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平成２０年白老町議会定例会９月会議会議録（第１号） 

 

平成２０年９月９日（火曜日） 

   開  議  午前 ９時５９分 

   延  会  午後 ５時１９分 

                                         

〇議事日程 第１号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

    （議会運営委員長報告） 

    （諸般の報告） 

    （町長行政報告） 

第 ２ 特別委員会の調査報告について 

    （白老町財政健全化に関する調査特別委員会） 

第 ３ 一般質問 

                                         

〇会議に付した事件 

特別委員会の調査報告について 

（白老町財政健全化に関する調査特別委員会） 

  一般質問 

                                         

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 斎 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 

                                         

〇欠席議員（１名） 

  ６番 鈴 木 宏 征 君 

                                         

〇会議録署名議員 

  ４番 及 川   保 君       ５番 山 本 浩 平 君 

  ７番 玉 井 昭 一 君 
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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 

     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        丸 山 伸 也 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    安 達 義 孝 君 
 
     出 納 課 長 
                  久 慈 幸 男 君 
     会 計 管 理 者  
     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 
 
          ウタリ施策推進室        高 野 末 保 君 
 
          参 事  
     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 

                                         

〇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 
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    ◎開議の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  本日９月９日は休会の日ですが、議事の都合により、特に定例会９

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 ９時５８分） 

                                         

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（堀部登志雄君） 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、４番、及川保議員、５番、山本浩平議員、７番、玉井昭一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 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、議会運営委員会委員長から９月５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〕 

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、９月５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９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。 

 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、平成20年度の各会

計の補正予算３件、条例制定・改正等11件、平成19年度各会計決算認定３件、平成19年度決算

に関する附属書類の報告３件、財政健全化判断比率等２件、土地開発公社定款の変更１件、北

海道市町村備荒資金規約の変更１件及び白老町教育委員会委員の選任同意１件の合わせて議案

25件であります。 

 また、議会関係としては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い会議規則を改正す

る会議案１件、北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙１件、意見書案８件及び委員会報

告等が予定されております。 

その取り扱いについての協議結果は、会議規則第37条の規定に基づき一括して議題とする事

件は、議案第６号から第11号までの新財政改革プログラムの関連する議案のうち、産業厚生常

任委員会の所管にかかわる議案第７号から第11号までの５件並びに認定第１号から第３号まで

及び報告第１号から第３号までの平成19年度各会計の決算認定に関する議案６件の合わせて一
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括議案２件であります。 

 次に、平成19年度各会計の決算認定に係る関連議案６議案は、申し合わせにより、議長及び

監査委員を除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、９月16日・17日・18日の３日間、

休会中における審査とすることに決定いたしました。 

また、新財政改革プログラムに関する条例の一部改正等の議案６件については、それぞれ所

管する常任委員会へ付託し、慎重な審議を行うことといたしました。 

次に、一般質問は、既に９月１日・10時に通告を締め切っており、議員７人から14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、９月９日・10日の２日間で行う予定としております。 

 次に、北海道後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙の件でありますが、同広域連合選挙長

から広域連合規約等に基づき選挙実施の通告を受けております。選挙の方法は、投票により行

いますので候補者名簿を本日お手元に配付いたしております。候補者名簿をご確認の上、遺漏

のないようお願いいたします。 

 次に、意見書案は、各会派代表から８件が提出されており、会派調整の結果、すべての意見

書案は全会一致により提案することといたしました。このことから、議会運営基準により議長

が会議に諮って質疑・討論を省略することといたします。 

 以上のとから、９月会議の日程は、決算審査特別委員会の審査期間を考慮して、本日から９

月19日までの11日間を予定したところであります。 

 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、質疑はございませんか。 

          〔「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。 

                                         

    ◎諸般の報告 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、議長からの諸般の報告をいたします。 

 定例会９月会議の再開は、議案等の審議の関係上、おおむね11日間としたところであります

が、全日程につきましては別途お手元に配付のとおりであります。また、議会休会中における

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、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項ただし書きの規定に

基づき、定例会６月会議において議員の派遣の議決をした以降現在まで、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。 

 次に、定期監査及び例月出納検査の報告について。地方自治法第199条第４項の規定により実
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施した定期監査の結果を同条９項の規定及び地方自治法第235条の２第１項の規定による例月

出納検査の結果を同条第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）  それでは、本件はこれをもって報告済みといたします。 

                                         

    ◎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。 

          〔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９月会議の開会に当たり、行政報告を申し

上げます。 

 初めに、町が管理する公共施設の耐震対策、老朽化対策への室蘭開発建設部及び室蘭工業大

学の協力についてであります。町内の学校、公営住宅など公共建築物及び橋梁、公園などの公

共土木施設は、昭和30年代から40年代の高度成長期を中心に整備されたものでありますが、今

後10年の間に老朽化対策の必要な時期を迎えます。これら公共施設の点検、老朽化診断には多

額の財源が必要となりますが、今般室蘭開発建設部及び室蘭工業大学に耐震対策、老朽化対策

に伴う特段の支援や助言をお願いしたところ、老朽化診断、耐震診断などの技術的な支援協力

をいただけることになりました。依頼する施設、箇所の選定に当たっては、特に老朽化が著し

く、早急に対応すべきことが予測される箇所とする予定であります。今後は、町が行う調査の

方法を含め、協力、指導をいただくことになりますが、町職員の技術の向上という観点からも

大きな期待をしているところであります。 

 次に、本年４月の税制改正に伴い、全国的にスタートいたしましたふるさと納税についてで

あります。本町については、９月１日に白老町ふるさとＧＥＮＫＩ応援寄附要綱を策定し、ホ

ームページ等での情報提供を開始しており、これまでに２件、51万円の申し込みをいただいて

おります。本制度は、まちづくりのための貴重な財源を確保する制度ととらえており、今後と

も積極的なＰＲを図っていきたいと考えております。 

 次に、社団法人北海道軽種馬振興公社への賛助会費についてであります。北海道では、馬産

地を初め関係者等の協議を重ね、今後の競馬事業の継続と産地の活性化を目指す北海道競馬改

革ビジョンを本年３月に策定したところであります。この中で、今後の競馬事業については北

海道主導の運営から産地主導の運営に転換し、効率的、効果的な運営を行うこととしており、

公社本部も日高に移転し、産地力を最大限発揮することとしております。これに伴い、日高管

内の自治体、農業関係団体は正会員として増資することになり、また東胆振管内の１市４町に

ついても賛助会員として加入することといたしました。ホッカイドウ競馬の継続は、雇用や地
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域経済の活性化、生産者を支える大きな役割を果たしていることから、軽種馬生産地である本

町にとっても必要と考えており、賛助会費50万円を今会議の補正予算に計上しておりますので、

よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 なお、本９月会議には、議案17件、認定３件、報告５件を提案申し上げておりますので、よ

ろしくご審議賜りたいと存じます。 

 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。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

    ◎特別委員会の調査報告について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第２、白老町財政健全化に関する調査の件を議題に供します。 

 本件については、白老町財政健全化に関する調査特別委員会より委員会の調査報告書が提出

されております。 

 委員長の報告を求めます。 

 及川保委員長。 

〔白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長 及川 保君 

登壇〕 

〇白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（ 及川 保君） 委員会調査報告について。 

 本委員会に付託された下記の案件について、その調査を終了したので、調査結果を白老町議

会会議規則第77条の規定により報告いたします。 

 記、１、付託事項、白老町財政健全化に関する調査。 

 ２、調査の方法、３、調査の日程については、記載のとおりでございます。 

 ４、調査の経過。 

 （１）前議会における経過。 

平成19年２月、夕張市は、350億円を超える巨額の累積赤字による財政破綻を招き、財政再建

団体入りした。いわゆる「夕張ショック」に端を発し、同年６月、自治体の財政再建に関する

法律「地方公共団体の財政健全化に関する法律」（以下、「地方財政健全化法」という。）が成立

し、自治体の全会計を連結した新たな４つの財政指標（①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、

③実質公債費比率、④将来負担比率）の導入により、平成20年度決算から適用されることとな

った。 

白老町の財政状況は、平成18年度決算の全会計連結で赤字を抱え、連結実質赤字額28億

8,600万円となり、当時の国が新たに示す比率から試算した場合、マイナス41.1％となり、危機
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的な状況になっていた。 

改選前の議会では、町が示した「白老町における財政再建の取組み（骨子）」と「再生団体転

落回避の基本方針と対策項目」について、議員全員による特別委員会を設置し、財政悪化を招

いた財政運営の経過や原因究明及び議会が果たしてきた役割等について調査を行い、結果責任

として議会のチェック機能が十分に果たされてこなかったことを真摯に反省し、今後の議会が

果たす役割について一定の委員会報告がされた。 

（２）新財政改革プログラム（案）。 

白老町は、地方財政健全化法の成立を受け、国が定める財政再生団体または財政健全化団体

の基準となる４指標の動向を見きわめながら、さきに議会や町民に対して示した「白老町にお

ける財政再建の取組み（骨子）」をベースとして財政健全化策を検討してきたが、本年３月31日

に総合的な対策「新財政健全化プログラム（案）」（以下、「プログラム（案）」という。）が議会

に対して示された。 

プログラム（案）は、第１章・地方財政健全化法、第２章・財政の現状と財政収支見通し、

第３章・財政悪化の要因、第４章・改革プログラム、第５章・対策後の財政収支見通し、第６

章・行財政運営のガイドラインと進行管理で構成されている。 

財政の健全化に対する議論は、総務文教常任委員会が所管事務調査中であったが、慎重な議

論と全議員がかかわる必要性から本特別委員会を設置し、付託がえをして調査を実施すること

とした。 

本委員会は、町が示したプログラム（案）の具体的な内容を把握するための調査に７日間、

町民の意見を拝聴するための懇談会を３日間、議員間の合意形成を図るための自由討議７日間

の17日間の調査を実質２カ月間で行ったところである。 

（３）中間報告による議会の対案。 

本委員会は、８月11日に再開された定例会８月会議で行った中間報告により、町がプログラ

ム（案）で示した対策項目のうち、具体的に７項目の議会の対案を示したところである。 

定例会９月会議では、プログラム（案）で示された町税の超過課税を初めとした各種の料金

等の値上げに関する条例改正案が提出されているが、議会が示した対案は議決機関としての意

思であり、町は十分これを参酌して議案提出の判断をされたものと思慮する。当該議案の表決

に当たり各議員は、慎重な判断のもとに臨む必要がある。 

① 固定資産税の超過税率は、1.65％とすること。 

② 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。 

③ 株式会社振興公社に対する委託事業のあり方を見直すこと。 

④ プログラムの総合的な見直しを３年ごとに行うこと。 

⑤ 町民温水プールにおける冬期間の閉館は行わないこと。 

⑥ 保育料の改正に当たっては、急激な負担にならないよう措置を講ずること。 

⑦ 白老町立病院のあり方について 

５、調査に基づく意見。 
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プログラム（案）に基づく財政健全化対策は、平成28年度までの今後８年間継続されること

となるが、プログラムに組み込まれていない大型の財政需要（町立病院の建てかえ、給食セン

ターの建てかえ、小中学校の耐震化事業など）も予測されることから、財政の健全化性を常に

見直し、具体的な対策と前向きな改革が求められる。 

また、議会は、予算や決算における財政チェックのための制度、仕組みについて今後検討が

必要である。 

（１）定数管理及び総人件費の見直しについて。 

プログラム（案）において10年間で84名の職員の削減（平成20年度以降38名）が示され、一

般行政職では35％の大幅な削減率が計画されている。 

経常収支比率に占める人件費の割合は、平成18年度決算で34.7％と高い割合にあり、財政健 

全化を効果的に実施するためには、定員管理及び総人件費を中心として効率性を求めた組織機

構のあり方は喫緊の課題ととらえるべきである。 

このことから、プログラム（案）の計画の推移を注視しつつ、組織の活力が失われないよう

配慮する中で、次の事項について検討が必要である。 

① 嘱託、臨時職員は、平成20年度で138名であり、業務内容の精査により減員をさらに進め、

相当分を若い職員の採用に転換することの検討が必要である。 

 ② グループ制を最大限生かす組織（課）のあり方を検討し、職種によっては専門職の期間

任用など、スリム化と効率性のある組織機構へ常に見直しの検討が必要である。 

 ③ 土地開発公社事務の見直しや高齢者大学の自主運営の取り組みなど、嘱託職員等の減員

につながる改革の検討が必要である。 

（２）事務事業の見直しについて。 

 事務事業の見直しは、内部管理経費の見直し5,200万円、町民サービスに伴う見直し約6,000万

円、合計１億1,100万円を見込んでいる。白老町が置かれている財政の危機的状況を見たとき、

従来の事務事業の必要性を十分に精査したスクラップ・アンド・ビルドは、日常的な点検作業

として実施しなければならない。 

 したがって、次の事項について検討が必要である。 

 ① 人件費補助団体に対する補助金削減。 

 各団体等に助成している人件費相当の補助金は、平成20年度当初予算約１億500万円となって

いる。役場内において人員整理や職員給与20％削減を行ってまで財政健全化を図ろうとしてい

る中で、特に多額の人件費助成をしている白老町商工会、社団法人白老観光協会、社会福祉法

人白老町社会福祉協議会及び財団法人白老町体育協会にあっては、地方自治法第157条の規定に

よる総合調整機能を図り、自主自立する運営の指揮監督を行う検討が必要である。 

② 循環福祉バスの受益者負担の推進。 

 高齢化がますます進展する中にあって、住民の移動手段の確保は重要となっており、特に、

公共交通機関の利用が難しい地区（緑泉郷、石山など）においては、高齢化が加速し独居世帯

や自動車免許の返上などが生じ、ますます住民の移動が困難となっているのが現実であること
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から、循環福祉バスの運行は将来に向けても継続しなければならない。 

 最近の原油価格の高騰などにより、今後のバス会社に対する支出の増加も考えられ、公平な

受益者負担の原則に立ち、経済的弱者に配慮しつつ負担の見直しを含め、今後のバスの運行は、

町立病院への運行を中心としたバスダイヤ及び路線の決定を行うことを検討する必要がある。 

 ③ 有料ごみ袋の値下げ。 

 登別市との協働処理の中で、処理しやすいごみ袋を外注して作成し有料化として販売してい

る。バイオマス燃料化施設の完成に伴う株式会社振興公社への環境センター管理委託の縮減、

登別市までの処理距離が短縮される中でのごみ運搬処理委託費の軽減等も再計算として予想さ

れる。 

 プログラム（案）で町民負担が増大する中で、少しでも町民還元できるものがあるべきであ

り、ごみ処理コストの削減が見込まれる中で有料ごみ袋の値下げの検討が必要である。 

 ④ 公共施設の耐震化対策。 

 町民の生命と財産を守るのが公的使命である。近年、大地震災害が全国各地域で発生してお

り、避難場所に指定されている公共施設の耐震度調査と耐震化計画を持つことは重要であり、

今後においてプログラム（案）との整合性を図る検討が必要である。 

 ⑤ 町立病院における人工透析科。 

 ６月に老健施設併設による公立病院として存続する方向性が示されたが、白老町内には多く

の人工透析を必要とする患者がおり、苫小牧市を初め町外の病院に通院しているのが現状であ

り、患者の身体的・経済的負担は相当大きなものがある。医師の確保、合併症の対応や透析設

備・機器の負担など課題もあるが、病院の建てかえ計画の中で、病院財政の健全化に寄与でき

るかも含めて「人工透析科」について検討が必要である。 

 ⑥ 高齢者大学の自主運営の推進。 

 白老町高齢者大学は、長寿者の生きがいを求め生活の向上を図るため長寿者に学習の機会を

与えることを目的として、65歳以上を対象に昭和49年５月に開講されたのが始まりで現在に至

っている。 

 大学を運営する経費は、受講者の授業料負担は一部あるものの学習センターの運営やアドバ

イザーの配置など多額の町費を支出している現状である。長寿者の生きがいの場、学習機会の

提供であることは理解するものの、町の財政状況を考慮したとき、さらなる自主運営の推進に

向けた検討が必要である。 

 （３）投資的経費の見直しについて。 

 投資的経費の見直しは、極めて厳しい財政状況を考慮し、従来の一般財源枠２億5,000万円を

さらに踏み込んで5,000万円の追加削減を実施し、プログラム（案）の重点改革期間内の総枠管

理として、年度間の増減に弾力的に対応するとしている。 

 町は、財政悪化の原因として「身の丈を超えた過剰投資による財政運営」を挙げており、ま

さに投資的事業の実施に伴う地方債の借り入れをどのように管理するかは重要なウエートを占

めていると言っても過言ではない。 
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 このことから、投資的事業の実施管理は、総合計画後期４カ年計画と密接に関連するもので

あり、プログラム（案）との整合性を図ることはもちろんのこと、議会に対していまだに示さ

れていない後期計画（平成20年度の開始）を早急に示し議論をする必要がある。 

 白老港の建設事業については、第３商港区の完成まで数年を残す工期となっている中、早く

完成させて経済の活性化に寄与し、人口減少に歯どめと税等の増収を図るべきであるという事

業推進の意見が出されている。一方では、現下の厳しい財政状況において「凍結すべき」、「見

直しすべき」、また「身の丈に合った事業なのか」という意見もあり、議会としての意思を示す

には至っていない。 

 今後においては、白老港建設を含めて投資的事業の選択については、議会との真摯な議論の

中で町民に十分な説明と理解が得られる検討が必要である。 

 （４）超過課税について。 

 現在、世界的な原油や食料価格の高騰などにより物価が上昇している中で生活にも大きな打

撃となっており、固定資産税の超過税率導入は、年金所得者や所得のない世帯など大きな負担

となることは中間報告でも述べたところである。 

 負担の分散を図るためにもほかの町民税や軽自動車税の超過課税も視野に入れて検討すべき

ではないかという意見も出されていたが、議会としての結論を出すまでには至らなかった。 

 （５）町有財産の売却計画の策定について。 

 工業団地特別会計及び臨海部土地造成事業特別会計における未売却用地は、合わせて約16億

円の保有資産がある。 

 地方財政健全化法の設立を受け、白老町における連結実質赤字額及びその比率の悪化した最

大の要素は、これらの特別会計における未売却用地による赤字であり、財政を早期に好転させ

るためには、この土地の一刻も早い処分が最重要課題であることは論をまたない。 

 しかしながら、町は、プログラム（案）の算出根拠とする数値に土地の売却額は見積もって

おらず、「土地の売却は相手との関係があり、早期の売却に努力しつつ、売却額は改革期間の短

縮を図ることでの対応としたい。」としている。 

 相手があっての売却ということは理解できるが、財政再建の取り組み（骨子）では、財産の

売却は改革の大きな柱として示されたことも事実であり、プログラム（案）の枠外であるとし

ても速やかに財産処分計画（処分対策、目標額、年度別）作成の検討を行い、行政が一丸とな

った姿勢を示すべきである。 

 （６）行政運営のガイドラインと進行管理等について。 

 白老町の財政健全化は、今後、プログラム（案）を成案（実行計画）とし、10年計画（今後

８年間）ですべての連結赤字額を解消するものであり、職員等の犠牲や町民の負担によって計

画が成り立っているという現実から、計画期間内で目標が達成できるよう、町並びに議会も同

様にそれぞれの役割を果たしていかなければならない。 

 議会は、計画期間におけるプログラムの進捗状況について、十分な議論のもとにチェック機

能を果たさなければならない。さらに、第３次議会改革の中でも議論されている政策研究会の
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設置により各年度の予算及び決算における審査方法等の仕組み、制度設計を検討し議会として

の機能を果たさなければならない。 

 また、町は、「町独自の健全財政のための財政指数基準の導入」を示しているが、これらの検

討に当たっては、議会と並行した議論の中で組み立てを検討する必要がある。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  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。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。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 白老町財政健全化に関する調査は、報告済みといたします。 

 お諮りいたします。これで白老町財政健全化に関する調査を終了いたしたいと思います。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、白老町財政健全化に関する調査を終了いたしました。 

                                         

    ◎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。 

 ７名の議員から14項目の通告が出されておりますが、一般質問される議員及び町側の答弁に

ついてお願いをいたします。一般質問については、一問一答方式とし、持ち時間１人45分とし

て実施しております。一問一答方式ということを十分ご理解いただき、簡潔な質問に心がけて

いただきますとともに、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。 

 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、町長に町立病院の運営についてと町の総

合計画及び実行計画のあり方と進行についての２項目13点を質問します。 

 最初に、町立病院の運営について質問します。まず、町立病院の現状と課題をどのようにと

らえているかであります。地域医療の崩壊が急速に進んでいます。千葉県の銚子市立総合病院

が今月30日をもって休止するという報道もありましたし、議会でも13対12ということで可決さ

れているようです。この原因は、病院が抱える多額の赤字を市としてこれ以上財政支援するこ
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とが不可能になってしまったということであります。自治体の病院は、町長もご存じのとおり、

公共性の発揮と企業性の発揮という二面性を持ち合わせた事業の困難さがあります。 

そこで、そのことを踏まえて、１点目として、病院がこれまで果たしてきた役割をどのよう

に押さえているのかを質問します。 

 ２点目でありますが、厚生労働省の医療費抑制という医療政策による構造的な影響は否定し

ません。しかし、町立病院の赤字は、慢性的であります。これまで経営改善等さまざまな対策

を取り組んできましたが、経営悪化から脱却することができておりません。そこで、これまで

赤字体質にしてきた主たる要因はどのように押さえているかを伺います。 

 ３点目であります。町民に愛される病院、よい医療を目指して経営努力してきたものとは思

われますが、町立病院の利用者あるいは利用率向上をどのように図ってきたのか、その過程で

隘路はあったのか伺います。 

 ４点目であります。町立病院は、昭和42年に救急病院として指定されています。救急患者の

受け入れと、その対応と救急医療体制はどのように行われているのか伺います。 

 ５点目であります。町立病院は、一般会計からの受け入れ、すなわち赤字補てんされていて

も累積赤字は増加し、経営赤字となっていますが、経営収支の状況と経営環境など、これまで

の改革、改善と問題点をどのようにとらえているのか伺います。 

 次に、病院の新たな方向性についてであります。１点目であります。町長は、町立病院を診

療所化するという方針を転換し、現状に少し手を加えて存続することとし、その方向性につい

て公表しました。さらに、本年度中に病院経営計画を策定すると先般の特別委員会でも話して

おりましたけれども、今後病院が果たす役割をどのように考えているのか伺います。 

 ２点目です。病院の建物や施設の老朽化を初め、病院を取り巻く環境には大きな変化はない

と思われますが、そのような中にあって、経営の効率化、健全化等に向けて具体的にどのよう

な対策をとられようとしているのか伺います。 

 ３点目でありますが、町立病院には、安定した経営のもとで良質な医療を継続して提供する

ことが求められております。そのためにも、持続可能な病院経営を目指さなければなりません。

病院の新たな経営形態、その方向性をどのように考えているのか質問いたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 町立病院の運営についてのご質問であります。 

 初めの病院の現状と課題についてのご質問にお答えします。１点目の病院の果たしてきた役

割についてであります。町内唯一の病院として昭和41年以来、地域住民の健康維持、増進を図

り、１次医療など安心、安全に生活できる医療の提供をしてきたところであります。 

 ２点目のこれまでの赤字体質にしてきた主たる要因についてであります。主たる赤字の要因

は、国の医療制度が大部分を占めると考えておりますが、地域医療を担うため自治体病院とし

て不採算部門の小児科医療、救急医療の維持や医療スタッフの確保のための人件費等であると

考えております。 
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 ３点目の町立病院の利用向上についてであります。現施設は、築42年を経過しており、施設

の老朽化が著しいものがあります。このため、平成18年度に特殊浴室と人間ドック室の改修を

行い、環境整備の改善を図ったところであります。また、総合相談室を設置し、患者に対する

各種相談にきめ細かく対応し、利用の向上を図ってきたところであります。 

 ４点目の救急病院としての救急患者の受け入れと対応についてであります。救急医療は初期

医療を提供するため、１次救急医療の指定届け出を行い、365日24時間体制で行っております。

救急患者の受け入れ対応は、消防本部からの救急搬送と患者が直接病院に来院されることによ

るものですが、１次救急医療であるため、重症な患者や当直医師の専門外の病状の患者のとき

は近隣の第２次救急医療機関に転送することで対応しております。 

 ５点目の経常収支の状況と経営環境など、これまでの改革と問題点についてであります。平

成19年度決算書で単年度経常損益額等の額をお示ししているところであります。総体として平

成19年度決算で医業収益は、前年度比較164万円の減少であり、これは２名の常勤医師の退職の

影響を受けたものと考えます。また、医業費用では、あらゆる経費のコスト削減の徹底を図り、

意識改革を進めた結果6,077万円の経費を削減したところでありますが、問題点としては耐用年

数を経過した医療機器の更新、老朽化施設の改修経費等が挙げられます。 

 次に、病院の新たな方向性についてのご質問にお答えします。１点目の今後病院が果たす役

割であります。本年６月20日の財政健全化特別委員会において、白老町立国民健康保険病院の

方向性について発表させていただきましたが、その中で初期治療を提供する救急医療体制の維

持など４点を役割と考えているところであります。 

 ２点目の経営の効率化、健全化に向けて具体的な対策についてであります。今後の病院経営

については、病院長を中心に平成21年度から23年度までの３年間の（仮称）白老町立国民健康

保険病院経営計画を策定し、全職員が目標達成に向けた取り組みを進める考えであります。ま

た、医業収益では、１次、２次医療機関との連携、入院、外来患者の利用の増を図る考えであ

ります。 

 ３点目の病院の新たな経営形態であります。病院の経営形態については、現在の経営手法で

ある地方公営企業法の一部適用と、その他として全部適用、地方独立行政法人、指定管理者、

民間譲渡がありますが、道内の実態を見ても経営形態の変更を実施した病院等も少なく、また

変更後の期間も短いことから、検証するためにはもう少し時間を要すると考えております。こ

のため、引き続き調査検討してまいります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） それでは、２問目の質問を行います。以下関連がありますので、一括

の中で質問したいと思います。なるべく順番にはしていきたいと思います。 

 それで、今町長から１問目の答弁いただきましたけれども、私聞いていて、大変申しわけな

いですけれども、事務的で紋切り型の答弁かなと、こう思いました。病院再生にかける町長の
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積極的な思いが一つの項目の中からでも伝わってきませんでした。 

