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平成２０年白老町議会定例会９月会議会議録（第３号） 

 

平成２０年９月１９日（金曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午後 ３時３４分 

                                         

〇議事日程 第３号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

    （議会運営委員長報告） 

第 ２ 議案第 ４号 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例の制定について 

第 ３ 議案第 ５号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ４ 議案第 １号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第５号） 

第 ５ 議案第１８号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第６号） 

第 ６ 議案第 ２号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

第 ７ 議案第 ３号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ８ 議案第 ６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ９ 議案第 ７号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

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

について 

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

の一部を改正する条例の制定について 

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

    議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

第１０ 議案第１２号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

第１１ 議案第１３号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

る条例の制定について 

第１２ 議案第１４号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

第１３ 議案第１５号 白老町土地開発公社定款の変更について 

第１４ 議案第１６号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について 

第１５ 議案第１７号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

第１７ 特別委員会の審査結果報告について（決算審査特別委員会） 

    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 
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(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 

第１７ 会議案第３号 白老町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

第１８ 選挙第 １号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について 

第１９ 承認第 １号 議員の派遣承認について 

第２０ 意見書案第１５号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書（案） 

第２１ 意見書案第１６号 石油製品の高騰から農漁業の経営を守る意見書（案） 

第２２ 意見書案第１７号 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書（案） 

第２３ 意見書案第１８号 投機マネーの抜本的規制強化に関する意見書（案） 

第２４ 意見書案第１９号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定 

を求める意見書（案） 

第２５ 意見書案第２０号 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連疾患に関す 

る意見書（案） 

第２６ 意見書案第２１号 学校耐震化に関する意見書（案） 

第２７ 意見書案第２２号 雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書（案） 

第２８ 常任委員会所管事務調査の報告について 

    （総務文教常任委員会） 

    （産業厚生常任委員会） 

                                         

〇会議に付した事件 

 議案第 ４号 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例の制定について 
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 議案第 ５号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 １号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第５号） 

 議案第１８号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第６号） 

 議案第 ２号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ３号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第 ６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ７号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

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

て 

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

を改正する条例の制定について 

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

 議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第１２号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第１３号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

の制定について 

 議案第１４号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 議案第１５号 白老町土地開発公社定款の変更について 

 議案第１６号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について 

 議案第１７号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

特別委員会の審査結果報告について（決算審査特別委員会） 

 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 
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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 

 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 

 会議案第３号 白老町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 選挙第 １号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について 

 承認第 １号 議員の派遣承認について 

 意見書案第１５号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書（案） 

 意見書案第１６号 石油製品の高騰から農漁業の経営を守る意見書（案） 

 意見書案第１７号 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書（案） 

 意見書案第１８号 投機マネーの抜本的規制強化に関する意見書（案） 

 意見書案第１９号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定を求め 

る意見書（案） 

 意見書案第２０号 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連疾患に関する意見 

書（案） 

 意見書案第２１号 学校耐震化に関する意見書（案） 

 意見書案第２２号 雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書（案） 

 常任委員会所管事務調査の報告について 

 （総務文教常任委員会） 

 （産業厚生常任委員会） 

                                         

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 

１１番 土 屋 かづよ 君      １２番 松 田 謙 吾 君 
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１３番 熊 谷 雅 史 君 

                                         

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  
     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）  ただいまから休会前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、11番、土屋かづよ

議員、12番、松田謙吾議員、13番、熊谷雅史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）  審議に入ります前に、さきに議会運営委員長から16日及び本日の会

議前に開催した議会運営委員会での本定例会の運営について協議の経過と結果について報告の

申し出がありましたので、これを許可いたします。 

議会運営委員会山本浩平委員長。 

〔議会運営委員会委員長 山本浩平君登壇〕 

〇議会運営委員会委員長（山本浩平君） 議長の許可をいただきましたので、９月16日及び本

日の会議の再開前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、いずれの日も、定例会９月会議の運営に関する件であります。 

 ９月16日の協議事項は、「議員の派遣承認の決定」及び「会期における休会日の変更」の件に

ついてであります。 

 まず、議員の派遣承認については、本日の承認第１号の議案として派遣を確定し、提案して

おりますのでよろしくご審議願います。 

 次に、会期における休会日の変更についてでありますが、通年議会の実施に伴いまして、９

月30日まで休会日を議決しているところでありますが、定例会９月会議の審議が終了したこと

から、この後、休会日を変更し、あすの20日から12月26日までの98日間を休会とするものであ

ります。 

 本日の会議前の協議は、審議当日の配付としている議案第17号の人事に係る議案の説明と追

加議案の件についてであります。 

 町長の提案に係るものとして、平成20年度一般会計補正予算１件の追加議案の提出がありま

した。 

 目時副町長、岩城総務課長、高畠経営企画課長から、その概要についての説明を受けた後、

いずれも本日の議事日程といたしました。 

 以上、議会運営委員会の報告といたします。 
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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。 

                                         

    ◎議案第４号 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例の制定 

           について 

〇議長（堀部登志雄君）  これから審議に入ります。 

日程第２、議案第４号 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例の制定についてを議題に供

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 岡村産業経済課長。 

〇産業経済課長（岡村幸男君）  議４―１をお開きください。議案第４号 白老町農業関係整

備事業分担金徴収条例の制定について。 

 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、北海道農業開発公社が行う農業関係整備事業（以下「事業」という。）に

要する費用に充てるため、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。 

 （分担金の徴収） 

第２条 町長は、事業により利益を受ける者（以下「受益者」という。）から地方自治法（昭和

22年法律第67号）第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。 

２ 前項の規定による分担金は、一括して徴収するものとする。 

 （分担金の額） 

第３条 受益者が負担する分担金の額は、毎年度、北海道農業開発公社理事長が定めた額の範

囲内において町長が定める。 

 （分担金の賦課） 

第４条 町長は、前条の規定による分担金の額を毎年度定め、賦課するものとする。 

２ 町長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納入期限等を受益

者に通知しなければならない。 

 次のページをお開きください。 

 （分担金の徴収猶予） 

第５条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができ

る。 
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 （１） 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことなどにより、当該分担金を納付する

ことが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 

 （２） その他町長が特に必要があると認めたとき。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 議案説明でございます。白老町農業関係整備事業分担金徴収条例の制定について。北海道農

業開発公社が事業主体となって実施している農業関係整備事業につきましては、当該事業によ

り利益を受ける農業者から本町が分担金を徴収しまして北海道農業開発公社に納めるという形

になってございますので、地方自治法第224条の規定に基づきまして本条例を制定するものでご

ざいます。 

 若干補足いたしますが、今回の条例についてでございますが、今ご説明したとおり農業開発

公社が事業主体となりまして、担い手育成総合事業において草地改良等、この事業を行うとい

うことになります。この事業によって受益、利益を受けるという農業者から分担金を徴収する

という、こういう内容になってございますが、この草地改良等の事業に対しましては国が50％

補助、これは直接開発公社のほうに支払われると。それから、北海道が15％補助すると、これ

は町のほうを経由して町から農業開発公社のほうに納めると。さらに、受益を受ける農業者か

らの35％の分担金、これも町のほうが徴収をして農業開発公社へ納めるという形になってござ

いまして、内容的には公社と町、それと町と農業者の間で契約をきちっと結んで行うという、

そういう流れになっているものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） 今議案提案に当たって詳細な説明ありまして、理解しましたけれども、

２点伺います。 

 １つは、分担金ですので、町に法的に責任が生ずるのですけれども、これまで農業開発公社

は白老町で多くの整備事業を行ってきているのです。そういう中で今回条例制定するというこ

とになったのですけれども、その辺の根拠、条例をなぜ制定するのかの根拠をお聞かせ願いた

いと思います。 

 それと、分担金を収入とするとき、これは調定したり納入通知書を町が出すと思うのですけ

れども、非常に事務量がふえると思いますけれども、これらに対して事務費の交付金的な歳入

は見込まれているかどうか。 

 ２点です。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村産業経済課長。 
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〇産業経済課長（岡村幸男君）  まず、条例制定の根拠ということでございます。先ほどもご

説明したとおり、地方自治法の規定によりまして、このような負担金、分担金等を徴収する場

合については条例を定めて徴収するという形になってございます。それで、流れとしましては、

今回のこの事業につきましては、経費の流れとしてお話ししたとおり、公社が事業主体になる

わけでございますけれども、農業者から直接公社へお支払いするということではなくて、一度

町を経由しなければならないという、そういう事業構成になってございます。そのためには、

町は受益者となる農業者からお金を徴収しなければならないという、こういう流れになります。

そのためには、法的根拠を含めて徴収するための条例をつくらなければならないというのがま

ず１点です。それと、町が徴収するということになれば、リスクというか、そういうことも当

然あるわけでございますけれども、それは白老町の税外諸収入金の徴収に関する条例というの

がございまして、この中では分担金等については延滞金も含めて必要な手続をとるような規定

を持ってございますし、さらに地方自治法の中では、これは滞納処分の関係でございますけれ

ども、231条の３の規定によりまして、こういう分担金についても地方税の滞納処分の例による

処分をすることができるという形になってございまして、そういう中で条例をきちっと根拠づ

けて制定しなければならないということで提案したものでございます。 

 それから、２つ目の事務費という部分でございます。今回の事業につきましては、19年度に

事業計画を立てて、20年度から23年度までの間の中で事業を実施するという、こういう内容に

なってございまして、当初20年度では事業を行うという予定ではなかったわけです。そういう

農業者がいらっしゃらなかったのですけれども、北海道全体での補助金が計画的な部分で若干

余裕があるということと、現在の原油高騰によりまして、できるだけ飼料の自賄いを行いたい

という、そういう希望がございまして、草地を整備して牧草を育てるということが必要なこと

から、２戸の農家さんから前倒しで事業を行いたいという、こういう要望があったわけでござ

います。ですから、軒数的には２軒ということになりますが、それに伴う事務料については一

定のルールがありまして、１万1,000円ということになっています。この１万1,000円に対して

実は国からの補助もあるのですが、２分の１ということなものですから5,000円、１万1,000円

で5,500円ですが、端数はつきません。5,000円という補助があるわけです。ですから、事務費

としては、消耗品として追加で補正予算を上げさせていただいてございますけれども、それら

については計上させていただいてございます。 

 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。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。今の話でわかりました。町がリスクをしょうという

ことなのだけれども、当然そうなると思うのです、この条例からいくと。１つは、国は地方分

権、地方分権と言っているわけだけれども、国のお金は農業開発公社に入るけれども、なぜ道

と農業者の部分だけが町を経由しなくてはいけないのかと、国のお金も町を経由するというの

なら話わかるのだけれども、国は一体何を考えているのかなと私自身は思うのです、ここの部

分でいえば。そういうことについて、もしわかれば。 
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 ２点目、第５条の関係なのですけれども、これは今の説明で理解をいたしました。ただ、２

番目のその他町長が特に必要があると認めるときと、これ何か別枠のことが、別の意味のこと

が、災害だとかどうしても農業者が払えないという以外の意味があってこういうものがあるの

かどうか。例えば災害とかではない例があったけれども、これは免除しますよとか、そういう

ことがあり得るような性格のものなのかどうなのか、その点。 

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）  ご質問の趣旨というのは、町が直接かかわるということでは

なくて、基本的には直接国がということで構わないのではないか、もしくは道がということで

ございますが、この事業を進めていくということは直接農業者と、それから農協と町の３者が

協議しながら、どういう生産体制でいくのかですとか、飼料をどのように、草地をどのように

していくのかという、こういう細かな調整をやりながら計画をつくって、道に上げていくとい

う、そういう仕組みになってございまして、その中では資金的な面も含めて農協では農業者の

組勘という形で、組合勘定ということで、そういうことも行いながら事業の中身については見

ていっているというのが実態でございます。ですから、そういう意味で町のかかわりというの

は、かなりそういう部分でございます。確かに議員おっしゃるとおり補助制度として直接やる

ということも可能でしょうけれども、一番その地域の農業者の実情がわかっている町をそこに

組み込んで、農業者の状況を把握しながらこの事業を進めていくというような内容になってい

るということでございます。 

 それから、もう一点、５条の関係で、いわゆる徴収猶予の部分で５条第２号のその他町長が

特に必要があると認めたときという部分について具体的にということがあるのかということで

ございますが、分担金の関係につきましては、例えば徴収猶予ということになりますと、ここ

に１号で書いてあるとおり受益者が災害、盗難、その他事故ということで、こういう困難な場

合には徴収猶予、具体的にここに書いてございます。２号については具体的な形では書いてご

ざいませんが、納入しなければならない義務者の責めによらないような理由が生じた場合です

とか、もしくは今回のように原油高騰で経営が非常に圧迫されるというような中で特殊的な要

因は考えられるのかなというふうに思いますが、この条文の中で具体的に今の段階でこれとこ

れとこれということではなくて、その時々の状況に応じて町長の判断をいただくと、そういう

規定でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕。２点目はわかりました。１点目の件なのですけれども、

私言いたいのは、それであれば、もしそういうことであれば、国のお金を町にちゃんと振り込

んで、町が事業主体になってやることができないのかという意味なのです。例えば農業開発公

社って中身は僕わかりません。それを説明せとも言いません。ただ、公社というのは大体、道

も国もそうだけれども、天下りで、そこでお金たくさんもらって、この間も道の問題で副知事

さんが問題になっていますけれども、そういうところがやらなければならない仕組みになって

いるということはよくわかります。仕組みになっているというところはわかるのだけれども、
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もしそうであれば国のお金を道にちゃんと振り込んで、道が３者で協議して事業発注できるも

のであったら、そういう形にしたほうが、開発公社通すというのはどこかのそういう人たちが

そういうことでやるというふうに思わざるを得ないような気もするのだけれども、そこら辺は

そうではないのですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 農業開発公社の仕事は、いろいろ書類的なものとか、国から予算とっ

てくる仕事あるのですけれども、あそこの中にも農業土木の技術者がいるわけなのです。です

から、草地改良をするにしても、ただ客土してやればいいというものでなく、排水の流れどう

するかだとか、例えば草地であれば勾配だとか、どういうふうにやったら草地が我々の求めて

いるような草地になるかとか災害対応だとか、農業サイドから。農業の専門家もいますし、農

業土木の専門家もいるのです。それと、あと土地の境界だとか、そういう技術者もいますので、

これを我々の今の体制で発注するというのは、ちょっと無理です。ですから、専門の技術者の

ところを経由してくるということでまず理解していただきたいと思います。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 本来の仕事はそういうことであって、上のほうのあれは我々のほうは

関知する内容のものでございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「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。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４号 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例の制定について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第５号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定につ 

           いて 

〇議長（堀部登志雄君）  次の日程に入る前にお諮りいたします。 

日程第３の議案第５号は条例の一部改正の議案でありますが、条例を一部改正する議案の説
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明については附則の全文を朗読することにしております。ごらんのとおり議案の附則は長文と

なっていることから、附則の朗読を省略させ、議案説明及び添付の説明資料において町民生活

へ影響のある部分、または白老町に特に関係のある部分について簡略に説明させることといた

したいと思いますが、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、日程第３、議案第５号は、そのように取り扱いをさせていただきます。 

日程第３、議案第５号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供しま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野本税務課長。 

〇税務課長（野本裕二君） 議５―１でございます。議案第５号 白老町税条例の一部を改正

する条例の制定について。 

 白老町税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町税条例の一部を改正する条例。 

 白老町税条例（昭和29年条例第11号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容につきましては、ただいま議長より許可をいただきましたので、後ほど議案説明資

料に基づき説明申し上げます。 

 16ページの附則でございます。 

 附則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 議５―22ページ、議案説明でございます。議案説明、白老町税条例の一部改正について。地

方税法等の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容につきましては、別紙議案説明資料に基づいて説明させていただきます。議案説明

