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平成２０年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号） 

 
平成２０年 ３月１７日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 
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健 康 福 祉 課 長    山 口 和 雄 君 
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行財政対策室長    二 瓶   充 君 
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○職務のため出席した事務局の職氏名  
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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） 開会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

本委員会は、昨年秋改選後初めての次年度予算審議でございます。今般の議会の中でも町長は、

平成 20 年度は回避できる見込みとおっしゃっている早期健全化団体でありますが、難題は今後も続

くのでありまして、そういう意味では町財政を健全化すると。目指していくというスタートの年で

もございます。大変重要な委員会でございます。 

また、厳しい財政状況の中で、この３月末をもって早期退職を決断し、去っていかれる50 名を超

える職員の皆さんの決断を思うとき、断腸の思いであるのは町議会も同じでございます。長い間の

役場職員として歴代の町長に仕えて、誠心誠意その職務を遂行してこられたご労苦に対して、その

労をねぎらうとともに、敬意を表するものでございます。 

特別委員会委員の皆さんには、今後も続く厳しい財政状況を踏まえて、活発な質疑をお願いする

とともに、スムーズな議事進行に特段のご協力をお願いしまして、一言ごあいさつといたします。 

（午前１０時００分） 

                                        

◎開議の宣告 
○委員長（及川 保君） ただいまから、予算等審査特別委員会を開催いたします。審査に当たっ

て、委員長より各委員及び説明員にお願いを申し上げます。 

第１点目として、質疑及び答弁を行う場合は、挙手をして委員長の許可を得てから行ってくださ

い。予算の質問事項につきましては、予算書のページ数を示し、要点を簡潔明瞭に発言してくださ

い。答弁についても、簡潔明瞭にするようお願いいたします。 

第２点目として、委員会における質疑の回数について念のため申し上げておきます。本委員会で

は申し合わせにより、質疑の回数は本会議に準じて、原則３回までの一括質疑方式により行います。 

また、各会計の予算につきましては、区切りページをお手元に配付しておりますが、一議案を分

割して質疑の対象とした場合は、区切りページごとに３回までの一括質疑方式となります。ただし、

質疑答弁の内容等により、委員長の判断で３回を超えて発言を許す場合もありますので、この点に

つきましてもあわせてご承知いただきたいと思います。以上、委員長からお願いをしておきたいと

思います。 

ただいまから、本委員会に付託されました案件の審査を行います。本委員会に付託されました案

件は議案第８号から第 21 号までの平成 20 年度各会計予算 14 件とこれに関連する議案 14 件の合わ

せて 28 議案であります。これらを一括上程し、順次議題に供します。議案の審査の都合上、議案第

22 号から審査に入ります。 

はい、鈴木委員どうぞ。 

○６番（鈴木宏征君） 総務文教常任委員会の中で、第４次の総合計画の前期の部分の調査を行っ

たのですが、その際に、今年度平成20 年度の予算審査をする中で、後期の計画の中で、要するに平

成 20 年度の予算をつくるときに目標になるもの。要するに標準財政規模で考えて、平成 20 年度の
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基準では40％がだんだん下がっていくわけですが、40％の範囲であれば、財政再生団体にならない

という数字がありますよね。その中で、今回の予算をつくる中でどのくらいの目標を持って、この

予算をつくったのかという、そういう資料をいただきたいというふうにお話して、担当課から事前

に出しますというお話があって、ずっと今まで待ったのですが、それが僕も聞き忘れたのかもしれ

ませんけれども、会議の中で、説明の中でなかった気がするのですよ。 

 やはり、平成 20 年度の決算がそういう大事な再生団体かどうかという大事なことを決める予算で

すので、つくったときにどのくらいの目標で、これを粛々と１年間この予算でやっていくと、どの

ような数字になるのかということを目標を立ててつくったと思いますので、それを事前にお話して

いただかないと、その数字がこの予算になっていると思うのですよ。いろいろな条例の改正などに

ついても、老人の保険制度ですか、あれも町単の部分で２割にするのが、国が１割凍結したから１

割に直すとありますけれども、こういう69 歳の医療制度も町単独ですよね。こういうものが本当に

継続していいのかどうかという審査をするのも、そういう数字を見せていただかないと判断ができ

ないと思うのですよ。 

 ただ、出てきた予算が、いいか悪いかというのが、この中の予算が数字的にどうなのかという判

断の一つの材料とするためには、そういう数字を出していただいて、私たちが審査をしないと、た

だ出てきたものをいいかどうかと言ったって、なかなかいい悪いの判断の基準がつかないように思

って、もし予算をつくるときのそういう目指す数字があるのであれば、事前にお示ししていただい

て、連結の赤字が平成20 年度でいくとどのくらいになるのだと。だけれどもこれは、今の国の制度

の中で、この予算でいくとこのくらいになるから、だから再生団体にならないのだと。やはりそこ

ら辺のお話をしていただかないと、なかなか審査に入れないのではないかと思うのですが、どうで

しょうか。 

○委員長（及川 保君） ただいまの鈴木委員の意見がございました。 

実は、先般の総務常任委員会の中で、前期の検証と合わせて後期総合計画の審査を行ったのです

ね。そのときに、この定例会前に、今、鈴木委員がおっしゃったような意見が出まして、町の方へ

その旨資料を出していただきたいと。大体、大まかでも出るのではないかということで申し上げて

おったのですけれども、それが出てきていないという部分があった中で、今、鈴木委員のお話があ

ったわけであります。 

 経営企画課長、これについてはいかがでしょうか。はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） その件につきましては、確実に今予算審査の前に出すとか出さな

いとか、そういったことはお約束していないと思います。ただ､スケジュールとして、今、新財政プ

ログラムが策定中で、出来るだけ早い時期にということで、完全なプログラムが出来上がる前に何

らかの、完全でない中でのものは出すようなスケジュールで運んでいるということで、ベストは予

算審査の前がベストですけれども、その辺に出せるかどうかというのは約束はしていなかったと思

うのですが・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員どうぞ。 

○６番（鈴木宏征君） 私がお話をしたものですから、そこで行き違いがあったかもしれませんが、
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私は予算審査をするためにはそういう数字が必要なので、できる限りの数字でいいから出して欲し

いという話をして、「いい」という返事をいただいたと、そういうふうに思っていたものですから、

今まで出てきませんでしたし、それがなけばなかなかいい悪いの判断をするのは難しいなという気

持ちがありまして、今の発言をさせていただいたのですが、ただ、それが出せる出せないは別とし

て、やはりこの予算をつくるためには、そういう目標というものが全くなくてつくっているわけで

はないと思います。この予算で粛々と 20 年度間を経過すると、20 年度の決算ではどのくらいの数

字になるかという、そういう目標を立てながら、この予算を立てたと思いますので、そういう話で

もいいのですが、できないものでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 思いは、鈴木委員と私も全く同じです。内々的には行政改革の推

進室と経営企画課と、予算を編成する中でお互いにやりとりをしまして、当然再生団体を回避する

数字、それを絶対条件としてクリアすると。次に、20 年度にこれからまだ対策を講じなくてはいけ

ない部分がたくさんあります。それを盛り込めば、それが実行できれば、町民の皆さん方の合意を

得ることができれば、早期財政健全化団体、これをもクリアできる。そういうベースになる予算組

みということで組んでございます。 

これ、先般同じような内容のこともお話したと思います。ですから、私のほうも考え方としては

鈴木委員と同じで、何を目標にして平成20 年度の予算を組むかと言ったときに、やはりその辺は本

当に課題としてあったところで、その辺は綿密に行財政対策室と連携を組みながら、そういったこ

とを目標にして今回の予算を立てておりますので、その辺でご了承をいただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村行財政対策室特命担当参事。 

○行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） はい、今、経営企画課長のほうから予算の編成方針

の考え方、触れられましたけれども、予算編成方針の段階から、実は昨年の６月に作成しました骨

子の内容等踏まえて、歳出削減の取り組みですとか人件費対策を入れ込むという内容で編成方針を

つくってございます。それに基づいて、予算のほうは作業を進めていったということでございまし

て、行財政対策室のほうで考えています対策額と経営企画課のほうで最終的な予算調整を行ってい

る分としては、大きな差がないというふうに考えております。まず第１点ですね。 

 それと、今の段階で数値をきちんとお知らせすることができない状況でございますけれども、こ

れにつきましては、財政改革プログラムを31 日の日に議会のほうへご説明するということでご答弁

申し上げてございます。その中で、大渕議員の一般質問の中でご答弁させていただいておりますけ

れども、あくまでも現在の収支見通しの中でどのくらいの数値になっていくのかということは、こ

の段階で申し上げることは可能でございますので、再度その辺を説明させていただきたいと思いま

すが、現在の見込みとして１番うちのほうが懸念としております連結実質赤字比率でございます。 

 一般会計のほうからいえば単年度収支は黒字ですから、実質赤字はないというふうに、これはご

理解いただけると思います。 

○委員長（及川 保君） ちょっと、お待ちください。先に議案審議から入って、一般会計の予算

に入る前にこのことについて説明を受けたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 
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はい、鈴木委員どうぞ。 

○６番（鈴木宏征君） 今、大渕議員の一般質問の話が出たのですが、私たちも、議会も、今の状

況に至ったのは、やはりそちらから示された数字に基づいて私たち議員が審査するのですが、説明

された事項で、これが大丈夫だということが、ずっと必要だからやったのだと。やるからにはこの

数字になっても大丈夫だということで私たちもそれを信頼してというのですか、やってきたことが

今になっているのですよね。やったことも、絶対必要でないことをやったわけではないのです。必

要なことをやったのだけれども、結果としてこうだという話で、私たちも議会としてよりチェック

をするために、そういう数字を出していただいて、その数字に基づいて私たちも、これが必要か必

要でないか判断していかないと、なかなか今後の予算の審査の中で、今までもそうなのですが、い

いか悪いかという判断をする中で、非常に難しいことになると私は思います。今後はますますそう

だと思うのですが・・・。 

 私は今、議会の改革の中で、そういう数字を示してある程度基準をつくって、その基準からいろ

いろな数字が出たときにこれがどうして出るのかと。出たらだめではないかというチェックを厳し

くしようという話もしているのですが、今回の議会の出された数字が、あまりにも私たちがチェッ

クするのに基準として乏しいというのですか、少ない数がそちらから出されたものですから、だか

ら予算の審査というのが難しいなというふうに思いまして、出したものが、今まで行き違いなので

すが、出されていなかったので今回の質問になりました。 

 わかりました。そういうことであれば、そういう範囲の中で予算の審査をしたいと思います。申

し訳ありません。 

○委員長（及川 保君） 各委員に確認を申し上げたいと思います。今、鈴木委員のほうから出さ

れていた後期計画の部分についてでございますけれども、今これから入ろうとしておる議案から、

まず最初に始めて一般会計の前に町側から説明を受けた後に、この審議に入っていきたいと思いま

すのでよろしいでしょうか。よろしいですね。  

 はい、３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 今ほど、お話を聞かせていただきまして、もし何かかにかの簡単な資料で

もあるようでしたら出していただければ嬉しいかなと思って聞いておりました。 

○委員長（及川 保君） ただいまの意見も含めて、保留としまして、議案の終えたあとに審議を

していただきたいというふうに。予算審議に入る前に審議をしますので、その辺等、また後で行い

たいと思います。 

それでは、議案第22 号、白老町後期高齢者医療に関する条例の制定についてを議題に供します。

議案書の議22－１をお開き願います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１0 時１７分 

                                        

再開 午前１０時4２分 

○委員長（及川 保君） 予算等審査特別委会を再開いたします。高畠経営企画課長。 
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○経営企画課長（高畠 章君） それでは、私のほうから平成 20 年度の予算の編成に当たりまし

て、新しい健全化法、これにいかにクリアできるかという部分でご説明いたします。 

 横長のほうで簡単にご説明させていただきます。 

 実は、平成20 年度の予算を編成する段階で、経常経費等通年ベースで計上するとどのようになる

かということで、普通会計ご覧ください。ここで５億 7,000 万円のマイナスと出てございます。一

番最初に試算した時、５億 7,000 万円が足りないという試算が出ております。赤字という試算が出

てございます。そして、次の特別企業会計で34 億 9,500 万円ということで合わせますと、一番下の

合計額 40 億 6,500 万円という数字になります。実はこの 40 億 6,500 万円を一番下のほうの標準財

政規模、59 億 300 万円、これで割り返しますと、実に 68.9％という連結実質赤字比率になります。

これをいかにクリアするかということで、対策骨子後ということで平成 19 年の見込みと平成 20 年

度の見込み、二つの欄にして対策を網羅してございます。 

 まず、平成 19 年の普通会計では１億4,300 万円、これは給与費、滞納使用料を合わせて１億4,300

万円ですね。対策額としては計 9,300 万円です。特別企業会計の方では対策額として１億 5,200 万

円という数字が出てございます。 

 これを加味した赤字額というのが、特別企業会計で１億 7,200 万円ということで、これ合計しま

すと 15 億 8,100 万円という数字に19 年度にはなります。それから20 年の見込みですが、一番肝心

なところはここなのですが、ここでは普通会計の見込みで対策費、①から⑤の対策をしまして５億

7,000 万円という数字をたたき出しております。そして、特別企業会計では給与費、土地売払いだ

とかいった部分を込みで13 億 8,900 万円と。そういった額を出してございます。合計で、普通会計

はゼロですから、特別企業会計の額がそのまま13 億 8,900 万円というマイナスで出てございます。 

 これが、対策後の赤字額ということで、これを標準財政規模で割りますと23.5 ということで、連

結赤字比率は確実に再生団体の数字40％をクリアして、更に早期健全化団体19.4％、これに近づい

ているという数字でございます。ですから、これに更に20 年度の対策を盛り込むと、努力次第では

早期健全化団体もクリアできるのではないかというような形で、今、進んでいるということでご理

解いただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、よろしいですね。 

                                        

◎議案第２２号 白老町後期高齢者医療に関する条例の制定に 

ついて 
○委員長（及川 保君） それでは、予算審議に入りたいと思います。議案第 22 号、白老町後期

高齢者医療に関する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議22－１をお開き願います。 

 これより、本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

 はい、９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 何点かお聞きしたいのですが、後期高齢者にかかわって、すぐに実施され

るということで、今これを知った人が「本当にこれで大丈夫。年寄りが生きていけるのだろうか」

という声がかなり出ているということ。あるいは苫小牧などで説明会などをしても会場に入れなか
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ったという。そういうようなくらい関心のある問題になっているわけでありますが・・・。 

 この間、ニュースを見ていまして、後期高齢者の「後期」って何かという話も出てくるわけです

ね。今まで全高齢者で一括扱っていたものが、いきなり線を引かれ「後期」という形、前期と後期

に分けたときに、後期って一体何なのだという定義というのがあるかと思うのですが、その定義が

お分かりでしたらそれを知らせて欲しいということと。そういうことを、町民に説明会をやったと

思うのですが、説明会で高齢者の方々が、それを納得できているのかどうなのか。そのあたりを伺

いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 後期高齢者の「後期の定義」ということになりますが、これあくまで

も年齢で区切るという形になりまして、64 歳から 75 歳未満の方、これが前期の高齢者。75 歳以上

についは後期高齢者。あくまでも定義としては、年齢で区切るというような形になってございます。 

 説明会で町民が納得したかどうかということでありますが、９カ所で約 200 名程度の方の出席を

得まして、お話をさせていただいてございます。少なくても後期高齢者、75 歳以上の制度になりま

すということについては、おおむねご理解いただけたのかなと理解をしてございます。75 歳以上の

方は後期の高齢者ということについては、一応お知りになったのかというふうに感じてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） ただ単に、年齢で分けたというふうにはなっていないはずなのですね。定

義が出されて、それでまた一つの大きな問題になっているのですが、一つは年寄りは長期にかかる

慢性的な病気を持つ、そういう中で複数疾患を持つ、そういう年代であることが特徴だという話。

それから、認知症になる率がかなり高いところなのだと。そして、いずれ死を迎える年齢なのだと。

大体こういうような政府の説明というのがあるのですよね。 

では、いずれ死ぬだとか、いずれ認知症になるのだろうとか、たくさんの病気を抱えるのだろう

と、そういうことというのは本当に年寄りに向かってそういうことが言える状況というのは一体何

なのだろう。これは若くても、年をとっていても、いずれそういう状態を迎えなければならない、

人間の尊厳にかかわる問題だろうというふうに思うのですが、それを年齢で分けるという、そうい

うことがかなり大きな一つの問題だろう。単なる 75 歳で区分けをしたという問題ではないことは確

かなのですよ。 

私は、その問題に関しては人間の尊厳にかかわる問題だというふうに思う。そのことでお年寄り

がみんな「なんだ、これは。」ということになっているのですよね。そこら辺を考えなければならな

いということが一つ。 

それで、私たちこれから始めるのに、人数について、３回しかないのでいろいろまとめて言いま

すが、該当する人数や何かについても、私たちに知らせられていないのではないかと思いますので、

そこの部分について聞きます。 

この前の議会の中での質問の答弁の中で、被保険者になる人というのが 3,086 人だと答えられた

のではないかと思います。そして、２割、５割、７割の軽減を受ける人がそのうちの 1,764 人だと

いうふうに答弁されたのではないかというふうに記憶はしているのですけれどもそれが正しいかど
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うか。 

その中で、今度は、今まで家族で扶養されていた、そういう人たちがその扶養から抜ける人数と

いうのは何人になるのか。それから、２人世帯でいたときに、片方は別の保険、片方は高齢者保険

と、こういうふうに分かれる人数というのが、どれぐらいの人数なのか押さえているかどうか。 

あるいは２人の世帯で２人とも新しい制度に移行するという、今度はそれぞれに保険料を払わな

くてはならないわけですから、そういう人たちがどれくらいいるのかということと。 

もう一つ、年金１万 5,000 円以上あったら、そこから天引きになるというふうな制度になってい

るはずです。そうすると年金１万 5,000 円以上で天引きになる人がいるとすれば、この町の中で天

引きにならないで、保険料を直接払わなければならない人が何人いるのか。その人数をきちんと押

さえておきたいと思うのですが、その人数分かりましたら教えてください。 

○委員長（及川 保君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） お尋ねにありました被保険者の方3,086人、軽減の受けられる方は1,764

名、これは説明したと思います。それと２人世帯あるいは１人世帯の人数について、今、調べてい

ますのでお待ちください。 

 特別徴収の関係ですが、普通徴収の見込みは予算の説明の時にお話申し上げたと思いますが、714

名を見込んでございます。世帯についてはちょっとお待ちください。凍結になった人数についても

確認をさせますのでお待ちください。 

○委員長（及川 保君） 9 番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 内容について、もう少しお聞きしておきたいのですが、この制度の問題点

は何かと、包括医療と言われますよね。包括払いというのですか。初めて起こることだから私たち

もわからないし、本当にそれで高齢者が守られるのかどうかということを知りたいわけなのですけ

れども、今度新しい制度の中では、一つの病気に対して、それはいくらいくらまでというような、

限定つきのそういう診療になってしまう。それから、入院するのも、何の病気では何日までという、

そういう限定つきで入院しなければならなくなると。あとは、病院から出されてしまうと。こうい

うような中身があり、そして、年寄りは様々なたくさんの複数の受けなければならない疾患が起き

るから、それはかかりつけの医者に行って、そこの病院に支払われる診療報酬は、いくら見ても

6,000 円までという限定つきなのですね。 

 だから、それまで受けたら、患者はそのうちの１割から３割まで払うことになるのだけれども、

病院におりる診療報酬は6,000 円までという限定がつくわけですよね。そういう中で、「私はもっと

様々な病気を調べて治してもらいたい」と言っても、それはなかなか受けられないという形になっ

てしまうという問題。 

 それから、「もう、あなたは治りません」と。いわゆる終末診療の中で、「あなたは、もうだめで

すよ。家に帰って、家で亡くなるのが一番いいかたちですから」と言って、家族と相談して病院か

ら家に帰した場合の約束ができたら、病院に 2,000 円の診療報酬があるという。そういうものがま

た新しくできた。それから、「あなたは、もうこれ以上診療しても治りません。」という場合には、

本人と相談して家に帰るという約束ができた場合に、病院に 1,000 円の診療報酬が支払われると。
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こういうような全てを限定した上で、それ以上は絶対に面倒は見切れませんという中身なのですね。 

 そういう状態で、本当にこの保険がいいのかどうなのか。人々の命が守られるかどうなのかとい

うことを担当する町としてどのようにこれを受けとめているのか、その見解というのを聞いてみた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 今、包括医療の話が出てまいりましたが、後期高齢者の心身の特性に

応じて診療報酬も加味をしますよということで、昨年の10 月からずっと後期高齢者の医療制度を考

える検討会の中で話をされていました。斎藤委員がおっしゃられるとおり、かなり包括部分、包括

的な支払いが行われるということで、議論点になっていたように記憶していますし、その後、診療

報酬の審議会の中で様々な議論がありまして、かなり包括医療に関しては後戻りをしたというか、

そういう形になっています。 

 基本的には、74 歳以下の方と医療は全く同じになります。 

 それと、6,000 円という話が出ました。これは後期高齢者診療料になります。実はこの制度新し

くできましたが、町立病院でいいますと、実はこれ取れません。74 歳以下と 75 歳同じでして、こ

の後期高齢者診療料が取れるのは、半径４キロ以内に診療所とかがないとか、そういう医療機関に

なります。 

 ですから道内でも、直近でいいますと穂別の診療所さんとか、そういうところであれば算定は可

能かなと思いますが、町立病院の事務長にもお聞きになってもらってもわかると思いますが、この

条件については算定ができません。そのほか、終末期の問題、それと退院のときの算定とか、これ

も病院ごとに算定要件が違ってまいりまして、様々に条件が付されます。取れるところと取れない

ところがございます。 

 多分、町立病院のほうでもこの算定要件について中身が今検討されて、町立病院として取るか取

らないか、そういった論議も検討されているかと思いますが、そこそこの医療機関によって中身に

ついては違うということになります。正直申し上げますと、今回の高齢者の医療制度というのは、

基本的にはやはり先ほど申しましたとおり、心身に複数の病気があるとか、治療が長期化するとか、

最終的には終末期を迎えると。 

 この医療制度の中できちんといわれていることは、ご本人さんやあるいは家族ともきちんと相談

をしながら、この診療を進めなさいというのが大原則になっています。町立病院であれば、当然主

治医との相談もそうですし、その他の問題に関しまして、総合相談窓口の担当の保健師もございま

すので、そういった中できちんとやっていきたいなと思っています。 

 ただ、状況的に言いますと後期高齢者の医療制度も、まだ具体的に動いていないというのもあり

まして、中にはこの包括医療の点で、まだ中身をご承知ない方が非常に多いのかなと思っています。

その辺も、きちんと私どもは私どもとして、あるいは制度を運営していく広域連合は広域連合とし

て、きちんと広報あるいは周知をさせていくというような形は必要かと思います。 

 いずれにしましても、後期高齢者の問題ですので様々な問題を抱えていると思いますので、それ

は町としましては医療制度の運営はともかく、きちんと高齢者に対して全町的に三連携の中できち
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んとフォローアップできるようにやっていきたいというふうに考えてございます。 

