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◎開議の宣告 
○委員長（及川 保君） ただいまから、昨日に引き続き予算等審査特別委員会を再開いたし

ます。 

 本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分）  

                                        

○委員長（及川 保君） 昨日の答弁で保留された部分がありましたので、まず先にその部分

を答弁したいと思います。 

 はい、山口健康福祉課長。  

○健康福祉課長（山口和雄君）  遅れて申し訳ございません。入浴料のコストでございます。 

 燃料費、光熱水費ありますが、単純にというか、総計がだいたい入浴に関する対象経費が 421

万 7,000 円ほどになります。これを利用者数で割りますと、単価的には一人 195 円という形で

ございます。  

 ちなみに、収入の方は単価のワンコインで 100 円というふうに言ってございますが、厳密に

言うと回数券での交付もありますので、これが平均ならしますと一人当たりの収入は 96 円 60

銭になりますので、ほぼ半額がですね、対象経費に対してのコストに対しての収入が、およそ

だいたい半額程度という形になってございます。以上です。  

○委員長（及川 保君）  どうですか。今の答弁。よろしいですか。  

 はい、丸山町民課長。  

○町民課長（丸山伸也君）  吉田委員からご質問のありました乳幼児の入れ歯の件でございま

すが、昨日国保連合会の方に電話をかけて確認をしてございます。  

 結論から申しますと、対象になるということでございます。まだ通知は来ておりませんが、

小児義歯は原則として認められないが、後継永久歯がなく、著しい言語障害及びそしゃく機能

障害を伴う先天性無歯小児、歯がない子ども、あるいは象牙質定性不全症などの場合はですね、

病名を記載することによって、レセプトに記載することによって、本年４月１日から入れ歯が

認められると。こういうような回答をいただいております。以上です。  

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  保険が適用にならないということで５万円ぐらいかかるし、子どもが

成長期なので、何回か入れ替えなければならないということで、そういうことを実施していな

い子どもさんがいるということなのですよ。３歳児健診とかね、そういったときにそういった

子どもがいたら、そういう連携というか、教えて、通知をしてあげるということが必要になる

のではないかというふうに思います。以上です。 

○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）  昨日の土屋議員の不法投棄に関するご質問で、答弁数値に誤

りがありましたので、訂正させていただきたいと思います。申し訳ございません。  
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 昨日、不法投棄のトン数 75、76 トンというふうに申し上げましたが、誤りでありまして 54

トンに訂正をお願いしたいと思います。 

 なお、件数につきましては 128 件でございます。以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君）  土屋委員、よろしいですか。 

                                        

◎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、議案審議に入っていきたいと思います。 

議案第８号、平成 20 年度白老町一般会計予算を議題に供します。予算書の 192 ページをお開

きください。質疑のございます方はどうぞ。  

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。何点かちょっとお尋ねをしたいのですけれども、公

害対策費で一つ、安愚楽牧場さんが来られるわけですけれども、193 ページの公害対策費ね。

公害防止協定の状況がどうなっているかということについて、まず第１点目お尋ねをしたいと

思います。  

次に、一般質問でもちょっとお尋ねをいろいろしたのですけれども、これから非常に大きな

問題としてバイオマスの問題を、今回つくる機械だけではなくてですね、これから発展させな

くてはいけないというふうに思うわけですけれども、現段階として、道からの派遣の参事の方

ですけれども、確か前回１年間延ばしたというふうな記憶だったのだけれども、今新たなね、

課題が農業の産業廃棄物等々含めて出ていると思うわけですけれども、この処遇について私は

伸ばすべきだというふうに思っているわけですけれども、その件についてはどのような取り組

みになっているのか。  

もう一つ、今回のバイオマスの問題で言えばですね、ごみ燃料化一般廃棄物の燃料化の問題

について言えば、やっぱり最終処分場の問題が非常に白老町にとっては大きいのですけれども、

最終処分場の現状での何年もつかと。正確でなくていいですけど、やっぱり今までだったらだ

いたいこれぐらいだっていうような、一般質問に対する答弁なのですけれどね、今の状況でい

くとどれぐらいもつのか、それから、バイオマスになればもちろん当然その残廃というのは日

本製紙で産業廃棄物処理場を持っていますから、最終処分場を持っていますから、そこで処理

をするっていうことになるわけですけれども、そういうふうにした場合には、どれぐらいもつ

のか。 

それから、実際に今新たな、白老町に合った形での最終処分場をつくった場合、約 11 億円と

かっていうのは聞いているのですけどね、それが、それぐらいの金額が、金額かどうかという

当たりですね、それぐらいの調査はしていますでしょうか。その点について、お尋ねをしたい

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）  安愚楽共済牧場の公害防止協定の部分です。私どものほうが

前段で、そういう町内会、それから町、それから事業所という中で公害防止協定を結ぼうとい
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う案を、町内会にもご提示しました。それで、ただその表現の部分で、もうちょっと詰めなけ

ればいけない点があります。 

そういう中で、今月中、３月中にですね、一応公害防止協定を正式に結びたいということで

事務を進めております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、バイオマス担当の参事の関係で、私のほうからお答えをいた

します。 

 参事職の派遣につきましてはですね、平成 20 年度１年延長してですね、派遣をしていただく

ということで、決定されております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  どうぞ、続けてください。 

○副町長（目時廣行君） 引き続きですね、最終処分場の何年もつかという件ですが、現状で

登別市にですね、可燃ごみを運んで焼却した後の残渣の処分につきましては、現状では３年ぐ

らいという形になります。 

 これが、バイオマスで処理しますと、倍以上ですね。倍以上ということしか今、言えないの

ですが、あくまでも倍以上。ひょっとすると、３分の１の量で済むというような、その辺ちょ

っと、あくまでも概数しか今のところ申し上げられません。 

 それから、処分場の建設費用でございますが、細かくはですね、調査はしておりません。最

低限 11 億円ということで、場合によってはですね、14 億円かかるというような押さえをして

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。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。安愚楽の件なのですけどね、３月中に結ぶというこ

とであれば、もう事業が始まりますよね。もうすぐ始まると思うのだけど、それには始まる前

にきちっと結べるのかどうかということと、私が常任委員会でね、所管事務調査で取り上げま

したから、中身は一定限度わかって聞いていますけれども、安愚楽さんがそのことに対して、

詰めなければだめだっていうのはどこの部分なのか、済みません、差し障りなければですよ。

差し障りなければでいいです。どちらの言っている言い分、例えば町内会の言っている言い分

なのか、共済牧場側が言っている問題なのかね。その、詰めなければだめだという部分がどこ

なのかっていうことをまず一つ、それだけお尋ねをしたいと思います。 

 それから、参事のことについては良かったと思っています。それで、これについては先ほど

私、前回一般質問でやりましたね。農業から出る産業廃棄物の活用、それから今のバイオマス

燃料も国の予算が半分入っていますけれども、そういうことを含めて白老町での産業循環と、

その産業廃棄物の循環が、一定限度目途がつくのが１年ということなのか、それとも道として

は１年区切りでこうやっていくしかないということなのかね。 

だから、もうちょっといなかったら、そこまで実際に産業廃棄物を燃料化するっていうとこ

ろまでは、ちょっとなかなか大変なのかなと。特に、あまり全国でも例のない取り組みだと思

うのですよ。これ本当に私、そういう面からだけ見ると、本当に日本に誇れる、世界に誇れる
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取り組みになっていく可能性がかなり高いと思っています。リスクがゼロとは思いませんけれ

ども、そういう点でそこまで見越して１年というふうに言われているのかどうか、その点お尋

ねをしたいと思います。 

○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）  今の公害防止協定の部分です。詰めが残っているという部分

は、例えば風下、風上、これ日中で海から吹く風と、それから昼から山から吹く風という部分

がありまして、そういう中での臭いの問題。これを、隣接している福祉施設がありますので、

そこに配慮をするためにどういう手だてができるかという部分で、これについては町内会さん

の方からの要望内容です。それについて今、安愚楽さんと打ち合わせをしております。 

 それと、もう一つは井戸の水です。要するにあそこの事業計画地のところについては３軒、

４軒の農家というか、住宅の方が井戸水を使用しているということで、それが浅井戸というか、

水を採取している層が 70 メートルぐらいのところというのがほとんどの井戸で、その部分の井

戸がもしも何らかで枯渇するという部分を含めてですね、先に調査を行う、そういう条件もで

すね、整理をしたいということで、これで事業者の方と打ち合わせをしております。 

 そういう部分で、町内会から出てきた部分の一番危惧される部分をクリアしたいなというこ

とで、ちょっとそれに時間がかかっているということです。以上です。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  環境の参事の関係なのですが、実はですね、本来もう彼は４年目に入

るのですね。今度で。それで、１年延ばしたのですが、内容が内容ということで、実は私のほ

うで直接知事と副知事のほうにですね、お会いして、北海道で初めて、全国で初めての取り組

みなのですが、これが間違いなく我々も成功すると思っていますと。ただ、これをですね、発

信をするときには北海道の取り組みとしてですね、まず発信していただきたいと。北海道の中

でですね、うちが成功しますから、工場のあるところはどこでもできるわけですから、そうい

うことでお話されたわけですが、そこで副知事、知事のほうからですね、ご理解いただきまし

て、そういうことであれば大事なことなので、あと１年はいいですよということです。 

 ただ、２年以上というのはもう本当に異例中の異例だそうです。それで、今回もう４年目に

入りますので、平成 20 年度で限界かなと思っております。そのためにもですね、残る職員がき

ちっとですね、その勉強をしていただいて、それをきちっとスムーズに引き継げるような状況

にしてまいりたいという考え方でおります。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 産業循環の関係でございます。今、産業経済課の担当者と参事とで

すね、今協力をして、どういったシステムがいいのか、どういったその補助メニューがいいの

かですね、だいたいは見えてきているのですが、さらに精査をしてですね、補助金は農水省と

それからＮＥＤＯと二つ今検討しております。どちらの補助がですね、早く事業化できるのか、

この辺今精査をしている最中でございます。 

 だいたいシステム的にはですね、それと、相手方もですね、非常にこう乗り気なものですか
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ら、それをいかにしてですね、スムーズに事業化するかということで、20 年度の５月以降ぐら

