことをやっていますよということを言いたかったとい

うふうに思っています。私も、こういう推進計画、指導者をというのは、ご意見のとおり１年

も２年も経過しているから、そういうタイミングに合わせて指導者の育成とか、そういうこと

もできたのではないのかというようなお話で、それは期間を考えればそのとおりかなというふ

うに思っています。前には、今回の計画とは別に、いわゆる指導者の育成ということで言えば、

前の話題でごみ博士とかというのがあったけれども、そういうようにやはり各学校あるいは町

民の方で環境に対する指導者、そういうことも学校の授業でやるのであれば先生方も含めてそ
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ういう指導者がいればなというふうに思っていますが、一つの事業の計画の中で特別に指導者

が、特記した指導者がいなくても、ある程度学校の授業の中では取り入れていけるのかなとい

うふうに思っています。 

 それから、くどいようですけれども、サミットに関連してということは、それは場面、場面

によって効果的な事業もできるということで言えば、やはりそういうタイミングも大事なのか

なというふうに思っています。ちょっと話はずれますけれども、今週、先週含めて各地区で運

動会をやっていると。運動会の競技種目にサミットに関連した、サミットというより、環境に

関連した種目名とか、そういうのを入れて、やはりそういう中から競技種目も環境に配慮した

ものを入れていくとか、ふだんからそういうふうにやっているということも先般新聞に出てい

ました。そういうことも含めて、ふだんの中でそういう教育を進めていきたいというふうに思

っております。決して揚げ足とるわけでなくて、考えていることは一緒だというふうに思って

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） 先ほどからごみ計画は日々の取り組みが必要だと言いながら、何かち

ょっと申しわけないのですが、やはり教育の中ではいろんなものもこれからの未来を担う子供

たちのためには考えていただければというふうに思います。 

 次に、何点か細かいことについて伺いたいと思います。ごみ減量化についての具体的な取り

組みについて伺っていきたいと思います。エコ対策としてレジ袋減量、マイバッグ運動の推進

というのがあります。全国44自治体、７県は県内全域でやっています。このレジ袋減量化対策

について、白老町もいろんな行事に取り組んでおりますけれども、白老町のマイバッグ運動、

これも進めていることの一つなのですが、効果として白老町の現状をどのようにとらえている

のか伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  白老町におけるマイバッグに対する取り組みでございますけ

れども、これにつきましては環境基本計画にもうたっておりますし、またごみの関係の計画の

中でもうたっているとおり、具体的には白老町３Ｒ推進協議会の事業という形の取り組み、ま

た白老消費者協会での取り組みという形で、今町民の方の意識高揚、それに対する関心、そう

いうことで取り進んでいる状況かと思います。ただ、その状況と申しますか、苫小牧さんのニ

ュース等を聞きますと、かなり大型店では持参率が高いというようなこと等もあります。町内

においては、そこまではまだまだいっていないのかなと。今後そういうニュースを励みにマイ

バッグが推進されるように取り組んでまいりたい、このように思っております。 

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。白老の３店舗、大型店までいかないのですけれども、

お店のマイバッグの状況をちょっと聞いてみました。その中で、２店舗は10％いっていないと
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いうことなのです。あと１店舗は、去年よりはかなり意識が高まってふえてきているという現

状があります。ただ、先ほど苫小牧市の話が出ましたけれども、最初このマイバッグ運動が出

たとき、やっぱり10％から、いいところで30％ぐらいだったというのです。ところが、苫小牧

は市と、それからその事業者と、それから消費者協会が取り組んで協定を結んで、まちぐるみ

の取り組みにしたというのです。その中で有料化ということが出てきまして、この有料化によ

って、有料化によるから結果が出たというのも、ちょっと私は余り好きではないのですけれど

も、ただし結果が出ているのです。この６月５日から、たしか苫小牧市は有料化に取り組んだ

のですが、１週間で10％から30％が80％から90％に上ったというのです。この効果というのは、

私はやっぱりごみ減量化を目指すまちとしては大きな数字ではないかなというふうに思うので

すが、こういったことを含めてほかの、全国で一番先に有料化に取り組んだ仙台市も、やっぱ

り最初は10％から30％が有料化にしてから６カ月で90％台にいっているというのです。そうい

うことからいくと、消費者協会もマイバッグ運動をやっています。ですけれども、商店街をど

う巻き込むか。商店街の考えを伺いながらきちっとやっていかなければいけないのではないか

なというふうに思うのですが、その点商店街ではどのように考えているのか、懇談したことあ

りますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  最後の商店街との懇談の有無につきましては、私自身具体的

なそこら辺の話はまだ持っていない状況です。 

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） 白老町が一つのごみ減量化をしようとして、燃やせるごみはそういう

ふうになっていって、今後はそういう小さなところのことをやっていかないとごみ減量化には

つながらないと思うのです。そういった意味では、苫小牧あたりはレジ袋をやったり、リサイ

クルをやっている店をエコストアというふうに認定証を出しているのです。この認定証を出す

ことで、この認定している店も３店舗から今22店舗ぐらいにふえたということなのです。私は、

こういった取り組み、小さなことなのですが、１店舗１店舗がそういうことに取り組むという

姿勢が、今までは事業者、事業者と言ってきましたけれども、これからは各商店もそういった

ことでは取り組むべきだというふうに思うのです。私は、道の環境宣言の中にあります、１人

が一生の間に30本の木を植えようというのがあるのです。そういったものも、もしこのレジ袋

を有料化にしたら、その分は考えていないという商店があるのであれば、それを木を買うこと

に持っていきませんかとか、いろんな持っていき方があると思うのです。そういった意味では、

私は何らかの形で、やっぱり行政が動いて、初めてみんながついてきて実施されているという

ところがどうしてもこれは否めないものがあるのです。そういった意味では、やっぱり行政主

導型という形をとらなければならないのではないかなというふうに考えるのですが、その点伺

いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 
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〇生活環境課長（千石講平君）  苫小牧市さんでの取り組み状況等、私もいろいろ見て承知は

してございます。ただ、苫小牧市さんと置かれている状況というものが若干異なっているのか

なと。大型店舗の数とか、そこら辺もあるのですが、苫小牧で推進している大型店の一つが白

老町内にもありますので、そこら辺の波及というのは今後期待できるのかなと思いますし、ま

た議員おっしゃられるとおり、これの運動と促進については、やはり行政としても後押しする

必要があるのかなということで、その方策等については今後検討してまいりたいなと思ってお

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。７月にできる町民会議、大きな意味があると思いま

すので、この中でもしっかりと商店が巻き込めるような形、そしてエコストアだとか、いろん

な取り組みを、やっぱり白老町らしいものを、私は苫小牧のようにしてほしいとは思いません。

ただ、やっぱりその意識をどこに置くかだと思うのです。そういったものをきちっと訴えかけ

て、一つでも事が進むような形に持っていっていただければというふうに思います。 

 レジ袋運動をやっているからいい。それは、認めています、やっていますから。ただ、それ

が結果として出てこなければ、毎年１回か２回やるのですけれども、何かむなしく、はい、は

いと渡して終わってしまっているような形で、ただ目に見えて、去年とことし違うよというの

があると、やっぱりやっている側も効果があるのかなというふうにとらえられると思うのです。

そういった運動を進めていく中心にならなければならないものは行政なのですね。だから、そ

ういった面では努力をしていただきたいというふうに思います。 

 次の質問にいきます。これも小さなことなのですが、廃食油の回収について伺いたいと思い

ます。バイオディーゼル燃料の原料となり、ＣＯ２の削減はほとんどないという、これは何回

も言ってきましたけれども、現在白老町は各事業所のみ回収を行っているというふうに聞いて

おりますけれども、一般家庭からの回収、これが今後の大きな課題になるのではないかなとい

うふうに思います。石山に新しい工場ができたところも、今後は一般家庭の回収したものも使

っていきたいというようなことも何か言われているというふうにも伺っておりますけれども、

そういった中で地道に活動、これも最初は地道な活動から始まると思うのですが、この回収の

件に関しては行政としてどのようにお考えになっているか伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  石山に設置された工場の関連で、一般家庭からの廃食油の回

収についてでございますけれども、当然町といたしましても支援といいますか、協力していき

たいという姿勢でございます。それで、現在会社のほうとも、これらについては一応協議とい

いますか、いろんな形でお話しさせていただいております。それで、今会社からどのような構

想でそれを回収するのか。例えば拠点ステーションであるとか回収の方法であるとか数とか場

所とか、それら等の構想とか、まだその段階ですけれども、それら等をまず示していただきた

いなという中で、当然協力支援という形につなげていきたいという段階でございます。 
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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） これも全域の町民を巻き込んでですので、横に長いまちですので、ど

このまちでも、どこの地域にいても参加できるような形、そしてやっぱり一つの事業者に白老

町も環境に対しては大変積極的であるという姿勢を見せるためにも、しっかりとした取り組み

をしていただきたいというふうに思います。 

 それから、今エポック社の話が出たのですが、４月末に竣工したということなのですが、前

からお話聞いていたのですが、製造過程で発生するグリセリンを牛ふんに混入させた肥料でヒ

マワリ栽培をしたいと。ヒマワリの種から食用油を搾るモデル生産を試みたいというふうに言

っているそうですが、この循環型事業、これは学校教育の中にも取り入れられるのではないか

なというふうにも感じるのですが、そういった点をどのように実施されていきたいというか、

どのような話になっているのか伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  エポック社の関係でのヒマワリの栽培等の計画でございます