特別徴収者の人数でございますが、2,218 名。それから、国保から後期に全部移る世帯が 1,400

世帯。それと扶養は先ほど述べたとおりで370 名くらいとなります。 

○委員長（及川 保君） どうでしょうか、斎藤委員。何かまたこれに関連して、よろしいですか。

はい。 

 はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 何点かお尋ねします。一つは、この法、まだ国会で議論されているので

すよね。それで、私の記憶しているのでは、一つは扶養親族になっていた者の徴収が１年間なら１

年間延期されるという、半年、半年ですか。プラス１年になったのかな。 

 それともう一つ、70 歳から 74 歳までの２割負担が１割になったと。この２つ以外に、今、国が

当初の法よりも見直している部分がありますか。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 現時点で話が出ているのは、その２点だけだと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 今、斎藤委員が質問しましたように、この法律というのは全くひどいな

と思うのですが、一つ第４条、普通徴収が 714 人だということなのですが、普通徴収の徴収方法な

のですが、年金天引きの方は２カ月おきに天引きされますよね。この場合は７月から 12 月までにな

っているのです。これは基本的には半年の間に１年分払うという考えなのかどうか。もちろん、２

項に町長が別に定めるところに云々ということで、別な払い方もできるということは承知していま

す。承知している中で、考え方として年金をもらっている人が天引きされるのが２カ月に１回なの

に、普通徴収で大変な人の１万 5,000 円以下の人が、なぜ２カ月おきではなくて、もちろん税の徴

収方法の関係で分かっているのだけれども、これだと１年分を半年のうちで払わなければだめだと

いう考え方になってしまうのではないかと思うのだけれど・・・。 

 それともう一つ、短期保険証と資格証明証の件です。これは今まで、国保の場合は75 歳以上の場

合は、結果として原爆症の方々や身障者の方々を含めて、これ資格証明証を出さないということに

なっていたのですね。それが、出してもいいということになるわけだけれども、これは全く話にな

らないと思うのだけれども、町としてはこれを実施する考えなのかどうか、その点。 

○委員長（及川 保君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、徴収方法ですが、ここでも条例上につきましては６カ月という

ことになってございますが、生活実態等も合わせまして、12 月までの納期を例えば３月くらいまで

延期すると。弾力的にそういった形の中で運用していきたいなと。徴収義務は白老町が持っていま

すので、そういった形で、少しやっていきたいと思っています。 

 それと短期証、資格証、これ広域医療制度の、後期高齢者の医療制度の中では、規則どおりやる

ということが実は求められておりまして、そのとおりやらざるを得ないという感じはしております。 

○委員長（及川 保君） 10 番大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） ということは、普通徴収のことにつきましては、そういうことを町民の
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皆さんに周知して欲しいのですよ。「原則これだけれども、２カ月に 1 回ずつでもいいよ」と。親切

というのは、そういうことを言うのだと思うのです。これだと、法としてはこうだというのはわか

るけれども、町民に周知する時はそういう形で周知して欲しいと、一つは思います。これはできる

かどうか。 

 もう一つ、法的にはやらなければだめだということなのだけれども、これはやはり、今まで国が

やらなくてもいいと言っていたものをやれと言ってきたというわけでしょ。こういうことを総じて

年寄りに対して冷たいというのですよ。早く死ねというのは、そういうことを指して言っているの

ですよ。 

 だから、私はもちろん理事者に聞くのだけれども、聞きます。 

 これは基本的には、本当に誰が見ても悪質だというのは除きまして、基本的にはこういうのを考

えないというのが、私は後期高齢者に対する考え方の根本の問題だと思うのだけれども、ここの点

だけ。 

 １点目は担当でいいですけれども、２点目は理事者にお尋ねします。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 周知につきましてですね、これはかなり難しいかなと思っています。

ただ、いずれにしましても普通徴収をやった場合は、毎月入ってくる状況等を確認できますので、

その時点で一軒一軒お伺いをしながら、実態にあって「こういう方法もありますよ」と、個々相談

にのっていきたいなと、そこは親切にやっていきたいなと考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 根本的な部分というか、本当に高齢者を大事にしない国になってしまっ

たなと。1982 年ですか、医療費亡国論というものがあって医者はだんだん少なくなる。医療費は、

保険料を上げて医療費を削っていくような、こういう国で本当にいいのかというような部分で非常

に憂慮をしております。その中で、うちの町に住んでいる高齢者がいかに大変な思いをして、保険

料それから広域医療を受けるという。将来に不安を抱えるような、そういう状況になってきている

ということについて、私自身も心配しておりますし、そういった対応ですね。これ職員が気を遣い

ながら対応していかなければならないなというふうに思っております。 

 非常に、制度的なまずい部分については、職員が心を尽くして対応してまいりたいと、このよう

に考えております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、ほか、ございませんか。はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） ２点だけ確認します。 

まず一点は、この制度、白老町特定健診実施計画でかなり医療費を抑制するよというような形を

うたわれていますけれども、制度的にいけば保険料は都道府県ごとに決まると言っていますけれど

も、白老町は今、３連携をやって、白老町自身の医療費が下がったときに、この医療費が、今、都

道府県で決まると言っていますけれども、そういう白老町自身が町民が健康を増進して医療費を抑

えたときに、それは白老町としての医療費が下がっていることだけれども、その部分が反映されて

いくのか。 
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 もう一点は、住民の関心があるところかと思いますけれども、保険料を滞納すれば保険証を取り

上げるという罰則があって、仮の資格証明証を発行することになっていますけれども、これ５ペー

ジの被保険者の資格管理からいくと、資格証明の発行が広域連合で、資格証明証の交付が市町村の

窓口になっているのですよ。そして、広域連合の事務が資格証明証の発行となっていますけれども、

これについては窓口でケース・バイ・ケースで、十分に白老町の裁量行為でそのような人方を一定

の期間守ってあげるようなことができるのかどうか。事務的にも完全に資格証明証を使って事務的

に処理されるのか、その辺だけ伺います。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、ご指摘のありました保険料の関係ですが、これについては全道

一律で均等割、そして所得割が決められてきます。 

 一生懸命、白老町が取り組んだ成果が、保険料に直に反映するかとなると、全道という大きな被

保険者になりますのでかなり難しいのかなと。仮に一生懸命頑張ったとしてもなかなか続かないな

と。それが反映されていかないと思っています。 

 ただ、言えることは、一生懸命健康づくりに取り組んだことによって、被保険者そのものが恩恵

を受けるメリットがあるということですので、保険料は保険料として三連携の中できちんと取り組

みを進めていきたいなと思っています。 

 それと滞納の際の資格証明証の裁量権があるかどうかということですが、若干の裁量はやっぱり

あるのかなと思っていますが、実態、一件一件ごとにきちんと見ながら判断をしていきたいと。た

だ、最初から裁量権がありますというような形でお話は非常に難しいかなと思っています。あくま

でも、対応としましては、広域連合のほうからはきちんと手順の通りやれときていますので、基本

的にはそういう形で対応させていただきたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 資格証明の関係ですけれども、そもそも今まで、白老町の国保の場合、町

民の生活実態、いろんなことを加味してかなりケース・バイ・ケース、あるいはどうしても払えな

い場合は「1,000 円でもいいよ」とか、そういう形で保険証を出しましょうということで、非常に

白老町町民として、職員もその辺を十分に考えて健康福祉を守ってあげたのだけれども、今の課長

の説明を聞いていると、かなり事務的、多分マニュアルがあると思いますけれども、その辺充分考

える部分がもっと必要だと思うのですけれどもいかがですか。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 資格証を出す場合というのは、１年間全く未納という形になりますの

で、１年間全く未納ということは、相当それなりの理由があってのことかと思います。ですから、

それは故意に払わないだとか、そういう条件については、これは手順どおりにやるしかないなと判

断していますが、それ以外のケースについては、委員からご指摘のあったとおり一件一件見ながら、

例えば何とか 1 カ月分くらいでもという感じで、１期分、その程度できるものはそういう形で、白

老町の裁量の範囲かなというふうに私ども考えていますので、その辺はやはり弾力的に、お年寄り

に冷たいと言われないような形でやっていきたいなとこう考えてございます。 
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○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。はい、質疑なしと認めます。これをもって質疑

を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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 22 号、白老町後期高齢者医療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。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成多数。 

 よって、議案第22 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第２３号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制 

定について 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 23 号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制定に

ついてを議題に供します。議案書の議23－１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 23 号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第23 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第２５号 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関 

する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 25 号 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する
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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。議案書の議25－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 25 号 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第25 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第２６号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関 

する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 26 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する

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。議案書の議26－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。はい、５番、山本浩平委

員。 

○５番(山本浩平君) 白老町の財政再生団体入りを回避するために、職員自ら給与を 20％カット、

そして理事者の皆さんは35％カットされて財政再建のために、自ら努力されることに対して本当に

敬意を表するところでございます。 

しかしながら、私が聞きかじったことなので正確かどうかわかりませんので、その確認だけをさ

せていただきたいのですが、教育長の今回のこの条例によって、一部課長さんたちとの逆転現象が、

何名かわかりませんけれども起きるというような話も伺っております。その辺の逆転するというこ

との内容について、差し支えなければその内容について教えていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ただいまのご質問の内容でございますが、逆転現象というのは年収で

いきますと、課長職が１名逆転現象が起きるという部分がございます。これ、月額給料は逆転はし

なくて教育長のほうが上位にあるのですけれども、この職員に当たっては扶養手当等がございまし

て、その手当分がどうしても加算されていくということで、年収では逆転するという現象にはなり

ます。この１名の職員がやがて扶養が外れて、お子さんが成人となっていくとこの部分はなくなり
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ます。そのときは、教育長のほうが上位ということですので、手当の部分でどうしても、年収とい

うことになりますと逆転がある状況でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、５番、山本浩平委員 

○５番（山本浩平君） 内容については理解いたしました。  

 この議案 26 号そのものに対して、私は反対をするという立場ではございません。非常に、断腸の

思いで、今回、生活設計を自ら変化する状況をつくってまでも町を助けるために退職される方も50

名ほどいるということで、本当にその方たちには何と申しますか、言葉のないと申しますか、敬意

を表するところでございますが、この教育長あるいは理事者は職務の責任性や重要性を考えた場合、

また休日等で公的職務の機会が相当あると思うのです。そういった中でやはり、これはできる限り、

逆転現象というのは今すぐこれをやるというのは難しいと思いますけれども、やはりその辺は逆転

しないような形の中でやらないと、理事者の方々も責任を持って臨むわけでございます。 

 また、学校の統廃合問題あるいは何が起こるかわからないいじめの問題、いろいろな教育行政も

たくさん諸問題を抱えている中でございますので、この辺のところに関しましてはできるだけ可能

であれば、財政再建が可能になった時点で、やはり早期に改善、若干の差はつけるべきだと私は考

えておりますので、見解だけをお尋ねして、私の質問にいたします。理事者の見解をお尋ねしたい

と思います。理事者でなくても結構です。 

○委員長（及川 保君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回、財政の関係でやむなくということでございます。本来あり得ない状

況なのです。教育長の職務もまた重い部分がございます。ただ、そういうことで教育長のほうはそ

の辺、課長職といっても 55、56 歳の課長職と比べて低いわけですから、今回、58 歳、59 歳の課長

さんが残るとしたら結構差はつくのですが、それも教育長が理解してくださったので、ただ、それ

以上に 55 歳以上の課長さんが辞められている課長さんがたくさんおりますので、そういうことも考

えると本当に・・・。 

 私自身もそうですが、教育長には我慢していただきたいということで、教育長も理解していただ

きましたので、ただ先ほど申し上げました辞める方のことを考えると、我々は耐え忍ぶしかないの

かなと思います。ご意見はごもっともだと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。はい、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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 26 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間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。 

〔全員挙手〕 



 18 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第26 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                        

◎議案第２７号 白老町老人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 

○委員長（及川 保君） 議案第 27 号 白老町老人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を議題に供します。議案書の議27－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 27 号 白老町老人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、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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第27 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                        

◎議案第２８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 

○委員長（及川 保君） 議案第 28 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を議題に供します。議案書の議28－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 28 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、原
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案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第28 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第２９号 白老町重度心身障害者及び１人親家庭等医療 

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 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 29 号 白老町重度心身障害者及び１人親家庭等医療費の

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を議題に供します。議案書の議29－１をお

開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 29 号 白老町重度心身障害者及び１人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、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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第29 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第３０号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の 

制定について 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 30 号 白老町介護保険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。議案書の議30－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 
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○委員長（及川 保君） 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 30 号 白老町介護保険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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第30 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第３１号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の 

制定について 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 31 号 白老町長寿祝金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。議案書の議31－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。はい、12 番、松田謙吾委

員。 

○１２番(松田謙吾君) 私は、この敬老会を含めて、行政改革の度に３次、４次、２次くらいから

この敬老会の減額をしてきました。私はお年寄りに対する感謝の気持ち、これは65 歳からみんな敬

老のわけなのです。ですから、今から第４次行政改革でも米寿、喜寿の祝金を廃止した。それから、

金額に合わせて２歳ずつ引き上げていったのですね。 

こういうあいまいな、町の功労者、多くの皆さんの、それを追いかけて決めつけてやってきて、

予算がなくなると引き上げていって、ついに来るところまできたな。99 歳まできたわけです。です

から、私はこういう行政改革、財政の厳しいときですから、この 99 歳もやめるべきだと思うのです。

99 歳でお祝いをして100 歳でまた行くわけですから。心のこもった花を持って・・・。 

ですから私は、今、第４次行政改革で米寿と喜寿を廃止したと、この次の改革で間違いなく 99

歳もいくと思います。このやり方でいくと。ですから私は、ここで思い切って 99 歳もカットして、

100 歳に心のこもったお祝いをしてやればいいのではないですか。私はやめるべきだと思います。

どうですかその辺の考え方。 

○委員長（及川 保君） はい、武岡健康福祉課介護担当参事。 

○健康福祉課介護担当参事（武岡富士男君） 大変貴重なご意見でございますが、松田委員おっし

ゃいましたようで平成14 年で年齢を２歳ずつ、２年に１歳ずつ引き上げるようにさせていただきま

した。その都度その都度時代にあった、予算にあった改正をさせていただいたわけでございますが、

今回、事務事業の見直し、財政問題等々考えましてこのような形にさせてもらったわけでございま

すが、今ご指摘の 99 歳 10 万円を 5 万円に、白寿ですね。５万円に変えさせていただくと。100 歳

以上につきましては、例年理事者のほうからお一人お一人の自宅を訪問して、記念品 3,000 円くら

いと花 3,000 円くらいの 6,000 円ですか、その相当とお祝いのメッセージを一緒にご本人にお会い

して激励を申し上げると。 
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この分につきましても、本来は見直しの中に全部含めてやったわけでございますが、米寿と喜寿

をとりあえずさせていただいて、今後99 歳につきましては５、６名くらいの人数なのです。それを

10 万円から５万円にさせていただいて、様子を見ながら、まちの声等を聞きながら、更にはまた検

討していく時期に来れば、またその辺で検討させていただきたいなと思っております。以上でござ

います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） お祝いの仕方の考え方というのはいろいろありますので、何らかの形でお

祝いをしてあげたいなということだと思うのですが、前の質疑の中にも、99 歳という年齢が本当に

お祝いをいただいていいかどうなのかという論議のありましたよね。本当に孫が来て小遣いをあげ

られると言う、そういうふうに考えられる年齢というのはもう少し下かなという感じもするのです

よね。99 歳で出すのであれば、88 歳にするとか、77 歳のときにするだとか、そういうような考え

方というのも一つの考え方として出てくるのではないかというふうに思うのです。 

 そういう検討もされた上で、この99 歳になったのかどうなのか、そのあたりちょっと伺いたいと

思います。 

○委員長（及川 保君） はい、武岡健康福祉課介護担当参事。 

○健康福祉課介護担当参事（武岡富士男君） 見直しに当たっては、その辺も十分協議させていた

だいたということで、99 歳でいる方も、寝たきりだとかいろいろな方がおりますけれども、家族の

方と必ずお祝いをあげるときは同席してもらうわけです。そして、理事者が行きましていろいろお

話をさせていただくと。そういう中では、家族も該当者も非常に喜んでいただいているというのが、

ずっと過去ございます。 

 88 歳に下げた場合、ご承知のように金額は別にしましても、対象人員が相当数になるということ

で、その辺も十分も考えさせていただいて今回の改正をご提案申し上げてございますのでよろしく

ご理解いただきますよう。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 31 号 白老町長寿祝金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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 
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 よって、議案第31 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第３２号 白老町建設基準法の規定に基づく確認申請手 

数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定 

について 

○委員長（及川 保君） 次に、議案 32 号 白老町建設基準法の規定に基づく確認申請手数料等

徴収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。議案書の議32－１をお開き願い

ます。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、質疑なしと認めます。 

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〕 

○委員長（及川 保君） 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 32 号 白老町建設基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第32 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第３３号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

○委員長（及川 保君） 次に、議案 33 号 白老町廃棄物の減量及び処理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。議案書の議33－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。はい、10 番、大渕紀夫委

員。 

○１０番（大渕紀夫君） し尿の関係もあるのですけれども、今、対象、どれくらいの件数があり

ますか。し尿の対象件数。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 正確に世帯数とかについては押さえてはございませんけれども、

非水洗化人口で申し上げますと3,855 人となってございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 世帯数はわかりませんか。わからなければいいのだけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 
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○生活環境課長（千石講平君） 件数については、ただいま押さえておりませんので、後ほどわか

りましたらご報告申し上げたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） この場合は、世帯数をなぜ聞いたかというと、結構なカバーなのです。

それで、当然人口とか収集世帯数が減れば、当然効率が悪くなるから上がるというのは理解できる

のですよ。理解できないと言っているのではないのですよ。ただ、これはどうしてもしていただか

なければだめなことですよね。そういうことで言えば、これは生活大変な方に対する補助だとか何

かそういうものって、例えば生保の方に対してはこれ関係ないですよね。どんな方でも絶対かかる

ということになると、この上げ幅ってかなり大変になるのではないかと思うのだけれども、そうい

うことで救える部分って何かあるのでしょうか。ちょっとわからないものですから・・・。 

 例えば、生保ただということはないと思ったのだけれども・・・。そういうことです。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 状況に応じて軽減とか対応とかがあるのかということというふう

にとらえますけれども、その点については受益者負担という形になるものですから、皆さん一律の

負担をお願いするという形にしてございます。  

 ただ、今回の大幅の上げ幅という形ですけれども、前回から年数をかなり経過していたことが今

回の幅になるのかなととらえてございます。 

 先ほどの世帯数の関係でございますけれども、まだ推定でございますけれども約 1,855 世帯とい

う数字になってございます。 

○委員長（及川 保君） 大渕委員、よろしいですか。はい、３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 今、し尿対象、非水洗化世帯ということで約1,855 世帯ということですけ

れども、この世帯の中で下水道の入っていない世帯と、下水道の入っている世帯と実際に分けてい

らっしゃるのでしょうか。と言いますのは、私、前にもこれと同じことを質問させていただいたこ

とがあったのですけれども、下水が入っていて水洗化できる状態なのだけれども、そのまま汲み取

りにしている世帯と、全然下水道も何も入らないで汲み取りをしていただかなくてはならない、し

尿処理をしていただかなければならない世帯というのはやはりある程度差別があってもいいのでは

ないか。やはり汲み取りしかお願いできない世帯には、それなりの恩恵があってもいいのではない

かと。下水道がちゃんと入っているにもかかわらずやらない世帯には、それ相応も負担をしていた

だくべきではないかと。そういう考え方をお伺いしたことがあるのですけれども、町側のほうのお

考えはいかがなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） どうですか。はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 先ほど申し上げました約 1,855 世帯。これにつきましては処理区

域外の数字でございます。下水が入っていない区域の世帯数でございます。それで、区域内で下水

につながないで汲み取りをしているところと、区域外で当然下水が入っていないので汲み取りをな

さっている方、浄化槽も含めますけれども、このように差をつけていないところとつけて料金設定

しているところ、道内にもございます。うちのほうにつきましては審議会等でもご意見いただきま
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したけれども、今回につきましては差をつけないで料金を設定したと、こういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。はい、３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 今、下水が入っていない世帯が1,855 世帯、非常に大きな世帯ではないか

なと思うのです。先ほど大渕委員の質問がありましたように、やはりこれだけ一気に料金を上げる

のはいかがなものかという疑問も残ります。やはりその辺をもう一度、役場内で審議会の方を含め

まして考えていただけるようなことはできないのでしょうか。そこだけお願いします。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 先ほども申し上げましたけれども、し尿の料金改定につきまして