資料でございます。今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年

４月30日に公布され、５月に条例改正を一部行いましたが、残りの部分について町税条例の改

正を行うものであります。 

 第１項でございます。寄付金税制の拡充であります。平成21年度の個人住民税より適用とな

ります。 

（１） の寄付金控除の拡充であります。 

 １点目、寄付金控除の適用対象に所得税の寄付金控除の対象となる寄付金（国に対する寄付

金及び政党等に対する政治活動に関する寄付金を除く）のうち住民の福祉の増進に寄与する寄

付金として都道府県または市区町村が条例で定めるものを追加したもので、町の指定団体は北
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海道が指定する団体に準拠するものであります。この部分につきましては、先日ふるさと納税

の関係で吉田議員のほうからの質問がありまして、私説明したのですけれども、ちょっと不足

の部分がありましたので、再度説明させていただきます。個人住民税は、道民税と町民税が合

わせて課税されていますので、例えば町独自で寄付金団体を指定した場合、町民税は補助対象

になりますが、道民税は対象となりませんということになります。となりますと、確定申告の

ときに事務が複雑になりますし、またシステム上も改修しなければなりませんので、そういっ

たことで道が指定する団体に準じていきますよということでございます。 

 続きまして、２点目に入らせていただきます。控除方式が現行の所得控除方式から税額控除

方式に改められました。 

 ３点目、適用対象寄付金に係る控除率につきましては、道民税４％、町民税６％の10％とな

ります。 

 寄付金控除の控除対象限度額の引き上げであります。現行の総所得金額等の25％を改正し、

総所得金額等の30％に引き上げるものであります。 

 ５点目、寄付金控除の適用下限額の引き下げであります。現行の10万円を改正し、5,000円に

引き下げるものであります。 

 （２）、地方公共団体に対する寄付金税制の見直し、ふるさと納税制度の創設であります。内

容としましては、地方公共団体に対する寄付金について、上記の措置とあわせて、適用下限額

の5,000円を超える部分について一定の限度まで所得税と合わせて税額控除されます。税額控除

額の計算としましては、下の①と②の合計が税額控除されます。数字的に例を挙げて申し上げ

ますと、例えば給与収入が500万円の方が３万円を寄付したとしますと、①の計算によりますと

寄付金３万円より適用下限額の5,000円を引き、控除率の10％を掛けますと2,500円になります。

②の計算としましては、寄付金の３万円より適用下限額の5,000円を引き、定められた率の90％

から、この方の所得税の限界税率は10％ですので、90％から10％引き、計算しますと２万円と

なります。それで、①と②を足した額２万2,500円が個人住民税より控除されるということです。

ただし、②の額につきましては、個人住民税所得割額の１割を限度といたします。 

 ２ページの第２項でございます。証券税制の法改正に伴う条例の創設であります。これにつ

きましては、株を売ったときに発生する譲渡所得等と配当所得に対する課税及び譲渡損失の損

益通算の特例の創設でありまして、政府税制調査会の答申において軽減税率を廃止する方向性

が打ち出されました。内容としましては、（１）から（３）に記載してありますが、これを集約

しますと、軽減税率の扱いについて配当、譲渡益に係る軽減税率は平成20年12月末をもって廃

止し、平成21年以降は本則税率に戻すこととしつつ、配当は100万円以下の部分、譲渡益は500万

円以下の部分についてそれぞれ平成21年から平成22年までの２年間について10％の軽減税率を

適用することとなりました。対象としましては、配当については譲渡益の発生時点、所得税に

つきましては平成21年分及び平成22年分、住民税につきましては平成22年度分及び平成23年度

分が対象となります。また、損益通算範囲の拡大につきましては、新たに配当と株式等譲渡損

失との間での損益通算を認めることとし、申告による方式については所得税は平成21年分から、
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住民税は平成22年度分から適用されることとされ、源泉徴収選択口座を活用した損益通算につ

いては平成22年１月から実施することとしております。 

 続きまして、３ページの第３項でございます。これにつきましては、平成21年10月以降より

支給される公的年金からの個人住民税における特別徴収制度の創設であります。これにつきま

しても、平成21年度から適用となります。 

（１）の対象者につきましては、65歳以上の公的年金等の受給者でありまして、当該年度の

初日に老齢基礎年金等を受給されている方です。ただし、次に掲げる方につきましては、特別

徴収の対象となりません。１点目としまして当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である方、

２点目としまして特別徴収されるべき個人住民税額が老齢基礎年金額を超える方であります。 

 （２）の徴収する税額です。公的年金等の年金所得に係る所得割額と均等割額であります。

ただし、年金所得のほかに給与所得がある場合には、その給与所得に係る税額は別途徴収され

ることとなります。 

 （３）の特別徴収義務者は、社会保険庁等となります。 

 （４）の対象年金につきましては、老齢基礎年金等となります。 

 （５）の特別徴収の対象税額と徴収方法でありますが、平成21年度は初年度でありますので、

下の欄の特別徴収を開始する年度における徴収欄が該当となります。特別徴収の時期及び対象

税額につきましては、まず年度前半におきましては年税額の４分の１ずつを６月と８月に普通

徴収により徴収いたしまして、年度後半につきましては年税額から普通徴収した額を差し引い

て、10月、12月、２月における老齢基礎年金等の支払いごとに６分の１ずつを特別徴収により

徴収いたします。平成22年度以降につきましては、上の欄が適用となります。４月、６月、８

月におきましては前年度の10月から翌年の３月までに徴収した額の３分の１ずつを仮徴収とし

て、10月、12月、２月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の３分の１ずつを老齢

基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収いたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 15番、吉田和子議員。 

〇15番（吉田和子君） ふるさと納税の関係なのですが、先ほど町の指定団体は北海道の指定

に準ずるということでお話があったのですが、私の質問も兼ねて言ってくださったのですが、

私はこれを読んだときに町が指定する団体が出てくるのではないかと、そういう質問をしたつ

もりなのです。それで、それはないと、道が指定するものだけですと言われたのです。ところ

が、今回読むと町の指定団体は道の指定に準ずるというふうにあるので、町が指定することも

出てくるのかなと、ちょっとその点確認したかったのです。 

 それと、もう一点は、ふるさと納税の１つ難点というか、サラリーマンの方は年末調整で税

金とか全部控除されてきますよね、ところがこのふるさと納税は確定申告を別にしなければな

らないという、そういった難点があるというか、普通のサラリーマンの方は自分の自主的な行
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為でするのですけれども、改めてまた確定申告に行かなければなるという、面倒くさいと言っ

たらおかしいですけれども、それは義務なのですけれども、そういった二重にやらなければな

らないということがあるのですが、そういった手法については、これは領収書がきちっとある

わけですから、年末調整のときにそれを提出することで申告としてみなされないのかどうなの

か、そういったことは、これは国の税改正ですので、ただ地方の声としてそういった部分がこ

れから出てくると思うのですが、そういったことの問題点というのは出てこないのかどうなの

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） ２点ありまして、サラリーマンの方の申告、寄付金ですか、それ

に伴って確定申告ということですので、これは今の段階では確定申告はやっぱり義務づけとい

う形であります。確かに二重にはなるかと思いますけれども、医療費控除、それらと同じよう

な考え方していただければと思います。 

 あと、町独自の指定ということですけれども、それは今の段階では、道から通知来ています

のはただ準じますよということですので、それから後につきましてはまだ道のほうも打ち出し

ていませんので、はっきりしたことは今の段階では答えはできないです、私としまして。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

〇15番（吉田和子君） 税条例に関しては道に準じて今後出てくると思うのですが、そういっ

たことは町の指定団体が出てくるというふうに考えていいのかどうかということをお伺いして

いる。だから、これは企画のほうになるのかな。前に伺ったときはそういう思いで聞いたので

すけれども、全部こういう団体は道が指定していますので、町の指定はありませんという答弁

だったと思うのです。それで、その後私質問しなかったのですけれども、これを見ると町の指

定団体も道に準ずるということは、町の指定団体は町が指定することによってＮＰＯとかいろ

んなこと、だからもし指定するのであればそういったちゃんとした町の規約的なものをつくら

なければいけないだろうと思って聞こうと思ったのが町の指定はありませんと言ったので、聞

かなかったのです。ですから、その部分では今後町の指定のことも考えられるということにな

りませんか。 

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） 済みません。町の指定団体は、規則で定めますので。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇税務課長（野本裕二君） はい。失礼しました。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。特別徴収の関係なのですけれども、当然地方税法の

改正ですから、国が改正したものを市町村がいろんなこと言ってもしようがないというのはよ

くわかるのです。ただ、１つは、これもし白老町が特別徴収をしないというふうになったらど

うなるかということが１点。それから、18万円の年金で税のチェックオフをするということが、

その人たちは払わなくてもいいという意味で僕言うのではないのですよ、言うのではないのだ
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けれども、生活権からいったらどうなるのか。そういうことは、国の中で議論されたり、また

こういうことでやりなさいと税務課に来るときに、そういう説明とか、国民とか町民に対する

考え方なんかは国は示しているのでしょうか。要するに、18万円から道市町村民税引くという

ことが生活権としては問題ないというふうに、憲法第25条で定めていることに対して問題ない

ということなのか、もちろん、だから決めているのだと言われたらそれで終わりなのだけれど

も、そんなことになるのかなというのが、国で決めたからみんなはい、はいと言わなければだ

めだということ自体が私はおかしいと思うのです。それで、その１点と、もうしこれを町がや

らなかったら、どんなことになりますか。 

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） 町がやらなかった場合となりますと、年金者の支払い通知書とい

うのが今現在は紙ベースで来ていますけれども、これからはエルタックス、電子化で来るとい

うことですので、今度はその紙ベースも来なくなります、一切。ですから、年金者の所得とい

いますか、支払い明細通知、これが全くわからない状態になります。 

 それと、18万円未満ですから、ご存じのとおり年金を18万円未満もらっている方については

特別徴収はされませんし、普通徴収も多分その金額でしたらその方は非課税になりますので、

税金もかかってこないということになります。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 18万円以下の人は、ほとんど非課税になるわけですよね。そうすると、

ボーダーラインの方々が特別徴収で必ず引かれてしまうということになりますよね。そうする

と、一番厳しい部分から国は問答無用で取ると、どうあれこうあれ取るということですからね、

早い話が。それは、どうにもならないのですか。 

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） はい、どうにもなりません。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） そこは、国だからしようがないのですけれども、例えばそういうボー

ダーラインの方々の状況をきちっと押さえて、その人たちがオーケーと言ったら引くというの

はいいと思うのです。そうでない人が正しいという意味ではなくて、払わないとかという意味

ではなくて、払わなくてはいけないのだけれども、もうちょっと何かやり方ないかと。年金た

くさんもらっている方はいいですよ、それは構わないですよ。ただ、18万円という線が、年間

18万円という線が妥当かどうかというのは、地方議会で議論してもしようがないと思われてい

るかもしれないけれども、僕はやっぱり違うと思うのです。そこら辺は、やっぱり何らかの形

で国に物申すとかということが本当にできないのか、また町民がそういうことを選択できない

ということ自体が、問答無用で通ること自体が、それもさっきちょっと、何回も言わないけれ

ども、憲法第25条の精神からいったら一体どんなことになるのかと。野本課長に言っても仕方

ないことなのかもしれないけれども、それはやっぱりおかしいと思わないかな。 

〇議長（堀部登志雄君）  野本税務課長。 
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〇税務課長（野本裕二君） この説明会は、７月の11日に全道で初めて行われたのです。全道

から各担当来ていましたけれども、今議員の言われるとおり、そういった声はありました。で

も、総務省のほうとしては私の説明どおり、ただ通り一遍で説明するだけで終わっていました。

気持ちとしては、私もわかります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  なければ、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第５号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手多数〕 

〇議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

 よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

                                                                                

    ◎議案第１号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第５号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第４、議案第１号 平成20年度白老町一般会計補正予算（第５

号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 最初のほうにお戻りください。議１―１でございます。議案

第１号 平成20年度白老町一般会計補正予算（第５号）。 

 平成20年度白老町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,433万5,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ100億1,995万9,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

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

ございますので、説明を省略させていただきます。 

 続きまして、４ページの歳入歳出事項別明細書でございますが、初めに８ページの歳出から

ご説明させていただきます。８ページをお開きください。２、歳出、１款議会費、１項１目議
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会費２万8,000円の増額補正でございます。説明欄、議会運営経費２万8,000円の増額。これは、

議会の広報広聴、小委員会及び分科会の公印購入費の計上でございます。 

 次、２款総務費、１項１目一般管理費25万6,000円の増額補正でございます。説明欄でござい

ます。庁舎管理経費25万6,000円の増額でございます。これは、現在嘱託職員で対応しておりま

す祝日、休日の日直対応を警備会社に委託するための委託料でございます。 

 次、２項１目賦課徴収費373万3,000円の増額補正でございます。説明欄でございます。賦課

事務経費373万3,000円の増額補正でございます。これは、個人住民税の公的年金から特別徴収

するために要する経費の計上でございます。委託料は地方電子申告、エルタックス審査システ

ム利用委託料、負担金はシステム利用のため地方電子化協議会に加入する負担金でございます。 

 次のページをお開きください。３款民生費、１項２目老人福祉費130万3,000円の減額補正で

ございます。説明欄でございます。後期高齢者医療事務特別会計繰出金130万3,000円の減額補

正でございます。これは、制度改正に伴います低所得者層の保険料軽減によります繰出金の減

額補正でございます。 

 次、６款農林水産業費、１項２目農業総務費50万円の増額補正でございます。説明欄でござ

います。農業行政事務経費50万円の増額補正、これは北海道軽種馬振興公社の公社運営主体が

北海道から産地主導になったことに伴いまして発生した公社への負担金でございます。 

 次、７款商工費、２項１目観光対策費14万8,000円の減額補正でございます。備考欄でござい

ます。伊達芸能祭事業14万8,000円の減額でございます。この内容は、事業の実行に当たりまし

て実行委員会形式とするということになったために、各経費を補助金へ振りかえまして、なお

かつ仙台市からの助成金も実行委員会へ直接助成することになりましたため、特定財源5,000円

を減額し、また開催期間拡大に伴います経費増から、一般財源35万2,000円を増額するものでご

ざいます。 

 次、８款土木費、４項１目港湾管理費250万円の増額補正でございます。説明欄でございます。

港湾施設管理経費250万円の増額補正、これは港に設置してございます標識と、それと港内の道

路などの維持補修に係る経費、その経費の増額補正でございます。 

 次、９款消防費、１項１目常備消防費102万2,000円の増額補正でございます。説明欄でござ

います。火災予防啓蒙活動経費102万2,000円の増額補正、これは日本消防協会の助成制度に基

づきます女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり事業の助成金で、ＡＥＤやトレーニン

グ用品及び防災指導備品等の購入に係る経費の計上であります。 

 次に、２目消防施設費11万2,000円の増額補正でございます。説明欄でございます。消防水利

維持保全経費11万2,000円の増額補正でございます。これは、民有地に設置されております消火

栓でございます。それが土地の所有者の依頼によりまして移設しなくてはいけないということ

で、その移設に係る経費の計上でございます。 

 次、10款教育費、３項２目教育振興費10万6,000円の増額補正でございます。説明欄でござい

ます。中 学校教育振興一般経費10万6,000円の増額、これは白老中学校吹奏学部全道大会出場に

係ります経費の計上でございます。 
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 次、５項３目図書館費１万円の増額補正でございます。説明欄でございます。図書購入経費