そこで、ちょっと長くなりますけれども、質問通告後に病院に関して質問するために資料を

見ていましたら、たまたま私と同じような質問のやりとりがありましたので、ちょっと引用さ

せていただきます。今後の質問に関係ありますので、町長もよく聞いておいてほしいと思いま

す。それは、危機的だった病院を立て直したことで知られる病院の先生の話です。これは、神

奈川県の川崎市病院で、その当時の病院管理者であった病院長、病院の先生です。そして、事

業管理者という立場で、この方は武弘道ということで、町長もお名前ご存じだと思います。こ

の人が議場で答弁席に立っております。それで、議場のやりとりがこういう話ししているので

す。まず、議員は、これまでの赤字体質を決定的にしてきた主たる要因は何か。それに対して、

今お話ししました武病院事業管理者はこう答弁しています。まず、職員の一人一人が自分の働

いている病院の経営分析、情報をほとんど知らないこと、したがって何をどう変えるべきかわ

からず、改革に手をつけないこと、そして最後には役所も議会も本気になって病院の将来を心

配していないこと、これが赤字体質で動いてきた主たる要因と考えますと、こう答弁していま

す。そして、この答弁に対して、驚きの声と笑いの声が混在して議場に広がったと、中にはむ

っと怒った議員もおられたらしいと、こう彼は記述しています。私は、町立病院が病院として

将来にわたって限りなく持続するために、経営の採算性、効率化、経営形態のあり方を町長に

問うものであります。どうか議論の道筋で誤解のないように答弁をお願いしたいと思います。 

では、質問に入ります。ただいま町長は、赤字体質の要因を不採算部門の小児科医療、救急

医療の維持や医療スタッフの確保のための人件費であると、こう町長答弁しました。私は、慢

性的な赤字の要因の大きな１つに独立採算であるべき医療部門における経営努力の不足が大き

かったと私は認識しています。すべて飴谷町長の責任ではありませんが、行政の継続性の中に

あって、経営者のトップとして町長の見解はいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今川崎の病院の話もされておりましたが、まだまだ川崎以外にも改革

したところがあります。ただ、それはまれな例でございまして、すべてがそういうふうにいく

わけにはいかないと。その先生の意識が高いとか低いとかという問題ではないと思うのです。

ただ言えるのは、前田議員言った部分もあると思います。ただ、これまで長い間、町の一般会

計から二十数年間出してきたのです。それで、ここにきて国の法律が変わって、連結決算で再

生法ができました。それによって、我々今の作業で一つ一つの会計を改善していくということ

なのです。それで、私たちの今出した改革案でいきますと、今まで大体多いときは２億8,000万

円くらい出していました。毎年です。10年度で28億円ですか、２億5,000万円でも。ですから、

それが今我々の出した改革案はどのぐらいになるかといったら、黒字はこれはある程度努力目

標では出しておりますが、大体悪くても赤字になるのは5,000万円前後に抑えようと、これは努

力でございますが、そういうことでやってきているわけなのです。ですから、今までのように、

何もそういう問題意識なかったとは言いませんが、少なくとも２億円以上の一般会計からの削

減は何とか抑えていこうという考え方で今進めているということでございますので、何も流れ
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るようにしてこのまま何も改革しないでやろうとは思っていません。確かに川崎とか岐阜とか、

いろいろ改革したところあります。そういう本も私読んでいますけれども、いろんな要因があ

ったということを、私はそういう受けとめ方をしております。 

 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） 私もそういう例をたくさん読んでいます。まれではなくて、いかにや

れるかということで、町長ももう少し、まれという言葉ではなくて、それを取り入れて積極的

にやっていただきたいと思います。それで、赤字の繰出金の部分については、これから後段議

論されますので、ここではお話ししませんけれども、町長は今具体的に、では5,000万円前後ま

でいくためにどうしたらいいかというような理論の説明がありませんので、私具体的に質問し

ます。18年度に約400万円をかけて経営コンサルタントにつくらせました経営診断業務報告書が

ありますけれども、これは今でも事務長、生きていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 18年に２本の委託業務を行いまして、経営の診断と今後のシミ

ュレーションということでやってございまして、１本目の経営診断の中では、私どもの病院の

あらゆる取り組みについてのいろいろな過去の、先ほどの答弁にも出ていたとおり改善策、こ

れからやらなければいけないということを指摘されながら、それを踏まえながら現在もやれる

範囲内で取り組んでおります。 

 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） それでは、この健康保険病院の経営診断業務報告書の７ページ、報告

書持っていると思いますけれども、この中で病院経営における基本的事項の欠如という事項が

あります。そして、この中で次のように指摘しているのです。収入に向けた取り組みについて

でありますが、経営診断で優先すべき事項として、検討すべき事項として例が挙がっています。

１つは、診療報酬点数の加算、施設基準の実施状況の見直しに向けた取り組みが成果を上げて

いない。診療報酬改定によって見直された入院基本料の上位取得や各種加算について十分に活

用できていない状況にある。これらについては、具体的な対応が可能であり、今後の経営改善

の基盤となる事項となるため、直ちに取り組みを開始する必要があると、こう指摘されていま

す。これ18年にできていますけれども、この中で今言った２点について具体的な内容と取り組

み手法、そしてその結果どうだったのか、そしてこれによって、改善したことによって増収に

つながっているのかどうか、具体的にその辺をお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 吉岡経営コンサルタントのほうで今ご指摘された内容がありま

して、18年当時、ちょうど18年度の診療報酬改定の中で看護師の基準が変更になりまして、私
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ども今取得しております13対１というのが実は19年の５月から取得しまして、この指導を受け

た際はまだ18年度当初、基準が決まった中で鋭意看護師さんの募集を図っておりましたが、18年

中の取得はこの段階でとれなかったと。最低限の報酬を得て、18年度の決算で約１億4,000万円

ほどの診療報酬改定に伴う影響額を出してしまったというのが現状でございます。その後、今

答弁したとおり19年４月に15対１を取得しまして、５月に13対１を取得しまして、現在運営し

ております。また、先ほど上位加算というのが今言ったところでございまして、もう一点、加

算、診療報酬上の加算はいろいろ、今のレセプトのほうの仕事は委託業者にお願いして実施し

ていますけれども、私も着任して以来その中であらゆるとれる点数をとっていくというような

内容を指示しまして、その分野は私どもまだ詳細にわからないものですから、業者にお願いし

ながら少しずつとれるものはとっていって加算していった。ただし、それが実質経営上でどれ

だけ反映されたかというのは、本当にごくわずかな数字でございます。ただし、いろいろ見逃

されていたものを逆に見つけて経営改善を図っていったのが何カ所かありまして、その部分は

相当改善されたのでないかなと思われます。 

 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） 経過の中では１億4,000万円ぐらいの算出をできなかったという部分も

ありますけれども、その他についてはいろいろやっていると思いますけれども、そういう中で、

せっかくこういう部分で指摘されているのであれば、町長を先頭にすぐ実行して、いかに経営

効率を図るかということが必要でありまして、これが生きているということですので、また別

なところでも質問しますけれども、ぜひこういうものを運用して、先ほど町長がお話ししてい

た形の中に近づけていっていただきたいなと、こう思います。 

 それでは、次の質問を伺いますけれども、次に町立病院の利用者の向上についてであります。

これも答弁を見ますと、町長は施設の環境整備、相談室の開設などで利用者の向上を図ってき

たと、こう言っております。しかし、その実態は、資料を見る限りでは19年度での病床利用率

は70％、外来の患者は１日平均155.5人、過去の10年を見ても低いのであります。そして、先般

資料をいただきましたけれども、平成19年５月の診療分による町立病院の利用割合を見ますと、

全医療機関、苫小牧、室蘭、登別、全部入っています、町外、町内、これを100％とした場合に

町立病院の入院利用率が13.6％、入院外は16.0％となっています。このように数字が物語って

いるように、町立病院の利用者が少ない原因はどこかと、１問目でもその利用方法を考えたか

と言っていますけれども、明確な答弁ありませんでしたので、このような数字が現実に出てい

るのです。そういう利用が少ない原因、理由として、そのためにとってきた対策はどのような

ことがあったのか、具体的に伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 事実、今議員述べたとおり管内の町立病院の利用率は少ないと

いう数字が出ていまして、この分析としては、２次医療機関は苫小牧、登別、室蘭にございま
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して、急性期の患者さんがどうしてもそちらの病院に行く、大きな病院に行きたいというのは

皆さん志向的にそちらのほうに走る傾向がございまして、私どもの病院はご存じのとおり医療

機器も備わっていない中で２次医療としての役割しかございません。ですから、慢性期の患者

さんが各病院から回されてくるというような対応で行いますので、どうしても利用が下がると

いう状況が、傾向が出ています。これを何とか今後も町民に利用される病院にしなければいけ

ないと私も感じております。また、つい最近調べた、国保のほうで調べていただいた中では、

小児医療とか高齢者の部分は相当利用率、全体としては先ほど言ったような率になっています

けれども、特に小児科は５割を超えていたり、後期高齢者の皆さん、年配の方、交通機関を利

用されない方は当然のごとく私どもの町立病院のほうに足を向けていただいているという分析

もありますけれども、中間層でいう働き、私たちのような勤労者の世帯がどうしてもマイカー

とか交通機関を利用して近隣の病院に行くことが多くなりますので、その部分をこちらに取り

込む努力を今後ともしなければいけない、もしくはそういう魅力あるような医療を進めていか

ないといけないということを考えております。 

 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） ２次救急医療で云々と言っていますけれども、また後でお話しします

けれども、初期救急医療体制とか、そういう部分でいかに患者に町立病院に来てもらうかとい

うような工夫が必要だと思います。それで、先般室蘭民報社で医療に関する記事のキャンペー

ン張っていましたけれども、藤沢町の病院の関係出ていました。私持っていますけれども、そ

れでここには先般町の理事者、現在の院長も行っていると思うのですよ、視察に。そういう中

で、院長が、院長と言ったら失礼ですね、病院のスタッフが町の中に出かけて、いかに町立病

院を利用してもらうかという、そういう姿勢で町民の中に入って、愛される病院、町民に愛さ

れる病院、どうするかということを非常に考えて医療充実を図っているのです。そうすると、

私言いましたように、院長、理事者がそういう先進地のすばらしいところを見てきているので

すけれども、そういうことが一つでも生かされているのかどうか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 実は、うちのお医者さん方が地域に入って、いろいろな活動も

やってございます。地域包括センターの中で、介護認定審査会とかそういう中で私どもも、現

在はもうおやめになっている先生もいますけれども、院長もその委員として地域に入ったり、

また今年度は健康福祉課の事業として院長が町民の前で講演会も開きながら医療についての講

演をしたわけでございますけれども、その回数については議員言うとおりまだまだ少ないので

ないかなと、まだまだ地域に出ていって、町民にうちの町立病院の機能とか病気に対するいろ

いろな研修会も当然やっていかなくてはいけないのでないかなと考えております。 

 以上です。 

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

〇２番（前田博之君） その記事は、地域は今ということで、その内容を見ますと、集会を開

き、住民と対話、そしてこの先生のところにほかの夕張市の破綻に伴った市立病院を引き継い

だ村上医師も10年前に勤務して、そういうことを勉強して地域医療をやっていますので、先ほ

ど町長もよその町村はまれな例だと、こういう言い方しましたけれども、現実には視察に行っ

ているのですから、そういうことを生かすような仕組みづくりというか、意識が必要かなと、

こう思います。 

 それで、次に入ります。救急医療について伺います。先ほど答弁で、町長は365日24時間体制

で行っていると、これは皆承知していることです。その内容なのですよ。内容に何も触れてい

ませんけれども、消防長と事務長に後で伺いますけれども、私は救急患者の救急車の搬入患者

数について平成19年の消防年報を見ました。そうすると、19年１月から12月までの救急出動件

数は965件、搬送人員903人となっていますけれども、そこで具体的な数字をちょっと示してほ

しいのですけれども、19年とことしの７月まで町立病院と他市の搬入患者数はそれぞれ何人ぐ

らいになっているのか。また、事務長には、救急患者搬送以外で町立病院に駆けつけた休日、

夜間の救急患者は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）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） 救急の搬送人員の関係で19年と本年の１月から７月までというこ

とでございます。19年につきましては、人員はトータルで903人運んでおりまして、その中で町

立病院には328人、これは全体の36.3％、それから主立ったところで苫小牧の市立病院、これは

122名で13.5％、苫小牧の王子病院、147名で16.3％となっております。あとは、町内または室

蘭とかというのは、少数でございます。20年度でございますが、１月から７月まで495人の人員

の中で町立病院が115人、これ12.7％、苫小牧市立が104名、11.5％、苫小牧王子病院が76名、

8.4％、このような状況になっております。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 消防長から救急搬送は今述べましたけれども、私どもの町立病

院には救急搬送のほかにマイカーとかタクシーだとか、歩いて徒歩で来られる方とかございま

して、その数は19年中では1,235名、私どもの病院に時間外として受け入れております。本年度、

20年度は８月までの集計出ていまして、421名の方がこの５カ月の間にうちのほうに来院されて

います。 

 以上です。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇病院事務長（安達義孝君） ４から８。 

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） 今の数字を聞くと、実に３倍近くの救急患者が町外で治療を受けてい
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る実態になっております。これは２次医療に行く部分もありますけれども、結構初期救急関係

あります。それで、町長ご存じかどうかわかりませんけれども、私これからちょっと数字言い

ます。これは、特筆すべき数字かなと私は思っています。苫小牧市に１次救急機能、初期救急

ですね、軽症患者を持つ苫小牧夜間急病センターあります。これ内科と小児科あるのです。こ

のセンターに、調べたら白老町民の多くが受診しています。その件数は、19年１月から12月で

277人、ことしの１月から７月まで173人受診しているのです。反面、町立病院の休日、夜間救

急取り扱いは641人です、今報告ありましたように。このことは、多くの町民が町外の病院等に

かかるなど負担を強いられているのです。反面、町立病院の収益にも影響を与えてきます。こ

の実態を町長どう思いますか。こういう人方を少しでも白老町立病院で初期救急医療してくれ

るように体制を整えるか、先ほど小児科の部分が町立病院でかなりふえているよと言っていま

すから、そういう対応をとられるかもわかりませんけれども、数字はこういうふうに物語って

いるのです。その辺どう思いますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 苫小牧に移っている１つの要因は、高度な医療を求めているというの

もございます。いろいろ議論ありますが、今自治体病院がどういう状況にあるかと、今どんど

んお医者さんの撤収が始まっているのです、これは半年も前からですけれども。そういう中で、

これはお医者さんの名誉の問題もありますのでお話ししておきますけれども、実は朝８時から

勤務して、そのまんま当直やります。朝当直明けからまた働きます。１週間にこれを２回から

多いときは３回やっているわけです。一般の人が夜中に１人、１時からお医者さん診て、はい、

寝ていいですよと、でもいつ来るかわからないから、寝れないのです。それと、これは夜中の

動きですから、知っていただきたいのですけれども、ベストな診療をしないと医療訴訟が今ど

んどん起きております。そういう問題もあったり、すべてがではその対応かというと、これは

私の友達なのですが、父親を入院させようと思ったら、余りにも古いので、親戚から親余され

ていると思われるから、きれいな病院に移すとか、そういう。やはり42年たった病院というの

はないのですよ、ほとんど。今特例債借りますけれども、これ７年ぐらいで返すと、50年たっ

た町立病院、自治体病院というのはないのです。ですから、確かに議員のおっしゃるとおりで

す。ただ、これは、今ここにきて改革をするために、これからだと。議会にもこの前、３カ月

前ですか、お示ししたとおりなのです。経営改革から、そして看護婦さんからお医者さんまで

意識改革も含めて何とか努力したいと思っておりますので、数字的な部分で言われると、数字

は数字ですから、そのとおりなのですけれども、いろんな背景があるということもご理解いた

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） 本来は、いろいろな背景があると今町長言いましたけれども、その背

景がどうかということを私は答弁をいただきたかったのです、そういう形で逃げてしまいます

けれども。そして、42年たった病院と町長答弁されましたけれども、私これから言いますけれ
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ども、それを根っこにして病院の収支改善、先ほど言いましたようにこれからも病院の経営計

画を策定しますと言っているのです。現実に今ある病院をどうするかという議論されていない

のです。今ある病院を使って、こういう経営収支立てるということですから、今町長言ったよ

うに古いから云々という話には僕はならないと思います。現状の中でどう解決するかというこ

とは、皆さんが知恵を出していると思います。 

 それで、次に病院の方向性について伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田議員、２番目ですね、（２）ですね。 

〇２番（前田博之君） はい。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時１１分 

                                         

          再開 午前１１時２４分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 町長と、診療科の方向性と今回新たに病院の方向性をつくったという

ことで、この部分については議会で議論されていないのです。それで、採算性あるいは対比し

て、あるいは前回町長の目指す理想の医療体制としては町立の寿都病院なんか見てきて、そう

いう部分のことを議論したいと思うのですけれども時間ありませんので、その部分は後日に回

すことにして、まずその施設が、新しい施設が療養型から老健施設に変わります。それで、今

までは、議会の中ではその経営の成り立ちに他ってどうなのかということを議論していますけ

れども、私は利用者の立場に立ってちょっと質問します。これは、老健施設についてでありま

すけれども、今まで町がやっていた療養型病床型と老人保健施設との違いは端的にどこにある

のかと、そしてそれぞれの施設利用料金、片方は入所負担金になると思いますけれども、幾ら、

療養型の負担金は幾らと比較して、利用者の負担がきっと老健施設のほうが高くなると思いま

すけれども、一つの例を出して比較をして、町民に示していただきたいなと思います。 

 それと、その老健施設の入所条件どうなるのかと。それと、町長は、病院と併設になること

によって医者や病院の職員などが兼務できて経費節減できると言っていますけれども、逆に私

は病院の先生方のほうに労働強化になるのか、反面そういうことであれば町民のサービスが下

がるのでないかと、こう思いますけれども、この５点ほど伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） まず、療養病床の性格といいましょうか、慢性期の患者さんで

在宅でできない人だとか、特養だとか老人保健施設に入れない、そのようなまだ医療を伴うよ

うな方、長期的にまだ必要だという方が入るところでございまして、療養病床というのは医療

型と介護型とありまして、私どもは医療型と言われるものを16床持っています。この方たちの



        － 21 － 

今後医療が余りかからない状況の方は、来年度併設する老健施設に入っていただくというよう

な形になってくるのでないかと思われます。そういうことで、その方たちを今後ふやしていか

ないとだめだということもありますし、来年以降も医療と老健施設を互いにやりくりしながら、

ちょっと言葉はあれですけれども、相乗効果といいましょうか、うまく利用していただいて、

病院と医療と老人保健施設とを活用していただければいいと思っています。 

 それと、２点目、３階に小規模老健施設併設されますけれども、利用料金はといいますと、

試算していまして、一応老健施設のほうが療養病床よりも、所得階層によってこれ変わってき

ます。所得のない方、ある方によって４段階に分かれていまして、その階層の方によって負担

が区分されまして、おおむね１万円から３万円程度ぐらいの利用増、療養病床から比べますと。

なぜかといいますと、特定疾患だとか重度の障がい者の方たちは医療というのは免除されてい

ます。ただし、そういう人方が老健に行けば一律、そういうものはございませんので、負担増

になってきます。そういうことで、いろいろなケース・バイ・ケースありますから特定できま

せんけれども、大体１万円から３万円ぐらいの範囲の中で負担がふえていくのかなと思います。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇病院事務長（安達義孝君） それと、看護師が５名、それから補助が５名ほど今の試算では

２階から３階に行くことによりまして相当の人件費、病院の側に与える影響がありまして、そ

れが今回のメリットにもつながってくるわけですけれども、あと先生の負担も今後この計画の

中では５名の常勤医をもって実施していくという考え方ございますので、１名を早いうちに採

用しまして、１名の先生に老健施設の施設長になっていただいて、兼務しながらやってもらう

と。ただし、その先生については、２階の一般病棟の中ではほかの先生方と同じような診療体

制の中に組み入れていくと議員言ったとおり負担は当然ふえていくのかなと思われますので、

一般病床のほうで業務量を縮小しながらやっていかないと、同じほかにいる先生方と均衡が図

れないと思われますので、それは業務量で調整していってやっていこうかなと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  答弁漏れあります。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇病院事務長（安達義孝君） それと、入所条件は、介護保険施設になりますので、一定の介

護度がある方が入所の条件になります。それと、介護報酬の中で特別会計を設置しながらやっ

ていきますので、その中で収支、計画の中では黒字化が図れるという…… 

          〔「療養との差、料金的な差」と呼ぶ者あり〕 

〇病院事務長（安達義孝君） 療養との差は、１日当たり療養の場合は5,300円ほどかかります。

この新たな介護の施設は、介護度によって違いますけれども、介護の５の方で１万1,000円ぐら

いです。ですから、相当量、私ども経営側にとっては、経営するほうは収入増につながってく

るということになります。 

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〕 
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〇２番（前田博之君） 新聞発表もありましたけれども、療養型のベッドを少なくすると言っ

ていましたけれども、多少緩和されましたけれども、内容的なことは別にして、町民から見れ

ばそういう病院の経営形態が変わったことによって、そこに入る人がやっぱり負担がふえてく

るということになるかなと、こう思います。 

 それで、町長、今までいろいろ病院の関係について私もきつく言っていますけれども、町長

がいろいろ考えているということについては私もわかります。それで、今老健施設の関係あり

ましたけれども、白老町全体を考えると、町長は社会的入院という言葉使っていますけれども、

今竹浦の北海道のリハビリセンターで89床あるのです。町が今言った29床の関係で多分リハビ

リとも、白老全体のこういう老健施設を考えれば、その上に立って議論しなければいけなかっ

たと思うのですけれども、その辺を議論されているのか、そして先般の特別委員会の説明では、

行革の室長はこの老健施設は100床ぐらいなければ採算とれないという言い方しているのです。

そうすると、あえて白老町が抱えなくても、リハビリのほうでそういうことを話しして全体的

なカバーをできないのかどうかを伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（山口和雄君） まず、私が申し上げた100名の体制というのは、基本的に老

健を単独で持たなければ100名でないと採算がとれないでしょうということです。病院の小規模

29床であれば、共有できる部分というのがかなりありますし、そういう意味からすると29床で

も十分採算はとれますよと、こういう話を特別委員会のときに申し上げたところでございます。 

 それからリハビリとの対応でございますが、これは従前からお話ししてきておりまして、国

のほうが療養病床から老健のほうに移行する。国全体で15万人確保するよと、これが最近22万

人のほうに変わってきていますけれども、そういった中でリハビリさんの意向はどうなのでし

ょうかという話はさせていただいております。病院の方針を出すに当たってのそのときのリハ

ビリさんの考え方というのは、まだどういう形態で移行するかというのは定まっていないとい

うことでありますので、その辺のところで話は中断しております。ただ、この29人の病院の介

護保険事業計画これからつくるわけでございますが、取り扱いとしては当然国のほうは移行を

優先させるために、これは介護保険の利用人数から枠外という扱いになります。でありますの

で、そういったことからすると、この辺については問題生じないのかなということと、あと療

養病床、いわゆる病院型の療養病床で入っている部分の医療区分とＡＤＬ区分というのがある

のです。これによって、重度の人でないと療養型に残れないという問題ありますので、そうす

ると一般的に老健のほうに動くという形が進むと、それが国で言っている15万床に総体的に縮

減するという、こういう話になりますので、そういったことからしますと、総体的には十分、

リハビリさんどういう形態になるかわかりませんけれども、総体的に今のところ白老町として

は対応できるのでないかというふうに考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 私お聞きしたのは、民間で対応できるものはこういう状況にあるので
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民間で対応したらどうかと、もう少し話が進んだ中でこういう部分は改善策として考えてもよ

かったのかなと、こう思います。何で早急に、５月に法律が変わったから、すぐ老健施設に変

わったのか。そうではなくて、リハビリのほうで民間で対応できるものは民間でするというよ

うな基本姿勢は持っていただきたかったなと、こう思います。 

 それで、時間ありませんので、ちょっと財源的なことを伺います。前に議会のほうに、特別

委員会のほうに新財政改革プログラムで病院の試算も出ました。そして、説明受けたのですけ

れども、議論する時間なかったので、きょうちょっとはしりだけさせていただきますけれども、

端的に言うと収益的収支を、これ７月７日に差しかえられていますけれども、このときに見る

と20年度で不良債務約８億2,600万円ありますけれども、これは25年で解消するよと、こう言っ

ています。しかし、収益的収支を見ると、累積欠損金が年々年々ふえていくのです。そして、

14億円ぐらいかな、14億円ぐらい逆に28年度になると累積額がふえて、今話したように不良債

務は25年で解消すると、これの逆比例というのはどういうところにあるのか、逆に並行して減

っていかなければいけないと思うのです。それが累積赤字はふえるけれども、不良債務は解消

しますよと、その辺の数字の反比例というのかな、ギャップはどういうふうな試算の組み立て

しているかお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（山口和雄君） この考え方でございますが、まずこの財政改革プログラム

では基本的な対策後の収支というものは、ここのところでは方向性が決まっていないので、カ

ウントしない形になってございます。当初のプログラムとの比較です。当初のプログラムでは、

病院の経営改善に向けた収支というのはこれから公立病院改革ガイドラインに基づいて公立改

革プランというのをつくっていきますので、その中で収支だとか、支出のほうについて、収益

だとか、そういったものは決まり次第改革プランのほうで変えていきますよと。ですから、そ

の部分のところはまだ改革プランの中にはのっていないということなのです。でありますので、

特別委員会のときにお示ししたものにつきましては、不良債務を解消するに当たって特例債と、

それから特例債で借りたお金の返済等々に充てていきますよという話と、それから不良債務で

残った、不良債務全額特例債で解消終わりませんので、特例債で残った部分についてこういう

形になりますと、そういう計算の訂正を、修正をここでさせていただいているということでご

ざいます。したがいまして、今後、今病院の収支については確定すべき作業をやっておりまし

て、それが終了次第、ここのプログラムの中に反映させるという形をとってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） そうしたら、今まで議論してきたら改革プログラムのこの数字は、ま

だ変わるということなのだね。 

          〔「そうです、そうです」と呼ぶ者あり〕 

〇２番（前田博之君） 私は、その時点で真剣に議論してきたはずなのです。それで、そうし

たらお聞きします。この病院が不良債務と収支計算で赤字をなくするために、私計算したら17億
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円税金が投入されるはずなのです、６年間で。間違いないですか、それ。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（山口和雄君） そのとおりで間違いございません。負傷債務解消分と、そ

れから運営経費、その部分が入ってきますので、間違いございません。 

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） そうしたら、今17億円投入されますよね、これから、それをもとにし

てまた、さっき１問目で答弁ありましたけれども、経営計画をつくり直すということ。そうし

たら、今まで私たちがこれだけの資料をいっぱいもらって議論してきたのは何だったの、17億

円も投入するのに、またそれ変わりますという話になるのですか。まして17億円ですよ、これ

から。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（山口和雄君） 議員どういうふうにご理解されているかわかりませんけれ

ども、今説明したとおり当然不良債務というものを抱えているわけです。その部分については、

町のほうで不良債務解消する部分で特例債を借り、足りない部分については当然町のほうで負

担しますよという、こういう話もしています。単年度の運営についても、交付税だけでは不足

を起こしますよということもお話ししております。そういうこともいきますと、当然そういう

話になるということでご理解をお願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） わかりました。17億円ということについては、投入されるということ

で間違いないということで解釈します。 

 それでは、この17億円を投入するからには、新たな試算表出てきますけれども、収支計画が

計画どおり実行されなければいけないと思います。私は、例月出納の数字を20年のを見ていま

すけれども、半月になりますけれども、現実に20年度の決算見込みで今の収支状況を見て、今

ここに示されている収支計算書の決算見込みが達成される数字になっていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 実績的には８月まで運営のほうは進んでいまして、もう９月に