は、平成６年４月から13 年間経過した今日まで改定が行われてこなかったという経緯がございます。 

それと、今回の改正の中身につきましては議案説明でも申し上げましたけれども、収集運搬許可

業者に対する料金改定ということで、収集運搬にかかわる経費等が、当然件数とか、処理量によっ

て採算が合わなくなってきている。また、平成 10 年当時から、実は赤字経営を継続してきたという、

そういう経過がございます。その間企業努力等で何とか今日まで来られたわけでございますけれど

も、かなり限界になってきていると。このままでは収集運搬に支障を来すということもございまし

て、やむを得ず今回このような上げ幅になっております。 

 ただ、町といたしましても業者のほうからの上げる金額そのまま採用したわけではなく、それな

りの企業努力、例えば作業員を削るなど、そういったものを求めた中での今回の改正内容でござい

ますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 33 号 白老町廃棄物の減量及び処理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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第33 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第３４号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の 

制定について 

○委員長（及川 保君） 次に、議案 34 号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定に
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ついてを議題に供します。議案書の議34－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。はい、９番、斎藤征信委

員。 

○９番（斎藤征信君） 保育所の、まきば保育園がこういう状況になったということは、本当に残

念なことと同時に、これ仕方がないのかなというふうな思いで見ているのですが、前の説明の中で、

保育所を統合するときに、そこにいる子どもたちをどう守るかということが１番の問題ですよね。 

 そうすると、原則として小鳩まで親が運ぶのが当然ですという説明があったのですよね。実際に

は、やはりこれ行政の都合でやめるわけですから、そこから小鳩まで来る子どもたちの安全という

ものはやはり守らなければならないのではないのかなと、それが原則ではないのかなという気がす

るのです。 

そうすると、保育園のバスだとか、それに代わるものだとか、そういうものを用意するのが行政

の責任かなというふうに思うのですが、それを説明の中で｢原則として、親が運ぶのが当然です。｣

ということになると、ちょっと考え方が違うのかなという気がするのですが、その辺の取り扱いに

ついてお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 子どもたちの送迎に関しましては、基本的に親御さんにお願いをす

ると。その考え方、それをもう少しバス等の用意で責任を持てないのかということかと思いますが、

基本的には確かに今回、保育園を廃園という形にすることに関しましては、確かに子どもの安全を

守る上で、行政としての役割をもう少しということであろうかと思いますが、保護者自身が自分の

就労の関係で実際に白老町の地区の保育園にお子さんを送迎されている方もいらっしゃいます。 

 基本的には、保護者の方に送迎をしていただくと、どうしてもそこのところが難しいようであれ

ば、行政としての配慮も検討しますということで、地域、それから保護者の方にも説明をさせてい

ただいております。その考え方につきましては、確かに行政としての責任もありますが、基本的に

はお子さんは家庭の中でと言いますか、保護者の方に送迎をお願いするという考え方は変わらない

と考えております。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） この問題、実際にやるとなればお金のかかることですし、今の状況の中で、

本当に大変だと思うのだけれども、でもやはり行政の責任という形で考えなければならないのだろ

うと思うのですよ。親が運んできてくれる人がいるのだから、みんなができるだろうという考え方

にはならないわけですよね。 

車を持っていない人だっているわけで、具合悪いときだってあるわけで、そういういろいろな条

件があって、そういうものをどう安全に運ばなければならないかということや、一つだけではなく

て、この次また、次が用意されているわけですよね。そうなってくると、やはり何らかの方法とい

うのを考えるか、バスではなくてもその他の方法というのがないのかどうなのか、そのあたりもう

少しきめ細かに考えてやることが、小さな子どもたちに対する配慮ではないのかなと思うのですよ。

もう少しその辺の事を聞きたいと思うのですがね・・・。 
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○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今のお子さんの送迎は、全てのお子さんをという考え方になるもの

なのかというところが、疑問として残るところなのですが、基本的には保護者の方に送迎をしてい

ただくと。どうしても保護者の方の勤務先の関係、それから時間的なもので送迎が困難な場合につ

いては、町として車等の用意をして送迎をいたしますということは、地域説明会、保護者に対して

も説明をさせていただいておりますので、その子どもたちを全部送迎をということになりますと、

当然保護者の方の勤務時間等そういうようなものもありまして、幼稚園のように時間が決められて

いて、園から家庭、家庭から園へと一律のようには、なかなかいかないということもありますし、

基本的には保護者の方にお願いをするという考え方は変わらないと思っております。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 私が聞いたのは、やはり全員が全員をそういうふうにしてあげるというこ

とが原則だろうと思うのですよ。だけれども、それなりの、今言われたような条件や何かもあるし、

最大限の資金でやるということになると、また全員ではなくて、もっと別な、一部の子どもたちを

運ぶという方法も、あるいは出てくるのかもしれないのですよね。だけれども、子どもたちを守る

という観点からいくと、みんなを運んであげる。よそへ行くとかわいい保育園バスが走っていると

いう姿も見るわけですよね。子どもたちが喜んでそれに乗っているという姿も見るわけですけれど

も、そういうことが行政側の責任で、まずそこのところは考えなければならないのではないのかな

というのが私の考え方で、町長、これはやっぱりどうしてもそういうふうにはならないものかな、

そのあたりいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 私のほうから答弁させてもらいます。一答目、二答目、課長の答弁の考

え方はそのとおりです。今まで、従前やっているのは、原則親の送迎ということです。 

 まきば保育園の関係の取り扱いをということで限定して言えばですね、親が送迎が無理な状況の

場合は、町のほうで車を用意してということで考えておりますのは、先ほどの答弁のとおりです。

ただ、今、委員さんのご質問のとおりのことを考えれば、それでは町内の、全保育園児をバスでと

いう送迎の考え方になろうと思います。そういうことには無理かなと。廃園のところの子どもたち

全員を送迎となると、当然町内の遠くのところの子どもたちの親の方も、それではそういうバスが

あるのであれば、手当をしてもらえないだろうかという話が当然出てきますので、それは今、原則

の中では親が送迎というように考えております。当然、廃園になって送迎が非常に難しいよという

ところについては、町のほうで手当をするという考え方でございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 今、お話を聞いていて、親がどうしても難しいということであれば送迎

すると。私はこれはないと思います。ないものはないのだと、こう決めておかないと、子ども安全

というのはゼロ歳児、１歳児、２歳児といるわけですから、親が連れて行くのが一番安全ですよ。

そのような小さな子を他人が連れて行くというのは、私は安全ではないと思う。危険だと思う。で

すから、それでもどうしてもと言えば連れて行くというような、このような曖昧なことではだめだ
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と思います。 

 今、竹浦か社台の話を言っているのだろうけれども、きちんと決めるのであれば、送迎は一切な

しと。こういうことにしておかないと、曖昧な言い方をしていては私はだめだと思いますよ。ゼロ

歳児、１歳児、２歳児の安全は、親が連れて行くべきだと。親が連れて行かなければ、保育所にや

らないわけですから、ここの見解きちんとしておかなければ私はだめだと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） まきば保育園、それから竹浦のほうも親の地域説明会で言っているのは、

今言われたとおりです。原則親のほうでお願いしますと。これは他地域も含めてそういう取り扱い

をしているということで、ご説明のとおりで考え方は基本的に同じです。 

ただ、実情として親のほうで送迎できるという方については、当然そのようにしてもらいますけ

れども、逆方向に勤務があるだとか、そういうことで対応が非常に難しいよというような声もあっ

たものですから、その部分について町のほうでマイクロバスは用意できませんので、乗用車でそこ

に保育師を同乗させてチャイルドシートを装着させて安全性を確保した中でさせてもらいます。 

ただ、それは受益者負担ということで、「期間を置いた中で有料にさせてもらいます。」というこ

とでご説明しております。基本的な考え方は、今、松田委員さんが言われたとおりだというふうに

は押さえています。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 基本的にはそうだということを言っているのではないのです。きちんと

やらないものはやらないと決めておかなければだめよと言っているのです。私は。 

１歳児が６人いたら車が２台も３台もいるでしょ、当然マイクロバスがいるでしょ。このような

ことがないとも限らないわけだよ。 

 だから、できないものはできない。できるものはできると決めておかないと。曖昧な形でどうし

てもできないのなら、迎えに行きますというのはやめた方がいいと言っているのです。その考え方

を聞いているのです。たまたま、運んでくれと言ったらやるのですか。ゼロ歳児でも、１歳児でも

やる考えですか。そこのところきちんと線を引いた方がいいよ。有料でやるとかやらないとかの問

題ではないのだ。私はさっき言った、子どもの安全は親がやるべきだと。これが一番安全だ。にた

ってやるべきだと言っているわけだから・・・。俺はそう思うけどな・・・。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今まで地域説明会でも説明していますけれども、同じような考え方で言

います。先ほどの考えのとおりでございます。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 保育所条例の一部を改正について、２、３点をお聞きします。 

 ようやく行革の中で長年、統合の条例が出てきました。行革の担当者や教育委員会の担当者は大

変ご苦労があったと思いますけれども、その辺はその辺として質問させていただきます。 

 まず、教育長も代わられたばかりでわからないかもしれませんが、白老町の保育計画というのが

14 年度から出ています。この中に、定員の見直しということでまきばは20 名、たけのこ 45 名とす
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ると。このときに、多分、行財政改革の中で、定員を落とすことによって諸事費も違ってくるから、

人件費も違ってくると、保育師の定員も違ってくると、そういう形でやったのですけれども、今回、

統合が決まってようやくまきばが削除されますけれども、たけのこが来年統合すると言っています

けれども、きょうの条例で、本来 45 名としなければいけないのを 60 名となっているのです。まず

それが 1 点、なぜ45 名に直さないのかと。 

そして、14 年から、今、私が質問したような行財政改革の観念を頭に入れて仕事をすれば、きょ

うここに条例が出なくて、もっと早く定員の改定の条例が出ているはずなのですよ。その辺の物の

考え方、なぜこの間、定員の改正をしなかったのかという部分でございます。 

私もこのようなことは言いたくはないのですけれども、統合の説明会に行きました。今、白崎教

育長が送迎の関係を言っていましたけれども、やはり、はっきり整理をして町民に物言うべきだと

思います。そういうことでないと、こういう問題は個々に口コミ、いろいろな解釈が広まって、逆

に行政が不信感を招くのですよ。 

そういう部分でこれからいろんな問題、竹浦も出ますし、学校の統廃合も出ますけれども、行政

として町長初め物の考え方をしっかりして、議会に出ても主張するものは主張する。取り入れるも

のは取り入れると、そういう考えを持っていかないと今みたいな意見になると思いますけれども、

その３点について伺います。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） １問目の定員数の改定についてお答えいたします。14 年の保育計画

の中では、確かに定員数を改定するということで計画に載せてありました。ですが、16 年度から交

付税が一般財源化になりまして、一般交付税になった時点で、民間の保育園についてはそのまま国

として措置費をもって負担をしますので、当然定員数に関係して人員に対する１人単価が決まって

きます。ですが、町立保育園につきましては定員数、それから保育師数、そういうものには一切影

響しない。あくまでも児童数掛けるいくらという形で交付税措置がされるということになりました

ので、そこのところで現状の計画はそのままあるのですが、定員数については改定をしてきており

ません。 

 ２答目の、なぜ条例をもっと早く改正しなかったというところにつながるのですが、今説明いた

しました16 年度からそういう形で定員数に影響がなかったというところがあったものですから、こ

のあと計画の中にありました統廃合、それから民営化の計画が具体的に進む中で条例の改定をとい

う考え方をしておりました。 

○委員長（及川 保君） はい、白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） ２点目の今の条例の改正の時期といいますか、そこら辺からもお話しま

すが、確かに言われているとおり、３月議会で３月の廃園とそれから廃園の予定の廃園式といいま

すか、そういうことも含めて考えますと、今言われるとおりに廃園に向けての条例の改正、これに

ついてはやはりもう少し早い時期に提案すべきだったのかなというふうには反省をしております。 

 ３点目の行政に対する不信感というお話ございました。いわゆる１回、２回の地域説明会をやっ

た中で、保護者の方から出されたご意見、要望等を整理して２回目の説明を行いました。当然、行
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政として対応ができる部分については極力やってやりましょうという気持ちの中でご説明しました

ので、今の言葉尻ではないですけれども、行政に対する不信感というのは、考え方がぶれて説明を

して、あっちへ行った、こっちへ行ったということであれば、考え方が１本筋通っていなくて不信

感ということになろうと思いますけれども、この前の地域説明会もただいまの説明も、そういう形

でご説明していますので、私は別に不信感というふうな考え方は持っておりません。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 先に、不信感というのは説明会云々の部分ではなくて、議会の討議の中で、

答弁によって非常にとらえ方が違ってくるという部分の言い方ですので、その辺を理解していただ

きたいと思います。 

 それと、今、一般財源化されたと言っていますけれども、これについては当時一般財源化でも、

原則がルールが生きた中で一般財源化されて交付してきているのですよ。何年かは国から・・・。

そういう部分について、やはり非常に金額が大きい部分ですので、今後こういうのは所管事務調査

の中で、これだけ制度が変わって、これだけ白老町に影響があるとか、そういう気配りがあっても

しかるべきではないかと。職員・議員挙げて、こういう状況の中で１円でも削減云々と言っている

時代ですので、そういう認識を持って欲しいということで質問しています。 

 それともう１点ですね、今回、人事異動の内示を見て、まきば保育園の人たちもそれぞれの所へ

行っていますけれども、まきば保育園、将来たけのこ保育園がなくなることによって人員の関係が

出てくると思いますけれども、とりあえずまきば保育園がなくなることによって、保育師の定員の

部分が余剰になってきますけれども、これは別なところに異動で動いていますけれども、トータル

的な処置の中の定員から見た保育師は、言葉が悪いのですけれども余剰人員の部分として出てきて

いるのか、あるいは大量退職者の中に、退職された中で充当して平準化された中での人数なのか、

その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） １点目の一般交付税の関係につきましては、十分配慮していきたい

というふうに考えております。 

 ２点目のまきば保育園の保育師をということなのですが、19 年度の末で５名の正職の保育師が退

職をすることになっておりますので、当然、保育師につきましてはほかの保育園で、余剰ではなく

て吸収をする形で配置にしております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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。 
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採決いたします。 

議案第 34 号 白老町立保育所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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第34 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩をします。再開を13 時 10 分といたします。 

          休憩 午後 ０時１０分 

                                        

再開 午後 １時０９分 

○委員長（及川 保君） それでは、引き続いて会議を開きます。 

                                        

◎議案第３５号 白老町公民館条例の一部を改正する条例の制 

定について 

○委員長（及川 保君） 次に、議案 35 号 白老町公民館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。議案書の議35－１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 35 号 白老町公民館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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第35 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第３８号 白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の 

指定等の協議について 

○委員長（及川 保君） 議案 38 号 白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の協議

についてを議題に供します。議案書の議38－１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 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〕 

○委員長（及川 保君） 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 38 号 白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の協議について、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。 

〔全員挙手〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第38 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第８号 平成２０年度白老町一般会計予算 

○委員長（及川 保君） それでは、議案８号 平成 20 年度白老町一般会計予算を議題に供しま

す。恒例によりまして歳出から質疑に入りたいと思います。一般会計 100 ページをお開きください。 

皆様のお手元に、質疑の区切りページ一覧表を配布しておりますので、それに従って進めてまい

ります。それでは、質疑に入りたいと思います。 

一般会計歳出、１款議会費及び２款総務費に入ります。ページは 100 ページ１款議会費から 115

ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費まででございます。質疑のあります方はど

うぞ。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○1０番（大渕紀夫君） 総務管理費の一般管理費の中でちょっとお尋ねをしたいのですけれども、

ここにもかなり審議会が出ているのです。例えば、105 ページには２つ、情報公開の関係と特別職

の関係出ていますし、115 ページには国民保護協議会の関係の審議会が出ているのですけれども、

今、白老町にこういう協議会、審議会、委員会、行政の関係者以外の方が入られてつくっている審

議会がいくつくらいあるのか。それから開いていないところ、例えば 1 年間なら 1 年間、開いてい

ないところがあるかどうか。 

 それと、大分統合されたというのは私も、去年も認識しているのですけれども、もう少し統合す

ることができないのか。その点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ご質問の105 ページの審議会、それから115 ページの審議会、これは

総務課で所管してございますので内容は十分ご説明できるのですが、総務課で所管していないいろ

いろな部署で審議会もってございます。ちょっと今、手持ちにトータルの数値がないものですから

後ほどただいまご質問のあったとおり数と開催状況、ご説明させていただきたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○1０番（大渕紀夫君） それはそれで結構です。要するに、例えば、105 ページの情報公開・個人

情報保護審査会ですか、これは多分、私の考えでは必要がなければ開かないものだと思うのです。

例えば国民保護協議会などというこの協議会の場合は、１年間に１回絶対に開かなければいけない

ものなのかどうなのか、開く必要がなくて、ただ１回だけ会議を開きましょうといって開いていた

ものがあったとしたら、そういうものは、開かなくていいものは開かないことにした方がいいので

はないかと・・・。全部の審議会・委員会ですよ。そういうふうなことをもう考えてもいいのでは

ないかと。 

 従前は、私が委員会に属していた頃は、あまり案件はないのだけれど１年間に１回開かなければ

まずいから開くというのが実際にあったのですよ。以前ですけれどもね。 

 ですから、そういうものはなくしてしまった方がいいのではないかと思うのだけれども、あれば

なくした方がいいと思うのだけれども、どのようなものでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず私のほうから、105 ページの情報公開の審議会の関係をお答え申

し上げます。19 年度の状況を申し上げますと、公開請求というのは全部で７件ほどございまして、

そのうち審議会に諮らなければならない状況に至ったものというのはございませんでした。ですの

で、請求あった中できちんとお出しできる部分はあったのですけれども、今年度予算の中では１回

分計上させていただいておりますが、万が一審議会にかけて審査しなければならないという状況に

至った場合、予算がなくてという部分もいきませんので、最低の部分を計上させていただいたと、

こういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、松井総務課交通防災担当参事。 

○総務課交通防災担当参事（松井俊明君） 私のほうで115 ページの国民保護協議会の委員会なの

ですけれども、この予算は 1 回計上しております。実施する内容としましては、避難実施要領の策

定ということで、今現在避難実施要領を策定しておりまして、それが出来次第国民保護協議会にか

けて非難実施要領について審議をしてもらうということで、1 回分予算を計上しております。以上

でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○1０番（大渕紀夫君） 初めの質問した中身わかりましたらその時点で結構ですから、要するに

開かなくていいものを開いているとは言いませんけれども、あまり重要なものでないものは、形式

的に開くようなものは、開かないというふうにしてしまってもいいのじゃないかと思うのです。 

 なければないと言ってください。あればそういうようなことの改善の考えであるかどうか。一緒

の部分でよいですから、そのとき答弁してください。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。６番、鈴木宏征委員。 

○６番（鈴木宏征君） 113 ページの（11）情報化推進経費の中の備品購入費なのですが、1,657

万 9,000 円の内訳というのはどういうものを買われるのか、数字が大きいものですから教えていた

だきたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） これは、今年度に購入しなければならないという部分ではなくて、備

荒資金組合から既に借り入れして、債務負担行為で買っている当該年度、20 年度に支払わなければ

ならない、５年間で払っていく分の当該年度で払う部分、これを備品計上という形で予算を組んで

ございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。はい、11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 101 ページの議会費におきまして、議長の交際費が前年度より２万円

削減されております。あえて、113 ページの町長の交際費ですか、これは 265 万円ということで昨

年度と同様の金額が掲示されているのですけれども、この件に対してお聞きしたいと思います。そ

れと、全般にわたってなのですけれども、臨時事務職員さんの賃金がずうっと調べていきますとす

ごくばらつきがあるのですけれども、このことはどういうことなのかも教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず、町長の交際費の方です。113 ページですか。前年度と同様とい

うことなのですが、前年度の実績見合い、こういったものを試算した中でとらえながら予算を計上

させていただいてございますが、企業誘致活動等々に費用がかかってございますので、そういった

部分で予算計上してございます。それと、３点目の臨時職員の単価のばらつきがあるということで

ございますが、それは職種によりまして、短時間の部分の臨時さんもございますし、４分の３の事

業の時間の中で行っている臨時さんもいますので、時間単価は一定の基準設けてございますけれど

も、その時間数によって違う部分と、職種ですね、一般事務補助もございますが、臨時看護師さん

だとか保健師さんという分は単価違ってきますので、そういう部分で単価の違いがございます。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員、最初の部分の議長交際費については、議運並びにこの面で説

明をしております。ご理解ください。はい、15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） ２点ほど伺いたいと思います。107 ページの庁舎管理経費なのですが、

庁舎管理経費の中の清掃費なのですが、今後、職員の力を動員しながら清掃をやっていくというこ

となのですが、昨年度と今年と予算が変わらないのですね。と言うのは、一般質問の中で町長が答

弁したような気がするのですけれども、パートで仕事をしている人たちの仕事は取り上げない。な

るべくそういう人たちは生活があることで守っていきたいという話があったのですね。ですから、

清掃活動がパートさんたちの清掃者の影響のない部分をやっていくということなのかどうなのか、

その点 1 点伺いたいと思います。 

 それから、109 ページの職員管理事務経費の中で、北海道市町村職員福祉協会というのがあるの

ですが、19 年度は 358 万円くらいの予算が載っていたのですが、今年度 60 万円になっているので

すが、大きな事業が変わったとか、こういった折なので、そういう負担分が少なくなったのか、そ

の辺伺いたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） １点目の 107 ページの 13 節委託料の清掃業務委託料のご質問と思い

ます。今年度539 万 8,000 円計上してございますが、現在これは対前年度で60 万円ほど削減はして

ございます。それは、職員ができる部分はやっていこうと、こういう姿勢で削減を見直しいたしま

した。 

 もう１点、109 ページの 19 節北海道市町村職員福祉協会の金額でございます。ただいまご質問あ

ったとおり、前年度から大幅に削減になってございますが、実はこれ率の改定がございまして、以

前までは 1,000 分の 2.425 という率でしたが、今年度からは 1,000 分の 0.575 というふうに、協会

の方の率が大幅に変わったということで削減したものでございます。 

○委員長（及川 保君） 総務課長、最初の説明は清掃員のことも考慮した中での・・・。はい、

どうぞそのまま。 

○総務課長（岩城達己君） もう一つありました清掃員のパートのことかと思いますが、今までず

っと継続されてきている相手方との協議もしてございますが、先方としては、働いている方を単に

雇用削除、退職させるということではなくて、時間の中で対応するということでのお話を伺ってご

ざいますので、雇用の場はきちんと確保していくと、こういう形をとってございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 北海道の市町村の職員福祉協会、今まで500 万円がかなりパーセンテー