１万円の増額補正、これは佐藤津留子さんから図書購入費として指定寄付を受けたことにより

ます図書の購入費の計上でございます。 

 次、12款公債費、１項１目元金721万6,000円の増額補正でございます。説明欄でございます。

長期債元金償還費721万6,000円、これは補償金免除繰上償還に係ります公債費の元金償還金の

増額補正でございます。 

 次、２目利子73万1,000円の減額補正でございます。説明欄、長期利子支払い費73万1,000円

でございます。これは、繰上償還に係りまして公債費の利子償還分の減額補正でございます。

これは、効果分という形になってございます。 

 それと、13款給与費、１項１目給与費、補正額61万6,000円の減額補正でございます。説明欄、

職員等人件費61万6,000円の減額補正、これは先ほど説明しましたように祝日、休日の日直業務、

これの嘱託職員人件費の分、先ほど業務委託するということで、従来嘱託職員で対応していた

分、その分減額するということで、委託費との差額分だけが削減効果ということでございます。 

 次に、14款諸支出金、１項１目基金管理費165万円の増額補正でございます。各種基金積立金

165万円の増額補正でございます。これは、次のページの説明欄に記載されているとおり、教育

関係施設整備基金積立金75万円は株式会社エレパルさんからの25万円、それと熊谷スヱヨさん

から50万円、指定寄付がございましたので、積み立てるものであります。 

また、社会福祉基金積立金は、熊谷スヱヨさんから100万円寄付がありましたので、予算措置、

既に最初から、当初予算から10万円計上しておりますので、それから差し引きました90万円、

それを今回積み立てるものでございます。 

 続きまして、次に歳入のほうをご説明いたします。４ページにお戻りください。１、歳入、

14款使用料及び手数料、１項６目土木使用料250万円の増額補正でございます。これは、説明欄

記載のとおりでございます。 

 次、16款道支出金、１項１目民生費道負担金97万8,000円の減額補正でございます。説明欄、

保険基盤安定拠出金97万8,000円の減額でございます。これは、低所得者層の後期高齢者医療保

険料軽減に伴います減額補正でございます。 

 次、18款寄付金、１項１目寄付金166万円の増額補正でございます。ここの部分は、先ほど歳

出でご説明いたしましたので、説明を省略させていただきます。 

 次のページでございます。20款繰越金、１項１目繰越金1,065万7,000円の増額補正でござい

ます。前年度繰越金1,065万7,000円、これは前年度繰越金を一般財源として充当しております。 

 次、21款諸収入、１項５目雑入でございます。補正額49万6,000円。説明欄でございます。ま

ず、他市町村助成金50万円の減額、これは伊達芸能祭事業の仙台市からの助成金ですが、先ほ

どご説明いたしましたように実行委員会方式とするため、仙台市からの助成金は直接実行委員

会へ支払うことになったことによる減額補正でございます。また、女性消防隊による安全で災

害に強い地域づくり推進事業助成金99万6,000円、これは歳出でご説明しましたとおり日本消防

協会からの助成金でございます。 



        － 170 － 

 以上で補正予算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田です。７ページのところの、どちらでもよかったのですけ

れども、女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり推進事業助成金ということで99万

6,000円ついているわけなのですけれども、これの具体的な中身というのですか、そういうのと

か、今現在女性隊員が何名くらいいらっしゃって、どういうようなことをされるのか、詳しく

説明していただければありがたいなと思ったのですけれども。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君） ７ページの助成金に対する説明でございますけれども、歳出のほ

うでも企画課長が説明したとおり、これにつきましては購入する部分に関しましては、軽可搬

ポンプといいまして小さな消防ポンプなのですけれども、その消防ポンプと、あとＡＥＤ、そ

れらのものをこの助成金で購入する予定しております。基本的にはこのポンプというのは水が

出るものなのですけれども、このポンプによりまして実際の消火活動というようなのは女性の

消防隊員の方はできないものですから、防火のＰＲ用といいますか、そういうような形で使用

しまして、あと特に山火事や何かのときに普通の消防隊がこのポンプを使わせてもらうという

ようなのが実際の使い方になろうかなと思います。あと、ＡＥＤにつきましては、これは女性

消防クラブの、消防隊といいますか、それの訓練用、または実際にあったときに使用するとい

うふうな形で使用しようと思っております。女性消防団員というのは、今 10人おります。あと、

防火クラブの方は今４団体か５団体、町内に町内会の婦人部の方が結成しております。 

 以上です。 

          〔「活動内容」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  活動内容も何か質問あったですか。 

          〔「女性消防団の活動内容」と呼ぶ者あり〕 

〇消防長（前田登志和君） 女性消防団の活動内容は、独居老人の防火査察ですとか、そうい

うようなものをしておりますし、あと婦人防火クラブは今特に住宅火災警報器の設置推進とい

うことで、お祭りなんかでテントを張って、アンケート、それからいろいろ住宅火災警報器の

普及に対する事業等を行っております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第１号 平成20年度白老町一般会計補正予算（第５号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１０時５９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。 

                                                                                

    ◎議案第１８号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第６ 

号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第５、議案第18号 平成20年度白老町一般会計補正予算（第６

号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

高畠経営企画課長。 

きょう配付された議案です。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 追加議案でございます。 

議案第18号 平成20年度白老町一般会計補正予算（第６号）。 

 平成20年度白老町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120万2,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ100億2,116万1,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成20年９月19日提出。白老町長。 

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

ございますので、説明を省略させていただきます。 

 続きまして、４ページの歳入歳出事項別明細書ですが、初めに６ページの歳出からご説明さ

せていただきます。６ページをお開きください。６款農林水産業費、１項４目畜産業費、補正

額120万2,000円の増額補正でございます。説明欄でございます。畜産振興推進事業120万2,000円

の増額。内容でございます。この事業は、国の畜産担い手育成総合整備事業によります草地改



        － 172 － 

良及び農業施設整備に要する費用の計上でございます。国の事業費、国費の本年度事業執行残

に対し、事業要望が採択されましたので、補正予算として今般計上させていただいたところで

ございます。事業主体は農業開発公社で、事業の負担割合は国50％、道15％、受益者35％とな

っております。国庫補助金は、直接農業開発公社に支払われるという制度になっています。 

 次に、歳入でございます。歳入の４ページにお戻りください。13款分担金及び負担金、１項

３目農林水産業費負担金83万5,000円の増額補正でございます。説明欄でございます。畜産担い

手育成総合整備事業負担金83万5,000円の増額補正でございます。これは、農業事業者２戸分の

受益者負担金でございます。 

 次、16款道支出金、２項３目農林水産業費道補助金36万1,000円の増額補正でございます。説

明欄でございます。草地担い手育成総合整備事業補助金35万6,000円の増額補正、それと次の畜

産担い手育成総合整備事業支払交付金5,000円の増額補正でございます。これらいずれも北海道

の負担金でございます。 

 次、20款繰越金、１項１目繰越金6,000円の増額補正でございます。一般財源の充当として前

年度繰越金6,000円の増額補正でございます。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。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）  質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第18号 平成20年度白老町一般会計補正予算（第６号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。 

                                                                                

    ◎議案第２号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第２号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第６、議案第２号 平成20年度白老町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 
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丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第２号でございます。議２―１。平成20年度白老町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）。 

平成20年度白老町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ247万8,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ30億4,202万2,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 ２ページをお開きください。歳入歳出予算補正は、記載のとおりでございますので、説明を

省略させていただきます。 

 なお、今回の補正の主な内容につきましては、平成19年度で終了いたしました国保ヘルスア

ップ事業について、新たに国保事業として積極的な健康づくりに取り組む市町村に対し、都道

府県の推薦を受けて新たな国保ヘルスアップ事業への補助が認められることとなったことか

ら、関連の歳入歳出を補正するものでございます。また、本年度繰り上げ充用金が確定したこ

とによる整理を行ってございます。 

 ６ページをお開きください。２、歳出、４款１項１目前期高齢者納付金13万6,000円の増額で

ございます。本年度分の概算納付金が確定したことによる増額の補正でございます。 

 ８款２項１目保健衛生普及費、国保ヘルスアップ事業経費としまして133万5,000円の増額で

ございます。具体的な事業といたしましては、特定健診を受け、保健指導をすべき対象者を選

定をし、訪問事業を行うための経費がまず１つ、それと特に35歳から39歳までの方でいわゆる

メタボの方々に対しまして運動療法の指導を行うための講師の費用等を今回補正させていただ

きます。 

 それと、13款繰上充用金、これは繰り上げ充用金が確定したことに伴いまして394万9,000円

を減額し、整理、精算するものでございます。なお、繰り上げ充用金につきましては、２億755万

430円と確定してございます。 

 ４ページをお開きください。１、歳入、２款２項１目財政調整交付金261万4,000円ですが、

これは財源調整を行っております。 

 ４款１項１目前期高齢者交付金、これは納付金額同額の交付金額を見込んでの補正でござい

ます。 

 以上、ご説明を申し上げましたので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。質疑ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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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。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第２号 平成20年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

                                                                                

    ◎議案第３号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会 

計補正予算（第１号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第７、議案第３号 平成20年度白老町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第３号でございます。平成20年度後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第１号）。 

平成20年度白老町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ90万2,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億4,326万4,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 ２ページ目をお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は、記載のとおりでありますので、

説明を省略させていただきます。 

 なお、今回の補正の主な内容は、保険基盤安定繰入金の今年度町負担額が変わったことから、

まず一般会計繰入金を減額すること、後期高齢者医療特別対策事業を広域連合から交付金を受

けて実施するためのものの補正でございます。なお、関連する一般会計の補正につきましては、

先ほどご承認をいただいたところであります。 

 ６ページをお開きください。２、歳出、１款１項１目一般管理費１万5,000円の減額でござい
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ますが、これは後期高齢者医療運営経費の消耗品、需用費の一部を減額するものでございます。 

 ２項１目徴収費、賦課徴収事務経費41万6,000円の増額でございます。これは、道広域連合特

別対策広報事業交付金を受けたもので、納付書、保険証などの発送時などに各種のお知らせあ

るいはチラシ等を同封し、後期高齢者医療制度の制度周知を図るものでございます。 

 ２款１項１目広域連合分賦金、今年度の広域連合への負担金が低所得者の保険料軽減に伴い、

負担金が変わったことからの減額であります。 

 ４ページをお開きください。１、歳入、２款１項１目一般会計繰入金130万4,000円、保険基

盤安定繰入金の減額でございますが、これは先ほど説明したとおり、低所得者に対する保険料

軽減が新たに行われたことにより町の負担分が減ったことによるものであります。 

 ３款２項１目預金利子、これは1,000円を計上するものでございます。 

 ４款１項１目後期高齢者医療特別対策交付金、これが先ほど歳出で説明しました広報事業等

に伴う広域連合からの交付金でございます。 

 以上、ご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。７ページの今説明ありました負担金が減少したとい

う件ですけれども、もう少し内容を詳しくご説明願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 後期高齢者医療の町の負担金につきましては、１つは町が独自に

医療費の分として広域連合にお支払いする分と、保険料ありますよね、保険料につきまして軽

減措置を受けたときに、これは市町村の財政状況、あるいはその市町村の保険者の所得の状況

によって差がございます。それで、全体的に保険基盤安定負担金というのを用いまして、これ

を全道からまずお金を一度集めて、各市町村の財政調整を行うというようなぐあいになってご

ざいます。今回の場合、お年寄りの特に低所得者の方の保険料の軽減を行ったということでご

ざいます。その軽減を行った費用については、国がこれは全額持つということになりましたの

で、その分の保険基盤安定負担金の総額が不用になったということでございます。したがいま

して、町、道で負担しなければならない負担金がそれぞれ減額をされてきたことによって町の

分も減ったと、町の持ち出し分も減ったということでございます。ストレートに言いますと、

国が低所得者の分の保険料を若干負担したので、その分町の分の持ち出しが少なくなったとい

う、こういう構造になってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） そこの中身は、わかりました。ということは、白老町民の方々の中で

低所得者の方々が軽減になった分があるという理解でいいのかどうか。とすれば、それはどの

範囲でどの程度のものなのか、もしそこわかれば。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 
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〇町民課長（丸山伸也君） 基本的には、町民の中で軽減になった部分はございます。これの

適用を受けてなっているものは、ございます。それと、今回の問題は、今まで被用者保険の被

扶養者、息子さんの被扶養になったりの方がいましたよね、この方々が保険料を払わなければ

ならないということがございましたので、その点もひっくるめてその辺の負担の幅が変わりま

して軽減されたと、特に低所得者の部分の減免がされたという形になりまして、保険料の負担

金が減ったと、その分の補償措置という形になると思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

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。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３号 平成20年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

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。 

日程第８の議案第６号は条例の一部改正の議案でありますが、条例を一部改正する議案の説

明については附則の全文を朗読することにしております。ごらんのとおり議案の附則は長文と

なっていることから、附則の朗読を省略させ、議案説明及び添付の説明資料において省略して

説明させたいと思いますが、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、日程第８、議案第６号は、そのように取り扱いをさせていただきます。 

 日程第８、議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供しま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野本税務課長。 

〇税務課長（野本裕二君） 議６―１でございます。議案第６号 白老町税条例の一部を改正
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する条例の制定について。 

 白老町税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町税条例の一部を改正する条例。 

第１条 白老町税条例（昭和29年条例第11号）の一部を次のように改正する。 

 内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。 

 ３ページの附則でございます。 

 附則 

 （施行期日） 

第１条 この条例中第１条の規定は、公布の日から、第２条の規定は、平成21年４月１日から

施行する。 

 議６―６でございます。議案説明、白老町税条例の一部改正について。白老町新財政改革プ

ログラムによる固定資産税及び法人町民税の超過税率の導入に伴い、本条例の一部を改正する

ものでございます。 

 最後の議６―８でございます。固定資産税につきましては、現行税率であります100分の1.4％

を100分の1.7％とするものであります。 

法人町民税につきましては、均等割と法人税割をともに現在の20％増とするものであります。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。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。 

 お諮りいたします。本議案については、会議規則第39条第１項の規定に基づき、総務文教常

任委員会に付託の上、継続審査とすることに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、議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定については、総務文教常任

委員会へ付託の上、継続審査とすることに決定いたしました。審査方よろしくお願いいたしま

す。 

                                         

    ◎議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する 

条例の制定について 

     議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一 

            部を改正する条例の制定について 
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     議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医 

            療費の助成に関する条例の一部を改正する条 

            例の制定について 

     議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止 

            する条例の制定について 

     議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第９、議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正す

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

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

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

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

条例の制定について、以上５議案を一括議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 議案第７号の説明を願います。 

丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議７―１、議案第７号でございます。議案第７号 白老町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。 

 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 白老町国民健康保険税条例（昭和34年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げます。 

 ７―３ページをお開きください。附則、この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

 第２項、改正後の白老町国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以降の年度分の国民健康

保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 議案説明でございます。議案説明、国民健康保険税の公平な負担と健全な財政運営を図り、

将来にわたり安定した事業運営を確保するため、税率改正等を行うことから、本条例の一部を

改正するものであります。 

 議案説明資料をごらんください。本日出してございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  本日配付されたものですね。 

〇町民課長（丸山伸也君） はい、本日配付したものでございます。本税条例の所得割、資産

割、均等割、平等割の改正の主な内容を第１番目にまとめてございます。簡単に説明をさせて

いただきます。医療分につきましては、所得割を現行9.2から改正後8.58、資産割を48.0をゼロ、

要するに資産割はなくすということでございます。均等割、これ１人当たりにつきましては１

万5,000円を２万100円、平等割につきましては、これ１世帯２万円を２万3,100円とするもので
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す。後期の支援分につきましては、現行所得割1.80を同率の1.80％、資産割は７％を廃止して

