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平成２０年白老町議会定例会９月会議会議録（第２号） 

 

平成２０年９月１０日（水曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午後 ３時４８分 

                                         

〇議事日程 第２号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 一般質問 

第 ３ 報告第 ４号 平成１９年度白老町財政の健全化判断比率について 

第 ４ 報告第 ５号 平成１９年度白老町公営企業の資金不足比率について 

第 ５ 認定第 １号 平成１９年度白老町各会計歳入歳出決算認定について 

(１)平成１９年度白老町一般会計歳入歳出決算 

(２)平成１９年度白老町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

(３)平成１９年度白老町老人保健特別会計歳入歳出決算 

(４)平成１９年度白老町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

(５)平成１９年度白老町学校給食特別会計歳入歳出決算 

(６)平成１９年度白老町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算 

(７)平成１９年度白老町臨海部土地造成事業特別会計歳入歳出決算 

(８)平成１９年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計歳入歳出決算 

(９)平成１９年度白老町墓園造成事業特別会計歳入歳出決算 

     (10)平成１９年度白老町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

     (11)平成１９年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算 

 認定第 ２号 平成１９年度白老町水道事業会計決算認定について 

 認定第 ３号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定について 

    報告第 １号 平成１９年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類の提出につ 

いて 

    報告第 ２号 平成１９年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出につい 

て 

    報告第 ３号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算に関する附属書 

類の提出について 

                                         

〇会議に付した事件 

  一般質問 

 報告第 ４号 平成１９年度白老町財政の健全化判断比率について 

 報告第 ５号 平成１９年度白老町公営企業の資金不足比率について 
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 認定第 １号 平成１９年度白老町各会計歳入歳出決算認定について 

(１)平成１９年度白老町一般会計歳入歳出決算 

(２)平成１９年度白老町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

(３)平成１９年度白老町老人保健特別会計歳入歳出決算 

(４)平成１９年度白老町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

(５)平成１９年度白老町学校給食特別会計歳入歳出決算 

(６)平成１９年度白老町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算 

(７)平成１９年度白老町臨海部土地造成事業特別会計歳入歳出決算 

(８)平成１９年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計歳入歳出決算 

(９)平成１９年度白老町墓園造成事業特別会計歳入歳出決算 

  (10)平成１９年度白老町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

  (11)平成１９年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算 

認定第 ２号 平成１９年度白老町水道事業会計決算認定について 

認定第 ３号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定について 

 報告第 １号 平成１９年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類の提出について 

 報告第 ２号 平成１９年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出について 

 報告第 ３号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算に関する附属書類の提 

出について 

                                         

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 

８番 近 藤   守 君       ９番 斎 藤 征 信  君 

１０番 大 渕 紀 夫 君 
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    ◎開議の宣告 

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

これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、８番、近藤守議員、

９番、斎藤征信議員、10番、大渕紀夫議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                         

    ◎一般質問 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第２、昨日に引き続き一般質問を続行いたします。 

 通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 斎 藤 征 信 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員、登壇願います。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） おはようございます。９番、日本共産党、斎藤でございます。私は、

若い世代の問題、それと原油高騰の問題、２項目について質問いたしたいと思います。 

 国民の暮らしの緊急課題を全部残したまま、福田首相が突然退陣しました。この先一体どう

なるのか、不安がいっぱいであります。年金問題やら高齢者の医療問題など、お年寄りの問題

が話題になってきましたが、一方で若い世代の暮らしはどうなっているのか、働いても働いて

も貧しいワーキングプアの問題等が社会問題化しております。少子化は、最近0.04程度持ち直

してきたなどというデータを見ましたけれども、依然として深刻な状況です。昨日の論議の中

にも、白老町の人口問題やら少子化対策問題が話題になりました。私も若い世代の暮らしの現

状について考えたいと思い、質問いたします。 

 １つ目、就労支援事業における20代から30代の求職状況はどうなっているか。また、町内の

高卒者の就職状況はどうか。 

 ２番目、町内児童生徒総数の２割が公的扶助を受けていると聞きますが、子育て中の若い世

代の暮らしをどう見ておられるのか伺います。 

 ３番目、乳幼児医療費助成制度の現況と10月制度改正による対象者数や町の負担額の変化は

どうか。 

 ４番目、生保世帯の母子加算の廃止による町内での影響額はどのようなものか伺います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 
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          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 若い世代の暮らしと助成制度についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目のワークステーションにおける若い方の求職状況等についてであります。20代から

30代の就職の状況でありますが、平成20年８月末現在、求職登録者は118名であり、そのうち就

職決定者が65名、雇用保険受給者等が26名、求職活動をしている方が27名であります。求職登

録をされた方の主な事由についてですが、職場環境における対人関係、または収入増を求めた

転職が多い状況となっております。また、町内高卒者の就職の状況でありますが、平成20年３

月末現在、就職希望者は36名であり、そのうち86％、31名の方が就職されております。 

 次に、２点目の町内児童生徒総数の２割が公的扶助等を受けているとのご質問ですが、要保

護、準要保護に関する前年度実績は要保護59名、準要保護243名で、児童生徒数全体に占める比

率は20％となっております。また、今年度８月末現在では要保護54名、準要保護235名で、比率

は20％であります。 

 次に、３点目の乳幼児医療費助成制度の現況等についてのご質問ですが、本年６月定例会に

関連する条例改正の際、議案説明においてご説明させていただいているとおりであります。 

 次に、４点目の生保世帯の母子加算の廃止による影響額についてのご質問ですが、生活保護

費のうち、ひとり親世帯に支給されている母子加算については、国の廃止方針により来年度か

らは全廃の予定となっておりますが、これに伴う町内の受給者への影響は年間合計額で約200万

円程度になるものと推計しております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） ９番、斎藤です。順次再質問させていただきます。 

日本共産党は、現在の20代から30代の子育て世代の状況を若い世代が貧困と格差の集中点に

なっているというふうに分析しています。それで、一番最初に白老町における求職活動の状況

を伺いました。20代から30代の求職登録者が118人という数は、決して少なくない数だというふ

うに思います。それでも、65名が就職できていることは、まちの事業としての努力の結果だと

評価しているところであります。そこで、伺いますけれども、就職できた65人の労働条件は、

定職あるいは臨時など、どういう条件になっているのか、その辺伺いたいと思います。また、

ワークステーション通じて就職された方々は長続きしているのか、短期間で転職するような状

況にあるのか、その辺概略でよろしゅうございますから、わかったら教えていただきたいと思

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  まず、雇用の形態ということでございますが、これについて

は詳しくそのことの分類を行っておりません。ただ、実際どの程度の状況で保険等がかかって

いるかということになりますと、決定している状況でいけば、ある程度半数近くが決定してい

るような状況になってございますので、そういうところから見れば、今言いましたように雇用



        － 94 － 

形態としては約半数程度が常用となるかというふうに考えてございます。いろいろ求職の状況

については、その求める内容がちょっと違ってございますので、その者によって、その人によ

って違ってございますので、一概にそれが多い、少ないということはちょっと言えないかと思

いますが、そのような状況になってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。実際に今若い人たちの就職状況というのは、都会なんかで

は派遣だ何だということで相当条件が悪くなっていると言われております。それが社会問題化

しているわけですけれども、まちでやっている就職支援というのもそこまで調べられないとい

うことなのか、その追跡調査といいますか、そういう状況というのはやっぱり知っておく必要

があるのではないかと、それが若い人たちの身分を守るということにつながるのではないかと、

そこまでのことはお願いしたいなと思いますが、それはまた後で聞くことにして、この答弁書

の中に雇用保険受給者が26人いるという、保険を受給しながら、なお仕事を探しているという

のは個人的な理由なのか、あるいは企業側のリストラなのか、そのあたりどんなような状況な

のでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  まず、１つは、雇用保険を受給しているので、そのために、

登録はしておりますけれども、まだ受給期間中であるために就職をしていないという、そうい

う方でございます。ですから、雇用保険がある程度終われば、就職につくというような考え方

の方がいらっしゃるということ。それから、保留という方も実際いらっしゃいまして、ちょっ

と今の段階では、登録はしたのだけれども、もう少し就職するのを待ちたいという、そういう

方もおります。それから、27名いるというのは、本当にもうすぐにでも希望の職種があれば、

つまり自分が働きたい職種とそういう条件さえあれば、27名の方はすぐにでも働きたいと、こ

ういう内容になってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。そこまではわかりましたが、受給者とまだ職を探している

人を合わせると、まだ半数近くになるのではないかというふうに思います。しかも、若い世代

で今何でもできる一番の働き手ではないかなというふうに思うわけですが、最近のワークステ

ーションの求人は割とたくさんあって、有効求人倍率に直すと1.5ぐらいあるのではないかとい

うような話になっていました。それだけ仕事がありながら、なぜこの人たちが、この半数の人

たちが就職できないでいるのか、その理由がおわかりでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君） 1.5ぐらいということでございますが、19年でいえば1.68です。

直近、実は９月の段階ではそれがちょっと下がっておりまして、1.24までちょっと下がってご

ざいます。なぜという部分でございますけれども、こちらのほうでとらえているのは、求人、
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求職によるミスマッチというのでしょうか、そういうものが原因だというふうにとらえており

まして、企業側は希望としてある程度資格を持っている方を求めると、それからなおかつ企業

として即戦力として働ける方を求めるという、そういう人材を求めているという、そういう面

がございます。求職する側のほうとしての男性については、生活をしていくための高収入とい

うのですか、幾らかでも高い収入を得たいという、そういう希望がございますし、女性の場合

についていえば、扶養家族の範囲の中で働きたいですとか、土日はやはり休みたいというよう

な希望ですとか、そういうような労働条件を求める方がいらっしゃるという中で、企業側が求

める人材と、それから働く側、求職側のほうとのミスマッチがどうしても起きているという、

そういう状況をとらえてございまして、しかしながらこのままではきちっとした求職に結びつ

いていかないものでございますから、ワークステーションとしてはそういう内容をよく理解し

ながら、情報収集をきちっと行って、なおかつ理解をしていただくという、そういうようなこ

とを踏まえて、多くの方が就職できるような相談体制をとっているということでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） あと１つ、この答弁書の中で気になりましたのは、求職登録をされて

いる理由に対人関係の問題やら収入増を求めている転職希望が多いと、こういうふうに言われ

ました。若者が現在勤務している労働環境が好ましい状況ではないと、また安心して暮らせる

ほどの収入にはなっていないと、身分が不安定だと、こういう理由によるのかなというふうに

思うわけです。窓口業務を通しながら、そのあたりというのは本当に働く環境というのが余り

よくないのかなと、一般的にいえば今答弁にありましたように求職条件に資格が欲しいだとか

なんとかということはあろうかと思います。家庭の奥さん方が割にそんなに高くなくてもいい

からというような、そういう条件、求める側もそういう条件つけているのかもしれませんけれ

ども、今聞きたいのは特に若い人たち、若い人たちがそういう条件でいいのかどうなのか。若

い人なら、今どこへでも飛び込んでいって、仕事が欲しいと、こういうような気持ちでいるの

ではないかなというふうに思うのですけれども、実際に私が今聞きたいのは、周りの求人をし

ている条件というのが余りいいものではないのではないかというような気もするわけです。だ

から、選ぶ側がそれではだめなのだというようになってしまうのかなという気もするのです。

そのあたりの関係をどう見ておられるのか、その辺伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  いろいろ理由があろうかと思うのですが、求職するというこ

とは当然その仕事の内容も含めて、それに伴う対価、給料がどのぐらいなのかということが重

要な条件になってきているかと思います。その中では、男性の場合でいえば、多くは不問とい

うことで、金額は不問だとは言っていても、やはり最低でも18万円以上の給与を欲しいという

ような、聞き取り調査の中ではそういうような状況になってございますが、一般的には土日も

こだわらないと、男性の場合は。ただ、若い方は、やはり土日を希望していると。そういう状

況もございますし、ある程度目的を持って、辛抱していただいて努力する気持ちも持っていた
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だかないと、なかなか就職には結びついていかないという、うちのステーションの相談内容か

らはそういう傾向が見られるということでございます。ただ、では実際にワークステーション

で扱っている職業別の賃金がどの程度になるのかということになると、これは平均しては出し

てございませんけれども、例えば事務職であれば月額13万円程度、12万5,000円とかそのぐらい

の程度であったりですとか、販売であれば16万円程度であったりですとか、いろいろその職種

によって違ってございます。今見ている中では、専門職というのでしょうか、技術職の方であ

れば20万円ですとか、そういうような金額になってございまして、その職種によっては違って

いるのかなというふうに思います。ですから、一概に平均的にこの額だということはちょっと

言えませんけれども、その業種、その企業によって異なってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。私は、求職側のわがままだと、個人的なわがままだなんて

いうふうには思いたくありませんし、思わないのですけれども、確かに今の若い人たち、何と

しても食らいついていくのだという我慢も必要だというようなことも一般的に言われることは

確かで、でも生活がかかっているわけですから、何とかその辺は乗り越えてほしいなと、そう

いう気持ちもするのですが、今話を聞いていて、求人側のほうもせっかくここまで、1.6とか

1.5だとか、そういうふうにまで伸ばしているまちの努力に対して、何とか少しでもいい条件で

若い人たちが働けるような、そういう条件であってくれてほしいと本当に切に思うわけです。

ですから、少なくともステーションとしては、勤めた人たちがどんな条件で働いているのか、

その後どうなっているのかという追跡調査まできちんとやって、見てやってほしいと、そうい

うことが指導でないのかなというような気がしますので、その辺ひとつよろしくお願いしたい

なというふうに思います。 

 では、２点目に入りたいと思います。２点目のほうにいきますが、要保護、準要保護を含め

て約300人、全体の２割ということであります。全児童生徒数の２割、５人に１人という数は大

変な数字だと、私はいつもそう思っているのですが、この就学援助率ですが、以前のデータを

見てみましたら、平成５年に６％から始まっているのです。そして、毎年１％ずつ増加してい

って、平成17年には20％に達していると。その後、今聞きますとずっと20％ということですか

ら、20％で並行に推移しているのだなということが今わかりました。でも、子供の数が年々減

っていっているわけですから、子育て中の若い世代の生活環境は余りよくなってはいないので

ないかというふうな判断もできるわけだと思います。多分管内でも就学扶助というのは、援助

というのは管内でも一番悪い数字、白老町が一番悪い数字になっているのでないかというふう

に認識していたのですが、その辺よそと比較したことございますか。 

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）  お答えいたします。 

 管内との比較については、してございません。 

 以上です。 



        － 97 － 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 以前に聞いているときに、17年のときには一番悪かったというふうに

私は認識しており、それがまだ続いているのかなと。やっぱり白老町における若い人たちの暮

らしというのは一向に改善されていないのかなというふうな気がしてはいたのですけれども、

あと１点だけちょっと伺います。こんなこと聞いていいかどうかわからないのですけれども、

準要保護費、いわゆる教育費として支給されていたものが、以前の話ですけれども、親の手に

渡ると直ちに生活費に化けてしまうという話がよくあったのです。現在そんな話は、耳にしま

せんか。 

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）  細かな数値として、データとしては押さえてございませんけ

れども、話として学校のほうからそのようなことは一部、ほんの一部ですけれども、聞いては

ございますけれども、全体としてそういうような傾向が多いというようなことは聞いてござい

ません。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） やはり事情は変わっていないのではないのかなと、親の暮らしも変わ

っていないのだなというような気がするのです。学校側としては、せっかく教材費にもらって

いるものがすぐ生活費のほうになってしまう、子供からお金が取れなくて困るなんていうよう

な、そういうことが確かにあったものですから、やはりそういう現象というのはなくならない

のかなというような気がするわけですけれども、実際に親の暮らしもさほど変わっていないな

というふうに思います。 

 ３点目のことは、後でちょっと触れたいと思います。 

 ４点目の生活保護世帯の母子加算の件をお聞きしたいと思います。国の制度の問題ですから

ここで話をしてもせんないことだろうというふうには思いますけれども、答弁で町内の受給者

が年間200万円ぐらいということが削減されたというふうに答えられておりますけれども、対象

世帯数というのは何件くらいなのですか。 

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）  現在の押さえでございますが、23世帯と、そんなような形に

なっております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。そうすると、平均して200万円を23で割るとどのぐらいにな

るのですかね、今電算機持ってきていませんので、ちょっとわかりませんけれども、月々にす

ると七、八千円ぐらいではないですか、そのぐらいがカットになるという計算になるかと思い

ますが、いいですね。 
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          〔「7,000円ぐらいです」と呼ぶ者あり〕 

〇９番（斎藤征信君） わかりました。あとは、担当者に聞くわけにもいきませんから、これ

副町長にお尋ねいたします。わずかな保護費から子育ての費用として加算されていたもの、こ

れをはぎ取るように削ってしまうという状況が起こっているわけです。せいぜい月７万円前後

の保護費の中で七、八千円加算されていた子供のための費用、それを削り取ってしまうのです

から、その状況というのは想像することができるのではないかと思うのです。決してこれは楽

な暮らし、子供を連れて生活をしたいと一生懸命頑張っている世帯に対しては大変なことだと

思うのです。去年の暮れですか、道内で８人の方が、若いお母さん方が裁判を起こしましたよ

ね。私実際にこの人たちに会う機会があったのですよ。そうしましたら、その人たちが私たち

はぜいたくは言いませんと、子供を守ってほしいのですと訴えていたのです。その辺におられ

る若い主婦だったのです。決して勇ましい主婦ではなかった。小さな声でぼそぼそとしゃべる

ような、その辺にいる本当に若いお母さんだったのですけれども、やむにやまれない行動だっ

たのだろうというふうに思うのです。 

実際に話しながら、この人たちに無事子供が育てられるのかなというような気がしました。

白老でも大体同じようなことでないかなというふうに思います。それを見ながら、血も涙もな

い政治だなと私たち考えるわけですけれども、私がきょう聞きたかったのは、若い世代が子供

を産み、安全に育てる環境にあるかどうかということを聞きたかったのです。若いうちから職

を求める人たちも多く、働いても安い賃金で、就職を希望する人も少なくないわけであります。

就学援助費用をもらわなければ学校へ通わされないような子育て中の家庭も減ってはいないわ

けです。そして、今話したように、ひとり親家庭まで、これは国民の収入が減っているからと

いう理由で生保からわずかな母子加算を削っていったと。副町長、総じて言えることは、若い

世代全部とは言わないですけれども、若い人たちの経済状態は決して安心して子供を産みたく

なるような環境ではないと、こう言えるのでないかなというふうに思いますけれども、せっか

くまちが努力をしてさまざまな子育て対策事業を起こしても、その土台が狂っているのではな

いかというふうに思うのですが、見解はいかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  まず、全体的に若い方の収入が減っていると。先ほど斎藤議員がワ