入っています。ことしの８月までの収支は、昨年と比べましてもちょっと低い状況にあります。

その辺の分析については、国保の丸山課長のほうに確認をとっていますが、後期高齢者の集計

がまだなっていないものですから、医療費全体が減少していったのか、後期高齢者の方がこの

経済不況の中で入院に係る受診率が下がってきたのか、それなかなか読めない状況がございま

すけれども、現状では非常に厳しい状況が続いていまして、決算見込みとしては昨年同様の１

億9,000万円ほどの単年度赤字を抱える状況にございます。ただし、この１億9,000万円の今の

決算状況見込みの中で先ほど室長答弁したとおりの財政支援を受けながら不良債務の解消をし

ていくという内容になっていますので、ご理解願いたいと思います。 



        － 25 － 

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） 内容的なことは、やっぱり資料持っていないと、ここで議論しても聞

いている方わかりませんので、それはまた別にしますけれども、そうすると総務省の公立病院

改革ガイドラインに基づいて白老町も本年度町立改革プランを策定しなければならないと、こ

う先ほど町長も言っています。そうすると、赤字解消の対策額17億円の投入を見込んでいます

けれども、私今言いましたけれども、今回発表された町の新たな町長が言った病院の方向性の

プラン、これ試算出ていますけれども、それとはまず整合性とれているのか。そして、またそ

れと違いがあれば、その辺の大まかな違いはあるのかどうかだけお聞きいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（山口和雄君） 前回お示ししている計画というのは、基本的に利用人数と

それに向かった計算でいっているということです。これから策定しようとする公立改革プラン

は、それをベースにして入院率、それから利用率、そういったものを合わせる形で若干ふやす

形になります。というのは、改革プランの中では最低入院率７割から８割に持っていきなさい

という、こういう話をされております。したがいまして、収支については従前示しているより

も上がるという、こういう形になろうかというふうに思います。ただ、それとて無理な数字出

していったのでは負担ばかりかかりますので、当然過去の実績の入院状況を見ながら、そうい

った数というものを割り出しながら収支の改善を図るという、こういう形の中で若干上がって

いくと思います。それと、もう一つは、療養型が先ほど事務長が言いましたとおり単価が非常

に安うございます。これが老健に変わりまして、すべて一般病床になりますので、この部分に

ついては総体的に１人当たりの単価、入院の単価が上がるという、こういう形になります。し

たがいまして、総体的には収支のほうについては、収益のほうについては１人当たりにすると

かなり上がるというふうに考えておりますので、その中で今後十分プログラムの中に反映させ

るという形の作業を今進めているところでございますので、めどとしては９月いっぱいぐらい

に町の全体のものも含めてプログラムの修正を作業的には終わらせたい。そのときに、改めて

議会のほうにはご説明したいというふうに思ってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 町長に伺いますけれども、こういうふうに多額の税金を投入して新し

い病院の方向性を示した以上、町長が院長とともにリーダーシップを発揮して、職員の経営理

念や経営方針の徹底を図り、組織目標の共有化をして、一元化を図っていかなければ、今室長

からありましたこれからの経営方針もそうですけれども、経営再建の達成は非常に困難だと思

うのですけれども、町長はそういう部分どうお考えですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 私は、今回の改革プランは現在のところベストだと思っています。今

まで、先ほども申し上げましたが、改革という名のもとにいろいろやってきたと思うのですが、
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結局は２億円、３億円出していましたよという実情の中で、何とか5,000万円でおさめようとい

うことですから、私は本当に職員はよく知恵を絞ってくれたなと思っております。それと、全

く、これは前田議員もわかると思うのですが、やはり施設が古いとうことなのです。古くても、

今現在町立病院で亡くなる方が90名いらっしゃるのです。そういう人たちの受け皿もつくりな

がら今まで以上に赤字をなくすると、できれば黒字がベストなのですけれども、そういうこと

を含めまして今努力しようと思っているのですが、ただ限界があるというのは、例えばさっき

救急の数字言っていましたけれども、外科のお医者さんが当直のときに内科の人が来ても、今

こういう時代です。何かあったらもう訴訟になりますから、お医者さんもかなりその辺敏感に

なっています。ですから、そういう関係もあって、救急については本当に思うような数字は出

ておりませんが、これからなお院長、そして職員に私どもきちっと話して、信頼される病院、

そして前田議員言ったように病院の現状、どういう現状なのかと、実態を、要するに課題を共

有してもらうと、危機感の共有ということも含めて病院と対応してまいりたいという考え方で

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） 町長のお話もありましたけれども、私は施設も含めて、今言ったよう

に職員がそういうような病院を改善する、あるいは収支を改善するという共有の目標、目的を

持って経営理念をつくっていかなければ、どこにいくかわからないと思います。それで、そう

いうことからいくと、これまでの経営の手法では、この手法のままで運営を継続して、抜本的

に経営形態を見直さない限り、私は早晩経営が立ち行かなくなると懸念しています。そのため

に、町長からさっき答弁の最後にありましたけれども、私は経営形態の変革を早い時期に決断

すべきだと思っています。そのためには、町長も言いましたいろんなことは別にして、地方公

営企業法の全部適用をして、これを組織の効率化、責任ある体制にしていくために、まず病院

長の権限を全部移譲して、地方公営企業法の全部適用による経営形態に仕組みを変えるという

発想を持って病院改革の方向を探っていく必要があるのでないかと思いますけれども、再度質

問いたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 全部適用については、私は当時行っていないのですが、当時は担当、

副町長に行ってもらったのですが、それも実は議論させていただいております。ただ、これは

今の改革がそのまんまいくというわけでない。もっといい方法があれば、その都度変えていき

たいという考え方ですから、その辺は柔軟に考えたいと思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 全適になれば、これは人事とかすべてのものの権限が与えられるので

す。そして、結論的には、公営企業法の全部適用することによって発展するには管理者の資質、
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情熱、決断、実行力が不可欠なのです。そういうことを与えた中で、人件費とか予算の編成、

給与の問題、こういうことをある程度病院に任せて、こういう採算ベースの中で全責任のもと

で経営するということが私は必要かなと、こう思っていますので、ぜひ町長考えていただきた

いと思います。 

 それで、病院の関係については最後にしますけれども、私は今町長と議論を交わしてきまし

たけれども、町民から愛される病院をつくるためには町長と思いは同じです。私は、病院改革

の収支の改善を図るのみが目的ではありませんと、もう一つは、医療の質を下げては意味があ

りませんと、私はこういう信念で今まで質問してきています。ですから、どんなにすばらしい

経営改革案や計画書であっても、実現されなければ、効果を上げなければ単に、町長も知って

いるように絵にかいたもちなんのです。そこで、町民の皆様から信頼され、存在感のある病院

をつくるには、ぜひこれまで以上に町長にはみずから町立病院に足を運んでいただき、町長み

ずから示した病院改革、健全化計画の達成に向けて、病院が立ち直るまで病院の経営に参画し、

病院スタッフとともに汗を流して町民の期待にこたえる病院をつくっていただきたいと思いま

すけれども、町長の思いはいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） みずから足を運ぶという、それ毎日ではないですけれども、時々は院

長とお話ししたりはしております。ただ、かなり私も今までここまで決断するに至っては、病

院のお医者さんから看護婦さん全部集めて、その中でちょっとお話ししたこともございます。

要するに、町民が必要でないということであれば、ここは閉鎖しますというようなことまで実

は言っていただいております。ただ、今までこういうここまで踏み込んだ改革というのは、私

はやっていなかったと思っています。はっきり言って、ここまで赤字を減らすこともやってい

なかったと思っています。ですから、そういう部分では役場初め職員が危機感を私はある程度

共有しているのではないかなと実は自負しているのです。職員がこれだけ減って、病院はそん

なに減っていませんけれども、全般的に。私は、今回病院の方針出した時点でもかなりの方か

ら家に電話いただきました。よく病院を残すことで判断してくれたという電話をいただきまし

た。この前も100歳の方にお花届けたら、本当に安心しましたということなのです。経営もそう

なのですが、まずいかに町民に安心してもらうかということなのです。それから、経営です。

経営は限りなく赤字が少ないほうがいいわけでございますから、何とか黒字に向かって一丸と

なって対応したいと、私もそういう考え方でおります。 

 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） 最後の１つをお聞きします。今町長は病院のスタッフと十分に話しさ

れていると、こう言いましたので、私お聞きしますし、今の町長の考えはわかりますけれども、

今までの流れについて私いろいろ議論しようと思ったのだけれども、時間ありませんからやめ

ましたけれども、後でまたいろいろなこと出てきますからしますけれども、経営理念とか、町
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長はこういうことだという数字的なことではなくて、思いをちゃんと職員に伝えなければいけ

ないと思います。それで、今病院長を初め職員と話ししたと言いましたから、ここだけ聞いて

終わります。厳しい環境の中で、町長は先ほど何回も言っていますけれども、建物の老朽化、

施設の不備の中で一生懸命皆さん職員が日夜献身的に仕事をやっているということは、私もわ

かります。そうすると、病院長と町長の間でこれからの経営上で多分、何回も話ししていると

言っていますから厚い議論がされていると思います。病院長からは、町長に提言や要望事項が

あって、その部分が何点かあったのか、そして今回示された改善策にどのように反映されたの

かだけお伺いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 全部言えることと言えないことあるのです。こういうのを全部あから

さまに言っていい結果が出るのであれば、幾らでも言います。ただ、私のほうからは、入院患

者１人、何名前後、外来は何名前後というある程度の数字も示していただいて、お医者さん１

人当たりですね、これをやるとこういう数字になるのだということまで実はお話ししています。

ただ、院長のほうから、これは事実なので、例えば千歳の市立病院を建て直しています。今別

海とかも建て直していますけれども、やっぱりふえるのです。これは、民生の部分というのは

かなり、病人ですから、そういうかなり重い部分があるということもまた理解していただきた

いと思うのです。院長からは、そのほかいろいろ提言がございました。そういうことをやって

いるということだけは、理解していただきたいと思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  病院はこれであれですか。 

〇２番（前田博之君） はい。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、次の質問に入る前に、ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時５６分 

                                         

          再開 午後 １時００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。 

 ２番、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） 前田です。それでは次に、総合計画及び実行計画のあり方と進行管理

について５点質問します。 

 総合計画は、政策の領域が多様で、政策を実現するには深刻化する財政危機の状況下におい

ては、限られた財源と行政人員ではもはや政策間に優先順位を決めて進行していかなければな

りません。集中と選択は、必要不可欠であります。 

 そこで、１点目として、自治基本条例の理念を尊重しながら総合計画を推進するにも、これ

から先10年は財政改革プログラムによる財政再建という命題を抱え、財源的に縛りがある中、

総合計画と自治基本条例及び新財政改革プログラムをどのように横断的に整合性を図ろうとし
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ているのか伺います。 

 ２点目でありますが、本格的な少子高齢化の時代にあって、総合計画の人口目標を２万

1,500人と掲げているが、その実態と可能性はどのようにとらえているのか伺います。 

 ３点目であります。総合計画の進捗に当たって、前期計画を点検することになっているが、

前期実行計画の進捗状況のチェックは行われたのか、そしてその誤差や評価をどのように押さ

えているのか伺います。 

 ４点目でありますが、平成19年度に後期実行計画を見直すことになっていたが、いまだ提示

されていないが、いつ策定されるのか伺います。 

 ５点目であります。財政再建待ったなしの中、総合計画の実行期間が平成23年までとなって

います。そして、新財政改革プログラムの達成が平成28年となっていますが、その後の白老町

の姿を町長はどのように描いているのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 町総合計画及び実行計画のあり方と進行管理についてのご質問であり

ます。 

 まず、１点目の総合計画と自治基本条例及び新財政改革プログラムとの整合性についてであ

ります。白老町自治基本条例につきましては、本町の自治制度の最高規範であり、町の憲法と

して平成18年12月に制定いたしました。本条例では、総合計画を政策執行の最高規範とし、そ

の執行に関するルールなど制度的最上位の条例として自治基本条例を位置づけしております。

また、総合計画前期実行計画を進めるに当たっては、財政改革プログラムとの整合性を図り、

投資的事業財源の一般財源が単年度２億5,000万円以内におさまるよう各種事業のスリム化を

図りながら、スクラップ・アンド・ビルドの原則により計画を実行してきたところであります。

後期実行計画の策定に当たっては、総合計画基本構想を踏まえ、新財政改革プログラム案で示

す投資的事業に係る一般財源額や起債発行制限額などの数値と整合性を図るよう作業を進めて

いるところであります。 

 次に、２点目の総合計画の人口目標２万1,500人に対する実態と可能性についてであります。

総合計画基本構想においては、計画の最終年である平成23年度人口を推計２万500人として予想

し、総合計画に掲げる人口増加につながる重点施策を着実に推進することにより人口減少の歯

どめをかけることができるものとし、目標人口として２万1,500人と想定したところでありま

す。本町の人口は、本年８月31日現在２万346人であり、国立社会保障・人口問題研究所の推計

では平成22年には１万9,856人と推計され、２万人を割るものと予想されております。現状では、

総合計画に掲げる目標人口の２万1,500人達成は大変厳しいものでありますが、少子化対策や企

業誘致など人口増加対策にたゆまぬ努力が必要なものと考えております。 

 ３点目の前期実行計画の進捗状況のチェックと評価についてであります。前期実行計画の進

捗状況のチェックと評価につきましては、毎年度財源調整、政策的事業進行シート、業務評価、

計画変更による４つの進行管理を実施し、本計画がスタートした平成16年度当初計画事業のう
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ち、特別養護老人ホーム改築、萩の里自然公園の整備事業など大型事業も含め、おおむね計画

どおり事業が進捗したものと考えております。また、前期実行計画４カ年の進捗状況集計結果

では、優先度Ａ事業につきましては94.8％、Ｂ事業は49.6％、全体で88％の実施率となってお

ります。 

 ４点目の後期実行計画の策定はいつごろになるかのご質問でありますが、新財政改革プログ

ラムが成案化され、財源見通しが明らかになった時点でプログラムとの整合性を最終的に検証

した上で、早期に後期実行計画を策定し、議会へ報告したいと考えております。 

 ５点目の総合計画の終期、2011年、新財政改革プログラム終了、2016年後の白老町の姿をど

のように描いているかのご質問であります。総合計画の終期、2011年は、総合計画基本構想で

お示ししている究極のまちづくりの理念である幸せを感じるまちに近づき、まちの将来像であ

る町民が主人公、活力あふれたまちの実現が図られ、自主自立のまちづくりに向けた基盤がよ

り充実されているものと考えております。このことから、まちの将来像実現のため、さらなる

地域資源や都市基盤を中心とした都市力、地域セーフティーネット、協働のまちづくりなどを

推進する町民力が発揮できる総合的な地域力の増強を図ってまいります。また、新財政改革プ

ログラムは2016年度までの10年間と長期にわたりますが、町民、議会、職員が一体となり、い

わゆる赤字のない普通のまちにできる限り早期に戻したいと考えております。本町においては、

ここ数年間が頑張りどころであり、これを乗り越える信念と希望を持って財政再建の取り組み

を進めてまいりたいと考えております。 

 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） ２番、前田です。まず、１点目の部分について２点お伺いします。 

 さきの６月の議会で一般質問の中で私は町長に、ないそでは振れない状況にあるところから、

集中と選択で優先順位を厳しくし、政策転換を図るべきだと、こう言っていました。そういう

意味で、危機的な財政状況の中で魅力あるまちづくりをするために、町長は今言ったこの３計

画を横断的に結びつけて、優先的に行う事業の選択をどのように位置づけしているのかを具体

的に聞きます。 

 もう一つ、町長は、過日の港まつりの開会式であいさつしています。そのときに開口一番、

私はまちづくりは港が命だと、こう言っていますよね。あいさつしていました。これから策定

される後期５カ年での位置づけは、集中と選択という形からいけば、港をトップに据えたまち

づくりと町長は考えているのか、その辺の政治姿勢を伺います。 

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） 私のほうから優先づけの部分、そこの部分についてお答えし

たいと思います。 

 まず、ご存じのとおり新財政改革プログラム、これがきちっと成案となされていないために

財源の裏づけができないということで、平成20年度の予算編成前に総合計画後期実行計画でき
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ませんでした。そんな中で、どのように優先順位をつけているかと申しますと、まず平成20年

度事業につきましては既に予算編成で皆さん方にお示ししたとおり、まず20年度には早急にや

らなくてはいけない。まず、第１優先にやらなくてはいけないもの、そこの部分につきまして

はＡランクという形でまず優先順位をつけさせていただいて、皆さん方に平成20年度予算とし

て提示させていただいております。そして、その後の21、22、23以降につきましては、新財政

改革プログラム、この枠組みの中で今盛んに詰めを行って優先順位をつけて、きちっと財源の

裏づけ、特に超過税率の関係ですけれども、この辺のところがきちっと裏づけを持てる状況に

なった時点で優先順位をつけて、明らかにしたいと思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 港まつりで命と言ったのですか。私も政治家ですので、いろいろあれ

なのですが、町民生活も命です、教育も命、社会福祉も安心したまちづくりも命でありますの

で、たまたま港のところへ行ったから、そういうふうになって、すべて港を中心にまちづくり

を進めようとは思っていません。ただし、港も大事な仕事の一つであるというとらえ方です。 

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） 時間ありませんので、次にいきます。それで、今度２点目人口目標に

いきますけれども、どうも自治体は人口減っていながら人口減少を認めたがらないというとこ

ろが多いです。白老も例外ではないです。しかし、財政改革プログラムを初め、まちの種々の

計画策定でも人口減で計画を策定しているのに、なぜ総合計画だけは人口を認めないのかと、

まず１点。もう一つは、答弁の中で少子化対策や企業誘致など人口増加にたゆまぬ努力が必要

と答弁していましたけれども、まちの都市計画マスタープランで見ると人口推計を12年から

22年として、それに４つの要素を言っているのです。日本航空学園、北海道栄高校、イオル構

想、白老港建設として1,000人前後の増加を見ていると言いますけれども、それに対する実態は

どのようにとらえているのか。その２点伺います。 

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） 人口減を認めたくないということでございますけれども、当

然人口減を認めているからこそ、いろいろな努力をしてやらなくてはいけないと。そのために

は、小さな目標を持つのは楽なのです、大した努力しなくてもいいから。ですから、それなり

の現実により近い中でも、現状を追認したよりも若干上積みした人口の目標を持って努力をす

る。これがやはり計画の目標の持ち方だと思っております。ですから、そういう意味では、こ

の人口というのは現実と大きな乖離があるというふうには認識してございません。 

 それと、２万1,500人を決定したときの４つの要因です。このとき人口推計で約２万500人ぐ

らいと推計していたのです。それに対して、1,000人上積みしております。そのファクターとし

て、その４つの部分を積み重ねて推計しております。ここの部分につきましては、現実的に学

校の経営の問題だとかありまして、推計どおりはいっていないと認識しております。ただ、そ

この人口が減っているから人口を見直す、そういうことにはならないと思うのです。それがだ
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めであれば、違うところで努力しなくてはいけないと、その目標を持つことによってそういう

動機づけになるわけですから、そこのところをそうなっていないから直すというようなことに

はならないということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 人口の変化の要素は何で決まるかといったら、出生、死亡、人口移動

の３つで決まるのです。それから見ると、総合計画では1,000人見ていると言っているけれども、

現実にこの12年から19年まで見たら人口は1,822人減っているのですよ、課長は今大した変わら

ないと言っていますけれども。あるいは、ここに示したある学校では、平成15年から平成20年

の生徒数半減しているのです。そういう２万1,000という希望的な観測やめて、現実を真摯に直

視した政策に見直すべきなのです。私は何も人口にこだわっているわけではないけれども、計

画の成果目標、人口規模から生活の質ということに転換しなければいけないのです。人口がふ

えてくると行政需要が多くなるのです。まず、その１点。 

 それと、町内の経済環境を考えたときに、私は人口の減少は脅威でないと思っています。ま

ず、労働力がどれぐらい減るのか、まして白老町の住民の１人当たりの労働生産はどう変わっ

てくるか、こういうことが問題なのです。ですから、町はそういう人口動態の分析をして、今

目指すために総合計画にどういうふうにリンクして、そしてまちづくりの仕組みを多少変えて

いかないとだめなのです、時代に合わせて。その辺いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） この関係については、私も結構議論しておりますので、私のほうから

もちょっと。前田議員、労働力イコール、要するに港の分もあるわけです。特に１つは、私が

議論の中で言ったのは、町内にある大きな企業さんの高齢化というか、高いのです、結構。こ

れの入れかえの時期が間違いなく来るということです。これは、自然にふえていきます。今ま

で住んでいた人は、そのまま大半が住んでいただけるだろうという、その要素もございます。

それと、私も、過去の話になりますが、前田議員の下で企業誘致やっていました。あのときの

人口が、今でも働いている人いますけれども、そのときに誘致した企業がまだ五、六百人働い

ているということなのです。ただ、その後国の経済状況もございますので、なかなか企業誘致

の難しい部分もあります。ただ、それとて絶対不可能ではないと思っています。それと、今現

在町外から働きに来ている人が約1,000人ぐらいおります。これは、我々としてももう少し住宅

政策をやればかなり町内に住んでいただけたのでないかなと思っています。そういうこととか、

今現在も錦岡だとか糸井のアパートに結構住んでいらっしゃる方いるのです。住宅政策も、公

営住宅も含めて有効な活用含めて、もう少し本格的にやろうということで進めています。です

から、学校についてもこれからはどんどん、生徒が少なかったら学校の経営も成り立たないわ

けですから、その辺も学校に頑張っていただくと、要するに期待感と希望的な部分も確かにあ

りますが、ただ過去例えば３万2,000人、この10年くらい前までは３万2,000人の人口でたしか

つくっていた時期もあったと思います。２万8,000か。 
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          〔「３万です。前回は３万です」と呼ぶ者あり〕 

〇町長（飴谷長藏君） 実態からと１万ぐらい実は差がありますけれども、一方では余り人口

を少なく見積もると、例えば当時は下水道事業が採択されないだとか、そういうこともあった

わけです。ですから、私はこの数字は決して難しい数字ではないのではないかなと、もう少し

職員初め一丸となってやれば。何とかこの数字の目標に向かって努力したいということから、

この数字を出したということをご理解いただきたい。 

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、結論から言うと非常に難しいと思います。ただ、私は、ここで

人口が目標に達しないからどうだこうだと言っているのでないのです。それを認識して、私が

今言ったように、町長からも答弁欲しいのですけれども、町民が労働力云々で質を、人口が減

っても、そこに住んでいる人が潤いがあって豊かな生活、質の高い生活をできる環境を、まち

をつくるために、そういうことを総合計画の中にもうそろそろ組んでいかないとだめでないか

ということを質問しているのです、私は。何も現状について人口減ったからどうだという、そ

ういう問題ではなくて、先を見てそういうまちづくりが今必要でないのかということを町長に

聞いているのですが、その辺いかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 多分同じこと考えていると思うのですが、私も労働力というか、人口

をふやすだけがまちづくりではないと思っています。ただし、その時々に合った、実態に見合

った政策を進めるということでございますので、直接政策をするに当たっては見合った仕事は

するでしょう。ただ、目標は、この２万1,500人にふやすための地域振興といいますか、それを

考えながら一丸となって努力したいというのがこの２万1,500人の数字であって、言っているこ

とは私は同じだと思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ちょっと議論がすれ違っているというか、私は、今私たちも高齢化に

なっていますけれども、人口が少なくても豊かな生活ができる、そういうまちを皆が共有して、

人口減ってもいいのだと、財源厳しくてもいいけれども、こういうところに住みたいなと、そ

ういうことを総合計画の中で見て、希望が持てるような計画をつくるべきでないかと、今否定

しているわけでないですけれども、やっぱり先ほどのように優先順位を決めてやるべきだと私

は思います。 

 次に、３点目に入りますけれども、３点目はよろしいです。 

 ４点目の後期の関係についてですけれども、いろいろありますけれども、私は後期計画の策

定について、ここで政策フローあるいはプロセスを、技術を論じるつもりはございませんので、

この危機的な財政状況を一刻でも早く打破すべき政治判断と決断力のリーダーシップに期待す

るために言っているのです。それで、町長の２期目の公約は、町長にとって最も重点的な施策
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であると思います。公約は、当然この後期５カ年で政策体系化されていかなければならないの

です。当然それに職員の行動はそれぞれ拘束されるのです、目的達成するために。にもかかわ

らず、いまだに後期計画に公約が反映されていない。公約の実現がおくれていくと思うのです

けれども、町長はいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） これ同じような現象が実は平成15年、16年、前期計画から今

の計画策定するとき、同じようなことが繰りかえされました。それは、そのときも町長の選挙

だとかありまして実務的におくれたという部分もございます。そんな中で、15年で第３次が満

了したのです。今第４次です。そのとき、平成16年度の予算編成、それにつきましては第４次

の計画ができていない中で予算編成され、そしてその年度を通り越して６月に今の総合計画、

議会に提出したところです。そのときも病院の問題、それから寿幸園の問題等々ございまして、

まさに新でなくて元の財政改革プログラムを同時に策定している時期でした。そのとき、財政

改革プログラムがまだできていない、そしてその中に盛り込まなくてはいけない懸案事項がで

きていないということで審議見送りとなって、３カ月後の９月にできた経緯がございます。で

すから、今回も同じなのです。新財政プログラムでその財源のフレーム、ここがぴしっとしな

ければ、責任ある計画として議会の皆さん方に提示をすることは私はできないと思っておりま

す。ですから、先ほど申しましたように、Ａランクにつきましてはことしの予算審議の中で提

示された部分でございます。そういったことで理解していただいて、新財政改革プログラムを

策定した直後に新しい実行計画、これをご提示して、皆さん方にご意見ちょうだいしたいと思

います。 

 それと、もう一点ですけれども、前田議員５カ年と言っておりますが、４カ年ですので、そ

の辺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）  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、さっき言ったように技術面を言っているのでないのです。公約

の話ししているのです。それで、今課長が言ったけれども、なぜそうやって先例の話をするの

かなと思って、これだけ時代的な背景が決まって、今厳しい時代にある中で、すぐ先例を持ち

出して云々という話にならぬし、僕は技術論的なことを言わないと言ったのは、理論的には持

っているのだけれども、時間ないから言いませんけれども、そうすると、今町長が労働力云々

と言ったけれども、先般工業統計調査の結果の速報値出ていると思います、白老町も。そうい

う中からいけば、製品の出荷額、従業員の数など適時に分析して、後期ができていれば、今財

政改革プログラム案を並行してやっていけば、同時に組み込んでいけるのです。町長、言いた

くないけれども。そして、先日の新聞見たら、日本製紙の工場がやったことは非常にいいこと

だと思います。ただ、その直後生産調整するということで、白老も９月から続くけれども、

2,500トン減産するのです。今白老町の経済がこれだけなっている状況に、ただただ財政改革プ
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ランがまだできないから、それに合わせますという行政的な発想でいいですか。スピード感持