いにですね、だいたいその補助の関係が見えてきて、事業化がどういう進展をするかですね、

その辺が見えてくるというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。１点目の件なのですけどね、ちょっと今答弁でのあ

れなのだけど、今確か自力で福祉施設まで水道を引っ張ったという、引っ張っているのかな。

引っ張ったとかっていうことで、それは聞いているのですよ。それで、残念ながらそれにいろ

いろな財政的な問題もあって、町が乗れなかったっていうのは私はもう非常に残念だし、あれ

は町が本当はやれれば一番良かったのだなと思っているのですけれども。 

 あそこを、その引っ張った水道を利用しながら水の問題についてはね、その福祉施設の方々

とよく協議をして、容量があるのかどうか、余力があるのかどうかわかりませんけれどもね、

そういうことをもうちょっと早くその安愚楽さんの話があったときに、考慮するっていうよう

なことにはならなかったのでしょうかね。 

 町としてやっぱりね、そこら辺はこう、考えられるところはやっぱり考えた方が良かったの

かなと思うのだけどね。あの水の問題っていうのはもうずっと以前からあそこは水道、上から

引っ張るとか下から上げるとかって話があったところなのですよね。 

 ですから、そういうことでいえばあの飛生橋までが日の出町内会なのですよ。ですから、あ

そこに住んでいる人たちっていうのは全部日の出区の人なのですよね。それで、牧場ができる

のも日の出区なのですよ。それで、福祉施設も日の出区なのですよ。ですから、そういうこと

ではそういうトータル的なその、今言ったって仕方がないことなのだけど、見通しを含めてそ

の、例えば福祉施設と話し合いを持ってね、そういうものをこう強化するようなことっていう

のは無理だったのですかね。 

○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）  今の水の部分、これについては昨年安愚楽さんと愛泉園さん

と、十分打ち合わせが終わっています。 

 それで、今自前で愛泉園さん、水道を引きました。それで、ただあとは安愚楽さんの方で 50

人規模の正社員が事務所に入るということと、それから従業員の方を入れると約 200 人ぐらい

の規模になるという話なので、それで、例え今最初に使う部分、これについてはちょっと上水

の容量の部分がありまして、それでお互いに貯水槽を設けるという形で安愚楽さんの方もそれ

で分水をさせていただいて、貯水槽に溜め込んで使うと。これ、牛だとか家畜には使わないと。

それだけの量がないと。それで、家畜に使う部分を井戸水、地下水で補うという形で進めて、

はっきり言いますと 120 メートル以上の井戸を、深井戸を掘ると、そういうことで地域住民の

方々との井戸と、競合しないのかなということで、今それの進めをやっております。 

 それで、愛泉園さんとはもう、そういう形で一応事業計画等についてご理解いただいて、愛

泉園さんに協力できる部分、例えばそこの末端から安愚楽さんの入り口までの経費をどう負担

するだとか、そういうようなお話は、安愚楽牧場さんとはさせていただいております。そして
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了解をもらっています。 

 そういう中で、今後愛泉園さんの水の部分については進んでいくと思います。 

 それから、井戸を４カ所というのは愛泉園さんの井戸は後ろの施設というか、花だとか椎茸

だとか、そういう部分の施設に使う井戸ということで、それはそれを使うということです。 

それから、４軒の農家というのは安愚楽牧場さんの計画地の下、海側の方にいる方々、これ

が４軒ございます。この方々の部分をどうやって心配を取り除くのかということで、事業前の

検査と事業をやってからの検査ということで、これらについても打ち合わせで安愚楽さんの方

でその検査をしますという回答をいただいているので、そういう中で公害防止協定を結んでい

きたいなと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。その４軒の農家の方々に、今の町の案愚楽さんと愛

泉園さんが協定を結んだ、そこから分水する、それは安愚楽さんの例えば責任と言ったらおか

しいけど、そういう形で分水するっていうことは不可能ですか。 

○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）  これ、水道事業会計の部分になるのですが、それで、今愛泉

園さんのところに引っ張っているのは 75 ミリの水道管です。それと、圧の部分があって、今の

ある圧で十分行くといったら１カ所だけが限度なのだと。それで、貯水槽を設けて、時間差で

その貯水槽に１日使う分を溜め込んで使うというやり方でございます。 

 それで今、４軒の方の部分に行くとしたら、その水道管の今の部分、これを今一番最後のと

ころよりもまだ住宅地の方から、100 ミリ管のところまで持っていかなければ、ちょっと対応

が難しいのかなと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。ほか、ございませんか。 

 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。環境の関係で、これちょっと全般のことになるので

すが、今回の執行方針の中で、地球温暖化対策実行計画を立てるということがあります。それ

と、環境町民会議の設置ということがあるのですが、これ策定に対してのどういった方向で進

めていくのか、ちょっと伺いたいというふうに思います。 

 それともう１点。本年度、19 年度かな、ごみの広域処理分の白老町の建設に対しての負担分

がありますよね。これ、２年か３年に一遍ダイオキシンの施設を改修したりするのに、2,000

万円とか 3,000 万円、これ確か私の記憶では３年に一遍だったというふうに気がするのですが、

今後可燃ごみを搬入しないということになると、そのダイオキシンの改修の部分を持たないで

建設費だけの負担で済むのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

○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）  まず、地球温暖化実行計画の今後のどういった方向性といい

ますか、その点につきましてはですね、現在町内での組織としまして検討リーダー会議を行っ

ておりまして、２回ほどそれを終えてございます。 
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 それで、町として、事業者としてですね、この温暖化に対する対応、これをどのように具体

的に今後進めていくか、これにつきましては町内全町的な組織会議を持って、具体的には４月

からそれに向けて取り組むと。そのようなスケジュールになってございます。 

 あと、町民会議につきましては、これ数年間の懸案事項という形で受け止めてございます。

これについては現在設立に向けて規約等の整備とか内容の目的、それらの確認等を進めるとい

う形で、これにつきましても 20 年度早い時期に立ち上げたいと、このように考えてございます。 

 あと、ごみ処理の広域処理の関係の、負担金の関係でございます。これにつきましてはご承

知のとおり登別市さんとの協定のもとに平成 26 年度までは建設費にかかわる金額を負担して

いくという約束になってございます。これの具体的な金額については、20 年度予算でその建設

費相当分が 7,100 万円ほど。これが、ある程度 25 年までは 6,000 万円ぐらいまでに若干緩やか

に減少していくと。そして最終の 26 年度に 2,800 万円ほどになる見込みでございます。 

 それで、先ほど言われましたダイオキシン等の定期的にかかるのかというようなご質問でご

ざいましたけれども、ダイオキシンの除去設備については原則３年に１回という形で、これに

ついては白老町負担という形で今まで実施してございます。ただ、今後についてこれらの費用

をどうするかということについては、当然白老町のごみの量も減りますので、それらを含めた

中で 20 年、21 年度以降の負担額、これについて協議中でございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 町民会議のほう、18 年度の１月に基本計画ができて以降、この基本計

画をしっかり進めていくための町民会議であるというふうに私は受け止めていたのですが、な

かなかできないで、私も何回か質問したことがあるのですが、いよいよできるのかなと思って

いたのですが、今お話を伺うと、規約とかいろいろなものをつくっているところだということ

なのですが、ちょっとお話を伺った中で、これは行政を中心に町連合とか、それから各団体の

ネットワークも含めた中での団体を含めた中でのネットワークづくりということで進めていく

ということなのですが、もちろん町連合というのは各団体全部掌握して設置されておりますね。

町民活動センターですか、そこで全部各団体が入っているのですが、町連合にこの町民会議を

作るための投げかけを、丸投げみたいな形にはしていないですよね。ちょっとそういった話だ

と、何かそうやって全部やってくれというような感じなのだっていう話を、ちょっと伺ったも

のですから、そういったことではなくてあくまでも行政側が中心になって進めているというこ

とでよろしいのでしょうか。 

○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）  課としましてもですね、丸投げというような、そのような意

識ではございません。ただいま協議させていただいているということで、ご理解いただきたい

と思います。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほか。 

５番、山本浩平委員。 
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○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。199 ページ、ごみの分別、ごみの減量化に

関係いたしまして、バイオマス事業をですね、想定したときのごみの分別対策について伺いた

いと思います。 

 産業厚生常任委員会で所管事務調査としてですね、バイオマスの実証実験のところを調査さ

せていただきました。その中の感想の一つとして、各委員さんが皆さん共通に認識したと思う

のですが、非常に今の分別の状況でもですね、こんなものがこの燃えるごみの中に入っている

のかっていうようなものが結構たくさん出てきているのですね、現状として。それで、いわゆ

る効率のいい燃料化のためには、ごみの燃料化できるごみの歩留まりの率をやっぱり高めてい

かなければならないと思うのですよ。相当いろいろなものが入っていれば、必ずしも全部が全

部燃料化になるものではないわけですのでね。 

 それで、ごみの分別をより細かくする作業がどうしても出てくるのかなと。作業というか、

町民にお願いをして、今までの分別方法と若干変化を持たせてより細かい分別が必要になって

くるのかなというふうに、ちょっとその感想として思ったのです。 

 もしそれを実行するにしてもですね、今の現状でさえ分別がきちっとされていない印象でし

たので、時間がかかると思うのですね。あした言ってすぐあしたからっていうことには当然な

りませんし、これは例えば半年なり１年前なりですね、それこそ町内会ですとか連合会を通じ

て働きかけをしたうえでですね、それで実行するということが必要になってくると思うのです

よ。 

 ですから、そういった点でのまず必要性が出てくるのではないかなってまず思っているのが

１点と、そのスケジュールについて、今の時点での何か考え方というのがあれば、お聞かせ願

いたいと思います。 

○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）  バイオマス燃料化施設建設に向けてのごみの分別のお話でご