ーキングプアという、独身の方でも今生活するのが大変な状況と、ましてひとり親家庭で子供

を持って、仕事を持ったにしても１時間700円ぐらいの賃金で１日８時間働いて、月 22日間、こ

れ12カ月掛けると大体150万円未満というような形で、この金額で子供をきちっと育てていける

かといったら、やっぱりいろいろ問題はあるかというふうに考えます。また、生活保護の世帯

においても、今まで２万3,000円ぐらいの母子加算が３年で削減されながら、来年は全く全廃と

いうような状況は承知しております。そういう生活の中で、どうしても今度は全体のお金が少

なくなるわけですから、そうすると今度は借金をしなければいけないというような、そういう

生活を強いられていくと、払えるものが払えないという、そういう環境の中で子供が本当に健

やかに育っていくのかどうかというのは、本当にこれは心配をしているところでございます。
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何とか、これは国のほうも考えているようではございますけれども、１時間の賃金が1,000円ぐ

らいになれば、１日８時間労働で20日ないし22日の労働をすると大体年間200万円ぐらいの収入

になると。とはいえ、今それこそ国際競争の時代ですから、その賃金を上げると、また今度は

中小の事業所がやりくりが大変になると、いろいろシステムとしてなかなかそうもいかない形

になってくると。これは、税負担の公平とか、いろんなシステムの見直しをしていかないとだ

めではないかという部分はあるかというふうに思います。国の仕組みがどういうふうになって

いくか、これは当然少子化の問題あるいは賃金格差の問題、こういったものをどういうふうに

解消していくか、一自治体では解決できない問題でもあります。国民が全体できちっと考えて

いかなければならない部分。これは、今の状況を解決するというだけではなくて、将来の日本

を見据えた形で国民がきちっと考えていかなければならない問題でないか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）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。３点目に戻ります。乳幼児医療費助成制度の問題でありま

すけれども、これ10月からようやく小学校卒業するまで入院費が無料になるという改定がされ

て、答弁でも言われたようにさきの議会で条例提案がされたわけであります。私たちは、一歩

前進したというふうに喜んで賛成をいたしました。しかし、私たちは、子供たちが健やかにそ

だつためには命の保障が一番だということで、中学卒業まですべて保障できないかと考え、主

張もしてきたところであります。その目標からいうと、まだ道半ばということだと思います。

きのうも同僚議員から、中学校までの無料化要求がありました。ただ、できませんかと聞いた

ら、できませんと課長がそっけない返事をするものですから、私は少しずつ伺いたいなという

ふうに思うのですが、今回の改定で小学生が831人新たな対象になると、町費の新たな持ち出し

が約160万円程度というふうに聞いておりました。そこで、課長にお伺いしたいのですが、入院

助成だけを中学生までに拡大したら、道の助成というものもなくなるのでしょうけれども、一

般財源の持ち出しはどのくらいになるか試算したことがあるでしょうか、あったら、わかりま

したら教えてください。 

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） ６月の条例提案のときに、一応試算はしてみました。対象になる

のが今の人口からいいますと527名くらいになるであろうというふうに考えてございます。その

費用額なのですが、小学校１年生から６年生まで入院を無料化するということで、その単価を

算出しますと１人1,927円ぐらいになるだろうと。ただ、これをそのまま527人掛けても、ちょ

っとできない理由がございます。それは、ゼロ歳から就学前の方だと医療保険、例えば国保だ

とか社会保険とか組合健保で８割負担になってございます。ただ、小学生を超えますと今度７

割負担になりますので、保険税のほうの７割負担になりますので、それと今行っています入院
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医療費の無料化というのは、道と町が共同でやっている。道の分がなくて全部町でやらなけれ

ばならないと、こういうような条件がつきまして、おおむね大体400万円程度かかるのではない

だろうかなという試算を６月にはしてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。400万円ですか。財政難の折から、これだけ積み増しをする

というのは大変なことなわけですけれども、決して手の届かない額ではないということで理解

をしたいなというふうに思います。少しでも上積みができれば、本当に中学生までの子供を持

つ親というのが安心するのではないかと思うのですが、あと１回だけ聞かせてください。今回

の改定が入院助成のみを小学校卒業までとした。通院助成というのは、これは除外されている

わけです。これが不思議なのですけれども、何で通院助成が省かれなければならないのか。も

しこれ入院と通院全部あわせて助成の対象にするとなれば、小学校卒業までということになる

とどのくらいになるかは、おわかりでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 詳しくは試算はしてございませんが、今小学校就学前までのお子

さん方に入院、外来合わせて大体4,000万円ぐらいの費用をかけてございます。これは、町の部

分と道の部分を合わせてですが、それをさらに中学生まで拡大するということになりますと、

その大体５割ぐらいはふえるであろうと、そうすると費用的に、予算的には町の予算としては

6,000万円ぐらい、そのうちの半分、3,000万円ぐらいは負担しなければならないだろうという

ふうに考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） よくわかりました。これで、その上に中学生まで全部無料化にしたら

どうなるかと聞きたいところなのですけれども、やめておきます。それは、この次にしておこ

うと思います。 

あとは政策上の問題でありますので、町長にお伺いをしたいなというふうに思います。むか

わ町でゼロ歳から中学生まで医療費助成を実施しましたよね。詳細はおわかりでしょうから、

説明は省きますけれども、条例制定の中には、ずっと読んでみましたら乳幼児医療費無料化な

んて一言も言っていないわけです。見ますと、多分外部への配慮なのかもしれませんけれども、

町内における経済環境の促進とか、子育て支援医療費還元事業とかというふうに銘打っている

のです。私は、そこに書かれている目的というのが大変気に入りました。こう書いてあるので

す。子育てに伴う保護者の経済的負担を軽減し、もって子供を安心して産み、育てる環境づく

りの一助とすることを目的とする。あわせて、町内経済循環の促進にも寄与すると、こういう

ような目的が書かれているのですが、医療費にかかったお金を金券で返して、その金券を自分

のまちの商店で使ってもらうと。１つの事業に付加価値をつけて経済循環をさせると、これま
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ちづくりの知恵ではないのでしょうか。私は、むかわのまねをしようなんて決して思いません

し、言っているわけではありませんけれども、どうしても使わなければならない金ならば、政

府の厚い壁があるかもしれませんが、知恵を働かせることで町民の暮らしの根本を支えること

ができるのではないかと。むかわの事業というのがそのことを教えてくれているのではないか

というふうに思うのですが、その考え方、これは町長さん、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） 保護者の経済負担の軽減と地域内の経済循環、両方ねらったと思うの

ですが、これいずれにしても原資はかかっているわけです。ですから、むかわ町でも考えて考

えてこういう方法をやったと思うのですが、うちでも前、商品券ですか、５％ですか、そうい

うこともやったこともあります。確かに一過性の効果はあるのです。これは、継続的な効果は

あると思うのです。ただ、今我がまちの置かれている状況で、やっと再生団体を回避したとい

う状況の中で、なかなか難しいのではないかなと実は思っております。これで、町民の皆さん、

議会初め町民の皆さんに対して、普通のまちになりましたということが宣言できた後であれば、

これは検討には値すると思うのですが、今はまだそういう時期ではないのかなと思っておりま

す。事業についても選択集中ということを念頭に置いてやっていますので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 財政再建に全力を挙げているときに、制度の拡大というのは困難な要

求であるということはわかっています。国民の多くの暮らしが壊れかかっている現状こそ、直

接命にかかわる部分を支援して、そして中学卒業までは医療費は無料化だよと、そう言える状

態を少しでも早くつくってほしい。そうなってこそ、きのうの答弁にもありました誇りと喜び

を感じるまちづくりと、これは文字どおりそうなるのではないかと、本当に命を支えるという

部分だと思います。人のまちのことですけれども、むかわ町のこのアイデアというのが町民か

ら大歓迎されているという話も聞きました。国が制度の一部とはいえ拡大を図ったということ

は、それなりの社会的理由があったのではないかと、私はそう思っています。近い将来まちを

支えていく若い世代のためにも、安心して子育てができるよう、子供たち全員の助成が可能に

なる、そういう知恵を一生懸命働かせてほしいなというふうに訴えまして、１問目は終わりに

したいというふうに思います。 

 ２問目に移ります。燃料高騰の影響と対策についてであります。さきの12月議会でも福祉灯

油について取り上げました。幸い厳寒期に福祉灯油が実現されて、ほっとしたところでありま

すけれども、現在の状況はこの短期間のうちにこれまで変化する、ここまで高騰するとはだれ

も想定外のことだったのではないかというふうに思います。そこで、この状況にどう対応すべ

きか、再び質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 １、最近の国の燃料高騰に対する支援対策として入手している情報は何でしょうか、どんな

ことがあるでしょうか。 
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 ２つ目、異常な燃油高騰による町内各事業者への影響や状況をどこまで調査していますか。 

 ３つ目、食品の値上げによる各公共施設の給食に対する影響はどうですか。 

 ４番目、現状に対して町としての対策は、またこの冬の福祉灯油の拡充は可能ですか、どう

ですか。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 燃油高騰の影響と対策についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の最近の国の燃油高騰に対する支援対策として入手している情報についてであ

ります。政府は、本年６月26日、原油等高騰に関する緊急対策関係閣僚会議を開催し、国際石

油市場の安定化への働きかけ、中小企業対策、漁業等業種別対策、離島など地方対策、国民生

活への支援、省エネルギー、新エネルギーと構造転換対策の５つの対策を打ち出しました。ま

た、所得税と個人住民税の一定額を軽減する定額減税や高速道路料金の引き下げ、農林水産業

の体質強化、中小企業支援などを柱に、事業規模で総額11兆円を超える総合対策を行うことで

次期臨時国会に補正予算案を提出する動きにあります。 

 次に、２点目の町内各事業者への影響等についてですが、原油価格の異常な高騰による影響

は苫小牧広域農協、いぶり中央漁協、商工会等から状況を確認しているほか、町内金融機関の

独自調査の内容からも、価格転嫁を行うことが難しい中小企業を初め、農業、漁業、運送業を

初めとする各種事業者に深刻な影響を与えており、町民の生活を直撃しております。農業の中

でも肉用牛農家では、昨年からの比較で飼料が20％、肥料が60％、軽油が30％のコスト増とな

っており、200頭規模を飼育する経営では年間300万円もの負担増が見込まれます。水産業では、

操業コストに占める燃料代のウエートが非常に高く、漁業組合としては燃油消費量を削減する

ため、出漁回数やエンジン回転数を下げての操業を指導しておりますが、漁全体の不漁や価格

の低迷、漁網などの漁業資材の値上がりなど、経営を圧迫している状況にあります。商工業に

ついても、この時期にきて卸売価格が転嫁されてきた食品類もあり、値上げによる消費意欲の

低下など、厳しい状況が見受けられます。商工会での調査は、原油高騰の影響を受けている、

仕入れ価格の上昇、経費が増大している、商品、サービスの価格転嫁が困難とする事業者の声

もあり、具体的な影響数値等をまとめておりませんが、影響は大きいものであります。いずれ

にしましても、今回の原油高騰は、町民生活はもとより、産業全般に深刻な影響を与えるもの

であります。 

 次に、３点目の食品の値上げによる各公共施設の給食等に対する影響についてのご質問であ

ります。まず、学校給食の食材については、昨年度と比較して現在のところ全体で約10％の値

上がりとなっており、また納入業者からの価格動向情報では今後もさらに値上がりする見込み

であります。このことから、収納した給食費の中で安全、安心な給食の提供に努めております

が、非常に厳しい状況の中でのやりくりとなっております。他の福祉施設等の給食につきまし

ても、総じて同様に厳しいやりくりを行っている状況にあります。 
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 次に、４点目の現状に対して町としての対策、また福祉灯油の拡充についてであります。原

油高騰の対策については、引き続き価格動向及び町民生活、産業への影響を注視し、国、北海

道に対し対策を求めていくこととしており、また今般の国、北海道、さらに農協、漁協等の産

業関係団体が行う対策など、制度の周知徹底に努めてまいります。また、福祉灯油の実施につ

きましては、灯油価格の高騰が続く中、低所得者の生活に深刻な影響があることから、昨年と

同様に灯油購入費の一部助成につきましては今後財政状況を見ながら検討することといたしま

す。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） ９番、斎藤です。最初に、昨年度の福祉灯油の実績をお尋ねをしたい

なというふうに思いますが、２月の１次締め切りのときには対象者が1,418世帯中、申請があっ

たものは599世帯で42.3％だった。そこまでは確認しているのです。その後担当者の努力で催促

状が送られたそうでありますけれども、結果はどのような数値になったでしょうか。また、１

世帯当たり5,000円の補てんの評判はどんなものだったか、どのような声が寄せられているか、

あれば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） お答えいたします。 

 昨年度の実績につきましては、１次分、２次分合わせました助成件数が合計で830世帯でござ

います。助成額といたしまして415万円の助成をいたしております。率といたしましては58.53％

という率で助成をしておりますが、当初対象世帯として見ておりました中に老人世帯の中で一

部施設入所者等につきましてカウントしていたため、実際の対象世帯が約200世帯減ることが判

明いたしまして、その結果最終的な助成率につきましては68.88％という数字が出てございま

す。その後の支給した後の各家庭での評判というのは、実際のところ当方では調査してござい

ません。ただ、申請の中では、大変ありがたいことだということで電話等の中ではいただいて

いるというのが実態でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。ちょっと今の数字にびっくりしたのですけれども、確かに

やっていただいてありがたいということはそのとおりだろうと、本当にありがたい実施だなと

いうふうに思ったのだろうと思いますけれども、それが60％、70％台ぐらいで大体おさまって

しまったというのは、本当にそれでよかったのだろうかと、希望というのはそんなものだった

のだろうかというふうにちょっと今数字としては驚いたわけですけれども、それはそれでわか

りました。 

 この異常事態に対して、国は緊急対策をとっているようであります。答弁の中にもいろいろ
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緊急対策項目を挙げられました。情報では、その他の情報になるかと思いますけれども、漁業

部門で燃費を１割以上削減したグループには増加分の９割を国が負担すると、農業部門では燃

費を２割以上削減したグループには肥料代と燃費の増加分の半分を補てんするというような案

が具体的にいろいろと審議されているのだそうです。その他の部門でもこのような具体的な案

というのがありましたら教えていただきたいなということと、福祉灯油に対する支援規模とい

うのが、その情報がどんなふうにあるのか伺いたいなというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  まず、農業の関係でお話をさせていただきたいと思います。

国が示している対策としては、合計で738億円という、そういう対策を示してございまして、そ

の内容としましては配合飼料価格の安定制度の安定運用ということで、これに対して積み増し

をするというのが約100億円の部分です。それから、この価格についての通常補てん基金に対す

る長期無利子貸し付けという部分で約350億円ということで、合わせて450億円がこの安定関係

で見られております。それから、政策価格等の期中改定ということで、これは子牛の安定価格

ということで肉用の牛肉の安定価格の引き上げということで、肉用子牛の保証基準がありまし

て、例えば今30万5,000円のものが31万円に5,000円上げることによって価格がそれを下回った

場合にそれを補てんするという、そういう制度になるのですけれども、そういうものに約４億

円というような内容になっています。あと、経営安定対策の充実強化ということで、例えば肉

用子牛資質向上緊急支援という、こういうものがございまして、これに約41億円、それから肉

用牛肥育経営安定対策、いわゆるマル金事業と言われているものなのですけれども、これに20億

円、それから肥育生産者の収益性低下緊急対策、これに対して63億円、さらに肥育牛の経営等

緊急支援特別対策として40億円と、このような内容になってございます。今この内容について

は、さらに詳細が通知されてくるかというふうに思いますが、以上の内容になってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩崎水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（岩崎 勉君） 水産の部門についての原油高騰の対策について、ちょっとご

説明いたします。 

 先ほど議員のほうから話がありました原油の高騰分についてという形では80億円の予算がつ

くと、それと休業とか減船等を支援するという形で65億円の支援があります。それと、省エネ

等、資材とかそういう形で物をつくったり、あとはエンジンを変えたりするために無利子融資

という形で大体200億円の融資があります。あと、もう一つとしては、水産物の流通を簡素化す

ることによって漁師の方の収入を上げるとか、そういう目的として400億円の融資があります。

合わせて大体745億円を原油高騰の対策として国として今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）  田中健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（田中春光君）  福祉灯油の関係につきまして私のほうからお答えします。 

 今現状の中では、国からの支援とか、そういったことについては特に情報は入っておりませ

んが、北海道のほうで福祉灯油についての補助をするという形で情報が入っております。概要



        － 105 － 

についてでございます。昨年は、うちのまちの人口規模からいけば60万円しか補助額としては

もらえなかったのですが、これがことしその補助要綱改定されておりまして、人口規模の形を

やめまして、１世帯当たり9,500円を上限として算定をしますよという、こういうような補助要

綱の改定になっております。9,500円の２分の１が補助の対象になるわけでありまして、昨年と

同様の形でやったとした場合、1,200世帯を対象として5,000円の補助とした場合、その２分の

１ですから300万円が補助金として我がまちには入るのかなと、計算上はそうなります。ただし、

道としては予算の範囲がございますので、それが180市町村ですか、全体が同じような補助、福

祉灯油を行ったとした場合薄まってしまいますので、満度としてうちのほうに300万円入るかど

うかは定かではございません。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  それと、中小企業の対策もございます。原油、原材料価格高

騰における中小企業対策として国のほうの今出てきているものとしましては、やはり資金繰り

が大変になってくるということでございまして、その中の支援措置としてセーフティーネット

貸し付けというのがございまして、これは政府系の金融機関による運転資金の融資制度という

ことになりますが、その枠の別枠と、それから倍増という部分です。そういうものが示されて

ございます。なおかつ保証という部分で、セーフティーネット貸し付けに対する保証の関係で

いえば、対象業種を拡大するということがございます。それから、下請中小企業向けの追加対

策としては、下請中小企業向けの対策としては相談箇所を設けるですとか、買いたたきという

部分を具体的にどういうものかということで明示して、それを防ぐような内容になっていると

いう部分でございます。それから、もう一つが建築関連中小企業に対する金融上の支援という

ものが出てきてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時０２分 

                                         