ゼロ、均等割、平等割については現行どおりの金額と。介護分につきましては、所得割、現行

1.10を改正後1.60、資産割を５％をゼロ、これは資産割を廃止するものでございます。均等割

3,000円を4,000円に、平等割6,000円を7,000円に変更するものでございます。これらの変更点

を踏まえまして、本条例を提案させていただいてございます。 

 なお、２―１、２―２、２―３につきましては、賦課の割合等を説明してございます。 

 それと、健康保険税軽減の適用の事例のごく一部ですが、記載してございます。 

 それでは、新旧対照表に基づきまして説明をさせていただきます。改正後第２条第２項、第

３項、第４項は、基礎税額を規定する条文の中から資産割の額の規定を削除したものでござい

ます。 

 改正後の第３条は、医療分所得割の税率を9.20％から8.58％へ変更するものであります。 

 改正後第３条の２については、資産割の税率を廃止し、削除するものであります。 

 改正後の第３条３につきましては、医療分均等割額を１万5,000円から２万100円へ変更する

ものであります。 

 改正後第３条の４につきましては、医療分の平等割額を通常の世帯にあっては２万3,100円、

特定世帯にあっては１万5,500円とするものであります。 

 改正後第４条につきましては、後期高齢者支援金等分にかかわる資産割の税率を廃止し、削

除するものでございます。 

 改正後の第５条につきましては、介護分所得割の税率を1.1から1.6へ変更するものでありま

す。 

 改正後第５条の２は、介護分の資産割の税率を廃止し、削除するものであります。 

 改正後第５条の３は、介護分均等割額を3,000円から4,000円に変更するものであります。 

 改正後第５条の４は、介護分平等割額を6,000円から7,000円に変更するものであります。 

 改正後の第19条でありますが、医療分、介護分の保険税額について改正前の均等割、平等割

を６割または４割軽減するための規定を廃止して、新たに医療分、介護分、後期分について７

割、５割、２割軽減に変更することができるようにするための各号の改正であります。 

 改正後第19条第２項は、健康保険税の減免規定が第22条にあることから、この条項の適用を

受けて保険税を減額する場合は、前の条項であります第19条第１号第３項の規定は適用しない

とすることとした条文を新たに追加したものであります。 

 以上、説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 １字読み違えてございます。改正後第３条の４、特定世帯、私１万5,550円というふうに申し

上げましたが、１万1,550円の誤りでございます。おわびして、訂正させていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  続きまして、議案第８号の説明を願います。 

 丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第８号、議８―１でございます。白老町乳幼児医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 
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 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。 

 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例（昭和48年条例第27号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

 附則、この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

 第２項、この条例の施行前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

 次ページでございます。議案説明でございます。本町の乳幼児医療助成事業については、北

海道と共同で実施しているところであるが、当該事業における非課税世帯に対する初診時一部

負担金については町単独で助成しており、このたび事業全体の見直しと新財政改革プログラム

の論議を踏まえ、当該負担金の助成を廃止することから、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

 新旧対照表につきましては、改正前の第５条の第２項を削除し、第３項を第２項とするもの

であります。 

 以上、提案をさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（堀部登志雄君）  続いて、議案第９号の説明を願います。 

 丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第９号でございます。議案第９号 白老町重度心身障害者及

びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

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

を次のとおり制定するものする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

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

例。 

 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（昭和48年条例第28号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

 附則、この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

 この条例の施行前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

 次ページをお開きください。議案説明でございます。本町の重度心身障害者医療助成事業及

びひとり親家庭等医療助成事業については、北海道と共同で実施しているところであるが、当

該事業における非課税世帯に対する初診時一部負担金については町単独で助成しており、この

たび事業全体の見直しと新財政改革プログラムの議論を踏まえ、当該負担金の助成を廃止する

ことから、本条例の一部を改正するものであります。 
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 新旧対照表でありますが、改正前第４条の第２項を削除し、第３項を第２項とするものでご

ざいます。 

 以上、提案させていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  続きまして、議案第10号の説明を願います。丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第10号でございます。議案第10号 白老町老人医療費の助成

に関する条例を廃止する条例の制定について。 

 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例を次のとおり制定するものする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例。 

 白老町老人医療費の助成に関する条例（昭和46年条例第46号）は、廃止する。 

 附則、この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

 第２項、この条例の施行前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

 議案説明でございます。白老町老人医療費の助成に関する条例の廃止について。 

 本町の老人医療費の助成については、北海道と共同で実施していた道老医療費助成制度が本

年３月31日をもって廃止されたため、本町独自の町老医療費助成事業により実施しているとこ

ろであるが、他市町村における類似事業の廃止、老人保健法における対象年齢の引き上げなど、

急速に進む高齢化に伴う社会環境、住民意識の変化や新財政改革プログラムの議論を踏まえ、

当該事業を廃止することから本条例を廃止するものである。 

 以上、提案申し上げます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  続きまして、議案第11号の説明を願います。 

 辻上下水道課長。 

〇上下水道課長（辻 昌秀君）  議案第11号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定

について。 

 白老町下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町下水道条例の一部を改正する条例。 

 白老町下水道条例（昭和43年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

 第15条第１項第１号の表中「173円25銭」を「195円30銭」に、「234円15銭」を「264円60銭」

に、「279円30銭」を「316円５銭」に改める。 

 附則、第１項、この条例は、平成21年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行

する。 

 第２項、この条例による改正後の白老町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続

して使用している下水道の使用で、施行日から平成21年４月30日までの間に使用料の支払いを

受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。 

 次、議案説明であります。議案説明、白老町下水道条例の一部改正について。下水道使用料

は、平成17年度に改定して以来４年が経過しているところであるが、公共下水道事業特別会計
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は赤字が年々増加している状況にあり、累積赤字を解消し、財政運営の健全化を図るためには

事業の効率化や経費削減等による経営努力を徹底するとともに、受益者負担の原則に立って下

水道使用料の改定を行う必要があることから、本条例の一部を改正するものである。 

 次、新旧対照表で改正内容をご説明いたします。第15条の第１項第１号、処理区域内の表で

ございますが、一般家庭用につきましては、汚水排水量50立方メートルまでにつきまして、使

用料単価を１立方メートルにつき改正前の173円25銭から改正後195円30銭に改定するものであ

ります。改定率は、12.7％となってございます。同様に一般家庭の51立方メートル以上、改正

前、１立方メートルにつき234円15銭から改正後264円60銭に、これは13％の改定となってござ

います。業務用につきましては、汚水排水量100立方メートルまで、使用料１立方メートルにつ

き、改定前234円15銭から264円60銭、これも13％の改定率でございます。101立方メートル以上

につきましては、１立方メートルにつき、改定前279円30銭から改定後316円５銭に、これは

13.2％となってございます。平均13％の改正を行うものでございます。 

 改正の部分については、以上でございます。 

 以上で議案説明を終わらせていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。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。 

お諮りいたします。この５議案については、会議規則第39条第１項の規定に基づき、産業厚

生常任委員会に付託の上、継続審査とすることに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」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

〇12番（松田謙吾君） 12番、松田です。先ほどから町側の提案を再度委員会に付託すると、

こうなっているのですが、私は議会を随分やって、新しいからわからないのですが、休んでい

たから、いつからこういうことになったのかなと思っているのですが、町長のこういう提案は

町長の考え方で提案しますよね、料金の改正でも。例えば先ほどの超過税の改正も特別委員会

では1.65とすると、随分議論をいたしました。なのに、また総務委員会に付託する。それから、

今の議案も、この何件もの議案、また委員会に付託する。私は、こういう条例改正にしても料

金の改正にしても、これは行政が町民から負託されて、町長が先頭になって物の考え方で提案

をするわけですよね。本会議の中できちっと議論すればいいのでないですか。私は、改めてま

た委員会に付託するというのがどうも私は、私はですよ、納得がいきません。いかないのです。

そのやり方も手法もわからない。ですから、本会議の中で町の提案したもの、きちっとした理

由づけがあって、それから議員側は町民の代弁者ですから、この本会議の中できちっと議論を

して、この場で採決してきちっと決めるものだと思っているのですが、これはどういうわけで
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こういうことになったのか。これは、議運の委員長なのですか、聞くのは。同じこと何回もや

っている。同じことだ、これなら。超過税だって1.65と一応決めてから、また付託なんていう

話。 

〇議長（堀部登志雄君）  暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時５６分 

                                         

          再開 午後 ０時００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。 

 委員会へ付託するかどうかにつきましては、討論を用いないで決めることになっております。

今異議があるというようなことがありましたので、付託するかどうかを採決いたします。 

 本件の５議案につきまして、産業厚生委員会の付託の件について賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手多数〕 

〇議長（堀部登志雄君）  賛成多数。 

 よって、付託することになりました。 

それでは、議案第７号から議案第11号までの５議案は、産業厚生常任委員会へ付託の上、継

続審査とすることに決定いたしました。審査方よろしくお願いいたします。 

暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ０時０２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。 

                                         

    ◎議案第１２号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改 

正する条例の制定について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第10、議案第12号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 飯島社会教育課長。 

〇社会教育課長（飯島博光君）  それでは、議案12―１でございます。議案第12号 ふるさと

体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例の制定について。 

 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例。 

 ふるさと体験館「森野」設置条例（平成16年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 内容につきましては、別紙新旧対照表にてご説明いたします。 

次のページでございます。附則、この条例は、平成20年10月１日から施行する。 
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 議案説明でございます。ふるさと体験館「森野」設置条例の一部改正について。 

 ふるさと体験館「森野」の利用料金については、冬期間の利用に係る暖房料を含んだ金額を

本条例において定めているところであるが、他の公共施設と同様に暖房料を別に定めることと

するため、本条例の一部を改正するものである。 

 補足させていただきます。16年の３月に条例を制定いたしまして、現在財団法人の白老町体

育協会が管理して実施しておりましたけれども、すべての公共施設の暖房料改正に伴いまして、

ほかの施設の条例及び規則の取り扱いと同じくするために、条例の中で定めていた暖房料を削

除して、規則に移行するというものでございます。 

 次のページでございます。ふるさと体験館「森野」設置条例新旧対照表。改正前、改正後と

載っております。 

 改正前、利用料金の納入、これを利用料金等の納入にしております。 

 13条を略してございますけれども、新のほうの改正後のほうの４項で追加しております。暖

房料については、規則で定める額の範囲内において指定管理者が教育委員会の承認を得て定め

た額とする。 

 次、改正前で利用料金の収入、これを改正後では利用料金等の収入にしております。 

 第14条の中で、指定管理者に利用料金の次に「及び暖房料」を追加しております。 

 別表２（13条関係）でございます。１項の全館利用の場合（個人単位）、ここから区分、６月

から10月まで、ここから下までは今回の改正でございまして、11月から５月まで、この部分を

規則に移行しているというものでございます。 

 備考欄でございます。１、この表において、１日は開館時間の午前９時から午後９時までを、

半日は利用時間が６時間以内をいうと。これにつきましては、１項、この表において１日とは、

とはに直しております。また、下の団で半日とはということで改正しております。 

 次、２項で上記の料金には暖房料を含むと、この部分が改正前に載っておりましたけれども、

改正後はここを繰り上げております。削除しております。３項を２項に繰り上げしております。

また、４項を３項に繰り上げしております。 

この中で、３項の中で町内に居住しない者が団体等で利用する場合の額は、２項に定める額

の２倍に相当する額とすると、これを町内に居住しない者が利用する場合の額は、表に定める

額の２倍に相当する額とすると。 

 また、４項では、宣伝と書いておりますけれども、これを３項にして、このように改正して

おります。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 ５番、山本浩平議員。 

〇５番（山本浩平君） 若干お尋ねしたいと思います。 

 利用料金のところの備考の中で、町内に居住しない者が利用する場合は、表に定める２倍に
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相当する額とするとございますけれども、まずは町内、町外の利用者の割合、僕は恐らく町外

の方々のほうが多いのかなと思われるのです。その点ちょっとお尋ねしたいなということと、

以前委員会で所管事務調査をしたことがあったのですけれども、そのときに、団体で利用され

る方々が下の温泉を利用されるのですけれども、簡単なシャワーがあればもっともっと利用し

やすいのだということで、簡易シャワーの設置等も検討したいというお話だったのです。これ

は、ぜひ進めるべきではないかというその当時の委員会のメンバーの共通した意見だったので

すけれども、その簡易シャワーは今どういう状況、検討した結果どういう状況になっているの

か。それと、この森野体験館に関しましては、森野にゆかりのある方たちがこの学校を何とか

残したいという、そういうお気持ちも強く当時あって、これが残るきっかけの一つになったと

いう話も伺っているのですけれども、開館以来の利用状況はどのようになっているのか。この

３点についてお尋ねしたいなと思いますが。 

〇議長（堀部登志雄君）  飯島社会教育課長。 

〇社会教育課長（飯島博光君） まず初めに、昨年度の利用状況をご説明させていただきます。

昨年度は、46件、1,150人で47万3,000円ほどの収入入っておりますけれども、町内、町外で分

けますと18団体が町内の方が利用しております。556名の方が利用しております。また、町外に

ついては、28団体、594人の方が利用されております。 

 シャワーの検討は、確かに現在もしております。町内の業者さんに見積もりを出しておりま

して、当初200万円程度でシャワーの設置ということで来ております。ただ、あそこに維持管理

でかけているのは年間600万円ほどかけているものですから、そこにまた200万円追加と、今の

財政事情も大変厳しいという中で、もう少し別な方法がないだろうかということで、別な業者

さん等も含めてもう一度見積もりも、とり直ししているという状況でございます。また、おふ

ろにつきましては、利用している団体が下の温泉ホテルとか、あと竹浦の温泉ホテル等に、送

迎つきで格安の料金で現在来ております。不便は若干の時間がかかるということはありますが、

安い金額で送迎していただいておふろに入っていると、現状では今そのようになっております。 

 また、町の森野のゆかりの人たちが確かに平成14年度で廃校になった森野小中学校の活用に

つきまして、うちの内部の検討委員会等も含めていろいろと会議を開催して、その結果体験学

習や自然を利用した、そういう触れ合いを目的とした社会教育施設ということで現在活用して

おります。今後についても、そのような方向で考えております。 

 そして、開館以来の利用状況はということで、16年度は30件の利用で1,130人、17年度は46件

の利用で2,038人、18年度は57件の利用で2,041名、そして19年度は先ほど言ったように46件の

1,150人ということになっております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ５番、山本浩平議員。 

〇５番（山本浩平君） わかりました。利用されている町内、町外の割合に関しましては、団

体は町外のほうが多いですね。利用人数は、同じぐらいの人数という結果だと思うのですけれ

ども、利用料金の定め方なのですけれども、初めから町外の方の団体のほうが多いわけですか
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ら、例えば全館１人１日につき300円となっていますけれども、町外の方ですから、この倍の

600円ですよと口で説明するよりは、初めから600円にされておいたほうが逆に何か高くされた

ような気にならないような気もするのです。逆に町内の方々は、ああ、我々は一般の方たちの

半額で利用できるのだというふうに思うと思うのですが、このようにされたという何か特別な

理由があれば、お聞かせ願いたいと思います。これにこだわって賛成、反対だということでは

ないのですけれども、ちょっと感覚としてそのように感じたものですから、お尋ねしたいなと

思いまして。 

〇議長（堀部登志雄君）  飯島社会教育課長。 

〇社会教育課長（飯島博光君）  利用料金につきましては、町内外分けておりまして、パンフ

レット等をつくりまして、その中には町内では町民１人300円、また町外は600円という形で、

きちっとすぐ一目瞭然でわかるように知らしめております。また、他のこのような体験するよ

うな施設もございますけれども、それと比べても大変手ごろな値段というのですか、それで利

用されているという方が多うございまして、町外の例えばスポーツ関係のクラブチームだとか

レクリエーション関係の活動をしているチームだとか、また野外活動をしているチーム、そう

いうところから問い合わせ等が結構ありまして、今後も伸びていくのでなかろうかと、そのよ

うに思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。森野のこの施設は、いろいろな利用をされている方もいる