ざいます。現状のごみの分別、確かに検証プラントにおいてあのような形の残渣物が生じてい

ることは事実でございます。 

 ただ、今回のごみにつきましてはですね、現状のごみで燃料化できるという形の中での基本

的な取り組みでございます。ですから、今の分別のごみをさらに仕分けしなければならないと

いうような、まずはそういう認識では課としては持ってございません。今のごみの分別のスタ

イルで十分ごみ燃料化施設に耐え得るというような、そういう確認のもとで現在進めている状

況でございます。 

 ただ、もちろんごみの分別をさらに徹底して、細やかな分別、精度は上げていってもらいた

いということには変わりはございませんので、これの分別協力については広報等を通じまして、

今後ともお願いしてまいりたいなというふうに思ってございます。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  となりますと、当面と申しますかね、今の分別方法を新たに細かい分

別に変える考え方はないということですよね。 
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 しかしながら、その燃料化に適さないようなものが結構入っていたような印象なのです。で

すから、いずれにせよそれ例えば手作業になるのかどうなのか知りませんけども、町民には負

担をかけなくてもそういった燃料にならないものを取り除く作業、あるいはまたそれをどこか

で捨てなければならない、そういう作業やお金もかかってくると思うのですよ。 

 ですから、僕はですね、いろいろな燃料化施設が全国にあると思うのですけども、必ずしも

ね、100％に近くそれが燃料化になるというふうには考えられないのです。100％は絶対無理だ

と思うのですけども、結構ならないものが出てくるようなそういう印象なのですよ。 

 しかし、今のお話ですと今のままでやるつもりだということでございます。再度お伺いしま

すけれども、じゃあどのぐらいの確率ということでお考えなのですか。今のごみのままで、そ

れが何十％、それはもう燃料化になるのだというのがあれば、お示ししていただきたいと思い

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）  基本的には現在の分別を変えないでいきたいということでご

ざいます。機械的にも選別といいますか、最終的にふるいで除去するというものもございます。

また、当然目に余るような、はっきり危険物とかそういうものが混入した場合につきましては、

手作業で除去する。また、行き過ぎた状態が続くと改めて住民周知しながら協力をお願いして

いく。また、どうしても支障が出てくるようであれば、さらにその分別の検討も必要かと思わ

れますけれども、現状の中では現施設を計画しているプラントで何とか対応できるのではない

かなというような考えでございます。 

 あと、パーセントにつきましては残渣物はだいたい２％ぐらいというような話でテストプラ

ントの中ではそのように私、承知してございます。 

○委員長（及川 保君）  ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  ６番、鈴木です。副町長にお話をちょっと聞きたいのですが、以前に

バイオマスの関係でですね、登別の副市長さんと協議をしたというお話を、新聞にも出ており

ましたけれども、やっぱり今回のごみの部分につきましてはですね、やはりうちの白老がです

ね、一緒に処理をしていただいているときに、非常に市民の方ですか、議会のご理解を得て行

った事業ですので、やはり私たちが撤退することによって、白老が撤退することによってです

ね、過剰な負担をですね、どのぐらいが過剰な負担かというのはあるのですが、あまりやはり、

撤退したことによって登別市がですね、負担が非常に多くなるというようなことであれば、か

なり私たちが無理してお願いした部分の事業としてですね、今後の登別市と白老のいろいろな

協力体制の中で一番支障になると。市民感情、どうしても議会の感情としてもですね、非常に

悪くなるというふうに心配をしているものですから、ちょっとお話を聞きたいのですが、そう

いう部分ではですね、今のその協議の中でそういう登別市さんにですね、負担をかけるような、

そういうようなことがないような形でですね、スムーズに協議が進んでいるのかどうかという

ことをちょっとお聞きしたいなと思うのです。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 
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○副町長（目時廣行君）  お答えをいたします。白老町の可燃ごみが平成 21 年４月以降です

ね、白老町独自で処理すると。そのことによって、処理費がですね、約１億 6,000 万円ぐらい

支払いをしております、今はですね。それがほとんどなくなってしまうと。2,000 万円ぐらい

はですね、不燃物あるいは資源ごみ等で 2,000 万円ぐらい、ちょっと今概算です。ひょっとし

たらもっと少なくなるかもしれませんけれども、そうすると約１億 4,000 万円の今までのお金

の部分ですね。それで、登別市さんが維持管理をしていくうえで、その１億 4,000 万円という

のは削減できない状況です。人を減らすわけにもいかないような状態。だいたい白老の可燃ご

みがですね、４分の１ぐらい、25％強が行っています。ごみ処理場は 24 時間運転ということで、

人を削減できないという問題がありますので、非常に登別市さんに対してのですね、ご迷惑を

おかけしております。 

 その辺、これからもですね、協議をしながらいくことになっております。それで、登別市さ

んはですね、その若干の不燃ごみとかあるいは粗大ごみがありましてですね、粗大ごみを破砕

して、その残渣が出ますね。残渣については登別市さんの最終処分場に入れてほしいと。そう

いった中身については、単価の面がありまして、まだ協議が成立していない状況です。うちと

してはなるべく安い単価で、うちの処分場に入れた方が安いのであればこちらへ入れたいとい

うようなことで、現在それについては結論が出ていない状況です。 

 そういういろいろな打ち合わせ等をしながらですね、今後まだまだ決めていかなければいけ

ない部分があります。ダイオキシンの装置についてはですね、３年ごとに 3,000 万円の負担と

かですね、これについてはまだ議題に上がっていませんが、協議をしていかなければならない

状態です。 

 それから、建設費用については、先ほど課長のほうからご答弁申し上げましたが 7,000 万円。

これについては平成 26 年まで支払うということでお話は決まっておりますが、まだまだいろい

ろこう、運転していく中でどういった問題が出るかですね、これはまだちょっと予測のつかな

い部分もございまして、なるべく迷惑はかかるのですが、感情的にはですね、なるべくご迷惑

のかからないように市民の方にですね、ご迷惑のかからない、そういった配慮をしながらです

ね、協議を進めていきたいと、このように考えております。 

○委員長（及川 保君）  ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  ぜひそういう協議を進めていただきたいのですが、今の粗大ごみ等の

ですね、処理に対しても、単価は高いのかもしれませんけど、やはり向こうからの申し出って

いうのをですね、やっぱり極力受けていただいてですね、やはりそこら辺の、こちらも迷惑を

かけるわけですから、そこら辺のやり取りっていうのがですね、本当に最終的には迷惑をかけ

るのだけども今副町長がおっしゃったようにですね、感情的にあまりそういうしこりが残らな

いような、そういう対応をですね、ぜひしていただきたいなと。 

 それで、お話を聞きましたら今、そういうふうになるかどうかはやってみないとわからない

のですが、10 年で８億円ぐらいですか、これをやることによって町としてメリットがあるとい

うお話も聞いておりますので、やっぱり白老町だけが勝ち組でというのはおかしいのですが、
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そういう８億円もですね、余剰ができて、負担をですね、多くの負担を登別市にかけるという

のはですね、非常に隣の町の感情としてですね、これからやっぱりいい関係で町づくりを進め

ていきたいということもありますので、ぜひそこら辺のですね、やり取りをですね、スムーズ

に、感情的に残らない、そういう対応をしていただきたいなというふうに思いますが、どうで

しょうか。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  この関係についてはですね、最初からまずこれをスタートするかどう

かって、まず職員でかなり議論したのです。関係課が全員集まってですね、これからの負担の

関係だとか、将来性の関係だとか、そこで職員もやりましょうと全員が一致したわけです。そ

の時点で実は私の方が直接ですね、市長さんとお会いしましてこの辺のシステムから全部説明

してきたわけです。 

 当時は市長さんもごみの関係、過去にかじったことがあるみたいでですね、この成功につい

て大丈夫かというようなことも実は言われました。そこで私のほうから申し上げましたのは、

これがですね、確かに当初は危険負担の部分が多い。ただ、これは北海道の町のどこかがやら

なければならない部分なのですね。これで、財政的なリスクがかなりあればですね、私もこれ

はちょっと見切り発車できなかったのですが、財政的なメリットはかなり大きいよと。まずそ

ういうことがあります。 

 それと、それは先ほどの最終処分場の関係だとかですね、いろいろあるわけなのですが、そ

こで市長はですね、わかったということを言っていただきました。ただ、私の方から一言言っ

たのは、これがですね、成功すると我々は絶対成功すると確信しているのですが、今日本製紙

の燃料でも約 10％弱になるのですね。登別もたぶん燃料が来ても、工場に持っていくとしたら

ですね、約 30％、40％、半分いかないのかなと思っています。これからはこういう時代だと思

います。 

 ですから、その見極めてですね、我々は出たということで、将来登別のほうともですね、逆

に今まで登別の世話になったわけですから、そういう部分で登別のお役に立つ日が来ると思い

ますということもお話いたしました。それと、登別市議会と白老町議会、隔年で行ったり来た

りしています。そこで、市長さん、副市長さんに結構迷惑をかけているという話も聞いたので、

私の方から直接ですね、市議会の議員さん皆さんに白老の事情は白老でありますと。ですから、

市長、副市長に言わないで直接私のところに来てくださいと、私全部説明しますからというお

話も、市議会全員にさせていただきました。 

 そういう部分では本当に登別にはですね、いろいろな部分でご迷惑はかけるのですが、我々

も将来登別のお役に立つという、逆に確信も持っていますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。199 ページ、合併浄化槽についてちょっとお伺いをします。 

 前にも合併浄化槽についていろいろと聞いているのだろうと思いますけども、この昨年 13
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基つくって、今度は 12 基、計画的にこう進めていくわけですけど、この計画的に設置していく

年数がいつまでになっていたのかどうなのか、このあたり、いつまで続くのかということで教

えていただきたいのと、それから設置していく場所というのが希望どおりの順番でこう、やっ

ていくのか、あるいはこの地域ごとにそれぞれこう、設置をしていくのか。そのあたりどんな

ふうな考え方でやっておられたのか、それをちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君）  まず計画ですが、斎藤委員の代表質問でもお答えしましたと