          再開 午前１１時１５分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けてください。 

 ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤でございます。質問を続けます。ただいまの丁寧な答弁ありがと

うございました。福祉灯油が60万円の補助が300万円になるという話で、それでも町の持ち出し

はかなりのものだなというふうに思いました。あとは、農業、漁業、中小企業の話を聞きなが

ら、貸付制度、それから相談箇所の設置、いろいろなものが今用意されているのだなと、不十

分ながらそういう用意がされているということがよくわかりました。 
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私は、この質問をするのに、漁業者の話を聞いて、それでトラック屋さんの話も聞きました。

消費者協会や給食センターの話も伺いました。漁業家の方は、船主が油が高いから遠くへ出た

がらないのだと、沿岸漁で済ませているのだという話、高騰分が価格に転嫁できないのがつら

いし、買う人は安い魚で我慢をしてしまうのだと、このままでは漁業が衰退するのだろうと嘆

いていました。小売店では、物価がじわっと上がってきているのですが、今のところは自助努

力で頑張っていると。給食センターの栄養士さんも、出入り業者からこの秋口が勝負だろうと

言われているのだという話も聞きました。きのうも給食の話が出ましたけれども、聞けば栄養

士さんたちが本当に職員が涙ぐましい努力をしているのだなと、安全で安い値段でメニューを

ふやし、そしてカロリーを計算する。大変な仕事なのだという話もよく聞き取れました。総合

して見れば、どこへ行っても先が見えないのが不安だというふうにみんなが訴えているようで

あります。答弁と同じ状況なのだということがよくわかりました。事態は待ったなしの状況で

すが、これはあくまでも政治の責任だろうというふうに思っています。 

そこで、質問なのですが、先ほどの答弁で国は11兆円ですか、支援事業対策を立てていると

いうことですが、現実に支援の手が現場に届くのは順調にいっていつごろと考え、判断されて

いるのか。最近は、国会解散の話も出ているようでありますけれども、いつごろになるか判断

できるでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） いつごろになるかと、あくまで予想なのですが、新聞で報道

されているとおり、衆議院解散、それらが目前とされているような報道ございます。その解散

の時期によりまして、先に補正予算案を審議するか、あるいは解散した後、新たに召集された

国会の中で補正予算を審議するか、それによりまして時期がかなりずれるかなと思います。い

ずれにしても11月解散騒がれている中では、12月あるいは１月とか、希望としては12月ぐらい

とは思っておりますけれども、今の予測ではそのような状況かなと考えております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。もう一つだけ伺っておきます。給食センターでの話なので

すけれども、ボイラーの燃費が年間500万円ぐらい予算を持っているけれども、この高騰で５割

増しになるだろうと言っておられました。５割というと750万円になりますか、私もそれぐらい

になるのかなというふうに考えますけれども、ほかの公共施設の燃料費合わせるとどのぐらい

になるのか、かなり恐ろしいような気がしたのです。財政再建のプログラムにも大きく影響し

てくるというふうに懸念するわけですけれども、いずれ補正の必要が出てくるだろうと思いま

すけれども、これらの分については国からの補助というのは考えられるのですか、このあたり

はどうなのでしょう。 

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） 昨年のベースでいえば、当初予算4,000万円、約4,000万円で
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す。それに対して、補正、流用等を含めまして約6,000万円という結果になってございます。そ

れから推測しますと、さらに燃費や何かを向上させるだとか、燃費というか、量を減らす努力

しても、さらに昨年の額よりは2,000万円は上乗せになるかなというような状況で今考えてござ

います。国からの助成等につきましては、今特別交付税等の調査が入ってございます。そうい

った中で、まだ特別交付税で助成するよだとか、そういったことは明確になってございません

けれども、調査項目の中には入ってきておりますので、そういったような形で助成があるのか

なというふうに考えている状況でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） わかりました。最後の４点目についてであります。今回の原油高騰騒

ぎについては、さまざまその原因が言われていますけれども、決して住民の責任でもなく、個々

に対応できるような問題でもありません。世界的投機マネーの規制など、サミットに期待をか

けたのですけれども、全く空振りでした。あくまでも政治的解決の必要な問題だけに、自治体

からの国への強い申し入れ、要望が必要だと考えます。私たち町議団は、先月町長に対策を求

める申し入れを行いましたが、国の出方を見ているだけでなくて積極的に国に対して、１つは

投機資金の規制に乗り出すことや各中小零細企業への直接補てんを求めること、それから生活

者を守る観点から福祉灯油の一層の拡充を求めることなどに取り組んでいただきたいというふ

うに思うわけであります。先ほどの答弁にもありましたので、答弁とあわせ、国への申し入れ

を強力に行ってほしいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今回の原油の高騰については、理由はご承知だと思います。実は、き

ょうの日経の発表なのですが、７月の４日で、１バーレルという単位にしていると思うのです

が、１バーレル、７月４日が一番最高で約140ドルだったのです。きょう現在100ドルを切りま

した。これは、日経の新聞に出ていますので、きょうの日経です。それで、これからまだ下が

るだろうという、これは新聞の予測なのですが、そういう状況です。ただ、これエンドユーザ

ーに来るといったら、かなりかかると思います。要するに、これは国際経済の中で動いている

話ですから。ただ、国の制度を決めても、それが申請出したり認可になったりといったら、ま

たえらい時間かかると思います。ただ、被害こうむっていることは確かでございますので、そ

の点も含めて国に、これは例えば町村会だとかと相談しながら何とか対応したいという考え方

でおります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 最後にします。直ちに町としてもできることがあるのではないかなと

いうふうに思いますが、いろいろ考えますと今回の影響による困窮者のための相談窓口を開設

する必要があるのではないかということが１つ、２つ目には無利子などによる特別融資が必要
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ではないのか、３つ目には町内の低所得者の生活をよりきめ細かな実態調査が必要ではないの

かというようなことも考えながら、最後に福祉灯油についてもこの冬も実施されるというふう

には思いますけれども、より拡充して助成することを、それらについての考え方をお聞きして、

私の質問を終わりにしたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今回燃油高騰のみならず、生活困窮者に対する相談の窓口はございま

す。例えば福祉関係であれば、健康福祉課だとか、生活の部分ですから、あとうちの生活環境

課の中にそういうような相談窓口があります。いずれにしても、相談は受けれるという状況に

あると私は思っております。これは、再度課長会議でも徹底していただくと、どこの課という

ことでなく、来たら即対応するようにということなのですが、福祉灯油につきましては先ほど

も申し上げましたが、今はまずは財政再生団体は回避できたのですが、残った借金はあります。

まずは、町民全体に安心してもらうということが先決なので、その辺検討の余地は十分知って

おります。１バーレル当たり140ドルが100ドルを切ったといっても、これが消費者に来るまで

はまだ時間かかると思います。ですから、当然昨年もやっていましたので検討はいたしますが、

あくまでも財源との見合いということでご理解いただきたいと思います。 

〇９番（斎藤征信君） 終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で９番、斎藤征信議員の一般質問を終わります。 

                                         

          ◇ 土 屋 かづよ 君 

〇議長（堀部登志雄君）  続きまして、11番、土屋かづよ議員、登壇願います。 

 なお、土屋議員につきましては、ちょっと足をけがしておりますので、特別に座ったまま質

問することを議長として許可いたしますので。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、日本共産党、土屋です。質問通告書に従い、４項目７点にわ

たってお伺いします。 

 まず、１項目めの妊婦健診について。１点目、少子化の進む中、白老町として今後の対策は。 

 ２点目、出産までの環境整備。 

 ３点目、現在の健診回数で補助は十分か。 

 以上３点お伺いします。 

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） 妊婦健診についてのご質問にお答えします。 

 １点目から３点目のご質問は関連がありますので、一括してお答えいたします。少子化の進

む中、人口増加につなげるために必要なことは、若い世代の方々がこのまちに住み、安心して

子供を産み、育てることができる環境整備が必要であると考えます。このため、財政的支援策

として、平成1８年度まで１枚であった妊婦一般健康診査受診券の発行を昨年は２枚の発行と
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し、さらに今年度は５枚の発行にふやし、超音波検査受診券についても年齢を問わず５枚交付

するなど、産みやすい環境づくりに努めているところであります。また、出産までの環境整備

では、母子手帳交付時に保健師による妊婦健康相談を実施し、健やかな出産に向けての助言や

相談を行っておりますが、必要に応じ電話や訪問による相談を行うなど、お母さん方の不安解

消のため、体制を整えております。今後につきましても、このような具体的対策を継続するこ

とで少子化対策につなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。きのうも同僚議員が同様の質問をしていましたの

で、若干それは割愛させていただきます。２点ほどお伺いしたいと思います。現在本当に全国

的に少子化問題がどこの自治体でもやっぱり頭を悩ませているところなのです。５年先、10年

先が見えないという、そういう中でより抜本的な政策転換が求められるのではないかと私は考

えます。子供の育たないまちは、滅びるとさえ言われています。白老においても、どの子供の

お母さんも第２子、第３子が欲しいという、そういうお母さんがたくさんいらっしゃいます。

しかしながら、近隣の苫小牧とか室蘭とか、そういうところに通うための交通費、それから健

診料、あと一番問題なのは分娩費用が高いということで、結果的には第２子、第３子をあきら

めているのが現状です。毎年白老町としては、改善が見られています。今のまちの財政状況も

非常に理解しないわけではありませんけれども、きのう町長がおっしゃったように子供のため

にはお金は惜しまない、そのような発言をなさっていました。白老の将来を担う子供たちのた

めに満度の健診を受けさせることは、本当に無理なことなのでしょうか、そのことをお伺いし

たいと思います。 

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）  お答えいたします。 

 財政的な事情を考えますと、ことし５回にしたということで努力しているということをご理

解していただきたいのですが、先般舛添厚生労働相のほうの記者会見ありまして、この辺のお

話はご存じかと思うのですけれども、この中では出産育児一時金の現物給付化、さらには妊婦

健診につきましても健診の回数を14回について補てんしていこうというような考えがございま

す。ただし、これに必要な財源が840億円程度かかるという話もありまして、その辺は今後の国

のほうの協議ということになろうかなと思いますけれども、これが舛添厚労相の言うとおり来

年度からの実施ということになるのであれば、私どもとしても非常に望ましいことだなと、こ

んなふうに考えています。今現在はこれらの対策が実施されるということに期待を持っている

という環境であるということで、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。11月にも行われるという選挙でもってがらっと内
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閣がかわった場合に、そういうこともちょっと無理かなということも考えられますけれども、

少子化問題に限らず、今どこの自治体でも人口減で頭を悩ませているのですけれども、子供の

医療費を小学校卒業まで無料にするとか、それから妊婦健診を14回、最後まで自治体が見ると

かいうところでは結構人口もふえてきているのです。そういう部分で、やっぱり将来に対して

の先行投資というものも必要ではないかなと、本当に元気まち白老を実施してためにも町長に

はこの際大なたを振っていただきたいなと、そのことを強く私は訴えて、この質問は終わらせ

ていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  いいですか。 

〇11番（土屋かづよ君）  きのう聞きましたので、課長のお答えがありましたので、次の質問

に移ります。 

２項目めの質問に入ります。性犯罪被害者の救済について。１点目、苫小牧署管内での現状

は。 

 ２点目、インターネット等、出会い系の利用など、どのように把握しているか。 

 ３点目、未然に防止するためにどのような方策が考えられるのか。 

 ４点目、未成年女子、これは未成年女子に限らず成年も含まれますけれども、被害に遭った

場合の救済方法。 

 以上４点お伺いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  性犯罪被害者の救済についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の苫小牧警察署管内の現状についてであります。被害者のプライバシー等によ

り、年齢構成や被害の背景、要因などについては公表できないということでありますので、件

数のみ申し上げます。平成19年度で強制わいせつ22件、強姦４件の発生であり、平成20年度８

月末現在で強制わいせつ８件、強姦１件の発生という状況であります。 

 次に、２点目のインターネット等、出会い系サイトの利用等の把握についてでありますが、

町内各小中学校及び高校とも利用状況についての把握はしていない状況にあります。 

 次に、３点目の未然に防止するための方策についてでありますが、児童生徒に対しましては

日ごろから犯罪に巻き込まれないための予防策などについての指導に取り組んできておりま

す。また、保護者等にはＰＴＡ研究大会や各地区青少年育成団体が講演会などを通してネット

トラブルから子供を守るための啓発活動に力を入れているところであります。 

 次に、４点目の被害に遭った場合の救済方法はについてでありますが、未成年に限らず救済

の第一歩は、まず被害者が安心して相談できる環境にあることが大前提となります。このこと

から、児童生徒につきましては各学校で担任や養護教諭などが相談を受けることとしておりま

すし、そのほか町としては児童相談や健康相談、生活相談窓口での対応となります。特に被害

に遭われた方の場合には心のケアが何より重要であり、保健所等では精神保健活動の一環とし

て心の健康相談を開設して、直接精神科医や保健師が相談を受けております。いずれにいたし
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ましても、このような問題は被害者への十分な配慮をし、慎重な取り扱いと、かつ迅速な対応

が不可欠であり、警察を初め関係する機関と連携を図りながら被害者の救済に努めていく考え

であります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。大変デリケートな問題なものですから、余り深入

りはできないと思いながら、ちょっとお伺いします。まず、１点目、２点目一括してお伺いし

ます。先般苫小牧で常習的な性犯罪者が逮捕されたと報道で伺いました。また、最近において

は、小さい子供が車に連れ込まれるという事件も起きています。最近の犯罪は、性犯罪ばかり

ではなくて犯罪そのものが殺人にまで至るという悲惨な事件が数多く発生しています。最近は、

パソコンや携帯電話の急激な普及、そして日々性能もよくなり、大変便利になっておりますけ

れども、必需品となっているわけですけれども、使い方次第では落とし穴があることも否定で

きません。出会い系サイトなるものが出現して、援助交際なる新しい日本語も生まれています。

子供たちがかかわることで事件性も高まってきているのではないかと思います。そういう中で、

保護者、学校関係者の方々の努力というものは本当に大変なものと考えられます。こちらの答

弁書に把握は難しいということなのですけれども、今後どのようにそのことに対して策を講じ

られるのかお伺いしたいと思います。また、けさの報道で出会い系サイトを18歳未満が使用で

きないように来年から制定されるということで、一抹の安心はありますが、そういうことでい

かがでしょうか。 

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）  パソコン、携帯等についての出会い系サイトの利用に関する

把握についてでございますけれども、そのことにつきましては教育長のほうからご答弁申し上

げましたとおりでございますけれども、各家庭においての保護者の責任においてパソコンまた

は携帯電話を購入していると、子供たちに持たせているということもございますし、そういっ

たことから、その辺の利用状況についての、特に携帯、出会い系サイト関係だとか、そういう

ことについての把握については非常に難しいというところで、把握できていないというのが実

態でございます。今後についても、そういったことからその把握については非常に難しいとい

うことでのお答えをさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  わかりました。いずれにしても、犯罪が起きないことがいい。今小

学生には携帯を持たせないという方向でやられているところなのですけれども、北海度ではな

いですけれども、結構都市部でＧＰＳつきの携帯を子供に持たせている親御さんがいらっしゃ

いますよね。一時子供が危険に遭わないために防犯ベルを持たせるというがありましたけれど
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も、白老町では防犯ベルの実態はどうなっているのか。それと、町内にひなんの家の旗があち

こちに立っていますけれども、今までに利用があったのかどうか、そのことをお聞きしたい。 

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）  防犯ベルの関係だけについてお答え申し上げますけれども、

いろいろな企業さんだとかそういうところから、またはいろんな団体だとかから防犯ベルの寄

贈もいただいております、特に新１年生だとか。そういうことで、特に小学校等についてはそ

ういう防犯ベルを配付しているという状況でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） ひなんの家に関してですが、現状までの中でそういうような被

害に遭ってひなんの家を利用されたという報告は、受けてはおりません。ただ、そういうよう

なひなんの家があることで子供たち、それから保護者が安心して通学なりそういうようなもの

ができているということでのお話は伺っております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。４点目に入ります。だれしもやっぱり犯罪には遭

いたくないわけですし、特に性犯罪被害者の場合はだれにも言えなくて一人で抱え込むケース

が多いと聞いています。一番被害者にとって心配なのは、感染症や妊娠の苦しみです。これは、

ある例ですけれども、被害に遭った若い女性がショックと恐怖で１週間家から出られなくなっ

てしまったと、そのことに、その異変に母親が気づいて、その時点で警察に届けたのですけれ

ども、大体１週間たっていたと。警察にいった場合に警察の対応は、72時間以内だといろいろ

な措置ができると言われたそうです。この72時間という時間が非常に貴重な時間だということ

がわかったそうです。被害に遭ったときに72時間以内に訴えをしておけば、緊急避妊薬とか、

それからそれが終わった後に数カ月後にはエイズなどの感染症の検査を受けるという、そうい

う段取りがあるそうです。町としてこのような実行を、保護者というのですか、これは警察の

管轄の仕事ですから、直接町が関与するわけではないのですけれども、そういうことの必要性

というものも女の子を持つお母さん方にきちっと周知しておかなければならないのでないか

と。72時間という時間帯の中で行わなければならないことは、たくさんあるわけなのです。そ

のことをどのように今後も含めて周知されていくかお伺いします。 

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）  お答えいたしますけれども、学校につきましては、保健の時

間だとかそういうところで既にそういう、いわゆる性教育的なことも含めて行っておりますの

で、それは引き続きそのように対応してまいり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）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 成人をされた方も条件としては同じではあるのですけれども、
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特に未成年の方についてはそういう情報がなかなか行きにくいというところはあるかと思いま

す。ですので、特に保護者の方が集まるような会ですとか、それからそういうような組織がさ

れている団体ですとか、そういうようなところにもこういうような事実といいますか、こうい

うようなことがあるとできるだけ心がけて覚えておいていただきたいと、そういうような周知

はこれから図っていきたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君） 11番、土屋です。緊急避妊薬とか感染症の検査、大体それぞれ5,000円