でしょう。今利用状況もお聞きしました。しかしながら、今このまちの中だって、保育所だっ

て統合しなければだめだ、学校も統合しなければだめだと、こう言っているときに、あの施設

を森野のゆかりの方々のために、ここにゆかりの方いるのですが、私は600万円維持費もかかっ

て、嘱託職員も何人かいるわけですよね。そして、47万3,000円、これだけの料金取って、何の

ためにやるのかなと、私から言わすと。私は、そろそろ思い切って、もっともっとこれから維

持費がどんどんかかりますから、この財政難のときに思い切って中止すべきでないかなと、や

めるべきではないかなと、こう思うのです。それは、ないよりあるほうがいいと言う方もいる

と思いますが、ポロトにだってすばらしい公園もあります。ですから、あそこは自然公園みた

いにして、あの建物は取り払って、それからグラウンドきちっとつくって、いすや何か置いて、

あずまやみたいのを置いて、もうそろそろ思い切って取りやめるべきだと、こう町民の一人と

して、議員の一人として思うのですが、その辺の考え方、町長、どうですかね。私は、600万円

の維持費かかると言うけれども、恐らくもう５年もすれば1,500万円、2,000万円単位にいきま

すよ、かけなければならなくなると思う。白老は自然がたくさんあふれているのだから、何も

あそこのところにしゃにむに行って体験しなくても、体験する場所はいっぱいあります。私は、

この財政難のときに思い切ってやめるべきだと。今中学校や保育所の統合で、もちろん教育の

いろいろなことがあって統合はするのですが、経費の削減も入っているわけですよな、その統

合には。ですから、私は、森野あたりは思い切ってもうやめるべきだと、こう思うのですが、
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どうですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  物の考え方といいますか、押さえ方の違いかなというふうに思いま

す。先ほど若干説明の中にもありましたけれども、平成14年、森野小中学校が廃校になったと

きに、地域住民とその後の活用についてということでお話もさせていただきましたし、先ほど

の説明の中にありましたけれども、地域住民の思いあるいは卒業生の思い、そういうものが詰

まった校舎の利用をということで、社会教育施設ということで活用していこうというように考

えました。卒業生のタイムカプセルもまだ残っているというような状況の中で、森野地区の建

物をうまく活用できないだろうかというようなことで14年以降社会教育施設というようなこと

で、体験館ということで活用させていただいております。あわせて、森野地区の人数も少なく

なりましたけれども、森野福祉館が使えなくなりまして、森野地区の集会施設としても使える

よというようなことも含めて地域住民と協議の上で、そういう活用方法を検討させていただき

ました。確かに言われるとおり、維持経費もかかります。それから、自然をということであれ

ば、都会のど真ん中にあるわけではございませんので、白老は至るところに自然を活用して活

動できるという地域もありますけれども、そういう思いの中で今まで経過したということでい

えば、まだその思いを継続して活用をいかに広げるかということに自分たちも考えていきたい

というふうに思っています。ただ、今プログラムの中で事務事業の見直しという項目がたくさ

んございます。その中の１つで検討する時期がいずれ来るかもしれません。ただ、今現在の、

まだ４年、５年の中ですから、地域住民の思いあるいは卒業生の思いを考えれば、現存のまま

の施設として活用していくほうがよりベターかなというふうに今現在は思っております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

〇12番（松田謙吾君） そのとおりなのだ。だけれども、私も森野の閉校からずっと知ってい

るのですが、ではあの施設を今のような施設にしないでやめるべきだという意見は、聞いたこ

とありませんか。そういう意見がありませんか、町民の中に。町民の中に意見がないから継続

していくのだでなく、こういう意見もあるのだということを踏まえて、この時期ですから、あ

した、あさって、来年、再来年でなく、私はもう十分に検討する時期だと、こう思っているの

ですがね。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  先ほどの答弁と同一な言い方になるかもしれません。住民からは、

今ストレートに答えますと、あそこはやめたほうがいいというのは直接的には入ってはきてい

ません。ただ、先ほど答弁したとおり、町の財政状況を見たときに、いろいろな事務事業の見

直しをしているという項目の１つにそれは入れる時期が来るかもしれませんと、先ほど答えた

とおりです。その検討項目の１つになる部分があり得るかなというふうには押さえています。

ただ、現状のところ、先ほどの答弁のとおり、四、五年を経過した中ではまだ現状の建物の形

態で活用するほうがベターなのかなというふうに押さえております。 
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 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ４番、及川保議員。 

〇４番（及川 保君） ４番、及川です。ゆかりの人という話が同僚議員のほうから何名かか

ら出ておりましたので、ただ私も今同僚議員から出ているお話には、当初からこれは維持管理

がこれから大変になるという思いで、個別には森野の学校が廃止になるときにそういう話が実

はありました。だけれども、私は存続させて、建物をそのままにしておいて新たに利用すると

いうことについては、これはとんでもない金が今後かかっていくなと、維持していくだけでも

これは大変だなという思いでいたのですが、今課長のほうから説明ありましたように、結構利

用者が外部含めて、町外含めているという状況でずっと推移しているようなのですが、しかし

ながら費用対効果という部分からすると、本当に今後もさらにこれ維持費がかかっていくなと

いう思いでとらえておりました。ぜひそういうことも含めて、今の置かれているまちの状況、

これをきちっと町長、ぜひその部分も考えていただいて、早期にこのあたりをどうするかとい

うことをもう少し真剣に議論していただきたいと、私も今同僚議員がおっしゃったようなこと

については、確かにゆかりの地であって、森野についての思いは本当にあります。しかしなが

ら、住んでいる住民ももうほとんどおらないという状況の中で、その住民の皆さんのためにと

いう思いが町側にはあるのかもしれませんけれども、ぜひ真剣にそのあたりを考えて、早期に

その体制を考えていっていただきたいなという思いでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  思いというのは、何度も同じようなことを言うようなことになりま

すけれども、やはり当時の検討委員会、町内会の会長さん含めて、その思いを社会教育施設と

して、社会教育施設というよりも、どういう形でもいいから建物は残してもらいたいというよ

うな思いの中で教育委員会としても検討した結果、今のような形で活用していこうというよう

なことになりました。ただ、今のゆかりの議員さんがそういうような思いがあれば、また違う

ような感覚になるのかなというふうには思いますけれども、ただ先ほど言いましたとおり、こ

れがずっとそうだよということの限定で物をしゃべるのでなくて、そういう検討の時期が来れ

ば、当然私どもも検討します。それと、当時から当然真剣に考えて結論を出したということで

ございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。ゆかりの議員でないのですけれども、１つちょっと

お聞かせ願いたいのですけれども、今言われていることは、具体的に体育協会さんがあそこの

指定管理を受けられたという中で何人の方があそこで仕事をやり、そして今後、今言われたこ

とで言うわけではないのですけれども、何年後ぐらいにはもう直さなければだめだよと、一定

限度のお金かけなければだめになるのはもうはっきりしていますよね。何年後というのはわか

っているかわかっていないかは別にしてですよ。そうなりますよね、あれだけ大きい建物なの

だから。そういう見通しをきちっと持って、少なくとも四十数万円でなくて、それが600万円の
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うちの300万円の収入があれば、また違った考え方になると思うのです。ゆかりの議員さんはそ

うやっておっしゃったけれども、ゆかりの方は多分残してほしいと言うと思うのです、はっき

り言えば。壊していいとは言わないのではないですか、財政問題のことがあるから言っている

だけの話なのだから。だから、問題は、そういう見通しをきちっと立てる。それから、体協さ

んの指導をきちっとして、本当にもうこれ以上利用率上げられないのか、上げられないのだっ

たら考えなければだめな時期来るというのは当たり前のことですわな、これは。だけれども、

利用率が上げられる可能性があるのであれば、そういう努力をするということも解決の一つの

策なのです。だから、僕が言いたいのは、役場が指定管理者にしたら、そこはもう指定管理者

にしたからいいよというのでは、もちろんそうではないと思うよ、そうではないと思うけれど

も、そういう指導を見通しを持ってどれだけできるかということをするのが役場の仕事なのだ、

私に言わせれば。だから、そういう点での見通しをどういうふうに持っていらっしゃるかと。

体協の体制や人件費の問題含めて、あそこにどれぐらいかかっているかということをきちっと

押さえて、そういう指導されているのかどうか、そこら辺だけお尋ねをしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飯島社会教育課長。 

〇社会教育課長（飯島博光君） 先ほど600万円という数字出させていただきました。そのうち

360万円ほどが人件費でございまして、あそこは雨が多い、そして晴れた後すごいかんかん照り

ということで、草刈り等にも人件費かかっております。１人管理人おりまして、あと２人がそ

の周辺の草刈りも含めた整備にかかっております。合計３名で行っていると。ただ、２人につ

いては、週２回ということで出てきております。また、そのほかは光熱水費とか、警備委託も

しております。いたずらされるものですから、警備等もかけております。そういう部分を含め

ますと600万円ほどかかっていると。 

 今後ですけれども、私も８月のお盆前に実をいうと中学生連れて１泊泊まってきました。現

実どうなっているのかと目で確認してきたわけなのですけれども、施設自体はそんなに、確か

に古いことは古いのですけれども、極端にひど過ぎるということではございません。まだまだ

使えるものだと思っています。また、そのときの入館の状況を把握する場面がございました。

ほかのまちから問い合わせが結構来て、びっちり埋まっておりました。夏休み期間始まってか

らお盆までですけれども、びっちり埋まっていました。これは、今後その口伝えでどんどんふ

えていく可能性があるなと、私そう思って帰ってきたわけです。ただ、料金につきましては、

先ほど言ったように600万円なのだから300万円収入になるかというと、そこまではちょっと今

の状況では難しいだろうと、それはそう判断しております。た だ、先ほど教育長言ったように、

今後の課題としてその辺のところもきちっと見きわめた上で整理していきたいと、そのように

思っております。 

 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。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。状況はわかりました。費用対効果の意味というのは、

どういうふうに受けとめるかというのは大変だと思うのです。もちろん今言われたとおり、47万
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円をいきなり300万円にせと言ったって、これは無理な話だとわかります。ただ、本当に今の状

況がベストなのか、体協さんでやってもらって今やっていることがベストなのか、またそれを

広げる。それは、夏休み期間中だからいっぱいなのですよね、それはもうおわかりのとおりだ

と思うのです。ということは、逆に言うと、では夏休み、冬休み以外のときのお客さんどうす

るかという話なのです。そこのところが手打たれなかったら、お客さんふえないのだ。だから、

私が思っているのは、そういうことをきちっと押さえて、適切な手を打つと、それが今の財政

状況に合った形でないとまずいと思うのです、そこは。だから、そこら辺の押さえがきっちり

されると、要するに整理し直す部分はきちっと整理し直すということが、今やっていることが

全部悪いと言っているのでなくて、そういう見直しをかけられるのでなくて、しないと、努力

をしないとだめなのではないかということになってしまうのですよ。だから、そこはやっぱり

厳しくやって、この後どうなのかということをきちっと議会の担当常任委員会なら担当常任委

員会に報告するぐらいの気持ちでやってもらうと。別にお金かけて耐震化やれとか、何年もつ

かということをやれと言っているのでないのだから。だけれども、一応見たらこれぐらいの期

間は大丈夫だから、これまではやりましょうとか、そういうものがちゃんとなっていかないと

だめだと思うのだけれども、どうですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  費用対効果、数字で歳入と歳出と、ただ単に数字だけの問題でなく

て、いわゆる付加価値といいますか、人の心も入れての付加価値というか、そういうことでの

費用対効果というとなかなか難しいものがあるのかなというふうに思っています。大渕議員さ

んは、ふるさと体験館の活用について当初からご意見をいただいております、検討委員会の席

とか。そういうことも含めてどういうふうに活用していくか、それを当初からご意見もいただ

いておりますし、それを踏まえて教育委員会も体協と協議しながら活用方法を検討しています。

当然現状に満足することなく、小さな合宿でもできないかなというようなことで、芝生化を検

討したり、それから寝具等を入れたりベッド等を入れたり、そういうような活用の拡大を図る

というようなことでの取り組みは今までもしてきております。ただ、いずれにしても、教育委

員会で抱えている社会体育施設を含めて、利用計画といいますか、活用計画といいますか、体

協の経営方針を含めて十分協議した中で、今指定管理者募集していますから、体協ということ

でなくて、そこを管理する指定管理者と十分協議した中でそれは日々検討していきたいという

ふうに思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） 私も森野小中学校最終のときに担当していましたので、現時点の話は

一切出しませんし、すべきでないと思っていますし、また私は今森野の町内会の準会員になっ

ていますので、それぞれの現状の話も聞いていますけれども、それは今言いません。今同僚議

員言ったようにうまくは、私は上手に言えないものですから、すぐ単刀直入に言ってしまうの

で、その辺をちょっと誤解しないでいただきたいと思いますけれども、今教育長や課長の話聞



        － 191 － 

くと、前に同僚議員が財政一生懸命考えて、これやめるべきでないか、どうだと言っても、結

果的に今みたい話になってしまって、財政が最終的な緊迫になったときにだれの責任になるか

という話になってくると思うのです。その辺も行政側もそのとらえ方をちゃんと判断するもの

は判断するという姿勢が必要でないかなと、私はこう思います。それで、今利用状況聞いたり

していますけれども、現実に見ると19年でいくと11月なんかは何も使っていないのです。そし

て、３けた、125名から最高で206名、３けた使っている月は４月と７月と８月しかないのです。

そうすると、今言った話を聞くと、本当にあそこの建物が必要なのかどうかということをもっ

と真摯に考えてほしいのです。 

それと、先般広報を見ると、もう指定管理者の募集をしているのです。そうすると、今議員

からいろいろな話しになったのですけれども、そういうものを踏まえていくと、もう存続する

ということがありますから、あしたやめるという言い方でないですけれども、私が聞きたいの

は、指定管理者を募集するときに、今これだけ財政危機が迫って、新財政改革プログラムやっ

ている中で、十分に存続、廃止を庁内で議論されたのかと、今言ったようなこういうような資

料をもとに、17年から出ていますけれども、詳しいことは後で皆さん見ればわかりますから言

いませんけれども、そういう形のコストに対して、これだけ厳しいのどうだろうと。そして、

私言いたくないですけれども、きょう、今町税の増税を初め町民に負担をかける条例がいっぱ

い出されたのです。それで、委員会付託になりますけれども、それだけ住民負担をかけるのに、

600万円の指定管理料の中で47万2,000円しか収入ない施設が本当に財政危機を乗り切るために

必要なのかどうかということを真に議論すべきだと思います。まして、職員だって、言わない

と思いますけれども、20％カットされて、一日も早く給料復元してもらいたいなと思っている。

町長もそういうつもりでいるらしい、言葉の端々にうかがえますけれども。そうすれば、そう

いうものを思い切って政治的に切る、そういう形でやっているのですから、政策的に思い切っ

て判断することも必要かと。まして、町内、町外見たら、町内半分以下なのです。そういうこ

とを踏まえて、そういうことでこれだけ今、これから議会でも住民負担が委員会付託されます

けれども、そういう重みを十分に踏まえて、この指定管理募集するときに町としてどれだけの

議論されたかということを伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飯島社会教育課長。 

〇社会教育課長（飯島博光君）  実をいいますと、私も来てすぐ職場内でいろいろとこの管理

につきまして内部で検討して、その後行財政対策室と協議に入っております。その中では、前

年度よりも、やっぱり18年度よりも19年度の金額的な部分も含めて増になったと、この増にな

ったという理由といたしましてはいろいろありますけれども、例えば指定管理者が、体育協会

が一生懸命子供たちを集めて冬場の体験キャンプ等も実施したり、そのほかにいろんな事業も

考えて、されております。そういう部分を総合的に考えて、また豊かな自然を活用した体験学

習ということを、今後まだまだ伸びる要素はあるだろうという中で今回もう一度継続していく

ということになったわけでございます。可能性としては、まだまだ、先ほど言いましたように

何百万円もということにならないかもしれないですけれども、利用する人たちがふえていくと、
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そのような中で今回協議した中で進めていったということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） 私は、上手に言えませんからはっきり言いますけれども、課長はかな