おり、計画としましては 10 カ年で平成 18 年から平成 27 年の 10 カ年で 200 基を予定しており

ます。その内の１期計画として 18 年から 22 年までの５カ年で 100 基の予定をしています。 

 現状で 18 年からの新規事業でありまして、18 年が 12 基、19 年が 13 基、現在のところで 25

基設置しております。 

 それで、このままの基数でいきますと５年で 100 基というのはちょっと苦しい状態ではあり

ます。ただ、今の財政状況をかんがみますと、なかなか爆発的な伸び率で設置予算をつけると

いうことは難しいかなというふうに思っています。 

 その順番といいますかね、交付申請の順番ですが、これは随時受け付けということにしてお

りますので、地域別もしくはどこかこう集中的にどこそこの地域というような順位はつけてお

りません。あくまでもこれは、個人の財産という部分もありますので、その申請は随時受け付

けておりますので、その受付順番ということで、順次その年度の予算づけのあった基数分の補

助決定をしていっているというふうに対応しております。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。わかりました。 

 それでは、まだまだこれはね、継続してやっていかなければならない事業ということでよく

わかるのですが、これ個人の財産ですので、だめだというわけにはいきませんので、これはず

っと続けていかなければならないことなのかなというふうに思っているのですが、ただ私、下

水道会計何とか努力していかなければならない部分だということで、この浄化槽の事業をずっ

とこう続けていきながら、また片や分流式の事業もやっていかなければならない。今までのよ

うなやっぱり財政がかかっていくのだというふうにとらえて、ここが気になってしょうがない

わけですけども。 

 ということになりますと、この今字白老をやっている分流式へのこの事業というのは、これ

決められた年度でやっていかなければならない事業だというふうに前に聞いていたと思うので

すけども、これをもっとこうゆったり、ゆっくりとやったらどういうふうな財政的に起用でき

るのか、そういう計算というのはされたことがあるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  佐藤上下水道課長。 

○上下水道課長（佐藤克悦君）  合併浄化槽と下水の分流式、これは合流改善事業のことかな

と思うのですけど、それでよろしいですか。はい。 

 それでですね、浄化槽事業は基本的には下水の認可区域外の部分ですから、簡単に言います
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と下水道工事はしませんという区域が合併浄化槽の設置を許されているところです。仮に、そ

の認可区域の中で整備が後年時になるという場所の方で、どうしてもその水洗化にしたいのだ

という場合は、この合併浄化槽補助の対象にはなりませんが、そういう後に、数年後になりま

すか、後に下水道本管が入ってくるのだということを事前に承知されたうえで、個人の方が自

分で合併浄化槽を設置することは別に妨げるものは何もありません。 

 それで、合流改善のそのスピード、整備のスピードですが、合併浄化槽とはそういった意味

で関連性はございませんので、影響を受けるものではない。合併浄化槽と合流改善をやるから、

下水道会計にその水洗化工事を含めた部分で影響があるかというとないと思います。区域外の

話ですから。 

 合流改善につきましては、当然町の財政健全化もありますが、特別会計としての健全化とい

うところも当然それが立ち直らない限りは連結決算というところでかなり影響が出ると思いま

すので、合流改善事業についてはこれまでもお話をさせていただいているとおり、あまり大き

な声で言いたくないのですけど、ゆっくり、国の方は早くやれと言っているのですよ。 

 ですけども、財力とか経営状況を考えますと、どうしてもこうゆっくりゆっくりと。それで、

国に対してはやっていますよというアピールをしながら、淡々と進めるしかないと。こういう

ような状態になっています。 

 それらにかかる事業費につきましては、下水道会計の健全化の中に当然盛り込みまして、プ

ログラムを立てております。以上です。 

○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）  はい。それでは次に進みます。 

 ５款労働費及び６款農林水産業費に入ります。ページ数は 204 ページから 217 ページまでの

労働費及び農林水産業費全般について。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  12 番です。205 ページの勤労者生活資金貸付金。これは連合に対する

補助金ですか。違う。これ、連合に対する補助金だと思うのですが、昨年ですね、私これ新聞

で見たのですが、あるというよりも副議長の議員がこれを質問して、大変こう新聞で私見てお

りました。大変不適切な部分もあるとは思いますがですね、言っている趣旨は私は当たり前の

ことだなと思っております。 

この連合の補助金もですね、私はかつては 120 万円ぐらいあったのではないかなと思うし、

それから 90 万円ぐらいに下がって、70 万円に下がって、昨年は 50 万円、今年 40 万円。こん

な経過をこう来ているのですが、一つはですね、今連合って誰がその連合の会長をやっている

のか。 

 それから、私の記憶ではね、当時の連合というのは大昭和製紙の組合、それから国有林営林

署の組合、旭化成の組合、それから郵政の組合、自治労も入っていると思うのですが、たくさ
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んの人がいたわけですね。 

 それで、恐らく私は 120 万円ぐらいの記憶があるのですが、今組合員って何人ぐらいいるの

かなっていうことをお聞きしたいのと、この 40 万円というこの補助金がですね、連合のほうが

どうしても必要だから補助してくれって言っているのか、このこともまた一つお聞きしたいし。 

 それからこの、先ほど連合の人数を言ったのですが、そんなことでですね、まずこの２点で

すね、お聞きしたいと思います。 

○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） ちょっと、連合の会長さんの名前、ちょっとわからないので、

それはちょっと省かせていただきたいなと思います。 

 それで、組合員数につきましては、189 名でございます。 

○委員（松田謙吾君） 昔は何人いたのですか。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 去年から今年に比べますと、10 名ぐらいが減っています、組

合員数。昔はちょっと、調べないとわかりません。 

 すみません。今の連合の会長さんは小松敏夫さんという方で、旭化成の方でございます。 

 それから、これにつきまして今回 40 万円という部分は、文化スポーツの部分で連合で経費を

持っています。その部分の支援をしたいということで、今回 40 万円の経常をしています。これ

についても、連合さんのほうからの要請に基づいて、うちのほう予算化しているということで

ございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  松田です。私は昔の連合っていうのはね、組合があって、それから組

合員の生活の向上のために、それから家族の向上のために、それからさまざまなそんな思いで

ですね、連合もメーデーになればたくさんの人が集まってやってきた。 

 しかしながらですね、今 189 人しかいない、随分減ったなと思っているのですが、この財政

の苦しいときにですね、もう一つの補助、校長会っていうのも補助が行っていたのですが、あ

そこは自主辞退していますね、今回ね。それで、この組合の補助もですね、もう今回は予算に

なっているのですが、できればですね、もうこれを廃止したらどうかと思うのですが、どうで

すか、その辺の考え方。 

○委員長（及川 保君）  暫時休憩いたします。 

休 憩 午前１０時５７分 

                                        

再 開 午前１０時５７分 

○委員長（及川 保君）  和野産業経済課長。 

 大丈夫ですか。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 午前１０時５７分 
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再 開 午前１１時０９分 

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。 

その前に、先ほどの答弁の中で訂正部分がございました。 

和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君）  大変申し訳ありません。まず、組合員数の部分、この辺も間

違えて答弁をしてしまいました。それで、それを訂正願いたいこと。それから、前段の部分、

答弁の中身、不適切な部分もありまして、皆さんにご迷惑をおかけしましたので、議事録から

削除させていただきたいと。改めて答弁をさせていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（及川 保君）  続けて数字、お願いします。それでないとまた進まないので。 

○産業経済課長（和野敏夫君）  それで、まず組合員数の、この数字の訂正をしたいと思いま

す。先ほど松田委員さんの言われたとおり、昔はかなり多かったという部分で、５年前で 1,100

名。それで、現在 800 名ちょっとという組合員数になっております。 

 それから、もう一つなのですが、この自治労っていうか、連合白老に対して助成している部

分というのは、そこに入っている八百何名かのそういう勤労者の方々の福利厚生という部分で、

そういう活動に支援したいということで、40 万円を経常させていただきました。 

 それで、八百何名かの部分で割ると、一人当たり 500 円という金額でございます。それで、

また近隣市町村の部分も調べますと、鵡川は支援していないのですが、白老の場合 40 万円とい

うことで、一番少ない支援になっています。これにつきましては、その政治活動という部分で

はなくて、その勤労者の方々にですね、年１回でもそういう機会をとられてですね、またそう

いうお互いの気心をですね、馴染ませたいという部分で 40 万円の経常をしております。 

 これについては、今後ともですね、そういう勤労者の方々の福利厚生のためにですね、支援

していきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。よくわかったのですが、和野課長は牛の数はわかるけども、

組合員の数はなかなかわからないのだな。 

 先ほど一人 500 円と言いましたけれども、こういう財政の苦しいときだから、一人 500 円ぐ

らい出して、自分たちでやっぱり賄うべきではないかなって、私は思うのです。 

 校長会にも補助を出していたのですが、校長会がさすがに勉強している頭のいい方々ばかり

ですから、こういう厳しいときですから辞退するって、自ら辞退したそうですが、この財政の

苦しいときですから、今回はもう予算が出ているのですが、この予算を削ってですね、今回出

すぐらいの勇気が必要ではないかなと思うのですが、その辺どうですか。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） お答えいたします。勤労者はですね、生活を守るためという形で組

織をつくってですね、活動しているわけですが、中にはボランティアなんかもしていますし、

地域に貢献する部分もございますので、一人 500 円ぐらいはですね、これはやむを得ないので
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はないかと。平成 20 年度については 40 万円の補助ですね、これをご理解いただいてですね、

今後さらにそれは削減していく方向でですね、検討させていただきたいと、このように考えて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君）  ちょっと、4 回目ですけど。どうぞ。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  その趣旨はわかるのですが、例えば敬老会のね、廃止したり、それか

ら喜寿・米寿を廃止したりですね、これをしているのにですね、組合の 500 円ぐらいならね、

いいのではないかっていうのはね、私は筋が通らないなって、こう思うのです。 

 ですから、もう一度ですね、ご検討するべきだってこう思うのです。 

 いいよ。わかったから。 

○委員長（及川 保君）  いいですか。 

○委員（松田謙吾君） いい。答弁４回目だから。いいです。 

○委員長（及川 保君）  十分理解していると思いますので。はい。 

 ほか、ございませんか。 

 ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  ６番、鈴木です。ちょっと、１目の労働諸費の中でちょっと関連でお