から３万円ぐらいまでかかるそうです。今までは、全部自己負担でやっていたということなの

ですけれども、人工中絶は15万円から20万円です。そういう経済的な負担が非常にかかってく

るということで、なかなかそれを受けられない中で、05年に警察庁が全国の都道府県の警察署

に対して公費でそれを行うことを指示したそうです。実際に何件かはそういうことを利用され

た方がいるそうですけれども、ただこの制度がほとんど知られていないのです。この制度を知

ることによって、72時間以内に行けるわけなのです。そういうことも、警察が本当は広報しな

ければならないことなのですけれども、そういう制度もあるということもやっぱり周知してお

いたほうがいいのではないかなと思うのです。だから、いろんな周知の仕方があるでしょうけ

れども、やっぱりすごくデリケートな問題ですから、お母さん方にこういう実態があるのだと

いうことを知らせていってほしいのです。そのことに関して、どうお考えになりますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 実際には本当は被害に遭わないというのが一番なのですけれど

も、現実起きて、被害に遭ってしまった場合というときの救済というのは、なかなかその方法

も含めて一般的に周知されにくいところに、今所管が警察ということもありまして理解してい

ただくには時間がかかるかなと。その辺のところも含めまして、制度も含めてわかりやすいよ

うな形で周知ができることを検討していきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。私たちが日常生活を行っている中で本当に身近な

ところにいろんな制度があるわけなのです。その制度を知らないために非常に悲惨な結果を招

いているという事実も実際あります。私たちは、なるべくならそういう被害に遭わないでいた

いところですけれども、いついかなるとき、今の時代ですから、本当に何が起こるかわからな

い時代。そのときのために備えて、やっぱりそういう制度もきちっと勉強して、そして皆さん

に周知していっていただきたいと。個人の力ではとてもそこまで無理ですので、それをお願い

したいなということで、質問を終えます。 

〇議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 

〇11番（土屋かづよ君）  どうもありがとうございました。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で11番、土屋かづよ議員の一般質問を終わります。 
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ここで昼食の休憩に入ります。 

          休憩 午前１１時５１分 

                                         

          再開 午後 ０時５９分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 大 渕 紀 夫 君 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員、登壇願います。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、日本共産党、大渕紀夫でございます。私は、町長に２点質問を

いたします。 

保健、福祉、医療、介護の４連携と町立病院の果たす役割についてであります。１点目に、

国民健康保険制度の現状と問題点をどうとらえているか。 

２点目、介護保険制度の現状と問題点をどうとらえているか。 

 ３点目に、後期高齢者医療制度の現状と問題点をどのようにとらえているかお尋ねをいたし

ます。 

 ４点目に、国の医療制度、福祉政策と地方の現状と乖離についてどのように考えていらっし

ゃるかお尋ねをいたします。 

 町民を守る福祉、医療のあり方と４連携の充実についての考え方。 

 ６番目に、その中で町立病院の果たす役割と中心的な課題は何か。 

 最後に、医師、看護師、職員の自覚とそれを支える体制についてお尋ねをいたしたいと思い

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） ４連携と町立病院の果たす役割についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の国保の現状と問題点につきましては、本町の国保事業は本年度における最大

の取り組みとして、１点目、特定健診、特定保健指導の実施について現在取り組みを進めてい

るところであります。 

 また、２点目として、財政改革プログラムの課題でもあります国民健康保険税の税率の改正

に向け、諸作業を取り進めているところであります。 

 次に、２点目の介護保険の現状と問題点につきましては、昨年実施した介護サービス利用者

に対するアンケート調査の結果からも、本町の介護保険事業は順調に推移しているものと考え

ております。また、本年度におきまして、平成21年度から３年間の第４期介護保険事業計画の

策定を進めることとしております。 
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 次に、３点目の後期高齢者医療制度の現状と問題点につきましては、ご承知のとおり本年４

月からスタートしましたこの制度は、国における制度準備がおくれたことから、制度そのもの

の周知不足、保険料の徴収方法等に対する被保険者の制度理解不足、さらには制度開始後さま

ざまな制度改正により、当町でも窓口で混乱する状況がありましたが、現在は落ちついた状況

で推移をしております。町としても、今後も機会をとらえ、出前トークなどで制度の周知に努

めていきたいと考えております。 

 次に、４点目の国の医療政策、福祉政策と地方の現状と乖離についてのご質問でありますが、

国の医療制度改革により結果として地方自治体病院の経営が非常に厳しい状況となり、また地

方における医師不足も深刻なものがあると認識しております。また、国の厳しい財政運営によ

り年々増加していく義務的な福祉予算にも削減が求められるなど、地方における福祉政策に影

響が出てくることが懸念されるところであります。 

 次に、５点目の町民を守る福祉、医療のあり方と４連携の充実についてのご質問ですが、本

町では18年１月に保健・医療・福祉施策推進方針、いわゆる３連携推進方針を定め、さらに３

連携推進事業実施事業計画により目標年度と数値を具体的に定め、取り組みを進めてきたとこ

ろであります。本年度は、計画策定後２カ年を経過したことから、これまでの取り組みについ

て中間総括を行い、あわせて推進事業の内容や数値目標についても検討することとして、現在

作業を進めております。 

 次に、６点目の町民を守る福祉、医療のあり方と４連携の充実の中で町立病院の果たす役割

と中心的な課題につきましては、まず医療が必要な町民への良質な医療提供を行うことが第１

の使命であります。このため、１次救急医療を担う医療機関としての役割を果たすことと入院

患者の傾向は退院後介護を必要とする患者が増加している状況を考慮し、平成21年４月には医

療機関併設型小規模老人保健施設を設置すべく、諸作業を進めているところであります。また、

良質な終末期医療が提供できるよう体制を整えることや、さらに地域に根差した健診機関とし

ての充実を図っていくことも必要と考えております。 

 次に、７点目の医師、職員の自覚とそれを支える体制についての質問でありますが、平成21年

度を初年度とする３年間、（仮称）白老町立国民健康保険病院経営計画を策定し、経営の安定化

と健全化を進めていき、その中で医師及び職員の意識改革を実施し、経営の安定と健全化を図

っていき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）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。国民健康保険法は、その第１条で、この法律は国民

健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目

的とすると、こういうふうに定めております。現実的には、毎議会ごとに国保の議論にあるよ

う、社会保障の向上に寄与する国民皆保険制度というけれども、制度そのものが高過ぎる保険

料の中で成り立たなくなるというのが私は現状だと思います。今回の国保の税率改正の状況、
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資産割の廃止の影響がどのようになるか、まず基本的な部分についてお伺いをしたいと思いま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） お尋ねのありました国保税率の改正についてですが、この後条例

の改正案についても提案させていただきたいと、このように考えております。まず、私どもの

ほう、国民健康保険運営協議会のほうに本年の６月に国保税率のあり方についてどのようにし

たらいいかということで諮問をさせていただき、４回の議論を経まして、一応答申をいただい

ております。その主な中身について若干説明をさせていただきたいと思いますが、私どものほ

うからお願いしましたのは、平成６年に税率を改正した以降14年間税率改正をしていないとい

うことで、まず全面的に国保税のあり方についてご審議を預かったところであります。その中

で、まず運協のほうから答申のありました主な内容でございますが、１つは税率の改正に当た

っては当然保険税が急激にふえるということの状況がありますので、段階的に上げていくなど

激変緩和措置を講ずる必要があるでしょうと。それと、過去14年間国保税が直されていないと

いうことですので、上げる上げないは別にしても３年ごとにはきちんと改正の有無を判断する

ようなことでやったらいかがなものかと、それとこれまでの累積赤字につきましては一般会計

の補てん等により賄うべしというような内容でお話をやっています。それと、最大の懸案でご

ざいました応能、応益の割合の平準化につきましては、被保険者間の公平、平等の観点から応

能、応益を平準化することを優先して実施することということでございます。あと、資産割に

つきましては、資産割の時代的な必要性がかなり薄くなった、あるいは特に所得の実際少ない

層の方に資産割が賦課されている、こういうような状況もありますので、資産割については廃

止をすることと。大まかな流れとしましては、この３点について答申を受けてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。今の答弁では資産割が廃止されるということなので

すけれども、どれぐらい細かいところまで押さえているかわかりませんけれども、保険料が下

がる世帯、資産割を廃止することによって保険料が下がる世帯がどの程度あるか。また、応能、

応益割を平準化するということなのですけれども、そうすると応益割の部分が上がるという状

況になると思います、今の状況では。そういうふうになると、どれぐらいの上がる量になるの

か、わかる範囲で結構です。それから、法定減免が６、４から７、５、２になるのかならない

のか、今回の改正をした場合になるのかならないのか、まずその点お尋ねをしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 細かい数字は別にしまして、まず資産割につきましては、被保険

者世帯の大体半数近くが減免の対象になっていくだろうと、そのように考えています。 

 それと、応能、応益割でございますが、現在答申を受けた数字に基づいて試算しましたとこ

ろ、応能につきましては54％、応益については46％というような形で検討を加えてございます。 
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 それと、７、５、２、法定減免の関係ですが、これは７割、５割、２割になります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。としますと、資産のない世帯、極端に言えばそこで

一番保険料が上がる人、資産のない方、資産割がなくなってもここは下がらないわけですから、

資産のない方で保険料が一番上がる人はどれくらい上がるか。それは、法定減免にひっかから

ないところでぎりぎりのところで計算したら、一番上がる人でどれぐらい上がるのかというこ

とが１点。 

 それから、全体で町民の負担が幾らぐらい上昇するか、全体として、会計全体として大体ど

れぐらいかと。このことをやることによって、国からの町に対する増収分があるのかどうか、

あらゆる部分でです。なぜこういうことを聞くかというと、応能、応益の変化が出ると、今度

７、５、２にひっかからない人で上がる人が出てきて、非常に差が出る可能性があると思うの

ですけれども、そういうところ含めてどういう状況になるかお尋ねをしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、賦課総額の話をさせていただきますが、全体的に平成20年

度当初よりは3,000万円くらい保険税を下げようということで今考えてございます。全体として

は、今年度から比較すると割合が税は低くなるということでございます。 

 それと、応能、応益を平準化することによって調整交付金、これが1,000万円から2,000万円

の幅の中で増額になってくる。ただし、それは来年度、21年度に入りますとすぐ調整交付金が

ふえるという状況にはございません。２年程度置かれて、３年目に入ってくるというような感

じになっています。 

 それと、今回の改正の中で一番影響を受けるというような層でございますが、資産割がない、

ある程度所得があるというような状況の中で一番影響を受けるのは、当然応益の割合が非常に

大きくなりますから、家族の多い方、１人、２人世帯よりも家族が５人、７人いる世帯がもろ

にふえてくるというような状況になってございます。ちなみに、最大の人数はちょっとカウン

トしていませんが、所得で280万円ぐらいの家族の方４名、これが現在48万9,032円がことしの

保険税です。この方は資産割３万9,100円を持っていまして、この方を資産割なしで算定した場

合は46万5,572円になりますが、新しい税率で、これは数字が運協に出した数字で計算させても

らっています。実質税率の改正の条例の数字とはちょっと違いますが、それでも48万8,674円と

いうことになりますので、資産割があった場合と比較しますと２万3,000円ぐらい上がるのでは

ないかと、こういうような状況です。ただ、これに当然人数が５人、６人になってきますと均

等割の部分がふえてまいりますので、その分は加算すると、こんな状況になります。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。ちょっと僕聞き間違えたかもしれない。今賦課総額
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が3,000万円低くなると、税率改正したことによって低くなるということは、町民にかかる負担

がそれだけ税額が下がるということになるということですか、このことをやることによって。

わかりました。そうであれば、これはそれにこしたことがないわけです、全体が下がるわけで

すから。 

 もう一つ、もし決まっていればですけれども、応益割の中の平等割と均等割は上げる金額決

まっていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 条例改正案の中では、均等割、医療の部分です。医療の部分で…

… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇町民課長（丸山伸也君） 国保税は、医療と後期高齢と介護がございます。医療の部分でい

いますと、１万5,000円を２万100円、平等割を２万円を２万3,100円、ちなみに所得割は9.20％

を8.58％にしたいということで考えてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） わかりました。私もうちょっと上がるのかなと思っていたら、意外と

上げ幅が少ないということで、わかりました、この件については。 

 それで、私が調べたところによると、所得に占める保険料の割合、これ2005年のデータなの

だけれども、国保では11.6、政管健保で7.4、組合健保で5.1というふうな数字が公には出され

ています。現実的にもうこれ以上上がったら払える状況でないという状況の中で、今の状況で

いえば賦課総額が下がるというわけですから、保険者自体がかわらなければ若干下がるのかな

というふうには思いますけれども、白老町での国保の所得に占める割合って大体わかりますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） ちょっと手元の資料にはございませんので、後ほど個別に報告を

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。私は、この保険制度、国民健康保険というのは世界

の保険制度の中でも皆保険ということでは当初は非常によかったし、現状でも世界の国に比べ

れば非常にいい中身だと。しかし、白老町で見ても、町民の負担はもはや限度に達しているの

ではないかと。ですから、国自体が制度を変えるか地方から国保改善運動が進んでいかない限

り、これは地方の努力ではもうどうにもならないと。今回たまたま改正によって賦課総額も下

がるということですから、百歩譲って、そこは余り強調できないような状況になってしまった

のかもしれません、私はもうちょっと上がると思っていたものですから。そうなのだけれども、

この点本当に国がこの国保制度をどうするのかと、保険みんな一本化するとか、いろんな話出
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ていますけれども、国の状況というのはどうなのですか、今。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 国は、まだ具体的に国保をどういうふうに取り扱っていくかにつ

いては明確なものを示してございません。ただ、国保連合会、地方の国保連合会の動きなんか

見ていますと、例えば高知県あたりでは県全体で国保の運営についてもう具体的な協議を始め

ています。そういう状況の流れを見ていきますと、後期高齢者、いいかは別にして、後期高齢

者と同じように都道府県単位でまず保険を運営していくことを考えていくのではないかなとい

うふうに考えてございます。多分そういう流れになってくるのでないかというふうに私は考え

てございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。町長に何でも聞くということは、僕はそんなことし

ません。ただ、この問題についていえば、町村長会が、町村会がどういうスタンスで今動いて

いるのか、この国保の問題で。各市町村は、もう限界だと僕は思うのです。それで、全国の町

村会が強力な、本当は地方六団体全体が動くべきだと思うのだけれども、そういう運動をしな

ければ、地方自体がもうだめになっていく、保険からだめになっていくのでないかと。問題に

なっているのは、どこでも悪質滞納者がどうだとかこうだとかというふうになって、そして保

険証出さないと、それが大都市では、地方都市ではありませんけれども、大都市では保険証な

いことによって死につながる、病院に行けなくて、そういう状況が新聞に出ているのですよ。

そういう中で町村会の果たす役割というのは、僕は今すごく大きいと思うのだけれども、町村

会の状況と、町長に決意せ、決意せといつも言っているから、そこまで言わないけれども、町

村会でどんな動きになっていて、何をしようとしているのか、そこら辺ありましたら。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 国保の運営関係については、町村会で全道の町村長が集まって部会形

式で国保の関係もやっています。それから、財政関係とか産業関係といろいろ分かれているの

ですが、どこのまちも大変経営が厳しいということから、道の職員を前にしたり、国からも来

ていただいて、いろいろ議論を交わしています。いろいろ地方の事情といいますか、その実態

を訴えているわけでございますが、それがどのように伝わっているかはちょっと我々はわから

ないのですけれども、町村会としてはそういう課題解決のために年間何回かそういう研修会だ

とか、実際に問題を提起して、それを解決してもらうためにいろいろやっています。やってい

るのですが、はね返ってくるものもあればはね返ってこないものもあるのです。私も毎年実は

出しているのですが、１つ通ったのは、国保ではないのですが、たまたまうちのほうで勧奨退

職やりますよと、それで上乗せの部分、道と国ではちょっとまかりならぬということだったの

ですが、実態調べたら、だめだと言っている道庁がやっていたり、そういうことだったりした

のです。それで、厳しく私のほうも怠慢だということで追及したりはしているのですが、これ

中身によってもまた違うのです。国保、それぞれまちによっても保険料違いますから。いいと
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ころもあれば悪いところもある。ただ、一時的にはよくなっても、それがまた下がったりして

いるわけなのですけれども、厳しい状況であることは町村会の中でもかなり議論はしていると、

今のところはそれだけです。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。このことにつきましては、全道的な運動、今高知県

の話がちょっと出ましたけれども、高知県が事務を高知県全体で一元化すると、そのことによ

って半分ぐらいの職員を減らすことができるというようなこと、もちろん高知という小さい県

ですからできることなのかもしれませんけれども、しかし北海道も中空知で北町長が中心にな

ってやっていることもありますけれども、やっぱり新たな方策を考えないと、これは最高限度

額だけ上げて住民に負担させるなんてことではもう解決できません。ですから、そういう形の

方策を自治体としてもきちっと道や国に上げていくと、副町長会があるかどうかわかりません

けれども、副町長会でもどこでも上げていくというようなことをきちっとやっていただきたい

というふうに思います。 

 それで、もう一点、インフルエンザの関係をちょっとお尋ねしたいのですけれども、１つは、

国保で17年からインフルエンザを実施されています。その成果が出ていますけれども、17年が

1,686、18年が2,034、19年が2,287とふえてきているのです。これは、今の段階でこのインフル

エンザの予防接種をしたことによる、予防医療ですけれども、これをしたことによる効果の検

証はまだできませんか。 

もう一つは、あと２年間ありますよね、ことし入れて３年間ありますけれども、目標が2,000人

になっているのです。私は、これ4,000人ぐらいにして、本当に効果があるのならこれに徹底し

て取り組んだらいかがかというふうに思うのですけれども、その２つ。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、医療費に対する波及効果はどうなのだということで言って

いますが、インフルエンザをやったことによって直接医療費が減ったということについては、

まだちょっと検証ができておりません。まだ調査している状況の中であります。ただ、総体的

に言えることは、昨今の状況から見ますと、道の医療費の伸び方から見ると町の医療費の伸び

方が若干鈍っていると、道の上がり方よりはちょっと少ない、こういう状況になっていますの

で、これも若干効果があったのかなというふうに考えてございます。 

 それと、今インフルエンザをもっと拡大したらいいのでないかということについて、これは

私どももそのように考えています。それで、３連携の中で事業実施計画を組んでございまして、

これは５年間の中でやることになっていますが、これについても数値目標、人数等についても

ことし一応見直しをかけるということで段取りをしてございまして、その中で少し論議をして

いきたいと、このように考えてございます。基本的にはやっぱりふやしていくと、具体的に今

数字何人と具体的にはなりませんが、ふやしていくということで考えていきたいと思っていま

す。 
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〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。私は、このインフルエンザをふやすことによって、