けれども、全体計画の中ではそのような栽培も含めて、これを利活用していくということで計

画を持ってございます。ただ、今事業者のほうとしましては、まず第１期目として廃食油の回

収、それと燃料化ということに力を入れてございまして、また具体的なヒマワリを栽培すると

いうところまでの計画まで、まだ具体的な協議まで進んでございませんので、ご理解いただき

たいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  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） １項目めの質問の最後にしたいと思います。町長に伺いたいと思いま

す。 

 今地球規模における環境問題とか、世界が、日本が、そして今道も、そしてそれぞれの立場

で中長期的な目標を設定して、今この環境問題、地球温暖化対策について取り組んでおります。

白老町は、産官学の連携によるバイオマス燃料化施設の実施ということで、本当に進んだ取り

組みの中で環境問題に対して取り組んでおるところなのですが、私は今回それ以外の小さな問

題についても質問いたしましたけれども、町民をリードしなければならない行政の立場で白老

町の今後の環境に対する取り組み、どのような環境のまちにしていきたいというふうにお考え

か伺って終わりたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 本町の環境対策の代表的な事例はバイオマスの固形燃料の関係だと思

うのですが、これについては北海道、さらには外務省とか環境省、さらには経産省にも行って、

説明の機会ありましたので、説明してきております。これは、うちの町で取り組んだのは特異

な例でも何でもないのです。ごみの分別をきちっとやっている、そしてまちに工場があって、

工場のあるまちにはボイラーがあります。そういうまちであれば、どこのまちでも取り組める
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のだということを我がまちでそれを実証して発信していきたいなと思っています。できれば、

北海道全体で、まずは我がまちの事例を北海道が取り入れて、積極的に北海道の中でこれを推

進していければと思っております。 

 それと、さっき教育委員会との議論で、教育長のほうからも答弁あったのですが、私も教育

長と同感で、お金がなくてもできることがたくさんあります。例えばこのプラントができたと

きに、親子でプラントの見学されるとか、学校でプラントを見学されるとか、それによってま

た分別が徹底できるわけですから、さまざまな取り組みがあると思いますが、実効性のある取

り組みを教育委員会のほうでぜひ取り組んでもらいたいと思っています。 

 私のほうからは以上でございます。 

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） 次の質問に入ります。 

〇議長（堀部登志雄君）  吉田和子議員、次に入る前に休憩をいたします。 

          休憩 午後 １時５３分 

                                         

          再開 午後 ２時０４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。 

 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。次の質問に入ります。 

 家庭、地域を取り巻く環境変化の中で、家庭、地域が連携、協力して家庭や地域の教育力の

向上を図る社会全体での子供の育ちを支えていく体系づくりが必要と言われています。 

 そこで、２項目め、家庭教育と子育て支援について伺います。１点目、白老町保育園再配置

と民営化の進捗状況と白老町保育計画の策定について。 

 ２点目、保育の質の向上のための取り組みについて。 

 ３点目、特別保育の今後の実施に向けての考え方について。 

 ４点目、幼児、児童の体力低下と生活習慣の課題について、次世代の親の育成と支援体制に

ついて伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  家庭教育と子育てについてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の白老町保育園再配置と民営化の進捗状況、白老町保育計画の策定についてでありま

す。白老町立保育園再配置・民営化計画に基づき、統廃合につきましては本年４月にまきば保

育園と小鳩保育園の統合を終え、来年４月にはたけのこ保育園と海の子保育園の統合に向けて

準備を進めているところであります。民営化につきましては、町内各法人の意向調査を済ませ、
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今後は民営化する保育園と時期の決定と公募条件などをまとめ、民営化先の募集をすることと

しております。また、白老町保育計画につきましては、国が３月に定めた保育所保育指針の改

定内容も含めての策定を考えており、現在その作業を進めているところであります。 

 ２点目の保育の質の向上のための取り組みについてであります。保育士の資質向上を図るた

め、子供の保育及び親指導が適切に行えるよう、主任保育士や障がい児保育などの全道規模で

の研修や、町内においても地域療育機関や保育士会などによる実務に至るまで、さまざまな研

修機会に参加し、必要な知識、技術の習得に努めているところであります。 

 ３点目の特別保育の今後に向けての考え方についてであります。町立保育園再配置・民営化

計画にもありますように、既存の乳児や障がい児保育のほか、新たに一時保育、休日保育など

の特別保育の実施を民営化に合わせて進めていく考えでありますが、実施に当たっては保護者

のニーズをとらえ、実施内容などについては十分検討してまいります。 

 ４点目の幼児、児童の体力低下と生活習慣の課題について、次代の親の育成と支援体制につ

いてであります。保育園においては、２年に１度、家庭における子供の生活リズムと食事状況

についての調査を実施しており、年々朝食を食べない児童、生活時間の夜型傾向が多くなって

きており、体力の低下も目立ってきているところであります。子供の体力づくりには、バラン

スのとれた食事、十分な睡眠、適度な運動が不可欠であり、保育園においては発達段階に応じ

た保育カリキュラムに基づき、心身発達の向上に努めております。また、保護者に対しても家

庭における基本的な生活習慣の重要性について、園の便りなどを通して理解を求めるとともに、

個別での指導も実施しているところであります。 

 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） まず、白老町の保育計画について伺います。14年度から19年度となっ

ており、これは行革の答申を受けて調査、検討、懇話会の提言でつくられたものでありますけ

れども、今後20年度から作成されるのですけれども、現在までのこの５年間実施されてきた保

育計画での検証をされたと思いますが、課題をどのようにとらえていらっしゃるのか、その点

まず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） 平成14年から19年度までの保育計画の中には、統廃合、それか

ら民営化も含めて、そのほかに特別保育ですとか、保育士の資質の向上等も含めて計画として

つくり上げられてきております。その中では、統廃合、民営化につきましては、なかなかそこ

の部分が前へ進んでいくのに時間がかかっていたということもありまして、そこの部分だけを

再配置民営化計画という形で新たに計画をつくらせていただいております。そこの部分では、

白老町の保育計画の中での評価というのは余り進まなくて、別につくったというふうにとらえ

ております。そのほかの交流保育ですとか、それから乳児保育ですとかという特別保育につき

ましては全園で、一部乳児保育については施設の関係で実施ができていないところもあります
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けれども、基本的には特別保育についての推進を図ってきているというふうに考えております。

ただ、以前にもお話がありましたが、その中でも一時保育ですとか休日保育、そこのところが

なかなか進んでいっていなかったということもありまして、今回再配置民営化計画をつくる視

点でそこの部分も折り込む形で推進をしていきたいと。課題として残る形になるものですから、

それは再配置民営化計画、それから今後の白老町の保育計画の中にあわせて課題として盛り込

んでいきたいというふうに考えております。 

 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。何点か伺いたいと思います。保育計画の最初にあり

ます幼保一元化、現在は認定こども園というふうになっていますけれども、20年以降の計画の

中では、このことはもう入ってこないというふうに私の中ではとらえているのですが、その点

どうでしょうか。 

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） 幼保一元化につきましては計画の中にのせておりましたが、国、

それから道等のある程度の幼保一元化についての基準等をクリアできる、今白老町の中では条

件がないという考え方を持っておりますので、これにつきましては今後も少し時間は置かなけ

ればならないというふうに押さえております。 

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） 14年度からの早い計画にこれが入っていたということは、まだそこま

で考えが至っていなかったというふうにとらえていいのかどうかわかりませんけれども、厳し

く言えばそうなのかなというふうに思います。 

 もう一点、保育運営というのは、地域住民からの要請にこたえる施策ということなのです。

それに要した費用と効果の対比で実施したサービスが効果的であったかどうか、地域に貢献し

たかを検証、評価し、サービスの向上に寄与するというふうに計画の中にあるのです。この中

で検証の情報公開というのはされているのかどうなのか。これは、私今後の、今保育料の見直

しもありますよね。そういったことを含めると、民営化も入ってきます。そういった中で、検

証して、これをきちっとしていくということが今後民営化になっても必要なことではないかな

というふうに思うのですが、その点どのようにされてきたのか、また今後そういうふうに民営

化にも入れていくのかどうか、その点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） 保育園の運営につきまして検証、それから公表等というご質問

ですが、園の中での自己評価といいますか、そういうものについては各園ごとに実施はしてき

ておりますが、それについて公表というところまでは至っておりません。今回示されておりま

す保育指針の中にも、その検証はもちろんのこと、ある程度そういうものについての公表とい
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うところまでというものが示されてきておりますので、その辺についてはこれから民営化とい

う形になる中では、その部分を含めて考えていきたいと思っております。 

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） 再配置と民営化の中で父母の不安というのは、やっぱり民営化になる