聞きしたいのですが。ページ数 205 ページです。ワークステーションのことについてちょっと

お聞きしたいのですが、ワークステーション。 

 去年までですね、ワークステーションの事業の経費がですね、この欄に載っていたのですが、

今年度はここからなくなっているのですが、平成 20 年度のワークステーションの体制について

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○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）  このたび、四十数名町の職員が辞めるという中で、特定嘱託

職員制度を活用しまして、ワークステーションに１名配置すると。それと、もう一つは臨時職

員を置くと。２名体制。これについては今の現状と同じ体制で、そういうワークステーション

の機能を持たせるということで、今回ここの部分からはそういう形で削除になっております。

以上です。 

○委員長（及川 保君）  ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  そうしますと、臨時職員の費用というのがこの欄にはないのですが、

これは職員の、どこかで一括して経常しているのかもしれませんけれども、そうしますと今ま

ではですね、２名体制で去年は 264 万円ぐらいの予算でやっていたのですが、平成 20 年度から

は職員を一人配置して、そのほかに臨時職員を２名、それで３名体制、１名ですか。１名で同

じ。臨時職員が１名と、その嘱託職員が１名と。 

 今まで５、６年ですか、歴史はあるのですが、平成 19 年度のワークステーションのですね、

実績を誰かの一般質問か代表質問でもあったのですが、60 何％ですか、非常に就職率が良くて

ですね、非常に機能していたなというふうに思っておりました。 
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 それで、そういう少ない費用でですね、このぐらいの成果を上げるっていうことについてで

すね、非常にワークステーションは機能しているなというふうに考えていたのですが、今回そ

ういう体制だということで、費用的には嘱託職員が一人と臨時職員ですと、二百六十何万円以

上には、費用はかかると思うのですが、それだけかけてやるということは、それだけ力を入れ

ているなっていう部分は一応あるのですが、ただ、今そういう臨時職員２人でですね、これだ

け機能してきたものが、どうしてその職員をですね、そこに配置しなければならないのだとい

うことが一つちょっと、何となく腑に落ちないというのか、こう疑問に思うところでしたから

ちょっとお話したのですが。 

 私は今までの体制でですね、これだけ成果を上げていて、やはり民間の人というのですか、

そういう方があそこでいろいろな企業を訪問していただいて、そういう仕事を企業からですね、

情報を得てきてこういう成果になったと思うのですが、何か今までの体制で非常に良かったの

ではないかなと思うのですが、どうしてもそこに職員を配置しなければならない何かがあった

のか、そこら辺もしありましたらお伺いしたいと思います。 

 そしてまた、これでやっぱり辞めてですね、職員が少なくなったにもかかわらず、そこにま

た職員を配置するということによって、全体の体制の中でですね、非常にサービスの低下につ

ながらないかなという、そういう心配もありますのでちょっとそこら辺の説明をいただければ

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）  トータルの組織的な部分が関連がありますので、私のほうからご

答弁申し上げます。 

 まず、配置につきましては１名特定嘱託職員と１名臨時という、今答弁にあったとおりなの

ですけども、その中でやはり、特定嘱託職員というのはもう先ほど来から町長がご答弁申し上

げているとおり、やはり行政、非常に知識が豊かで精通されているという部分で、来られるお

客さん、例えば税金のことを聞いたり、年金のことを聞いたり、行政全般のこと、いろいろな

ことを問われる部分があります。そういう部分でやはり、プロであった行政職員が一人つくっ

ていうことはですね、そのことをきちっとご説明できるという、非常にメリットがあるという

のが１点ございます。 

 それから、もう１点はですね、臨時さんは今お一方非常にベテランで、民間の方なものです

から、地域の企業さんとの非常につながりもあると。そういう部分でお一人は残っていただこ

うという形で、今体制を整えてございます。 

 ですからその辺で、町民サービスの低下にならないように進めていきたいと、このように考

えております。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。はい、ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  農業振興全般について、何項目か質問いたします。和野課長、先ほど

の質問でも１月に異動してですね、この３月に退職するので非常に戸惑っていると思いますけ



 
 

21 

ども、ただ農業関係については安心して答弁が聞けると思いますので、一つよろしくお願いし

たいと思います。 

 それでですね、まずですね、207 ページから 209 ページにわたっての農業関係であります。

第１次産業の振興が今後白老町にとってですね、大きな役割を果たすと思いますし、私もそう

思っていますし、白老町も力を入れていますので、重要な政策だと思っていますので、その視

点から質問させていただきます。若干ありますのでメモしてください。 

 それでですね、まず、過去に白老牛がこれだけになったということはですね、先人のいろい

ろな努力があったのですけども、最近白老牛の品質改良等々の部分でですね、白老町の白老牛

の家畜品評会がなくなったのですよ。私はこれ、ぜひですね、復活してですね、全国に名だた

る牛をまた育てるためにですね、やるべきだと思いますけども、まずその考え方。 

 もう一つは、209 ページにですね、農業振興地域整備計画策定事業があります。ここの中に

ですね、大型大規模農業生産法人の関係だと思いますけども、そういう関係で計画を見直して

いると思っていますけども、地元農業者に対してですね、これ影響があるのかどうか。あるい

は地元農業者にとってですね、いい方向の振興のための整備計画策定なのか。それについて伺

います。 

 ３項目目です。白老牛の銘柄の推進事業でございます。これについては予算の査定の中でで

すね、何年か前から力を入れていますので、議論されたと思いますけども、ただラベルをつく

っただけで終わったらですね、非常に困りますので、どれだけ議論されているのか。その点で

伺います。 

 それについてですね、白老牛の産地銘柄の格上げ、そして消費拡大による白老牛の振興策の

一つとして、十分な事業を議論されてですね、その事業効果を上げるために多分先進地なんか

を視察してですね、協議されていると思いますので、６項目ぐらいありますのでお願いします。 

 まず一つとして、商標ラベルの生産から消費までの流通の流れをどう押さえているのか。２

番目、ラベルを添付する牛肉の格付はどうなっているのか。Ａ４とかＡ５がありますけども、

その辺どうなのか。次に、流通業界、店頭販売者、生産者など、ラベルを使用させる範囲及び

許可方法と不適な、不適切と言うのかな、扱いをした場合の取り扱い。四つ目として、商標ラ

ベルを添付する資格のある白老牛の範囲、これは今消費の偽造でいろいろ問題になっています

けども、白老で何年何カ月の肥育期間ですよと。あるいは肥育方法の確立一貫性がちゃんと証

明できるのかと。それと、肥育のサイクル。同じようなことですけど、逆にもう肥育寸前の牛

をですね、白老に持ってきて、それで１カ月ぐらい育てて白老牛になるのか。その辺をちゃん

と検証できるのかということです。あるいはですね、間違いなく白老牛は経産牛なのですよ。

この経産牛の扱いをどうするのかと。こういう問題があります。そして五つ目に、ラベルがい

かに有効に農家と消費者の信頼関係につながっていくのかと。そこが一番大事なのですけど、

その具体的な方法。それに、ちょっと細かくなりますけども、予算にラベルの印刷経費が上が

っていますけども、これの負担割合。町が丸抱えるのか。それともう一つですね、失礼な言い

方なのですけども、何かの事業をするといったらすぐ人がついてくるのですよ。ここにまた臨
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時賃金がついていますけども。これはやっぱりグループ制を導入しているので、全課というか

そういう形でできないのかどうか。内容を聞かないで言うのは失礼ですけども、そういう部分

をもっと別な形でですね、事業充当するべきではないかということです。 

 もう一つ最後、別な形です。白老牛の生産経費。今農家の人ですね、非常に生産基盤確立す

るために、いろいろ今白老牛の値段がいいためにトラクターを入れたりですね、非常に今自分

たちの農業基盤をつくるためにそういう更新をいろいろやっています。それに対して投資して

いますので、また今後も期待できると思うのですけれども、現実の問題としてですね、町長も

ご存知だと思いますけども、原油高で燃料の関係、トラクターの燃料とかですね。あるいは一

番大きいのはですね、穀物の高騰で今農家は悲鳴を上げているのですよ。そしてこれ、調べて

いくとですね、今農家の方々が、農家の救済の安定基金でしのいでいるのです。しかしこの安

定基金もですね、底をついてきているのですよ。そういうことで町は、経営安定化のために 20

年度予算で何らかの手を打っているかどうか。今後考えているのか。その点ご質問いたします。 

○委員長（及川 保君）  前田委員の１回目の今質問がございました。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時２８分 

                                        

再開 午後１２時５８分 

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ２番、前田委員の１回目の質問に対しての答弁をお願いいたします。 

 和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君）  第１点目の共進会、品評会ですか。家畜品評会。これについ

ての質問だったと思います。それにつきましては、６年前、ちょうどＢＳＥだとか、これ衛生

というか、流行疾病がはやりまして、それで品評会に行くことが、そのほかの市町村から出て

いる牛からうつるのではないかという、そういう危惧がありまして、これで生産者と十分お話

をしまして、それだったら白老牛が目指すものということで、白老牛肉の生産奨励という部分

で、今の白老町枝肉共励会というものに移行していったということです。 

 それで、この白老町枝肉共励会というのは、まず肌牛の能力、これが問題になってくると。

そういう部分でいくと、質の改良も含めた、そして白老牛肉のＰＲということにつながるとい

うことで、現在の家畜品評会から今の白老町枝肉共励会に変わったという形でなっております。 

 それからもう一つは、農業振興地域の整備の部分です。これをやることによって、今の既存

の生産者に何か負担がないのかという部分なのですが、まさに農業の土地利用計画というのが

昭和 57 年に見直しをした後、ずっと見直しがされていないということで、現実との差が大きす

ぎる、ギャップがありすぎるということで、まずそれを見直そうと。 

 それと、今の安愚楽共済牧場さんの進出。それから、胆振軽種馬農協さんの事業計画の見直

し。それらを含めてですね、より現実に近い、要するに守らなければいけない農地をどうする

かという根本の農振の計画を見直すということでございます。 



 
 