ってやらないと、追いついていけないでしょう。私は、そのために、スピード感持つために、

本来は20年の３月ですか、財政改革プログラムって20年の３月ですよ、一緒に出ていなければ

だめなはずなのです。なぜそういう先例、前例を出して、そのときこうだったから、今もいい

のだという発想になります、町長。 

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） 前田議員のおっしゃるとおり、今やらなくてはいけないこと、

そしてやるべきこと、そういったことを分析して、そういう答えを出すのは簡単なのです。で

も、それの取り組みをするためにお金がかかるのです。そのお金の裏づけがないのにそういう

計画をつくっても、なかなか皆さん方に対して、皆さん方もそれをチェックするという部分で

は難しいかなと思います。ましてや、新財政改革プログラムの中では今後４カ年で１カ年が１

億9,000万円くらいの事業費という一般財源を割り当ててございます。超過税率1.4を1.7にす

る、ここの部分では0.1ポイント違いますと約8,000万円以上のお金が違うのです。今0.05とい

う形で議会の皆さん方からは提示されております。それでも、4,000万円も違うのです。そんな

中で、そういう財源の歳入の裏づけがきちっとしない中で計画、これは行政としては責任ある

計画として私は出せないということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 私は、その考えに対して時間があれば大いに議論しますけれども、私

が言っているのは、白老町の現状を今行政が考えると、課長が言うように事業官庁の発想では

だめなのです。やっぱり政策官庁に変身して、自前で政策をつくっていくのだよと、そういう

ことで言うし、今超過課税で0.5で5,000万円、4,000万円と言うけど、私言わせていただくと、

先ほど交付税のことしの20年度の額が決まったのです。予算から見ても約１億5,000万円、財政

改革プログラムも同じ数字使っていますから、１億5,000万円浮いているのです。では、このお

金を町民に超過課税して負担を求めようとしているときに、当初から１億5,000万円交付税が狂

っているのです。こういうものをどういう形で使うのかとか、どうするのかということは、後

期５カ年である程度めどがついていれば、どう財源的にやって事業調整するかとか、そういう

政策官庁的な発想でやるべきだと私は思います。そういうことを言っているのに、今みたい答

弁であれば、我々もこれから大いに議論しなければいけないと思いますけれども、町長、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） ことしは１億5,000万円、確かにふえてきました。では、来年もそのま

んまいくかといったら、これはまるっきりわからないのです。ですから、さっきの人口の関係

もそうなのですが、１つ言うの忘れたのですが、人口ふえたら交付税もふえるのです。ですか

ら、その辺なのです。交付税をふやすということは、借金を返すということなのです。ですか

ら、今は限りなく町民に普通のまちになりましたと、ご心配かけましたということで、８年間
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の負担を、それを６年で例えばやめるだとか、７年でやめるだとか、職員の給与の削減につい

ても今20％、なかなか厳しいものございます。町内の経済も、前田議員前にも質問していまし

たが、影響ありますので、そういうことを早く取り戻したいということなのです。今回の借金

返す負担の一番多いのは、実は職員に係る部分が一番多いのです。ですから、議員の言われる

のはわかるのですけれども、まずは借金を返すというのが、交付税がふえればふえるほど早く

返したいなというのが本当切実な部分なのです。ただ、その中でまちの経済を動かすことによ

ってまた税収がふえるという方法もあります。ですから、総合計画によって、過去の事例です

けれども、大きく施策が変更しただとかそういうことではなく、確とした目標と、これは絶対

すべきだと、これは議員言うとおり、それと公約とすり合わせながら確実に進めていくという

のがこれ我々の政策ですので、ただ先ほど課長言ったようにもろもろの事情があって、ちょっ

とおくれています。今急いで何とか仕上げようと思っていますので、ご理解いただきたいと思

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  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） 町長答弁されましたように、財源的に狂ったときにどういう方向性で

持っていくのかとか、そういうことがあるはずですし、出てくるのです、その中に組み込んで

いくと。だから、私は、今言ったようにもう事業官庁の考え方でなくて政策官庁にちゃんと脱

皮して、職員もあわせて自前の政策をどうやるかということを町民に訴える。そして、それが

後期５カ年に反映されていないと、お金が先、仕事が先かという話に、またもとに戻ってしま

うのです。そういうことで、ぜひこれから、交付税を一つの例にとっても、目前に何をしなけ

ればいけないかということが課題が出ていますので、ぜひ町長も考えていただきたいと思いま

す。 

 最後になりますけれども、またこういう言い方して申しわけございませんけれども、計画の

最後の答弁でいただきましたけれども、結果的にこの答弁見ても町長が一つでもこれはこうだ

と訴えるものが来ないのです。残念ながら、スローガン的な言葉なのです、地域力とか何か。

そういうような羅列の答弁で、申しわけないけれども、町長だって町長の朴訥とした言葉の中

に町長の思いが通じるのです、町長の人柄で。だけれども、この答弁から見ると本当にスロー

ガン的で、訴えるものがないのです。感動しないのです。そういうことで、白老町の経営を取

り巻く環境は非常に厳しいものがありますけれども、現状としては１つには人口の減少、２つ

には働く世代の減少、そして高齢者の増加ということ、この３つはもう避けて通れないのです。

そういう問題を把握していかないと、今後のまちづくりに及ぼす影響は深刻なのです。そうい

う中で、この３要素を明確にして、総合計画と新財政改革プログラムをリンクさせながら、町

長みずから町の経営と政策面でリーダーシップを発揮していかないと、こういう言い方したく

ないのですけれども、担当課長みたい、さっきみたいな意見出てくるのです。私は、さっき言

ったように技術論を語っているのでないのです。町長の政策論を語っているはずなのです。結

果的にそうなってしまうのです。そういうことで、白老町の存亡のかぎを握っているのです。
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リーダーシップと今言った３つをどうするか、組み合わせて総合計画に組み込んでいかないと。

そういうことで、トップとして白老町の将来像を町長がどう思っているのか、ペーパー的な答

弁ではなくて、今私言ったように町長の素朴な人柄で、私はこういうまちをつくりたいのだ、

あるいは町民と直接語って、町民がこういうまちになるのだなと思えるような答弁をお願いし

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） 議員になかなかそこまで納得するような答弁はできないと思うのです

が、私は白老町にとって大変な危機があるということで今やっと、１年前まではどんな議論し

ていたかといったら、再生団体の議論をしていたのです。どんでもないと、なぜ突然こんなこ

とになるのだということなのです。それを議会に理解いただきながら、職員も努力してここま

できたということなのです。それで、今議員の言われたとおり、今までは施設でも何でも、会

計でも円滑な運営という概念でやってきたのですが、これからは効率的な経営なのです。それ

は、もうわかっています。もう経営だよと、経営だからここまで私はできたと思っています。

職員も、なかなか切りかえるのは今まで難しかったと思います。今 10年前、20年前と比べたら、

かなり職員も厳しい姿勢でやっています。そういうことで、まだまだ時間かかりますが、ただ

１つだけ、前田議員の人口に対する考え方は同じなのです。要するに、人口の減少というのは、

これは振興ではなく過疎対策みたいなものになってしまうのです。ただ、どうしてもできなく

て減少した場合でも、町民生活は耐えず安定して、安心なのだということがまず１つの条件だ

と思います。ただ、その中で、やはり目指すべき人口をきちっと提示して、そこに向かってい

こうと。それは、すぐ財源にはね返ってくるわけです。交付税がふえたり、働く場所がふえた

ら税収が上がるということでございますので、その辺も踏まえながら、議員の言うとおり町民

に安心して大丈夫だと、白老大丈夫になったなと言われるまちを目指して頑張りたいと思いま

す。 

 以上です。 

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

 それでは、通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 西 田 祐 子 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員、登壇願います。 

          〔３番 西田祐子君登壇〕 

〇３番（西田祐子君） ３番、清風クラブ、西田祐子でございます。今回は私、学校教育と少

子化対策、２本について質問させていただきます。 

 初めに、学校教育についてお伺いいたします。先ほどの同僚議員の質問にもございましたけ

れども、白老町は財政的な危機の中にありながら何とか財政改革プログラム、その素案を今般

議会のほうに提示し、また議会側も真摯に議論させていただきました。私は、そういう財政の

中で一番残念だなと思っておりますのは、やはり教育のことについてであります。私の議員に
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なりました一番のきっかけは、やはり子育てとか学校教育、そういうものについて町側にいろ

いろな提言をさせていただきたい、そういう思いで議員にさせていただきました。そういう思

いで今回また質問させていただきます。 

 １、学校教育について。（１）、中学校の統廃合の進捗状況について。①、今までの経過とど

こまで進んでいるかお知らせいただきたい。②、地域住民との懇談の状況は、どのようであっ

たか。③、今後の対応策の考え方は。 

 （２）、白老小学校、緑丘小学校の統廃合の進捗はどのようであるか。 

 （３）、不登校児童の現状とその対応はどのようになっているか。 

 （４）、全国学力調査（学力テスト）の結果をどのようにとらえているか。 

 （５）、給食費の収納と滞納の状況はどのようになっているか。 

 よろしくご答弁願います。 

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）  学校教育についての質問であります 

 １点目、中学校統廃合の進捗状況についてであります。初めに、今までの経過については第

１回定例会の一般質問でお答えしたとおりでありますが、その後の経過については全小中学校

のＰＴＡ会長や地域代表者などで構成した適正配置検討委員会から、将来を担う子供たちの教

育環境を考慮し、地域や保護者の理解を得て進めるべきであるとして提言を受け、さらに５月

には保護者説明会を開催し、意見聴取や理解を得るべく説明に努めてきたところでありますが、

まだ十分理解を得たという状況ではありません。しかし、先月虎杖浜、竹浦のＰＴＡ役員と将

来を担う子供たちの教育環境整備の点で意見交換を実施したところ、両地域とも今後ますます

進む少子化から、将来的には統廃合しなければならないとの意見や、そのためには保護者及び

子供たちの不安解消に努める時間が必要であるとの意見があったところであります。したがい

まして、今後の対応としては、３地域の保護者による統合検討会議を設置し、仮称ですけれど

も、統合検討会議を設置し、統廃合の時期あるいは子供たちの交流内容やスクールバスの運行

及び活用などについて協議していきたいというふうに考えております。 

 次に、２点目の白老小学校、緑丘小学校の統廃合についてであります。小学校の適正配置に

ついては、白老地区だけでなく全町的な視点に立って、これまでの検討結果を踏まえ、さらに

熟慮した議論を深めていくことが不可欠であると判断し、18年５月の教育委員会において14年

１月に策定した白老町小中学校適正配置基本計画に明記されている小学校は各地区１校が望ま

しいについての見直しを議決し、議会にもご説明したところであります。教育上の環境改善の

緊急度は中学校のほうが高いとの判断から、現在中学校を優先させ、19年３月に中学校適正配

置実施計画を策定し、進めてきたところであります。したがいまして、小学校の実施計画は地

域の混乱を招かないよう、中学校の適正配置の時期を考慮しながら進めていくこととしており

ます。 

 次に、３点目の不登校児童の現状とその対応についてであります。19年度の不登校児童生徒
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は、小学生14名、中学生16名の計30名で、そのうち教育支援センターへの通級は小学生１名、

中学生４名でありました。今年度は、現在のところ不登校児童生徒は小学生９名、中学生10名

の計19名で、そのうち教育支援センターへの通級は中学生３名となっております。教育支援セ

ンターでは、学校や教育委員会と連携を図り保護者や児童に対応した結果、学校へ復帰させた

例もあり、今後も焦らず粘り強く対応し、児童生徒が本来通学する学校に元気に通学できるよ

う努めているところであります。 

 次に、４点目の全国学力調査（学力テスト）の結果についてであります。今年度も全国学力・

学習状況調査が小学校６年と中学校３年を対象に国語と算数、数学の２教科の知識と活用に関

する問題で実施されました。調査結果が先月29日に文科省から届いたことから、今後その結果

集計と分析を行う予定でありますが、現在押さえられる範囲内の概要で申し上げますと、本町

の結果は平均正答率で全道平均と比較し、小中学校とも両教科の知識、活用に関する問題はや

や低い傾向でありました。今後分析等を行い、前年度と同様にホームページ等で公表するとと

もに、各学校においても結果を踏まえた学校改善プランを策定し、教育活動の見直しと授業改

善等を図りながら学力向上につなげていくものでございます。 

 次に、５点目の給食費の収納と滞納の状況についてであります。19年度決算における現年度

分は調定額7,654万8,000円に対し、収入額7,340万8,000円で収納率は95.9％、また過年度分は

調定額1,340万2,000円に対し、収入額196万3,000円で収納率は14.6％となっております。なお、

未納額は、不納欠損額を除いて950万1,000円であります。ご承知のとおり、学校給食費は全額

食材購入に充てていることから、未納額が増加することにより食材購入の選択肢が狭まるなど

の影響があるほか、納付意識に不公平感を与えるなどの影響も懸念されるところであります。

このことから、教育委員会内で収納対策会議を開催し、ケース別対策を検討するとともに、今

年度は徴収強化月間を６回にふやし、電話催告、訪問徴収を強化し、さらに法的措置を視野に

入れ、悪質滞納者に対しては今まで以上に強い姿勢で対応し、収納率の向上を図っていくもの

であります。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 中学校の統廃合の進捗状況について、前回と比べると、保護者などと

一緒に（仮称）統合検討会議を設置し、統廃合の時期、子供たちの交流内容やスクールバスの

運行及び活用について協議していきたいと考えておりますというご答弁いただきましたけれど

も、これ統廃合の時期と書いておりますけれども、つまり来年度から実施しなくても、そうい

うようなことについても含めて検討していくと素直に受け取ってよろしいのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今までの経過の中で、いわゆる説明会の中で、その前に議会にもご

説明申し上げました実施計画素案、これで実施時期については21年の４月ということで実施時

期を明記した中で説明会を開催させていただきました。昨年の議会の説明、それから７月に３

地域にわたりまして説明申し上げました。その後、ことしに入りまして２月に第２回の地域説
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明会、それから申しわけございません、その間に保護者のほうにも説明いたしました。実質こ

としの２月になりまして、５月に再度ＰＴＡ全員に説明会を開催させていただきましたが、前

回の一般質問でもお答えしたとおり、各地域といいますか、３地域に分けますと、萩野地域に

つきましておおむね理解を得ているというような状況でしたが、竹浦、虎杖浜についてはまだ

地域全体として理解を得ていないというような状況で、これについては先ほどもご説明したと

おりです。 

そういう経過の中で、閉校に向けて、あるいは開校に向けて現実的に準備期間が相当期間が

必要だということが１つ、それからＰＴＡのほうからも不安の材料として、先ほども言いまし

たが、子供たちが十分に交流ができて、それで統合に向けたらどうだろうと、そういうような

不安の部分がございますので、ある程度の交流期間が必要でないのかというようなご意見もあ

りました。それをあわせますと、現実的にこの20年に入りまして21年の３月に閉校するという

ような、現実的には期間が非常に短いというような判断で、統合後、まずそういうような状況

であるということと、それからそれではいつ実施するかというのは少し分けてくれと、分けて

考えてくださいというようなお話は私のほうからしました。ただ、現実的に、21年の３月で当

初説明していますが、現実的には非常に厳しい時期ですという判断の中で、それでは実施でき

る時期、これについてはもう少し説明、協議する中でお互いに話しましょうというようなこと

でＰＴＡの保護者の説明会の中で説明させていただきました。先ほど答弁の中で申し上げたの

は、３地域のＰＴＡの交流の検討会議を仮称ですけれども、立ち上げまして、そのときに実施

時期等も含めて現実的な問題としてどうなのかということも協議の中に入れていきたいという

ふうに考えております。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 今教育長から政策転換ともとれるような、地域住民の意見を踏まえた

上での答弁いただいて、私はほっとしたなと思っております。といいますのは、私も今般質問

するに当たりまして地域の方々から何名からかご意見いただいたわけなのですけれども、正直

言いましてたくさんいろいろ、たくさんいろいろと言ったら変ですけれども、地域住民の不安

だとか不満、それから問題意識、いろいろなご意見聞かせていただきました。そういうもの一

つ一つを伺いまして、一番大きな原因の一つが、今ほど教育長もおっしゃいましたけれども、

萩野中学校のほうの生徒さん、保護者、地域の方々と竹浦、虎杖浜地区の方々との意識の差と

いうのを非常に感じたのです。といいますのは、竹浦、虎杖浜地区の方々の親御さん、また地

域の方々にしてみると、自分たちの不安に対して教育委員会はちゃんと答えてくれていないの

ではないかと、考えてくれていないのではないかいう意見が非常に多かったのです。例えば不

登校のこと、後でまた質問しますけれども、そういう問題が出たときに、不登校になったとき

に萩野から虎杖浜まで来てくれるのか。もし子供が病気になった、けがしたといったときに車

がない親はどうやって子供を迎えに行ったらいいのだ。また、家庭訪問はどうしたらいいのだ。

ＰＴＡのいろいろな行事ありますよね、卒業式、入学式、学校祭、体育祭、いろいろな行事の
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ときに果たしてその親たちはどうやって、どんな交通手段で行くのだ。また、それを受け入れ

る萩野のほうはどうなのだろう。やっぱりそういうものを一つ一つ丁寧に答えてほしい、わか

ってほしいと、自分たちの不安をわかってほしいという声が非常に多かったのです。 

ですから、今回の総合検討会議が開かれるということは私は非常にありがたいなと思ってお

りますけれども、その辺の具体的な、教育委員会として地域の、そちらの不安に思っていらっ

しゃる地域の皆さん方に安心してもらえるような、そういうようなプログラムだとか、そうい

うものを検討するようなものを何か考えていらっしゃるのか。ただ検討会議を開いて、地域の

皆さん方にただ説明するだけなのか。それとも、そうではないですよと、地域の皆さん方と一

緒に考えて、自分たちもこういうことを提案します。地域の皆さん方もこういうことを提案し

てください。だから、一緒につくっていきましょうという会議なのか。その辺あたりをもうち

ょっと詳しく教えていただければと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  １点、先にお断りいたします。政策転換という言葉ありましたが、

詳しく言いますと、先ほど議会にも説明したというような中で、計画には21年３月、４月、こ

ういうような表現しています。ただ、地域住民のご理解を得た中で進めるというような中では、

21年あるいは22年というような表現で今まで議会にも説明させていただいております。ですか

ら、大きく政策転換したということではなくて、理解を得る中で進めたいということでは21年

あるいは22年という表現をさせていただいております。ただ、実施計画の中では、しつこいで

すけれども、21年４月に向けてというような表現させていただきました。その１点だけ先にお

断りします。 

 それから、萩野地区あるいは他地区との意識の差というのは、意識の差という表現が言葉と

していいかどうかは別ですけれども、言われました不安感というのは萩野と竹浦、虎杖浜地区

とは違うよというのは、確かに萩野地区は今まで通っていた学校にそのまま行きますから、特

に不安ということはないと。それから、竹浦、虎杖浜については、これは保護者についても、

あるいは児童についてもアンケート調査した中では、いわゆる通学の問題、それから例えば細

かい、先ほども何点かありましたけれども、スクールバスにおくれたときの対応はどうするの

だ、それから病気、けがしたときにどうするのだと、そういうような不安がありますよという

ようなご意見はアンケートの中でいただいております。答えれる部分で、今まで地域説明会の

中等々で答えれる点は答えましたが、細かい点の詰めるところは、先ほど仮称で言いましたけ

れども、その当時お話ししたのは開校に向けての準備委員会という表現をさせてもらっていま

した。準備委員会ということは、要するに統合はよろしいですよと、いついつまでしますよと

いうようなご理解を得たならば、ＰＴＡと教育委員会と校長会、教頭会の先生方も入って、そ

れでいろんな問題を詰めていきましょうと。いつからどういうような、バスの問題にしても、

制服の問題にしても、校歌の問題にしても、これからいろんな形が出てきます。そういうもの

を詰めていきましょうというのは、準備委員会という形でつくりましょうというのは一つの流

れで今までも説明していました。 
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ただ、各地区のＰＴＡにお話ししたときに、不安感を取り除くためにいろいろ交流を先にや

ればよかったのでしょうと言われましたけれども、そういうことを先にやると、ありきでない

のかと言われるので、そこまではいかなかったと。ただ、今回そういう準備委員会を設立する

前に、各ＰＴＡ、３地区のＰＴＡにこの統合のことについてのこちらの説明していることをま

ず理解してもらうというような趣旨が１つ、それから今言われるように、そうしたらこういう

ときはどうなのだというようなことも踏まえて検討会の中では行いたいと。それを理解を得た

次のステップとしては、地域も先生方も入って準備委員会をつくり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）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 大体大まかな考え方はわかりましたけれども、ここで私ちょっと違う

観点からご質問させていただきたいのですけれども、まず中学校の統廃合のほうが急ぐ必要が

あるということなのですけれども、なぜ急ぐのか、その具体的な話の中で、中学校の統廃合の

実施に向けてというような、これ白老町立中学校適正配置実施計画素案のとき、前にいただい

た資料なんか見ますと、例えば小さな学校の子供たちだとやはりクラブ活動が成り立たないと

か、そういう問題は当然学校間の統合したクラブ活動でやっていけば済む話ですし、そういう

ようなものに対しては教育委員会として当然協力してそういうものを推進していくべきだと思

ったのですけれども、そういうものまでもきちっとやるお考えがあるのかどうなのか、まず１

つお伺いします。 

 それと、もう一つは、統合によりまして、少ない人数なので、社会性がどうのこうのという、

そういうような表現がありました。統合によって子供たちの数がふえることによって社会性が

培われるのかということなのです。虎杖中、竹浦中の子供たちが本当に社会性がないのか、例

えば高校とか進学したときに、子供たちが、生徒たちが萎縮しているという、そういうような

具体的な資料があるのかどうなのか。また、白中、萩中と比べまして子供たちは本当に社会性

がないのか、そういう具体的な資料があるのか。実際にそういう資料があって、ぜひ統合した

ほうがいいというお考えなのか、その辺お伺いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  １点目のご質問、ちょっと押さえにくかったのですけれども、もし

間違っていたら、また聞いてください。なぜ中学校のほうを早くするのかというようなことの

ご質問の中で、先ほどの答弁の中で議会のほうにも説明させていただいたというような答弁し

ましたけれども、議員さんも多分持っておられると思います。白老地区における小学校の適正

配置についてということで、これ説明させていただきました。その中に記載していますけれど

も、小学校の問題と、それから中学校の問題を分けまして考えたときに、今言われたとおり現

実的には部活の問題もあったり、それから集団活動の中で教育活動がなかなかできない現状が

あるというようなことで、そのときの考え方としては、小学校においても小規模な学級編制や

複式学級という、そういう影響があるよと、なおかつ中学校においても学級編制だとか、それ
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から部活動、集団活動に支障を来す。教育上の環境改善は、こちらのほうが緊急度が高いでし

ょうと。現実的に今竹浦、萩野、虎杖浜で３校で例えば野球部だとか、それからバスケットボ

ールですか、そういうのは３校統合してチームをつくって実際にはやっている実績があるもの

ですから、そこら辺を解消すべきということで、中学校を先に緊急度が高いという考えの中で

進ませてもらった。ただ、並行して小学校も当然やっていきますよというようなことで、先に

させていただきました。 

 それと、私ども、地域説明会あるいはＰＴＡ説明会の中で説明資料をお渡しした中で説明し

ています。第１回地域説明会、それからＰＴＡのときに、議会のほうからも指摘されましたけ

れども、やはりもう少しわかりやすい説明資料をと、あるいは説明している姿が見えるような

資料をというようなご指摘がありました。今回ＰＴＡのを５月、６月に行いましたけれども、

そのときには新たな資料を、新たなと言いますけれども、書いていることは同じなのですけれ

ども、もう少しわかりやすくということで、整理したものをお渡ししました。その中に、そう

いう視点の中で何を視点にしたかというと、今までも言っていますけれども、学校規模の適正

化について、いわゆる目として、視点で考えるとすれば、子供の集団活動がどうなのかという

視点が１つ、それから教育活動からどういうような教育活動ができているのかという視点が１

つ、それから学校運営と教職員の配置、免許がある先生を配置できるかどうかということを含

めて学校運営と教職員の配置の視点からと、こういう３つの視点をもって協議しましたと、検

討しましたというような資料をお渡ししました。 

その中に、今ご質問の社会性があるかとかないかということも表現はしています。言葉じり

とるわけでないですけれども、社会性がないとは言っていません。少ないから社会性がないと

かというのでなくて、固まったある程度の小学校、中学校、人間関係を構築する中で固定され

た人間関係の中では社会性が、多様なかかわりを通じてはぐくまれる社会性が身につきにくく

なりますよというような表現させてもらいました。ないということでなくて、多様な人間関係

の中で社会性がはぐくまれるというような表現をさせてもらいましたし、あと多様な人間関係

の中での向上心、そういうこと。それから、集団活動の中では少人数の中で、これは部活だけ

でなくて、授業の中ででも少人数の中でいわゆるグループ制をつくるだとか、グループで討議

するとか、それにしても少人数の中ではなかなかそういう授業は組み込めないというようなこ

とがあって、集団活動がなかなか規制されるというような問題もあるので、そういうことも踏

まえて、資料で、例えばこういう少人数の学校は社会に出たときにこういう人がふえています

よと、そういうような資料はございません。ただ、一般論として、ある程度の固まった人間関

係の中ではこういうようなことがなかなか身につきにくいですよというような表現で、中規模

校、いわゆる統合校で期待できることは、小規模校でのよさもあるけれども、こういうことが

期待できますよというようなことで説明はさせてもらいました。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 今ほど集団教育運営と教師についてということで大きく３つの観点か
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ら新たに説明をしたというお話を伺わせていただきまして、そこの中で私１つ、教師の専門性

ということも非常に大事なのですけれども、もし３つの学校統合された場合、今まで全部で３

つの学校で先生方何名いらっしゃって、事務職員の方が何名いらっしゃるのか、ちょっと人数

は把握はしていないのですけれども、実際に統合した場合、当然先生方の数は減ります。そう

しましたら、当然人口も減ります。ご家族もいらっしゃるわけです。その辺はどういうふうに

とらえていらっしゃるのかなと。確かに専門性の高い教師が二、三人ふえるくらいで、今の状

況でいったら３つが統合された場合は３分の１程度近くまで減ってしまうのではないかなと思

ってしまったのです。その辺は、どのようにとらえていらっしゃいましたか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  ちょっと説明不足の部分、そんなに詳しく説明していないのであれ

ですけれども、私のほうで先ほど専門性という表現をしたかどうかわかりませんが、免許を持

っている先生というようなことで、こういう先生が配置される可能性がありますよと。100％の

確約は、人事ですので100％確約の話ではないですけれども、状況としてはこうですよという話

をさせていただきました。例えば美術とか技術、家庭科、保健体育、音楽とかという専門の免

許を持っている先生が白老中学校では全員配置されていますよと、ただ人数が少なくなると全

員が配置されないで、今現状で言うと、例えば竹浦中、虎杖中であれば、美術、技術、家庭科

の専門の先生は配置されないで、免許外の先生が教えているというような状況もありますよと

いうようなことで、専門を持った先生が教えれる状況の中で生徒が受けているのか、いわゆる

免許外の先生が教えているのかというようなことでの対応の違いはありますよというようなお

話をさせてもらいました。 

 それから、教師は、統合されますと今おのおの３校にいる教師よりも当然人数は少なくなり

ます。ただ、その中で家族もいますね、それから地域から人数も減りますねというようなお話

はありましたけれども、それは全然、言葉は悪いですけれども、そういうことを考慮して統合

がいいとか悪いとかという判断はしていませんし、子供たちの教育環境はどうあるべきかとい

うのを念頭に考えていますので、先生方が減ったから、例えば住民税がすごく減りますよとか、

そういうようなたぐいの考え方は全然持っていません。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 私先生方が減ってしまったら困ってしまうなと思った部分は、例えば