ことでいろんな不安出ていましたよね。そういうことからいくと、こういった検証をした結果

という公表をきちっと計画の中に義務づけていくということが私は今後、この保育計画は民営

化になろうと、きちっと保育の、白老町の指針として民営になっても、それはきちっと民営化

で、それに沿ったことができる民営先を選ぶのではないかというふうに思うのですが、そうい

ったことではきちっとそういった項目を入れていただきたいというふうに思います。 

 それから、もう一点伺いたいと思います。保育園の耐震度調査ということなのですが、白老

町の保育園は、平成になってからできたところが３園ぐらいありますので、ただ１つ、今ここ

で言っていいのかどうか、民営化でやっている保育所は築30年が経過しているのです。そうい

った意味では、今小学校はかなり耐震化の調査、それに対する対応、国も大体３分の２は担保

するというふうになってきていますけれども、保育所に関してはどこを読んでも余りないので

す。そういった部分では、保育所の建物に関しては教育委員会としてどのようにとらえている

のか、ちょっと伺っておきたいと思います。 

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） 町立の保育園が４園、それから私立１園の中の町立の３園につ

きましては、今お話のありましたように、平成になってから建てられております。１園につき

ましては、木造モルタル的な昔風の建物になっておりますので、そこについての注意も払って

いっている状況にあります。ただ、そこにつきましては、来年の４月統合という考え方をして

おりますので、それまで十分配慮していきたいというふうに考えております。それから、私立、

昭和52年に建設がされている保育園というふうに押さえております。30年たっているものです。

当然建てた時点では、基準をクリアをして建てているのですが、年々耐震度に関する条件等も

厳しくなってきております。このようにいろいろなところで地震が起きるようになると、町と

しても今後対応はしていかなければならないというふうに思っておりますが、申しわけござい

ません、今の時点でそこの建物のところについては、耐震度というものをこちらとしても把握

をしておりませんので、そこのところについてはちょっと時間をいただきたいと思います。 

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） しっかり調査をして、子供の安全を図っていただきたいというふうに

思います。 

 保育の質の向上について伺います。かなり道とかいろんなところで検証されているというこ

となのですが、１点は厚生労働省の保育の質を高めるためのアクションプログラムが示されて

いるのですが、その中で１つは、外部の専門家を招いての研修というのがあるのですが、ここ
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で見ていくと、主任とか、あと障がい児の保育士さんの研修ということなのですが、全体の保

育士さんの研修というのが必要ではないかなと思いますので、こういったことも考えなければ

いけないのでないかというふうに思いますし、それからもう一点は保育所定年者の研究サポー

ト役として体制を整備していくというのがあるのです。私は、これをすごく必要だと思うのは、

保育園というのは子育て中のお母さん方が迷いながら、本当に子育てがちゃんとできているか

どうかと迷いながら生活をして子供を預けているのです。保育士さんの一言というのは、その

子供にとっても、その家庭にとっても、その母親にとってもすごく大きな影響があるのです。

そういったことで、もしかしたらその子の一生を左右するぐらいの助言というのをもらうこと

もあるのです。そういった意味では、大変に重いものがあると思うのです。そういった中での

今後課題になると思うのですが、そういった取り組みをするべきだというふうに聞いておりま

すけれども、まだ保育所として定年者を利用する、そういう先輩を利用するという形のものは

取り入れられていないということで考えて、そういったことが今後必要になれば取り入れてい

くようなことができるのかどうなのか、その点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） さきの保育の質の向上で外部の講師ということにつきましては、

保育士会等が年に何回か外部の講師を招いて、臨時職員も含めての研修を行っております。そ

の後の定年の職員の研究サポート役といいますか、これについては一部、保育園ではありませ

んが、発達支援センター等につきましては退職した後もその方々にボランティアですとか、い

ろいろなときの親御さんに対してのアドバイス役として役割を果たしていただいているところ

があるのですが、保育園全体というところでは、今のところこちらの事業としてという考え方

では実施はしておりません。当然白老町にも退職をされて、いろいろな活動をされていらっし

ゃる保育士さんが多くいらっしゃいますので、そこのところではどういうような役割を持って

というところではちょっと明確には今お話はできませんけれども、そこのところの活用につい

ては、皆さんご協力をいただけるというふうに押さえておりますので、今後検討させていただ

きたいと思います。 

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） 特別保育について２点伺います。障がい児の受け入れは、集団保育可

能な幼児に限られていないかどうか、このことが１点と、それからグレーゾーンの児童に対し

ての専門家のかかわりが必要ではないかというふうに考えます。これは、小学校にいらっしゃ

いますスクールカウンセラー、それから今後検討されるでしょうソーシャルワーカー、そうい

った方々のかかわりが今後必要ではないかというふうに考えるのですが、その点が１点。 

 それから、もう一点、先ほど課長がおっしゃっていましたように休日、延長、それから延長

は11時間以上ということでかなりの、私は時間長いなと思ってしまったのですが、これはでも

サービスを、アンケートにもありましたけれども、サービスを必要とする人がいる、そのこと

で仕事を続けなければならない、そういった体制でも続けなければならないお母さんがいると
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いうことは参考にしてというか、必要としてつくっていかなければならないと思うのですが、

その計画の基本に入れてほしいと思うのですが、子供の状況をきちっと把握する。先ほど言い

ましたようにスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーという専門家がたまには保育所に来

て見ていただいて、子供の情緒不安定とか、そういったものがないのかどうなのか。そういっ

たものを見ながら、そういった子供が延長保育だとか休日保育とかというときに休みなしに来

ている子供だったり、そういった現状がないのかどうなのかを掌握されて、そして計画を持つ

ときに必ず１点、お母さん方が子供と接する時間をしっかり持てるような、そういう親教育を

きちっとできるような体制をつくっていただきたいというふうに思うのですが、わがままな要

求でしょうか。 

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） 最初の障がい児の受け入れ等につきましては、民間の保育園も

含めまして、保育計画の中にあります、ある程度の基準に沿った保育、障がいを持ったお子さ

んの受け入れというのを進めております。それは、当然今後も進めていかなければならないと

いうふうに思っております。 

 それと、あわせてグレーゾーンのお子さんということなのですが、町内の保育園、それから

幼稚園も含めてになりますが、発達支援センターの作業療法士、それから言語聴覚士、それか

ら保育士等が年間に保育園を巡回しております。その中で、発達におくれのある子、それから

ボーダーのお子さん等のチェックも継続的に今も実施をしております。それは、お子さんたち

のこれからの発達にとって必要なことであるというふうに押さえておりますので、学校等のソ

ーシャルワーカーですとかケースワーカーですとか、そういうようなところまでは至りません

が、現状の中でも発達についてはそういうような状況を把握しながら、保育所の保育の中でも

活用させていただいていますので、今後も進めていきたいと思っています。 

 最後の休日、延長のような保育のときにということなのですが、確かに保育園は保護者の方

が就労する、また保護者の事情によって保育園を利用されるところではあります。ただ、実際

に保育を受けるのはお子さんたちというふうになりますので、本当に子供にとって、その長い

時間保育園にいる、そういうふうになりますと当然休みの、夜の寝る時間も含めると保育園に

いる時間、保育士とかかわる時間のほうが親とかかわる時間より多いという状況がふえてきま

す。本当にそれが子供にとっていいものなのかどうなのか。子供の心も体も発達にとって本当

に望まれるものなのか。そこのところもひとつ現場の保育士も含めて考えていかなければなら

ないというふうに思っています。そういうものも考えながら、それでもどうしても保護者にと

って必要なサービスであるなら、そこについては今後計画等も含めまして検討はしていきたい

というふうに考えていますし、もちろん親指導にしては、今も一人一人のそれぞれの家庭によ

って状況が違いますので、保護者の方への指導は行っておりますが、一層の指導というのが必

要になってくるだろうと考えています。ただ、なかなか現状の中では子供以上に今現在も親指

導に時間がかかっているというのがありますので、その辺のところはどういうような形で保護

者の方の理解を得られるようにしていくか、保育士等とも検討しながら進めていきたいと思い
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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。本当に保育園に子供ばかりではなくて家庭、でも一

番家庭と接することができるのは保育所なのです。今核家族になって、近所でもなかなか声を

かけられないという現状があるわけです。それを保育所に求めるのは酷なのですけれども、一

番子育ての親御さんと接するのが保育所ではないかなというふうに思いますので、ちょっと重

い課題かもしれませんけれども、取り組んでいただければというふうに思います。 

 あと体力の低下なのですが、やはり実際白老町もそうであるということで、保育園関係でも

朝食抜き、常時35％、睡眠不足は３割以上という結果が道でも出ているわけです。このことが

原因で体力の低下、そのほかに情緒の不安定、それから他の子供との関係が持てないという状

況が出てきていることなのですが、厚生労働省のガイドラインの中に子供が健康で安全に生活

できる保育所として対応できる看護師ら等の専門家を職員として確保することに努めてもらい

たいという１項目があるのです。財政的支援はついてくるかどうかわかりません。そこまで調

べていないのですが、今後の計画の中でこういったことも、病後児保育も入ってくると、看護

師さんの要請というのは強くなると思うのですが、こういった中でこのことが確保ということ

になると、財政的なものも入ってきますので、なかなか難しいと思いますが、この点どのよう

にとらえていらっしゃるか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） 確かに生活習慣等の調査を見ますと、年々やはり子供の体力も