ジが変わったのですが、これは改定になった何か理由があるのですか。それともただ、今まで 500

何十万円かかっていたのは何だったのかなと、今思いながら聞いていたのですが、そういう改定に

なったというのは何か、少なくなることですからいいですけれども、今まで高かったのは何なのか

と思って聞いていたのですけれども、その辺の理由は何もないのですか。ただ、パーセントの改定

になったということだけのことだったのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） これは理由がございます。今、私うろ覚えでの発言になってしまうも

のですから、正確なことを確認した上でお答えさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 何点かお尋ねします。まずですね、細かい話ですけれども、今、鈴木委員

も質問しましたけれどもその辺確認します。107 ページの施設用備品 392 万円、これちょっと突出

していますけれども、目的と内容、それと今、鈴木委員お話しました事務用備品の 1,657 万 9,000

円。これは内容というかどういうものなのか、それといつまでなのかをお聞きします。 

 次に、秘書の事務経費について伺います。町長、一生懸命白老町のセールスに行って、一生懸命

に頑張っているのは理解します。それで、先般も私のところに町長が、白老町は大変なので白老町

の土地も買ってくれないかということで、東京の方へセールスに来たよという話も聞いて、非常に

頑張っているのは私は理解しますけれども、しかし、財政がこれだけ厳しければ、やはり町長も自

分の部分、自ら律することも大事なのかと私は思います。今、土屋委員もお話されましたけれども、

その分含めて２点ほどお聞きしますけれども、前からも言われていましたけれども、今人件費も削
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減されている中で、秘書の賃金が上がっていますけれども、これは総務課の全体の中でグループ制

を取っていますので、そういう中で少しでも人件費を削減してみんなの力でやれないのかと。 

 それと、交際費も改めて伺いますけれども、議長もほんのわずかな交際費の中で２万円削減した

と。私は減らせとか増やせとかではなくて、町長の姿勢としてやはり職員にも示す姿勢があるので

はないかと。１万円でも１0 万円でも、やはりそういう部分をこういう予算に反映することが町長

の姿勢が見えてくると思うのですけれどもその辺いかがですか。 

 それともう 1 点、107 ページに需用費の燃料費の関係があります。これは全庁の施設も含めて考

えを伺いますし、ぜひそうしていただきたいと思いますけれども、個々の灯油、重油、車、車両管

理費も含めて聞きますけれども、ガソリン等を、これ20 数年前のオイルショックのときに経緯は皆

さんご存知だと思いますけれども、共同購入を随意契約しております。しかし、それから何10 年も

経って、これだけ財政が厳しくなっているので、町内の企業の動向ということは別にします。私が

こういうことを言うと、なかなか難しいのですけれども、私の立場から言えばそういう利害抜きに

して聞くのも一つの仕事だと思いますのではっきり伺いますけれども、ちょっと調べてみると 18

年度で年間 7,600 万円くらい購入しています。これを、ぜひ入札等によって１円でも２円でも落と

して、先ほど質問ありましたけれども、かなり事務事業経費でお年寄りの分、町民の痛みがきてい

るわけですが、こういう部分も職員としてメスを入れて、１円でもほかのほうに回すという考えの

もとでできないかどうかその点を伺います。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ３点ございまして、１点目と２点目私のほうからご答弁申し上げます。 

 まず１点目の備品の関係でございます。先ほど、鈴木委員のほうにもご説明申し上げましたが、

備荒資金組合からの債務負担の現年分の支出でございまして内訳を申し上げます。 

 まず、18 年度購入の文書管理経費、これは例規システムの購入ですが、金額が 15 万 4,000 円、

それから同じく 18 年度で職員管理事務経費の中で人事給与システムの購入、これが 169 万 3,000

円。それから防衛化推進経費として16、17、18 にそれぞれパソコンあるいはサーバー等購入してご

ざいまして、それが 890 万 2,000 円。それから総合行政情報システム運営費としましてデスクトッ

プ型のパソコン、プリンター、こういったものが 532 万 5,000 円。それから、町営住宅の管理事務

として事務経費の中でプリンター等、これが15 万 3,000 円。最後となりますが教育委員会の事務経

費で同じように 16 年ですが、31 万 5,000 円と。合わせてこれまでの事務用備品が 1,657 万 9,000

円ございます。 

 また、学校管理用備品というものがございまして、これ 16 年から購入してございますが、それ

ぞれのコンピュータ用のソフト、それからプリンター、そういったものでございます。 

 それから、２点目の交際費の関係でございますが、今、現在、確かにいろいろな部分で削減して

いかなければならないという部分で、取捨十分ご理解できますが、これ記憶で申し訳ないのですが、

以前は交際費というのは 500 万円とか、そのくらいあったと思います。今 265 万円まで町長も下げ

ているということで、今ご質問の主旨にあったとおり企業誘致もありますが、そのほかに今年大き

な部分ではサミットもございます。それからこのほかに、単に食事を提供したりとかお土産という
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ばかりではなくて、町の公職者の、例えば不幸があった場合のそういった会葬の費用も交際費の中

からお支払いしていますし、もっと大きな話でいくと全国大会に出場のケース、そういったものも

ございまして、そういった部分も交際費から支出しているということで、一杯一杯の中では確かに

予算組みさせていただいているという状況でございます。これを執行にあたっては、その辺も十分

加味しながら予算の執行を適切に、当然やっていくべきものですので、注意を払っていきたいとこ

のように考えてございます。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうからは燃料費の契約について、入札により１円でも安く

というようなお考えというようなことでございますので、その点についてお答えしたいと思います。 

 ご指摘のとおり、白老石油事業協同組合、こことの毎月に価格交渉、これにより毎月のガソリン・

軽油・灯油・重油等の単価を決定してございます。その根拠ですが、それにつきましてはこれ経済

産業局の外郭団体であります石油情報センター、そこから１週間ごとに各地域、北海道５地域に分

割された価格が出されております。それを基にして石油事業協同組合と契約しているところでござ

います。 

 先日も交渉がありました。そのとき、仕切値が３円ということで３円上がるから３円上げてくだ

さいというような話もございました。しかし、実態はそれほど上がっていない、要するに仕切値は

反映されないのですね。0.6 円くらいしか反映されないといった現状がございます。そういった中

で、皆さん方にできるだけ町内の企業、ここの部分であまり負担をかけないという部分、それと町

の財政、両方を勘案した中で適正な価格を決めなければいけないということで、現在までそういう

形でやらせていただいております。 

 ご指摘の入札により、更に安くという部分でございます。そこの部分については、今後、燃料費

の高騰を見極めた中で、そういったことも検討しなくてはいけないというふうな時期が来るかなと

思っております。ただ、いずれにしましても合計 7,500 万円くらいという額になります。入札で決

定した場合、例えば油種や何かを分割しましても、例えば重油でいけば 4,300 万円くらい、灯油で

いきますと 2,000 万円くらいの額になってございます。油種に分割して契約いたしましても、一つ

の業者に１年間偏ってしまうということもございますので、その辺も考慮した中で検討させていた

だきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ２点目の質問の中で、秘書グループの人件費のことがございました。

今、秘書グループというのは一つのグループになってございますが、４月の体制の時にグループの

統廃合というのが課長の裁量でございますので、その中で十分考えていきたいと、このように思い

ます。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） まず、今、町長の交際費等ありましたけれども、以前 500 万円云々と言っ

ていますけれども、これ、私は時代背景も違うし、今、飴谷町政を検証してどうしていくのだとい

う話をしていますので、以前の話と比較されてもそれは別だと思います。やはり今どうするべきか
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と私は思いますし、先ほど私は増減の話よりも町長の姿勢、ですから予算査定のとき、町長のほう

から「厳しいから減らしてくれ。」と投げかけられたのか、あるいは事務レベルのほうが「いやいや、

今みたい説明の状況だからこうしましょう。」と、そういう中で査定されたのか、その辺をちょっと

伺いたいなと思っています。 

 それと、今、モニター価格を言っていましたけれども、白老町の消費者協会でもモニター価格を

やっているのですよね。それと、今、スタンドなどを歩くと 147、８円から 150 円くらいの間でや

っています。だけれども、今うちの価格は 147 円くらいで設定していると思いますけれども、これ

だけ大量に購入していても決して安くはないのですよ。その辺がどうかということを聞いています

ので、再度答弁願います。 

○委員長（及川 保君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 交際費の関係、私のほうから言います。今、実際、例えば前田委員も企業

誘致をやって知っていると思うのですが、例えばお客さんと会食したりすることもあります。その

分、私自分の分は払っておいて、除いた分を請求するとか、課長さんでも何人もおります。会った

場合に、我々の分我々で払いますということで、昔とは考えられないような対応をしながらやって

いるわけなのですよ。それと、企業誘致も１回、２回、行って来るものではなく、いろんな話をし

ながら今やっているわけなのです。 

それと、今、いろんなプロジェクトをやっています。そういう中で白老町の物産を持ち寄りなが

らやっているということで、決して、私もかなり個人で払っているものもあります。私も企業誘致

をやっていますから、過去にそういうのはなかったと思います。それは、前田委員もご承知だと思

いますが、それだけ我々も、課長さんたちもこういう時代だからということでやっていますので、

その辺、やっていてここまでということなのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） いいですか。はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 確かに、実勢価格と比較すると役場の価格は若干高いかなという、

感覚で言えばそういう感覚というのは同感だと思います。町内には、全道展開している某メーカー

がございますので、そういった業者に対抗するために実際安く抑えられているという実態がござい

ます。果たしてそれが本当に適正な価格かどうかというところも、行政としては検証した中で、価

格を決定しなくてはいけないと。ただ、安いところであるから安いのに追従して役所の価格も安く

しなければいけないと。僕は単純にはそうはならないと思うのです。ですから、その辺のところも

十分に検証させていただいた中で、本当に実勢に近い価格に近づけていきたいと思っておりますの

で、この件については検討させていただきたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 今の燃料の関係です。今の答弁もそうですけれども、あくまでも町民の目

線にたって価格を設定してください。そこです。 

 それと私は、今、町長がお話されたのを理解しています。私は減らせという意味ではないです。

飴谷町長も宮崎県の東国原知事のような、非常にふあっとしたキャラがありますので、ぜひ白老町

のためにそういうことで宣伝して、白老のイメージを上げて物産、企業誘致をやってもらえるのな
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ら、効果が出なければいけないですけれども、多少交際費が上がってもいいと思いますよ。それは、

堂々と必要なものは出すべきなのですよ。その中で議論されても私は結構だと思っていますので、

ぜひ頑張ってください。 

○委員長（及川 保君） はい、ほか。保留分ですね。岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 答弁保留の部分でございます。一つ目に大渕委員からご質問ありまし

た委員会の数でございます。総体で 41 審議会ございます。ここに、開催状況までは、この場で全て

をチェックが困難な状況でございますが、質問の主旨は十分理解できますので、何もしないのに予

算計上するということはございませんので、必要の部分は今回予算計上させていただいたというも

のでございます。 

 それから、吉田委員からのご質問でございます福祉協会の事業の縮小の内訳でございますが、職

員に当たっては、宿泊助成等の優待制度というのがございまして、利用券を持っていくと宿泊が少

し安くなるという部分があるのですが、これについて事業が縮小されたという部分がございます。

それから、毎月共済便りというのが発行されていまして、昨年までは道内の全職員に毎月１部ずつ

あったのですが、それも各課で回覧する程度に部数もかなり削減されてきたということで、福祉協

会の事業そのものが大幅に見直しされたことによって、かかってくる負担が減ってきたということ

で、町の持ち出しも減ったということでございます。以上であります。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、それでは次に進みます。 

 114 ページ、２目姉妹都市費から123 ページ、８目車両管理費まで。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） これ全体に言えるのですが、ページをめくると火災保険手数料とずっと

ありますね。60 何カ所くらいあるのだ。ですから、先ほどのガソリンもそうなのですが、できるだ

け町内から平等に買うには、148 円なら 148 円で、みんなで決めてくださいと。そして、町内のス

タンドから平等に買ってやるのが、私は町のやることだと思う。それで、この自動車税や火災保険、

これをめくるとずっとあります。私これ、全部黄色い線をつけているのがみんなそうなのですが、

たくさんあるのですが、こういう白老の財政状況ですから、これをできるだけ皆さんと保険会社が

あれば、できるだけ平等に分けて、それから平等な保険料にできるだけ設定しなさいと。先ほどの

ガソリンと同じに平等に、まちの中にみんなお金が落ちるように、このような考え方でやって欲し

いと思うのですが、この車両保険、車検、それから火災保険ですね。これはどのくらいの件数があ

って、火災保険の件数がどのくらいあって、車両保険の件数がどのくらいあって、どのくらいの額

か。それから車検は、車の管理おそらく80 何台くらいしていると思うのですが、これも平等に分け

るように修理工場に入れているのかどうか、このことについてお聞きしたいと思います。全体的

に・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 最初の燃料の件なのですが、これ基本的に町の方で単価、その月

決めましたら、町内どこでも一律の単価でそれで買ってくださいというふうな制度にはなってござ

います。 

 そこの部分については、今の現状ではそういう形になってございませんので、各スタンド、石油
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販売している所に平等にいくような形というようなことですが、それにつきましてはなかなか、ど

ういうふうに振り分けるかという部分で、そこの基準が、本当に平等を保てるような何か基準があ

れば、本当に公平性が保てるかもしれませんが、基本的には各課車両を管理しているところ、ある

いは各課で持っているところ、そういうところ、あるいは各施設で燃料費などを抱えているところ、

そこに従来の取り引きの形態の形でやっていただいているということで、大体の業者さんについて

は、従前と差がつかないような形で取り引きさせていただいていると考えております。 

 あと、車の件は私のほうで押さえてございません。火災保険関係、建物や何かのですね、それ資

料を整理させて後ほどご答弁させていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４８分 

                                        

再開 午後 ２時００分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 建物の火災保険でございますけれども、それにつきましては平成

20 年度の予算措置としまして総額、一般会計、企業会計含めまして 940 万円ほど見てございます。

これ件数にしますとものすごい膨大な件数がありまして、ちょっと件数、全部足さなくてはいけな

いので速答はご勘弁いただきたいと思うのですが、これ建物につきましては、町村の建物災害共済

組合というのがありまして、そこに一括加入しているのが現状でございます。非常に安く入れるも

のですから、そこを利用させていただいております。 

それから、車両関係の車検、これにつきましてはずっと、例えば土木の重機はことしはあそこ、

それからこの車はあそこということでローテーションしてずっとぐるぐる回して、平等に皆さんに

当たるようにということになってございます。それと自動車の保険については、今、見積り合せと

いうことで、実質競争入札みたいな形でやらせていただいております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 私が言っているのは、入札するのもいいのだ。さっきのガソリンと同じ

で安いところにする。しかしながら、まちで業者がいたら、できるだけみんなでわけあってやるよ

うにしたらどうだと私は言っているのですよ。こういう財政が厳しくて、町民が負担するのはみん

な平等に負担するわけだよ。であれば、こういうものもできるだけみんなで回してやったらという

ことを言っているのです。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 先ほど、この燃料関係の単価は石油事業協同組合と契約している

ということで、実は石油事業協同組合のほうで、その平等を保つために組合さんの方で、組合傘下

の方々に平等に当たるように、実は振り分けているというのが実態でございます。そういうことで、

基本的には今の状況でもできる限り平等に行き渡るように、そういうような措置にはなってござい

ます。ただ、前田委員がおっしゃったような１円でも安くという部分につきましては、そういうよ

うな形も今後検討しなくてはいけないというふうに考えています。以上です。 
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○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか。ございませんか。はい、14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 121 ページ、町有林の管理事務についてお伺いしたいと思います。13 節

の委託料のところなのですけれども、事務事業の委託料、ここのところに町有林の保育事業委託料

と管理業務の委託料というのがあります。これの中身をお聞きしたいのと、例えば町有林の間伐後

の維持管理もここの中に含まれているのかどうかについてお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 今、町有林管理事業の中の委託料の部分ですね。それで町有林保

育事業委託料と町有林管理業務委託料、これについては除間伐等の町有林の材の価値を高めるため

に除間伐をやって森林の伸びを良くする。そういう管理委託の部分です。それで、その後の平たく

言えば除間伐の保育という部分です。 

 それから、今言った町有林管理業務の部分でいえば、除間伐した後に保育という植林、するかし

ないかという部分なのですが、おそらく今の除間伐でやるのは、自然萌芽という、要するに切った

後にほかの木から落ちてくる種で自然に芽を出していって、そういう生業の仕方をやっております。

以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 考え方がわかりましたので、例えば除間伐後の維持管理の形の中で、多

分これが 600 万円近く予算を見ていると思うのですけれども、例えばこれから常任委員会等々で、

こういったことの視察や何かも入るかもしれませんが、予算計上のことについて何点かお伺いした

いと思います。 

 これ、例えば飛生の奥だとか、ほかの町有林の中で占める面積、結構あると思うのですけれども、

例えば間伐して残さなければならない木だとかありますよね、絶対、あるはずなのですけれども、

間伐した後が例えばはげ山というか、木が１本もなくなってしまって踏まれてしまってたような状

況になっているような状況の所があるという話を僕も聞いているのですけれども、実際そういった

ところの管理監督という部分では、課の方ではどうとらえていらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 今、町有林の部分でいきますと 620 ヘクタールくらいあります。

その中で人工林が 172 ヘクタール、天然林が 445 ヘクタール、それから無有木、木の生えていない

部分が 2.34 ヘクタール、こういう状況になっています。それで、抜木だとかそういうものについて

は間伐等していきます。それと、適正な保育というか木を伸ばすために伸びの悪いものを目印をつ

けて間伐していくというような形で、材として価値のある保育事業をやっております。それが、今、

今回の委託料の中では430 万円ほど、その除間伐の経費として出しております。 

 それから、約620 ヘクタールの町有林の管理について160 万円くらいの管理業務という形で予算

計上しております。それで、今、木の生えていないところについては、これは間伐、全部刈ってい

った場合には必ずそこに補植していくという部分で、そういう形で間伐については、これ全てオー

ケーということになっていないので、うちの町有林の場合、法律的に保安林の指定を受けたり、い

ろいろな保安林の涵養というか水水源、確保するための保安林になっていたり、そういう保安林指
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定になっている部分があります。そういうところについては間伐、皆抜というのはできない形にな

っています。そういうところについてはある一定の定められた中で除間伐をやって、そしてそうい

う補植をしていくという作業をやっております。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 今の課長のほうからの説明の中で、補植をしていくのだという話が出て

いましたね。実際まだ僕も現地へ行って、雪や何かかぶっている中で見ることもなかなかできない

ままにこの場所に立っていますけれども、例えば皆抜ではないと今言っていましたよね。ですから、

残す木は残していかなければいけないのだという状況の中で間伐をやっている。例えば、その中で

必要な木はまた植えていかなければいけないという、その予算がこの中に入っているのですよね。

維持管理の中に。 

ただ、実際話に聞くと、結局間伐に入ったところは全て皆抜みたいな状況になっているのだとい

う話を聞くのですよね。ですからその辺の状況が、実際僕も目にしていないので、ここで課長と議

論をしてもしようがないのかもしれないけれども、実際、もうそういったところがあるとすれば、

計画的に､例えば環境のまちとしての、今、バイオ、いろいろな形の中でまちが動き出していますの

で、そういった形の中で計画的に保有林というか、木を育てる動きというのは必要になってくると

僕は思うのです。 

 この予算が多いか少ないかというのは、僕は専門家ではないのでわかりませんけれども、そうい

った形の中では課としては予算的なもの、これが妥当な金額なのかどうかということをどう把握さ

れているのか、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） この事業につきましては、道の補助金をいただいてやっておりま

して、私どものほう、町有林の管理について、10 年スパンの計画を立てております。整備の仕方の

専用計画を立ててやっております。その中での予算要求、それで毎年次毎やっていくという形をと

っております。それで、そういう計画に基づいた今回の予算要求と。 

それから、今、氏家委員さんのほうで言われました皆抜状態になっている所があるのではないか

というのは、昨年の12 月に松田委員さんの方からも・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１２分 

                                        

再開 午後 ２時１４分 

○委員長（及川 保君） 再開いたします。そういうことでよろしいですか、氏家委員。まだあり

ますか。 

和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 森林の占用の中には、皆抜と卓抜と間伐という３種類ありまして、

それで今、氏家委員がおっしゃられました木がなくなっているのではないかというのは、これは卓

抜ということで、そこの面積から何本出荷していく。これは出荷可能な本数を出していくのですが、
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その作業上ほかの木まで倒したりするとそういうような状態になるのかなと思っています。それに

ついては、昨年も質問の中にございまして、私のほうでそれら、今後そのようなことのないように

町有林の占用をやっていくということで、今年19 年度にも石山の町有林、これ卓抜させていただい

ています。そういう所も昨年ご指摘受けた部分に十分配慮しながら、占用計画をやっていくという

形で今後も進めていきたいなと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 117 ページの広報の関係なのですが、この広報は町民まちづくり活動セ

ンターのほうに移行しておりますけれども、これは町民の目線で、そしてわかりやすい広報づくり

ということで、それも一つ含めていますし、これにかかっている職員のレイアウトだとか写真を撮

るだとか、そういったもの全てを含めて効果的にはどうなのかなというのと、それから町民に広報

が変わってどうだったのかという反響をどうのようにとらえているのかなというのが１点と。 

 123 ページの公用車集中管理業務のところなのですが、先ほども質問が出ていましたけれども、

前の予算説明のときにはリースにするということが載っていましたよね。それでリースにすること

できっと車検代だとか保険料とかかからなくなるのかなと思いながら、かなりメリットがあるのか

な、どれくらいのメリットがあるのかなというふうに１点。 

 それともう一つは、集中管理の業務委託をしていましたよね。どこかにしていたはずなのですが、

それが年間 140 万円くらいあったのですが、これが今回の予算ではないのですね。ということは、

職員が減った中で職員が車を洗ったり全部やるのかなと思いながら、その辺確認したいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 昨年から、広報の編集作業を町連合のほうへ委託したということ