断言はできませんけれども、多分医療費は下げることができるのでないかというふうに思って

います。やっぱり2,000人の枠ではどうにもならぬだろうと、できれば3,000、4,000、5,000と

いう目標で、これは町民負担もあるわけですけれども、年齢の低い人は。ですから、そういう

ことでいえば、これは非常に効果があるだろう。 

もう一つ、今報道等で新型のインフルエンザの対応のことが出ています。世界的に危機意識

が非常にあって、新型インフルエンザって鳥インフルエンザのことだと思うのだけれども、こ

れに対するまちとしての危機管理の体制や、それから物の本による新しい予防接種、あれはま

だ半分ぐらいのものしかできていないとかという報道がありましたけれども、現実的にはこれ

は香港風邪とかスペイン風邪と言われたものより数倍強力で、何千万人も死ぬという可能性も

あると、可能性ですけれども、あるというような報道がされていたのですけれども、それに対

する情報、取り組み、もしありましたら。 

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） 危機管理の観点につきましてはまた所管が違いますけれども、新

型インフルエンザの情報につきましては私どもで入手しておりますので、若干ご説明したいと

思いますが、議員ご指摘のとおり鳥インフルエンザ、これが東南アジアを中心としてかなり蔓

延する要素があると、そうするとＮ５１型の鳥インフルエンザは非常に強毒性ということで、

大流行した場合については相当な死者数が見込まれるということで、国のほうではこの対策に

ついて既に検討を始めてございます。ご指摘のありましたとおり、インフルエンザのワクチン

につきましても当面人口の５分の１、2,000万人程度を確保しつつ、さらに行政機能等あるいは

医療機関等の機能を麻痺させないために、まずそういった中枢を担う人方にどういうぐあいに

接種をしていくかという方法と、もう一つはそのインフルエンザワクチンそのものの確保につ

いて検討してございます。また、この辺につきましては、都道府県も今後こういった危機管理

のためのマニュアルづくりあるいはそういったものについて論議が今後進んでいくものという

ふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） インフルエンザの関係は、それで結構です。 

 介護保険の関係なのですけれども、これは昨日非常にすばらしい答弁もございましたので、

これはありません。ただ、１点だけ、それとは関係なく、今話をした医療費が極めて、極めて

というか、高いと。国保安定化計画をつくらなければならない状況だという中で、介護保険料

が、保険料ではなくて使用料が極めて少ないと。この関係の分析は、私前回か前々回も聞いた

のです。なかなか難しいと思うのです。だけれども、どう考えても、私３カ月間考えたのだけ
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れども、毎日考えたわけではないですよ、だけれども考えたのだけれども、医療費が道の基準

より10％高い、しかし介護保険料は70とかで抑えられると、この因果関係の分析はやっぱり私

やるべきでないかなと思うのです。例えば結論が出ないにしても、もうやっていらっしゃるの

ならいいのですよ、その答弁欲しいのだけれども、そこがなぜそうなるのか、僕はどう考えて

も理解できないのです。それで、きのうの質問や答弁にもあったように、別に介護保険料を極

めて圧縮しているというふうに、そういう話も聞こえてこないのです。医療費も野放しにやっ

ているというわけでもないのです。さっきもちょっと話していましたけれども、例えば施設に

入らなければだめな人が病院に入院していれば、今のような状況になるのです。だけれども、

そういう状況も見られないのです。なぜなのかと、ここらあたりは３連携の中なら３連携の中

で分析してみる価値はございませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 介護の担当参事はまた見方が違うかと思いますが、医療のほうか

ら見ると、これはもうはっきりしていると思うのです、１つは。というのは、医療に関しまし

て、これは全部青天井です。やっただけの医療について全部請求が来ますので、どんどん来る

と。ただ、介護につきましては、これ限度額が当然定まっておりますので、介護保険のサービ

スを受ける人の量、数といいますか、それがふえない限りは一定限度で落ちついてくると。そ

の辺のサービスの出し方等について、多分かなり綿密に介護保険のほうでは事業運営されてい

るのでないかなという形になります。ですから、医療機関と介護保険の保険制度の違いとそれ

を運用していく大きな違いがあるのでないかというふうに私は見ております。 

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） 介護のほうの立場からお話しさせていただきます。確かに

今町民課長がお話ししたとおり、介護の場合につきましては認定度合いによりまして上限額と

いうのが決まってございます。その中でその方に必要なサービスを決めるということで、ケア

マネジャーさんが必ずつきます。その方に最大限必要なサービスというのが決まることによっ

て、上限額まで必要性がないという方がかなりいらっしゃる。それによって介護の給付費が下

がる。それも一つの原因ではないかと思っております。ちなみに、平成19年度の私どもで独自

で調べました１人当たりの費用額、これにつきまして全国と北海道と白老町という形で調査し

た結果、白老町につきましては居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを入れた費

用額全体でお一人当たり年間７万800円という数字が出ております。これに対しまして、全国の

金額が14万7,700円、北海道が14万6,000円。大体全国、全道に比較しまして５割を切っている

状態でございます。数字的にはそういう形で出ております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。これは、しかしどうしてこういうふうになるのです

か。だって、道と国の半分ということですよね。要望している方がいらっしゃらないというこ
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とであれば、それはとても結構なことだと思うのです。健康だということでいえば結構なこと

なのだけれども、済みません。ちょっと質問の仕方がわからなくなった。この次にします。 

 しかし、努力として見るならば、きのうの同僚議員の質問に対する答弁にありましたように、

そういう形で町民に還元されるということは、こういう努力がきちっと還元されるということ

は非常に評価できる中身だというふうに思っております。 

 次に移ります。後期高齢者医療制度の関係で１点だけちょっとお尋ねをいたします。重度心

身障がい者の医療費助成にかかわる問題なのですけれども、白老の状況がどうなっているのか

ということと、それから後期高齢者医療制度に加入しなければならないのかどうか、道と国の

言っていることが違うというのは一体どうしてなのか、ここらあたり。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 後期高齢者医療制度に重度心身障がい者が制度加入をしていくと

いう問題について、これについては都道府県が後期に加入しないと重度心身障がい者の医療を

給付しませんということで言っています。国は任意加入で結構ですと、任意で結構ですと言っ

ていますが、道は現在強制加入にしてございます。この辺私どもとしましても、国は任意でい

っているのに何で道が強制加入なのかということについて明快な回答をしてくれということで

お話をしていますが、今のところまだ道のほうから具体的なあれは示されていません。ちょっ

とこの基本的な内容を説明させていただきますと、後期高齢者は75歳からですが、65歳以上74歳

までの方で重度心身医療助成制度を受けている方は後期高齢者に入りなさい、そうすると医療

助成を受けれますよというのが今回の問題になっていることになります。なぜここの部分で問

題なのかというのを若干説明させていただきますと、１つは重度心身障がい者の医療助成制度

は、これは道と町が出し出しでやっているような事業でございますが、医療制度に、後期のほ

うに移りますと、道としては医療助成の部分の費用がカットできると、少なくて済むというメ

リットがあるものですから、道はこっちに移りなさい、制度に移りなさいということを言って

いますし、そのことで強制加入と言っています。ただ、問題は、後期高齢のできたときもやっ

ぱり問題があったのですが、例えば社会保険だとか我々みたい共済保険の被扶養者の人は後期

高齢者の医療制度に加入するわけですから、新たに保険料の負担が発生をしてくるということ

になります。それと、世帯によって所得のある、ない、それがその人の抜ける状況によって、

例えば国保なら国保そのものの費用の負担が、保険税が変わってくるとか、こういうような状

況がありまして、一概に後期高齢者に移ることが世帯全体としてプラスなのか、マイナスなの

か、プラスの人もいるし、マイナスの人もいるし、どちらかというとマイナスの人が多いので

はないかと、こういう状況の中で問題が起きていると、こういうような状況になっているかと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。ということは、結果として白老町としては強制加入

になるのですか。 
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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） 現行では、制度上は強制加入ということになっていますが、一応

本人のほうに加入しますか、しませんかということで、それについて調査を、本人から申告を

いただいて、加入する人もいるし、そのまま現保険制度に残られる方もおります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。町立病院の経営の状況についてお尋ねをいたしたい

と思います。まず、昨日の同僚議員の質問にもございましたように、昨年度と本年度の状況で

いくと、答弁では極めて厳しい状況にあるような答弁がございました。昨年度と本年同期の一

定限度の期間の外来、入院の患者の数、収益の状況、これがどうなっているか、まずお尋ねを

いたします。 

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） お答えします。 

 昨日も私答弁いたしましたけれども、本年度の収益についてでございますけれども、まず入

院の数でございますけれども、８月を終了しまして､ことしの実績はトータル5,525名でござい

ますけれども、昨年と比較しまして相当数、人数は集計されていませんので、ちょっと答えれ

ないのですが、２割から３割ほど落ち込んでおります。当然外来のほうも８月末の外来数が１

万5,323人ということで、外来も２割ほど昨年と比べて落ちております。当然のごとく、そうい

う影響を受けまして経営のほうも８月末をもって、経営のほうの収支でございますけれども、

入院、外来、医業収入で約6,000万円の収入減、ただし費用のほうではあらゆる削減の効果、本

年１月からの、昨年１月ですか、給与費の削減等もございまして、6,000万円ほど削減していま

すので、費用は相当の費用を落としていますけれども、収入が今以上上がっていかないという

状況にございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。費用の部分での努力については、非常に敬意を表す

るものですけれども、この原因を何と見るかということです。何が原因だというふうな分析を

されているか。そして、これに対する町の新方針がございます。この関係も含めて、今の状況

の中での、実績の状況の中、これはやっぱり厳しく見る必要があると私は思っております。こ

の関係も含めて、この部分での理事者の見解をお伺いしたいと思います。原因を何と見ている

か、またこの状況に対して新方針を出した理事者の見解を伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷長藏町長。 

〇町長（飴谷長藏君） これは、あらゆるものが実は起因していると思っています。ただ、根

本は、これは私の考え方なのですが、前も議会で言ったと思うのですけれども、病院経営自体
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をお医者さんを含めてやるのは、これは確かにいいことなのですが、やはり自治体の職員とい

うのははっきり言って素人です。これは、なかなか難しい部分があると思います。まず、そこ

に、我々も含めてその辺に課題が１つあると思います。 

それと、お医者さんが今現在全国的に引き揚げが始まっています。ただ、今回の研修制度の

改革が12月末までに変えるということできのう発表されていましたが、まず医療の研修制度の

問題もあるでしょう。そして、きのう同僚議員のほうにも言いましたが、施設の問題もあるで

しょう。それと、これは全国的な問題だと思うのですが、やはり医者に対する過酷な労働条件

があるのではないかなと思っております。例えば60過ぎの人が、50代でもそうですけれども、

当直見て、患者来ましたよと、今の制度からいったら当直は当直なのです。例えば時間外勤務

といったら、１時間手術しましたといったら１時間だけなのです。その日は８時間働いていま

すから、また次の日の朝の８時までそのまんま働くのです。こういうことに私を含めてちょっ

と配慮がなかったのかなと実は思っています。確かに給料も高いのですが、これは給与だとか

そういう問題ではないと思うのです。そこで、解決の方法ということになるのですが、きのう

も同僚議員の方からありましたけれども、院長が、我々もそうですが、中心となって、まずは

お医者さん、看護婦さん、そして検査、事務担当、そして消防まで入れて、これから町民の安

心のために町立病院の円滑な運営のためにどういう課題があるのかということをきちっとまず

精査するのが大事ではなかろうかなと思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。先ほどの答弁にもありましたように、平成18年に保

健・医療・福祉施策推進方針の中で３連携における町立病院の役割という部分がございます。

ここで５つ言っているのです。町民の健康づくりに積極的に参加すること、町立病院がです。

予防医療を充実すること。高齢者に対して在宅看護、介護、リハビリを支援すること。１次救

急医療を担うこと。町内の開業医との連携、または支援をすることという５点を掲げて２年間

たったわけですけれども、この３連携に対する町立病院の果たしてきた役割、これはこの２年

間でどのようなとらえ方をしていますか、町としてこの方針を出した中身で町としてどのよう

に考えているかということです。それはどういうことかというと、このことがきちっと行われ

るような形になっていなければ、３連携が進まないわけです。進まなければ、医療費が下がら

ないわけです。医療費が下がらなければ、もちろん病院は町立病院という単独で、病院はたく

さんあって、医療費は全体にばらまかれているわけですけれども、ここのところがいかなけれ

ば町立病院にかかるというふうにはならないと思うのです。ですから、この５点を挙げている

わけですけれども、２年間を経過した段階でどの程度の役割を果たしているという認識ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） ３連携の担当の町民課としてどういうふうに考えているかという

ことにもなるかと思います。先ほどちょっと申し上げましたが、３連携については今回中間総

括を行って、新しい数値目標あるいは新しい事業内容について検討していくということで考え
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てございますが、少なくとも総体的に言えば今回３連携のいろんな事業に取り組む点について

町立病院の果たした役割は非常に大きいというふうに考えています。なぜならば、例えば国保

のヘルスアップ事業、これ18年、19年の事業ありまして、この中でも取り組みを進めさせてい

ただいていますし、さまざまに、例えば内科のお医者さんにいろいろな講演をいただくなど、

そういった意味では町民の健康づくりに大いに役立っているという形になります。それと、例

えばもう一つ、町立病院に保健師を１名配置しまして、相談業務を行っております。こういっ

たこともこの３連携の中では非常に高く評価されてもいいのでないかなというふうに私どもは

考えています。またさらに、人間ドックあるいは喫煙対策、国保禁煙事業等、こういったもの

もやはり町立病院がなければできなかった事業であるというふうに考えています。したがいま

して、総体的にはやはり町立病院というのは必要不可欠な医療機関、検診機関であるというふ

うな認識の中で考えております。したがいまして、今後３連携を考えていったときに、また町

立病院のさらなる地域に密着した検診事業について鋭意取り組みをしていただきたいというふ

うに３連携の取りまとめの課長としては考えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。私は、特に２番目、３番目の予防医療の充実と高齢

者医療の対応、ここが非常に大切だと思っています。そういう点でいうと、今ちょっと答弁に

もありましたけれども、病院の総合相談室から議会の産業厚生常任委員会に出された報告書が

ございます。これを私説明を聞きながら読ませていただきましたけれども、まさに感動的な記

述がたくさんございます。ここで指摘している分析、課題、そして今後の病院のあり方、これ

はかなり示唆をしている部分が多いのではないかというふうに思っております。ここでは、本

当に現場の声がきちっと出ているなというふうに読みました。これが１つ。それから、きのう

同僚議員の中にございました岩手県の藤沢市民病院、これ私たちも旧民生常任委員会で視察に

私も参加をさせていただきました。藤沢の病院も見てきましたけれども、ここに十数年前に村

上医師もいらっしゃったというのはきのうの質問の中でもありますけれども、まさにここは予

防の徹底です。徹底です、予防医療の。村上医師が穂別で講演しているのですけれども、その

とき何と言っているかといったら、こういうふうに言っているのです。予防医療の重要性だけ

なのです、言っているのは。それ以外何も言っていないのです、彼は。病院は、住民の命を守

る場だと。しかし、不安を解消する場ではないと言い切っているのです。これ非常に私は含蓄

のある言葉だなと思って読んだのですけれども、誤解をするから大きな病院が欲しくなるのだ

と、町民がですよ。夕張は、外来は札幌で、何かあったら夜でも診てくれと住民が来ると。こ

れが夕張の病院を破綻させたのだと、こう言い切っています。夕張でも予防医療などに力を入

れて、ここ３年間、彼行って３年間です。３年間で年間２億8,000万円減少したというのです、

医療費。もちろん瀬棚の例、私何度もここでも挙げました。ですから、総合病院で寝たきりに

なるのが楽しい人だったら、行ってくださいと。予防医療が面倒くさいから、専門的な医師が
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必要なだけだと。予防医療は、住民の義務だと言っているのです。私は、ここを我々が住民と

どうとらえるかという問題だというふうに思っています。 

ですから、今この町立病院の相談室が言っているのは、リハビリ機能の充実と高齢者対応が

極めて必要だということを言っているのです、この中で。これは、現場にいる方ですよ、町立

病院の。新しい方向性になったとき、私はやっぱりここ２つは何とか、３階を老健施設にした

だけではちょっとどうにもならないのかもしれないのだけれども、ここを何とか方向づけとし

て出す必要があるのでないか。ですから、住民の意識を変えることと予防医療を具体的にどう

進めるかというあたりの議論を、新しい体制に来年４月から移るときにそういうことを徹底し

て議論して一定の方向を出す必要があるのでないか。私は、住民の協力なしにこの問題は絶対

成功しないだろうというふうに思いますけれども、ご見解を聞きたいと思います。 

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） それでは、病院のプランのほうを検討しております行対室

のほうでちょっとお答えしたいと思います。 

 ３階のほうに老健をするということは、議員もおっしゃったとおり理学療法士の配置含めて

検討すると、こういうことです。でありますので、当然そこでは病院の兼務というものも念頭

に置きながら理学療法士の配置については検討してまいりたいというふうに思っています。そ

れと、プランの中でよく言っていますが、病病連携、いわゆる病院と病院の連携、２次医療機

関と１次医療機関が連携するために今何が必要かというと、当然脳卒中で当たって救急の２次

医療機関で手術なりしても、短期間の入院に終わります。それを病院として１次医療機関に返

すとなれば、当然そこで訓練をする必要が出てくると、こういう問題も抱えます。病病連携を

スムーズにいかせるために、あるいは患者さんの１次医療機関の利用を考えたときに、その分

を抜かして考えることはできないというふうに考えています。したがいまして、どういう形で

あれ、理学療法士の病院配置というのは検討せざるを得ないというふうに考えておりまして、

それについては４月１日までに整理をかけたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。わかりました。先ほど述べましたように、予防医療