含めて低下してきている状況にあります。そういう部分では、看護師または保健師の配置とい

うことがありますが、それ以前に保育士自体に全部の役割をというあれではないのですが、保

育士自体が当然看護の教科も学習してきておりますし、そういう部分で全体的に子供の状況が

見れる保育園の体制は整えてきていると思います。ただ、例えば乳児保育を専門にしているよ

うなところですとか、それから病児保育、そういうようなところは保健師さんですとか看護師

さんの配置が義務づけられますので、白老町の場合にはそういう専門のところまでまだ実施を

しておりませんので、そこまでの配置を今のところとってはおりませんが、今後につきまして

は状況を見ながらというところで答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

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） これで最後にしたいと思います。 

 教育長に伺います。子ども課が教育委員会にあるということで、もしかしたら横並びのとい

うか、広範囲な政策がとれるのではないかというふうに思うのですが、今子供の体力の低下と

か食育ということがすごく言われていますけれども、萩野小学校にことしから栄養教諭が配置

されることになりましたけれども、この教育の場、この学校１校にとどまることではないと私

は思っています。時間がとれれば各学校、それから保育所にもこういった食育の大切さを、父
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兄の方々と接する場があったり、栄養士さんとお話しすることがあったりということが必要で

はないかと思いますけれども、こういった一体的な学校、先ほどのスクールカウンセラーとか

ソーシャルワーカーも含めて、見出すことはできるけれども、その人に対してどう教育してい

くのかということはなかなか専門家でなければできないというふうに考えますので、横一帯の

教育、一体化した生涯にわたる教育の中でのものとして取り組めないかなというふうに考える

のですが、その点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） 今回のご質問で課長のほうで答えている部分が数点ありましたので、

重複は避けたいと思いますけれども、後段のほうの質問で特別保育のことがあります。多分質

問していても、どこまでやればいいのかなというふうに議員さんも思いながら質問しているの

かなというふうに察します。というのは、サービスは必要としているから、行政としてはやれ

ばいいのですけれども、ご質問の中にもありましたけれども、11時間以上も子供を預けざるを

得ない状況で預けていると。果たしてそれがいいものなのかどうかということは、やはり課長

の答弁のとおりかなというふうに思っています。そういう中で、多分ご質問で出た部分は、新

聞で報道された部分を見られているのかなと思いますので、北海道保育園保健協議会、こうい

うところで行った調査のことで情緒不安定だとか、それとほかの子供との関係が持てないだと

かというようなお話がありましたけれども、それから親教育ですか、親指導、これもここにも

書いています。子供より自分の生活が優先されているよと、そういうのが見受けられる。それ

から、親自身の考えや生活態度が非常に幼稚だよというのを先生方が言っているというような

ことで、非常に親のほうの指導といいますか、そこら辺も本当に必要なのかなというふうに思

っております。先ほどの重複になりますけれども、果たしてサービスをすることが本来的な目

的なのか、やはり小さいうちは親のほうが親の責任として育児にかかわるというのが本当は必

要でないのかなというふうには基本的には思っています。だから、何でもかんでもサービスす

ればいいということでなくて、やはり親の責任として子育てといいますか、そこにはかかわっ

てもらいたいなというふうに思っています。重複します。11時間もやることによって、保育に

かかわる先生方は２人とか３人にかかわってしまって、トータル保育ができなくなってしまう

と。だから、そういう面でいうと、果たして長時間必要だからといって、それに対してのサー

ビスがいいのかどうなのかというのは、原点の問題としてちょっとひっかかるような感じがい

たします。 

 それから、最後のご質問で子ども課が教育委員会にということで、今言われたとおり、横一

帯を子供の子育てにかかわる政策という、そういうねらいもあって教育委員会にということで

17年に教育委員会に持ってきたと。当時から言われていますけれども、幼児の部分については

どうしても保健的なことで、法律も当然違いまして、保健的なことでそちらのほうに行ってい

たと。それから、学校に入ると教育委員会のほうでやっていたと。その子供が教育委員会のほ

うでやっていたのは、児童クラブもそうですけれども、学校に入るとそちらのほうに行ったり、

教育の分野で見たりということなのですけれども、いずれにしてもその子供って保育園あるい
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は幼稚園からずっと来ているということで言えば、トータル的にやはり中学生ぐらいの義務教

育の中では一貫した指導が必要なのかなというふうに思っていました。そういう中では、先ほ

ど言った横一帯の教育という、そういうのは必要だろうなと思いますし、教育委員会に子ども

課を設置したときにはそういうつもりで、私どももそういうふうに思っています。 

 それと、事例として栄養教諭のお話がありました。今回研究をしているということも含めて、

萩野小のほうに配置いたしましたけれども、これは今ご意見の中にありましたとおり、そこの

学校だけではなくて、当然のことながら各校の食育指導も含めて、そこを拠点にしてやっても

らうというようなことで、欲を言えば全校にいれば、それはもうこしたことはないですけれど

も、現実的にはそういうふうになりませんので、拠点校として萩野に置いて、町内の全校の食

育指導をやっていただくというふうに思っています。今回スタートの年なものですから、そう

いう形では食育指導も重要な項目という位置づけの中で指導していきたいというふうに思って

います。 

 ちょっと漏れた部分ありましたらあれですけれども、一応ご答弁させていただきます。 

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。 

                                         

          ◇ 松 田 謙 吾 君 

〇議長（堀部登志雄君）  続きまして、12番、松田謙吾議員、登壇願います。 

          〔12番 松田謙吾君登壇〕 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。私は、６月６日にきょうの定例会の一般質問を通告

いたしました。その質問の内容は、町立病院の方向性と運営について、これが１点、それから

もう一点は白老町有林の450番の１の、19年度に白老町が売却した経過についてお聞きしたい、

このような通告をいたしました。それから、航空学園の質問と３点いたしましたが、６月９日

の10時の締め切り間もなく、議長からこの質問は過去の申し合わせ、いろいろあって許可でき

ないよと。こういうことで、私は議長に出したわけですから、許可しないならば、これはやむ

を得ないよと。しかしながら、私の思いはまだ終わっていないよ、こんなことのやりとりで理

解したのですが、ところが14日になったら、今度また議長が私の自宅に来て、いろいろ議長と

お話ししたのですが、この町有林の売却の件についても一般質問で許可できない、こういうお

話で、議長権限で許可できない。こういうことで、私はこの２点、許可されないということで、

残りの１点についての質問できょう臨もうとしたのですが、私は町民の代弁者として、それか

ら議員の権利として…… 

〇議長（堀部登志雄君）  松田議員に申し上げますけれども、この通告されています日本航空

学園の…… 

〇12番（松田謙吾君） 今そこへいきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  その質問に入ってください。 

〇12番（松田謙吾君） そこで、私はまちと議員というのは、町長の執行に対して、そして執

行姿勢を議員と話し合って、質問し合って、そしてまちづくりは進めていくものだ、こう思っ
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ているのです。しかしながら、議長の権限によって２つの質問が阻止されたわけなのですが、

考えてみますと議長も、私長い間議長と一緒にやっていたのですが、議長は余り質問したこと

ないようですから、質問する人の気持ちがわからないのかな、こんな思いをしております。 

 そこで、航空学園の質問は、そういうことできょうは取り下げたいと思います。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  本人からそのような取り下げるということでございますので、これ

は議長として認めます。 

                                         

          ◇ 山 本 浩 平 君 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、次に進みます。 

 ５番、山本浩平議員、登壇願います。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、新風の山本でございます。白老町は、現在町民に対し積極的に

財政状況を開示しながら、次世代を担う子供たちに過大な負担を残すことなく、将来町民が希

望を持って生活できるよう、血まなこになって財政再建に取り組んでおります。町民にとって

も、職員にとっても大変厳しい政策を打ち出しているわけでありますが、全員野球でピンチを

乗り越え、全員野球でチャンスをつくるという我慢の自治体運営であります。その中にあって、

地場産業の発展と３連携などの福祉の充実、また一般ごみを燃料化させるという画期的な環境

に配慮したバイオマス事業等、バランスのとれた政策を打ち出していく姿勢には大変評価をい

たしているところでございます。町の財政再建上の理由や地方分権社会の確立の中で、今まで

は当たり前に無料であった行政サービスの有料化や手数料の見直し、町内会単位でのボランテ

ィア作業の増加、各種団体の自助努力での運営などさま変わりせざるを得ない状況が現実化し

ております。行政としては、現状の財政運営の理解と協力を町民にお願いしなければならない

わけでありますが、私は行政の役割として子供から高齢者に至るまで安全で安心に暮らせる政

策を継続し、最低限はしっかりと保障する、安心、安全を担保することが最重要であると認識

しております。そのような観点から、町民の安心、安全について５項目をお尋ねいたします。 

 １項目めでございます。昭和29年建設の白老小学校校舎の耐震について。 

 ２項目め、社台からの中学校自転車通学の安全確保は。また、大人の安全確保は。 

 ３項目め、後期高齢者医療制度、白老町では順調に推移しているか。また、保健事業への対

応は。 

 ４項目め、三好踏切海側の夜間の安全対策について。 

 ５項目め、同報無線、いわゆる防災行政無線の具体的実施計画とその期待される効果につい

てであります。 

 以上、５項目でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 
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〇町長（飴谷長藏君） 町民の安全、安心についてのご質問であります。 