り将来展望を明るく見ていますけれども、まず不可能だと私は思います。それで、私が聞いた

のは、これから、きょう委員会付託になりましたけれども、その中でいろいろな、先ほど同僚

議員もありましたけれども、税率なんかも、それの対案をどう考えるかということが議会で議

論されてくると思います。そのときに、私もこういう一つの削減の項目として当然、挙がるか

どうかわかりませんよ、こういう部分も必要かなと、そう思いまして、事業効果、あるいは指

定管理公募するときどういう形で庁内の意見まとまったのかなということを参考にお聞きし

て、公に皆さんが承知すれば今後議員の中でも議論されるのかなと思って聞いたのですけれど

も、今飯島課長お話ししたように、まだまだこの施設は利用の可能性が高く、大きな社会教育

施設として寄与するということで解釈しているのです。これに重複する施設はたくさんありま

すけれども、それを有効的に利用するということを先に考えて、この施設がどうあるべきかと

いうことが、私はそういうことの理論組み立てが本当だ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）  担当課長のほうで答えましたとおり、数字的にはこれが倍になると

かなんとかというふうなとこまでの数字にはならないだろうというふうに、担当課長が言いま

したとおりです。ただ、自分たちが考えるのは、施設をやめるのは、廃止するのは簡単なこと

です。それをどう活用させていくのかというのをまずは考えないとだめだというふうに思って

おります。ですから、今回事務事業の見直しもプールの問題も検討しましょうということの項

目を入れさせてもらいました。その前段として、先ほど言ったとおり検討項目の中でこの森野

体験館のほうも検討項目の中にはありましたけれども、先ほど来の気持ちも含めて、これはも

う少し様子見ようというようなことで項目から外しました。先ほど他の議員のほうにも答えた

とおり、これはこのまま経費がかかるということと、それから数字的な費用対効果あるいはプ

ラスアルファの費用対効果を含めて、これが果たしてこのままでいいかどうかというのは、ず

っといく考え方はないですよと言ったとおり、やはり検討する時期が来るだろうというふうに

押さえております。ですから、くどいですけれども、これをまるっきり森野の人たちの当時の

感情だけで判断することなく、適切な時期には判断したいと。これについてはいつということ

の明言は今の時点では言える状況ではないですけれども、検討の一つとしては、項目としては

あるのかなというふうに押さえています。 

 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） 今ほどいろいろな議員のほうからいろいろな意見が出ましたけれども、

私もここの森野については余りにも費用が高過ぎるのでという考え方で、森野の現在の町内会
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長さんに今現在こういう状況ですよというふうなお話をさせていただきました。年間600万円以

上かかって、大体このくらいの人数の人が来て、大体このくらいの収入があるのですけれども

と、ぜひ残してほしいと言うから白老町としてこれだけやりましたけれども、やっていますけ

れども、だけれども実際に白老町のこの財政難の中でどう思いますかと聞いたら、びっくりし

まして、その方が。そんなにお金かかっているのは申しわけない、本当に申しわけない。全然

知らなかった。なぜ教育委員会でもっと早くそういう話ししてくれないのだろうと言われまし

た。私は、その当時の方々の思いというのはわかります。今現在もやはり残してほしいと思っ

ていらっしゃると思います。だけれども、白老町がこれだけ財政難だということをその方も十

分知っていらっしゃるし、私だけではないと、おれだけではないと、森野に住んでいるゆかり

の人たちもみんなこんなにお金かけてまで残すのだったら胸が痛い、申しわけないと、そうい

うことを私は先日伺ってまいりました。そのことも踏まえまして、ぜひ早急に、当時のゆかり

の方々とか、また今現在の関係者の方々に実情を説明して、これからどうあるべきなのか早急

に私は検討していただければと思います。そういう考えは、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飯島社会教育課長。 

〇社会教育課長（飯島博光君）  今議員おっしゃられたお話が森野地域以外の人たち、活用し

ている人たちも含め、またそこに昔おられた方々含めてそのようなご意見があるとするならば、

そういう意見を今後早い時期に集約して、もう一度内部で協議してみたいと、そのように思っ

ております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第12号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例の制定について、原案

のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１３号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴 

 う関係条例の整理に関する条例の制定につい 
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 て 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第11、議案第13号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題に供します。 

 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） ページが議13―１になります。議案第13号 地方自治法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。 

 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 次に、議案説明でありますが、初めに法の改正趣旨と内容についてご説明いたします。本改

正は、地方３議長会及び各地方公共団体の議会の要望を受けて、議員立法により制定されたも

のであります。改正内容でございますが、議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の委員会、

これは例えば行政の委員会、そういったことも含めます。委員会の委員の報酬の支給方法に関

する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改められました。また、議員報酬に

関する規定が新たに自治法上に規定されたため、旧の203条が新たに203条の２に移行された内

容でございます。 

 次に、本条例の議案説明でございます。議会議員の報酬の名称を議員報酬に改めるなどを内

容とした地方自治法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、本町における関係条例を

整備する必要があることから、本条例を制定するものであります。 

 新旧対照表でございます。改正前です。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正。 

 趣旨、第１条、下線部分になりますが、第203条第５項の規定を改正後、第203条の２第４項

の規定に改正するものであります。 

 次に、白老町特別職報酬等審議会条例の一部改正及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正は、改正前の下線部分の報酬を改正後、それぞれ議員報酬に改正するもの

であります。 

 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）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。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。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



        － 195 － 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第13号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１４号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の 

 一部を改正する条例の制定について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第12、議案第14号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 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） 続きまして、議案第14号であります。公益法人等への職員の派遣

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成20年９月９日提出。白老町長。 

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。 

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。 

附則、この条例は、平成20年12月１日から施行する。 

初めに、法の趣旨及び内容をご説明いたします。本条例の改正は、職員の派遣そのものを改

正するものではなく、法改正による文言の整理であります。現在の公益法人制度は、設立許可

等の規制の多さにより民間団体が公益的、非営利的な役割を担おうとする社会情勢に合わなく

なってきているとの指摘から、民間団体が活発に活動できる新たな制度の構築を目指し、公益

法人制度改革３法が公布されました。その内容は、１つは、余剰金の配分を目的としない社団

または財団は、公益性の有無にかかわらず設立の登記をすることにより法人格を擁する一般社

団法人または一般財団法人として設立することができるようになります。もう一点は、公益的

目的事業を行う一般社団法人、一般財団法人は、行政庁の認可を受け、公益社団法人または公

益財団法人の名称が使用できるようになるものでございます。このことから、本条例におきま

しても公益法人を公益的法人、民法第34条の規定により設立された法人を一般社団法人または

一般財団法人にそれぞれ改める内容でございます。 

 続きまして、議案説明書でございます。公益法人制度を改革するための法律が制定されたこ
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とに伴い、民法を初めとする関係法律の規定が整備されたことから、同法を引用している本条

例の一部を改正するものであります。 

 新旧対照表でございます。改正前の下線部分でありますが、公益法人をそれぞれ改正後、公

益的法人に。 

 また、職員の派遣、第２条第１号、民法第34条の規定により設立された法人を改正後、一般

社団法人又は一般財団法人にそれぞれ改正するものであります。 

 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）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。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。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これを持って討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第14号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１５号 白老町土地開発公社定款の変更について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第13、議案第15号 白老町土地開発公社定款の変更についてを

議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 議15―１でございます。議案第15号 白老町土地開発公社定

款の変更について。 

 白老町土地開発公社定款を次のとおり変更する。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 白老町土地開発公社定款の一部を変更する定款。 

 白老町土地開発公社定款の一部を次のように変更する。 

 第７条第４項中「民法第59条」を「公有地の拡大の推進に関する法律第16条第８項」に改め

る。 
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 附則、この定款の変更は、認可の日から施行する。 

 次、議案の説明でございます。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定

に伴い、公有地の拡大の推進に関する法律の一部が改正されたことから、所要の整備を行うた

め、本定款を変更するものである。 

 新旧対照表でございます。改正前の第７条第４項、監事の職務のところでございます。改正

前、民法第59条、これを改正後、公有地の拡大の推進に関する法律第16条第８項の職務を行う

という改正でございます。 

 補足説明させていただきます。公益法人制度改革を目的としました整備法、前段議案説明の

中で長ったらしい法律、これが簡潔に言いますと整備法と言われているのですが、この整備法

により関係法令が多く改正されてございます。その中で民法や公有地の拡大に関する法律、い

わゆる公拡法という法律なのですが、これらが改正されたことによりまして定款に定めます監

事の職務の根拠法が民法から公有地の拡大に関する法律に規定されたということで、それに伴

います定款の改正でございます。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「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。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

 議案第15号 白老町土地開発公社定款の変更について、原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１６号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更につい 

            て 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第14、議案第16号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更につ

いてについてを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 議案第16号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、北海道市町村備荒資金組合規約を次のとおり変更す

る。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 北海道市町村備荒資金組合規約の一部を変更する規約。 

 北海道市町村備荒資金組合規約の一部を次のように変更する。 

 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。 

 附則、この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。 

 議案説明でございます。改正前、第16条の次に改正後は第16条の２という条項を追加したも

のでございます。この第16条の２ですが、まず健全化法に関します法律に規定されております

再生判断比率がございます。その判断比率のいずれかが財政再生基準以上となるおそれがある

組合市町村は、備荒資金に納付しました普通納付の部分について納付額の返還を求めることが

できるという改正でございます。それが第１項です。 

 そして、第２項は、それを受けまして、組合はそういう要求があったときは返還することが

できますよという改正でございます。そして、その条件として２項の第１号、再生判断比率の

いずれかが財政再生基準以上となる見込みであるということが１つの基準。そして、第２号は、

そこの当該市町村が自主的に財政の健全化を図る努力、取り組みをしていることという条件が

１つ。そして、第３号は、当該年度の再生判断比率が財政再生基準をその返還を受けることに

よって下回るということがまず見込めるだろうということが条件としてあります。この３つの

条件を満たすことによって、返還要求し、返還することができるという規定でございます。 

 そして、３項につきましては、返還終わった後もその次の年からまた納付することができる

という規定でございます。 

 これは、説明を補足させていただきますけれども、備荒資金積立金につきましては普通納付

と超過納付がありまして、普通納付については災害に備えて蓄積している資金であり、規約の

第17条の規定によりまして災害による減収補てんや災害対策経費の支出に充てる以外は返還で

きないということにされております。今年２月に赤平市からの要請もあったことから、道内に

は財政危機に直面している自治体が多くあることにかんがみまして、財政再生団体になること

を回避するための緊急避難的な措置として当該自治体の自助努力を補完するために規約改正に

より普通納付金の返還の特例制度を創設するものであります。 

 以上、簡単でありますが、説明を終わらせていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。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。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

 議案第16号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第１７号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を求 

めることについて 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第15、議案第17号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を

求めることについてを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 目時副町長。 

〇副町長（目時廣行君）  議案第17号の説明をさせていただきます。本日配付された議案でご

ざいます。 

議案第17号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 

 白老町教育委員会委員に次の者を選任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 平成20年９月９日提出。白老町長。 

 記でございます。住所、白老郡白老町東町１丁目３番18号。氏名、山田和子。生年月日、昭

和33年10月30日生まれ、49歳。履歴につきましては別紙のとおりでございますが、議17―２の

中段にあります公職歴の一番下をごらんいただきたいと思います。平成19年４月、白老町教育

委員会委員として就任しております。本年９月末をもって任期が切れます。本来教育委員会委

員は４年の任期でございますが、９月任期切れにつきましては、前任者の残任期間ということ

でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、議17―４ページ、議案説明でございます。白老町教育委員会委員として山田和子氏を

選任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議

会の同意を求めるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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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。 

 討論を省略し、採決いたします。 

 議案第17号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、原案のとおり

同意することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第17号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

                                         

    ◎特別委員会の審査結果報告について（決算審査特別委員会） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第16、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、以上６議案を一括議題に供します。 

 本件については、９月10日に決算審査特別委員会に審査付託をいたしましたが、その審査結

果の報告書が提出されております。 

 委員長の報告を求めます。 

 決算審査特別委員会及川保委員長。 

          〔決算審査特別委員会委員長 及川  保君登壇〕 

〇決算審査特別委員会委員長（及川 保君） 委員会審査報告書。 

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

により報告いたします。 

 記、１、付託議案。 

 （１）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。 

 （２）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。 

 （３）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。 

 （４）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。 

 （５）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。 

 （６）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。 

 ２、審査の経過。 

 平成20年９月10日再開の白老町議会定例会９月会議において、本委員会に付託されたので、

９月16日から９月18日までの３日間にわたり委員会を開催した。その結果は次のとおりである。 
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 ３、審査の結果。 

（１） 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。 

いずれも認定すべきものと決定いたしました。 

 （２）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。 

 認定すべきものと決定。 

 （３）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。 

 認定すべきものと決定。 

（４）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。 

 報告済みとすべきものと決定。 

（５）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。 

 報告済みとすべきものと決定。 

 （６）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。 

 報告済みとすべきものと決定。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいま決算審査特別委員長から報告が終わりました。 

 この委員会報告について何か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。 

 次に、議案ごとに順次討論、採決を行うわけでございますが、この際お諮りいたします。既

に決算審査特別委員会において議案ごとに討論を行っておりますので、討論を省略し、直ちに

議案ごとの採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 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採決いたします。 

 委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手多数〕 

〇議長（堀部登志雄君）  賛成多数。 

 よって、認定第１号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

 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採決いたします。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、認定第２号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

 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採決いたしま

す。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、認定第３号は、委員長報告のとおり決定いたしました。 

 次に、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３件を一括採決いたします。 

 お諮りいたします。報告第１号、報告第２号及び報告第３号について、委員長の報告のとお

り決定すること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、報告第１号、報告第２号及び報告第３号は、一括して委員長の報告のとおり決定い

たしました。 

 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時０７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再開いたします。 

                                         

    ◎会議案第１号 白老町議会会議規則の一部を改正する規則の 

制定について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第17、会議案第３号 白老町議会会議規則の一部を改正する規
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則の制定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。 

山本浩平議会運営委員会委員長、登壇願います。 

〔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） 会議案第３号 白老町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定について。 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の２の規定により提出いたします。 

 次のページをお開きください。白老町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について。 

 白老町議会会議規則（昭和62年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容につきましては、議案説明にて説明をいたします。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 議案説明、白老町議会会議規則の一部改正について。各町村議会における実態として、全

員協議会、正副委員長会議など議会における審議や議会運営の充実を図る目的で協議や調整の

場（諸会議）が設けられており、これらは法律に根拠を持たない会議であったが、このたび地

方自治法の一部が改正され、全員協議会等の活動が正規の議会活動として明確に位置づけられ

たことから、本規則の一部を改正するものでございます。 

下の表は、新旧対照表になっております。関係のあるところだけ申し上げたいと思います。

改正前、第15章の議員の派遣と第16章の補則（第122条）、これが改正後、第15章、全員協議会、

第121条に変わり、第16章、議員の派遣（第122条）で第17章、補則（第123条）というふうに変

わります。 

 また、全員協議会につきまして、第 15章を述べさせていただきたいと思います。全員協議会、

第121条、法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う

場として、全員協議会を設ける。 

 ２番目といたしまして、全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。 

 ３番目といたしまして、全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 次のページをお開きください。第15章の議員派遣でございます。これが121条の法第100条第

12項の規定となっておりましたが、改正後、第16章になり、第122条、法第100条第13項の規定

になるということでございます。 

 下の一番最後でございますけれども、第16章の補則、これは第17章に変わりまして、会議規

則の疑義ということで、第122条が第123条ということになります。 

 以上でございます。 

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、本案に対する質疑を許し

ます。質疑のございます方はどうぞ。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。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 会議案第３号 白老町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、会議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎選挙第１号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙に 

ついて 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第18、選挙第１号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選

挙を行います。 

 この選挙は、町村議会議員の区分において補充の候補者が定数１人を上回る２人となり、選

挙が行われることとなったものであります。広域連合規約第８条の規定により、すべての町村

議会の選挙における得票総数により当選人を決定することになりますので、当選人の報告及び

当選人への告知は行いません。よって、会議規則第33条の規定にかかわらず、有効投票のうち

候補者の得票数までを報告いたします。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

          〔議場閉鎖〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいまの出席議員は15人です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