の徹底と高齢者対応はこれからの白老町の４連携のかなめとなると。そうすると、組織づくり

もそこからできる体制、それをどうやってつくるかという体制をつくるべきだというふうに思

うわけです。そこで、私が考えている最良の方法は、町立病院の院長が保健福祉センター長を

兼ねて、３連携全般の方針の徹底と運営、予防医療の徹底を図るために、こういう配置を私は

すべきだ。これは、１度、大分前に１回言いました。それで、人事権は私にはございません。

理事者は、このことについてどう考えているか。例えば藤沢、それからもう一つ行ったのです

けれども、ちょっと忘れました。そのすぐ近くの病院です。そこも町立病院の医師がそういう

ところに全部配置されているのです。ですから、保健福祉センターのセンター長を兼ねて、予
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防医療の徹底を図るために院長みずからが腕を振るうというような考え方にはなりませんか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） この件に関しては、院長の考え方もあるとは思うのですが、ただ再度

私のほうから提案として院長にお話ししたのは、病院のお医者さんの中でも院長というのはお

一人なのです。副院長というのはおりません、病院には。例えばそういうことも実は考えてい

るのだと、今の日常も結構忙しいので、そういうことを副院長にお任せして、そして今大渕議

員言ったようなことができないかという提案もあると思います。ただ、そうなると、お医者さ

んというのはどちらかというと、院長は外科ですけれども、いろんな手術をしたり患者を診て

一生懸命稼いでいるわけです。その分が勤務時間がなくなるわけですから、これからもっと患

者ふやそうとしているわけですから、またお医者さん１人ふやす、２人ふやすかということも

考えられます。ただ、これ究極は、議員言われるように予防医療が徹底できたときには町民の

健康も保持できるし、医療費も減るということを考えれば検討、検討ということは余り使いた

くないのですけれども、もう一度ちょっと検討に値するかなと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。やっぱり仕事ができて稼げなかったらだめですから、

そこはそこで考えなければだめだと私も思います。それで、この質問の最後に経営責任の所在

のことを聞きたいのです。長い間病院問題でいろいろな側面から議論されてきました。根本問

題が議論はされているのですけれども、本当に明確になっているかどうかというあたりの問題

でちょっとお尋ねをしたいのですけれども、白老町立病院の経営責任、不良債務、累積欠損金

などなど、このお金の面、もちろん病院運営全般についてですけれども、お金の面を含めて経

営の責任をきちっととるのは管理者である町長の責任か、それとも病院の責任者である病院長

の責任なのか、どちらなのでしょうか。私は、ここのところをはっきりさせて、していたのか

もしれませんけれども、この視点で本当に経営をすると、黒字にするのだとなったら、はって

もずっても、本当に職員を奮い立たせても、大体事務長がすぐかわるというのは僕はだめだと

思っています。どこの病院でも、大体うまくいっているところは何年間もやっております。も

ちろんそのやり方もあります。全適だとかいろんなやり方もあります。しかし、私は、本当に

経営責任、町長、絶対うまく言わないでください。本当に責任を負うという意味で、病院長な

のか、町長なのか、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） これは、当たり前のことだと思っているのですが、私の責任だと思っ

ています。要するに、院長も私の部下であり、白老町の職員であります。そういうことで、院

長にもそういう言い方しておりますので、これはすべて私の責任だと思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 
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〇10番（大渕紀夫君） 最後と言いましたけれども、一言だけ。そうだとすれば、我々もそう

いう立場での質問になると思うのです。今までそういう形でなかったような気がする。僕だけ

がそう思っているのかもしれませんけど。そうだとしたら、では院長の責任は何なのだという

あたりもきちっとすべきだと思うのですけれども、そういう言い方変ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 院長に責任を与えるということであれば、これは権限と責任のバラン

スをきちっととりながら、責任だけではなく権限も与えるということによって院長が受けるか

受けないかということになると思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。 

〇議長（堀部登志雄君）  次の質問ですか。 

〇10番（大渕紀夫君） 次の質問。 

〇議長（堀部登志雄君）  では、ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時０１分 

                                         

          再開 午後 ２時１６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。 

 大渕議員の一般質問を続けます。 

 10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。２点目の質問に入ります。白老町としての環境温暖

化対策について伺います。 

 まず、町の温暖化対策の現状と問題点は、それぞれ押さえている数値も含めてお尋ねをいた

します。 

 次に、全国的な話題となっているごみ燃料化施設の推進状況と問題点は何か。 

 ３点目に、町民環境会議の果たす役割、町民参加の方法、発展方向について。 

 最後に、白老町としての具体的な環境政策は何かということについてお尋ねをいたします。 

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） 白老町としての環境、温暖化対策についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 最初に、１点目の町の温暖化対策の現状と問題点はであります。本年４月に定めた白老町役

場地球温暖化対策実行計画では、平成13年度に排出された温室効果ガス6,517トンを基準とし、

平成20年度から平成24年度までの５年間で総排出量６％を削減する目標を立て、役場の事務事

業に関する地球温暖化対策の取り組みを開始しております。一方、町全体の地球温暖化対策に
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ついてでありますが、町内から排出される温室効果ガスの総量については把握しておりません

が、今後他市町村の取り組み及び国や北海道の地球温暖化対策の動向を見きわめ、取り組み方

を検討したいと考えております。 

 ２点目のごみ燃料化施設の推進状況と問題点についてであります。ごみ燃料化施設は、廃棄

物処理法第９条の３第１項に規定する一般廃棄物処理施設に該当するため、本年６月10日に北

海道知事に対して届け出を行い、実証実験に基づくさまざまな技術データの審査を経て、技術

上の基準に適合する施設として７月11日に受理の通知がされました。このことを受けて、７月

17日から建設工事に着手し、現在くい打ち工事が終わり、基礎工事の段階に入ったところであ

り、来年３月末の完成に向けて、特段の問題等もなく順調に進んでいるところであります。 

 次に、３点目の環境町民会議の果たす役割、町民参加の方法、発展方法についてであります

環境町民会議は、洞爺湖サミットの開催前の７月５日に正式に発足したところであります。現

在の会員数は13団体、２個人の構成で、地球温暖化防止を共通のテーマとして、よりよい白老

町の環境の保全と創造を目的として活動を開始したところであります。会員の拡大策としては、

町民または事業者に対し、広報による募集や個々に参加をお願いするなど会員の拡大を図って

おります。廃棄物や地球温暖化などの環境問題は、日常の暮らしや事業活動と密接にかかわっ

ており、これらを解決するためには環境町民会議が中心となり、団体、事業者、町民との連携

を深め、継続的に活動に取り組むことが必要であると考えます。このことから、積極的に環境

町民会議との連携を図りながら環境問題に取り組んでまいります。 

 次に、４点目の町としての具体的な環境政策はであります。行政と環境町民会議が連携して

取り組む地球温暖化対策、バイオマス燃料化事業での資源、エネルギーの有効活用、ごみの減

量、ごみの再生利用を目指した循環型社会の構築など、環境基本計画に定められた環境政策を

中心として、全力で取り組んでいく考えであります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。まず最初に、基本的なところからお尋ねをしたいと

思いますけれども、答弁書にありますように、白老町の温室効果ガス、役場のですけれども、

6,517トンと、この算出根拠、これはどのような算出根拠から成っているのか。詳しいことはい

いです。こうこう、こうこうということで結構です。それと、白老町の全体の温室効果ガスが

つかめないと。これは、つかめないのか、つかまないのか、それとも今後つかむ方法を考えな

いのか、その点まずお尋ねをしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君） まず、役場の実行計画で示した6,517トン、これの算出根拠で

ございます。これにつきましては、平成13年度を基準年度としてございますけれども、この年

度に役場事務事業で消費したエネルギー等を調査しまして、それを二酸化炭素に換算したとい

うことで、具体的な調査の方法としましては、各課で消費した、例えばガソリンとか灯油、電



        － 131 － 

気量等を積み上げまして、それを全庁で集計した結果という形でございます。また、全町的な

産出量の積算についてでございますけれども、これの必要性については今後すぐにではありま

せんけれども、地域の推進計画等を作成する上では必要な数値という形では押さえてございま

す。ただ、現在の市町村レベルでの算出は、なかなか難しいものがあるだろうということで考

えてございます。ただ、数は少ないですけれども、そういう市町村、算出している市町村もご

ざいますので、そういうところの算出方法でありますとか、また国のほうで今後示される算出

のマニュアル、それら等を参考にしながら算出等できるかどうかも含めて考えていきたいな、

このように思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。地球温暖化の問題について、洞爺湖サミットの問題

含めてここでもう一度お話しすべきはありませんけれども、これから間違いなく自治体レベル

で温暖化対策に対して注目が集まることはもうはっきりしています。マスコミの報道にもあり

ますように、苫小牧市の取り組みが紹介されておりますけれども、推進法では自治体の責務と

して、ご存じだと思うのですけれども、区域の温室効果ガスの排出抑制、事業者や住民に対す

る温暖化防止の促進を図るための情報提供をしなさいというのが責務になっていますよね。責

務になっているということは、温室効果ガス排出の抑制のための責務ということは、実態をつ

かまなければ、これは町民に周知するにも周知しないにも、情報提供するにもできないと思う

のです。まず、こういうことをきちっとやると。今答弁ありましたように、区域の地域性に応

じた温暖化防止のための総合的かつ計画的な施策を策定する地域推進計画というのは確かに努

力義務です、町村は。だけれども、これは僕は結果としては必ずやらなければならなくなると

思います。お隣の苫小牧の状況を見ても、都道府県、政令都市、それから30万以上の都市です

か、決まっていますよね。確かに町村はそうなっていますけれども、これは早晩やらなければ

だめになりますよ、それでなかったらできないわけだから。そうでなかったら、環境会議、町

民環境会議を何のためにつくったのかとなります。ですから、私は、そういうことでいえば、

きちっと排出される基準、例えば産業部門、事業部門、家庭部門、運輸部門、この４つのもの

を期限切ってきちっと調査して、白老町の温室効果ガスを出すべきだというふうに思うのです

けれども、いかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  地域の推進計画、これについてはいずれ策定しなければなら

ないという認識は私も同じように持ってございます。ただ、おっしゃられるとおり、現在策定

の義務については都道府県が作成の義務を負っていると。それと、なかなか地域のそういう計

画が進まないという実態の中で、さきの通常国会の中で６月13日に地球温暖化推進法の改正が

ありました。その中で、人口20万以上の特例市以上については、これも策定義務が負わされる

という形に今なってございます。それで、なかなか策定が進まないという、そのような状況も

踏まえまして改正された作成のためのマニュアルを国のほうで今後示されるというふうに伺っ
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ておりますので、そういうマニュアル等を見ながら、どういう手法で、また我がまちの実態に

どのように取り入れていけるものがあるか、それらも見ながら今後進めていきたいと、このよ

うに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。例えば苫小牧は17万ですよね。しかし、あそこはき

ちっと４部門に分けて調査をするということで、新聞に出ています。これは、もちろん人の問

題とかいろいろあると思います。そこは、十分わかっています。しかし、これ必ずやらなかっ

たらだめなのです。今の一番の問題は何かといったら、そこの担当が今国際的な意義や国内的

な意義だけ言ったってだめだというのはわかるのだけれども、環境会議がでは何をやるのかと

いうことになるのです。そのときベースがなかったら、やりようないのです。ですから、私は

いろいろなことを言いますけれども、結果としては期限を切ってきちっとやると。これは、イ

ンターネットを皆さん毎日、私役場の中回ったら皆さんインターネットに向かって仕事やって

いられます。調べてみてください。ありますでしょう、それぐらいやっているところ。国から

来る基準を待っているなんていうのは、温暖化間に合いません。６％だって、今の状況でこと

しが初年度で５年間で６％やったって、全然。白老でいえば役場の6,000トンの６％で何になる

と思いますか。担当課長として温暖化に対してどういう認識持っているかという問題なのです。

そこは期限切ってやるぐらいの構えでないと私はいけないと思うけれども、もう一回。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  可能な限り早い時期に取り組みたいという気持ちには変わり

はありませんけれども、ただなかなか数値の出し方といいますか、独自に勝手に出すというわ

けにもなりませんので、定められた手法にのっとった中でどのように出していくかということ

も研究しながらやっていかなければならないだろうと。ただ、町民会議の中で今後町民の方も

含めて、また事業者さんの情報も得ながら、白老町の実態がこのようにありますと、それを独

自の情報を得ながらそういう手法に乗っけてどのように取り組んだら一番把握できるだろうか

というところも含めまして早期の取り組みにつなげていきたいと、このように思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。例えば大企業の場合、企業さんの場合は企業さんに

聞けばいいですよね、これは。企業で、私がさっき言いましたように産業部門は工場等ですか

ら、そこに聞くと。算出根拠というのは、さっき言われたようにガソリン１リットル使用した

ら何ぼと見て、全部ＣＯ２出すということになっていますよね。これは算出根拠あるのですよ、

ここは。ですから、白老町で燃料どれぐらい使っているかという算出をどうやってやるかとい

うことの、そのルールはわからないですけれども、そういうものを各都道府県、市町村で出し

ている出し方、国で出している出し方。会社は会社で出していますよね。例えば東京電力は、

電力会社全体で何ぼ出していて、東京電力は幾ら出しているというのはもう全部出ています。
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ですから、そういう形のものを私はきちっと寄せ集めてでも、本当に町民に今の温室効果ガス

の害がどうあらわれるのかというあたりをきちっと説得できるような資料を町はきちっとつく

るべきだということですので、その点については私は毎回質問してまいりたいと思っています

けれども、例えば前回私質問した後、３カ月か何カ月かたっていますけれども、温室効果ガス

について六千何ぼというのは前回聞きました。その後このことについて何かの取り組みをやら

れましたか。私そのときも同じ質問していますから、きょうと。 

〇議長（堀部登志雄君）  千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  まず、その後の取り組みの関係でございますけれども、役場

のほうでつくっています役場の事務事業の取り組み、これについては各課等で推進していただ

くという形で、それは今年度に入ってからも推進している。それと、前回日本製紙さんの数値

でしたか、そこら辺は当座今年度の数値、計画の数値をお知らせしたのですけれども、前年度、

またその前年度の数字等もいただきながら、白老町の総体の排出量の傾向といいますか、そう

いうものをちょっと押さえてきてはございます。それをちょっと申し上げますと、６月にご報

告した会社からの数字、ちょっと計算等の精度の関係で訂正がございますので、前回44万

8,000というような形でご報告したのですが、正確には、計画の段階なのですが、20年度、59万

トンということに訂正の数字の報告ありました。それと、確定の数字で申し上げますと、19年

度、54万5,400トンです。さらに、前年度まで、18年までお聞きしましたところ、1８年度が53万

2,600トンという数字で押さえてございます。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） わかりました。 

 次に移ります。ごみ燃料化の問題でちょっとお尋ねをしたいと思うのですけれども、今まで

積み残しをしておりました日本製紙との関係での電気、スチーム、水、この単価決まりました

でしょうか。また、完成品の売価についてどういうような状況になっているか。問題点がある

かということでは、ここでないと答えていますから、なければ結構でございます。その点。 

〇議長（堀部登志雄君）  萩原生活環境課参事。 

〇生活環境課バイオマス推進担当参事（萩原康政君）  お答えをいたします。 

 ６月の議会のときにも同様のご質問いただきました。我々もできるだけ早くそこら辺の決着

を得るべくいろいろ調整しておったのですが、何せ原油の、今下がってはおりますけれども、

我々もエンドユーザー側になりますので、そういったことで、言ってみれば日本製紙のほうも

上半期、下半期である程度蒸気使用料だとか電気使用料が出てきます。それがちょっとまた上

がったりとかしまして、正直言いまして６月以降私どもで試算していたものにさらにもうちょ

っと、特に蒸気料が上がっているところがございます。そういうことがありまして、さらに今

調整している最中でございますので、もう少々お時間をいただきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします 
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〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 相手のあることですから、こればっかりは出せと言ったって出るもの

でございませんので、わかりました。 

それで、道との関係や今の進めている工事の関係では良好に進んでいるという認識をいたし

ました。何点かちょっとお伺いしたいのですけれども、１つはクボタとの関係、産学官とクボ

タとの関係です。どういう意味かといいますと、開発の経過、今後の技術システムについて、

まちもお金を出し、開発というか、一緒に共同でやってきたと。実際に今後、例えば北大の協

力をしていただいた教授の方だとか、それから白老町で非常に熱心に当初立ち上げのときに努

力をしてくださった皆さん方いらっしゃいますね、そういう方々との関係はクボタとの関係で

はどういうことになっていくのでしょうか。これ全然違っているかもしれないです。例えばパ

テントとかの関係なんかというのは、出てこないのでしょうか。この点。 

〇議長（堀部登志雄君）  萩原生活環境課参事。 

〇生活環境課バイオマス推進担当参事（萩原康政君）  お答えいたします。 

 パテントの関係でございまして、まず前回、議員の皆さん方全員だったかどうかは記憶はな

いのですけれども、実証試験プラントのほうに来ていただきまして、それで高温高圧の装置の

ほうを見ていただきました。あれ自体は、もう既に特許が入ってございます。機械装置そのも

のに特許が入ってございます。したがって、そうすると、白老町として高温高圧の装置で廃棄

物をああいった精製物にして、黒い粉になっていましたよね、それに対してさらに廃プラスチ

ックだとか、あるいは木くずだとかをまぜて固形燃料にして製紙会社の産業用ボイラーにする

というシステムは、正直言いまして手前勝手ながら私が考えたものでございます。ここに私が

来たとき、平成17年４月から、私が来る前にはまちの事業者で組織をした白老町産業連携地域

活性化検討会というのがございました。その検討会というのは、次世代型の産業のベルト構想

だかなんとかというたしかマスタープランがあったはずなのですが、その中には具体的なこと

というのは特にないのです。ないのですねというのは、項目だけ残っております。言ってみれ

ば、こういった固形燃料のものだとか、あるいは無機物といいまして石炭灰の利用ですとか、

それからあとは農園の部分ですとか、ありとあらゆるさまざまな、言ってみればエコツーリズ

ムに乗っていると、非常に範囲の広い中で町として取り組むべきものがあれば取り組んでいた

だきたいという中の動きだったのです。 

そういったところから、私が来て、そのテーマの中で個別に追求していったものが今の固形

燃料あるいはごみ燃料の部分だったのです。現実にちょっと違うものもやってございますけれ

ども、そういった部分でいくと個別具体的なシステムでしょう。機械というよりはシステムフ

ローの部分のもので、では白老町としてそれをパテントをとるのか、あるいはオープンな形で

全部市町村のほうに使っていければいいという形にするのか、その辺はちょっと私の部分では

答えにくいところがあると思います。ただ、特許をとれば何でもいいというものではございま

せんので、担当の私のレベルで申し上げますと、固形燃料の形式というのはこういった大型の
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産業ボイラーがある市町村であれば十分使えます。さらに皆さんにお話ししていますのは、結