 １点目の白老小学校の耐震につきましては、この後教育長から答弁いたします。 

 ２点目の社台からの自転車通学と大人の安全確保についてお答えいたします。まず、自転車

通学についてでありますが、４月現在、社台から白老中学校に自転車で通学している生徒は、

３学年で26名となっております。白老中学校では、社台を含めた自転車通学をしている全生徒

に対する安全指導として、交通安全教室の開催、学校内での車体検査、自転車の乗り方に関す

る指導、さらには月２回から３回、町内各所でＰＴＡと教職員による一斉街頭指導を実施し、

交通安全の徹底に努めているところであります。また、大人の安全確保につきましては、従来

の車道左側通行から、年齢13歳未満の子供と70歳以上の高齢者、さらには身体の不自由な方が

自転車を運転する場合に歩道を通行できるよう道路交通法が改正され、さらに車道または交通

の状況から見てやむを得ない場合は通行できるとされており、自転車からの安全は確保できる

ものと判断しております。 

 次に、３点目の後期高齢者医療制度の推移と保健事業の対応についてであります。本年４月

の実施に当たり、マスコミ報道にもありましたとおり、全国の自治体の窓口で問い合わせ、苦

情等が多数あり、混乱した状況にありました。本町では、窓口に来訪された方、電話等により

問い合わせ、あるいは苦情を申し立てられた方は４月の１カ月間で591件であります。４月の後

半からは、一時期のような多数の問い合わせ、苦情等は減り、現在では日に数件あるかないか

の状態であり、制度運営につきましては比較的順調に推移しているものと考えます。また、75歳

以上の方々の健診事業につきましては、さきの議会でもお話しさせていただいたとおり、健診

結果がその後の高齢者の方々の生活に生かすことができるような仕組みづくりを行うことを考

えており、現在３連携を担当する課長、実務担当者とも検討を進めている最中でありますので、

ご理解願います。 

 次に、４点目の三好踏切付近の夜間対策についてであります。三好踏切から海側に続く高砂

通りについては、高砂第１町内会で街路灯を設置される予定となっており、地域として安全対

策を積極的に取り組んでいただいております。また、高砂通りに町内会の街路灯があり、一部

移設し、対応することとしており、夜間の安全対策は改善されるものと認識しております。 

 次に、５点目の同報無線の実施計画とその効果についてであります。実施計画は、本年５月

から９月までの間に町内49カ所に屋外拡声器の設置と役場庁舎内の本局、消防本部の遠隔操作

盤などの工事を行います。また、屋外拡声器の音声が届かない地区の戸別受信機の設置工事を

来年２月までに行う予定であります。次に、期待される効果でありますが、津波や火山噴火な

どの災害が万一発生した場合は、その規模や避難する状況などを瞬時に全町へ音声による情報

伝達が可能となり、町民のとうとい人命や財産を守れるものと考えております。また、全町民

への情報伝達のほか、地区別の情報としてクマ出没情報や不審者情報といった緊急時の情報発

信が可能となります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 
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          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  それでは、私のほうから１点目の白老小学校校舎の耐震についてお

答えいたします。 

 平成17年度から３カ年で昭和56年６月１日以前に建築された建築基準法旧基準に該当する校

舎と体育館について、耐震化優先度調査を実施したところであります。その結果、白老小学校

については、コンクリート強度などから緊急に耐震改修を要する建物には該当しない評価とな

っておりますが、旧基準の施設であることと建築後50年以上経過していることなどから、早い

時期に新耐震基準に適合する改修が必要であると認識しております。今後は、優先度調査を踏

まえ耐震化推進計画を年度内に策定し、計画的な耐震化整備に努めていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。ただいま耐震化優先度調査の実施されたと

いうことでのお話がございました。６月14日、記憶も新しいわけでございますが、午前、マグ

ニチュード７を超える岩手・宮城内陸地震が発生し、多くの犠牲者を出しました。地震のエネ

ルギーは、新潟中越地震や阪神・淡路大震災に匹敵する規模で、加速度は阪神・淡路大震災の

５倍という強力なものでありました。報道によりますと、ノーマークの活断層ということでご

ざいます。大きな山を一気に崩壊させるすさまじいものでありました。また、一月前の中国四

川省の地震も衝撃を与えました。とうとい多くの子供たちの命が奪われました。校舎設立から

50年以上経過しております白老小学校の耐震化優先度調査を伺いますが、その前に耐震化優先

度調査の簡単な概要について、まずお尋ねしたいと思います。 

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）  優先度調査の内容につきましてのご質問でございます。優先

度調査につきましては、非常に複雑多岐にわたってございますけれども、私のほうから簡潔に

お答え申し上げたいと思います。 

 優先度調査の内容につきましては、大きく６項目から成ってございます。それをフローチャ

ートに従って該当項目を調査結果から選択していきまして、優先度ランクを決定するというよ

うな仕組みになってございます。まず、１点目でございますけれども、基本分類として建設年

と階層による判定をすると。２点目としては、コンクリート強度として強度試験の結果による

判定をすると。３点目でございますけれども、老朽化の度合いでございます。これは、鉄筋の

腐食度合いや柱、はり、壁のひび割れなどを調査して判定するものでございます。４点目につ

いては、プランとしてはりを支える柱の数、はり同士の間隔から判定するものでございます。

５点目ですが、耐震壁の配置ということで、上下階同一部分の耐震壁の有無及びその間隔から

判定するものでございます。最後の６点目でございますけれども、想定震度を設定して判定す

るものでございますけれども、本町の最大震度は６弱ということでの判定をしてございます。
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以上の結果から、１から５までの段階で優先度ランクを決定しているものでございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。それでは、白老小学校のそのランクですね、

レベルはどのぐらいなのかということと、現状についてお答え願いたいと思います。 

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）  白老小学校の優先度ランクの結果についてのご質問でござい

ます。優先度ランクにつきましては、先ほども申し上げましたとおり１から５段階の判定にな

ってございます。最初に申し上げておきますけれども、１ないし２の判定のものにつきまして

は道教委のほうから早急に耐震化を検討すべきものという指摘がございます。したがいまして、

３以上、３、４、５につきましては、早急に対応するものということにはなってございません

けれども、ご質問の白老小学校の結果につきましては、一部４という評価はございますが、総

体として３という評価が多い結果になっております。また、ほかの学校でいきますと、一部竹

浦小学校についてもそういう評価がございました。あとの学校については、ほぼ４ないし５と

いうような評価になってございます。ただ、１または２ではないから、では早急にいいのかと

いうことになりますと、やはり子供たちの安全、安心ということ、またはいろんな中国四川省

の地震、今回の岩手、宮城の内陸地震などを踏まえると、早急に耐震改修を要する施設のラン

クになるのかなというような認識でおります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。もう一度お尋ねしたいのですが、今白老小

学校と竹浦小学校ですか、レベル３ということでございました。このレベル３というのは、ど

の程度の震動で、一般的に決めつけるのは難しいのでしょうけれども、どのようにレベル３と

いうのをとらえたらよろしいのですか。震度どのぐらいで耐えられるのかとか、いわゆる壁が

落ちるのかとか、その辺のところ、もしわかればお尋ねしたいと思います。 

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）  先ほども申し上げましたけれども、道教委のほうの通達とい

いますか、それについては評価の１、２については早急に改善すべきものと。３以上につきま

しては明確な指示は出てございません。ただ、今回の優先度調査につきましては、いわゆる昭

和56年６月１日以前に建築された建築基準法の旧基準によるもの、昭和56年６月２日以降に建

設されたものについては現在の新基準によるものということで、簡単に申し上げますと、旧基

準の施設につきましては、今言えるのは震度５程度の中地震に耐えられるような設計になって

いると。ただ、それ以上、震度６以上になったときには、その施設の安全率などの余力に期待

するというような表現になってございます。 



        － 55 － 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） 単純に伺います。震度６以上では耐えられない可能性があるというこ

とでしょうか。と申しますのは、今回の岩手、宮城の内陸地震ですけれども、ノーマークの活

断層ということで、震度６以上の地震が起こるということの確率が0.1％ぐらいだったというこ

とで、きのう私ちょっとテレビで拝見したのです。報道があったのです。ですから、非常にそ

の辺が気になるところでございます。震度６以上では耐えられないということなのでしょうか。 

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）  議員おっしゃるとおり、震度６以上の地震に耐えられるかど

うか、倒壊の危険があるかどうかというご質問かと思いますけれども、その危険性については

現在否定はできないとお答えさせていただきたいと思います。ただ、私どもも実は総務省消防

庁のデータがございまして、これは阪神・淡路大震災での震度６ないし７の震災を受けた一定

の地域の、本町の校舎でいきますと鉄筋コンクリートづくり、ＲＣづくりですから、そういっ

たものの建物の倒壊、崩壊したデータをちょっと参考に見つけ出しました。その結果でいきま

すと、いわゆる昭和56年６月１日以前に建てたものでの旧基準でいきますと、７％が倒壊、崩

壊していると。一方、昭和56年６月２日、昭和57年度以降と言ったほうがいいでしょうか、新

基準による建築物については２％の倒壊、崩壊があったと。逆に言いますと、旧基準であって

も93％のものについては倒壊、崩壊を免れると。逆に新基準のものでは98％が免れたというよ

うな結果が総務省消防庁のデータから出てございます。だからといって安心できることではご

ざいませんけれども、総じて言えるのは、やはり地震の揺れの方向だとか地盤の状況、それと

建物の形状などから、新基準、旧基準であっても、すべて倒壊、崩壊するというようなことは

一概に言えないのかなというようなことでのデータとしてお答えさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。中国の四川省の小学校ですとか中学校です