で、その結果、毎月編集会議を行政側、経営企画課とそれから町連合、それから町民活動センター

の担当者とですね、毎月編集会議をやりまして、それでその度にいろいろ改善策等持ち寄りまして、

より良い町民の目線で、町民の広報となるような形で現在編集作業をしてございます。 

 その中の成果と言えます部分では、社協で出しております「ほほえみ」、これを12 カ月のうち２

カ月分登載、それから町連合と防犯協会だよりですね、これ従前別々で出していたものですが、そ

れを 10 カ月の間に、防犯協会、町連合、お互いに協議した中で、割り振りして出すという形で、よ

り広範囲で町民の生活に密着した広報誌として改善してやってきたところでございます。 

 それと、次の反響についてなのですが、ここの部分につきましては、まだ今年５月号からやって

いるものですから大きな反響という形では、まだ町のほうに特段きておりません。それも、町がそ

ういう形で委託しているのですよといったことも、まだ十分に周知していない部分もあろうかと思

っております。その辺のところにつきましても、20 年度におきましてはより周知した形で反響をと

らえるような形。その反響をとらえて更に改善を重ねていくと、このように考えておりますので、

その辺も十分検証した中で今後より良い広報誌づくりに励みたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 私のほうから、公用車の管理状況について２点ご質問がありましたの

でお答えいたします。まず、１点目のリースのメリットでございます。現在、公用車というのは総
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体で、消防車両だとか、特殊車両も全部入りまして89 台ありますが、一般的に公用車と皆さんいわ

れているのは、多分役場横にありますライトバンタイプのことだと思いますが、それが25 台ござい

まして、そのうち今年15 台リース化にしたいというふうに考えてございます。 

その結果、３点目のご質問ありました、委託料の業務委託も含めて 148 万 3,000 円減額していま

すが、トータルで20 年度について173 万 5,000 円。これが削減効果として現れてございます。 

 ちなみに、これ５年間リースで考えてございまして、５年間ですと 867 万 9,000 円ほど削減効果

が出ると。これは、今まで車検、それからオイル代だとかタイヤ交換、タイヤが減ればタイヤも取

り替えなければならない。そういうのを全部含めてリースに移行しますので、削減効果が出てきて

いると。 

一方で、今業務委託している部分がございますが、それは職員が管理体制を設けて、パソコン上

で、きょうは車が何台空いているというのを見えるようにしまして、利用できるように総務課のほ

うで対応していきたいなと、このように考えています。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 大変ご苦労されているというのはわかりましたけれども、小さな話なの

ですが、広報に広告を載せるようになりましたよね。広告料というのはどこに入るのですか。元気

に広告を載せるようになりましたよね。その広告料っていうのは、委託した先の方へ入るのか白老

町に入るのか、大きな金額ではないと思いますけれども、確か一枠１万円とか何かなっているはず

なのですが、その広告宣伝料というのはどちらのほうに入るのかなと思っていたのですが。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 広告料は町の一般会計の歳入歳出の方に載ってございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか。はい、６番、鈴木宏征委員。 

○６番（鈴木宏征君） 114 ページの姉妹都市なのですが、今後の姉妹都市交流の方向というので

すか、こういう時代ですのでどのように考えているのかということを１点と、118 ページ、財産管

理費なのですが、私の見間違いなのかもしれないのですが、平成 19 年度では賃金ですね、臨時事務

職員の分がなかったと思うのですが、これが計上されたというこの理由と、その（２）のところの

町職員住宅の管理経費なのですが、今、町の職員住宅を町民の方に貸しているところも出てきまし

た。それで、今、職員住宅を何戸くらい貸しているのかということと、今後、今通りながら見ると、

職員住宅、結構空いているところもあるのですが、この住宅を町民に貸していくというそういう考

え方を持っているのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 私のほうから１点目、姉妹都市協会の関係でございます。ことし４月

から姉妹都市、トータルの大きな話は総務課が所管しておりますので、私のほうからご答弁申し上

げます。 

 それぞれ、国際的にはカナダケネル市、国内はつがる市と仙台市ということで交流を行ってござ

いますが、以前から、委員からもいろいろご指摘のあったとおり、交流の内容だとか回数だとかと

いう部分は十分承知の上でのことと思いますが、ケネルについては昨年ありまして、ケネル側とし
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ては毎年でも交流したいくらいの思いというのは、こちらへ来られたとき、また行ったときの中で

ございますが、白老町の財政状況もございますし、それからケネルさんのほうの状況もあって、そ

の辺はやはり十分議論しながら、交流を深めるにしても行ったり来たりというのは大変費用がかか

るし、参加者にも負担になるので、その辺やはり、何かの大きな事業があったときに考えましょう

と、こういうふうになってございます。 

 また、つがる市あるいは仙台市は、行政が主というよりも民間のほうが非常に主体になってござ

いまして、つがる市においては姉妹都市協会が主催して、白老町にお越しになって特産品を売り込

んだりということもやっていますし、また、町のほうは歴史にふれる旅、そういう機会をとらえて

参加していきたなと思います。 

また、仙台市においては別な科目でございますが、今年は仙台のほうで大きな周年事業があると

いうことで、そちらの方に民間の方が参加するというようなこともとらえてございます。全国的に

姉妹都市の仲も、一時は非常に交流が盛んな時代もございましたが、こういう時代背景でございま

すので、お互いよく話し合って、民間ができることは民間、それからどちらかというと子どもが主

体になってきていると。こういうふうな方向にございますので、今後もこういったところを中心に

交流はしていきたいなと、このように考えています。 

○委員長（及川 保君） はい、後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 職員住宅の空いている部分についての質問でございます。先に、一般

質問の中でも答弁させていただいておりますけれども、要するに、公営住宅以外の部分として町民

の皆さんに開放しようかという部分がございます。具体的には、まだ煮詰まってはございませんが、

一般質問の中でもお答えしましたけれど、災害等で一時的に家を失ってしまったと。急遽住宅が欲

しいのだけれども空いていないという、そういう緊急避難的な住宅であるとか、それから町外の方々

が白老に仕事を求めてくるときに、今の公営住宅の中では収入基準とか年齢とか、いろいろ制約が

ありますので、そういう制約のある人たち、制約に引っかかってしまう人たちの住宅向けにという

部分も含めながら、新年度の早い時期にその辺を確立しまして、要するに一般に開放していきたい

と、こういうふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 財産管理の部分で、昨年度臨時職員が計上されていなかったとい

う件でございますけれども、これにつきまして昨年度嘱託職員という形で雇用させていただいてお

ります。ですから、昨年度は給与費のほうで一括してカウントされていまして、今年は経費削減と

いう意味から、臨時職員でお願いしたところで、今ここに計上させていただいたというところでご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。はい、ほか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 117 ページの広報活動経費のところで、先ほどもほかの委員の質問もあり

ましたけれども、広報元気の編集作業というのですか、こういうのに今回早期退職された職員の皆

さん、再任用された方々でやってはどうかと、そのような検討はまずされたのかどうかということ

が１つ目です。 
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 それと２つ目に、先ほども話がありましたけれども、実際に最近の広報、ちょっと文字が小さい

というのですか、ほかの新聞社では、皆さん高齢化しているということで、文字を大きくしたりと

か工夫しているわけなのですけれども、内容はいっぱい書いてはあるのですが、本来、町の広報と

いうのは町民の目線とおっしゃいましたけれども、必要な情報が欲しいということで広報があると

思うのです。そこの中で、あれだけごちゃごちゃしていると、正直言って高齢者の方々から「大変

なんだよね。」「めがねをかけて、天眼鏡までつけないとちょっときついんだよね。」という話も聞い

ているのですけれども、ですから、その２点いかがでしょうか、どういうふうにとらえていらっし

ゃいました。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 広報の編集につきましては、皆さんご存知のとおり、今、町連合

にお願いして、以前苫民にいらっしゃった方にお願いしているところでございます。そういったプ

ロの方にやっていただいているということで、できましたら町の特定嘱託員の方にも、今後、そう

いう希望があれば、現在柱となっているのはお１人でやっているわけですから、何か事故だとかそ

ういうことがあったとき、対応できなくなるということがありまして、そういうことも含めまして、

委託先が今の体制でいいかどうかという部分は、実は検討しております。その辺、そういう経験者

の方が特定退職で、そういう希望があれば、それをチャンスに、そういう部分も考えたいと思って

ございます。 

 それと、文字が小さい。これ、ことし町連合に委託したから、特段小さくなったという意味では

ございませんよね。一般的にちょっと小さすぎるのではないかということですよね。その辺につき

ましては、先ほどご説明しましたように、ほほえみだとか町連合だよりだとか防犯協会、そういう

部分も一緒に入れた方がよろしいと。いいのではないかという中で、決められた紙面の中でやって、

発行される月によって非常に、行間だとかを圧縮している部分が、実はありまして見づらいという

部分も中には、記事の中にはあったかなと思っています。その辺は十分課題としてとらえて、道新

も大きくなると、見やすい字体になるというような時代の流れ、そういうふうになってございます。

そういったことも含めまして字の大きさ、それから字の大きさだけではなくて、字体によっても実

は全然見え方が違うのですね。そういったことも考慮した中で、新年度できるだけ皆さんに見やす

いというような紙面にしていきたいと思いますので、そういうことで改善していくということでご

了承いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） ３点ほどお聞きします。まず、117 ページの東京白老会ですけれども、こ

れについては事務事業経費の中でも廃止していきたいと、こう言っています。それで、廃止の予定

時期等を今回の予算審査の中で議論されたのか、そして、ここで計上している額はさほどの額では

ないですけれども、同じ庁内からでもよその課、あるいは議会も２人くらい行っていますけれども、

あるいはその他のかかる経費、東京白老会に合わせて19 年度はどのくらいのお金をかけているのか、

そして今、言ったように廃止の予定時期をいつと考えているのか、十分に議論されたのかというこ

とです。 
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 それと、同じく 117 ページで、今、同僚議員からありましたけれども、姉妹都市協会の運営の関

係、民間に任せるものは民間に任せると。当然だと思います。ただ、253 万 5,000 円という金額で

すけれども、この事業内容あるいは人件費など入っているのかどうか、その辺の運営方法をお聞き

します。 

 次に、職員住宅の部分について長年の懸案だったけれども、今、建設課長から積極的な発言があ

ってぜひやっていただきたいと思います。ただ、関連で伺いますけれども、職員住宅もかなり空き

ができているのですよ。そういう問い合わせもあるし、多分、平成 12、３年ごろ、北吉原の教員住

宅、土地つきでアパートを売った記憶があるのですよ。あれから全然進んでいませんので、同じや

るのでしたら、職員住宅と教員住宅合わせて町民向けに１日でも早く開放して欲しいと思いますけ

れども、その部分がどうかということであります。 

 それと、車両管理の中で、今お話聞いて 25 台のうちリース 15 台ということですけれども、細か

い話を聞きますけれども、車両ナンバーで8541 という車はどうなのかお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 住宅の関係での質問でございます。前田委員が言われましたように、

私どものほうとしては先ほども申し上げましたが、一般開放に向けての検討を進めておりまして、

20 年度の早い時期に成案として、やって進めていきたいなと。それで、その中に町の職員住宅だけ

ではなくて、教職員住宅、これは社台から虎杖浜まであるわけですけれども、それらの中で空き状

況を最近つかんでおりまして、更にその先生方の動向といいましょうか、転勤、異動等もございま

すので全部が全部そういうふうにはならないかもしれません。それから町有住宅も含めてですけれ

ども、そういう意向を確認した上で、先ほども申し上げましたような企業に、あるいは地方から来

る方に、あるいは災害等々の緊急避難的な部分、それらの戸数の配分といいましょうか、そういっ

た部分を教職員住宅も含めて検討することとしております。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 私の方から、姉妹都市の関係でございますが、運営経費 253 万 5,000

円の内訳です。人件費１人分、それからプラスして行事あったときに短期的に臨時もございますの

で臨時職員分。それから、運営費補助ということですね、消耗品、通信費、こういったものが含ま

った金額でございます。 

 それから最後４点目の8541 という車両でございますが、現在、寿幸園のほうへ貸している車両で

ございまして、これについては継続してまだ使っていく考えでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 東京白老会につきまして、全体の経費、職員参加している部分で、

これについてはちょっと時間いただいて、あとで報告したいなと思います。それから、東京白老会

の今後の部分なのですが、今年度に東京白老会の事務局とも十分協議をして、東京白老会の存続に

ついて協議を進めるということで 20 年度に、その辺の今後の方向性を決めたいなと思っています。

以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。 
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○２番（前田博之君） まず、姉妹都市協会人件費プラス臨時ですけれども、金額とですね、ケネ

ルも今年来ないということと、姉妹都市交流それほど盛んではないという話が今あったけれども、

これだけの人件費を補助してやるだけの事業があるのかどうか確認します。 

 それと今、8541 の車お聞きしましたけれども、寿幸園にいっているという話が、寿幸園は民間法

人になっているのですけれども、そこに対して町の公用車がいっているということは使用料もちゃ

んと取っているのか、取ろうとしているのか。抹消されて向こうの名義になっているのか、その辺

の状況をお聞かせください。 

○委員長（及川 保君） はい、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず１点目の姉妹都市の関係でございますが、以前は姉妹都市交流と

いうのは町職員が事務局を持って全てをやっていました。人件費分というのは、例えば当時でいえ

ば 800 万円なりの１人分の人件費がかかっていた状況がありました。それは今、ＮＰＯ法人のほう

へ委託したという経緯はございますけれども、内容的にはやはりケネルからも、例えば英文でいろ

いろな文章がきたり、実際の行き来はないにしても交流事業としては現実にあるという部分、英文

でのやり取りの翻訳なりをしてですね、向こうに出したり行ったり来たりとそういう部分があった

り、あるいは国内の姉妹都市の関係もそうですけれども、先ほど申し上げたとおり、去年も姉妹都

市先方側の姉妹都市の方が来られて、実際にここの運営補助をしている団体が、その対応をすべて

やっていただいていると、そういった部分もありますので、姉妹都市の周年事業がない年だからあ

るなしという、その分は逆にプラスに、オンになっていくと思います。だから通年で最低必要な人

件費ということで助成してございます。 

 それから、公用車の関係でございますが、私の説明不足もあろうと思いますが、19 年度はまだ参

事職で職員がおりまして、寿幸園にも派遣しているという状況があったものですから、その部分で

車をお貸ししていたという部分がありますが、20 年度はまた戻すという考え方でございます。あく

までも、去年は過渡的な部分で車を用意していたという経過がございます。 

 説明が不十分でございまして、ただいま言いました寿幸園、天寿会のほうに現在、19 年車を２台

貸し出ししていたのですけれども、補足説明いただいて20 年以降も指定管理者という部分で、仕様

の中で車を貸しますという状況になっているということなものですから、その部分については引き

続くと、こういう形になります。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村行財政推進室特命担当参事。 

○行財政室特命担当参事（岡村幸男君） 当時、私のほうで指定管理の関係担当していましたので、

私のほうから補足させていただきますが、いわゆる建物それから運営のために必要な備品というの

は町のほうで全て用意して、運営自体を行っていくという形になります。 

 実際、運営にかかる消耗品関係、これは全て運営経費のほうで賄っていただくという形になりま

す。ですから、備品については町の方からお貸しする形で、なおかつそれにかかる、例えば燃料代

がかかるですとか、車検費用がかかるですとか、保険料がかかるとかこういうものについては指定

管理者のほうですべてみるという形になってございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほか、ございませんか。５番、山本浩平委員。 



 48 

○５番（山本浩平君） 質問の予定ではしていなかった件なのですけれども、今の前田委員の質問

の回答の中で、東京白老会について先方の事務局とお話をして今後の方向性を決めていきたいよう

な主旨に取れるような回答でありました。私、思うのですけれども、この東京白老会というのは、

基本的には東京在住の白老出身者が入会しているわけですね。 

 どこの自治体でも、例えば苫小牧に何々県人会だとかいろいろあるわけです。こういったものを

町のほうで必要か必要でないかとか議論するのではなくて、先方のほうからそういう話が出て、必

要ではないから、もうこれは止めたいのだという話が出ているのかどうなのかということがまず一

つですよね。 

 それと、私はこういう会、計上で27 万円、それほど大きな金額ではないですよ。これを支出して

年に１回、白老町出身者が誇りを持って東京でいろいろな仕事をされたり、あるいは白老に関連の

ある大企業の幹部の方が集まったり、あるいは地元選出の国会議員がそこに顔を見せたり、その中

でいろいろな政治や経済の話が私はできると思うのです。 

 そのときに、実は白老としては、今、ちょっとこういうことが懸案事項なのだというお話も出席

した理事者が、そういった方々と懇談できるというのは、私は重要な会議の一つではないのかなと

考えるわけですよ。ですから、ただ単に経費削減だからいるとかいらないだとか、そのような問題

ではないというふうに思うものですから、質問の予定ではなかったのですけれども、その辺のとこ

ろの見解をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 東京白老会の関係なのですが、今、うちのほうで補助金という部

分で対応しているのですが、これを東京白老会独自の運営できないかという部分を20 年度の中で事

務局のほうで検討して、うちと打ち合わせをするということです。私先ほど、存続の話をしたので

すが、そうではなくてこの東京白老会の運営を、今、町からの支援を受けてやっているのですが、

それを自分達自らの中で運営していく、その方向性について 20 年で検討していくということです。

以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） わかりました。先方の方との話し合いなので、その辺は町の財政的なもの

も理解していただければ、何もゼロにする必要まではないと私は思うのです。やはり、そういった

ものを会員の方に開いていただいているのですから、向こうがゼロでいいよということであればい

いかもしれませんけれども、やはり町としてもそれなりの、例えばこの27 万円でなければ半分でも

いいですし、また更に低い金額でも結構ですけれども、その辺はやはり誠意を事務局のほうにも町

としては残して見せておくべきかなというふうに考えます。これ意見としてですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。はい、それでは次に進みます。 

 122 ページ９目企画調整費から 131 ページ諸費まで、質疑のあります方はどうぞ。はい、10 番、

大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 123 ページの企画調整費で、簡単で結構です。一つは、道道白老大滝線、

ことしの予算で何か変わったことがついて、例えば通年通行がどういうふうになるのか、あと竹浦
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の直轄明許、これも国だと思うのだけれども、これはいつまでですか。終わるのはいつまでかとい

うことと、あと、この前の質問の中で、道道白老大滝線、港まで行く鉄道のオーバーブリッジ、か

なり入るということなのですけれども、そういう関係と国の関係の事業での進捗状況で、今、言っ

た部分についてのお知らせを願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 竹浦地区の、国営直轄明許なのですが、それの負担事業。20 年度

で終了になります。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） 道路関係で２つの質問がございましたが、まず一つ目、道道白老大滝

線の港につながるところですが、こちらのほうは白老の街路名でいきますと、白老西通りというこ

とでございます。平成 20 年度、もう間もなく４月になりますが、20 年度から橋梁の立体交差部分

に着手しまして、おおむね３年で完成させたい。こいうふうに聞いてございます。 

 それから、白老大滝線の通年通行の部分でございますが、現在、計画している全ての防雪対策、

災害対策部分の施設を完了はしているのですけれども、ことし、地域によって降雪量の多い少ない

はありますが、それらの自然状況をもう少し見定めた上で、全て計画した防雪策、災害対策施設の

一応終わっているのですが、それで本当に十分なのか、まだ不十分な部分あるのかどうか、その辺

の見極めということで18 年の冬から今年２年目になりましたが、そういう状況で、降雪の状況、試

験除雪もやっていますが、それらの状況を踏まえながらできるだけ早い機会のその調査を終わらせ

て、その上で通年通行と。 

現在は、今 19 年度なのですが、19 年度におきましては、18 年度と違うところとしては、18 年度

の場合は年末までしか車を通していなかったという部分がございますが、19 年度からは年を明けた

ところから通行止めと、細かく言いますと１月７日まで通行が可能でした。それから今のところで

は４月の 25 日まで、26 日から開放というふうなことで、先ほど言いました調査を含めて、できる

だけ通行止め期間を圧縮していくというふうなことでやってございます。それほど長くはかからな

いのかなと思いますけれども、安全のためもうしばらく見たいと、こういうふうなことでございま

した。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） わかりました。ということは新たな工事があって様子を見るということ

ではなくて、状況を見て通すか通さないかを決めるというだけのことだという理解でいいですか。 

それと、一つ落ちました。白老川の関係で、以前から言われていたことについて、予算の関係も

含めて白老川の河川対策については、全く道の予算はありませんか。 

○委員長（及川 保君） はい、後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君） まず、道道のほうからお答えします。大渕委員の言われるとおり、今

の時点では先ほども言いましたけれども、新たな投資の部分としては一応終わりました。繰り返し

ますけれどもそういう調査、降雪等の雪氷等の状況を見ながら、これで安全だという確認が取れれ

ば後は通年通行に向かって、道の財政厳しい中ではありますけれどもやりたいと。さっきも言いま
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したけれども。その辺の見定めの時間という部分がありますので、いつからかというのはちょっと