の話ですよ、私なんかもそうなのですけれども、そこの地域、地域に学校の先生方とか住んで

いらっしゃると、そこの地域の一つの文化的なコミュニティーというのですか、そういう形成

する中核になるのです。そういうものがなくなってしまうのではないかなと、私そこが一番心

配で、先生方いなくなってしまって地域どうなってしまうのと。そして、実際に先生方がもし

いらっしゃらなくなって、もし学校が統廃合されてしまって萩野のほうに行ってしまったとし

たら、そこのところの竹浦や虎杖浜地区で具体的にそこを、文化的なそういうようなものの具

体策、地域活性化していくような、そういうようなものなんかまでもちゃんと考えられて提示

されるのでしょうか。文化活動というか、地域活動というか、そういうような拠点の大きなバ
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ロメーターだと思うのです、そういうような場所というのは。小学校ももちろんありますけれ

ども、中学校というのはより高いレベルのものを形成する一つのものだったはずなのです。小

学生の子供と中学生のお子さんでは、わずか、ちょっとしか年齢違わないはずなのですけれど

も、地域にとっての小学生の役割と中学生の役割は全然違うものありますし、学校の役割もあ

ったと思うのです。その辺を具体的に教育委員会として何か地域に提示したりとか、こんなの

どうだろうとか、そこまで考えていらっしゃいますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  まず、教員の住宅問題とかという話の中で、今現状として各地域に

教員住宅がございます。例えば１校に統合した結果として、その先生方がその地域に集中して

住むかというふうな考え方は、住宅が今点在していますので、それを活用するということでは

集中するという考え方は持っていませんし、教員住宅に住んでいただくように、こちらのほう

も各地域の教員住宅に住むような対応はとりたいというふうに思っています。それから、各地

域の文化的な云々というお話ですけれども、前にも一般質問でもお答えしたとおり、学校の持

つ役割といいますか、地域的役割、それは全然否定もしませんし、この前お答えしたとおりで

す。ただ、説明会の中では、具体策は、具体的にこういうような文化活動とか文化的に具体的

な事項をこうしますよということまでは、まだ説明の段階にはいっていませんでした。ただ、

そういう施設を使って、例えばその施設を使って社会教育施設にするだとか、それから福祉施

設にするだとかと、そういうことを考えて学校の利用は考えますよというようなお話だけはさ

せてもらいましたけれども、まだ具体的にその地域の中学校がやってきたような役割をどうい

うような形で文化事業をやるかというようなところまではまだ具体策を検討をしている状況で

はないものですから、まだ説明はしていません。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） ぜひ地域住民の方々にそういうようなものも含めて、教育委員会と地

域の住民の方々と何度でも会議を開いて、協議会を開いて、何とか胸襟を開いて頑張っていた

だければと思います。 

 それと、統廃合のときに前回いただいた資料、このまんまでよろしいのかどうかよくわから

ないのですけれども、経費削減額と地方交付税に対する影響額比較というのが、大分前にいた

だいたやつなのですけれども、平成24年度でいきますと446万8,000円の赤字になるのです、交

付税額から維持管理費削減額を引くと。そうしましたら、さらにスクールバスの運行経費660万

円を足すと、約1,110万円の負担増となると書いているのです、平成24年度に。そうしましたら、

平成21年、22年、23年は、もし統合したらそれはそれで結構なのですけれども、もし21年度か

ら統合すると計算して。ところが、24年度以降から毎年1,110万円ずつずっと赤字になっていく

ということなのですか。そうしますと、今回の計画の中でこの部分も常に赤字で町民負担とい

うことになるのでしょうか、その辺はいかがなのでしょうか。 

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）  私のほうからご説明申し上げます。 
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 以前にもお答えしておりますけれども、簡単に申し上げますと、今教育長のほうからお答え

したとおり、当初この素案の中では21年４月ということで進んできておりますけれども、物理

的に21年４月は無理だろうというようなことになれば、22年、23年、24年というふうなところ

で、今後先ほど言った検討会議などを踏まえて、あとは準備委員会だとか、そういうことで決

定していこうというところでございますけれども、そうなりますと当初の21年４月の段階でこ

の素案の20ページに書いてあるとおりですけれども、それが１年ずつずれ込んでいくというよ

うなことでご理解いただければと思います。 

          〔「プログラムに入っているか」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  プログラムに入っているかということ。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  失礼しました。このことについては、プログラムには入って

ございません。それで、そのほかに行財政のほうでは学校の維持補修費も含めて年間3,000万円

ほど別枠で、学校の統廃合に関することも含めてそういう予算を考えているというような状況

でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 余りよくわからなかったのですけれども、別枠で3,000万円というのは

毎年3,000万円ということ、それとも１回に3,000万円ということ、その辺がちょっとよくわか

らなかったのですけれども。 

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）  ちょっと言い方があれでしたけれども、例えば今教育施設整

備基金だとか、そういうことも使っての学校の統廃合の財源とするといったほかに、維持補修

費だとかそういうことについては財政改革プログラムの中に盛り込まない外枠といいますか、

そういうことで年間3,000万円ほどの経費を考えているということでございます。 

          〔「今までの学校の運営費から統合することによって毎年どのぐ 

          らい負担増になるか、負担増になるんなら何千万円負担増に 

          なったんだ」と呼ぶ者あり〕           

〇議長（堀部登志雄君）  どうぞ。 

〇学校教育課長（本間勝治君） 失礼しました。ちょっと私のお答えがあれなのですけれども、

要するに21年度に統合したときに学校の管理費、維持管理費がそれぞれ20ページで記載のとお

り差し引きで880万円、330万円の減、24年度では1,100万円といった中で、スクールバスの運行

経費が660万円あります。それらを差し引きしますと、1,100万円の持ち出しになりますという

ことで前からもお答えしているとおりですけれども、それが年度がずれることによってもその

経費的には今のところの試算では変わらないと。 

          〔「年度ずれる話か、負担増の話ししている」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  課長、プログラムに入っているか入っていないかということです。

これについての確認を山口行財政対策室長のほうに…… 

          〔「休憩とってください」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長（堀部登志雄君）  暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時１６分 

                                         

          再開 午後 ２時２９分 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 西田議員の質問に白崎教育長、答弁願います。 

〇教育長（白崎浩司君）  申しわけございません、時間いただきまして。先ほどのご質問の中

で、多分同じ資料を持っている中でご質問されたと思いますけれども、実施計画の20ページに

ありますということで、450万円の減額と、さらにスクールバスの運行経費入れますと1,110万

円の負担増になるというご質問の中で、これは毎年ですかというようなご質問ですが、この記

載のとおり毎年この負担がなっていくというふうにご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（山口和雄君） 財政改革のプログラムの反映の仕方ですが、例えば交付税、

学校減によって増減あるわけですが、基本的にそこまでの細かいものは財政改革プログラムに

は載せていないと。交付税の関係を話しすれば、人口の増減率で大まかに交付税の押さえをし

ていると、こういうことでご理解をお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田でございます。わかりました。毎年そうしましたら大体４

年目くらいから1,110万円、10年で１億1,100万円ずつ、これだけお金がかかる。それでも推し

進めていくというお考えだということがよくわかりました。 

 それでは、最後にこの質問をしたいと思いますけれども、これをなぜ中学校統廃合しなけれ

ばいけないのか。これは、町長の公約でもございます。最後に町長にちょっとお伺いしたいの

ですけれども、統廃合をご自分の公約の中に入れられた町長のお考え、そういうものの青写真

というのですか、将来こんな地域にしたいのだ、こういう学校づくりをしたいのだ、そういう

思いが公約の中に入っていらっしゃるからこそ書かれたのだと思いますので、その辺の考え方

をお示しいただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） この適配については、かなり前から行政課題としてのっていました。

ただ、適配、統合は、メリットもあるし、デメリットもあると。これは前提条件で、これ当た

り前なのです。ただ、今教育長からも言ったように、子供中心に考えたら、多少の経費かかっ

ても、これはやむを得ないだろうというのが私の基本的な考え方です。それと、中学校の適配

を進めるに当たっては、前も議会でお話ししたのですが、この子供たちはやがて高校に行って、

大学に行くでしょうと、要するに中学校である程度集団生活、社会性を養いながら大人になっ

ていくのではないのですかと。ですから、中学校の中で経験すべきことはやっぱりきちっと経

験すべきでないかということで、議員おっしゃるように金もかかります。ただ、子供の将来の

ことを考えたら、1,000万円が安い、高いという議論ではないのですが、このぐらいはかかって
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もやむを得ないだろうと思っています。それと、統合することによって、また学校の改築だと

かそういうのも出てきます。それは、当然出てくるでしょう。しかし、この子供たちは将来日

本の国、白老に戻ってきたらまちづくりの頭脳になっていくわけですから、この子供たちはき

ちっと育てていくのが行政、そして教育委員会の責任であると、責務であるという考え方から、

この適配は進めるべきだというのが私の基本的な考え方です。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 続きまして、白老小学校と緑丘小学校の統廃合の進捗状況についてお

伺いいたします。先ほどの説明の中でちょっと後半のほうで、したがって小学校の実施計画は

地域の混乱を招かないよう、中学校の適正配置の時期を考慮しながら進めていくと書いている

のですけれども、地域の混乱というのはどのようなことを示されているのでしょうか、まずそ

こからお伺いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今回、先ほども説明したとおり18年に、見直しといいますか、それ

を議決して、議会のほうにも説明させていただきました。その中で、小学校は、その前に先ほ

ども答弁したとおり小学校は各地区１校が望ましいというのを見直して、全町的な視野に立っ

て小学校のあり方、これからの子供の数を踏まえてどうあるべきかということを検討しましょ

うよということになりました。中学校は、方針としてはその前に14年に出た全町で２校という

ような方針の中で、方針はもう出ていますので、それに向かって説明会を開くと。あわせて小

学校もということになると、問題がふくそうするといいますか、そういうようなことがあった

ものですから、先行すべき事項と、それから並行してその後に小学校のことを考えようという

ようなことで、先ほどと重複しますけれども、中学校のほうを先行させていただいたと。小学

校のほうは、先ほども言いましたけれども、全町的な視野に立ってという部分もあるものです

から、地域の混乱を、混乱と言ったらちょっと言葉大きくなりますけれども、そこを区分けし

た中で考えていきたいというふうなことで、議員の説明会でも18年のときも説明しております

けれども、完全にこっちを整理してから次のものにかかるということでなくて、方向性がある

程度見えた段階で次の段階に入ると、少し並行する部分もあるかもしれないけれどもというこ

とで、小学校のほうは若干ずらして検討に入りたいというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 私は、地域の混乱を招かないようにと、竹浦、虎杖浜、萩野のほうと

白老町内と全部一緒にやってしまったら、白老のまちじゅうがというふうに受け取ったのです

けれども、でも私はこの学校の統廃合というのは別に白老町だけの問題ではなくて全国的な問

題であり、各自治体の重要な問題の一つではないかなと私はとらえております。ですから、地

域の混乱を招かないようにというような考え方よりも、まずは最初に子供たちの学習する環境

がどうあるかということを第一に考えてほしいなと思っております。先ほど町長の９月議会行

政報告の中で、町が管理する公共施設の耐震対策、老朽化対策へ室蘭開発建設部と室蘭工業大
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学からご協力をいただくと、そういうふうに報告いただきましたけれども、実際にこのことを

お願いするに当たっての経費負担、白老町における経費負担額お幾らぐらいなのか、また対象

の建物はどの程度なのか、また耐震に伴うこのような技術的な支援協力をいただくということ

になっておりますけれども、それはいつからどのような形でされるのか、お答えできる範囲で

結構でございますので、お願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  開発建設部と、あと室蘭工業大学の関係ですが、主に建設部は橋の

関係と、建物の関係が室蘭工業大学にお願いするということで、経費につきましては今のとこ

ろ特に幾らかかるとか、町の負担についてはまだはっきりしておりません。恐らく町の負担な

しでやっていただけるものというふうに考えております。また、いつぐらいにということです

が、もう既に図面等を提示しております。ただ、いろいろ複雑な作業が伴っておりますので、

何件もという話になりませんので、ある程度抽出して作業が行われるというふうに考えており

ます。これから細かい打ち合わせを進めながらやっていきたいと、このように考えております。

ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 対象建物は既に図面提示して、その中から抽出ということなのですけ

れども、実際にこの建物の中に白老小学校も当然含まれてくるのか、それとも白老小学校はも

う既に行っていて、耐震化、補強工事にもう入る段階なのか、その辺お伺いしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君） 大体この耐震化の法律で言われているのは、2,000平米以上かつ３階

建て以上という形で、地震が起きたときに最も危険となる施設を対象にしておりますけれども、

その中で学校の建物で３階建てのもの、白老中学校、萩野中学校、萩野小学校、この３校につ

いてお願いをしております。また、白老小学校につきましては、これは明らかに耐震的には非

常に、調査をしたときにＮＧが出るだろうと、不適という形で答えは出るだろうというような

ことで、これにつきましては詳細な調査をしないで、現地を見た上でご意見をいただければな

というふうに考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 白老小学校については、現地調査をした上でということですけれども、

私白老小学校と緑丘小学校の統廃合については先にしたほうがいいのではないかなという、中

学校の統廃合よか先にという考え方を以前から申し上げておりました。その理由の一番の大き

な原因は、やはり白老小学校が老朽化しているということが一番の原因なのです。何度も何度

もお願いですから白老小学校を早く建てかえてください、早く直してください、補強工事して

くださいと言っても、財源がない、財源がないということでずっと今まできたわけなのですけ

れども、私は先ほどの中学校の統廃合でお金があるからないから関係なく、子供たちにそうい

う環境を、勉強できる環境をつくってあげたいという町長の言葉があるのであれば、白老小学

校につきましても安心してゆっくりと落ちついた教育を受けられる、そういう環境をつくって



        － 50 － 

あげるのが大人の仕事だと、私はそのように思っておりますけれども、その辺なかなか進めら

れない。確かに財政難という問題はあります。でも、自分の大切な子供たちを、６月議会の質

問のときに答弁にもありましたけれども、震度５くらいまでは何とかなるのではないか、その

程度の答弁ではとてもではないですけれども、通わすことがとても心配であります。その辺は

早急にするべきではないかなと私はずっと思っているのですけれども、なかなか建てかえても

いただけないし、補強工事もしていただけない。その辺教育長でも町長でも、理事者どなたで

も結構でございます。一日も早い建て直しをお願いしたいと思うのですけれども、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）  この問題は前にもご質問を受けましたし、今言われたとおり西田議

員さんにつきましては中学校よりも白小の問題ということでご指摘がというか、ご意見がある

というのは前もお伺いしております。今回もそういう趣旨でご提言があるのかなというふうに

は思っていましたし、私どももその考え方は全然否定するものでもございませんし、確かに白

小の老朽化からしますと、当初統合の問題が出たときにはやはり白小の老朽化の問題から白小

と緑小の話が出てきているというようなことからすると、決してのんびりする問題ではないな

というふうな位置づけは押さえております。そういう中で、18年に説明したとおり、先ほどし

つこいのですのですけれども、中学校ということで言った中で、白小については当面教育活動

に支障のない維持補修を進めていきますよというようなことで、その対応をしているところで

ございますけれども、ただ、今言われたとおり、それについてももう限界があるだろうという

ようなご意見は、そのとおりだというふうに思っています。決してのんびりする問題ではござ

いませんので、私どもも中学校にある程度方向性が出た、あるいはそういうような協議に入っ

たという段階では、もう小学校のほうも検討に入りたいというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） いつも限界だとか、もう古いからとかという言葉ばかり聞いて、私も

何か質問するたびに本当に嫌になってしまうのですけれども、この問題は私は緑丘小学校と白

老小学校が統合してもしなくてもとかという問題以前の問題として、一番最初にやらなければ

いけない問題だと思っているのです。確かに町立病院も老朽化しております。寿幸園のほうも

老朽化しております。でも、一番老朽化していて古いのは、白老小学校ではないかなと私はず

っと思っていたのですけれども、なかなかその辺は手をつけていただけない。その辺について

は、非常に残念に思っております。そのことだけは、まずお伝えさせていただきます。 

 次の３番目の質問に入らせていただきます。３番目、不登校児童の現状とその対応について

ということで、今ほどご答弁いただきましたけれども、白老町内で今現在不登校になっている

お子さんというのが随分たくさんいらっしゃるのだなと、改めてびっくりいたしました。昨年

度は、小学生14名、中学生16名の30名、そのうち教育支援センターの通級は小学生が１名と中

学生４名ですから、全部で５名、残りの25名はどうされていたのか。また、今年度に入りまし

ては、小学生９名、中学生10名の19名、そのうち支援センターへは中学生３名、残り16名はど
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うなられているのか。正直申し上げまして、この子たちがきちっと教育を受けられる環境にあ

るのか、ないのか。例えばこういう教育センターに行かなかったら、行かないなりに何か別な

形できちっと授業を受けられる環境にあるのか。また、中学生16名からことしは10名になりま

した。そこの中で実際に学校のほうに戻られたのかどうなのかということが特にここでは書い

ていないのですけれども、卒業してしまったのかどうなのか。やはり小学校、中学校を通しま

してきちっとした教育を受けない限り、その子供たちは将来的に社会に出たときに自分の力で

自立してお金を稼ぎ、そして暮らしていく、一人前の社会人としていろんな人たちと交わって

いく中でちゃんと生きていけるのか、そういうことが一番懸念されるのですけれども、その辺

はどうなのでしょうか。 

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）  まず、１点目の不登校の中で教育支援センターに通級してい

ない子たちの対応でございますけれども、これにつきましては学校と通級センターの先生方と

の連携を図って家庭訪問等を実施して、なるべくといいますか、学校に復帰するようなことだ

とか、例えば教育支援センターのほうに通級するだとか、そういうような対応を現在も行って

おります。それと、教育長も１問目でお答えしていますとおり、教育支援センターに通ってい

た子については、１年ほどでしたけれども、その後本来通うべき学校に戻って、今元気にやっ

ているという例もございます。ですから、そういうことを踏まえますと、学校と教育委員会、

教育支援センターと連携を図って、保護者とも十分話し合いながら、その子に応じて教育支援

センターに通級するだとか、学校に復帰するだとか、そういうことの対応を今後も粘り強くや

っていきたいということで考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 先般の新聞のほうに、家庭問題を把握し、機関と連携ということで、

スクールソーシャルワーカー制というのがあるということで、今年度、北海道教育庁ですか、

から20市町村に実践研究を委託する計画だということで、白老町もその対象になったわけなの

ですけれども、今回は新聞には大きく苫小牧市の例を取り上げられておりますけれども、本町

において今ほどのたくさんの子供たちが全部で19名いらっしゃるのですけれども、こういう子

供たちに対して具体的にどのようなことをしていくのか、そしてまたそれが実際に効果がある

ものなのかどうなのか、その辺をひとつお伺いしてみたいと思います。 

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）  スクールソーシャルワーカー、昨年度までは親と子の相談員

という形で道のほうの委託で実施させていただいておりますけれども、今年度については白老

小学校にその先生を配置して、その対応に当たっておりますけれども、そういう不登校だとか、

それ以外のいろんな子供たちの対応について、家庭訪問したり学校の先生と連携を図って、そ

ういった子供たちの対応に努めているというような実態でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 
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〇３番（西田祐子君） 今ほど私は白老小学校に１名配置と伺ったのですけれども、その先生

はお一人で虎杖浜から社台の小学校まで全部やるということですか、その辺もお伺いさせてく

ださい。それと、もう一つ、学校支援地域本部というのもありますけれども、これとはまるっ

きり関係なく、ソーシャルワーカーというのは別のものとしてあるわけなのですよね。 

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）  まず、学校地域本部推進事業というのは、本年度文科のほう

から出された事業でございまして、スクールソーシャルワーカーとはまた別な事業ということ

でご理解いただければと思います。それと、スクールソーシャルワーカーの配置については、

白老小学校ということで現在配置されておりますので、ほかの学校もすべて見るという状況に

は至っておりません。白老小学校の校区ということでの範囲で、今その対応をしていただいて

いるという状況でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） そうしましたら、今ほどの不登校児童というのは、極端なこと言いま

したら全部が全部19名、小学生９名と書いていますけれども、これ白老小学校の子供が全員と

思えませんし、中学生に至っては10名いらっしゃいますけれども、この辺の対応策はどのよう

に考えられていらっしゃいますか。 

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）  先ほども申し上げましたけれども、その辺の対応については

各学校と、それと教育支援センターのお二人ほど今配置しておりますけれども、その先生方と

教育委員会とで連携を図って、ケースによっては学校の先生が家庭訪問するだとか、教育支援

センターの先生も家庭訪問するだとか、そういった中で保護者ともお話をして、中には教育支

援センターのほうに通級するというケースもございます。一方では、教育支援センターのほう

に通級はさせたくないというようなケースもございますけれども、なるべく学校に復帰するか、

または教育センターのほうに通級するかというようなことの対応をしてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） わかりました。それでは、学校支援本部の地域本部のことでちょっと

お伺いしたいのですけれども、これは必要な経費は都道府県、政令指定都市、さらに実施主体

である市町村または市町村実行委員会に再委託するとなっていますけれども、実際にこれの予

算とか実際に具体的な事業というのは、どのようなことをされていますか。ここの中で書いて

いるのは、結局いじめだとかそういうものも全部含めた上での学校支援地域本部というふうに

位置づけられているというふうに示されてはいるのですけれども、その辺ちょっと、予算は白

老町に交付金としてついているのでしょうか、補助金とか来ているのでしょうか。 

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）  学校地域本部推進事業につきましては、ちょっと今データを

持ち合わせてございませんけれども、たしか萩小、萩中というところで、新たな事業でござい
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ますので、ケース的に、今回新たな事業ということだったものですから、そういうところで、

特に萩野地域についてはスクールガードリーダーだとか、そういうことの地域の方々の活動と

いいますか、学校に対する協力体制もあるものですから、そういうことで今進めているところ

で、財源的には道のほうから来ているという状況でございます。予算措置をしてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） では、その予算措置されているというか、交付金が来ているのですね、

何のお金かよくわかりませんけれども、大体どの程度今年度は、具体的な金額をお示しいただ

ければと思います。 

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）  金額的、予算的なものについては、今ちょっとデータを持ち

合わせておりませんので、後ほど正確な数値をお答えしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  西田議員、これ不登校の対応についての事業のやつですか。 

〇３番（西田祐子君） そうです。学校支援地域本部といったら全部、これそうですよね。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） それでは次に、４点目の学力テストの結果についてご質問させていた

だきます。今ほどの答弁で小中学校の両教科の知識、活用に関する問題はやや低い傾向にある。

そして、各学校において結果を踏まえ、学校改善プランを策定し、教育活動の見直しと授業改

善等を図りながら学力向上につなげていくものでありますというご答弁いただきましたけれど

も、実際に子供たちの全国の中で、極端なこと言ってしまえば北海道は余りよくなかったです。

前回新聞報道されたのを見ると、非常に低いなという印象を否めないと思います。現実的に北

海道全体が低いのだろうと、そこの中で今回もこのように全道平均と比較し、やや低い傾向と

いうことは、私全国平均かなと一生懸命読んだのですけれども、やっぱり全道平均なので、ち

ょっと寂しいなと思いながら読ませていただいたのですけれども、ここの全国の学力調査でイ

ンターネットなんかで随分、新聞とか報道されていますけれども、教育現場の学力の高い学校

はどうなのかと、例えば全国一になった秋田県などは少人数学級を実施しているのです。そし

て、一生懸命少人数学級の中でやっている。これは、秋田県がやっている学校推進事業で少人

数学級というのを具体的にやっている。これは県の事業ですから、北海道はいまだに40人学級

をやっていると。そして、また別の山形県においては、やはり少人数学級効果が出ていると、

このようにはっきり明言しているわけなのですけれども、そこの中で北海道は何を言っている

かというと、地域間格差がどうのこうのとか、何かちょっと言いわけがましいことしか言って

いないのですけれども、実際に少人数学級で学力がこういうふうに上がったという具体的な例

が新聞報道とかいろんなところで報道されているわけなのですけれども、実際に教育長として

はどのようにとらえていらっしゃいますか。 

〇議長（堀部登志雄君） 白崎教育長。 
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〇教育長（白崎浩司君）  今回第２回目の学力テストということでご質問受けていますけれど

も、昨年第１回を行いました。昨年は、結果がちょっと遅くなったということで、その対応策

も年明けてからということで、各学校で改善プランを立てたということで、対応が若干おくれ

ぎみでありました。今年度は、そういうことでこの８月末に実施計画が出たということで、先

ほどの答弁のとおり今集計、分析をしているところです。その出た数字は、先ほど答弁のとお

り全道平均よりもやや低い傾向ということで、これにつきましては昨年も同じ傾向でございま

した。ただ、そういう中で、ほかの都府県の知事がいろいろその結果を見てどうのこうの言っ

ていますけれども、総じて言えるのは、国語と算数２科目の結果ですので、これを総合的な判

断ということにはならないだろうというようなことと、それからすべてこの結果が全部のもの

に当てはまるのかなどうなのかなというのは疑問のあるところかなというふうには思っていま

すけれども、ただ国語と算数、数学については昨年と同様な結果が出ているというようなこと

で、各学校ともそれの改善プランといいますか、出しています。 

今言われたとおり、各学校、今までもやっていますけれども、先ほど言葉の中で40人あるい

は35人、30人という少人数というようなお話ありましたけれども、白老の学校は40人学級とや

っていても40人満度満度がほとんどいるわけでなくて、25人、30人のクラスということで、あ

る程度そういう意味でいえば満度の40人クラスにはなっていないという状況です。そういう中

で、チームティーチングだとか、それから習熟度別だとかいうようなことで各学校、いわゆる

身につける授業、わかりやすい授業ということで工夫しながら知識を習得してもらうというよ

うなことで、いろいろな対応を考えております。ただ、昨年は先ほど言いましたとおり若干時

期がずれたということで、そのものが反映して、今回の子供たちのテストに反映できたかとい

うと、若干時間が、期間がなくて、それほど昨年のやつが効率的に今回のやつにできたという

ような状況にはなっていないというふうに思っていますので、今回８月末に出たということで、

このものの分析をやった中で、今回受けた子供たちにも対応策を考えていきたいし、またこれ

から下の子供たちにもそういう授業のあり方といいますか、そういうものを検討していきたい

というふうに思っています。成績は、一朝一夕に急に成績が上がるということではないという

ふうに思いますので、これについては小さいころから授業体系を統計的に考えて、わかりやす

い授業、身につく授業を校長会とも協議しながら検討していきたいというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 少人数学級が特別そうなわけではないとはおっしゃいましたけれども、