とかの建物の構造と日本の学校の建物の構造は、断定はできませんけれども、恐らく構造的に

多分違うものだというふうには認識しております。また、今の阪神・淡路大震災等のデータの

記録のパーセンテージを聞いて、少しは安心はいたしたわけでございますけれども、過去に白

老の、十勝沖地震とかありましたけれども、震度６だとか、そういう大きなのは多分今までな

かったと思うのですけれども、もしそのデータ等がございましたら、過去の白老の震度ですと

かその回数、教えていただければと思いますが。 

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） 防災担当している立場から答弁させていただきます。 

 これは、気象庁のデータによるものですが、過去80年間、非常に古い1926年４月からことし
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６月までの状況でございます。小さい数値からいいます。震度１については104回、震度２につ

きましては30回、それから震度３については３回、それから震度４についても３回、それから

震度５以上については気象庁のデータにはないというふうになってございます。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。最高でも震度４が３回ということでござい

ますね、80年の間に。余り大きな地震は今まではなかったということでございます。しかしな

がら、先ほど申し上げましたように、今回の東北での地震については、震度６以上の地震の確

率は0.1％ということで、ノーマークであったところがあのような大きな地震の災害になったわ

けでございます。今回の答弁書の中に耐震化推進計画を年度内に策定し、計画的な耐震化整備

に努めていきたいと考えておりますというお答えでございます。ぜひとも、この質問は最後に

しますけれども、早急に耐震化の改修工事を進めるべきと私は考えますが、この点いかがでし

ょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  一連のご質問は、今回の中国の地震あるいは岩手、宮城ですか、そ

この内陸地震と、非常に大きな地震が相次いでいるというようなことでのご心配なのかなとい

うふうに思っております。お答えしたとおり、町内の各学校、施設といいますか、そこでも旧

基準に基づいての老朽化されている施設がございますので、早急にというような対応はしてい

きたいところなのですけれども、整備計画を立てた中で補強も含めてそういう整備をしていき

たいというふうに思っています。大がかりな改修というのはなかなか手がつけられないという

ような状況でありますけれども、一方では防災計画の中では各学校が避難所にもなっていると

いうような状況あるいは今回も土曜日の早朝ということで、子供たちがいない中でたまたま起

きたというようなことで、大事には至りませんでしたけれども、そういうことも踏まえれば、

やはり安全な施設に持っていきたいというふうに思っております。いずれにしても、計画書を

つくった中で順次進めさせてもらい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）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。次の質問にまいりたいと思います。 

 自転車通学等の安全確保につきましてでございます。社台から自転車で通学されている生徒

さんは26名ということでございます。また、いろいろな形で安全教室等も開かれているという

ことでございますが、答弁書の中にもありますけれども、平成20年６月１日に道路交通法、い

わゆる道交法が改正されたわけでございます。大きく分けると４つになりまして、１つはドラ

イバーが後部座席の同乗者にシートベルトを着用させる義務を負うこと。１つは、70歳以上の

ドライバーは高齢運転者マークを車に表示しなければならないという、これは義務化です。も



        － 57 － 

う一つは、自転車を運転する児童や補助いすを同乗する６歳未満の子供にヘルメットを着用さ

せるように、これは親がそのように努めなければならないと、指導しなければならないという

ことです。もう一つ、最後のものが道路標識で指定されていない歩道でも、13歳未満の子供や

70歳以上の高齢者、体の不自由な人の場合は自転車で通行可能であること。車道または交通の

状況から見てやむを得ない場合も通行可となっておりますけれども、この道路交通法が車社会

になりましてから次から次と改正されるわけでございまして、直接その項目に当てはまる方で

すとか関心のある方は存じ上げているケースはあるのですけれども、なかなかこれが施行後周

知徹底するには相当時間を私は要すると思っているわけでございます。 

 そこで、学校教育の中で道交法の改正も含めて、具体的に交通安全指導を学校教育の中では

どのように行われているのかをお尋ねしたいと思います。また、こういう道交法の改正につい

て、町民に対しての周知徹底する方法というのはどのように考えられているのか、この点につ

いてお尋ねしたいと思います。 

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）  学校での具体的な対応ということでございます。そのことに

ついて私のほうからお答えさせていただきたいと思いますけれども、各学校におきましては、

４月の段階で、いわゆる車体検査、学校に自転車通学するための許可を与えるための自転車の

車体検査を行って、一定の条件を満たせばステッカーを張って許可自転車とするというような

ことなどを行っているとともに、青空教室だとかそういう安全指導を行っているところでござ

います。特に白老中学校で申し上げますと、交通安全教室の実施ということで白老交番の署長

さんを招いて、そういう講話やビデオによる安全教室を実施していると。あと、先ほども言い

ましたけれども、自転車の車体検査ということで、ハンドル、サドル、ブレーキなどの６つの

項目なんかの点検を行っていると。それと、学級指導資料ということで自転車の乗り方につい

て12項目にわたってパンフをつくって、子供たちにそういう指導を行っていると。それと、一

斉街頭指導ということで、ＰＴＡと教職員が月二、三回ですけれども、ポイントの街頭に立っ

てそういう安全指導を行っているというような状況になってございます。 

 以上です。 

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） 町民周知の関係、２点目のご質問にお答えいたします。 

 大きく３点ございます。まず、１点目でございますが、これは日本全国一律の道路交通法改

正でございますので、警察庁及び政府広報機関が新聞等で周知しているというのが１つござい

ます。 

 それから、２つ目としまして、白老町民に限っての周知方法ですが、白老町交通安全町民運

動推進委員会が発行しております交通安全だより、これは４月１日号でございますが、そこで

道路法の改正がありまして、ただいまのご質問の趣旨にありました大きく変わった内容を周知

してございます。さらに、７月に入って夏の交通安全運動が７月22日から31日までの期間ござ

います。そのときも、また交通安全だより等で広く町民の方に周知したい、このように考えて
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ございます。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） 山本でございます。この２番目の質問は十分理解いたしましたので、

次の質問にまいりたいと思います。 

 後期高齢者医療制度の件でございます。この後期高齢者の医療制度でございますけれども、

国民皆保険制度を将来にわたり維持するために、現役世代と高齢者でともに支え合うものとし

て設けられることになった後期高齢者医療制度でありますけれども、参院では首相の問責決議

案まで可決し、物議を醸し出しております。廃案になるのか、それとも与党が今打ち出してお

ります保険料の軽減対策あるいは徴収方法の一部見直しなどの対策等によって落としどころ

を、いわゆる与党と野党と見つけて決着をするのか、予断を許さない状況でございます。いず

れにしても、スタートの直後からつまずいてしまった、この制度の白老町における現況を分析

し、どのように対応していくのか。また、大変クレーム等が多くないのか。先ほど問い合わせ

件数591件ということで、やはり相当な数の問い合わせがあったと思いますけれども、まず１つ

目ですけれども、591件のその問い合わせの内容、内訳について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） 591件の内訳でございますが、苦情、相談という分け方はしてござ

いませんが、窓口、電話等で対応しました件数から申しますと、制度全般にかかわるものが

149件、それと個人の保険料額あるいは支払い方法等に関するものが183件、広報に関するもの

が113件、それとちょっと分類不能で窓口で対応させていただいて、ちょっとこれはどうにも入

ってこないというような状況のものが146件、合わせて591件と、こういうような状況になって

おります。なお、割合につきましては、制度に関するものが25.2％、保険料に関するものが

31.0％、広報に関するものが19.1％、その他が24.7％、こういうような内訳になってございま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） スタート時点から、この制度については社会保険庁と申しますか、政

府と申しますか、説明不足ということで非常に評判の悪い制度であったわけでございますけれ

ども、白老町として周知の方法として、たしか住民説明会あるいは広報等の掲載等も行ってい

ると思います。また、出前トーク等も行っておると思うのですが、その辺の状況についてお尋

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） 今ご質問のあったとおり、制度開始前に各地区で説明会を開催し

てございます。１月21日から２月１日までの間に町内各地区９会場で行っております。ちなみ

に、９会場で参加された方の総数が177名となってございます。それと、広報につきましては、
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ことしに入りまして１月号、３月号、６月号の広報に掲載をしてございます。それと、出前ト

ークの関係ですが、本年４月、５月、年度が新しくなりましてから６件行ってございます。そ

のほか、まだ３件ほど近々出前トークを行う予定になってございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） 山本でございます。４月の後半からは一時期のような多数の問い合わ

せですとか苦情等が減り、比較的順調に推移しているということでございますけれども、これ

らの周知あるいは説明会、出前トーク、広報の掲載等で、やはりこの辺に関しましては、十分

とは言えなくても周知が徹底されているというように評価をいたしたいと思います。今後の広

報活動については、どのように行う予定なのか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） 高い評価いただいたわけなのですけれども、この制度の周知につ

きましては、まず国あるいは都道府県単位で運営しています広域連合、こういったところから

制度のさらに理解を深めるようなことに対する周知を行っていただきたいと思ってございま

す。また、町におきましても、１つは広報を通じまして、また説明をしていきたいなと。折に

触れていきたいなと思っております。それと、７月に入りますと納付書等が出てまいります。

そのほかさまざまな機会等を使いまして、被保険者各位にさまざまな情報を出しながら制度の

理解に努めていきたいと、こういうふうに考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。広報の関係はわかりました。 