23 

 そういうことで、それによって農家の方は、今後補助事業等のですね、採択にもそれの結果

が反映されると思っております。そういうことでご理解願いたいなと思います。 

 それから、６点ですか。白老牛の…。この前にですね、白老牛の生産経費の対策についてと

いうことで、昨今農業新聞等でも、一般の新聞でも報道になっております、えさ代の高騰です

ね。えさの高騰ということで、これについて言いますと、2001 年から今年の１月まで比較しま

すと、約 40％、トン当たりですね、40％値上げになっているという、これははっきり言ってと

うもろこし、農耕飼料といわれるとうもろこしだとか、そういう部分の単価が上がっていると

いうことでございます。 

 それで、この配合飼料というものなのですが、これにつきましては今価格安定基金というの

がありまして、それについてはほとんど肥育農家の方々が価格安定基金に出しています。とい

うことは、そのえさ代が一番かかるのが肉をつくる肥育農家という部分が、一番経済的なダメ

ージを受けているということで、これらについて今国の方で新たに資金、低利資金を融通しよ

うという動きで進めております。 

 それで、これについては今苫小牧広域農協の方でも、低利資金と、要するにプロパー資金。

農協さんが持っているお金を生産者に融通していくということで、低利の資金の発動も今検討

されております。私どものほうとしてみれば、それらの政策的なものが出てきて、そして新た

に生産者に対する支援、例えば利子補給だとか、そういう部分を考えていく、いかざるを得な

いのかなと思っております。 

 そういうことで、生産経費の部分についてはご理解願いたいなと思います。 

 それと、あとは白老牛の商標登録。銘柄推進協議会の部分だと思いますが、これについては

商標ラベルの部分で、生産から商品までの流通の流れと。それで、最初にラベルを添付すると

ころだとか、そういう部分の流れにつきましては、今月の６日に白老牛銘柄推進協議会、これ

２年かけて準備会をやりながら、白老牛の定義の部分を詰めてきまして、ようやく一つの方向

性が出たという中で、３月の６日にですね、発起人会をイコール総会として、一番最初の組織

として立ち上げたところであります。その中で、その定義の部分も十分話し合われております。 

 そういう中でですね、まずそのラベルをどこでつけるのかといいますと、これについてはま

ずラベルを発行するのはこの協議会が発行しますよと。それで、その牛肉、牛を生体出荷する

生産者の部分、それを協議会に情報をいただきますよと。その中で、その牛がその定義に合致

するかしないかというのを、この協議会の中で審査しますと。そういう中で、屠場に持って行

ったものに対して、肉に変わった時点に１頭当たりですね、今検討しているのが１頭 2,000 枚

というラベルを出しましょうと。それが、それで足りない場合、要するにテーブルミートとい

うか、食卓で用意される肉、これのパック数が恐らく 2,000 パックあればいいのかなと、１頭

当たりですね。そういう計算で、まず１頭に対して 2,000 枚のラベルを出そうと。そういう中

でですね、肉が管理される。それで、その肉の出荷先等も協議会で把握していきたいというこ

とで考えております。 

 それと、その白老牛の定義の部分でも質問があったかなと思います。白老牛の範囲は、ラベ
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ルを添付する資格のある白老牛の範囲はという質問もあったかなと思います。この協議会の中

で、まず定義として、もうちょっと若干説明させていただきますと、品種は黒毛和種と。これ

は今町内の生産者が飼っている白老牛です。これが黒毛和種と。出生地につきましては、白老

町内及び白老牛銘柄推進協議会が認める地域となっております。この部分につきまして、現在

町内で肥育を専業としてやっている法人があります。それらを狭くとらえてしまうと、その方々

にも影響が出るということで、それらについては申告に基づいて、協議会が審査して、その白

老牛のラベルを与えるという取り組みにしております。 

 それからまた、えさについては、これについてはもうトレーサビリティーができまして、こ

れは屠場へ持って行くときに疾病履歴からえさ、それから出生、生産者の名まで出たものを屠

場に持って行くことになっています。そういう部分を協議会に出してもらうと。そういう中で、

その牛をですね、管理していくと。牛肉を管理していくという形になっています。 

 それから、肥育対象地域。これにつきましては、白老町内と。それで、さきの代表質問か一

般質問でお答えしていますが、その中で今、白老町和牛生産改良組合が苫小牧和牛生産改良組

合と合併しまして、白老和牛生産改良組合になりました。そういう部分でいきますと、苫小牧

の方々も肥育をやっている方がおられます。そういう部分も含めまして、白老町内及び白老牛

銘柄推進協議会が認める地域という形になっております。 

 それから、対象牛。これにつきましては、はっきり言って未経産。未経産というのはお産を

していない牛です。それを肥育をかけたものと、それから去勢牛。これは去勢した牛です。雄

牛です。これを、36 カ月以内肥育をかけたものが、肥育対象牛ということでとらえております。 

 それから、格付。これは、肉の質の部分ですけれども、これはＡ３、要するに各Ａ、Ｂとあ

りますけども、それの３番以上。だから、Ａ３、Ａ４、Ａ５と、こういう形でやることによっ

て肥育農家、それから白老の繁殖経営及び肥育をやっている農家の部分の生産される牛肉が、

ほとんどこの辺に該当してくるのかなと。そういう中で、銘柄を付与するという形で考えてお

ります。 

 それから、経産牛については、今回余りその範囲を大きくしていくと、何が何だかわからな

くなるということで、今のところ未経産の牛と去勢の肥育牛、これらを対象牛としております。 

 それから、屠場の部分なのですが、屠場は安平町の遠浅に北海道畜産公社が開設しておりま

す屠畜場があります。ところがここは、枝肉の競り、市場が開催されていません。そういう中

で、例えばそこに肉として屠畜に持って行った場合、ブロック肉という、要するに部位ごとで

一つの細切れというか、そういう形になるので、その部分についても含めて、今後検討、その

ラベルだとか、それからそれを確認するだとか。これについては、北海道畜産公社ともですね、

十分に打ち合わせしていくという形で考えております。 

 それから、生産者と消費者の信頼関係の部分だと思います。これにつきましては、はっきり

言って銘柄推進協議会、この事務局を産業経済課の中に置くと、そういう中で行政が責任を持

ってそれを管理していくと。要するに、この仕組みというのは白老町内の生産者に重きを置い

たものと。要するにまだ苫小牧広域農協の中では、白老牛の一つの銘柄に絞り込むという作業
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が行われておりません。その作業を待っていても、何年かかるかわからないものを待っている

のかという議論がありまして、これについてはまず白老町の行政区域、まずそこの生産者の底

上げが優先ということで、行政のほうで事務局を持ってですね、やっていくという仕組みにし

ております。 

 そういう中で、その出て行ったもの、これについても抜き打ち的にＤＮＡ鑑定、これらも抜

き打ち的にやるという形で協議会の中で審議され、了解を得ております。こういう部分でいく

と、かなり厳しい審査の基準があって、消費者に理解されるのかなと思っております。 

 それと、ラベルの印刷の負担割合という部分があったのかなと思っています。それで、今の

ところ印刷をかけると２円 50 銭ないしは３円ぐらいかかるのかなと思っております。これにつ

いては、出だしの部分、最初にもう印刷しておかなければいけないということで、それらの部

分として今回予算経常しております。 

 それと、臨時職員の部分です。これにつきましては、まず出だしから３カ月ぐらいは機能し

ていくのに必要な部分ではないかということで、これを町のほうの補助金という形で、銘柄推

進協議会の支援ということで考えております。 

 ただ、これが軌道に乗れば、すべて次年度以降はこのラベルの販売収入、約これ１枚１円ぐ

らいの利益を持とうと思っています。ラベル１枚についてですね。それでやっていくことと、

それから今回生産者の部分、それから今度は、取扱店。牛肉の取扱店。そこからの看板料だと

か、それらを含めていくと、町の支援がなく、協議会が運営できるのかなと思っております。

これらにつきましては、先進地であります松阪だとか、前沢だとか、この辺の部分を視察に行

って、そういう取り組み等、それからまた、そこよりもちょっと厳しくしたＤＮＡ鑑定だとか

も今回取り入れた検査となっております。 

 そういう中で、消費者の信頼を構築していけるという考えで、進めていきたいなと思ってい

ます。以上です。 

○委員（前田博之君） ラベルの負担分は町の負担かい。印刷代の負担。 

○産業経済課長（和野敏夫君）  とりあえず、町の印刷分、３カ月の期間の間に出荷される牛

の分を、まず町の方で印刷をかけるということで考えています。ただ、これについては、それ

が、ラベルが貼られればそれを売るという形なので、それは逆に返ってくるのかなと。ただ、

出だしのときにそれらの状況を見て印刷をかけるのでは遅いということで、事前に印刷をかけ

る部分として、印刷の経費を上げています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  二度目ですけど、まずですね、共進会、品評会の関係ですけれども、

今課長のほうからですね、明確な答弁をいただいていません。するとかしないとかですね。こ

れについてですね、町長もご存じだと思いますけれども、白老牛は深い深い歴史があってです

ね。昔は島根に牛を買いに行ってですね、農家の人が、冬でも夏でもですね、牛と一緒に貨車

に乗って白老に来たという、こういう苦難の時代があるわけですよ。そのときに、また白老と

しての牛として、品質を向上しようということで、いろいろ共進会をやり、今のホクレンの市
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場の中ででもそれをやってきたわけですよ。そういう苦労とか、先人、あるいは時の町長、時