現実的にはそういうものが数字としてあらわれているというのが一つの現実だと思います。 

 それと、もう一つ指摘されたことが少ない家庭学習ということを指摘されております。家庭

での学習時間が非常に少ないと、それは特に北海道なんかは多いということなのですけれども、

ほかの他府県の例を言うわけではございませんけれども、当然その辺は状況は既に把握されて

いると思いますけれども、小学校、中学校で、例えば杉並の和田中学のようにああいうような

時間外授業をやってみたりとか、私の知っている埼玉の校長先生を退職された方も１カ月

1,000円塾をやっているのです。例えばそういうようなものがあったりとか、1,000円塾です。
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おもしろい取り組みだなと思うのですけれども、小学生とか中学生のお子さん、１カ月1,000円

出すと、そういうような塾をやっていたりとか、いろんな取り組みをしているみたいで、非常

に学校の先生方の負担にはなるとは思うのですけれども、地域ごとによってそういういろんな

取り組みをしている学校が本州のほうで非常に多いと、それに比べて北海道では非常に少ない

というふうに言われているのですけれども、白老町の現状はいかがなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  総じて現状といいますと、ちょっと済みません、先ほどの質問の中

で先に言います。少人数が云々というお話の中で私が言ったのは、40人学級で満度満度全部入

っている状況ではないですよと、だから１クラス25人とかということで、いわゆる少人数の学

級の体制にありますよと、あわせて少人数指導もしていますよということを言ったつもりなの

で、言い方が悪かったら、申しわけございません。 

 それと、指導の例えば白老でどういうことやっているのだというのは、学習習慣、先ほど学

習時間が足りないとかと、家に帰っての家庭学習というか、それもアンケートを見ますとそう

いうのを指摘されても仕方がないのかなというような状況もありますし、これは細かくはこれ

から分析しようかなと思っていますけれども、家庭学習の習慣づけだとか、それから押しつけ

ではないですが、宿題があるとかないとかによってちょっと成績が違うだとか、それから決ま

りを守る、あるいは朝御飯を食べるだとか、それから読書活動を朝に入れるだとか、それによ

って国語の読解力が違うだとかと、いろいろな分析の仕方があると思いますので、そういうこ

とを含めて、今も朝の読書活動だとか、それから少人数、先ほども言いましたけれども、少人

数指導だとか、それからチームティーチング、それから習熟度、そういうようないろんな方策

で各学校も研究しながらといいますか、そういう中で各学校取り組んでいると。あわせて私先

ほど言ったのは、昨年はこういうことで時期ずれた中でつくりましたので、今回新たな分析と

昨年度の比較もできますので、そういうものを踏まえて校長会ともどういう方策がいいのかと

いうことも踏まえて協議したいなというふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 今こちらのほうにちょっとデータありますので、夏休みや冬休み中に

補習を実施している小学校は10.4％、中学校は42.4％、これは北海道の平均です。全国の平均

は、小学校で半数、中学校で７割以上となっております。白老町はどういう状況ですかと私は

お伺いしたかったのですけれども、そのような取り組みがされていないというふうに理解して

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）  今のご質問の趣旨といいますか、詳細については本町におい

ては細かなデータ的なものは押さえてございません。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 私が今言いました数字は、各学校が子供たちに対して行っている補習
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の数字です。そのことも踏まえまして、ぜひ教育委員会としても検討していただければと思い

ます。 

このことにつきまして、次に読書量のことについてちょっとお伺いしたいのですけれども、

今白老町の各小学校、中学校の蔵書平均は何冊ぐらいになっているのでしょうか。中学校の平

均と小学校の平均で結構でございますので、ぜひお願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  蔵書の数ですね。 

〇３番（西田祐子君） はい。 

〇議長（堀部登志雄君）  暫時休憩いたします。 

          休憩 午後 ３時０８分 

                                         

          再開 午後 ３時０９分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩を解いて会議を開きます。 

 今の質問についてちょっと答弁を今調べていますので、保留していただいて、次の質問をし

ていただければいいと思いますが。 

それでは、３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 今ほど蔵書の数をお伺いいたしましたら、数が今資料がないというこ

とですので、当然教育委員会のほうでは白老町で朝の読書活動とかやっていらっしゃると伺っ

ておりますけれども、たしかあれはもう随分昔から、萩野の小学校から始まったのかなと記憶

しておりますけれども、今現在全校でやっていらっしゃって、中学校もやっていらっしゃるの

か、小学校、中学校両方でやっていらっしゃるのか、毎朝やっていらっしゃるのかお伺いして

みたいなと思います。 

といいますのは、当然読書、私たしか昨年の12月にも申し上げましたけれども、子供の読書

量と学力とは比例するものであるというふうなお話をさせていただきましたけれども、今回の

学力テストの分析結果でも、やはり読書量の多い子供ほどいい成績が出ているというデータが

はっきり出ております。読書が嫌いな子供、やはりそういう子供は数学においても成績が悪い

と、国語であろうと数学であろうと、読書量に比例するというのが今回はっきりと示されたと

いうふうに、文科省のほうもそれは認めているわけなのです。小学校で全国平均が4,991冊、中

学校で5,993冊、これは全道平均です。北海道では約4,991冊、中学校は5,993冊、１校当たりの

平均が。全国平均は、小学校が7,312冊、中学校が9,040冊なのです。ですから、先ほど教育長

もちらっと朝の読書運動がどうのこうのと言っておりましたけれども、私の経験から言わせて

いただきますと、実際に白老小学校、緑丘小学校、白老中学校の図書室を見たときに、蔵書が

本当少ないな、正直言いまして自分の読みたい本というのが果たして足りているかというと、

非常に足りていないなというのが私の感想でございます。その辺をどのように教育長はお考え

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）  それでは、私のほうから、細かい数字は課長が答弁いたします。 
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 まず、中学校でも読書活動をやっているのかというのは、中学校でもやっています。それと、

中学校の図書室ですけれども、昨年から図書室の整備ということで職員を国のほうの事業の補

助をいただきまして、各学校図書館整備ということでことしで２年目入って、今整備していま

す。この前も総務のほうの所管事務調査で各委員さんに各学校を見ていただきましたけれども、

非常に整備された状況ということでは評価されたのかなと、この後委員会の報告あると思いま

すけれども、そういうふうなのかなというふうには思っています。ただ、蔵書の数が少ないか

どうかというよりも、借りやすい環境といいますか、借りれる環境、これも大事なのかなとい

うふうに思っています。確かに自分が読みたい本がある、ないは、それはあるかもしれません

が、そこは町立の図書館と連携して貸し出しをできるような体制をとっていますので、自分が

読みたい本がもしか学校になければ、学校間の交流あるいは町立図書館の交流の中でその本を

読んでいただきたいというふうに思います。 

 私のほうからは以上です。 

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）  先ほどご質問ありました図書の整備率といいますか、蔵書数

です。19年度の実績で申し上げますと、小学校全体で３万1,544冊、それと中学校全体で１万

8,377冊というような状況になってございます。 

 それと、朝読書の関係で申し上げますと、まず中学校につきましては、４中学校のうち月曜

日から金曜日まで３中学校は実施していると…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（本間勝治君）  失礼しました。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 蔵書の数聞かせていただきまして、小学校、社台、白老、緑丘、虎杖、

竹浦、萩野、６校で３万1,000ということは、１校当たり何冊になる…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇３番（西田祐子君） 5,000。中学校１万8,733冊ということは、これ５校ですよね。 

          〔「違う」と呼ぶ者あり〕 

〇３番（西田祐子君） ４校。ということは、小学校よか少ないということ。申しわけないの

ですけれども、私はやはりちょっとひど過ぎるのではないかなと思うのです。国のほうから本

に関しては、蔵書に関しては交付税措置とかはされていないのですか、ただ各自治体だけで、

白老町なら白老町だけの責任で本を買ってくださいというふうになっているのでしょうか、そ

の辺ちょっとお伺いしてみたいと思います。 

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）図書の整備に関しましては、交付税措置はされております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） それでは、交付税措置されているということですので、昨年度、今年
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度、お幾らずつ交付税措置されていますか。その本は、全部各学校のほうに行っていると思い

ますので、その金額お教え願います。 

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）  2006年度と2007年度の実績で申し上げますと、白老町につき

ましては2006年度、交付税額が425万円、そのうち予算額が169万円と、それと2007年度につき

ましては交付税措置で673万円で、163万円を図書整備に使用しているという状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） ちょっとわからないので、もう一回お伺いします。交付税措置されて

いるのが2006年が425万円で予算額が169万円、2007年度が交付税措置が673万円で図書整備費が

163万円って、どういうことなのでしょうか。その辺ちょっと具体的にお教え願います。 

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） 今言った措置というのは、交付税にカウントされる数字なの

です。基本的にはその財源というのは一般財源で、それを何に使うかというのは、ほかのもの

に使うということもできるのです。こういったものというのは、一つの交付税の算定根拠とし

て使用しているということで、それが直接補助事業だとか交付金事業だとか、そういったこと

と同じような感覚で、そのお金をそのままそれに充てるというような仕組みのお金でないとい

うことでご理解いただきたいなと思います。 

          〔「社会保険庁と同じだべや、それなら。そんな話ないべや」と 

           呼ぶ者あり〕 

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） 誤解されたら困るのですけれども、例えば交付税には個別算

定経費といいまして、道路の維持補修だとか河川の維持補修だとか、延長だとか幅だとか、そ

ういうものでつけられる交付税があります。それと同じことで、それをそのまま算定されたも

のに使いなさいということにはなっていないのです。それは一般財源で、全体の予算の枠の中

で多方面に使うということで許されているお金なのです。そういうことでご理解いただきたい

と思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  西田議員、学力テストの通告で今質問されておりますので、もし関

連であれば関連ということで言って質問していただければ、できるだけ関連質問は避けていた

だきたいと思いますが。 

３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） これは、図書のことは別に関連質問ではなくて、実際に読書量と学力

向上、相関関係明らかであると文科省が言っているので、蔵書量がたくさん、北海道平均は少

ないと、全国平均に比べて少ないと、それに比べて白老町はどうなのですかと、きちっと交付

税措置されているのですかということを私はお伺いしたわけであって、別に関連質問でも何で

もなく、学力テストの結果を押さえて、実際にこういうような文科省の結果報告があるのであ
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れば、白老町としてきちっと交付税措置されているものであれば、そのように使うべきではな

いのかなと私は思っておりますけれども、そういうふうな使われ方をしなくてもいいというこ

となのですけれども、私はそれでいいのかどうなのか、非常に疑問を感じております。 

 次、給食費の収納と滞納の状況についてお伺いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔「答弁されますか」と呼ぶ者あり〕 

〇教育長（白崎浩司君）  先ほど経営企画課長がお答えした。答えは、そのとおりです。交付

税の措置ですから、そのものは補助金とか助成金と違いまして、使用目的がそれに限定するも

のではないということで、措置はカウント上はされていますけれども、このものについて使途

は、使い道は自由に決められていると。そういう中で、図書購入として白老では40％とか、そ

の交付の額の割合として40だとか24％だとかということで購入費に充てていますということ

は、先ほど学校教育課長の答弁のとおりでございます。ただ、私の言いたいのは、先ほども言

ったとおり、全額ということではないですけれども、学校図書館、それから図書室、それから

町立の図書館、そういうことの連携した中で蔵書の足りない分、例えば平均として足りない分

というものについてはそういう連携した中で本を読んでいただきたいというようなことでござ

います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 次、給食費の収納と対応の状況についてお伺いいたします。今年度の

未納額は、不納欠損額を除いて950万1,000円でありますというふうな最終報告いただきました

けれども、決算報告書にもありましたけれども、給食費の収納額が低い、また滞納されている

分についても非常に収納率が低いということを指摘されておりますけれども、電話催促、家庭

訪問徴収を強化し、さらに悪質滞納者に対しては強い姿勢で対応し、法的措置を視野に入れて

と、具体的にもうされているのでしょうか。いかがでしょうか、その辺お伺いします。 

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）  実は、８月以降来年の５月までの間に年間６回、強調月間を

設定して、既に８月の末に私も回ってきておりますけれども、そういうことで学校教育課挙げ

て、管理職が夕方そういう対象者のところに伺って、そういう実態をお話ししながら対応に当

たっております。今後５月までの間にさらに５回ほど強調月間を設定しまして、そういう徴収

強化に当たっていこうということで今進めているところでございます。それと同時に、教育長

からも１問目お話ししたとおり、法的措置も視野に入れたことで徴収強化を図っていきたいと

いうことでございます。 

          〔「今までやっていないんですか、今やっているかと、法的措置」 

           と呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（本間勝治君）  まだ。法的措置については今後です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 
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〇３番（西田祐子君） 管理職の皆さんが総出で徴収に当たっているということなのですけれ

ども、実際にやってみまして、その効果は上がっていらっしゃるのでしょうか。 

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）  額的なことで申し上げますと、相当上がっているというふう

には申し上げれる状況ではないと思っておりますけれども、幾分かでも当日管理職が手分けし

て行った中ではそういう徴収をしてきておりますし、その後、今までいろんな文書を出しても

対応していただけなかった人たちに給食センターに出向いてもらって誓約書を書いていただく

とか、そういうようなことが若干でもふえてきているという状況でありますので、今後も引き

続きそういう強化を図っていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 白老町がこのような財政難の中で、実際にいろいろ税務課のほうでも

一生懸命頑張って徴収したりとかしているわけなのですけれども、学校給食につきましては白

老町からの一般財源が含まれるわけでありませんので、子供たちが納めた金額に対して食材を

買い、つくるという形になっておりますよね。今ほども説明ありましたけれども、食材購入が

高騰してきているから云々という説明もありますし、今後このような状態で果たしていいのか

どうなのか非常に疑問を感じているわけなのです、私としては。もういっそのことそれだった

ら学校給食をやめたほうがいいのではないかという意見まで私の耳に入ったり、また別にいっ

そのこと学校給食ただにしたらどうなのだと。払わない人たちと払う人たちの意識の違いとい

うのですか、意識の違いというかなんというか、そういう溝がどんどん、どんどん深まってい

くのが非常に感じられるわけなのですけれども、全国的にもよくテレビとかマスコミとかで紹

介されていますけれども、中には町長とか市長が直接来てくださいと、払わない人にぜひ来て

くださいと、どうして払えないのですか、その説明をしてくださいというところもありますよ

ね。ご存じありませんでしたか、何カ所かあると聞いていますけれども。そういうような、教

育長がぜひ教育委員会に来てもらって、どうして払えないのか、その説明をしてほしいと、そ

こまで強く出ているところもあると。そうすることによって非常に収納率が高くなったという

報道なんかもありまして、そこまで考えられるお考えはいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今のご質問の中で前段のところに、学校給食費の滞納状況、それか

ら納めた人と納めていない人、そういう方々の気持ちの中での溝、そういうような表現の中で、

例えばただにでもしたらというようなお話を言っている人もいるよというようなお話ありまし

たけれども、非常にそれは本末転倒な話で、納めていないような状況があるから、それではた

だにしようかというのはちょっと乱暴な言い方なのかなというふうに思っています。それで、

今学校教育課長が言ったとおり、徴収強化ということで回数もふやし、それから管理職も対応

するということで夜間徴収に歩いております。そういう中では、なかなかその方々と面談をす

るというのがまず非常に難しい。会えればそういうお話をできるということで、まずその方々
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の生活状態も押さえた中で、帰宅時間等々も押さえた中で、まず面談ができるというようなこ

とが第一歩なのかなというふうに思っています。今お話の中にありましたトップが未納者と相

談、納付相談というのですか、納税相談といいますか、そういうようなことをすると、それは

全然やぶさかではございません。ただ、それをするに当たっても、当然職員のほうがいろんな

方法で未納者に当たっていくというような方策の中で私のほうが、トップのほうがそれに当た

るというのは最終的にはやぶさかではないというふうには思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） やぶさかでないとおっしゃっているのですから、ぜひやっていただき

たいなと。未納者の方は教育長の部屋へ来て、ぜひ説明してほしいなどと広報なんかで載った

ら、慌てて収納される方がふえるのではないかななどと私は感じております。 

 最後になりましたけれども、少子化対策についてお伺いいたします。少子化対策について…

… 

〇議長（堀部登志雄君）  暫時ここでちょっと…… 

〇３番（西田祐子君） もうすぐ終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  すぐですか。それであれば、どうぞ続けてください。 

〇３番（西田祐子君） 少子化対策についてどのようなお考えをお持ちであるか、お伺いいた

します。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 少子化対策についてのご質問にお答えいたします。 

 本町における急速な少子化の進展は、若者の転出や平均寿命の伸長による高齢者の増加と相

まって、本町の人口構造に大きなひずみをもたらし、まちづくりにとって大きな課題となって

おります。少子化は、ご存じのとおり本町特有の現象ではなく、国家的な課題としてもさまざ

まな施策を展開しておりますが、社会におけるさまざまなシステムや人々の価値観と深くかか

わっており、この事態を克服するためには長期的な展望に立った不断の努力の積み重ねが不可

欠であるものと認識しております。本町の少子化は、国勢調査結果によりますと、ゼロから14歳

の年齢階層において昭和50年の6,334人から平成17年には2,339人に減少し、30年間に人数にし

て3,995人、率にして63％の減という状況にあります。 

このような状況をかんがみ、本町では平成17年３月に白老町次世代育成支援行動計画を策定

し、保育や子育て環境の整備に努め、医療制度においても国の施策に基づき、医療給付、乳幼

児健診、妊婦健診などの充実を図り、安心して出産、育児、子育てのできる地域社会の実現の

ため各種の施策を推進しております。また、男女共同参画社会の形成に関する取り組において

も、白老町男女共同参画計画・あいプランに基づき、男女問わず育児をしながら安心して働き

続けることができる職場、家庭環境の実現に向け、育児は男女の共同作業という意識の浸透の

ためさまざまな取り組みを行っているところであります。結婚や出産は個人の決定に基づくも

のでありますが、私は若者が家庭や子育てに夢を持ち、かつ次世代の社会を担う子供を安心し
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て産み、育てることができる環境を整備し、子供がひとしく心身ともに健やかに育ち、子供を

産み、育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を我がまちに実現しなければなら

ないものと考えております。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 先般妊婦健診の考え方につきまして、舛添厚生労働大臣が14回の妊婦

健診をぜひ来年度から無料化できるものならしたいというふうに、そのような発言がありまし

たけれども、産婦人科のない当町といたしましては、各地の産婦人科との連携、また先ほども

ちょっと、別な話なのですけれども、人工透析患者さんへのバス送迎はしているのですけれど

も、妊婦さんは全部自分のお金で、また自分の車だったり公的な交通機関を使ったりとかいろ

いろしながら自分で行っているわけなのですけれども、白老町内に産婦人科がないという現状

から考えますと、その辺の補助をする考え方があるのかないのか、それが１つです。２つ目に、

小学校まで今たしか医療費無料なのですけれども、その医療費無料に当たりまして、白老町内

の診療所とか病院とかでかかった場合は無料なのか、それが町外に行っても無料なのか、その

辺がちょっとわからないのですけれども、例えば東京の杉並あたりとか東京都なんかそうなの

ですけれども、自分の区内であれば無料だと、だけれどもほかの区に行ったら有料になります

よと、そういうような制度なんかもあるのです。白老町としてはどういうふうになっているの

か、その辺２つ目。その無料ということに関しまして、できれば私は中学校まで、義務教育や

っているまでは無料にしてはいかがかなという考え方なのです。というのは、確かに物すごい

金額と思われるかもしれませんけれども、今ほど言いましたように町内の医療機関に限定して

例えば無料にするとか、そういうような形にした場合、ほとんど中学生ぐらいになりますと病

院にかかるという機会は少なくなってくるわけなのです。風邪だとか、転んでちょっとけがし

ただとか、大きな事故になりましたら別ですけれども、ほとんど医療費がかからない状態なの

ではないかなと。白老町は、今般財政改革プログラムなどをつくって、何とか白老町の財政危

機を脱却したいと、そういうことからいえば、私の今言ったことなどはお金のかかる話なので

すけれども、白老町は白老町らしく元気まち白老である、そういう観点のことから考えると、

それほど大きな金額ではなくて、白老らしい独自の政策が何かあってもいいのではないかなと、

そういうような思いでこの２つのことを申し上げたいと思います。 

 それと、もう一つは、保育園とか幼稚園に入るまでの子供たちの公園、そういうものが白老

町は整備が少ないのです。実際に子育てしていらっしゃるお母さんたちも皆さんそうなのです。

私もそうだったのですけれども、保育園に入ったりとか幼稚園に入ったりするまでのその間、

遊園地に連れていっても邪魔になる、デパートにも連れていかれない、親戚のうちに行ったっ

て、１時間か２時間ぐらいはいいけれども、余されると言ったら変な言い方ですけれども、本

当に家族でお子さんと一緒にお弁当を持って、そして遊びに行ける公園整備がなかなか進んで

いないのではないか。そういうところをぜひ白老町の目玉で考えられてはいかがかなと、そう

いうふうに思っておりますけれども、その辺の、これは最後の質問にさせていただきますので、
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理事者側のお考え、そういうような、この財政難の白老町だからこそ何か１つくらい明るいこ

とを考えてくださってもいいのではないかなと、そういうつもりで提案させていただきました。 

〇議長（堀部登志雄君）  田中健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（田中春光君）  私のほうから、さきにありました婦人科医院との連携、それ

と妊婦さんの病院への送迎の関係、この２点についてお答えいたします。 

 まず、連携の関係なのですが、これは北海道の事業の中で平成16年から制度化されておりま

して、名前としましては周産期養育者支援保健医療システム整備事業と、こういった事業の中

で連携がとられております。具体的にはどのような形になるかといいますと、未熟児のお子さ

んであるとか、子供さんや親の方の健康の状態、家庭環境の問題などさまざまな問題ある方い

らっしゃるわけなのですが、そういった育児を困難にする要因がある場合は医療機関のほうか

ら町のほうに情報の提供、文書による情報の提供がございます。これを受けまして、私どもと

しましては自宅の訪問を行い、相談、支援を実施すると、こんなような環境になっております。

実施後は、その結果について医療機関と所管の保健所にも報告をいたし、必要に応じては私ど

もではまた相談の繰り返しと、そんなような継続といいますか、形をとっております。 

 ２点目の妊婦さんの病院の送迎の関係なのですが、この関係については現時点では特に考え

ておりません。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 今ご紹介、お話のありました東京都内の自分の区内であれば無料

になるというのは、多分そこの区でもって独自に持っている医療費の助成制度だと思っており

ます。白老町の場合につきましては、これは道と白老町とが半分ずつ出し合って、乳幼児の医

療費については無料化を行っています。これは、日本全国どこの医療機関に行きましても、最

終的には同じような、白老に住んでいると同じような状況で医療はかかることはできます。 

 それと、中学生までの無料化についてのお話がございましたが、財政改革プログラム等、厳

しい財政状況の中で現在独自のさらに上乗せするような形での医療費助成というのについては

現在考えてございません。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） 今の答弁と近いのですけれども、財政改革プログラムの中では公

園については計画されておりませんので、現時点では難しいと判断しております。 

〇議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 

〇３番（西田祐子君） 最後の１点はどうなのでしょう。何か１つくらいは考えないのですか

と、そういうことを伺ったのですけれども。 

〇議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  最後に理事者の考えはどうかということで、いずれにしても西田議

員のお考えは十分わかります。固定資産税の超過課税、1.7か1.65かまだ決定されておりません。
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こういった財政状況がきちっとした上で、こういった内容についてできるものがあるかどうか、

これは検討をさせていただきたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

          〔「答弁保留」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  答弁保留したのがあるそうですので、本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  先ほどは失礼いたしました。不登校のところで学校支援地域

本部事業の関係でご答弁申し上げていなかったものですから、これについては道の委託事業と

いうことで、簡単に申し上げますと現在の学校現場において教師が子供と向き合う時間が少な

くなっていると、そういうようなフォローを地域のボランティアの方々等々を含めて本来の教

員が児童生徒と向き合う時間を多くするというようなことで今年度から始まったものでござい

まして、約154万円ほどの予算で、地域としては萩野小中学校、萩野地域を今回申請してござい

ます。そういうことで今後進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  これについて何かありますか。 

〇３番（西田祐子君） いいですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  はい、どうぞ。 

〇３番（西田祐子君） 済みません。終わったのですけれども、１つだけお伺いします。154万

円で今後これからやっていくということなのですけれども、これ３年間の委託事業とされてと

いうことですので、今年度から始まって３年間で終わってしまう。つまり萩野小と萩野中３年

間やってしまうということなのですか、それともあちこちの学校で順番にやっていくというふ

うに理解してよろしいのでしょうか、その辺ちょっと具体的にお願いします。 

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）  萩野地域については、今年度からということでスタートしま

すけれども、私のほうもその辺詳細つかまえてございませんけれども、萩野地域だけで３カ年

ということになるのか、白老町全体としてほかの地域も含めて、２カ年目は違う地域になるの

かということまではちょっと今、申しわけございません、押さえてございません。 

 以上です。 

〇３番（西田祐子君） わかりましたら、教えてください。 

 以上で終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で３番、西田祐子議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ３時４４分 

                                         

          再開 午後 ３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。 
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          ◇ 吉 田 和 子 君 

〇議長（堀部登志雄君）  通告順に従って、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。通告順に従い、３項目10点について質

問いたします。 

 先ほど町長の行政報告において導入をされるという報告がありましたが、１項目め、増収対

策として１点目、各自治体は財政が非常に厳しい中で自主財源確保のため、生まれ故郷など自

身の居住地以外の自治体に5,000円以上の寄付をすると税控除となるふるさと納税が地方税法

改正で本年５月１日よりスタートされましたが、本町での導入はされるということですが、手

法について伺っていきたいと思います。 

 ２点目、町は昨年より広報紙へ有料広告を掲載しておりますが、その効果と今後の広告収入

増を図る考え方について伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 増収対策についてのご質問であります。 

 まず、１点目のふるさと納税制度の導入の考え方と手法についてのご質問であります。本制

度は、ふるさとである地方自治体等に対し寄付を行うことにより、居住地の住民税等が控除さ

れる、いわゆる寄付金税制の一つであり、ふるさとへ税金を納めるのと同様の効果が得られる

ことから、一般にふるさと納税と呼ばれています。ふるさとは、出身地に限らず、旅行などで

訪れたまちやおいしい食材を提供してくれるまちなど応援したい自治体を自由に選択できるこ

とから、現在多くの自治体が本制度のＰＲに力を入れている状況にあります。本町では、９月

１日、白老町ふるさとＧＥＮＫＩ応援寄附要綱を策定し、ホームページでの情報提供を開始し

たほか、今後東京白老会会員へのＰＲや広報による町民への制度の周知を図り、町外に住むご

親類や事業者においては町外から通う従業員らに対して制度の活用を呼びかけていただくよ

う、協力を求めてまいりたいと考えております。なお、現状につきましては、２件の問い合わ

せがあり、今月中に寄付をいただけるよう手続を進めているところであります。 

 次に、２点目の町広報紙の広告掲載の効果と今後の広告収入増を図る考えについてのご質問

であります。財政改革プログラムの取り組みの一つとして、昨年８月から町広報紙への有料広

告の掲載、ことし４月からは町ホームページバナーの有料掲載を開始し、ことしの９月までに

広報紙広告に16社、バナー広告に１社の掲載があり、延べ125万円の広告収入実績となっており

ます。収入は、すべて特定財源として広報紙の印刷製本費に充当しております。さらに、町内

の店舗、事業所、企業などを広く紹介することにより、地域経済の活性化につながっていくも

のと期待しております。また、広告の中には、会員募集や催し物のＰＲに利用され、広範囲に

町民へ周知する手段にも活用されている事例もあります。今後他の媒体による有料広告の導入

については、他市町村の事例などを調査研究し、検討してまいります。 
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 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） 15番、吉田です。このふるさと納税の導入に関しては、特別委員会の