 ６月13日の、これは苫小牧民報なのですけれども、１面に載っていた大きな記事でございま

して、苫小牧市の被扶養者の加入者の高額の保険料の請求の記事が掲載されておりました。軽

減措置対象者の特定作業のおくれから本来より高額の保険料を請求される可能性のある人が苫

小牧市内では100人近くいることがわかったと。保険料が軽減されていない場合は届け出てほし

いと呼びかけているという記事なのですけれども、この記事を読みますと、今回の被扶養者の

特定のおくれは全道的なものであり、道内で誤った請求を受ける可能性のある人が道内で１万

1,000人に上ることが判明しているということでございますけれども、まず苫小牧でなぜこのよ

うなことが起こってしまったのか。白老町としては、どのようにその点をとらえているのか。

また、白老としてもこのような可能性あるのかどうなのか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） まず、苫小牧のケースをちょっと分析させていただきましたとこ

ろ、苫小牧は６月に納付書が実は出ております。納付書を出すために５月の末で保険料額の算

定を行っているわけなのですが、その時点で社会保険庁のほうから広域連合を通しまして、各

市町村のほうにだれが被用者保険、例えば社会保険だとか組合健保とか、こういったものの加
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入者の被扶養者になっているかというデータが行っていなかったと。そういう状況の中で、最

終的に苫小牧さんではどうしても押さえ切れなかったというようなことで、こういうことが発

生したのでないかなと思ってございます。 

 それで、白老の場合どうなのだということになりますが、被用者保険の被扶養者は320名ほど

いるというふうに私どもつかんでございます。ただ、本当にその320名ぐらいということでござ

いまして、最終的に被用者保険の被扶養者なのかどうなのか確定していない方が17名おります。

この17名も最終的には社会保険庁から来るデータが多分６月20日、今週末ぐらいに広域連合に

来まして、その後白老町のほうには来週６月23日ごろに来る予定になっています。このデータ

が来ると、この17名の方についてはほぼ被扶養者なのかどうなのかという判定ができると思い

ますので、問題はないのかなというように思っています。少なくとも苫小牧で起きたような大

量の不明者に対して高額な保険料を請求すると、こういうことは多分ないだろうというように

思っています。しかし、危険性としまして、やはり被扶養者かどうか判明しないというケース

が当然出てくるというふうに考えています。その危険性はあるというふうに思っていますので、

その場合につきましての例えば老人保健のデータとか各種の医療の給付の状況等もつかまえな

がら、そういったことも考えながら十分に対応していきたいと、このように考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。やはり高額な保険料に気がつかないまま二

重払いというようなことだけは、何とか避けていただくように努力をしていただきたいという

ふうに思います。 

 次に、保健事業の取り組みについてでございますけれども、75歳以上の高齢者の保健事業、

これは３連携ということになるのでしょうけれども、具体的な中身についてちょっと触れてみ

たいと思います。具体的な事業の中身を教えていただきたいと思います。 

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） まず、広域連合で行います健診事業につきましては、これは医療

健診、血液だとか尿だとか、そういった医療を行う事業でございますが、残念ながら高齢者に

絡みまして、健診をした後のフォローがないということで、大事なのは健診することも大事な

のですけれども、特に高齢の方をどうやってフォローしていくかということの観点がないとい

うことで、今その辺の仕組みづくりを白老のほうでは考えてございます。特に高齢者の生活を

より重視して、３連携の中でさまざまなフォローをやっていきたいということですので、それ

に見合うような後期高齢者の健診についても考え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）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。75歳以上の後期高齢者の方に見合う健診と

いうのは、具体的に言えばどのようなことになりますでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 
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〇町民課長（丸山伸也君） 実は、町長も答弁いたしましたが、３連携を担当する課長職ある

いは実務担当者とも今話し合っている最中でございまして、一応まだ町民課長の試みの案とい

う形でしかありませんが、事業的には、まず75歳に到達した時点で、調査方法は訪問調査にす

るのかどうするのか、ちょっとまだ決まってございませんが、75歳に到達した時点で将来的に

この方が要医療に向かっていくのか、あるいは要介護になっていくのか、その辺をきちんと見

きわめて、各高齢者の個別実態をまず把握するようなことでやっていきたいというのが１点目

です。それと、特に後期高齢者の健診の中では、例えば高血圧ですとか高脂血症ですとか、こ

ういったものに関しては健診をやらなくてもいいということになっているのですけれども、や

はりその方によっては医療健診をどうしても必要でないかということがありますので、ここの

部分について、例えば町立病院を利用しながら、そういった後期高齢者の方の医療上の健診も

やっぱりきちんと行っていきたい。さらには、こういった調査をやって、健診をやって得られ

たデータを、先ほど申しましたとおり要医療だとか要介護状態、これは将来的にもう近々予想

されるなという方もおりますし、まだ当分大丈夫だという方も当然おられると思いますけれど

も、高齢者個々の状況把握をしながら３連携で、例えば福祉につないでいくのか、福祉という

のは介護のほうにつないでいくのか、あるいは医療につないでいくのか。医療もどういう医療

を受けたらいいのか、そういったものをきちんとサポートできるようなことも考えながら、こ

の事業の組み立てをし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）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。ありがとうございます。やはり私も、国の

考えとしては75歳以上の方というのは後期高齢者の方は何らかの持病等を持たれていて、いわ

ゆる一般的な健診までは必要ないというような考え方に近いと思うのです。しかしながら、や

はり不安を解消する意味で、今課長がおっしゃった高血圧ですとか高脂血症ですとか、医療上

の健診も町のほうでフォローしていただくということをぜひともやっていただきたいなと思い

ます。その事業の効果と、今まだお話しできるかどうかわかりませんけれども、その効果と具

体的スケジュールについてはいかがでしょうか。 

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） 特に後期高齢者の部分では、やっぱり事業の効果というのが非常

に重要視されるのでないかなと思っています。なぜならば、まず１つは、後期高齢者あるいは

介護保険制度の具体的なサービスの中身というのは、先ほど住民周知がどうなっているのだと

いうお話もありましたけれども、そこの部分でなかなか伝わっていかないと。こういった訪問

調査あるいは健診を行うことによって、こういうサービスが受けられますよとか、こういった

事業がありますよということについて、まず１つ町民に親切丁寧に説明をしていくというよう

なこともできるのではないだろうかなと思っています。 

 それと、もう一つは、やっぱり後期高齢者の方は多くの場合、身体的にいろんな問題を抱え

ておられると。これは、明らかだと思います。医療上の必要がなくても、例えば手足が不自由
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になっておられるようなケース等もありますので、できれば生活実態、そして健康状態が把握

をきちんと行政がするということで、それをもとの資料にして３連携を有機的につなげていく

ようなことにしていきたいなと思っています。 

 それと、もう一つは、実は私の担当ではございませんけれども、介護保険を担当しています

地域包括センターというところが健康福祉課、いきいきの中にあるのですが、ここでこういっ

たデータを積極的に使っていただいて、高齢者の日常の生活あるいは介護保険の認定ですか、

サービスを受ける場合等も、こういった形でこのセンターの活動に使っていただければ、より

よい方向にいくのでないかなと思っています。それと、そうすることによって、逆に地域包括

センターの価値がまた１つ上がるのではないだろうかなと思っています。そうすることが、逆

に町民の生命と健康を守るということにつながっていくのではないかなと思っています。スケ

ジュール的に言いますと、まだ検討の段階でございますが、おおむね本年度の予算の要求時期

ぐらいまでに大あらなこの事業の組み立てをしていきたいというように考えてございます。既

に担当者の中で一部事業について話し合いは始めているような状況になってございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。内容はよくのみ込めました。 

 次にまいりたいと思います。４点目です。三好踏切の夜間の安全対策についてでございます。

高砂町内会で街路灯を設置される予定になっていると。また、町内会の街路灯もあり、一部移

設で対応することになっているので、夜間の安全対策は改善されるものと認識しておるという

ことでございます。安心はいたしましたけれども、実は今まで近くに消防本部が存在していた

のです。それによって、地域にとっては非常に精神的にも安心感があったわけです。移転によ

って夜間の薄暗さとともに不安を感じるような状況になっていったわけでございます。それで

は、この街路灯の設置の基準、それと町内会との費用の負担等どのようになっているのかお尋

ねしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  街路灯の設置の基準というお話でございます。うちの生活環

境課で所管しています街路灯につきましては、町内会で設置する街路灯と町で設置する防犯灯

の２種類がございます。これのすみ分けについてのお尋ねかと思います。防犯灯につきまして

は、一応通学路でありますとか駅周辺、バス停などと住宅街、住宅地域までの幹線通路、これ

を基準に設置してございます。それ以外の住宅街、また特定の方が通るところ、これについて

は町内会さんで設置していただいていますということで、現在までも防犯灯について町内会さ

んのほうから昨年も要望があったのですが、内容を見ますと町内会さんで設置するのが望まし

いのでないかというような箇所もございました。そういった意味で、今議員ご質問ありました

町内会で設置する街路灯なのですが、これにつきましては設置について２分の１の補助、また

電気料につきましては12分の10の補助ということでありますので、ぜひともこれを活用してい
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ただいて、郷土のまちづくりを進める上からもこの活用をぜひともお願いしたいと、このよう