今申し上げられる段階ではございません。 

 それから、白老川の治水対策の関係ですが、道の予算としては、国費ではございませんが、道の

単独費で調査費が組まれております。金額については承知しておりませんが今までの打ち合わせの

中では、まず、ダムがあった後も、その後ダムがなくなった後も、治水対策の基本的な考え方は、

安全度として計画規模について50 年と。そのうち比較的下流のほうですね、インターから下流のほ

う、住宅密集地になりますが、そういったいわゆる人が住んでいて、何かあったときに危険にさら

される部分が下流側に集中していますので、そこについては50 年でやれればいいのでしょうけれど、

まずは 30 年で整備をしたいというふうなことで聞いてございます。 

 それから、最近の動向としましては、平成19 年度にいわゆる再評価といいましょうか、もともと

ダムありきでつくった河川断面ですので、現在はそれではどの程度の安全度があるのかという、い

わゆる現況の再評価、再調査ですね。流下能力があるのかという部分での再調査をしてございまし

て、同じ調査を20 年度も繰り返しますが、今時点でわかっているのは、17 年度までないのかなと。

と言いますのは、ダムなしに決まってからもう10 年近くなるということもございますし、その後河

畔林がかなり大きく繁茂したという部分がありますので、断面が小さくなったのではなくて、河畔

林の繁茂によります流下能力の阻害というのがありまして、安全度が若干低くなっているのかなと

いうふうなことで聞いております。 

それで、整備経過につきましては、もちろん白老町さんともお話をさせていただきますが、町内

会とか自然保護団体とか、なぜ自然保護団体かと言いますと、今いった河畔林が非常に繁茂してい

るという部分がありまして、あれを全く皆抜していいのかという部分もあるでしょうし、そういう

のを残しながら先ほど言いました暫定30 年をやろうとした場合にはどういう方法があるのかと、こ

ういう部分については20 年度までに現業所が我々のほうに相談すると、こういうふうなことでござ

います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほか、ございませんか。はい、９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） ２つお聞きします。124 ページのサミット的なものの件なのですが、いよ

いよサミットを歓迎するというような報道がいろいろ出てきているわけですけれども、ここの推進

事業の中で、説明では食材ＰＲをやりたいのだという話でありました。そもそもサミット事業で、

どんなことで官庁は考えられているのかということと、それからＰＲ、何を期待しているのか。そ

のあたり伺いたいなというふうに思います。 

 それから、129 ページ。町内会連合会の予算が、昨年度から見ると 180 万円ほど増額になってい

る。これから町連合などへの、ますます協力してやっていくということの期待というのはわかるの

ですけれども、どのような役割が増えていくのか。どのようなことを考えられて予算が増えている

のか。そのあたりお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうからサミットについてのご質問にお答えいたします。ど

のようなことを考えているか、何を期待しているかという部分でございますけれども、基本的に全
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国のプレス約 3,000 名。それから世界から 1,000 名のプレスがこのサミットに注目してこちらのほ

うへ参ります。それで、そのメディアの力を利用しまして、まずは白老町の観光資源だとか食材、

それから環境の取り組み。そういったことをまずメディアに乗せてもらって日本全国世界に発信し

てもらうと。そういうことを考えてございます。 

 そして、更に具体的に考えているのは、メディアセンターが今、留寿都に建設されております。

そこで白老牛などの白老の特産品をそこの食事に使ってもらう。もっと欲を出せば、ウィンザーホ

テルで使ってもらえないかな。そういったことを目標にしてＰＲしているところでございます。 

 今般、この予算計上しているのは、その辺のところについてはまだ具体的な中身が、ほとんど外

務省も決まってございません。ですから、実際的な予算は計上してございません。今回計上してい

るのは、この胆振地域で歓迎の機運を盛り上げようということで横断幕だとか懸垂幕、のぼり、そ

れらを一斉に掲示するという、各自治体足並みをそろえてやりましょうということ、そういった取

り組みの計上でございます。 

 ですから、更に具体的な取り組みが、外務省あるいは北海道のサミット推進局、そちらのほうで

具体的な動き「白老町さん、こういうようなことでお願いします。」だとか、そういったことがくれ

ば、その時点で補正予算をつけさせていただいて対応したいと、このように考えております。 

○委員長（及川 保君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 町内会連合会に対する補助金の増額部分のご質問でございます。

これにつきましては町連合の運営費については昨年同様の 433 万 3,000 円を計上しておりまして、

これにプラスする分としまして、従前緑化推進活動支援事業補助金というものがございまして、こ

れについて町内会等の自主的な活動として位置づけることが望ましいという形で、20 年度から町連

合補助金に一括して合算されて補助するものでございます。 

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） サミットの件はわかりました。ただ、大分以前からサミットに来られる幹

部の夫人を白老でお迎えするのだという話を、随分あったのですけれども、そういう話が現実的な

のかどうなのか。煮詰まってきているのかどうなのかということ。国や道から迎えられるような要

請というのはないのかどうなのか。それから、役場ではなくて他の組織、観光協会だとか商工会だ

とか、そういう外郭の団体で歓迎するような動きというのは起こしているのかどうなのか。そのあ

たり伺いたいと思います。 

 それから、町内会のこと、緑化推進といいましたけれども、いわゆる花の苗だとか何かのことと

考えていいですか。花の苗を町内会に渡すのにお金がなくなったとか、有料にするとかという話が

あった、それとの関係というのがあるのかどうなのかそのあたりと。 

 それから、もう一つ教えて欲しいのは、昨年でしたか、町内会の法人化のことについて話があっ

たと思っているのですが、単に町内会で、今法人化されているところというのがどれだけあるのか、

その法人化の役割あたりを教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） サミットの件でございますけれども、夫人プログラム、今現在、
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配偶者プログラムということで呼ばれているのですけれども、その件につきましては今ご存知のと

おり、中央のほうの政権が非常に不安定だということで、外務省のほうもその辺につきましては、

７月７日、８日と来るわけですけれども、７月８日がＧ８の会議が行われると。そこの部分に全力

投球している模様で、それ以外の行事についてはまだ具体的に何も示されていない状況です。そう

いった意味では、斎藤委員のご質問のどの程度なのだという部分には、現在お答えできないという

ことでご理解いただきたいなと思います。 

 それから、他の組織の歓迎と、この部分につきましては、今、配偶者プログラムのほかにも、い

くつかプログラムを誘致するという考えは町持っていまして、それについても警備の件や何かござ

いまして、具体的に申し上げると警備に抵触するものですから申し上げられませんけれども、歓迎

という部分では今100 日前。３月29 日ですか、100 日前になるのですよ。 

そのとき、これも管内足並みを揃えてガイヤナイトというものをやりましょうということで、要

するに歓迎のための一つの行事。午後６時から午後８時までの２時間の間電気を消して省エネ、そ

の時間ろうそくで暮らしましょうと。それと同時に、Ｇ８という文字をペットボトルを使ったラン

プをつくりまして、国道だとか駅だとか人目につくような所にそういうランプで火文字を書いて、

歓迎の雰囲気を盛り上げましょうという取り組みがございます。 

 それにつきましては、今町内の団体のほうにお願いして実現の方向で動いてございます。 

 具体的に、いろいろなことが決まってくると、いろいろなところにお願いしてという、水面下で

の協議はさせていただいております。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 緑化推進のかかわりの補助金なのですが、従前の分につきまして

は白老町花とみどりの会の人件費など事務局費分、これをこの度、町内会連合会の補助金にプラス

されたということで、そういうことになってございます。 

 あと、支援団体の関係ですが、現在７団体でございます。これにつきましては町内会館の所有に

関してのみということで、会長さんが代わられるとか、そういう個人名義になるという形を避ける

ために町内会を法人化すると。町内会館の所有に限るという形で処理してございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。はい、９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 事務局分の人件費とおっしゃいましたよね。花の苗がどうなるのかという

ことも、これ町内会としてはかなり大変な問題なのですね。有料にするのか無料で配ってくれるの

か。これ最近、何年かいろいろやっているわけですよね。町連合のほうでもそれをどうするか、頭

を悩ませているところなので、そういうものがまだ続けられるのかどうなのかということでは、花

の苗とかそういう代金、そういう予算というのはまた別なのか、この中に入っているのか、そのあ

たり教えてください。 

○委員長（及川 保君） はい、和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 今の、花の苗の部分は、環境衛生費、５目の緑化推進費のところ

にうたっております。先ほど、生活環境課長の言われたとおり、それらの事務にかかる町内会の職

員の方を割愛させて、全体で緑化推進事業で持っていたのですが、その人件費分を、今回、町内会
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連合会のほうの事務局のほうへ移動したと。ただ、花の苗などについては、こちらの環境衛生費の

緑化推進費の中で見ております。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。はい、ほか。はい、15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 129 ページの町内会活動育成経費の下のほうの環境衛生推進助成事業経

費なのですが、これ確か各町単体にごみの分別と、それからステーションの管理等も含めて助成し

ているものだと思うのですが、それで間違いないかどうか。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） これにつきましては、委員おっしゃられるとおり環境美化の意識

の高揚を図るためという形で、各町内会に均等割 1 万円、世帯割で200 円。このような形で計上し

ているものであります。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） これ確か、環境問題でいろいろ質問しているときに、12 年度から有料化

になって、分別もきちんとしなければならないといったときに、そういったなかなか迷っていると

いうこともあって、それからステーション等の管理をするのに、各町内にそういう支援体制とかご

み博士のような人をつくったらいいのではないかということで、こういった制度ができたような気

がするのですが、ただ、今ここで、各町内会単体には２万円か３万円のお金がいっていると思うの

です。 

 今ここまで、財政的に厳しくなったときに、まだこれが本当に必要なのかどうなのか。分別もほ

ぼ大体落ち着いてきて、98％くらいまでの分別率が良くなって、燃やせるごみも２％くらいがまだ

混じっているというくらいの状況まできています。そういったことを含めて、まだこの町単体が、

このお金を本当に必要とするかどうか、もしこれをまだ継続するとなるとボランティア的なものが

多くなると思うのですが、そういったことを町内に、いろいろな事務事業を見直している中で、か

なり個人的なものも削減されたり、個人の負担も増えるのですけれども、そういった中でこの 300

万円という予算が、まだ必要なものなのかどうなのかということを、最近の状況を見てどのように

判断されたのか。必要だと思っているから載せたのだと思うのですが、私は、もうそろそろ町内の

意識的な改革ができてきているのではないかと思います。 

 ただ、町内でその責任者みたいに人をつけて、その人にお金を払ってやっている所もあるのです

よね。そういったことで、それが今後本当に必要なのかどうか。町連合を通じて議論をする必要が

あるのではないかと思うのですが、その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 白老町におけるごみの分別については、いち早く取り組んで、今

においてはかなり定着されている。そういう認識でおります。 

 ただ、委員おっしゃられるとおり、一部ではまだ分別率の向上がみられない所もございます。ま

た、清掃活動につきましても、実施数はかなり増加してございますけれども、いまだ未実施のとこ

ろもあるやに聞いてございます。それら等に対する町内会に対する協力の依頼であるとか、そこら

辺も含みまして町連合とも協議しながら、これについてはまだちょっと見定めてまいりたいという



 54 

ことで、今後ともこれのあり方等も含めて協議してまいりたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） この補助体制ができて、何年か経つと思うのですね。これがなくてもき

ちんとやっているところはやっているはずなのです。お金は均等に皆さんのところにいっているは

ずなのですね。それで、お金がきてもなおかつきちんとできていないところは前からきちんとでき

ていないのかなと、ちょっと厳しいですけれども、そういったものもあると思うのです。ですから、

お金を渡しているからきちんとなったという点検ができているのかどうなのか。お金はいっている

けれどまだそれは良くなっていないと、今後もずっとお金は助成として出しますのでやってくださ

いということになるのかどうなのか。その辺の意識のきちんとした改革的なものが含まれてこない

とだめだと思うのですね。 

 ですから、その辺を点検するというか、決められたことで毎年こうやって出しますよと言うので

はなくて、そのことがどう効果が出て、そしてそれが今後必要なのかどうなのか。大変な地域はど

うなっているのかということをきちんと明確に出して、本当にそれが必要なのかどうなのかという

ことを検証しながらやっていくべきではないのかなと。私は、分別はほぼ、悪いところもあるとい

うのですが、ではお金をもらっていて、悪いところはどうするのということになると思うのですね。

そういうことも含めて、今後きちんと検証すべきではないかなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 繰り返しになるかもしれませんけれども、委員おっしゃられると

おりそこら辺の効果等も検証しながら、町連合さんとも協議させていただいた中で、ここら辺は検

討させていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。再開を25 分といたします。 

休憩 午後 ３時１２分 

                                        

再開 午後 ３時２４分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再会します。先ほどの答弁保留がありましたので、

はい、和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 前田委員さんの東京白老会の経費等の話が、ようやく資料が揃い

ましたので答弁いたします。 

 19 年度の実績として、これの旅費とそれらを含めますと、町の関係では 69 万 9,000 円くらいで

す。ただ、今回の予算要求であげている２名。それで、ここには参加している町のほかの職員につ

きましては、違う業務というか、企業誘致に行った帰りにこの東京白老会に合流するだとか、それ

から物販の新たな販路のＰＲに行っているときに寄るだとか、そういう複合の仕事の合間をぬって

東京白老会の手伝いをしているという実態でございます。そういう旅費等も入れますと69 万 9,000

円ということになります。 

 それと、東京白老会という団体でやっています部分が 54 万円くらいになっております。以上で

す。 
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○委員長（及川 保君） それでは、引き続いて総務費の部分の質疑を行いたいと思います。その

ほか、ございませんか。はい、６番、鈴木宏征委員。 

○６番（鈴木宏征君） 123 ページの企画調整事務経費で関連してお聞きしたいのですが。今月の

31 日に後期の新財政プログラムの説明、全員協議会で説明していただけるというお話になっている

のですが、この計画なのですが、前期の新財政プログラム、今、後期の新財政プログラムの説明を

していただけるというふうに聞いておりますけれども、20 年度から 23 年度までの分の新財政プロ

グラムということだと思うのですが、この説明なのですけれども、前回お聞きした部分で、今回の

説明については、20 年度の分も含めて、説明の趣旨というのですか、方向としてどのような説明を

していただけるのかということを１回確認をしておきたいと思います。そこよろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） 岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 31 日にご説明を予定してございますのは、今の財政改革プロ

グラムの見直しということで、新たに新財政改革プログラムということで 19 年含めて、いわゆる骨

子で出している計画期間内で、財政健全化を図るための計画ということでご説明をさせていただき

たいというふうに考えてございます。それで、先ほど来、言われております総合計画の後期実行計

画。 

 当然私どもも、その後期実行計画の財源を確保しつつも財政の健全化を図っていくと。最終的に

は赤字の解消を目的としたプログラムということになります。内容的には31 日詳しくご説明させて

いただくことになりますが、基本的にはそういう計画を進めていく中でも、この新たな新財政改革

プログラムにつきましては、財政的な制約をきちんとかけていくという、こういうプログラムにな

るかと考えております。 

 現状で、今、最終的な詰めを行ってございまして、対策のプログラムについては、いわゆる全会

計の赤字を解消する期間と、それから財政収支のそれぞれの指標をクリアする期間というのは、若

干変わってくるかなというふうに考えてございますが、今、プログラムで見ていますのは相対的な

赤字を何年で解消していくかということで計画しておりまして、できれば当初骨子で言っている10

年というものを何とか１年でも短くするという考え方で最終的な調整に入っているということでご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。はい、５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 127 ページの交通安全対策事務経費、その中で、交通指導員の皆様方にお

支払いしている 94 万 6，000 円ですね。これ委員会等報酬ということでございますけれども、この

委員会報酬というのは、登録をしていれば支払うことになっていると。しかしながら、いろいろな

事情等で、たまたま１年間１度も交通指導員として参加できなかった方もいらっしゃると聞いてお

ります。そういった場合でも一応支払いをするということになっているらしいのですけれども、そ

の辺の確認をしたいと思います。と申しますのは、各町内会で無償のボランティアで、早朝から交

通安全の啓蒙活動で参加している方々がたくさんいるわけでございます。そういったことを考えま

すと、やはり、交通指導員という方たちも、お金はいただいているにせよ、ボランティア的なそれ

ほど多い報酬ではないと思うのです。しかしながら、出てもいないのに支払うというのはちょっと
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違うのかなと思いますので、その辺の確認をしたいのが１点。 

 それと、交通安全指導員会の年齢構成的なことに若干触れたいのですけれども、やはり町民の安

心安全、特に児童の交通事故から児童を守るという、そういう意味からあまり高齢化というのはい

かがなものなのかなというふうに考えている１人でございます。 

 それで、社台から虎杖浜までそれぞれ各支部というのがあるのですけれども、支部によって年齢

構成がバラバラなのですね。非常に若返りを図っていると申しますか。若い人たちにスムーズにバ

トンタッチしている支部は、比較的年齢が様々なのですけれども、全くそうではなくて、本当に75

歳を過ぎたような高齢の方といいますか、75 歳に近いような方しかいない支部もございますので、

この点、今後のことを考えるとスムーズに世代交代も必要ではないかと思いまして、この辺のこと

も町としては、こういった形で補助しているわけですので、多少その辺のことについても若干指導

されるべきではないのかなというふうに考えています。この２点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、松井総務課交通防災担当参事。 

○総務課交通防災担当参事（松井俊明君） 山本委員の２点の質問についてお答えいたします。最

初の指導員の報酬なのですけれども、交通安全指導員になりますと年間２万 2,000 円ほど、わずか

なのですけれども報酬が出ております。平成 19 年は 43 人交通安全指導員がおりますけれども、そ

のうちまるきり参加できなかった方が２名おります。本来ですとこの方にも報酬を払うことになり

ますけれども、町のほうとしては１度も出ていないということで、この２名の方については報酬は

一切払っておりません。 

 それから、２番目の指導員の年齢構成ですけれども、竹浦地区は支部長さんが若いので積極的に

若い方を見つけてこられて、竹浦支部については若い方がたくさんおりますけれども、社台から虎

杖浜地区については結構、高年齢の方が多ございます。今、うちのほうとしては、まず最初に交通

指導員の推薦なのですけれども、白老町交通安全町民運動推進委員会に推薦依頼を出しまして、白

老町交通安全町民運動推進委員会が交通指導員会に推薦依頼を出すことになっております。これは、

町の非常勤特別職なので定年はございませんけれども、交通安全指導員会のほうとして、推薦依頼

を受けた場合については、現在、70 歳で制限をしようということで現在検討していまして、４月１

日に総会を開く予定にしておりますけれども、そこで年齢制限を設けたいということで今検討して

おります。 

 また、なかなか若い方が見つかりませんので、女性の方を活用しようということで、男性だけで

したら仕事も持っていますので見つからないので、これからは積極的に女性の交通指導員を採用し

ようということで現在考えておりまして、各支部も積極的に女性の方を活用しようということで、

今進めております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、それでは次に進みます。 

130 ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費から 143 ページ、６項１目監査委員費まで、質疑のご

ざいます方はどうぞ。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。はい、それでは次に進みます。 
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３款民生費に入ります。144 ページ、１項社会福祉費、１目社会福祉費総務費から 153 ページ、

２目老人福祉費まで。質疑のございます方はどうぞ。はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 147 ページ、循環福祉バス運行事業経費に約 2,000 万円なのですけれど

も、これは地元の方で、今こういう事業をやられている方で、ここに仕事ができるという状況には、

法律的にはならないのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 循環福祉バスについては、一件条件がつきまして、路線認可を必

要とするということがありますので、当然路線認可を町内の事業者さんが取れるということであれ

ば、それは対象になるということができると思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 相当な金額なものですからそう考えていたのですけれども、例えば、こ

れ今 100 円いただいていますけれども、100 円いただかないでその分下げて、町から出すお金は同

じ金額にして、そういうふうにしてやった場合でも路線認可が必要ですか。例えば、無料バスにし

て、そして住民からいただかないと。今の町の出さなければならない予算だけで相手に渡した場合

でも、それは路線認可が必要ですか。 

○委員長（及川 保君） はい、山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 循環バスが最初にスタート切ったときのやり方に戻すことが可能

であれば、これは可能だというふうに言えます。スタート切ったときは、貸し切りバスを使用して

町の委託で行うという形態でした。今、実施主体は民間事業者が委託されていますので補助金とい

うことで、これは路線認可が必要になってくるということと、費用徴収ということか一部負担をい

ただきますよということで、そういうふうに切り替えたわけでございますので、従来方式に戻すと

いうことであれば可能になる可能性はあると思います。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 私が今、言いたいのはどういうことかというと、地元の人がやれるもの

であれば、安全性含めてやれればやった方がいいということと、負担をもらわないことがいいとい

うことではなくて、負担をもらわなければ町が出すお金が同じで、地元の人が仕事ができて、町民

の皆さんも安心して乗れるというのであれば、そういうことも考えた方が、ほかのところにお金を

落とすよりも、そう言う形でお金を落としたり、町民の皆さん近いわけですから、無線を持ってい

れば、足りなければすぐに出す。明らかにいつも乗らないというところは小さなバスでいいとかい

ろいろなことができますよね。大きな会社であればそうはならないわけですけれども、そういうこ

まめに本当に、運営するということが、今の出しているまちのお金で同じ金額でそういうことがで

き、町民が不便を感じないのであれば、そういう切替えの仕方は可能ですか。 

私はやっぱり、そういうことを研究し、やるという立場に立っていく方がいいのではないか。多

くお金がかかるというのならこれはしようがないのですが、そうではない場合ですよ。そういうこ

とを考えられないでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、山口健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（山口和雄君） トータル的に言えば、委員の検討の仕方もあるかなというふうに

思います。ただ、今回、来年度予算で見ていただいているとおり、循環バスについての補助金は267

万円ほど増額しております。これは油の高騰等によって必要経費が上がっているということでござ

います。 

 片方、利用している人には 100 円の負担という形になりますので、そうするとトータル的に利用

者の負担を今後どうするかという問題含めて、考えていかなければならないのかなというふうに思

います。 

 考え方としてはいろいろな考え方があると思いますが、そういうものを当たるに当たっては、一

度研究をしたいというふうに思います。かなり以前の方法に戻す形になりますので、相当の研究が

必要になってくるのではないかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） ページ数ではなくて、ここで質問していいのかと思って質問するのです

けれども、社会福祉ということで、実は自殺の予防とそれから家族のケアということなのですが、

そういうのを制度として、厚生労働省もかなり自殺者が多くなっていると。交通事故よりずっと多

いということで、これは社会的なケアが必要だろうということで予算も倍くらいにしているのです

ね。そういったことでは、今、私は苫小牧保健所管轄だから苫小牧保健所中心にやるのかなという

ふうには思っているのですが、相談体制とか何とかとなると、苫小牧までと悩んでいる人たち、そ

れから地元のそういった遺族が大変な思いをしている中でのケアのあり方というのが、今後必要に

なるのではないかと思うのですが、予算書見た中では探しきれなかったので、きっとないのかなと

思いながら見ていたのですが・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 予算上では予算を持っていませんが衛生費になるのかなというふ