の組合長、そういう意思がですね、非常に働いて今の地位にあるわけですよ。やはり、温故知

新という言葉がありますけども、やっぱり町長もですね、そういう部分を十分に考えてですね、

白老牛の生産を、振興を図るべきだと思うのです。 

 そのためにもですね、今枝肉共励会をやっているからいいのだという発想ですけど、枝肉の

前に生きている牛がいるのですよね。その肉をどうするかということをするために品評会、共

進会をしてですね、その牛のさばき方をいろいろ勉強すると。そういうことが僕は必要ではな

いかと思うのですけども、その見解をですね、課長に聞いてもなんですから、町長にお伺いし

たいと思います。多分今後、４月からですね、新しい課長に引き継がれると思いますけども、

その辺の見解を、しないのかするのか、はっきりしてください。 

 それと、白老銘柄の部分についてはですね、るる伺いましたけども、これは多分マニュアル

とかですね、そういうものがちゃんと文章化されているのか、これからできると思いますので、

それを十分にですね、まず掌握してですね、本当に品質が保たれるような流通経路のラベルに

なるのかということは、また伺いたいと思いますけども、ただですね、今のお話を聞いている

とですね、審査方法が協議会でやるっていう部分が非常にちょっとあいまいな部分もあるので

すよ。 

そして、先ほどちょっと触れましたけども、松阪牛なんかはですね、そういう場所がないか

わかりませんけども、屠畜場で枝肉にして競りになったときにですね、もうこれは松阪牛だと

いうことで、肉にこう、紫の判こを押してもう出るのですよ。そうすると、どこの流通経過を

わたってもですね、松阪牛ということはわかっているのですよ。今はね、自分たちで審査をし

て、ラベルを出すだけの話なのですよね。段階だから、いろいろ試行錯誤はしていると思いま

すけども、そういう部分を含めてですね、第三者が、ＤＮＡは別にして第三者がそういうこと

をですね、チェックできるような組織というか機関というものを、第三者的なものが興るのか

どうか。そして、当面はですね、役場の組織の中で行政が責任を持ってやると言っているので

すよね。これ、誰が責任を持つのか、最終的に町長が責任を持つのかですね、いろいろな問題

が出たときに。やっぱり客観的に判断するような部分というのが、このスタートから整理して

いかないと、結果的に自分たちだけの話になってしまうのですよ。やっぱりそういう部分があ

ると思いますので、その辺伺います。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  品評会をですね、枝肉共励会に変えたと。これはですね、議論よりも

ですね、農家の生産者の意思なのですよね。生産者が、自分たちの生活の糧である。そして、

長い歴史があってですね、たまたまそのときにＢＳＥがあって、これはもうとにかく当時は牛

を動かしたくないという、お互いにそういう意思が働いたのですね。これはそのことがあって、

たまたまアメリカ産牛肉の輸入がストップになってですね、和牛を食べる機会が増えたと。そ

ういうことによって、白老牛の価値も上がってきたと。 

 それとですね、もう一つは、このラベルの関係もそうなのですが、これも今はですね、昔の
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生産者と違ってですね、すごく勉強しているのですよ。インターネットを使ったりですね。非

常に議論も高度になっています。確かに職員というのはいつの時代でも必要なのですが、その

背景にはですね、いろいろな情報を持ってですね、生産者も今議論していると。この前協議会

でも私は最初のあいさつをさせていただいたのですが、私のほうからはですね、北海道の松阪

を目指すのだということもちょっと話をさせていただきました。考え方は前田委員と同じなの

ですが、ただ、肉質がですね、肉質が良くてですね、それを委員が言うようにですね、販路を

きちっと出して中央に行きますと評価が認められますと。それが、その評価が子牛にくるので

すね、素牛に。ですから、素牛の生産もきちっとしなければならないですけど、その販路だと

かですね、ＰＲもきちっとやらなければならない。その二つがあってですね、初めて銘柄と言

うかですね、一流のブランド肉になるのではないかなと思っています。 

 我々も肥育に関してはど素人なのですが、いろいろな議論をさせていただいています。肉質

を優先するのか、増体を優先するのかと。例えばですね、私まだ七十何キロですけど、100ｋｇ

の人と、牛であればですね、七十何キロ、これ 100ｋｇのほうが絶対儲かるわけなのです。そ

して、育種価というのもあって、要するに親牛になるところもあります。血統もありますので、

そういうこととかですね、その肥育に関しては彼らは専門家です。 

ただ、輸入ですね、これ流通部分になるとなかなか疎い部分があると。その辺の情報提供だ

とか、その辺についてですね、あとブランドの戦略ですね。Ａ３が一番多いですから。８割が

Ａ３です。Ａ３でちょっと儲けるという程度なのです。それで、Ａ４、Ａ５が出たら、これ農

家にとってボーナスなのですね。 

 ですから、価値が上がれば上がるほど農家の収入は増えるということも十分我々は認識して

います。ただその、また元に戻るのですが、その品評会から枝肉共励会、私のほうから一度で

すね、もう一回提言いたします。ただ、それはあくまでも生産者の意思であるということをご

理解いただきたいと思います。 

○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）  その協議会の部分、これにつきましては、今販路拡大、前浜

ものの魚介類も含めて、多くのバイヤーさんのところへ紹介に行っております。そういう中で、

一番バイヤーさんに信頼される仕組みというのがですね、そのまちが責任を持って私たちに紹

介されるものが、特産品というイメージのほうがバイヤーさんは強いです。そういう部分から

いきますと、ここに松阪もそうなのですが、そこの松阪市長が協議会の会長さんになっており

ます。そういう部分からいきますと、私どものほうで考えたのは、やはり白老町っていうか、

これは町民が特産品なりと思っていただく、そこがまずブランドをもらうために、そういう認

識が町民の方にあるかないかという部分だと思っています。 

 そういう部分からいきますと、やっぱり行政が積極的にそういう販路拡大にですね、入って

いくという仕組みということで、今回事務局を産業経済課に置いたということです。 

 それと、あと第三者のチェックということなのですが、これについては十分町村で消費者協

会を持っているのは白老町と思っていますので、そういう消費者協会にもですね、今後協議会
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の中に参画していただくよう働きかけてい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。 

○委員（前田博之君）  今品評会の話がありましたけど、町長の生産者の意識という、これは

十分そうだと思います。私もですね、この質問をするので、十分に農家の人の話を聞いて歩き

ました経過から、それを踏まえてですね、やはり農家の人方の、そういう一つの品評会とかに

集まってですね、意識向上を図るということがやっぱり大事ではないかと。なくなったことは

ＢＳＥの部分についていますけども、その期間の間にいろいろなことが出てきているのですよ。

そういう部分もやっぱりですね、町長も生産者からいろいろ聞いていると思いますけども、そ

ういう声を耳にして今、すると言っていますので、私は絶対しろとかそういうことではなくて、

やっぱり生産者がね、勉強できる、そういう場を提供するのも私は行政との指導という意味で

言っているのですよ。施策を推進するために。 

そういうことでですね、ぜひそういう形でやっていただきたいと思います。 

 それで、白老牛の産地証明書の枠につきましては、ある程度の流れはわかりました。ただ、

後でですね、これを進めるための行動計画と、多分マニュアルについてはですね、後日私も提

出を求めますけれども、できればですね、議員の皆さんもですね、やっぱり白老牛ということ

に対して、町内外からいろいろな問い合わせもありますのでね、そういうマニュアルができた

らですね、そういう委員会等でですね、議員さんにもやっぱり説明する必要もあるのではない

かと。そして、こういう白老牛だよということをですね、みんなの認識で白老牛の振興を図る

ということを思いますけども、いかがでしょうか。 

○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）  今のマニュアルの部分なのですが、これがちょっと３月の６

日にスタートという中で、本格的に動いてくるには３カ月ぐらいかかるのかなと思っています。 

 そういう中でですね、消費者にわかりやすい、その白老牛の定義から、出荷するそこのテー

ブルミートまで行く間のですね、検査等をですね、まとめたひとつのマニュアルというか、フ

ロー図をですね、後日提示したいなと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  たまたま松阪の名前が出ているので言いますが、松阪というのは子牛

が１頭もいないのですね。こっちから全部買って、ビールを飲ませて、あれはビールというの

は食欲を増すためにやっているのですけど。あそことは絶対的に違う部分が、うちは繁殖もや

っている、肥育もやっているというところがあるのです。 

 それで、先ほどの繁殖農家の話も聞かなければならないし、肥育も聞かなければならない。

両方やっている人もいる。ですから、私も実は青年部と何回もこう、交わしてやるのですけど、

品評会の話はちょっとあまり出てきておりません。また、改良組合のですね、方ともまたそう

いう機会がありますので、私のほうから投げかけてみたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

３番、西田祐子委員。 
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○委員（西田祐子君） ３番、西田です。209 ページのですね、町民ふるさと農園管理経費を

お伺いいたします。 

 今年度も 85 万 2,000 円が上がっておりますけれども、これ収入のほうを見ましたら、使用料

45 万円ぐらいというふうに見込んでいるのですよね。確かこれ、昨年も同じ意見が出たと思う

のですけども、入った収入分で経営していくべきではないかっていう意見があったと思うので

すけれども、45 万円というのはこれは、土地利用者が少ないということなのでしょうか。まず、

どの程度利用があるのかということをお伺いしたいと思います。 

 また、もしそうであればね、土地を狭くするとかね、何とか、入った収入分でね、やってい

けるような方法というのはできないものなのでしょうか。その辺お伺いします。 

○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、昨年 19 年から行っていますふるさと農園については、