に思ってございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。先ほどお尋ねするのちょっと忘れていまし

たので、今お尋ねしますけれども、この町内会で街路灯を設置する場所ですね。この場所、ど

ちらになっていますか。三好踏切を渡って、本町から高砂、高砂から本町に通行される方、夜

間でも結構多いのです。どの辺に、まず設置されるのか。それと、今町で設置する防犯灯と街

路灯ですね、これは町内会と町とで費用を分担する街路灯のすみ分けはわかりました。今後の

町としての考え方ですね、どのような考え方で行っていくのか。例えばはっきり申し上げます

けれども、財政的なことも考えて、協働のまちづくりの中で要望があれば街路灯をふやしてい

くような考え方なのか、その辺をこの質問の最後にお尋ねしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  まず、設置の場所でございますけれども、三好踏切から道路

を渡りまして、ちょうど横断歩道ございます。そこには道路の街灯が設置されてございます。

それから、登別寄りに高砂斎場がございます。そちらの角のほうに設置という形で町内会のほ

うから要望がございます。また、それから海に向かいまして、電柱２本ほどのところに町内会

さんの街灯がついてございます。これは、このたびＮＴＴの工事等もございまして、移設とい

うことで今考えておりますので、そこら辺の周辺の照明が確保できるような適切な場所に町内

会さんとも相談しながら移設したいなと、そのように考えてございます。 

 それと、今後の夜間照明の確保についての考え方でございますけれども、おっしゃられると

おり防犯灯という形での町での設置というのは今後縮小せざるを得ないのかなというような形

で考えてございます。ただ、町内会さんから必要という形で事前に相談がある町内会の街路灯、

この要望については今日まで100％予算措置されてきてございますので、これについては継続し

てこたえていくような形で進めていきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） それでは、最後の項目に移りたいと思います。 

 防災行政無線ですね、これは私自治体の危機管理体制の強化につながると大いに期待してい

るところでございます。自治体によっては、通常の行政スケジュール等も流しているようなと

ころがあると聞いておりますけれども、白老以外の他の自治体のモデルケースを若干お尋ねし

たいと思います。また、白老町としての考え方はどうなのか。例えば災害地ばかりではなくて、

日常の火災予防、今までは消防のほうで車が走られてやられていました。また、あるいは地域

の停電、あるいは水道の断水、交通安全の啓蒙、あるいは時期によっては食中毒の予防ですと
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かインフルエンザの予防、いろんなことが考えられるのですけれども、この辺についてはいか

がでしょうか。 

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、よその町の事例ということでございます。これは、防災行

政無線ですけれども、デジタルという白老町でも導入する無線整備は道内180市町村のうち９市

町でこういう……９つでございます。それは、デジタル方式というものですから、従来のアナ

ログ方式というのはもっともっとたくさん自治体で取り組んでいるところございますが、この

デジタル放送で対応しているところの事例を、ご質問ございましたから申し上げますけれども、

いろいろ地方都市は住民の健診ですとか、町広報に載っているようなことも詳細に放送されて

いるところもございます。また、都会といいますか、人口のある程度多いまち、そういったと

ころは本当に緊急時の災害等にかかわる情報のみしか放送しないというところもございます。

なぜそういうふうになっているか、私どもちょっと考えた中では、やはり人口密集していると

ころはいろんな、例えば病院があったり学校があったり、いろんな施設等があること。それか

ら、勤務体制の特殊性の地域等もあるのではないか。その仕事の内容ですね。一方、地方に行

くと、どっちかというと農家なんかが多いのですけれども、そういった地域によっては街頭屋

外拡声器によっていろんな情報が流されるということを望んでいると、こういうのが事例とし

てございます。 

 ２点目の、それでは白老町はどういう考えにあるかというご質問でございますが、白老町も

どちらかというと病院、学校等もございますし、また３交代勤務という特殊性の地域でもござ

います。そういったことは、町内会連合会とも十分話し合って、どういう放送がいいか。当然

災害ですとか人命に係ること、これはそのための防災無線ですので、そういったことは流しま

すが、それ以外のお知らせ等にかかわる分が、本当にそこまでいいかどうか、この辺は町連合

とも十分話し合って項目等を決めて、規則にのっとってそういう対応をしていくと、このよう

に考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。今私もお尋ねしようと思ったのが町民との

合意形成というのがやはり必要になってくるのかなというふうに、私もそのように思っており

ましたので、その辺伺おうと思ったのですけれども、今町連合とも十分協議をしたいというこ

とでございますので、それはわかりました。 

 では、具体的に、例えば津波情報が来ましたと。地震でも結構です。広報車の対応と比べ、

どれくらいの時間短縮になるのかということもちょっとお尋ねしたいなと。と申しますのは、

今回の宮城県の地震で、緊急地震速報というのが一般の家庭にでも放送という形で2007年10月

からそういうサービスも行っていまして、都市によっては揺れる４秒前に地震が来るのがわか

ったところもあったようです。それで、すぐテーブルの下に隠れたとか、そのような話も載っ

ていたのですけれども、同報、いわゆる防災行政無線の設置しているところがその揺れから13秒
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後流れた都市があるということで、その13秒後というのが早いのか遅いのかということなので

すけれども、そこのまちの方のインタビューは、ちょっと遅過ぎるのではないかみたいな、そ

んなお話だったのです。でも、私は結構早いかなと思うのですけれども、白老の場合は知らせ

がまずどこから来て、恐らく胆振支庁かどこか、その辺から来ると思うのですけれども、広報

車で行くのとの時間短縮、これ１点です。もう一点は、地震の場合、緊急地震速報、これらと

の何か兼ね合いというか、そういったものが今この地域でもあるのかどうなのか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。もしわからなければ結構なのですけれども。 

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、１点目の時間のことでございます。今何分何秒、本当に何

秒を争う時代でございます。今の現状から申し上げると、まだ同報無線整備されていません。

今建築中です。今の状況であのような大きな地震があったら、我々まず役場に当然緊急配備と

して出勤しなければならないと。大規模の場合は第３次非常配備ということで全職員がすぐ集

合するというふうになります。ですから、社台から虎杖浜まで住んでいる環境では違いますが、

大多数が白老に住んでいるということで、実は私を例に挙げますと、徒歩で役場まで９分であ

ります。まず、役場には10分以内に来れると。次に、例えば海面監視で津波が来るかどうか、

これは地震を想定してですが、海に行くとなれば公用車に乗って海まで行って、その状況を役

場にまた知らせなければならないということですから、やはり15分なり20分、これはかかって

くるかな。そして、さらに町民に津波が来るということを知らせるとなれば、まだ時間がかか

ってくるかなというふうに思います。同報無線が整備されると、先ほど町長がお答えしたとお

り瞬時にその情報が流せるというふうになります。消防庁舎、新庁舎のほうに遠隔操作盤が配

置されておりますので、消防は24時間体制です。こういう場合があったときには、もう既に我々

が役場に来る前に消防のほうから情報が発信されると、こういうふうなことになってございま

す。 

 また、地震予知連等の関係もございますが、地震あるいは豪雨、台風、そういったいろんな

気象情報踏まえて、どこからどう入ってくるかという部分は、まず私どもいち早く入るのが胆

振支庁の防災担当から入ります。そのほか、気象庁、そういったところからも情報が入ってく

るようになってございまして、それらをこれら整備される同報無線で町民に情報提供していく

というふうに考えてございます。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。屋外拡声器の音声が届かない地区の戸別受

信機の設置工事の件でございます。来年の２月末まで行う予定ということでございますけれど

も、今回の東北の内陸地震は、ご存じのように道路が寸断されて、中国の四川省の地震と同様

に孤立集落ができたわけでございます。電話や電気も不通になった場合、また携帯電話もつな

がらない地区の場合は情報も届きません。戸別受信機の設置は、拡声支局の届かない住宅への
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設置は全戸とするのか。また、その想定数はどのぐらいかということをお尋ねしたいと思いま

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） 対象は全戸としてございます。その数は170戸を予定してございま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

          〔５番 山本浩平君登壇〕 

〇５番（山本浩平君） 全戸ということで、安心をいたしました。 

 では、私の質問、これ最後にいたします。理事者の方にお伺いしたいのですけれども、財政

再建の中における町民の安心、安全の確立、行政としての危機管理体制の確立について、最後

に理事者の見解をお尋ねし、質問を終了いたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 財政が厳しい中での町民の安全、安心と、これはやはりやらなければ

ならないものはやっていくと。ただ、10年間のシミュレーションの中で、今回もこの工事は75％

補助です。75％補助ですから、補助率もいいので、それと公平の観点から全戸に受信機という

ものを配置したのですが、これによって今までは町の広報車と消防の広報車で津波が来るぞと

いったら一斉に出発、社台方面に行ったのですが、40キロ以上出すと何言っているかわからな

いのです。ですから、広報で周知するにも、20キロか30キロで歩いてやっとなのです。今回こ

れができたことによって、町民の皆さんも安心していただけるのかなと思っています。安全、

安心については常日ごろ、議会の皆さんもそうですが、町民一丸となってその辺検討してまい

りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で５番、山本浩平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 ３時４８分）
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