うに思いますが、確かに全国で自殺者が３万人を超えるということで、交通事故からみれば５倍、

６倍の人数になっていっていると聞いています。 

一つの大きな課題になっておりまして、苫小牧保健所を通じながらうちのほうもメンバーになり

まして、任意団体でありますけれども精神保健協会でありますとか、保健所中心になって３月のつ

いちょっと前にも研修がありまして、保健師が参加しているとこういう形です。 

 状態としましては、うちのほうも保健所が中心となりながら、自殺に関する相談の窓口ですよと

いうことで、実際チラシを入れさせていただいていると思うのですが、そういうことで今後の課題

として、十分相談にのっていかなければいけないなということは言えると思います。第１窓口とし

ては、自殺を取り扱うのは警察になりますので、警察のほうから被害者家族でありますとか、そう

いうところには、こういう所で精神的なフォローをしますよということは、警察のほうで家族にご

紹介を願って、そういった形の中で町のほうにご相談でありますとか、そういったことを通じなが

らケアをしていこうと、こういう形には今のところなっておりますが、いずれにしましてもその前

に自殺を防ぐということも必要でありますので、それは保健所を中心にしながら、今後対策を強化

していこうという話にはなってございます。 
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○委員長（及川 保君） はい、15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 私この間、町立病院で手に入れたような気がするのですが、こういう名

刺が手軽に取れるところにありまして、これは全部苫小牧保健所のほうの電話番号なのですね。で

すから、私は身近なところでも相談できるところがありますよということが、何かこれにプラスに

なっているといいなと思いながら見ていたのですが、やはり地元で特に予防が大事だとおっしゃい

ました。 

 予防も大事なのですが、これは残され家族のケア、交通遺児などは、それは表でケアできる場合

と、あまり表に出られないという状況もあるのかなと思うのですが、警察と連携をとることで、陰

からというかそっとケアできるのではないかと。こういう人たちの集まりで相談体制などというと

ころで、ニュースでも見たのですが、お母さんを自殺で無くした息子さんが、ずっとそれを止めら

れなかったこと、10 数年間それを悩んでいたと。苦しんでいたと。そういうことで自分ももしかし

たらその責任があったのではないかという自責と、母を止められなかったというそういう自責の念

でずっとやってきたということで、そういった遺族が何人か集まったときに、そういう話をしたと

きに、何か少し心が晴れたというのがあるのですね。 

 そういった部分では、予防とケアのあり方を、今、チラシ等でもありましたけれども、行き場が

なくなったときに助けを求められる場所が、割りとみんなの意識の中にあるということが大事かな

と思うのですが。 

○委員長（及川 保君） はい、山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 先ほどもお答えしたのですが、東胆振精神保健協会、正式には東

胆振の町村と保健所さんでありますとか、それから今、拡大していって民間の方々の団体さんにも

拡大して、自殺を含めてのうつの問題でありますとか、そういう問題をやっていこうと。 

 その中には、今、委員がおっしゃいましたように、自殺者の家族のフォローが、実に、連鎖性を

含む意味からも必要だというふうに言われておりまして、そういった中で、今回、昨年の秋だと思

いましたが、精神保健協会で中心になり、相談場所のチラシというか、それを入れてございます。

うちの４・６にも掲示していまして、そういった会を発展させていって、トータル的に精神の理解

と、それからそういったフォロー含めて対応していこうということになっています。その部分につ

いては、先ほど言いましたとおり全国で３万人以上の方が亡くなっている状況にございますので、

その辺の強化はこれから図っていきたいというふうに思ってございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

はい、それでは次に進みます。はい、ありますか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 149 ページの高齢者クラブの連合会と高齢者事業団育成事業について伺い

ます。高齢者大学も教育費の中でやりますけれども、私一貫して、さっきの姉妹都市協会もそうで

すけれども、人件費について伺っていきたいと思います。ということは、何遍も言いますけれども、

職員もかなり大量退職して厳しい中、この外郭団体に補助している部分の事業費について十分精査

されているのか、高齢者クラブについても、私、社協へ行きますけれども、仕事のあいまいさがあ

ります。 
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高齢者事業団育成事業、私、いろいろ話がありますから仕事してもらうのに行ったのですよ。そ

うしたら、事務局長のほかに２人いるのですよ。合わせて３人ですよ。こういう部分がもう何年も

続いているのですけれども、自主自立、自分で運営していくという指導、町がしているのか。毎年

予算が上がってきますけれども、予算査定の中で本当に現場の声を聞いて決断をしているのかどう

か伺います。 

○委員長（及川 保君） はい、武岡健康福祉課介護保険担当参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） ２点ほどございました。私のほうから答弁いた

します。 

 まず、高齢者クラブ連合会でございますね、これについては、社会福祉協議会の中に人員を配置

してございます。嘱託でございます。これも、19 年度から、実は今まで高齢者事業団単独で事務員

を配置していたのですが、これを他の事業と一緒に 0.5 人区ということで、実は従来は１人体制を

0.5 人区にしてございます。これは19 年度から実施してございます。そういうことで、簡素化を図

ってございます。 

 それから、高齢者事業団育成事業につきましては、先ほど事務員３人と言いましたけれども、実

は訪問開拓員ということで、仕事の受注を見つけるということで事務局長さんを充ててございます。

そういうことで補助してございます。あとは、季節的に本当に忙しい時間だけ、夏場だけ臨時の事

務員を１人置いてございます。ですから、委員が行かれたとき３人体制だと言われましたけれども、

冬期間は３人はいないはずでございます。男１人の事務局長だけでございます。あとは、臨時の事

務員と繁忙期のときに臨時の職員を短期間置いてございます。それで、私ども指導しているのかと

いいますと、実はあそこでも仕事を 7,000 万円ほどやってございます。町の委託している事業につ

いては、本当に公共事業というのは少なくなってきていると、その中で民間の事業開拓を、受注の

営業に出向いて仕事を取ってきてございますので、民間の比率が非常に多くなってきてございます。

そういうことで私どもは指導もしておりますし、事業団も自ら自立するように、今一生懸命頑張っ

ているところでございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） それではですね、これからは、ある程度自主自立、自主運営を頭に入れて

いるのか、それと、当然事務量をどの程度測量して、それがどのような単位になってそういう額を

出しているか、そこまで整理されているかどうか。これ、武岡参事云々ではなくて予算査定する側

も出てきますので、その辺をどう考えているのか経営企画の方の予算査定するほうでお聞かせくだ

さい。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 各団体、補助団体、あるいは事業費を事業補助いろいろやってい

る団体たくさんあります。そういった中で、基本的には人件費についての部分ですが、この分につ

いてはやはり、そこでの雇用という部分もございます。そこの部分、それと事務事業の事業に充て

る分の補助金、そこもその事業をやるために雇用されている人たちとかございます。基本的には、

これ町長のほうからもお話があったように、その人たちをどうするのだといった部分、そこの部分
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をきちんと解決した中で精査していくと。このような方針で査定はしてございます。ただ、基本的

には本当にむだのない組織として自主自立できるようなふうになっていただけるということで、民

間の事業もどしどし取り上げてやっていただくということで、そのような形で削減させていただい

ています。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 答弁の中で、先ほども、町長もお話しましたけれども、そこで働いている

人がどうするか。これはもっともです。しかしそれはきちんと周期をつけて、そしてその人の将来、

アフターを考えて、その中で予算査定をしていかないと、正直な話ただただずるずるいくだけなの

ですよ。 

 だけど、町民の方、皆さんこの予算を見ても痛みのあるところは痛みがあるのですよ。そういう

部分、ある程度やはり納得いくように、この時点でやりたいとか、ここまでしましょうという物の

考え方を持って予算査定したり、町長がそういうことをやれと指示しなければ、やはり既成の概念、

進むだけなのですよ。僕はそういうことを言っているのです。メリハリつけるということを、これ

だけ厳しいものですから。そういうことです。  

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） ことし、全ての団体というわけにはまいりませんけれども、直に

査定する以前で、当初の予算編成の中で、先ほどご説明したように５億 7,000 万円ほど足りなくな

るといった現実、その中、私のほうでいろいろな団体、実は私の足で、時間の許す範囲内で回らせ

ていただきました。町内会にして52、回りました。いろいろ敬老会の廃止だとか、そういったこと

に「町連合でこれだけ削りたいのだけれどいかがでしょうか。」あるいは民協のほうで、これだけ大

きな予算400 何 10 万円抱えていますから、「これくらい削減していただけませんか。」と、できる範

囲で回らせていただきました。 

 そういった中でもやはり全部というわけにはいきませんでしたので、その辺は20 年度から、今度

21 年度の予算編成、そういったこと前田委員のご指摘を踏まえて、その辺の経費の削減といったこ

とを進めていきたいなと、こういうふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは次に進みます。152 ページ、３目身体障害者福祉費から

169 ページ、８目ウタリ施策推進費まで、質疑のあります方はどうぞ。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 167 ページのイオル再生事業について２、３、聞いてみたいのですが。 

 まず一つは、ミンタラの取り扱いはどうなったのか。あれは耐震度の問題から、取り払うという

ような予定になっていたかと思うのですけれども、その最近の経過と中におられる店の人たちの生

活が立ち行くように、そういう解決ができているのかどうなのか、そのあたり一つ伺いたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） はい、久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） ミンタラの関係につきましてはイオルの関係
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がございましたので私のほうからお話しますが、正直言いまして、あのミンタラを活用するという

ことで 18 年の 10 月くらいから、あの活用について、国と道とそれから白老町と、それから推進機

構と、4 者でワーキンググループをつくりまして、どのくらいのランニングコストがかかって、ど

のような問題があるかと、こういうことでいろいろやってまいりました。ところが、丁度あそこの

建物の検討委員会の調査もやっていまして、耐震度の調査もやっていたわけですよ。 

 そうしたら、耐震度が今の建築基準法上耐えられないという問題が出てきた。それと、もう一つ

はアスベストをかなり使っていると、こういうような問題がございまして、それで国として、あそ

こを賃借して改修をして使うということはまず無理だと。原因者である観光商協のほうでその辺を

解決していただきたいと。こういうようなことで、その経費がかなり膨大な経費になったというこ

とで、今は棚上げになっていると、こういう状態でございます。 

 最初は、そういう過程を踏まえながら、アイヌ民族博物館が買うというようなことになっていた

のですけれども、そういうような問題があって、去年の暮れ仮契約を一時中断したと、このような

経緯でございます。 

 それで、ミンタラについては、今これから、どういう形で持っていくかということは、これから

更に検討を加えながらやっていかなければだめかなと思っています。当初、組合ができたときは56

店舗だったと思いますが、売り上げも約 16 億円くらいございましたけれども、今はその 10 分の１

くらいの売り上げ、１億 3，000 万円くらいになっていますね。今、16 店舗くらいしか組合として

組織していないと、こういうようなこともありますので、今、観光商業協同組合として、ここをど

うするかということを鋭意検討していると、このような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 店の数も減ったけれども、中にいる店の人たちの生活が、やはり立ち行く

ように考えてやらなければならないだろうなというふうには見ているのですが、その部分はわかり

ました。 

 次に、去年の事業の中で、植栽に努力をしてきたということを良く、私もわかっているのですが、

今年の事業の主たる内容というのは何なのかということをお聞きしたいのですが、去年の事業費を

見たら 1,771 万円。それが今度は 537 万円になっているわけですよね。かなり大きな隔たりがある

わけですけれども、今年の事業の内容についてお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 実は、18 年度からこの事業が始まったときは、

事業費として、総事業費約 5,000 万円ございました。それをすべて白老町の予算化をしまして、そ

れで事業化をしていったという経緯がございます。ところが、19 年度は一たん札幌にありますアイ

ヌ文化推進機構に補助金がいくものですから、国の方から、事業主体である推進機構の主体性が見

えないと。こういうようなことで、19 年度からはアイヌ文化推進機構が事業主体となって事業をや

っていると、こういうことです。 

 それで、19 年度で 1,700 万円の事業費については、学芸員１人の人件費だとか、18 年度に植えた

植栽の管理だとか、そういうような諸々を含めて 1,700 万円を予算措置していると、こういうこと
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であります。 

 それで、18 年度は 5,000 万円でしたけれども、19 年度は約 8,200 万円の事業費になってございま

す。20 年度はと言いますと 1 億 4,000 万円の事業費がついていると。直接事業費はそのうち約1 億

1,000 万円くらいの事業費になりますけれども、ですからその事業費は、今年はうちの持ち分は少

なくなっていますけれども、事業全体は膨らんでいると。その事業はすべてアイヌ文化推進機構が

持って、いろいろ我々と協議しながら事業をやっていると、このような状態であります。よろしい

でしょうか。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 事業費が増えているということでは何よりと思いました。ただ、以前の計

画でいうと植栽だけではなくて、伝承者だとか体験者の人材を育成するということ、あるいは土地

の利用、それから拠点づくりというのでしょうかね。ネットワークづくり、いろいろな狙いがあっ

たと思うのですよね。 

 特に大事な人材を育成していくという点で、そういう町が狙っていたもの、それがうまく計画が

動いているかどうか、事業の中でそういうものが幾分でも認められるようになってきているのかど

うなのか、その辺の町がつくる事業のプランと、推進機構が主体性があるとかないとかの話があり

ましたけれども、そういう推進機構のプランと、本当に合致して、呼吸が揃って事業が推進できる

ような状況になっているのかどうなのか。そのあたりの見解を伺いたいです。 

○委員長（及川 保君） はい、久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） ちょっと漏れていました。それで、当初はう

ちが中核的なイオルというような位置づけで事業が進んできて、それが先行的実施場所というよう

な名前に変わってきているのです。 

今は、教育学習型イオルという形の中で事業を進めようとしております。それで、ご存知のとお

り、20 年度から平取町も事業を着手すると、このようなことになってございますが、それで事業を

進めるときに、18 年度は植栽ばかりをしてどうするのだと。こういうような話を我々、再三国のほ

うにしていまして、その前提となるのが地域計画でレラコラチをつくって、やはり、今、高齢化と

ともにだんだん少なくなってきている伝承者をきちんと育てなければだめですよという話。 

 それからもう一つは、我々多数者が、小数者であるアイヌ民族の文化をきちんと学ぶということ、

それによって我々がアイヌ民族の素晴らしさというか、お互い共存し合いながらつくり上げていく

社会づくりになっていくだろうと、このような精神で我々も木ばかり植えるだけではなくて、我々

も中に入って、民族の人たちも中心になってやろうではないかというようなことが、イオル事業の

本来の主旨ではないですかということを言ってきたわけです。 

 そういうようなことが実現いたしまして、実は20 年度から伝承者の育成事業を、やっと事業化さ

れることになりました。それで、約 2,300 万円くらいの予算がつきまして、ただアイヌ文化につい

ては非常に奥深いものですので、やはり伝承者を育成するにしても短期間ではちょっと無理だとい

うことで、３年間にわたってこれを育成しようということが、20 年度で事業化される予定になって

おります。 
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 もう一つ、広く一般に体験をしていただこうということで、体験事業で 880 万円くらいの予算が

ついております。それからもう一つは体験を指導する指導員の育成をしようじゃないかと、これ19

年度もやっておりますが、20 年度も引き続き350 万円くらいの予算がついてやる予定になっている

と。 

 それから、もう一つ大きな事業として、やっとことし、町長の非常に悲願でありましたＳＬです

が、これが撤去されましたけれども、撤去した跡にチセ群を建ててコタンを再現しようと。コタン

を再現して歴史的な臨場感を持った、そのような空間をつくろうじゃないかというようなことで、

環境整備に動き出そうとしています。それで、調査研究に裏付けられたチセをつくって、また昔ア

イヌの人たちが生活していた、例えば畑をつくって、畑で採れたものをあの場所で調理したり、脱

穀したり、そのような空間をつくって教育学習型イオルという形の中で事業を進めていこうと、こ

ういうようなことになっております。 

 それから、もう一つは、大きな動きとしては、白老のイオル事務所がやっとできまして、多分４

月の中くらいにはオープンするかなと思っております。これも約 700 万円くらいの改修費をかけま

して、昔のコタン食堂、あそこが約40 坪くらいのスペースになるかと思いますが、そこでいろいろ

な情報の発信、展示だとか、イオル事業の検討する場所だとか、そういうようなことで活用を図っ

ていくと。このようなことで、非常に一歩一歩ですが、一つ一つ事業としては動きつつあるのかな

と。それは我々の望んでいたことなのかなと、こう思っております。 

 ただ、国が相手ですし、それから著名な先生がたくさんいるものですから、なかなか思うように

予算がつかないというようなこともございまして、非常に難題でございますけれども、一つ一つや

るしかないのかなとこう考えてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 163 ページの生活館管理運営経費についてお尋ねします。本来、生活

館の管理人の仕事というのはどういう仕事なのかということと、そこを使用した人方の果たす責任

というのはどういうところにあるのか。それと、この下の報償費のところに指導員に対する謝礼金

とありますが、これはどういった内容のものなのか、お教えください。 

○委員長（及川 保君） はい、久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 管理人のお仕事でございますけれども、これ

はそれぞれの地域８館ございますけれども、それの受付、清掃、周囲の草刈等々をやってございま

す。それから、指導員の謝礼・・・、少々お時間を貸してください。後で・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 管理人さんのお仕事として、施設の内外含めての清掃なのかどうかと

いうことなのです。実は、今年の１月なのですけれども、１月の寒の最中に生活館を借りたと。そ

のときに厨房を使いたいということで管理人さんに申し上げましたら、湯沸し機のセットをするの

はいいのだけれども、あとの始末が大変だからやかんでお湯を沸かして使ってくれということなの

ですよ。結果的には湯沸し機が使えなかった。そういうことが寒の寒い中でやっていいものかどう

かということなのです。 
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 それと、もう一つは、先ほど清掃とおっしゃられましたけれども、いつ使われたのかわからない

のですけれども、厨房の汚いこと汚いこと。とにかく掃除がなされていないのです。ここに報酬な

ども書かれていますけれども、やはり鍵を預かるだけではなくて、そういう部分でもっと目の行き

届いた、例えばお葬式で使ったら使った後の指導をするとか、そういうことが管理人さんに求めら

れるのではないのかなということで、やっぱり管理人さんの責任は大きいと思うのですよ。使う側

も、結果的には後々言われたら困るからということで、その寒い中、水を絞って何回も掃除して、

床を磨いて帰ってきたわけなのですけれども、やはりその辺の指導がどうなっているのか。ここに

指導員への謝礼などと書いていますから、指導員は一体何をすべき指導員なのかなということなの

です。それだけお聞きしたいのです。 

○委員長（及川 保君） はい、久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 管理人につきましては、当然、使用料の管理

もしておりますので、月１回日報も含めて報告に来るわけです。そのときに、そういったような苦

情等も私のところに入るものですから、きちんと清掃等もやっていただきたいと。それと特に葬儀

の後だとか、その辺については散らかるのできちんと管理人として役目を果たしていただきたいと

いうことは、常日頃から言っております。今、ご指摘がありましたので、再度、そういうことを徹

底していきたいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、指導員の謝礼については、今ちょっと調べておりますので後でお答えしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 町内の生活館全部がそうだとは言えないと思うのですけれども、やは

り、本当に使う側と管理人さんとの信頼関係のもとできちんとした形、公の施設ですから、やはり

使う側の人たちも真剣に考えて使っていただきたいなということを、きちんと指導していただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） 答弁保留ということでいいですね。ほか、15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 159 ページの乳幼児医療費助成経費について伺いたいと思います。平成

20 年度の 10 月から制度改正になりますよね。扶助費が 1,966 万 1,000 円なのですが、これは現在

の制度に対するものだと思うのですが、今後６月ごろに補正になるということなのですが、どれく

らいの金額が町負担となるのかその辺お知らせいただきたいと思います。 

 それと、もう１点、小児用の入れ歯、これが保険適用外だったものが、特殊なものなのですが、

これ保険適用になるというお話を伺ったのですが、その辺間違いないかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 入れ歯につきましては、ちょっと調べさせていただきたい。多分、確

認しないと正確なお答えは出ないかと思いますので、差し支えなければ後ほど、こういうことにな

っていますということで、ご報告はさせていただきたいと思います。 

 それと、医療費の関係ですが、一応、６月補正を予定してございます。現在、補正額として見込

んでおりますのは、乳幼児分としましては約 209 万円くらい、これくらいの額が補正の額になると

思います。 
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 それともう一つは、先般全員協議会の中でお話した中で、これに伴ってシステム改修がどうして

も出てきます。この改修費用が、今のところ見込みでは、プログラムだけの改修で大体 100 万円か

ら 200 万円程度になろうかと思っています。 

 なお、同じく 6 月の議会で重度心身障害者の医療費の分についても補正しなければならないとい

った部分で、これが大体165 万円くらいの予定をしてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 小児用の入れ歯というのは、歯がぼろぼろ解けていく象牙質不全症とい

うのかな、そういうような特殊なものに対してなのですが、これ、保険が適用されていないで５万

円くらいのお金がかかるということで、全国的に一万五、六千人いるということなのですよ。 

 私も、白老町には必ずいると思いますので、そういう医療制度が適用になるかどうかというのは

大きな問題だと思いますので、確認をしていただきたいと思います。 

 それから、乳幼児医療費の無料化なのですが、今後、平成 20 年の 10 月から小学校６年生まで入

院に関しては適用になりますよね。それで、200 万円くらいの補正で済むのですか。そうであれば、

この助成対象外となっております通院に関して、今、スクラップ・アンド・スクラップの時ですか

ら、ビルドの話をしたら怒られるかもしれませんが、全国的に見るとかなりこの制度、入院に関し

て小学校６年生まで対象になったということで、通院に関しても中学校までやっている所もありま

すけれども、そこまでとは言いませんけれども、通院に関して助成をしていくということになると、

かなりの負担額が増えますか。その辺伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 通院の対象額については、今、手元に出しておりませんけれども、当