会議規則第32条第２項の規定により、立会人に１番、本間広朗議員、２番、前田博之議員を

指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

          〔投票用紙配付〕 

〇議長（堀部登志雄君）  投票用紙の漏れありませんでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  配付の漏れはなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

          〔投票箱点検〕 

〇議長（堀部登志雄君）  異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。議席に配付しております候補者名簿の氏名
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を投票用紙に記入の上、点呼に応じて順次投票願います。議長席に向かって右から順次登壇し

て投票、左側から議席に戻っていただきます。 

〇事務局長（上坊寺博之君） それでは、お呼びいたします。 

          〔事務局長の点呼により投票〕 

〇議長（堀部登志雄君）  投票漏れはありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 １番、本間広朗議員、２番、前田博之議員、立ち会いをお願いいたします。 

          〔開  票〕 

〇議長（堀部登志雄君）  開票結果を報告いたします。 

 投票総数15票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち有効投票  15票 

 無効投票  ゼロ 

 有効投票のうち 

    松井宏志鶴居村議会議員  ６票 

    渡辺正治余市町議会議員  ９票 

 以上のとおりです。 

 議場の出入り口を開きます。 

          〔議場開鎖〕 

〇議長（堀部登志雄君）  この開票結果を当職から北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選

挙長に報告いたします。 

                                         

    ◎承認第１号 議員の派遣承認について 

〇議長（堀部登志雄君） 日程第19、承認第１号 議員の派遣承認についてを議題に供します。 

 本件につきましては、別紙のとおり白老町行政視察等が予定されております。 

 承認第１号 議員の派遣承認については、別紙のとおり派遣いたしたいと思います。 

 なお、日程変更等細部の取り扱いについては、あらかじめ議長に一任願いたいと思いますが、

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。 

 よって、承認第１号 議員の派遣承認については、別紙のとおり派遣することに決定いたし

ました。 

                                         

    ◎意見書案第１５号 道路整備に必要な財源の確保に関する意 
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見書（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第20、意見書案第15号 道路整備に必要な財源の確保に関する

意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 ４番、及川保議員。 

          〔４番 及川 保君登壇〕 

〇４番（及川 保君） 意見書案第15号。 

提出者、賛成者については、記載のとおりでございます。 

 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書（案）。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

道路整備に必要な財源の確保に関する意見書（案） 

北海道は、広大な面積に180の市町村から成る広域分散型社会を形成し、道民の移動や物資の

輸送の大半を自動車交通に依存していることから、道路は道民生活や経済・社会活動を支える

最も重要な社会基盤となっている。 

 また、冬期間における厳しい気象条件に加え、台風などの自然災害時に発生する交通障害や

交通事故の多発、道路施設の計画的な補修・更新など、多くの解決すべき課題を抱えている。 

 以上のことから、道民にとって、高規格幹線道路から住民に最も密着した市町村道に至る道

路網の計画的・体系的整備はぜひとも必要であり、特に、全国に比べて大きく立ちおくれてい

る高規格幹線道路ネットワークの形成は、圏域間の交流・連携の強化、道民の命にかかわる救

急搬送といった地域医療の充実を図る上での最も重要な課題の一つである。 

 こうした中、政府においては、道路特定財源の来年度からの一般財源化を閣議決定したとこ

ろであるが、国、地方を通じて極めて厳しい財政状況のもとで、いかに地方の道路整備に必要

な財源が確保されていくのか、非常に危惧されるところである。 

 このような状況を踏まえ、次の事項について強く要請する。 

記 

１ 道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方が必要とする道路の整備や維持管理に要す

る財源の確保を明確にすること。 

２ 新たな整備計画の策定に当たっては、立ちおくれている高規格幹線道路の整備や安全で安

心な冬期交通の確保など、北海道の実情に十分配慮した道路整備が着実に推進できるように

すること。 

３ 地方の自主性・裁量性を生かし、地域の道路整備のさまざまな課題に対応することができ

る地方道路整備臨時交付金制度を継続し、さらに拡充を図ること。  

４ 今年度の暫定税率失効に伴う国道及び地方道の道路整備財源の減少分については、国の責

任において確実に措置すること。 

５ 都道府県道・市町村道の整備促進を図ること。  
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 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

以上でございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、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。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第15号 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書（案）、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第15号は、原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第１６号 石油製品の高騰から農漁業の経営を守る 

意見書（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第21、意見書案第16号 石油製品の高騰から農漁業の経営を守

る意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 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） 意見書案第16号 石油製品の高騰から農漁業の経営を守る意見書（案）。 

提出者、賛成者は、記載のとおりです。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

石油製品の高騰から農漁業の経営を守る意見書（案） 

 原油と穀物価格の急騰が、国民の暮らしと営業に大打撃を与えています。特に、生産コスト

に占める燃料代や飼料代などの割合が高いわが国の農漁業などは存亡の危機にさらされていま

す。問題なのは、これら一連の行動が、需給関係だけでなく、投機マネーによって増幅されて

いることです。 

 漁船用燃料の値上がりは政府の対策発表後も、漁業経営を大きく圧迫する事態が続いていま

す。また、原油と穀物の価格高騰、それと連動した燃油、飼料などの価格急騰は、農畜産農家

の経営を存続不可能な危機に直面させています。肥料価格の高騰も農業経営に大きな打撃を与

えています。 

 よって政府において、以下の緊急対策を講じるよう要請する。 
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記 

 （１）投機マネーに対する政府の姿勢を転換し、実効ある規制措置をとること。まず、投機

マネーの代表格であるヘッジファンドに対して、直接情報開示を求めるなど規制強化に

踏み出すこと。また、原油や穀物など、人類の生存の土台となる商品に対する投機の制

限を設けること。さらに、過度の投機を抑制するために、短期的に移動を繰り返す投機

マネーに適正な課税を検討すること。  

 （２）政府が発表した漁業用燃油の急騰対策は、すべての漁業者が使いやすいきめ細かなも

のとすること。 

 （３）燃油への依存が高く、価格転嫁が難しい施設園芸等に燃油価格の高騰に対する直接補

てんを行うこと。加工原料乳、肉用子牛、畑作物をはじめ国の助成金のある農畜産物に

ついては燃油や飼料価格、肥料のコストの上昇に見合った単価の引き上げを行うこと。

飼料については、現行の飼料安定基金への支援を強化し、基金の赤字分を国の責任で補

てんすること。現行の飼料安定基金が想定していない長期的な高騰に対応するための特

別基金を国の責任で創設すること。米については、コスト上昇分をカバーできるように

不足払い制度の導入を真剣に検討すること。  

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

提出先は、記載のとおりでございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、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。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第16号 石油製品の高騰から農漁業の経営を守る意見書（案）、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第16号は、原案のとおり決定されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第１７号 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書 

（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第22、意見書案第17号 労働者派遣法の抜本的改正を求める意

見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 10番、大渕紀夫議員。 
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          〔10番 大渕紀夫君登壇〕 

〇10番（大渕紀夫君） 意見書案第17号。 

提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書（案）。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

労働者派遣法の抜本改正を求める意見書（案） 

労働者に低賃金と不安定な雇用を押し付け、「ワーキングプア」（働く貧困層）拡大の原因と

されてきた労働者派遣制度の見直しが、緊急焦びの国民的課題となっています。厚生労働省の

派遣法研究会も労働者・国民の運動の発展のもとで、「日雇い派遣」の原則禁止、派遣先企業へ

の勧告などを盛り込んだ報告書を発表するに至りました。 

派遣労働はかつて「人貸し」とも言われたように、派遣元企業が派遣先企業の求めに応じて

安上がりで不安定な労働を提供する仕組みで、戦後は原則的に禁止されていたものです。それ

が1986年に解禁され、1999年に派遣業種の「原則自由化」が行われて以降急速に拡大しました。

2004年からは製造業にも解禁され、正規労働者を派遣労働者に置き換える動きが急速に進み、

「首切り自由の不安定雇用」が急増し、法律にさえ禁止された危険な職種への派遣や大幅ピン

はねなど違法派遣も横行、低賃金でアパートも借りられずネットカフェなどに寝泊まりして携

帯電話で仕事の連絡を待つ「ネットカフェ難民」も増えるなど、派遣など非正規労働の深刻な

実態は大きな社会問題となってきたのです。まさに労働者派遣法の抜本的見直しは待ったなし

の課題です。 

したがって、政府と国会においては、現行の労働者派遣法を以下の諸点を踏まえ、速やかに

抜本改正を行うよう要請する。 

記 

 （１）雇用の基本は使用者が雇用の責任をとる直接・常用雇用とし、派遣法の改正では、「労

働者派遣は、臨時的・一般的業務について行われるものであり、常用代替として行われ

てはならない」ことを明記すること。  

 （２）そのうえで、労働者派遣は、1999 年の「原則自由化」以前に戻し、常用型派遣を基本

とし、登録型派遣を例外として厳しく規制し、日雇い派遣は禁止すること。  

 （３）労働基準法を改正し、有期雇用は合理的理由がある場合に限るよう厳しく制限するこ

と。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

提出先は、記載のとおりでございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長（堀部登志雄君）  ご異議なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第17号 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書（案）、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第17号は、原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第１８号 投機マネーの抜本的規制強化に関する意 

見書（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第23、意見書案第18号 投機マネーの抜本的規制強化に関する

意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 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） 意見書案第18号。 

提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 投機マネーの抜本的規制強化に関する意見書（案）。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

投機マネーの抜本的規制強化に関する意見書（案） 

 投機マネーの暴走は、米サブプライムローン問題による金融市場の混乱を引き起こしたのみ

ならず、原油や穀物市場に流れ込み、生活必需品の高騰を招き、国民生活と正常な経済活動を

かく乱しています。 

 諸国民の生活を直接脅かすようになった投機マネーの規制は、まさに待ったなしの課題です。

いま必要なことは市場の自律性に過度に依存したこれまでの規制を改めて、直接的規制を含め、

抜本的な規制強化を行うことです。 

 現在、国境や市場の垣根を越えて投機マネーが動きまわり、市場外の相対取引が膨張してい

るのに対して、市場外取引の規制強化、事前規制を含めた総合的な規制の強化が国際的な課題

になっています。日本政府として有効な規制策を諸外国と協力して推進すべきです。 

 また、欧米では、異常なもうけに対する批判が高まり、ファンドマネジャーの課税を強化す

る動きが広がっています。米下院では昨年、ファンドマネジャーの報酬への課税を現行の15％

（譲渡益課税）から35％（総合課税）に引き上げる税制改正法案が出されました。英国では2008年

度から、10％から18％に強化されます。 

 世界中で投機マネーへの規制が具体化されているとき、政府としては投機マネーを呼び込む
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規制緩和を中止し、投機マネーの国際的規制をリードすることを要請する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先は、記載のとおりでございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、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。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第18号 投機マネーの抜本的規制強化に関する意見書（案）、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第18号は、原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第１９号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」 

（仮称）の速やかな制定を求める意見書 

（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第24、意見書案第19号 「協同出資・協同経営で働く協同組合

法」（仮称）の速やかな制定を求める意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 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） 意見書案第19号。 

提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定を求める意見書（案）。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称） 

の速やかな制定を求める意見書（案） 

日本社会はいま、急速な少子・高齢化により、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもち

ろんのこと、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、働くことに困難を抱える人々が増加し、

社会問題となっています。 

また、近年の急速な構造改革により、経済、雇用、産業などの様々な分野や地域間において

格差が生じ、とりわけ労働環境の問題は深刻さを増しており、失業と合わせて「ワーキングプ



        － 212 － 

ア」、「ネットカフェ難民」、「偽装請負」などの新たな貧困と労働の商品化が広がっています。

さらには、障がいを抱える人々や、社会とのつながりをつくれない若者など、働きたくても働

けない人々の増大は、日本全国を覆う共通した課題となっています。 

こうした中、市民自身が協同で地域に必要なサービスを事業化し、社会に貢献する喜びや尊

厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティーの再生を目指す『協同労働』とい

う新しい働き方が注目されています。地域社会においても、自由競争を前提とした経済システ

の中では成り立ちにくい「安全な食、高齢者支援、子育て支援、環境保全、障がい者の就労」

などに関する非営利事業へのニーズが飛躍的に高まっている状況にあります。また、労働者協

同組合（ワーカーズコープ）、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障がい者団体な

どにおいて、多くの人々がこの『協同労働』に携わっており、その波は日本社会に着実に広が

りつつあります。 

 しかしながら、日本は、「協同労働」の協同組合制度を承認する他のＧ７各国と異なり、働く

人、利用者及び支援者が協同して新しい本業とその経営組織を生み出し、また、振興するため

の法制度制度がない状況にあります。すでに、欧州では、「社会的協同組合法」（イタリア）、「生

産労働者協同組合法」（フランス）などの名称で、失業や社会的排除・貧困に苦しむ市民や仕事

を求める人々にとって、仕事おこし、地域再生を図る有効な制度となっており、日本において

も、国会での法制化の検討が始まっております。 

 ぜひ、国会及び政府において、社会の実情を踏まえ、市民活動という側面からのみならず、

新しい労働のあり方や就労の創出、地域の再生、少子・高齢社会に対応する有力な制度として、

「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）を速やかに制定するよう強く要請する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先は、記載のとおりでございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、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。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第19号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定を求める

意見書（案）、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第19号は、原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第２０号 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬ 
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Ｖ―１）関連疾患に関する意見書（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第25、意見書案20号 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬ

Ｖ―１）関連疾患に関する意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 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） 意見書案20号 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連

疾患に関する意見書（案）。 

提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連疾患に関する意見書（案） 

ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）とは、致死率が高い「成人Ｔ細胞白血病（Ａ

ＴＬ）」や、排尿、歩行障害を引き起こす「せき髄疾患（ＨＡＭ）の原因ウイルスです。ウイル

スを体内に持っている人（キャリア）は全国で120万人に上ると推定され、ＡＴＬで年間約

1,000人が命を落とし、ＨＡＭ発症者は激痛やまひ、歩行障害に苦しんでいますが、いまだに根

本的な治療法は確立されていません。 

 このウイルスは輸血や性交渉により、また母乳を介して母親から感染をします。このうち輸

血による感染防止のために、献血時の抗体検査が1986年11月から導入され、新たな感染はほぼ

なくなりました。 

 このウイルスの特徴は、発症するまでに40年から60年と期間が長いことです。そのため、自

分自身がキャリアであると知らずに子どもを産み育て、数年後に自身が発症して初めて我が子

に感染をさせてしまったことを知らされるケースがあります。この場合、母親の苦悩は言葉で

は言いあらわせません。一部自治体では、妊婦健康診査時に抗体検査を実施し、陽性の方には

授乳指導を行い、感染拡大を抑制しています。 

ＨＡＭについては平成21年度から難治性疾患克服研究事業の対象疾患に指定されることにな

りましたが、今後、治療法の確立へ向けて研究促進に大いに期待します。 

 よって、政府におかれましては、ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型関連の疾患の予防、感染の

拡大防止を推進するため、以下の項目について早急に実現するよう強く要請する。 

記 

 （１）潜在患者の把握など実態調査を行なうこと。  

 （２）医療機関等へのＨＴＬＶ―１に関する情報を周知徹底すること。  

 （３）治療研究の促進およびワクチンの開発を行なうこと。 

 （４）ウイルス感染者の相談体制の充実を図ること。 

 （５）発症者への支援、福祉対策を推進すること。  

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 
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提出先は、記載のとおりでございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、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。 

 これより採決いたします。 

 意見書案20号 ヒトＴ細胞白血病ウイルス１型（ＨＴＬＶ―１）関連疾患に関する意見書

（案）、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第20号は、原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第２１号 学校耐震化に関する意見書（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第26、意見書案第21号 学校耐震化に関する意見書（案）を議

題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 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） 意見書案第21号 学校耐震化に関する意見書（案）。 