局固めなくても燃やせることがわかっております。したがって、それは、実は前回６月に議員

のほうから、よそでやっているものあるかというご質問がありまして、その後７月の23日ぐら

いに北海道新聞にもう発表したようでございまして、固めないで自分のところの蒸気の利用が

あって、残り半分を町内の温泉ホテルのほうに供給するという事業を議会のほうで承認された

ものがございます。これは、斜里町です。世界遺産の斜里町です。というような形のものも生

まれてきております。したがって、そのパテントの関係、白老町としての位置づけ等々も含め

て、この辺はもうちょっと違う、町長含めた中でご議論いただければなと思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。よくわかりました、そこは。ただ、もう一つあった

のは、これは勝手に僕が考えていることなのだけれども、例えばクボタさんが札幌で流したＤ

ＶＤ、そこにもあるのですけれども、それの中に、僕の認識が違っているかもしれないですか

ら、ただクボえもんとかという名で、僕がビデオを見た範囲でいえば、自社開発したように流

れているように僕には見えるのです。白老町のことを少し言ってくれたり映ったり、これは白

老でやっている装置ですよとか、映っている場所だって多分白老だと思うのです。だけれども、

そういうのは何もなくて、何かクボタがやったようにしか僕には見えないのだ。それで、それ

がだめだとかというのではなくて、やっぱり大学や地域の協力者や、まちもお金出して、一定

限度、少ないかどうかは別にして、出してやっているわけだから、それはどうしてそういうこ

とになるのかなというふうなものがあるのです、僕の中に。これは将来よくないかなと思って、

公の場で聞いたほうが、ああいう公に出ているものなのだから、僕はそのほうがいいかなと思

って、そこの経緯はどんなことになりますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  萩原生活環境課参事。 

〇生活環境課バイオマス推進担当参事（萩原康政君）  お答えいたします。 

 たまたま議会事務局のほうから言われて、実際に６月に行われた環境展で流したものと同一

のものなのです。その中で、結局廃棄物を高温高圧処理をして、その中でおかまみたいのがあ

ります。おかま状態のものがあって、それに攪拌棒が入っていて、くるくる、くるくる回って

いるうちにどんどん、どんどんごみが減容化して黒い形になっていきますよと、そこの部分は

白老町というよりはやっぱりクボタが開発した部分なのです。その以降、できた精製物でいわ

ゆる燃料をつくる、固形燃料というスタイルに考え出したのが私だといっただけの話で、その

廃棄物を分解するまでの工程は私どものようなレベルではございません。これは、応用化学な

り化学の世界になってきますので、これはとても私のレベルではないです。ですから、その後

たまたま、要するにこの装置を入れるという契機になったのがスーパーの消費期限切れのいろ

んな惣菜だとか、あるいはいろんなごみがありますよね、スーパーから出る、そのごみを結局

ああいった装置で減容化をしてそれで埋め立て処分場に持っていっているという、その部分を

見て、これは応用できるとして応用しただけの話であって、ですからあのビデオで映っている
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システムそのものは、ごみを分解するというまでについては、これは白老町がやったわけでは

ございませんので、ちょっと先ほど言っているのは説明不足だったところがあると思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。わかりました。来年の４月に施設が稼働するわけで

すけれども、施設運営の考え方なのですけれども、日常作業は私が見させていただいた範囲で

は余り複雑な部分がないのではないかと、日常作業の場合は。ただ、勤務形態や人数や技術指

導、ここら辺をどのように考えているかということが１つ。それから、今の状況でいくと公設

民営ですよね。公設民営だということは、やっぱりまちの意見が、少なくとも燃やすものも公

のものですから、まちの意見がすぐ通じるような形が望ましいというふうに私は考えているの

です。それから、同時に、大学の意見を聞くということも出てくるでしょう、今後に。そうす

ると、施設運営、新たな装置の施設運営の条件をどのように考えていらっしゃるか、考え方が

あればお聞かせ願いたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  萩原生活環境課参事。 

〇生活環境課バイオマス推進担当参事（萩原康政君）  お答えをいたします。 

 この辺についても６月の議会のときにお答えをしたのですけれども、公設民営で民営の部分

については委託という形になります。白老町が特定した業者に対して委託をするわけですから、

当然ながら町の意向というのはストレートに委託会社が反映させなければならぬということに

なります。あとは、来年の３月までに施設ができ上がって、その後１年間は受注業者であるク

ボタ環境サービスのほうの性能保証の期間に入ります。さらにもう一年間、後の１年間は、機

器のほうの保守点検の保証に入ります。できるだけ早くランニングコストのほうもちゃんとし

て、それでできれば年内もしくは来年の１月までに業者のほうを公募型プロポーザルで決めて

いきたいと思っております。その決まった中で、来年の４月から、当然ながらクボタのほうに

いわゆる手順書みたいなもの、マニュアルみたいのをつくってもらって、１年間は研修をして

もらいます。平成22年度以降はその業者がきちんと運営管理をしていくというシステムになり

ます。ただ、運営管理のほうにつきましても、今のところ11の資格がないと受けることができ

ません。これが必置の資格になります。例えば有機資源の再資源化の技術管理士の資格を持っ

ているかどうかとか、それから破砕リサイクルのほうの技術士の資格があるかとか、あとは２

級ボイラー以上とか、そういった資格を集めると11の資格が要るのです。だから、どこでもい

いわけではないです。ですから、そういった業者、きちっとその人間を置ける業者でないと受

けることができません。したがいまして、それだけの技術を持っている人間ですから、また資

格を持っていますので、当然ながら緊急時の対応も含めて、町の意向というのか、あるいは町

のシステムというのはきちんとその業者のほうに伝わっていくだろうというふうに考えており

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 
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〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。ということは、11の資格がなければならないという

ことになりますと、結果としてはかなり、プロポーザルでやるわけですけれども、限定されて

しまうことになりますね、そこは。それとも、例えば地元でやれる部分があるのかどうかとい

うあたりが私の聞きたい部分なのです。 

〇議長（堀部登志雄君）  萩原生活環境課参事。 

〇生活環境課バイオマス推進担当参事（萩原康政君）  お答えします。 

 ともかく廃棄物処理法という法律、すべて一般廃棄物届け出の施設でございますので、当然

ながら法律上それを置かなくちゃいけないことになっていますので、ですからそれが町内の企

業でどれだけ持っているかというのは私承知しておりません。当然ながらまずは町内の企業に

対してそちらのほうの公募のプロポーザルの実施説明書を配付しまして、その中で資格も要る、

それから業務の実施計画書も出してもらう。失礼ながら私のほうで２問ぐらい設問を設定させ

ていただいて、レポートもつくってもらう。そういう中で、技術のほうの評価もします。です

から、それに資格も含めてどれだけの業者がいるのかは私わかりませんので、ですからプロポ

ーザルをやるという部分でございますので、まずは町内、町内がだめだったら、例えば胆振地

域、胆振地域でだめだったら全道、全道でだめだったら全国という形でやっていくことになる

だろうというふうに思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） そこは、わかりました。 

 最後に、この問題とはまた、済みません。今の一般ごみの燃料化を全国に先駆けて実施した

自治体と。次は、私は産業全般で、まち全体で地球環境を守る温暖化対策、これにやっぱり取

り組んでいけるようなまちにしたいと私は思っております。安愚楽の関係が残念ながら今だめ

になりました。もしできれば、グリセリンのことを含めて産業ができて、それが燃料として新

たな産業が興せるというふうになると、私は物すごい、白老町にとっては全国的な売りになる

だろうというふうに思っていたのですけれども、残念ながらそういうふうにはなりません。し

かし、財政状況が非常に厳しいという状況なのだけれども、そして職員や町民にも負担を強い

なければならないという状況なのですけれども、まちの将来を本当に考えたときに、私は福祉

と環境を縦と横の軸にして、その上に産業の活性化をきちっと乗せるというようなまちづくり、

私はこういうことが必要ではないかというふうに思っているのです。そういう形、今の産業と

いうのは非常に崩れやすく、いろんな条件ですぐ壊れてしまいます。しかし、地域循環、本当

の意味での小さい地域循環でなくて、産業全体が循環できるような仕組みというのはやっぱり

環境、今の一般廃棄物から産業廃棄物までのこのものを生かしたまちづくり、それが産業とプ

ラスし、福祉とプラスしたときに私は非常に大きな力を発揮すると思っているのです。ですか

ら、先ほど環境課長には厳しく言いましたけれども、そういう点からいうと、白老の状況をき

ちっと調べなければだめです。そういうものをきちっとやりながら、新たなまちづくりを目指

すということでいえば、私はそういうものが一つの中身となるのでないかと思っているのです
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けれども、このことで理事者の考え方をお聞きして、質問を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） まちの将来、福祉と環境、そして産業との結びつき。福祉はまたち

ょっと別に置いて、この環境と産業の結びつき、町内にはいろいろ資源がありまして、そうい

った廃棄物ではなくてそれを資源としてとらえて、それを再利用させると、こういった考え方、

油の関係もありましたけれども、これについてはまた何らかの形で生かしていくというような

ことで、例えばハウス栽培の燃料として活用できないかとか、あるいは今肥料が相当高騰して

おりますので、そういったものに活用できないかとか、若い職員も意欲的に今いろいろ研究も

しておりますので、何とかこれが実現に結びつくように考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

 お答えになっているかどうかわかりませんけども、今の段階ではそのような形で考えており

ます。 

〇10番（大渕紀夫君） 終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で10番、大渕紀夫議員の一般質問を終わります。 

 次の質問に入る前に３時５分まで休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時５３分 

                                         

          再開 午後 ３時０５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。 

 一般質問を続けます。 

                                         

          ◇ 氏 家 裕 治 君 

〇議長（堀部登志雄君）  14番、氏家裕治議員、登壇願います。 

          〔14番 氏家裕治君登壇〕 

〇14番（氏家裕治君） 14番、氏家です。最後の質問になります。今回は、町民生活全般につ

いてということで、２項目だけ質問させていただきます。 

 １項目めの原油、穀物価格の高騰に伴う町民生活への影響についてという部分では、同僚議

員からの質問にもありましたので、重複した答弁は要りません。そして、私のほうでちょっと

理解できなかった部分、またこういった部分はどうなのかという部分については何点かお話を

聞いていきたいなと思います。ということで、町民生活への影響についてということで答弁を

お願いしたいと思います。 

 それから、町有地の環境衛生管理について、これは住宅地に近い遊休地、これは販売を目的

とした土地ではなくて、長年そこに置いておいて、売買のなかなか難しいというような土地が

町内に点在しているということは皆さんご承知のおりです。それをまたうまく利活用されてい

る部分もあるのですけれども、そういった衛生管理、また町民活動の中での一つの活用方法に

ついての質問でございます。 
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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） 町民生活全般についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の原油、穀物価格高騰に伴う町民生活への影響についてであります。９月１日

現在の石油価格は、道内平均で灯油１リットル当たり、対前年同月比で47.5円増の129円、レギ

ュラーガソリンで33.1円増の176.1円となっております。また、主に小麦やとうもろこしなど穀

物価格の世界的な高騰の影響で、サラダ油、ハム、食パンなど住民生活に身近な多くの商品の

値上げにつながり、家計の負担が増している状況にあります。とりわけこれから灯油の需要期

を迎え、多少下がってきたとはいえ、ことしの冬をどう乗り切るか、町民生活に大きな影響を

与える深刻な問題であると考えております。なお、先ほども同僚議員のほうに申し上げました

が、きょう現在で１バーレル当たり最高値であったときが140ドルが今100ドルを割ったという

ことでございます。新聞ではまだ下がっていくだろうという見通しでございますが、いずれに

しても売り値は、既にかなり輸入している高い灯油が入っているということから、そっちのほ

うでは下がっても、エンドユーザーというか、消費者のほうには下がった値段ではなかなか実

感としてはこないのでないかなというとらえ方はしております。 

 次に、２点目の町有地の環境衛生管理についてあります。町有遊休地の環境衛生管理の現状

でありますが、宅地分譲地及び住宅地に近い遊休地につきましては、年２回の草刈り作業を行

っております。草刈り作業は主に委託としておりますが、町職員及び地域住民のボランティア

による草刈りもお願いしております。また、一部の町有遊休地では町内会等の要望により花壇

整備の土地として有効に活用されております。町有遊休地は、財源確保のため売却が最優先と

考えておりますが、当面その見通しのつかない土地については今後とも町内会等の要望により

花壇整備や菜園づくりなど、地域における環境美化や共同作業を通じ、コミュニティーの形成

を図るために積極的に貸し付けていく考えであります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  14番、氏家裕治議員。 

          〔14番 氏家裕治君登壇〕 

〇14番（氏家裕治君） 14番、氏家です。原油、穀物価格の高騰に伴う町民生活への影響につ

いてということで、今町長が言われたとおり、それから同僚議員に対しての答弁があったとお

りのことだと私も考えております。ただ、町長、先ほどの答弁の中にも弱者対策、それから中

小企業対策という部分での答弁がございましたけれども、中小企業対策には、例えば小規模飲

食店の個人事業主だとか、そういったものも入った形の中での対策だと考えられておりますで

しょうか。私は、今回福祉灯油の話でいえば、北海道が今回３億円の補正予算の中で取り組ん

だという話が今回の議会で出ておりましたよね。そのほかにも、中小企業対策として特別枠に

200億円という、そういった枠の上積みの予算措置をされております。私が言いたいのは、今現

在の小規模、そういった個人事業主の経営している飲食店だとかは、今までのこの何年間かの

不景気の中でやっと生き残ってきているのです。そして、もうぎりぎりなのです。その中で、
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借りるところはもう借り尽くしているという、私がいろいろな面で話を聞くところによります

と、そういったところがすごく多いのです。そういったところに対しての認識といいますか、

考え方、町長は今町内の企業といいますか、そういった小規模の事業主の方々に対してどうい

う考えを持っていられるか、その辺だけちょっとお伺いしたいなと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今景気は、最悪というか、どん底、まだ悪くなるでしょうと、私もそ

ういうとらえ方をしております。今回も解散を前に、景気優先だ、赤字国債は出さないなどと

いろいろ議論されておりますが、私自身は景気を動かして税金稼ぐほうが実は先ではないかな

と思っています。赤字国債発行しないでできれば一番ベストなわけでございますけれども、そ

れは国の議論です。ただ、肌で感じるような経済対策をすぐにでも実施してもらいたいなとい

うのが私の考え方です。飲食店一つとっても、私も何回か、お客さん来て焼き鳥屋さんとか行

くのですが、常々言われるのは、今までは役場職員が一番先に来て、早く帰ったと、そこから

ある程度焼き鳥屋さんとかのスタート、始まるのですけれども、今はほとんど役場の職員が来

ていただけないと。これは私も謝って、これは私の責任だと、給与削減したものですから、か

なり厳しいのだと、なるべく早くそれを取り戻して、もうちょっと飲食店に落ちるように考え

たいのですけれどもという、そういう会話も実はしております。とはいえ、大変なのです。今

見てわかるとおり、大町の商店街も空き店舗がまたふえています。根本的な策がなかなか見出

せないというところもあります。また、依然として購買力の流出も歯どめがかからない。ここ

にきて、灯油、そして穀物関係、すべての部分で商店に通う、商店で物買う人の経営が厳しく

なっていると、これは漁業、農業含めてです。ですから、厳しいのは十分理解しています。た

だ、我々これは合い言葉みたいなことを言うのですが、夕張のようには絶対ならないぞと、そ

れをまずとめるぞということで、昨年は議会の皆さんともかなり議論してまいりました。 

先ほども同僚議員のほうにお答えいたしましたが、まず１点、福祉灯油については何とか検

討させていただきたいと、同じことしか言えません。ただ、今原油がちょっと下がってきて、

まだ下がると言われていますので、それがどのぐらいの影響になるのかということと、北海道、

国の動向も見ながら決定したいと思っております。大変であるということは十分認識しており

ますので、ご理解を。そして、加えて、一番大変な建設関係がなお大変になってきているとい

うことも加えて十分認識しているということをご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  14番、氏家裕治議員。 

          〔14番 氏家裕治君登壇〕 

〇14番（氏家裕治君） 自分も、今までずっと、物価がすごく今上がっている状況ですよね、

これはすぐに例えばあした、あさってで解決する問題ではないと思うのです、一回上がってし

まったものは。昔は、物価が上がると同時に、例えば給与の面もある程度幾らかばかりでもそ

れに沿って上がっていったものだと僕は思います。でも、今は逆に反比例するのです。物価が

上がっていく、燃料は高い。今町職員の話も出ましたけれども、こういう経済状況だから、給

与カットしますよ。一般企業の部分もそうです。今まで例えば燃料手当を支払っていた企業、
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これでいきますと1,290社、約1,300社の方々にアンケートをとった結果、もうことしからは燃