中でも少し触れましたけれども、早速今回導入になったということで、大変評価をしたいとい

うふうに思います。少しでも多くの方に寄付がしていただけるような手法をともに考えれるよ

うな場にしていきたいというふうに考えております。 

 まず、１点目なのですが、ＮＰＯ政策過程研究機構というところがあります。そこが東京で

20代から30代の男女に行ったアンケート調査の結果、ふるさと納税をしたい地域に北海道を挙

げた率が18.6％と１位だったというのです。その知名度が寄付、北海道というのはやっぱり一

番知名度があるということなのですが、そのことが寄付行為に直結されるということにはなら

ないと、その研究をしているところでは言っているのです。直結させるためには、どういった

目的で寄付を集めるか明確な筋書きが必要であるというふうに言われています。私は、白老町

のホームページをまだ見ていませんので、どういう形で出しているかわかりませんが、ＧＥＮ

ＫＩ応援寄附要綱ということですので、どういったことに使うというのか白老町としての政策

メニューをきちっと掲載されているのかなというふうに思うのですが、そういったことで政策

実現に向けての寄付を募るという、これはここでは要綱となっておりますが、全国の自治体で

は寄付条例というふうに定めて、そこに寄付される方が選んで寄付をしてもらうという方法を

とっているところもあるのですが、そういう条例も含めてどのような、政策メニューをきちっ

と立てられているのかどうなのか、その点について伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） ことしの９月１日、ついこの間でございますけれども、この

制度をスタートさせました。その内容についてのご質問でございますので、その概要について

ご説明いたします。まず、今吉田議員がおっしゃったように各まち一斉にやってございます。

ですから、我がまちに振り向いてもらうということが一番大事で、その内容がやっぱり大きく

左右するものと思っています。それで、町としましては全部で８つの活用方法、それを提示い

たしまして、その中の１つあるいは２つ、その寄付に使ってくださいということで指定寄付を

受けるという形でございます。教育の分野、それから文化、産業振興、それと町民の活動だと

か、福祉、環境、そういった項目をインターネットでご紹介しまして、寄付していただく方は

その中から選んで指定寄付してくださいという内容になってございます。ＰＲは、今のところ

インターネットを中心に考えております。それと、さらにこれからさまざまな場面で口コミで

ＰＲしていきたいと思っております。 

 それと、もう一点、条例化という部分でございますけれども、白老町にはご存じのとおり基

金を造成している条例がたくさんございます。その基金がほとんど今私が申しました教育だと

か文化だとか産業振興、それらの受け口になってございます。ですから、新たにこのふるさと

納税のための条例をつくるという必要がございません。それで、要綱で対応するということで、
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各市町村も要綱で対応するところ、条例で対応するところ、さまざまでございます。そういう

ことで、うちのほうは一応現段階では要綱で対応しようという考えでございます。 

 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） 先ほど課長から答弁ありましたように、これは各自治体の知恵比べだ

と、どういった印象をつけて寄付を募るかということが１点大事なことと、それから寄付者も

まちづくりに参加をしているという、そういう気持ちになっていただくということが大事だと

いうのです。ですから、今要綱というか、教育だとか文化だとか福祉だとか、いろいろなもの

に使いますということなのですが、政策的なメニュー、具体的なもの、病院なら病院の改修、

改築をしたいと、そういったことに皆さん寄付していただけませんかとか、そういった具体的

なメニューを何点かそろえてやっていくことも必要なのではないかということ、私もそういう

ふうに考えたのです。やっていく中で寄付を募っていくと、すると本当に町民の納税する、寄

付される方が興味を持ったもの、持たないものというのがおのずと出てくると思うのです。そ

ういった中で新たなメニューを研究するとか、そういったことをどんどん進めていくという、

１回ばっと流したから、それで終わりということではなくて、常にそういった変更をさせてい

くという、そういった形が１点必要だということと、それからもう一点は、そのアンケート調

査の中に結果報告があるといいですねということなのです。これは、私１回で終わらせてほし

くはないと思っているのです。１回した方が来年もまた頑張ろうとか、そういった気持ちにな

れるようにするためには、今回こうしていただいたものはこういう結果として生まれましたと、

こういうことになりましたという、そうしていただいた方に返事できるのかどうかわからない

ですけれども、ホームページでやるのかどうかわかりませんけれども、そういった結果報告を

していくことも一つの手法として大事なことではないだろうかということが載っていて、私も

自分が寄付したときにこういったことに利用されましたということが結果としてわかったとき

に、また次へつなげていこうと、そういう気持ちになれると思うのですが、その点どのように

お考えなのか伺いたいと思います。 

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、１点目の政策的なメニューです。そこをきちっと明示

して、寄付金の動機づけにするというご質問でございますけれども、先ほど申しましたジャン

ル、その中にないものを独自に寄付してくれる方がこれに使ってくださいというメニューも１

つ用意してございます。それと、もう一つ、町長の裁量で自由に使ってくださいというメニュ

ー、これも実は用意しているのです。そういった中で、寄付者が指定すると、指定してくれる

と、みずから町が提示している活用事例にないといった部分、それを指定するというのがまず

１つございます。そういった中で、その政策メニューを、特別の町の課題を解決するための政

策メニューも加えるということは、この制度を構築する最初の時点で検討していました。ただ、

病院だとか、一つの例として挙がりますけれども、莫大な、病院ですと十何億円から20億円と
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かかかる、そういった中で１万円、２万円というもの、その程度しか考えていないという方が

果たしてそれに対して動機づけになるかという部分ございます。そして、集まった金額が結局

数万円だとか10万円となると、本当にそれがきちっとした効果として出たのかという部分もご

ざいます。その辺もありまして、最初に制度構築した段階では少しその辺については様子見ま

しょうと。まずやってみて、どのぐらい集まるかなといったことをまず感触として確かめた上

で、吉田議員おっしゃる政策的メニューは今後検討させていただいて打ち出していきたいなと

思っております。 

 それと、結果報告ですけれども、これもきちっと結果報告ということで位置づけしている自

治体もたくさんございます。本町もそういうことをしようかなと、要綱の中に入れようかなと

最初思ったのです。ただ、本当に先ほど申しましたようにどのくらい集まるかわからない。そ

ういった制度に対してどれだけ人的資源を投入する。職員が少なくなってきている中で、新た

な業務の発生です。ですから、そこのところも見きわめた中で、その制度の新たな肉づけはし

ていきたいなと、そんなふうに考えておりますので、まだまだこの制度はその状況によっては

どんどん、どんどん変えていくという考えでございますので、そういうことでご理解いただき

たいなと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  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。私は、次の質問を言おうかどうしようか、ちょっと

心の中で迷っていたのですが、ここに答弁の中に書いてありましたので、声を大にして言いた

いと思います。町外に住む親戚や事業者においては、町外から通う従業員らに対して制度の活

用を呼びかけていただくという項目がありますので、いろいろなものを読んでいく中で、財政

危機に直面している自治体は行政区外から通う職員に対しても寄付を呼びかける構想というの

を持っているというのです。これは、寄付というのは、自主的な応援をするという本当は事業

なのです。それをそういう制度からちょっと外れるのでないかという、そういった問題点もあ

るということで、私もこれ言おうかどうしようかとちょっと迷ったのですけれども、それと同

時に、ではそういうふうな制度をどんどん取り入れていくと白老町からよそに通っている方と

どっちが多いのかなと私もちょっと考えながらいたのですが、その辺のことを、ここは事業所

ということになっていますけれども、地域的、職場的には町の職員ということも含めていらっ

しゃるのかどうなのか、町の職員だけに限ることではないと思いますが、そういった点、反応

的なものはどのように考えて、それは大丈夫なのかなというのがちょっと私もあったのですが、

それは自信を持って大丈夫だということで進めていくということですね、これは載せているの

ですね。 

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） まず広く、とにかくこれ口コミというものが大きな影響を与

えるのです。自分のお子さんが東京で働いている、白老出身の親戚の方が札幌で働いているだ

とか、そういった方に声をかけてどんどん、どんどん幅を広げていく、これが一番有効な方法
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なのです。ですから、ことしあります東京白老会の中でもプレゼンをして、制度のＰＲをした

いなと考えております。そして、なおかつ、やはり町の誘致した企業、そういった企業の方に

つきましてはできる限りお願いしたいと、町外から出勤している方、町外に住んでいる方、そ

ういう方についてお願いしたいと考えております。町の職員についても、これは当然、他の事

業所にお願いするわけですから、ですから町の職員についてもそこはきちっと周知して、お願

いしたいなと考えております。 

 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） 個人的なことですが、私も息子が地方におりますので、ぜひ呼びかけ

たいと思っていますし、苫小牧市は６月から始めたのです。まだ２件だというふうな話聞いて

います。そういったことからいくと、白老町は先ほど町長の報告で２件で51万円ということで

したので、先行き明るいのかなと期待をしながら、少しでも多くの方々に、これは金額よりも

点数がどれだけなるかということが大きな手法だということですので、そのことについてはま

た後で述べますけれども、そういったことで知恵を出し合いながらやっていきたいなというふ

うに思います。 

 もう一点は、さっき基金のいろんなものがあるということだったのですが、今まで寄付金控

除の対象というのは地方公共団体、それから日本赤十字社、共同募金等に限られていたのです、

団体募金と。市町村が独自に条例で団体を指定したとき、税控除の対象にできる法改正も今回

あるということで、ＮＰＯとか社会福祉施設、それから学校などが含まれているけれども、こ

の件に対しては白老町はどのように扱っていくというふうにお考えか伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  野本税務課長。 

〇税務課長（野本裕二君） 今の質問ですけれども、ちょっと資料持ってきていないのですけ

れども、後日税条例改正の中で説明しようかと思ったのですけれども、今言われましたとおり

道のほうからは、指定機関ですか、法人の指定、学校法人の指定等の一覧は来ています。うち

の場合でしたら、社会福祉法人で６カ所だったと思います。学校が１カ所だったと思います。 

 以上です。 

          〔「項目ふやしていくとか指定していくという考えはないの」と 

           呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  野本税務課長。 

〇税務課長（野本裕二君） 町独自での指定というのは、できないのです。あくまでも所得税

の控除に伴っての指定ですので、道町民税、個人住民税、それの所得控除ということですので、

あくまでも道の条例に準ずるという形になります。 

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） 私の読んだときは、市町村が独自に条例で団体を指定したときと書い
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てあったものですから、てっきりできるのだなというふうに思ったのですが、そうではないの

ですね、道なのですね。わかりました。 

 次に、周知の方法なのですが、東京白老会とか各事業所とか、先ほど言っていましたように

町外に住むご親戚や事業者に呼びかけていくということだったのですが、１点はホームページ

ということなのです。これは、私はこういった考え方からいくと地元の人たちにどれだけこの

ことを周知するかということだと思うのです。自分の我が子がさっき言っていましたようによ

そにいるとか、それからお年寄りになった方の息子たちがほかの地方にいるとか、そういった

方々に、ホームページを全部見てくださる方ならいいのですけれども、ここに住んでいる白老

町の町民がそのことをしっかり自覚して、子供たちが来たときとか、そういったところに訴え

ていけるようなやり方というのが私は必要だというふうに思うのですが、その点が１点と、そ

れからあともう一点は、白老町の学校の卒業生、同窓会とかやっている幹事さんとかいますよ

ね、そういった方々にしっかり呼びかけるとか、それから町内外のイベントでの、先ほど言っ

ていましたように旅行で来たりとか、そういった方々もしてくれるのではないかということで、

イベントでの広報のあり方。それから、工夫しているところでは、チラシというのは荷物にな

るので、名刺判にして、名刺に詳細を書いたものを町外から来た方々にどんどん渡していくと

いう、そういった手法をとられているというのです。ですから、私は、ホームページ等におい

て町外、東京白老会に向かっていく、札幌白老会もうなくなりましたけれども、もちろんそう

いう組織があったわけですから、そういったところにも訴えていくというのも一つの方法だと

思うのですが、もう一点は町民へしっかりアピールをするということだと思うのです。それと

もう一つは、先ほど人が足りなくていろんなこと、やっていきたいものはあるけれども、今の

職員張りつけことにならないということで、厳しいということ、厳しいことがいっぱいあると

いうことなのですが、私は町民を巻き込んだふるさと納税にぜひかかわって応援したいですよ

というメンバーを募ることも私は一つの手法ではないかというふうに思います。これは１年で

終わることではありませんので、常に長年というか、続けていけるということを考えると、町

民が応援しますよ、僕もそういうのに参加して呼びかけますよと、そういった方々を募る組織

づくりも私は必要だというふうに思います。それと、もう一点は、これいろんな手法を使わな

ければならないので、各課を横断した対応も必要にはなるのでないかなと思いますけれども、

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）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 議員おっしゃるとおりで、地元のＰＲ、ここの部分が大きな

ファクターでないかと思っております。地元のＰＲにつきましては、広報紙だとか、今月の末

に計画しておりますまちづくり懇談会だとか、あるいはいろんなところで各課が所掌しており

ます外郭団体での会合だとか、そういったところでのＰＲ、それは十分にさせていただきたい

なと思います。それと、学校の卒業生の件、これ本当は一番、すごく有効なのです。ところが、

個人情報の関係がありまして、これはなかなか難しいところなのです。それで、１つ私も考え

たのですけれども、お盆のときに里帰りした子供たちをつかまえて、つかまえてというか、家
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族がです。そして、町が用意した登録票みたいのを渡して、そして町に、私の課にそれを届け

てもらうだとか、そういう方法もあろうかなということで、実は課のほうではそういう捕捉の

仕方も考えてございます。 

 それと、町民の活動として定着させる、ここの部分も、これも今後この寄付の広がり方、集

まり方、それを見ながら検討していきたいなと思っております。それと、各課の職員間の連携

をとって、横断的な職員の組織立ったＰＲ活動、これにつきましてもやっていきたいなと思っ

ております。もう既に各課には回覧とかで渡しておりますし、課長会議でも十分制度周知図っ

てございますので、その辺は、これはやれる範囲、持っている能力の中でできる限りやってい

くという方向で考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  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） 私は、白老町の学校卒業生とか、同窓会とかクラス会というのは、こ

れは名簿をいただくということではなくて、そういった情報を、だから町民を巻き込んで、同

窓会の幹事をされている方とかは大体決まっているのではないかと思うのです、各学年層によ

って。だから、そういったこととか町民を巻き込んでやると、あそこでことしどこどこの同窓

会あるよとか、何年生の同窓会があるよとか、何年卒業生のあるよという、そういう情報をキ

ャッチできる方法を考えると、そこへ、その幹事さんにちょっと渡してお願いをしてもらうと

か、そういうことで応援するよというメンバーを募れば、私は成功ではないかというふうに思

いますので、名簿集めるということはやっぱり厳しいと思うのです。ですから、そういった手

法を使って町民を巻き込むという、それから先ほど言ったように町民にアピールをする、町民

に応援をしてもらうという形をつくっていくことが私は大事だというふうに思います。 

 次へいきます。今度は、広報のほうにいきます。町広報の有料広告が125万円の広告収入にな

ったということで、これは私は一つの成功の姿ではないかなというふうに思います。今後は、

町民に配達する封筒だとかそういったものに使っているのです。これは、苫小牧市さんの、私

もちょっと苫小牧市の方に聞いたのですが、施設とかそういったところに枠を設けて広告を載

せているというのです。そういったこと、それからあとは車、苫小牧市営バスなんかはほとん

ど広告が載っています。そういった面で、白老町はリースで車借りるようになりましたので、

それ載せれるのかなとちょっと思ったのですが、ＣＩマークだってずっとつけてあることで町

民にすごく浸透しましたよね。そういった意味では、広告主からも本当に有用な広告媒体にな

っているという、そういう評価があるのです。そういったことでは、今後そういう施設も含め

て拡大をしていくという考えはないのかどうなのか、その点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 今町の広報紙がこれだけ有料広告料として集まるということ

で、期待していた以上のものが今集まってございます。ただ、これも景気に左右されることで

ございますので、今後どう推移するかということはまだ楽観視できない状況だと思っておりま

す。そんな中で、公共施設の広告スペース、公民館なら公民館のロビーの一部の壁にそういう
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広告を載せるスペースを設ける。あるいは、もっと大胆にいけば、壁全体にペインティングす

るだとか、いろいろ方法はあるかなと思います。それと、車に対して、今苫小牧市営バスだと

かいろんなところでやっていますよね、ああいうやり方もあります。それと、封筒や何かにも

印刷する方法、いろいろございます。そういった中で、結構初期投資がかかると、経費がかか

るというものがございます。ですから、その辺きちっと投資した額以上のものが広告料として

入る、その見通しが立ったものから順次やらなくてはいけないのかなというふうに考えており

ます。ですから、その辺につきましては順次検討して、確実にプラスになるといったものから

取り組んでいきたいなと、こんなふ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） 媒体がどういったものが一番効果があるのか、広告を出す人たちはや

っぱりそれが効果あるというふうに認めているから出してきているのだと思いますし、まして

そういう決まった場所、人の集まる場所にそういった施設等にあるということが人の目を引く

ということでの大きな媒体になるというふうに私は考えますので、今後、答弁はいいです。し

っかりときわめながら、苫小牧市は年々どんどんふえていっているのです。場所もふやしてい

ますし、ふやすことで収入もふえていると、やっぱりそれは広報紙の発行とかそういったもの

に使っていく、また次の広告媒体というか、そのスペースをとるために使っているということ

ですので、そういったことではこれもやっぱり知恵と工夫だと思いますので、そういったこと

で努力をしていただきたいというふうに思います。 

 次にいきます。２項目めについて伺います。公営住宅法が改正になりました。これは、来年

度から大きく改正になるのですけれども、それと定住対策について伺います。 

 １点目、収入基準改正による入居希望者への影響について。 

 ２点目、家賃算定基礎額の変更による影響はどう変化していくのか。 

 ３点目、既存入居者の基準額を大幅に超えている収入世帯の状況と対応について。 

 ４点目、若者の定住のための住環境整備について検討を進めると町長執行方針にもあります

が、進捗状況について伺います。 

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） 公営住宅法の改正と定住対策についてのご質問にお答えします。 

 １点目の収入基準改正による入居希望者への影響についてと２点目の家賃算定基礎額の変更

による影響については、関連がありますので、一括してお答えします。現在来年度家賃を決定

するための町営住宅収入申告書の提出が終わっておらず、法改正に伴う家賃改定作業の準備を

始めたばかりの状況で、影響の詳細はつかめておりませんが、年金生活者などの収入の低い方

については家賃の負担増は生じないものと考えております。今回の法改正では、所得額の入居

基準が一般入居の場合は20万円以下から15万8,000円以下、障がい者及び高齢者等の場合は26万

800円以下から21万4,000円以下に下がりますが、一般入居で年間粗収入、３人世帯400万円以上
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の世帯が入居制限を受けることになると見込んでおります。また、家賃算定基礎額の変更によ

り、所得額が変わらなくても所得階層区分の位置が上がることになることから、ある程度の収

入ある方が入居できないケースが出てくるものと考えております。現在年間で平均60件の入居

待機者がいることから、法改正の目的である真に住宅に困窮している低所得者に対し、より早

く、より多く供給できるようになると考えております。 

 次に、３点目の既存入居者の基準額を大幅に超えている収入世帯の状況と対応についてでご

ざいますが、平成20年４月１日現在、収入基準額を超えている収入超過者は65件、そのうち２

年間引き続き基準を超え、高額所得者として認定されている入居者は３件あり、特に高額所得

者に対し、明け渡すよう求めているところでございます。 

 次に、４点目の若者の定住のための住環境の整備についてですが、民間の賃貸住宅や空き家

住宅等の情報提供を今後も拡充するとともに、町の施設の有効活用の観点から、空き家となっ

ている職員住宅や教員住宅を一般住宅として貸し付けており、今後もさらに進めていく考えで

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。今回の公住法の改正は、町長の答弁にありましたよ

うに入居者の待機者の改善を図るためだというふうになっています。入居競争の倍率が全国平

均では約9.9倍という観点になっているという、そのことで入居基準を下げることで一人でも多

くの人が入れるようになるという考えのもとで今回法改正があったということなのですが、私

は反対に、白老町は一括申し込みではないですよね、随時申し込みというか、一括抽せんとか

ではないですよね。ですから、60世帯ぐらいが待っているということなのですが、そういった

中で若い人たち、後にまた出てきますけれども、入居基準が下がることで入れない人が、結婚

するという人が割と入れない人が多いのです。ご夫婦の収入が足ささりますので、15万8,000円

を超えるという、そういう形になりますので、私は20万円以下でよかったのでないかと思うの

ですけれども、その辺やっぱり法改正があればその法に従わなければならないのか、町独自で、

いや、ここまで下げたいです、ここまでは持っていいのではないですかということにはならな

いのでしょうかね、その辺ちょっと伺いたいと思ったのですが。 

〇議長（堀部登志雄君）  星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） お話しされた趣旨は重々わかるつもりなのですが、この制度自体

は法律に基づいた計算をすることとなっております。町のほうで考慮できる部分は、ほとんど

ないような状況でございます。町で考慮できるとすれば、施設の利便性係数、ふろの関係です

とか、そういうものの係数で若干動かせる程度なのです。あと、店が近いだとか、そういうよ

うなところです。その程度しか実はできないことになっております。ただ、これは地方分権の

委員会の中では検討すべき事項というふうに指摘されていますので、町村の裁量といいますか、

判断が少し広がるような方向での議論は始まっているような状況でございます。 
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 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） 結婚する人が家が決まらなくて、なかなか結婚できないという方も結

構私もお話聞きますので、そういう裁量でできるような形に、課長も加われるかどうかわかり

ませんけれども、そういった方向でいくようにぜひ進め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、入居収入基準以下の既存入居者、大体14％ぐらいで、収入分位の変動

で約2,900円くらい上がるというふうに、ちょっと報道の中ではあったのです。そういった中で、

この施行後５年間で新家賃にすりつく傾斜家賃の採用があるということなのですが、これは低

所得者ばかりではなくて収入超過者とか高額所得者に対してもこの利用というのは可能になる

のかどうなのか、その点ちょっと伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） まず、分位といいまして、８段階に分けて収入基準等定められて

おりますが、そのうち１つ上がったものに関して、これ既存の入居者に対してですけれども、

それについては５カ年で、例えば5,000円仮に上がったとすると1,000円ずつというような意味

になりますけれども、そういう措置になってございます。２つ上がる方も、今の収入のままで

シミュレーションしてみたところ、２分位上がる方も87件を超えることになっています。そう

いう方に関しては、７年間かけて調整をしていくと、ですから７分の１ずつしか上がらないと

いうことで考えていただければよいかと思います。ちなみに、ほとんどの方が１分位なのです。

入居者が４月１日現在939件のところ１分位に当たる方が575件と、ほとんどが１分位に該当し

ています。これは、そもそも家賃も相当低い設定になってございますので、率にすると多く上

がる方はいらっしゃるかもしれませんけれども、先ほど言いました負担調整の関係ですとか、

場合によっては、１分位の方は相当の数、実は生活保護受給の方もいらっしゃいますし、制度

としては免除するというような制度も既にうちの条例の中にございますので、そういうことも

利用しながら、そういうことも含めて低所得者に対する負担が増大しないような措置というの

はとれていけるのでないかと考えてございます。 

 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） 今ちょっとおふろの話が出たのですが、公営住宅の家賃を決めていく

ときに、収入、それから規模係数、それから利便性という、そういうことで家賃というのは決

まっていくというふうに私今回読んだのですけれども、この中で１つ、特別に挙げるというか、

住宅マスタープランありますよね、その中で緑公住の建てかえということがあります。これは、

建てかえなくてもいいという方も多いということなのですが、町民のニーズをどのようにとら

えているのかということが１点なのです。というのは、入っている方々は、利便性がよくなっ

て規模係数、規模もきっと大きくなると思うのです、そういったときに家賃が上がってしまう
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と、そういったことにすごく不安を抱いているのです。今の人口の減だとか、それから高齢化

だとか、そういった厳しい財政状況の中で生活費が１人６％上がったということなのです、今。

生活必需品に対して６％上がったという中で、これはまだまだ先の話になると思うのですが、

おふろがないとか、そういったことが出てくると、住宅マスタープランで建てかえになるので

すから、それからこういうところが壊れて、こういうふうに改善してほしいと言ったら、いや、

今後建てかえるから、その改修ということはなかなかそういう大きいのはなりませんという、

そういう答えになるのです。そういったことを含めると、緑公住の建てかえというのは今の財

政的なものを考えて、どのぐらいの年度になるのか、その辺のお考えがあるのかどうなのか、

その辺ちょっと伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） 現在のところ、白老町公営住宅ストック総合活用計画の中でやる

ことにはなっておりますけれども、実は明確な年次は決められておりません。財政の状況を見

ながらということになるかと思いますが、さらに来年度一応考えているのですけれども、これ

がちょうど計画つくってから今４年目なのです。５年目目指して改革をしたいと、少し改定を

したいなと考えております。そのときには、今言った最低限のふろの関係ですとか、物置だと

かも入るかもしれません。そういうものも含めてどういうふうにしていくべきなのかというこ

とを入居者のアンケート含めて考えていきたいなと思いますけれども、少なくとも２つの視点

は必要だろうと思っています。１つは、本当に解体費が捻出できるのかどうかということを含

めるということが１つです。その解体費はどうやって捻出していくのかと、家賃に反映すべき

なのかどうかという議論も必要だと思います。ですから、お金が用意できるかどうかというこ

とも含めて計画の見直しをしなければならないなというふうに考えているのが１つです。 

後でお答えしようと思っていましたけれども、もう一つは町内に相当数存在する空き家です。

空き家とどういう連携をとるのかということです。官民の住宅需給の調整と言っていいと思い

ますけれども、そういうことに踏み込んでいかなければ、新しく建てるということも壊すとい

うことも明確に位置づけできていかないのではないかというふうに考えておりますので、そう

いうことを踏まえた改定を今計画しているところでございます。 

 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） 議会の中でも何回か議論になっておりますけれども、おふろがないと