然、就学前までを含めて 2,000 万円近いお金がかかっていますので、これを通院まで対象とすると

なると、相当経費がかかるだろうと思っています。そういうことからいうと、今の町単独でやると

いうのは、事務事業全体の見直しの中も含まれていますものですから、これについてはかなり難し

いなと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか、ほか、ございませんか。はい、保留部分について説明

を求めます。久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 先ほど指導員の謝礼の関係でございますけれ

ども、生活館はアイヌ民族の文化伝承活動を奨励すると、こういうような目的で建設されたわけで

ございまして、川沿の生活館でアイヌの人たちの手芸教室だとか、軽スポーツ等々をやっていると、

こういう指導員に対する報酬ということでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 165 ページのアイヌ文化調査研究助成経費について伺います。これ経常費

になっていますので、以前からあるものだと思いますけれども、私、内容承知しておりませんので

質問させていただきます。これも補助金ということになっているので、内容からいけば委託料なの

かと思うのですけれども、その辺は別として、1 つとして、これいつから事業が始まって、調査研

究の目的は何なのかと。これ経常費ですから終わりがないのか、ずっと続くのか。 
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 それと、当然ここで言っています調査研究推進ですから、毎年調査研究の成果が出ていると思い

ますけれども、出ているのか。その成果品の中は、どういう調査研究の報告はされているのか、そ

ういう部分についてお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） この調査研究の助成金でございますが、３年

くらい続けて支出してございます。といいますのは、博物館はご承知のとおり公共性の高い機関と

して、アイヌ文化の調査研究に積極的に取り組んでいると。こういうような観点から補助金を出し

ているとこういうことでございます。 

 それで、調査研究につきましては、例えば民具だとか、長老からの聞き取りのテープだとか、写

真等々含めて１万 5,000 点ほど、まだ調査されていないものがございます。そういうことをきちん

と調査研究していただこうと、こういうことで、博物館に今、学芸員が５名常駐しています。うち

の補助金の規定でその人件費の２分の１以内と。予算の範囲内でということで 495 万円を支出して

いると、こういうような状況でございます。それで毎年、成果品については財団の方から報告をい

ただいております。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 後で、調査報告書は見せていただきます。それで、今、アイヌ民族博物館

の人件費、結論から言えばそうみたいですけれども。そして１万 5,000 点の調査をしていると。こ

れについて民族博物館は社会教育事業の一環として指定を受けている博物館のはずなのです。それ

が、博物館としての学芸員の仕事なのですよ。 

 それに対して、人件費を出しているということは、経営上の問題で出しているの。それとも、そ

ういう調査研究は自分たちでできないから、その分について助成すれという言い方なのか、その辺

の社会教育事業としてやらなければいけないアイヌ博物館と町との接点というか、その目的が違っ

てくると思いますけれども、その辺の考え方をお願いします。 

○委員長（及川 保君） 久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 私、今、前段で言いましたように、やはり公

共性の高い事業をアイヌ民族博物館がしていると、それを担っていると。そういうことで、白老町

として支援をしていると、こういうことでございますのでご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 白老町はそういうことということになれば、仙台藩元陣屋資料館も、あれ

も多分博物館の範疇だと思いますけれども、それはそれで独自にやっています。だけれども、この

アイヌ文化調査研究については、アイヌ博物館の事業としてやるのではないのですか、白老町のた

めに公共性があるからやっているのだろうか。間接、直接的には当然そういう部分には反映します

けれども、調査研究というのは、博物館の事業の一つの目的の中に入っていないのですか。 

○委員長（及川 保君） 久慈生活環境課ウタリ施策推進室参事。 

○生活環境課ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） アイヌ民族博物館の事業としては、今、言っ

たように調査研究ももちろん入っていますし、それから古式舞踊を常時公開していると、こういう
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ような事業もあります。大きく言えばそういう２つの事業をやっておりますし・・・・。 

ただそういった中で、１万 5,000 点もある、白老町のイオル事業が中核的な位置づけになったと

いうのも、アイヌ民族博物館がこれまでいろいろ長い歴史の中で調査研究をしてきたということが、

やはり認められてきているわけですので、そういった点から公共性のある事業にこれからも取り組

んでいただきたいし、今までも取り組んできたし、まちづくりに対してもいろいろな形で貢献をし

ているのではないかなと、こういう観点から支援をしているということでございます。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、３番、西田祐子委員。 

○３番（西田裕子君） 161 ページの総合福祉センターのところでお伺いしたいのですけれども、

温泉使用料と下水道使用料とかいろいろ温泉施設を使う場合、電気代からいろいろかかるわけなの

ですけれども、今回、温泉施設の利用料というのですか、使用料、それ全体の総額というのですか、

１年間の収入はどれくらいあるのでしょうか。そしてまた、無料で入る方というのは、何名くらい

いるのでしょう。全体で何名くらいいらっしゃるのか。というのは、今回使用料手数料値上げする

中で、やはり受益者負担ということを随分町側が言っていらっしゃいますので、この辺の受益者負

担の考え方をどのように考えていらっしゃるのか、その辺をお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） ４・６の２階の浴室の部分だというふうに考えてよろしいですか。

18 年度で２万１,588 人でございますので、単純には 100 円掛けますと 200 万円前後かなというふう

に思っております。 

 これにかかる費用というのは、今、手元に資料を持っていませんので、後でお答えをしたいと思

います。ただ、受益者負担の考え方は、町の統一的な見解で検討されていますので、基本的には50％

まで上げていきたいという考え方はありますが、今のところ100 円という形にはなってございます。

ただ、今、コストの部分は、後でお答えしたいというふうに思います。 

 ４・６の場合は、60 歳以上が基本でありまして、それと入れるのは障がい者、それから、それに

対する介助している方が対象になっています。だから、一般の人が入れませんので、そこで 100 円

という設定がされていますので、そういうことでご理解をお願いします。ですから、一般の人が４・

６に来て２階のお風呂には入ってはいないのです。利用できないのです。 

 ですから、無料の人はいないということなのです。あくまでも対象者があって、その人たちから

100 円ということで設定されているということです。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田裕子君） 今、私、お伺いしましたのは、やはりその辺を、利用者負担というところ

で、例えば私は60 歳になっていないので入れませんよね、同じ町民でありながら入れない。ところ

が、実際には苫小牧とか札幌とか、地方の方でも、はっきり言って白老町民かどうかわからないで

すよね。でも、60 歳以上であれば100 円払えば入れる状態ですよね。そうなってきたときに、ある

程度きちんと白老の町民だから、私は高齢者の福祉のために100 円というのはわかるのだけれども、

実際に私たちは入れない制限があるわけですから、やはりその辺、受益者負担というところ、もう

ちょっときちんと厳しく精査してもらえたらありがたいな。そうしないとやはり、入れる人は入れ
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るかもしれないけれども、入れない人は入れないわけですね。今、言ったように老人のためにつく

った施設ですから・・・。 

 やはりその辺を、もっときちんとしていただかないと、私たちが実際に60 歳になったときに、き

ちんと利用できる。そういう運営をぜひしていただきたいなと思って、今、伺いました。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 身分証の提示は求めておりませんが、４・６で大体利用されてい

る方というのは、通常顔なじみでありまして、割りと新しい方というのが、新たに利用される方、

大体わかるのですね。そうしますと、その方々が、どうなのかということは、上に奉仕員さんがお

りますので、お聞きになると思いますし、当然、１回 100 円の方は、１階の事務所の地域障がいグ

ループのほうでやっていますので、利用する方も大体皆さん声をかけて会計されて行きますので、

その辺のところはわかると思います。 

 ですから、初めてくる方については、「どうなのですか。」というお声はおかけしますけれども、

通常そんなに、誰でも彼でも訳わからなく利用しているという話ではないというふうに理解してお

ります。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田裕子君） 詳しく説明していただいてありがとうございます。私自身、実際にあの施

設に行きまして、そういうことをお尋ねしたくても、実際そこに入っていらっしゃる方にお話し聞

きたくても、あそこの中に入れない状況なのですね。ですから、今、私は正直言ってわからないか

ら、きちんと教えて欲しかったのですよ。そういうことをもうちょっとうまくＰＲしていただかな

いと、私の耳に、知らない人が入っているとか何とかと、変な話が入ってきたのなら何もなりませ

んので、ですから、私自身もわからなかったので質問させていただきました。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは次進みます。168 ページ、２項児童福祉費、１目児童福

祉総務費から179 ページ、６目児童館費まで、質疑ございます方はどうぞ。ございませんね。 

９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 171 ページ、保育園の問題について一つだけ確認したいのですが、これか

らの保育料の改定などのことについてどうなるのだろうなということでお伺いしておきたいのです

が、今は国の基準の２年下回る料金で軽減されているという表現になっていて、そしてそれで、総

体 1,800 万円ばかり軽減されていると。こういうふうに説明されているのですが、実際に国の基準

の２年下回る基準というのはどういうことなのか、そのあたりを教えていただきたいのです。 

 それと、平均でいうと、ここ平均何％くらいの値上げになるのか。料金、みんな違うわけでしょ

うから、何％くらい上がることになるのか、そのあたり教えていただきたいなと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 保育料の２年遅れといいますのは、11 年度以降は保育料が国として

も改正がされておりません。それ以前につきましては、何年というのは、ある程度毎年保育料が改
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定をされていたので、２年というより２段階下というとらえ方のほうがいいのかなというふうに思

うので、改定をされたときで、次の改正のとき、またもう一つ改正、三つ目のときに町としては二

つ下の保育料にしているという、そういう考え方で２年遅れといいますか、２段階遅れといいます

か、そういう考え方で保育料を設定してきておりました。 

 もう一つ、保育料の額をどれくらいにということだったのですが、先日の前田委員の質問の中で

も、ちょっとお答えさせていただきましたが、保育料自体、国基準と同じ額の階層の方もいらっし

ゃるのです。それから、大きく軽減をされている階層の方もいらっしゃるのです。その辺でいいま

すと保育料のバランスといいますか、それが不均等になっているというところがあるものですから、

そこのところについてはやはり公平性を保っていきたい。また、白老町の保育園に入園されている

世帯の方は、どちらかというと所得があまり高くない家庭が多い。ということは保育料もあまり高

くない。額の設定としてはそういうことになるのですが、そういうような条件ですとかいろいろあ

るものですから、今、申し訳ないのですがここでどれくらいのパーセンテージを値上げということ

はお答えをできない状況にあります。 

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） もう１回確認しますけれども、改定が２段階前のものだということになる

と、今、いただいているのはいつの改定のものになるのですか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 最近といいますか、１番新しい改定が平成 11 年度ですので、そこ

のところで変えてそれ以降は変わっていないということです。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） もう１回聞きます。今いただいているのは、平成11 年に改定されたもの、

それでいただいていると。そうすると、その前の改定ではないのかい。今、それからずっと改定さ

れていないとすれば、その11 年のもう１つ前の改定にならないのですか。 

 11 年に改定されて、そのままもらっているのであれば、国の基準と同じになりませんか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） ですから、11 年度に改定をしたときには、国はその２年先を行って

いたということです。ですので同じ11 年です。改定としては11 年に町もやっていますが、その11

年にやった改定というのは、国の２年前の額を改定しているということ。 

○委員長（及川 保君） いいですね。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 年というのでいくと、毎年というのは、私も確認ははっきりしない

ところなのですが、段階としては２つ前の金額になるということです。 

委員長（及川 保君） わかりましたか。同時に改定したのだけれども、11 年に改定したときは、

国の２年前か３年前かわかりませんけれども、その改定分を白老町が遅れてやっているということ

なのですね。 ４回目ですけれども許可しましょう。よろしいですね。はい、７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） 今、聞いたのわからない。もう一度、説明してください。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 
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○子ども課長（渡辺裕美君） それでは、例えばですね、料金改定を、平成９年に国が１万円とし

ましたと。次の年に２万円としましたと。その次の年に３万円としたとしたときに、国としては11

年に３万円の保育料にありますよね。そのときに町としては、その２つ前の１万円の保育料にした

という料金設定をしたということになるのです。 

○委員長（及川 保君） はい、７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） 今、言ったことは、11 年に改定をされたよと。これは最新の改定なのでし

ょ。最新の改定で、白老が９年のを利用していて、10 年、11 年の改定よりは安いものを利用してい

るよという意味かい。あくまでも、今、もう 20 年になるけれども、11 年が最新の改定だと。わか

りました。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員、よろしいですね。ほか、ございませんね。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、次に移ります。４款環境衛生費に入ります。180 ページ、１項保

健衛生費、１目地域保健費から 193 ページ、２項環境衛生費、１目環境衛生諸費まで。質疑のござ

います方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 183 ページの妊婦健診について伺います。３点ほど伺いたいと思います。 

 19 年度に１回から２回に拡充を図ってくださいまして、また 20 年度は５回へということで、こ

の間出産を控えているお母さんに、２回になっただけでもすごく喜んでいたのです。５回になった

ということはまた頑張って生んでくれるというふうに私は期待をしているのですが、ただ、この中

で里帰り出産に対してどういった対応をしていくのか、それは、もちろん対象になるのは白老に住

民票がある方だと思うのです。 

ただ、その方が、たまたま東京から嫁いできていたと。東京へ帰って出産をしたい。経過もあま

り良くないので早めに帰ると。そういったときに、そちらの方でも５回分の無料券か何かを配布す

るということだったですよね。そうなると、その無料券が道外だとか、他市町村に行ったときに通

用するのかどうなのか、その１点確認したいと思います。 

 それともう１点、183 ページの母子保健事業経費の中で、乳幼児健診、これは母子保健法で規定

されて、市町村が乳幼児に対して行っているのですけれども、今現在は、健康診査実施の対象年齢

は、ゼロ歳と１歳半と３歳というふうになっていますよね。その後は、就学前の健診ということで、

直前の 11 月 30 日くらいにやっているところが多いということなのですが、この３年間の空白とい

うか、空く期間の中での健診がないということに問題点がないかどうか。その辺をどのように掌握

をされているのか伺いたいと思います。 

 それから、185 ページの予防接種事業経費の中ではしかの予防接種、これ昨年の春から全国的に

流行して、大学生、高校生がかかるということで休校が出てきたということで、本年は道内におい

ても、もう発症が始まっているということなのですが、本年は中学生と高校１年生を対象にすると

いうことなのですが、今後このワクチンが不足してきているのではないかという話があるのですね。 

それともう１点、学校教育課長に去年この問題が出たときに、学校の未接種児童がどのくらいい

るのかというふうに伺ったときに、確か４年生、小学校の高学年の割合が 70 から 80％くらいと、
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ちょっと低かったのですよね。低学年の方が80％を超えていたのですね。そういったことでは、未

接種児童に対しての今後の対応をどのようにされるように考えていらっしゃるのか。そういうこと

でお考え伺いたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） はい、里帰り出産の関係、道外の場合どうなるかという形ですが、

道外でも道内でも同じだと思うのですが、町で、里帰り出産をした場合については、町民に対して

は５万円出すというのは基本的には変わりません。 

ただ、単価が県によって違う可能性もありますので、そこは個々の対応をしていくという、こう

いう形になると思います。いわゆる医療機関との話です。ですから使えるということでいいですね。

使えるということでご理解をお願いします。 

 それから、３歳後の健診の関係でございますが、基本的にゼロ歳児から始まって、最終的に３歳

児健診まで何回か、１歳半だとか、最終的に３歳までいきます。そのときにうちのほうでやってお

りますのは、今盛んに言われている、５歳もやった方がいいだろうということだろうというふうに、

委員がおっしゃることはそういうことだろうと思います。 

 白老町のやり方としては、結局発達障がいだとか何かあって、３歳までの健診を行っていくわけ

ですね。健診のときに、発達支援センターと共同でやったり、それから保育所の情報を得ながら、

継続的に見ていく必要がある児童についは、３歳児の健診が終わってからも継続的に関係機関と連

携をしながら押さえていっている状況にあります。ですので、今、白老町の場合は継続的に見てい

っている状況でありますので、あえて５歳児の健診を持ってくるかどうかというのは、今後検討を

する必要があるのかなというふうに思っております。 

 それから、予防接種の関係ですが、はしかの関係の未接種対策でございますが、これについては

広報でやっていると思いますが、４月の頭から、先ほど委員がおっしゃった通り中学生と高校生に

はやっていこうというふうに思っておりまして、個人通知を考えてございます。それで対応してい

きたないというふうに思っております。 

 未接種の児童については、今資料を持ってきていませんので確認したいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 里帰り出産のことなのですが、その無料券で使えるのかどうなのかとい

うのが、ちょっと疑問だったのです。というのは、医療機関によっては、まず自己負担をして後か

ら町が負担をするというようなことにならないのかなと思ったものですからその点を確認したかっ

たのです。 

それと、私も課長がおっしゃったとおりに５歳児健診の必要性を、いろいろ勉強して思ったもの

ですから・・・。それはなぜかというと、発達障がいは継続して対応するということなのですが、

割と３歳までに出る方と、３歳以降に出る方が結構多いということなのですね。３歳までに出れば

継続して見られますけれども、３歳くらいの成長期に起きてきた子どもというのは、なかなか学校

へ行く直前の健診でないとわからないという状況があるということで、かなり親の対応が遅れたり、

学校も入学を目の前にしてどうするかということの対応がなかなか難しいというのがあるのですが、
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その辺のことと。 

もう一点はこういうことなのですね。生活習慣病の予防ということなのですね。私これ、えぇー

と思って見ていたのですけれども、特に自分のことも含まれるのですけれども、肥満が増加してい

ると。肥満の細胞が一番増えて感染してしまう時期が５歳頃だというのですね。そのためには就学

前をとらえてきちんとした生活指導ができるのも目的の一つであるというふうになっているのです

ね。そういったことで５歳児健診を実施している自治体が、大変増えてきているということなので

すが、そういった点、もちろん障がいの早期発見ということもあるのですが､町は大人に関しての生

活習慣病はかなりいろいろな健診とかをやっているのですけれども、子どもに関して、今、子ども

の生活習慣病がすごく増えているということもありますよね。それは大人の生活習慣が子どもに影

響するからだと思うのですが、そういった点を含めてもう１点伺いたいと思います。 

 それから、はしかのほう、小学校のほうはまた後で教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 里帰りの出産からまず申しますと、個別的に医療機関がどういう

対応をしていくのかという問題もありますので、これはうちの担当のほうから、医療機関と協議し

ながら対応していくと。個別対応という形にならざるを得ないと思います。ですから、里帰りされ

た後でもいいですし、里帰り先でこういう病院へ行きますよという連絡をいただきながら、それ、

個別対応という形になろうかというふうに思います。 

 それから、生活習慣病の関係で５歳児健診が望ましいのではないかということで、それは十分承

知しておりまして、発達障がいそのものも含めて、何らかの保育園でありますとか発達支援センタ

ーでありますとか、そういう情報を送りながら、関係機関と連絡を取りながら連携していくと。こ

ういう形になるのだろうというふうに思います。 

 ただ、全部が保育所に行っていればいいのですが、そこから漏れる可能性もありますので、その

辺については今後検討課題とさせていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほか、ございませんか。11 番土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 191 ページの不法投棄の現状と、それから 189 ページの有害鳥獣駆除対

策についてお聞きしたいのですけれども、昨年、アライグマを生け捕りしたのを見たのですけれど

も、たまたま私の家の横にアライグマか何かわからない物体があって、町から来ていただいて調べ

てもらった結果タヌキなのですね。初めてタヌキを見たのですけれども・・・。今、アライグマが、

また拡がっているということで、いろいろ自治体も苦慮しているということなのですけれども、白

老町でも昨年度捕獲の実数と。 

 それとまた、不法投棄の現状ですね。去年はどれくらい収容されたのか。ちょっとお知らせくだ

さい。 

○委員長（及川 保君） はい、千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず、不法投棄の関係でございます。不法投棄につきましては、

ボランティア推進員の方、現在 52 名ほど登録されてございまして、その中から随時 30 件ほど通報

を受けてございます。状況でございますけれども、件数的には横ばいから若干下回っているかなと。
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ただ、量的には若干増加気味にあるのかなと、このような状況でございます。 

 あと、有害鳥獣の関係でございますけれども、アライグマの関係でございます。大体、駆除の数

につきましては白老町で30 件程度かなと。これにつきましてはアライグマ用の箱罠を設置して捕獲

しているという状況でございます。約でございますけれども、頭数にいたしますと75、６頭という

状況でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、11 番土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 不法投棄なのですけれども、今の季節、結構雪が降ったりなどで地面が

見えないからなかなか出てこないのですけれども、３月、４月の移動時期になると、非常に増える

ということなのですね。この３月、４月はパトロールを強化しなければならないということと、特

に虎杖浜においては臨海地区、あそこが非常にひどいということで、地元の皆さんとも協力しなが

ら、本当に不法投棄なくしていかなければならないなということを強くお願いしまして終わります。 

○委員長（及川 保君） それでは、先ほどの保留答弁されておりますけれども、吉田委員に対し

ての答弁でございます。山口健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） はしかの予防接種の接種率ですが、平成 19 年３月 31 日現在で各

７歳児から７歳５カ月児でありますとか、６歳児から７歳児、こういうのを押さえていきますと、

大体 89％から 92％の接種率です。階層によって若干、１歳ずつ刻みがあります。それで人数が大体

126 人から 130 人の間ですので、その掛けた 10％前後が未接種になっているというふうに思います

ので、各年代層12 人から13 人くらいの間で未接種がいるというふうに推計をしております。 

 ですから、先ほど申し上げましたけれども、その方々を着実に２回目、いわゆる中学生のときと

高校生の時に打っていただくということになりますので、全部個人通知をして奨励をかけていくと。

こういう形になります。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。何かこれに関連して、よろしいですね。ほか、ござい

ませんか。ございませんね。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

                                        

◎散会の宣告 

○委員長（及川 保君） それではお諮りをいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会い

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。 

よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

本日はこれをもって散会をいたします。 

なお、明日も午前10 時より委員会を開催いたしますのでご承知願いたいと思います。ご苦労様で

した。 

（午後 ４時５９分） 