料手当を支給しないよと、削減するよと言った企業が合わせると約50％にちょっと切れるぐら

いの、そういうアンケート結果になって出てきているのです。そういうことを考えたときに、

例えば一般町民も確かに大変です。今福祉灯油の話も同僚議員の中で出されましたから、もう

これ以上の話は福祉灯油については僕しませんけれども、ただ福祉灯油にしても早い時期にど

れぐらいの金額が明確な数字として出てくるのか、それは皆さんにお知らせするあれがあるの

ではないのかなと思います。ことしは、この時期からこういった福祉灯油についての議論がで

きるから、私はまだ幸いだなと思っています。去年は、12月の暮れ抱えた中での議論でしたの

で、本当に支給といっても２月ぐらいになってからでしたよね、たしか。そういうことで考え

ると、今この時期にこういった議論ができているということはいいことだなと私は考えていま

す。 

ただ、私言いたいのは、確かに今白老町の財政厳しいです。厳しいけれども、白老町の財政

も厳しいけれども、町民にとっても、町民というか、事業者、小規模事業者にとっても本当に

ことしの冬が大きな山になるというか、僕はそういう気概があるというか、そういう思いで今

町長にお話ししているのです。町長、これはできないかもしれない。できるできないの話は別

にして、例えば町長が公約の中でやられている中学校、高校、大学についての準備資金の貸付

制度なんてやっていますよね。あれは、例えばある一定の条件を満たした方についてはある程

度ガイドラインといいますか、本当に大変なときに貸し付けていただけるという、本当にすば

らしい制度だと僕は思っています。これから毎年そういったことをやれとは僕は言いません。

時限的にこの１年、この冬を乗り切るために、幾らかでもいいですから、そういった予算を組

み込むことができないかということを僕はちょっとお伺いしたかったのですけれども、確かに

町の財政が厳しいということは今回の特別委員会等々で十分私も認識しています。ただ、そう

いった部分の融資枠を持っていただけないかどうか、その辺についての答弁をいただきたいと

思います。 

 先ほど町長が言われたとおり、漁業、農業、運輸についての考え方については、いろいろな

機会にいろいろな団体が国や何かに交渉しながら、そしてそういった方向性が少しずつではあ

りますけれども、示されつつあります。そういった面で、今回は小規模事業者、事業主につい

ての部分に特化して今町長に質問させていただいております。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 小規模中小企業ということでとらえていいと思うのですが、町独自の

融資制度をつくられないかということだと思うのですが、町も道も実はそういう制度がありま

す。あるのですが、その中には町が保証協会の分を例えば助成しますよとか利子補給しますよ

とかという制度だと思います。もし活用できるのであれば、十分かなと。ただ、融資しても使

い道がないという最悪の状況かなとも今思っているのです。まちの経済というのは、例えば公

共事業を発注しても、そこの事業主だけでなく中で回って、ある程度底上げになるというのが

地域内の経済ですから、その辺については今担当課長のほうからも現制度のほうの説明はある
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と思いますが、それで十分対応できるのかなと思っております。 

 それと、もう一つ、福祉灯油の関係も出たのですが、これについては12月の定例会までには

きちっとすべきではないかと思っています。これは、どうするかということを、２カ月ぐらい

ありますので、何とか結論は出せるかなと思っています。見きわめることもできると思います。

本当に大変なのは私も十分理解をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  まず、中小企業の対策としては、さきに原油価格の関係にお

いて国がとっている中小企業対策というのがこういう制度があるということでお話ししました

ので、これは省略させていただきますけれども、議員のほうからもお話あったように200億円の

追加というのを北海道のほうでやってございます。これは、原油・原材料高騰対策特別資金と

いうことで、従来の北海道中小企業総合振興資金の別枠というのでしょうか、それに組み込ん

で200億円、特にその対策として設けたものでございます、これはなおかつ一定の率が、例えば

融資が据え置きになるですとか、そういう制度にもなってございます。それとあと、町のほう

で持っている資金としては、中小企業の振興資金、町長が先ほどお話ししましたような資金に

なりますが、これらの資金についても活用の方法があるのではないかということがございます。

それで、商工会のほうとも実はいろいろお話もさせていただいておりまして、商工会のほうも

今回のこういう原油高に対する特別対策ということで、いろいろ相談窓口を持たなければなら

ないということで窓口を持ってもらってございます。さらに、町のほうもこの部分に対してき

ちっと対応していきたいということで、経済振興グループのほうで持ってございますので、も

しそのような方がいらっしゃれば、その制度融資等に合うかどうかも含めてご相談をぜひとも

していただければというふうに思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  14番、氏家裕治議員。 

          〔14番 氏家裕治君登壇〕 

〇14番（氏家裕治君） 14番、氏家です。わかりました。ただ、企業の方々、事業主の方々、

そういった制度に疎いのです。疎いという言い方してしまうと、失礼な言い方になるかもしれ

ない。でも、わからないのです。ですから、早い時期に、今はまだ９月です。早い時期に何ら

かの方法、方策の中で、相談の窓口、それからそういった融資制度の活用方法、そういった部

分を何らかの方法で周知をしていただきたい。まず、そこからしっかり取り組んでいただきた

いなと思います。原油価格についてのお話は、今回これで終わらせていただきます。 

 町有地の環境衛生管理について、先ほど町長の答弁書にあったとおりのことで私はよろしい

かなと思います。これも、例えばボランティアの方々だとか地域住民の方々、町内会の方々に

お願いして草刈りなんかをやっていただいているというのは、十分わかっております。私が思

うには、それを知らずに、例えばここは町の土地なのだというのはわかりながら、自分たちで

身の回りを美化というか、きれいにしながら、そこに畑をつくったり花を植えたりとか、そう

いうふうな形で使われているのは、僕は大変いいことだと思うのです。ただ、周りから見たと
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きに、何よ、あの人一人だけみたいな、そういうこともなきしにあらずなのです。 

ですから、そういったことを防ぐためにも、町有地の使用目的なんかがはっきりしていて、

町長言われているとおり、もう既に花壇だとか菜園づくりなどで使われているところがあると

いうことですので、そういった仕組みづくりの中で多分これはやられているのだろうなと思い

ます。その中で、町民の方々がそれに対しての生きがい対策だとか、それから健康増進だとか

病気予防につながっていけば、それは大変すばらしいことだと私は思っていますから、それを

町民に知らせていくことは僕も必要だと思うのです。こういった町有地が、例えば竹浦のここ

にこういった町有地がありますよと、こういったところを皆さんで何か利活用できませんかと

か、そういったお知らせの中で、例えば町内会で町内会有志の方々が何人か集まってそこを整

備するだとか、そういった方法がやっぱり求められる今ではないのかなと私は考えます。です

から、こういった町有地の活用方法についても、町民の方々がただ知らないだけに、例えば勝

手に使ってはだめなのだと、こういう理由でこういう目的で使わせてもらいたいと思えば町の

許可を得て使えるのだなということが認識さえできれば、もっともっといろんな方々がこうい

った町有地の、半端な土地と言ってしまえばちょっと言葉に語弊がありますけれども、例えば

販売目的であってもなかなか売れないだとか、ちょっと半端な土地がここにあるのだというと

ころをうまく活用していただく分には私はすばらしいことだなと思っております。 

町長の答弁にもありましたので、それ以上のあれはありませんけれども、そういった部分で

は町内会、また一人一人の町民に対してそういった利活用についてのお知らせを何らかの形で

やっていただきたいなと私は思いますが、その辺についての答えを聞いて、質問を終わらせて

いただきたいなと思います。 

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） 町の普通財産、行政財産、両方兼ねて私のほうでお答えさせ

ていただきます。基本的に行政財産というのは行政目的で持っているわけですけれども、その

中でも特段施設を構築するため、あるいはその施設を維持管理するために、確かに長期展望に

立って使われていないところもあります。そういうところについて、市街地の縁辺部、市街地

内部、環境衛生上よくないと、そういった部分は町がお金をかけて、あるいはボランティアで

お願いして草刈りをやっているわけです。普通財産も売るという目的で、目的と言うのは変で

すけれども、売ることが長期展望に立って可能な場所、そういった場所につきましてはまず売

るということを最優先で考えるのですけれども、ただその中でも売れない間は草刈りでお金が

かかるだとか、ボランティアでお願いしている。そういった部分につきましては、長期的な展

望でまず売るという予測つかないような部分、そこの部分につきましては行政財産も含めまし

て、もう不要だという、そういった部分も含めまして、まず通常草刈りでお金がかかっている、

あるいはボランティアでやってもらっている、そういった部分、そういった箇所については町

のほうできちっと全体像を把握しまして、それで地域の皆さん方にお願いすることによって花

壇だとかそういうことで利用してもらうことによって経費の節減につながりますので、そして

なおかつ景観の向上だとかそういうのにつながりますから、その辺は町のほうで積極的に利活
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用をお願いするということは今後進めていきたいと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  14番、氏家裕治議員。 

          〔14番 氏家裕治君登壇〕 

〇14番（氏家裕治君） 14番、氏家です。わかりました。そういった形の中で周知をしていた

だきたい、こういう方法がありますよ、こういうやり方がありますよ。先ほどの福祉灯油だと

か燃料高騰の話の中でも出てきましたけれども、どういったことに使ってやったらいいのかと

か、どういうものに使っていいのかというのがわからない町民の方々がたくさんいらっしゃる

というのは確かなのです。ですから、町も無駄なお金をかける必要はないと思うのです。やっ

ていただける部分はやっていただく、そしてそれを生きがい対策に使っていただけるのであれ

ば、生きがい対策として花壇整備だとか菜園づくりだとかに使っていただくというふうにして

やっていただいたほうがよろしいかなと私は思います。確かに今課長言われたとおり公売する

ことが一つの目的ですから、目的と言ってしまっていいのかどうかわからないけれども、売る

ことが一つの前提、売れることが前提としてあるわけですから、そこの売れるような土地まで

無理してやってくれとは言いません。ただ、ここについてはしばらく売れないだろうなとか、

その辺の感覚は私にはわかりませんけれども、実際そういった土地が何点かあるというのは私

も認識しておりますので、そういった部分についての開放といいますか、そういったことの周

知を皆さんにしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 花壇とか菜園、これ全然違うのです。これは、菜園の場合大根とか芋

とかつくるわけです。それ自分で料理して食べるわけですから、そして花壇は要するにアメニ

ティーというか、環境になるのです。私も以前土地の関係やった経緯ありまして、なかなかこ

れうまくいかないのです。花壇であればいいのですけれども、要するに自分の食べるものつく

っているだけでないかということになるのです。ですから、非常に難しい部分があるなと思っ

ています。ただ、町内会全体で、ここでつくった大根で豚汁でもやりますよと、それを売って

もいいのですけれども、町内会の金に使うのだとか、町内会がお借りに来るのであれば、公共

の用に使いますよとか、町内会のあれにしますよと、町内会でつくって、町内会で売ってもい

いのです。そういう前提があればいいのですけれども、個人が借りて排他的に占有して、町か

ら借りてやるというのはなかなか難しい、これはちょっと問題を残すようなことになりますの

で、花であれば町内会長さんが先頭になってやりましょうと、それで草刈りもみんなでやろう

ということであれば、これは本当にいい事業だと思います。一緒でなく、できれば花壇だけに

限定していただければ、後から問題起きづらいということなのです。 

〇議長（堀部登志雄君）  14番、氏家裕治議員。 

          〔14番 氏家裕治君登壇〕 

〇14番（氏家裕治君） 14番、氏家です。町長、わかりました。私も先ほど冒頭に言ったと思

うのですけれども、個人での使用ではなくて、町内会単位、それから１つのグループというか、
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ボランティアグループの中でそういったことに取り組んでいただいて、その地域の中で楽しん

でもらうということが大事だということで、これ個人でやってしまうと、先ほど言ったとおり

やっかみが入ったり、いろんな中傷、非難を受けたりすることが問題になりますので、そうい

う意味で言ったことですから、私は花壇という特化ではなくて、そういった地域の生きがい対

策の中で町内会で生かしていただけるのであれば菜園活動も一つの手法ではないかなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、以上で14番、氏家裕治議員の一般質問を終わります。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                                         

    ◎報告第４号 平成１９年度白老町財政の健全化判断比率につ 

いて 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第３、報告第４号 平成19年度白老町財政の健全化判断比率に

ついてを議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 報の４―１をお開きください。ずっと後ろのほうでございま

す。 

報告第４号 平成19年度白老町財政の健全化判断比率について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成19年度白老町財

政の健全化判断比率を別紙監査委員の意見を付けて報告する。 

 実質赤字比率、赤字ではございませんので、黒字でございますので、記載なしでございます。

連結実質赤字比率17.07％、実質公債費比率14.9％、将来負担比率191.3％。括弧内の上段は早

期健全化基準、下段は財政再生基準でございます。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 監査委員のご意見、別紙に添付してございますので、ごらんいただきたいと思います。 

 以上で報告終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいま提出者から説明がありましたが、この件に関して何かお尋

ねしたいことがありましたら、どうぞ。特にありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ないようですので、報告第４号は、これをもって報告済みといたし

ます。 

                                         

    ◎報告第５号 平成１９年度白老町公営企業の資金不足比率に 

ついて 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第４、報告第５号 平成19年度白老町公営企業の資金不足比率

についてを議題に供します。 
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 提出者からの説明を求めます。 

 高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 報の５―１でございます。 

 報告第５号 平成19年度白老町公営企業の資金不足比率について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成19年度白老町公

営企業の資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて報告する。 

 会計の名称、水道事業会計、資金不足比率、黒字でございますので、記載ございません。 

 次、国民健康保険病院事業会計、資金不足比率66.2％。 

 次、公共下水道事業特別会計、68.6％。 

 次、工業団地造成事業特別会計、資金不足比率48.7％。 

 臨海部土地造成事業特別会計、資金不足比率0.5％。 

 次、港湾機能施設整備事業特別会計、黒字でございますので、資金不足比率は記載ございま

せん。 

 経営健全化基準は、20.0％でございます。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 監査委員の意見を別紙に添付してございます。 

 以上で報告終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいま提出者から説明がありましたが、この件に関して何かお尋

ねしたいことがありましたら、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）  質疑ないようです。 

報告第５号は、これをもって報告済みといたします。 

                                         

    ◎認定第１号 平成１９年度白老町各会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

認定第２号 平成１９年度白老町水道事業会計決算認定につ 

いて 

認定第３号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会 

計決算認定について 

     報告第１号 平成１９年度白老町各会計歳入歳出決算に関す 

る附属書類の提出について 

     報告第２号 平成１９年度白老町水道事業会計決算に関する 

附属書類の提出について 

     報告第３号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会 

計決算に関する附属書類の提出について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第５、認定第１号 平成19年度白老町各会計歳入歳出決算認定
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について、認定第２号 平成19年度白老町水道事業会計決算認定について、認定第３号 平成

19年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定について、報告第１号 平成19年度白老町

各会計歳入歳出決算に関する附属書類の提出について、報告第２号 平成19年度白老町水道事

業会計決算に関する附属書類の提出について、報告第３号 平成19年度白老町立国民健康保険

病院事業会計決算に関する附属書類の提出について、以上６件を一括議題に供します。 

 それぞれ提案理由の説明を求めます。 

 岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） ページが認１―１になります。 

 認定第１号 平成19年度白老町各会計歳入歳出決算認定について。 

 地方自治法第233条第３項の規定により、次のとおり平成19年度白老町各会計歳入歳出決算を

別紙監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 １、平成19年度白老町一般会計歳入歳出決算。 

 ２、平成19年度白老町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算。 

 ３、平成19年度白老町老人保健特別会計歳入歳出決算。 

 ４、平成19年度白老町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算。 

 ５、平成19年度白老町学校給食特別会計歳入歳出決算。 

 ６、平成19年度白老町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算。 

 ７、平成19年度白老町臨海部土地造成事業特別会計歳入歳出決算。 

 ８、平成19年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計歳入歳出決算。 

 ９、平成19年度白老町墓園造成事業特別会計歳入歳出決算。 

 10、平成19年度白老町介護保険事業特別会計歳入歳出決算。 

 11、平成19年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算。 

 以上11会計であります。 

添付書類の説明につきましては、慣例により説明を省略させていただきます。 

  続きまして、認定第２号でございます。ページが少し飛びまして、認２―１になります。 

 認定第２号 平成19年度白老町水道事業会計決算認定について。 

  地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成19年度白老町水道事業会計決算を別紙監査

委員の意見を付けて認定に付する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 続きまして、認定第３号でございます。ページが認３―１になります。 

 認定第３号  平成19年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定について。 

 地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成19年度白老町立国民健康保険病院事業会計

決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に付する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 次に、報告第１号でございます。ページ少し飛びまして、報１―１ページでございます。 
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 報告第１号 平成19年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類の提出について。 

  地方自治法第233条第５項及び第241条第１項並びに同法施行令第166条第２項の規定によ

り、平成19年度白老町各会計歳入歳出決算に関する附属書類を次のとおり提出する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 １、歳入歳出決算事項別明細書。 

 ２、実質収支に関する調書。 

 ３、財産に関する調書。 

 ４、主要施策等成果説明書。 

 次のページで、報告第２号でございます。 

 報告第２号  平成19年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類の提出について。 

  地方公営企業法第30条第６項並びに同法施行令第23条の規定により、平成19年度白老町水道

事業会計決算に関する附属書類を次のとおり提出する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 １、事業報告書。 

 ２、収益費用明細書。 

 ３、固定資産明細書。 

 ４、企業債明細書。 

 次に、報告第３号であります。 

 報告第３号 平成19年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算に関する附属書類の提出に

ついて。 

  地方公営企業法第30条第６項並びに同法施行令第23条の規定により、平成19年度白老町立国

民健康保険病院事業会計決算に関する附属書類を次のとおり提出する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 １、事業報告書。 

 ２、収益費用明細書。 

 ３、固定資産明細書。 

 ４、企業債明細書。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいまそれぞれの提案理由の説明が終わりましたが、これら決算

認定３件と報告３件についての審査を本会議において行うことは困難であると思われます。 

  そこで、お諮りいたします。本件については、議長及び監査委員を除く全員で構成する決算

審査特別委員会を設置し、これに付託の上、定例会９月会議休会中の審査といたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、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、以上６件を一括して、
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議長及び監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、定例

会９月会議休会中の審査とすることに決定いたしました。 

  次に、委員会条例第７条の規定により、特別委員会では委員会を開催し、委員長、副委員長

の互選をお願いいたします。 

 この際暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ３時４６分 

                                         

          再開 午後 ３時４７分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                                         

    ◎諸般の報告 

〇議長（堀部登志雄君）  この際議長から諸般の報告をいたします。 

  休憩中に特別委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元に届

いておりますので、報告いたします。 

  決算審査特別委員会委員長、及川保議員、副委員長、近藤守議員、以上のとおり互選された

旨の報告がありました。 

                                         

    ◎休会の議決 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 この後決算審査特別委員会が開催される予定になっております。本会議は、決算審査特別委

員会審査のため、明日11日から18日までの８日間は休会となっております。ここであらかじめ

通知いたします。 

 本会議は、その後19日午前10時から引き続いて再開いたします。 

                                         

    ◎散会の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ３時４８分）
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