いうことと、それから夏になって暑くてもベランダの戸があけられないと。私も一回力づくで

あけたら、ぐるっとガラスが外れそうになったということもありまして、そういったことから

いくと、建てかえるのだと、そういう計画があるのだということはわかるのです。でも、先ほ

ど課長から、来年５年目になるので、しっかり見直して、その改修の部分ではやっていく計画

を今後持つということですので、私は入っている方々にそういったことを明確にきちっと、こ

ういうことだから、こうと。私たちは家賃3,000円とか安い家賃だから仕方ないのと、壊れそう
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でも我慢して、暑くても窓もあけないで暮らさなければならないのだわと言うから、あなたが

家賃決めたわけではないですよねと私言うのですよ。これは、この住宅で、この年数で、この

広さで幾らと決まっているはずだと、あなた家賃払っていないわけではないでしょうと言った

ら、払っていますと、だけれども低いから、そんなわがまま言えませんと言うから、でも壊れ

たものは直してくれるはずだよと私もよくお話しするのですが、そういったことも含めて、今

後アンケート調査もされるということですので、しっかりとその辺町民のニーズがどこにある

のか、そして計画は計画でいいですけれども、ではその計画をいつ実行しなければならないの

かという、そういった明確なものをしっかりと私は示していくべきではないかというふうに、

財政が厳しいのはもちろん当然皆さんわかっています。家賃も安いの払っていて、こんなこと

言うの申しわけないという、そういう町民の方々もちゃんと自覚しています。そういった意味

では、そういったニーズをしっかりととらえて今後きちっとやっていくべきではないかなとい

うふうに思います。 

今課長のほうから、次に質問しようと思ったら出てきたのですが、収入超過者、それから高

額所得には市場家賃の、ここに調査していくというふうにありますね、ですからしっかり調査

をして、こういった方々に空き家対策としてきちっとした相談づくりの体制をつくることが私

は必要でないかと思うのです。調査をしたけれども、悩みながらもどう相談していいかわから

ない。だから、訪問して相談を受けるなり、こういった家賃で大変でしょうということで、新

築は年いっているからだめだけれども、中古だったらという方もいらっしゃると思うのです。

だから、どういった物件があるのか、あなたの生活に合った状況がどうなのかということを事

細やかに相談に乗る必要があると思うのです。それは、行政側がやるのか、それともそういっ

た仕事を主にしている方に連携をとりながらお願いをするのか、まずその調査をどういった形

でされるのか。そして、前に定住移住策の中で、たしか空き家の調査したはずなのです。それ

が使えないのかどうなのか、その辺のことも含めて伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） 星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） 民間住宅の捕捉ということに関して絞って言わせてもらいたいと

思います。前に消費者協会に委託して調査した件だと思いますが、それもちょっと時間がたっ

て、もう相当数が売却されているような状況でして、今使える状況がないというのが１つです。

もう一つの理由は、ほとんどの物件が町外の不動産事業者が把握しているものですから、なか

なか使い勝手はよくない状況にあると思うのです。それで、改めて今調査をしているところな

のですけれども、税務で地区ごとにどういう建物が、住宅があるかということは大体わかりま

す。その所有者に関しても、個人情報は抜きにしても、町内の所有者なのか町外の方なのか、

あるいは使っていないのかということは税務の情報から、どの建物かというのはすべて把握す

ることが可能なのです。そういうものを、個人情報もありますので、地元の不動産事業者さん

なんかと協力した上で正式な調査をしなければならないと思います。ただあいているだけでは、

実は貸し借りできません。宅建法に基づく法定調査するなり、そういうことをしなければなら

ないと思うと、行政だけでは到底できることではございませんので、地元の特に不動産事業者
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さんとこれからその辺相談しながら、来年に向けて調査を始めようと思っているところでござ

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） 若い人たちの定住の関係なのですが、前に結婚をするということで急

ぐという方もいて、若いご夫婦の方が公営住宅になかなか入れないということで、先ほど調査

をこれからするということなのですが、空き家を探されて、そこに入られたということがある

のです。若い人たちですから、これからしっかり頑張って働いて払っていくということで、中

古の家を買ったのです。そういうことから含めると、若い人たちのためにもそういう調査をし

っかりして、そういう情報の提供をできるような形にしてもらいたいと思いますし、それとも

う一点は、高齢者の住みかえ事業もやったらどうかと私前に提言したことがあるのです。とい

うのは、高齢になったから、もう広いうちは要らないと、もっと利便性のいいところへ移りた

いと、それが公営住宅だとかそういったことになると思うのです。そういったときに、若い人

と高齢者と入れかえる。前に言ったときは室蘭の例を出して、坂の上にいる人、高齢者が坂の

上からおりてくるのが大変なので、下の人と入れかえて、そういったことを始めて、かなり移

動があったというお話も伺っているのですが、そういったことも含めて、前にもこういった提

言していますけれども、こういったことも含めて検討されたことがあるかどうか、ちょっと伺

いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） まず、高齢者の住みかえに関してです。それは、先ほど申しまし

た空き家だとかの需給調整する上では必要なことだと思いますが、実はそんなに簡単なことで

はないかなと思います。現在国土交通省のほうで、３カ年だったと思いますけれども、かけて

関東圏北部だったと思いますけれども、住みかえの社会実験を行っているはずです。ちょっと

詳細今つかんでいないのですけれども、その結果なんかを見た上で考えていく必要がある事柄

だろうとは思っています。 

 あと、ちょっと戻るのですけれども、収入超過者に関しては本来法律上どういう義務が課さ

れているかといいますと、明け渡して公営住宅を出ていくように努めるという規定になってい

ます。高額所得者に関しては、私のほうも文書出させてもらっていますけれども、本来は出て

行くことになっているのです。にしても、特に収入超過者に関して出ていくことに努めると言

いながらも、出て行くところのあっせんなり紹介なりは法律上本来私たちがやらなければなら

ない仕事となってございますので、そこのあっせんできるような体制、情報が先ほど言いまし

たようにまだ不十分でございますので、その辺十分調査した上であっせんだとか相談に乗れる

ような体制に近づいていきたいなと考えております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 



        － 78 － 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） もう一件、ことし若者の定住ということで、先ほど言いましたように

急ぐということで、白老町には雇用促進住宅があるのです。そこへ若いご夫婦が、何人か相談

されて、そこを調べてごらんということで、入った方がたくさんいるのですが、本年の４月１

日に廃止決定されて、その廃止決定された住宅が650というふうになっています。雇用促進住宅、

白老町にもありますけれども、このまま使用できる状況にあるのかどうなのか、もう廃止にな

って、個人的に通知が行っているというお話も伺って、次の住宅どうしようかという相談もあ

ったのですけれども、白老町の今の現状、置かれている状況、いつ廃止とかという、どういう

ような状況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）  星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） 国のほうのいろいろ動きございますけれども、白老の現状だけに

ついてお伝えしたいと思います。白老については、４月１日に入居停止ということになってい

ます。これは、全道で７棟を除くほぼすべての市町村、札幌と函館だったかと思いますけれど

も、それ以外のところすべて入居停止ということになっています。いろんな契約の問題ござい

ますけれども、ほとんどは期限つきの契約になってございます。ですから、今年度中にどうこ

うということはないです。来年の秋ぐらいまではほとんどの方が契約上入れることになってご

ざいます。いろんな機構さんのほうとも最近になってちょっと話もいただいていますので、町

のほうとして買い取りができるものなのかどうか、これから検討に入っていくような状況だと

思います。その際にも、もう14年経過していますので、いろんな改修なりが、壊れたところの

改修という意味ではなくて、これから長もちする意味での改修ですとか、いずれ長く考えると

解体費ですとか、そういうこと全部含めた上で収支のことも少し考えながら検討を早急にして

まいりたいと考えてございます。 

 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） 最後に伺おうと思ったことを先に答えられたのですけれども、その前

にもし転居ということで、まだ契約切れない方もいらっしゃるということなのですが、契約近

くなって移りたいと、だけれどもすぐということにはならないので、公営住宅に入りたいとい

うことになったときに、あそこはたしか所得が反対にある程度高くないと入れなかったはずな

のです。そういうふうになると、公営住宅へ住みかえをしたいとか、そういった場合の相談に

は乗れるような状況になるのかどうなのか、やっぱり収入が多いと最初から受け付けられない

のか、その点どのように考えられるのか伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  星建設課長。 

〇建設課長（星  貢君） 収入といっても、個別には若干違い出てくるかと思います。収入

だけで決まるわけではなくて、公営住宅の場合はいろんな控除ございます。ですから、子供の

人数ですとか、住まわれる方の人数によって逆に控除が大きくなります。ですから、相当な収
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入ある方でも実は結構入れるのです、公営住宅でも。ただ、入居希望が青葉と日の出にかなり

偏ってございまして、ほかのところは割とすぐ入れたり、一、二カ月待つだけで入れる状況に

あって、かなりバランスが悪い状態です。そういう事態になったとすれば、特例的にいろんな

配慮をしていかなければならない時期はきっと来るだろうなと思っていますので、それについ

ては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） ここの質問で最後にしたいと思います。先ほど町長、だれかの答弁の

ときに、企業誘致したときも住宅がもうちょっと整っていればもっと進んだかもしれないし、

人口の話のときにそういう話をされていました。私もそういうことを考えると、今の雇用促進

住宅の置かれている状況というのは、白老町にとってはかなり大きなものだというふうに思い

ます。今課長のほうからいろいろな状況を踏まえながら町の今後の方向性も考えるということ

なのですが、私は白老町の今後の企業誘致、それから若い人たちの住みか、そういったことを

考えると、本当に必然的に絶対的に必要ではないかというふうに思いますけれども、白老町の

考えを伺って、ここは終わりたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  まず、若い人が白老町に定着、定住していただくためには、やっぱ

り住宅というのを、企業が進出してきたときに、すぐ入れるという、そういう条件も必要だと

いうふうに考えています。まず、先ほど雇用促進事業団の住宅の件でお話ありましたけれども、

これについては今交渉中でございますけれども、これを公営住宅にするのではなくて町有住宅、

一般の公営住宅には入れない方が入れるような、そういった活用はできないかどうかというよ

うなことで今検討はしております。また、公営住宅について先ほどいろいろ議論されましたが、

非常に今家賃が安いのです、2,000円、3,000円。修繕費が１回やるともう10万円、20万円と、

こういう形で、ましてふろがないとか、居住環境が非常によくない。本当にこのままでいいの

かというようなこと考えますと、将来的には、これ当然財政の事情が絡んできますから、しか

しこのままほっておいていいのかというような問題もあります。そういうようなことから考え

ますと、先ほど住宅ストック活用だとかマスタープランの関係、これを見直しながら、財政状

況が上向いたときには当然建てかえのことも考えないと、若い方が先ほどもお話に出ました青

葉だとか日の出に集中しているというようなことを考えますと、当然これも考えていかなけれ

ばいけないのかなというふうに考えています。これは、できれば早くやりたいのですが、なか

なかこれも思うようにいかないという部分がありますので、ただ計画だけはきちっとつくった

中で、いつでもスタンバイできるような、そういった考え方を持っていく必要があるかなとい

うふうに考えております。 

                                         

    ◎会議時間の延長 

〇議長（堀部登志雄君）  ここであらかじめ宣告いたします。 
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本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長いたしたいと思います。 

                                         

    ◎一般質問の続行 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、15番、吉田和子議員、質問を続けてください。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田でございます。介護保険制度導入が2000年に始まって、来

年がまた３回目の見直しということで、今人手不足、そういったことが大変問題化されており

ますけれども、そのことについて伺っていきたいと思います。介護事業について伺います。 

 １点目、超高齢化社会を現場で支える介護従事者の人材確保について。 

 ２点目、介護従事者は、身体的負担、重労働、専門性が求められるが、仕事に見合う待遇と

なっているか。 

 ３点目、2007年９月、労働時間、賃金の待遇改善を求める指針が示されているが、環境改善

をされているかどうか。 

 ４点目、さらに、最近介護従事者処遇改善法が成立し、介護報酬の引き上げをする方向性で

あるが2009年に改正される介護保険料へ与える影響、また白老町の介護保険料改正について伺

っていきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 介護事業についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の超高齢社会を現場で支える介護従事者の人材確保についてであります。介護従事者

につきましては、社会福祉協議会におきましてヘルパー養成研修を実施しており、平成19年度

におきましても３級課程42名、２級課程37名、計79名が研修を修了しております。 

 次に、２点目の介護従事者の待遇についてであります。町内事業所には、約 200名の介護職員

が従事しております。介護労働安定センターがまとめた昨年度の介護労働者の離職率は、21.6％

と前年度に比べ1.3ポイント上昇しております。本町における実態につきましては調査しており

ませんが、同センターがまとめた内容と同様に離職率は高いものと推測しております。 

 次、３点目の労働時間、賃金、待遇改善についてであります。厚生労働省の介護労働者の確

保・定着等に関する研究会の中間取りまとめ案が出され、安定的な人材確保、雇用管理、腰痛

対策の必要性などが指摘されており、今後介護報酬改定を含めた最終報告が出される見込みと

なっておりますので、情報の収集と提供に努めていきたいと考えております。 

 次に、４点目の2009年改正される介護保険料へ与える影響と白老町の介護保険料改正につい

てであります。介護従事者処遇改善法は、平成21年４月１日までに介護従事者の賃金を初めと

する処遇を改善する施策のあり方を検討し、必要な措置を講ずることとされております。これ

により、介護保険料に与える影響につきましては、次期報酬改定などにどのような形で反映さ

れるのか具体的には出てきていないため、今後情報の収集に努めていきたいと考えております。

また、本町の介護保険料改正についてでありますが、平成21年度から３年間の介護サービスの
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必要量を決定し、第４期介護保険事業計画におきまして介護保険料を算定するため、具体的な

数字が決まり次第報告したいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  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。今離職率とか答弁がありましたので、ただ３年未満

で離職するのが75％に達するということになっています。この中で、白老町は早くからヘルパ

ーの養成講座を実施して、資格取得者は他町村に比べてかなり多いというふうに私は判断して

おりますけれども、町内事業者の募集も常につきまとっているなという感じがするのですが、

そういったことでは割と町外へ流れていっている方が多いのではないかなというふうに思いま

すけれども、また受講数も減っているのではないかなというふうに思うのですが、その辺どの

ように判断されていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  長澤健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） ヘルパーの養成研修でありますが、社会福祉協議会で実施

いたしておりまして、平成６年度から平成19年度までにおきまして、３級課程につきましては

463名、２級課程につきましては308名、計771名が研修を終了しております。この研修を終了し

た方々がそれぞれどちらのほうで就職なさっているかというところまでは、追跡調査は実際実

施しておりません。社会福祉協議会とお話しした中では、皆さんが就職しているとは限らず、

家族の介護のためにヘルパーの講習を受けたり、またボランティアのために講習を受けたりし

ている方がいらっしゃるというふうに聞いてございます。 

          〔「受講状況は」と呼ぶ者あり〕 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） 申しわけありません。受講の人数につきましては、昨年度

は先ほど答弁いたしました79名なのですが、18年度は３級、２級合わせますと62名、ですから

19年度は増加してございます。ただ、平成20年度につきましては、今現在３級課程が終了いた

しまして、２級課程を実施しているわけなのですが、３級、２級合わせまして62名と若干の人

数が減少してございます。 

 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） 受講者が大幅な減がないということで、ちょっと安心しました。介護

保険制度の問題が出たときに、昨年の９月に、先ほどの質問にもありますけれども、賃金と待

遇改善ということで努力目標として指針が出たのですが、私はこれを読んだときに、これは各

事業所において、こういったことの指針とはいえ努力目標ですから、きついものではないので

すけれども、介護報酬は国で下げておいて、それで待遇改善しなさいと事業所自体で改善をし

なさいと言われること自体が事業者にとってどうなのか、今の事業者の現状はそういったこと

はすんなり受けられないから体質が変わらない、改善されていないのだと思うのですが、そう

いったことを事業所にぶつけるということが今どうなのでしょう、担当課としてどういうふう
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にとらえていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  長澤健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） 指針の中では、今議員がおっしゃるとおり従事者の健康管

理とか賃金、待遇とか、そういう形で指針は出されております。そういうもののもととなるの

は、介護報酬が基本となるものですから、国が平成18年度に介護報酬の改定をしたことによっ

て、かなりの事業所においては賃金の体系というのは下がったというふうには認識してござい

ます。それに伴いまして、離職率というのも当然全国的にも高くなってきているというふうに

感じておりますので、今先ほど答弁でお話ししたとおり、今後出される介護報酬の改定等によ

って事業所がどのような形で今後進めていくかということをまた推移を見ながら事業所のほう

と協議していき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） 今回議会にはいろんな意見書とか要望書が出てきているのです、介護

人材の確保と待遇改善ということで。先ほど答弁の中にありましたけれども、センターの数字

的なものは出ているけれども、白老の実態はなかなか掌握していないということなのですが、

私は白老町も介護サービス、現場でどうなのかということの把握をする必要があるのではない

かなというふうに思います。介護サービス受給者に対しては、アンケート調査をたしかしたは

ずです、白老町は。受ける側のほうは、終わりました。今度は、介護をする側。これは、両輪

だと思うのです。本当に介護する側も守っていかないと、介護される側に十分な介護がされな

いということが今後の現状として出てくると思うのです。そういったことを考えると、介護従

事者に対してアンケート調査をして実態を掌握する必要があるのでないかなと。そして、私は

そういったことはやっぱり国の制度が変わったことが悪いと思うのです。ですから、国にしっ

かりと物を言っていける、それはただ上げろとかいうことではなくて、現場の声をきちっとし

っかり受けとめて、それをきちっと題材として言っていく必要があるのではないかなというふ

うに思いますが、その点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  長澤健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） 今議員お話ありましたとおり、利用者についてのアンケー

トは昨年実施させていただきました。今ご提案ある今度は介護に従事している方の職場の状況

とかのアンケートを実施してはどうかということで、うちのほうも先ほどの答弁のとおり実施

はしてございません。方法等につきましては、先ほど答弁の中にありました介護労働安定セン

ターがまとめたものというのをまだ中身まで100％熟知してございません。その辺を検討しなが

ら、前向きな方向で従事者の方々にいろいろなアンケートを実施していきたいとは思います。

ただ、その時期につきましては、中身の検討も含めまして今後検討していきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 
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          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） もう一点、人材を育てる必要があるというふうに思います。介護の現

場でやっている方々は、いろんな問題を抱えながらやっていますので、育てていかなければな

らないというふうに思います。現在白老町では、ケアマネジャーの連絡協議会があって、その

中では研修をしたり意見交換をしていると思います。ただ、従事者にあっては、そういう研修

の場とか意見交換の場があるのか。なければ、そういった場づくりも私は今後必要だと思うの

ですが、その点どうでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  長澤健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） 平成14年に白老町のケアマネジャー連絡協議会というのが

発足されまして、ずっと活動しておりまして、平成20年、ことし６月現在会員数が76名です。

そのうちケアマネさんが55名です。残りの方につきましては、介護に従事している方、この方

も一緒に参加していただいております。これにつきましては、平成18年から介護に従事してい

る方、こちらは白老町に在住する方、または勤務する方まで間口を広げまして会員を募集して

おります。19年度の活動内容につきましては、総会、講演会を各１回、あと学習会という形で

活動を３回実施してございます。介護に従事している方につきましては、勤務の体制とかござ

いまして、なかなか参加者が多くないわけなのですが、今後事業所に介護職員の参加を呼びか

けていく方向で今後も進めていきたいと思います。ただ、専門の介護従事者だけの連絡協議会

みたいなものというのは現在はございませんが、ケアマネ連絡協議会の中でそういう部会等が

もしできるのであれば、そちらのほうで部会というような形で対応していただきたいなという

ことで、これは今後また検討していかなければならない、協議も当然していかなければならな

いという形で、今後はそういう考えでおります。 

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） 来年行われる介護保険料の改正について伺いたいと思います。介護報

酬については国が決定してくるので、率とかはちょっとまだわからないので、どれぐらい保険

料に反映されるかというのはちょっとわからないと思うのですが、ただ白老町における今後３

年間の必要な施設、それから町立病院の老健もありますよね、それからリハビリもきょう議論

ありましたけれども、今後老健になるかもしれないという、そういったもの。だから、リハビ

リはまだ数わからないですけれども、そういった影響を見ていくと、かなり保険料が上がって

くるようになるのか、施設的なものを考えた中でどうでしょうか、その点ちょっと伺いたいと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  長澤健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） 平成21年度からの介護保険事業計画につきましては、今年

度策定するという形で、現在は過去２年間の18年度、19年度のサービス料の検証とか今後の必

要量について事務方で算定をしている段階で、最終的な数字というのはまだ出ておりません。

ただ、平成21年度から３年間の間で施設的にどのような施設が必要かということになりますと、
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具体的に申しますと町立病院が今回平成21年度から老健施設に変更になるというような形で、

あと地域密着型のグループホーム、こちらにつきましては今現在全部で５ユニット、定員45名

の施設がございます。地域密着型につきましては、市町村において、その市町村に住んでいる

方のみが基本的には入所できるということになっておりますので、今現在45床、45の定員に対

しましてほとんど入所率は100％に近い入所率になってございます。今後21年度からにつきまし

ては、グループホームの必要性というのもやはりこれからも議論していかなければならないと

思いますので、必要量につきましては今後検討していく中で具体的に数字的にあらわさなけれ

ばならないかと思います。 

介護保険料につきましては、そのようなサービスの必要量等を当然出した後、65歳以上の方々

の介護保険料というのを決定するわけなのですが、町立病院がこの21年から老健施設29床とい

う形で変更になる、転換になるということで、参考までに介護保険料にどのような影響を与え

るかということを申し上げますと、仮に１年間の介護給付費としての給付費が１億円という計

算しやすい金額で仮定いたしますと、今現在の第１号被保険者の負担割合が19％ということに

なりますので、それを第１号被保険者、今約6,300人ほどの65歳以上の方が被保険者として該当

しております。そうしますと、１人当たり年間3,015円、月当たりにいたしますと251円が保険

料のほうに反映されてくるというような形になるかと思っています。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 町立病院の29床を計算しただけでも大体１人251円ということですね。

次を伺っていきたいと思います。白老町の介護保険特別会計の中で18年度の繰越金が3,435万

2,000円あり、19年度決算書によると歳入歳出の差し引き剰余金が2,786万5,000円ある。介護保

険事業基金積立金を2,089万5,000円とするような決算報告があります。19年度で積立金残高が

白老町はたしか基金に積み立てをかなりしていると思ったのですが、20年はまだ半年ですけれ

ども、19年度で残高幾らぐらいになるのか、また20年度もまだ半年であるけれども、大体状況

を見ていてどのぐらいになるのか、その点を１点伺いたいと思います。 

 それをなぜ言ったかというと、こういうふうに考えています。白老町は、他町村に比べて大

いにこれは評価するべきことだと私は思っていますけれども、介護受給者の保険料が全道、全

国に比べて、全部の施設から要支援から要介護、施設を全部入れても全体の65％ぐらいにおさ

まっているのです、給付費が。そうやって計算しますと、これは自治体というか行政側も、介

護包括支援センターが15年になったときもいち早く取り入れたりとか、本当に介護に対する姿

勢が前向きで早いのです。それと同時に、それを受ける町民側、高齢者も元気で少しでも頑張

ろうという予防意識がかなり強くなっていると思うのです。そういったことの私はこれは一つ

の努力結果だというふうに思っています。努力したこと、それから頑張ったことにはご褒美が

あっていいのかなと私は思っています。ということは、先ほどの答弁にありましたように、ア

ンケート調査も受給者はでは満足していないのかといったら、満足していると、そういったこ
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とでは今の状況の中で問題はないのかなと、これ以上基金を何かに使わなければならないとい

うことは緊急にはないのかなというふうに思っています。そういったことからすると、この

251円を含めて報酬の値上がり分とかを入れると、もっともっと金額は大きくなると思うので

す。そういった部分で、この基金を、努力したことにこたえる意味で基金を取り崩して、それ

で保険料の値上げ分を押さえるということにはならないのかどうなのか、その点伺いたいと思

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  長澤健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） 介護保険事業基金の関係でございます。平成19年度末の残

高につきましては、6,745万159円の残高でございます。19年度の決算剰余金のうち2,089万

5,906円、これを積み立てますと、残高で申しますと8,834万6,065円になる見込みでございます。

積立金につきましては、私のほうの考えでいきますと介護給付費の推移を当然見ながらの話に

なりますが、第４期の計画、次期の計画の中で算定する介護保険料、こちらのほうにもやはり

取り崩しを行いまして、できるだけ介護保険料の上昇を抑えたいという考えでございます。で

すから、実際に取り崩す額というのは、今後のサービス料とか介護給付費の推移を見ながら決

まるわけなのですが、単純に今現在残高8,800万円という形で、これを取り崩したと仮定した場

合の金額をちょっと発表させていただきます。これ8,800万円につきましては、計画としては３

年間ですので、３年で割りまして被保険者数6,300人で割りますと、１年１人当たり4,656円、

１カ月当たり388円が介護保険料の減額の額になるということになります。ただ、先ほどお話し

したとおり、介護給付費の推移を見ながら、取り崩す額については今後決定していきたいと思

っております。 

 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） このことが実施できたら本当に介護、必ず保険料の改正になるときに

お電話をいただくのです。飛んでいくのですが、この保険料どうやって払うと必ず相談なので

す。そういったことでは、一人一人の方が努力をしたことがこういった結果になるということ

が町民の皆さんに返っていったときに、また頑張ろうというすごい励みの応援だと思うのです。

こういういろんなものが上がっていく中でこういったことが実施されると私は本当に、介護保

険料を払って、何も私は悪いところないのには払わなければならないと言う人もいるのです、

中には。そういったことでは私は一つの、保険料をしっかり払っていくことでまたこういった

になるのだなということを自覚していただけるという、そういう利点もあると思っています。

ただ、今お話伺った中で、１人388円ぐらいの計算になるのかなといったときに、もし介護報酬

がかなり抑えられたら、保険料下がるということはないですね、保険料下がればいいなと思っ

て聞いていたのですけれども、もしかして全部計算して388円以下におさまることになったら、

保険料が下がるということも考えられるのかなと、それは甘いのかなと思いながら今いるので

すが、その辺をちょっと伺って、質問を終わりたいと思います 
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〇議長（堀部登志雄君）  長澤健康福祉課参事。 

〇健康福祉課参事（長澤敏博君） 当然介護保険料の算定に当たっては、今後３年間の介護の

サービス量によって決定するわけなのですが、先ほどお話ししました決定されている町立病院

の関係とかグループホームの関係とかでどのようなサービス量が決定されて、それが介護報酬

の増床分も含めた形でプラス・マイナスがどうなのかということも当然考えなければならない

かと思います。仮にその全部を計算した中で、先ほど8,800万円取り崩したら１人当たり388円

を下回る場合においては、当然うちとしては介護保険料の値下げということも一つの方法かな

と考えております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 

〇15番（吉田和子君） はい。 

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。 

                                         

    ◎延会の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          〔「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、本日はこれをもって延会することに決定しました。 

 ここであらかじめ通知いたします。９月会議はあす10時からも引き続き再開いたしますので、

各議員には出席方よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ５時１９分）
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