提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

学校耐震化に関する意見書（案） 

 学校施設の耐震化については、先の国会で「地震防災対策特別措置法改正案」が成立し、国

の緊急措置が大幅に改善されたところです。 

 各地方自治体においても、積極的な取り組みが始まっていますが、併せて各自治体の厳しい

財政状況の中で、苦慮している実態も事実であります。 

 ついては、政府においては今回の緊急措置に併せて、以下の対策を講じられるよう強く要請

する。 

記 

 （１）地震災害が続く中で、児童生徒の安全を確保するため、すべての公立学校の耐震化を

実施するための所要の予算を確保すること。  

 （２）地方自治体の財政状況などを勘案の上、時限措置の延長を検討すること。  

 （３）補助率のかさ上げが行われたが、実際の工事単価との格差により自治体負担が増えて
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いる実態も見られるため改築や新増築などに当たっても、補助単価の補正ルールなどの

設定を行い、きめ細かな対策を講じること。  

 （４）耐震診断も行われていない施設も多く、耐震診断のみの実施についても補助率のかさ

上げなどを検討すること。また、一次診断と二次診断の結果により補助率の変更がない

よう配慮すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

提出先は、記載のとおりでございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、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。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第21号 学校耐震化に関する意見書（案）、原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第21号は、原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎意見書案第２２号 雇用促進住宅の退去困難者への支援強化 

に関する意見書（案） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第27、意見書案第22号 雇用促進住宅の退去困難者への支援強

化に関する意見書（案）を議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 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） 意見書案第22号 雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意

見書（案）。 

提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 標記の意見書を別紙のとおり、白老町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 

 

雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書（案） 

 雇用促進住宅については、規制改革３カ年計画や独立行政法人整理合理化計画に基づき、全

住宅数の半数程度を前倒しで廃止することとされ、本年４月１日付けで廃止決定された650住宅

について、退去を求める入居者説明会などが開催され、現場で多くの混乱が生じています。 
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 各自治体などでは公営住宅の優先入居の取り扱いを行うなど取り組みが進められています

が、とりわけ転居先のない長期入居者などに大きな不安が生じています。 

 ついては、政府において、以下の取り組みについて、特段の配慮を要請する。 

記 

 （１）現在、雇用促進住宅へ入居されている方々への相談体制を早急に整備すること。また、

民間の活用も含めた転居先などの情報提供を充実すること。  

 （２）定期借家契約の場合、年内に契約が切れるケースも想定され、猶予期間を確保できる

よう入居者説明会を急ぐこと。  

 （３）公営住宅への優先入居の措置に加え、入居基準についても柔軟な対応を行うこと。 

 （４）長期入居者のうち、高齢などの困難な事情を抱え転居先が決まらない入居者の退去に

関しては、明け渡しを一定期間猶予するなどの配慮措置を講じること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

提出先は、記載のとおりでございます。 

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。 

お諮りいたします。質疑及び討論を省略し、採決いたしたいと思いますが、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。 

 これより採決いたします。 

 意見書案第22号 雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書（案）、原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、意見書案第22号は、原案のとおり可決されました。 

 議会の意思としてそれぞれの機関に送付することといたします。 

                                         

    ◎常任委員会所管事務調査の報告について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第28、各常任委員会の所管事務調査について調査結果の報告を

求めます。 

 最初に、総務文教常任委員会及川保委員長。 

          〔総務文教常任委員会委員長 及川 保君登壇〕 

〇総務文教常任委員会委員長（及川 保君） 所管事務調査の結果報告について。 

 本委員会は、所管事務調査を終了したので、その結果を次のとおり報告します。 

 記、１、調査事項、町立図書館及び学校図書館の運営について。 

 ２、調査の方法、３、調査日程、４、出席委員、５、説明のために出席した者の職・氏名、

６、職務のために出席した者の職・氏名につきましては、記載のとおりでございます。 
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 ７、調査結果及び意見。 

 本委員会は所管事務調査として、町立図書館の運営状況と学校図書館の現況を調査したので、

その結果を報告する。 

 （１）町立図書館。 

 １）町立図書館の概要について。 

 町立図書館は昭和29年に開設後、幾多の変遷を経て平成２年７月に現在の位置に建設され、

今日まで町民の文化意識の向上と読書を通じての豊かな心を育むことと、専門分野における調

査等、大きな役割を担いながら現在に至っている。 

 さらに、昭和56年から運行を開始した移動図書館「ななかまど号」は、広範な我が町の地勢

から、町民の利便性を考慮した画期的な事業であり、その役割を十分果たしている。 

 平成８年に道立図書館とのネットワーク化と、その後コンピュータによる蔵書登録やデータ

ベース化、本の宅配サービスとブックスタートの開始、図書館システムの構築やホームページ

の供用が開始された。さらには、専門司書の配置やインターネットでの蔵書検索とウエブ予約

システムの開始など、町民の利便性と利用向上対策や、運営にかかわる簡素化に向けた施策が

実施されてきた。 

 また、毎週金曜日に実施されている午後７時半までの開館時間延長についても同様である。

しかしながら、町の逼迫した財政状況と人員削減による影響の中で、何とか町民サービスにつ

なげているのが実情である。 

 ２）利用状況について。 

 平成19年度の貸し出し冊数は、７万3,832冊（うち図書館６万7,933冊、移動図書館5,899冊）

で前年比マイナス5,959冊、率にするとマイナス7.5％と減少している一方で、登録者数は

6,955人で前年より467人（7.2％）増加した。 

 町民１人当たり3.6冊の貸し出しであり、平成18年度胆振管内市町の実績で中位の位置にあ

る。 

 また、蔵書数は６万1,964冊（前年比2,209冊増）であるが、現在の図書館の規模では限界の

状況である。図書収容能力は７万2,000冊だが、乳幼児と保護者対象の「ブックスタート」や読

み聞かせ、読書相談等のスペースが必要であり、相当数の蔵書は町有施設に設置している状況

にある。 

 ３）調査の意見。 

 かつては町立図書館の改築要望も多くあったが、現在の財政状況では困難と言わざるを得な

い。今回の調査では狭隘の中でも明るく、利用しやすい工夫や努力の跡がかいま見え、図書館

運営に努力されていることについて評価をするものである。 

 また、高齢者向けの本の宅配サービスや、移動図書館「ななかまど号」の巡回と学校図書館

との連携など、多くの事業については、専門職である司書の配置による影響が大きいものと考

えられる。 

 以上の観点から、① 「ふくろう文庫」など公共施設での図書館資料の利用は既にされてい



        － 218 － 

るが、広範な地理的条件の白老町にあっては、公共施設や空き施設を利用して図書館の支所館

的な機能についての検討が必要である。 

 ② 司書の役割とその重要性は、各小中学校の学校図書館の様変わりでも十分認識できた。

今後も、司書の役割を十分生かした図書館づくりを目指すべきである。 

 ③ 白老町読書活動推進計画は平成19年度で終了しているが、過程における読書活動も含め

た、計画、目標・指針は継続して進めるべきである。 

 ④ インターネットによる情報提供は、今後においても時代に合った工夫を検討する必要が

ある。 

 （２）学校図書館の運営について。 

 １）小中学校の状況について。 

 平成17年度に学校図書館に学校司書が１名配置され、図書館の整理及び運営は、各学校に任

されていた状況から充実に向けた取り組みがスタートした。 

 さらに平成19年度には、文部科学省から学校図書館支援センター推進事業の委託を受けて３

人の司書を増員し、司書４人体制で10校を巡回しながら、子供たちが利用しやすい図書館の環

境づくりを推進してきたが、平成20年度はさらに工夫を凝らし、充実した学校図書館づくりを

目指し推進している。 

 ２）調査の意見。 

 各学校に任されていた学校図書館が、学校司書の配置によって子供たちが親しみやすい図書

館に大きく変貌している状況を目の当たりにした。各学校の管理者や司書との懇談の中で、本

来の学校教育という責務から学校図書館の管理運営は非常に難しいことであり、各学校と学校

司書、さらには図書館ボランティアとの連携によって、ようやく学校図書館としての機能が果

たされつつある。しかしながら、学校司書の配置は国の委託が今年度で終了するため、平成21年

度以降についてどのような形で継続できるかが大きな課題である。 

 以上のことから① 学校図書館と町立図書館とのオンライン化をさらに進めるべきである。 

 ② 各学校の蔵書数や蔵書の内容に大きな差がある。特に中学校については、図書の質にも

配慮しつつ蔵書数を確保するべきである。 

③ 司書教諭は、日常業務から学校図書館の積極的な運営には余りかかわりできない状況に

あることから、専門職として専従できる司書教諭の配置を国に対しても要望していく必要があ

る。 

 ④ 校舎によってオープン施設があるが、学校図書館としての機能充実に活用すべきである。 

 ⑤ 今後の学校図書館の運営において、父母や地域ボランティアは欠かせないものであり、

学校司書との連携も含めて組織化の充実の検討が必要である。 

 ⑥ 学校司書の学校図書館の運営に果たす役割は大きいものがある。次年度以降は１名体制

となり、整備・充実してきた運営を維持するためにも、雇用形態は別として次年度以降も学校

司書の複数確保を検討するべきである。 

 ⑦ 一部の学校では、図書館の出入り口が１カ所であったり、空き教室が限られていて廊下
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を学校図書館として利用している現状もあるが、各学校においては、災害や緊急時の対応も十

分に留意をして運営するべきである。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、産業厚生常任委員会玉井昭一委員長。 

          〔産業厚生常任委員会委員長 玉井昭一君登壇〕 

〇産業厚生常任委員会委員長（玉井昭一君） 所管事務調査の結果報告について。 

 本委員会は、所管事務調査を終了したので、その結果を次のとおり報告します。 

 記、１、調査事項、（１）、進出企業の現状について、（２）、町内の福祉の現状と課題につい

て。 

 ２、調査の方法、３、調査日程、４、出席委員、５、説明のために出席した者の職・氏名、

は、記載のとおりであります。 

 ６、職務のために出席した者の職・氏名も記載のとおりであります。 

 ７、調査結果及び意見。 

 本委員会は、進出企業の現状について担当課である産業経済課から説明を受け、「安愚楽共済

牧場」、「エスワイプロモーション」、「エポックサービス」の３社についての現地視察を行った。 

 また、町内福祉の現状と課題については、担当課である健康福祉課から説明を受け事務調査

を終えたことから、その内容を報告する。 

 Ⅰ、進出企業の現状について。 

 （１）「安愚楽共済牧場」の計画変更内容について。 

 当初計画は、平成20年４月１日から平成22年３月10日までの事業計画となっていたが、計画

飼養頭数を１万2,300頭程度から5,800頭程度に修正し、平成20年４月から平成21年３月までに

整備を行い、その後一時中断し、地域の合意形成を図った中で、事業を推進することとなった。 

 計画変更の要因は、建設資材の高騰による搬入計画のめどが立たないことが挙げられている。 

 公害防止協定については、平成20年７月14日に白老町、竹浦・日の出町内会及び竹浦・飛生

町内会との間で締結がなされている。 

 また、当初期待されていた町内企業との連携によるふん尿処理の燃料化については、現在そ

の実現に至っていない。 

 （２）「エスワイプロモーション」について。 

 平成20年５月に完成した設備概要は、貯蔵タンクとして200キロリットルタンク３基、75キロ

リットルタンク２基、建物設備として計量充てん棟・事務所１棟、廃水処理油分離浄化槽、液

体窒素タンク、計量ブレンドシステムである。 

 現在、月に１回400トンの油を船から直接、岸壁にあるピットへ接続し搬入している。タンク

に集積する過程において、ストレーナーで不純物を取り除くなど、品質管理上的確に運用され

ている。この施設の大きな特徴は、菜種・大豆・キャノーラ油の３品目と菜種油と大豆油との

ブレンド油、４品目を精製できる点にある。このような施設を持っているのは、北海道ではこ

こだけであるとの説明を受けた。 
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 （３）「エポックサービス」について。 

 事業内容は、食用油の廃油を原料としたバイオディーゼル燃料の製造である。平成20年５月

から操業しており、年1,080キロリットルを目標に第１期計画がスタートしている。全体計画は

２期計画となっており、２期計画は平成21年操業予定で、年 1,080キロリットルを目標値として

おり、現段階での生産量は全国最大規模となる。 

 ラルズグループ・ローソンが、主な原料の確保先となっており、690リットルの廃油から600リ

ットルのバイオ燃料が精製され、精製過程で排出されるグリセリンは、タンクに集積される。

グリセリンは、牛ふんなどに混合することにより良質な堆肥となるほか、農業用ボイラーの燃

料として利用するため研究・検証しているところである。 

 Ⅱ、町内の福祉の現状と課題について。 

 担当課からまちの福祉事業の中心的役割を担っている社会福祉協議会の事業運用状況につい

て説明を受けた。 

 白老町社会福祉協議会は、昭和27年10月に発足して以来、その時代時代における住民ニーズ

に沿った地域福祉活動を展開してきた。社会福祉法において、社会福祉協議会が地域福祉の推

進を図ることを目的とする団体として位置づけられることにより、一事業者としての活動とは

別に、公共性・公益性の高い団体として、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉

を行う者への活動支援及び連絡調整機能の強化が一層求められている。 

 近年は、事業型社会福祉協議会を目指し、総合相談活動、ホームヘルプサービスなどの公的

在宅サービス事業、配食サービスなどの多様な福祉サービスを積極的に行うとともに、さまざ

まなボランティア活動や小地域ネットワーク活動など住民の主体的な活動を支援している。 

 １、町からの支援及び委託事業の概要。 

 （１）事務局職員等の人件費等を補助金で支出（平成20年度当初予算額3,092万6,000円）。 

 （２）委託事業（平成20年度予算2,525万2,000円）。 

 （３）委託事業の詳細。 

 ①高齢者世話つき住宅生活援助員等派遣事業。 

 ②腎臓機能障がい者通院支援委託事業。 

 ③介護予防サービス計画策定業務委託。 

 ④ひとり暮らし老人電話サービス委託事業。 

 ⑤生きがい活動支援通所委託事業。 

 ⑥寝たきり老人等巡回介護教室開設委託事業。 

 ⑦ひとり暮らし老人等緊急通報システム委託事業。 

 ⑧配食サービス事業委託。 

 ⑨生活管理指導員派遣委託事業。 

 ８、意見。 

 進出企業の現状については、それぞれの会社が品質管理に努力されている。環境というテー

マで、まちがコーディーネーター役となり産学官連携のもと、今後の方向性としてその課題に
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取り組むことが必要である。牛ふん、グリセリン等を利用した燃料化は、新たな産業興しの起

爆剤となりまちの経済発展に寄与するものと考える。 

 町内の福祉の現状と課題としては、白老町社会福祉協議会が、昭和27年以来、さまざまな地

域福祉活動を展開し数多くの福祉活動事業者を育ててきたことに対し、敬意を表するものであ

るが、年々増加するまちの委託事業費、人件費、補助費などをかんがみるとき、まちは今まで

以上に民間でできる委託事業は民間に移管する考え方が必要である。 

 今後複雑化するであろう福祉行政においては、民間事業者への活動支援及び連絡調整機能の

強化が今まで以上に求められることから、地域包括支援センターを中心に福祉行政を担う役割

分担について、今後、真摯な議論が必要である。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいまそれぞれの常任委員会から報告がございましたが、この報

告に対して何か質問がございましたら、どうぞ。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、これをもって報告済みといたします。 

                                         

    ◎要望書等の配付について 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、皆様のお手元に要望書等４件を配付しております。それぞれ

関係する団体から提出され、いずれも重要事項の解決要望を趣旨としたものであり、議員各位

にはその趣旨を十分ご理解賜り、それぞれの立場でしかるべき措置をいただきたくお願い申し

上げます。 

                                         

    ◎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。 

お諮りいたします。通年議会のため、９月30日まで休会となっておりますが、この後休会日

を変更して、明日20日から12月26日までの98日間を休会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、明日20日から12月26日までの98日間を休会とすることに決定いたしました。 

                                         

    ◎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３４分）
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