34 区画を整備して、そこに 26 名。要するに２区画どうしても使いたいという方がおりまして、

それで全部使われている状態です。 

 それで、今回の予算には、さらにその要望が多いということで、区画数を増設するというこ

とで、約 80 区画ぐらいまでの増設ということで考えております。そういう中でですね、１区画

今 5,000 円という中でですね、貸しております。 

 それと、今の利用料金と、それからうちの負担する部分、これについてはですね、全体で７

ヘクタールぐらいを農家の方から借りております。ちょっと、７ヘクタールはちょっと後で調

べてご連絡したいのですが、それで、そこを借りて、今ふるさと農園で使っているのが１ヘク

タールぐらい、今 80 区画までやりますと１ヘクタールぐらいになります。 

 それから、もう一つはアスパラクラブという方々がおります。この方々の部分で、同じく１

ヘクタールぐらい使っています。４ヘクタールですね、全体で。 

それで、残っているのが２ヘクタールです。これにつきましては、新たな産業というか、試

験作物をしたいということで、今立地企業されていますエポックさんだとか、そこから出てく

るもの、それらを堆肥化しまして、そこでどういう堆肥が合うのかという土地も確保しており

ます。 

 それらを合わせて全体で４ヘクタールぐらい、今お借りしている中になっています。 

 それを、今２ヘクタール分の使用料は、これはふるさと農園を借りている人方に賦課するわ

けにはいかないので、その部分を今現在、町の予算で持っているということでございます。 

 それから、全体の収入支出なのですが、これにつきましては収入はあくまでもそこの利用料

金の 5,000 円掛ける区画数ということで収入になっております。それから支出、これちょっと

アンバランスだという部分でございますけども、これについてはちょっと、手元に資料がない

ので、ちょっと調べて、収入支出の部分を後で説明したいなと思います。 

○委員長（及川 保君）  後でまた、改めてね。お願いいたします。 

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。２点お尋ねをします。一つは、労働費の中でですね、
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今国で非正規不安定雇用の問題が非常に問題になっていますよね。国の調査でもですね、北海

道は特にこの非正規労働者が多いということで３分の１以上が非正規労働者という状況だって

いうことが報道されていますけれども、そのような調査はね、白老の中ではされているのかど

うか。例えばお隣の苫小牧のトヨタさんなんかも、非正規労働者はものすごく多いわけですよ

ね。本工さんがいないということで、そこをこう、今本工にしてくれというような形でやって

いるようですけれども、そういうことでの調査はされているかどうか。されていなかったらさ

れていなくても結構です。 

 それから、農林水産業費で安愚楽の問題が出ていましたけれども、一つは安愚楽牧場はもち

ろん安愚楽ブランドで肉を出すわけですけれども、そこのすみ分けについては全く問題ないか。

なぜこういうことを聞くかと言うと、例えばシイタケなのですけどね、ちょっと見た感じで申

し訳ないのですけれども、何かフォーレさんが来た後、民間の小さなシイタケ屋さんが何か、

市場の関係でやめているのかもしれないのです。それはフォーレさんと関係ないのかもしれな

いのだけれども、何かこう、私の周りの方でやられた人が随分いるのですよね。シイタケでね。

小さくやっていた人ですよ。 

 ですから、そういうことで、白老の中に養鶏も企業養鶏、養豚も企業養豚、それからシイタ

ケも企業シイタケ、それから牛もっていうことになっていくとですね、地元に企業として来る

分についての反映はいいのだけど、地元の発展のことでいえば、何というのかな、シイタケ屋

さんなんかはどういうような新法つくっていうか、振興しているのならいいのだけど、そこら

辺がちょっとあれば教えていただきたいということでございます。 

○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）  季節労働者等の部分なのですが、白老町単独では調査はして

いません。そういう実態でございます。 

ただ、苫小牧のハローワーク圏内では通年雇用の実態の調査をしております。それについて

は、後で資料等ありますので、それでご説明したいなと思います。 

 それから、シイタケの部分については、はっきり言いまして現在この石油高騰という部分で、

その燃料費が倍以上になっていると。通常でいきますと 5,000 万円程度の燃料費が、今１億円

近い燃料費の負担になっているという部分で、これらの燃料費を軽減するためにですね、今ま

さにバイオマスの部分でふん尿を燃料化できないか、これが地元の進出した企業を含めてです

ね、そういう取り組みの体制を今、やっていこうということで考えております。そういう中で、

シイタケさんのほうの燃料費の軽減を図ってやりたいなという部分で考えております。 

 それからもう一つ、安愚楽共済牧場さんの部分と、既存の農家のその白老牛との部分。これ

につきましては、はっきり言いますけども、今白老に来るのは繁殖経営の部分が安愚楽共済牧

場さんの進出事業計画になっております。 

 それで、白老牛のブランドと、そことはかち合ってこないのかなと思っております。 

 それと、牛肉についても安愚楽さんのほうは、安愚楽牛というブランドですでに大阪・東京・

関西・関東について出しておりますので、そういう部分からいくと、うちの定義に当てはまる
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部分、先ほども申しました銘柄推進協議会の定義と、安愚楽さんの定義と。これですみ分けが

できるのかなと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  シイタケの中小企業の小さいシイタケ屋さんと、大きい今のフォーレ

さんとの、小さいシイタケ屋さんが結構やめていらっしゃる方がいるという話です。 

 基本的にはですね、菌床とほだ木というのはですね、違うのですね。今、高級料亭で求めら

れるのは、ほだ木のほうなのです。ですから、価値も違うのですよ。 

 ですから、そういう部分では、本当はすみ分けは本当はできているのです。ただ、その前に

ですね、今まで中国産が日本の市場の中に４割ぐらい入っていました。今、中国からほとんど

入ってきておりません。 

それで、シイタケはいいのですね。市場価格が。それで、いいのですけど、規模とかですね、

さまざまな問題があったと思うのですが、地元にフォーレさんがいることによってですね、そ

の中小のシイタケ屋さんに影響したというのは、直接はないのではないかなと、私はそういう

見方をしております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今のシイタケのことだけ、あとほかのことについて

はいいです。それであれば、僕はそのことがまともであればそれで結構です。 

 ただ、現実的には石油の高騰なのかどうか、ちょっとわかりません、僕は。わからないのだ

けど、実際にやっていない人が北吉原でも竹浦でもいらっしゃるのですよね。やめた人がいる

わけです。使っていない人が。そういうふうになると、原因がただ例えば灯油だから、そこを

何とかしなさいとか、そんなことを僕は言うのではなくて、地元で興っていた産業がフォーレ

の影響でなくても無くなったのかもしれないのだけれども、そういうふうになっていくってい

うのはもう、何と言うのかな、ほかのこともそうですけどやっぱり耐えられないと思うのです。 

そこに何かの手だてを町が補助しなさいとか、そんなことを僕は言うのではなくて、例えば一

番いいのは今産業経済課長が言った、熱源を安く供給できれば一番いいわけです。それで、こ

れができるのであればですよ。 

 そういうことを、お金だけではなくて、農業を含めてこう、提供していかなければ産業はや

っぱり回っていかないのではないかと。理由が違うかもしれないけどもやっぱり閉まっていく

っていうのは、何か違うのかなというふうに思うのですよ。ですから、もちろん全く関係ない

のかもしれないけど、日本製紙の従業員が減っていくっていうこともね、やっぱりこれ、状況

の変化ですから、しようがないのですけれども。しかしやっぱり、まちとしてみたら減らない

ほうがいいに決まっているわけですよね。 

 ですから、そういうための手だてを打てるぐらいのものが必要かなと。特に日本製紙と違っ

て、シイタケ屋さんの場合小さいところがやめてしまったらもう、これを再びやるっていうの

はかなり大変だなと思うものですから、そういうことでの考え方が何かないかということなの

ですけれども、いかがでしょうか。 
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○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  今のですね、私も決してその大きい企業が来てですね、そういう影響

があったと思っていないですね。それは逆に企業さん省力化、機械化は当たり前のようにやっ

ていますから。ただ、それが直接原因かどうかはわからないのですが、とにかくですね、今は

シイタケ屋さんがやめた理由、その辺の背景をですね、きちっと調べて、もし支援できるよう

な状況であるならばですね、今まだ残っている人がいますから、そういう状況であるならばで

すね、きちっと検討したいなと思っています。 

 まだ今、実態をつかんでいないということが正直なところです。以上です。 

○委員長（及川 保君）  いいですね。はい、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。 

 ７款商工費に入ります。218 ページから 225 ページまでの商工費全般について、質疑のござ

います方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。219 ページ、行政と商工会とのかかわりに

ついて、全般的にちょっとお尋ねしたいと思います。 

 商工会への補助金が約 2,000 万円ぐらい経常経費として支出されておりますけれども、この

商工会への補助金ですけれども、商工振興策の費用としてどのように有効に使われているのか。

また、どのようにそれが反映されているのか、まずお尋ねしたいと思います。 

○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） 商工会への補助金の部分なのですが、これにつきましては、

まず人件費の部分。要するに、商工会の職員の人件費の支援があったり、それから、これは経

営改善復旧事業ということでの部分。こういう部分と、それから地域振興事業というのは、大

きく分けますとこれらの部分で商工会が、地域の商店街加盟の会員に経営指導等を通じて行っ

ております。そういう部分に対しての支援として、今 2,000 万円あります。 

 その大きな内訳としまして、町のほうの部分でいきますと、人件費の部分でいきますと、そ

の部分でいきますと、約 1,600 万円ぐらいの支援をしております。そのほかに、今言いました

経営改善復旧事業だとか、地域振興事業、これらに対しての支援が予算の中身となっています。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  せんだって、議会運営委員会の前にですね、商工会への職員派遣の件

につきまして、町のほうから議運が始まる前でございますので、これは議事録に残るものでは

なく、あくまでもこの報告と申しますか、そういうような形で副町長及び総務課長からお話が

ございました。現在ですね、大量の職員の退職で、本庁、ここのですね、本庁の人事も大変ご

労苦されたと思います。 

 また、町民サービスの低下を招かないということで、機構改革も 1 年ほど据え置きしたと、

こういう実情がある中でですね、社協と財団だけは撤退した。しかしながら、商工会だけはな
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ぜか残さなければならない。それに対しての説明もございましたけれども、この正式な場でで

すね、どうして商工会を残すような形をとったのか。ほかのところは撤退したのに、商工会だ

け残さなければならなかったのか。この辺をお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 商工会に引き続きですね、職員を派遣することについてですけども、

当初ですね、退職者を採用するような形で商工会とお話を進めておりました。町のほうからは

職員は派遣しないと。こういうようなことで進めておりました。 

 急遽商工会のほうからですね、適当というか、ふさわしい人材が見つからないということで、

会長さんのほうからですね、機動的に動いていただける方を派遣していただきたいと。こうい

う強い要請がありました。 

 派遣に至った内容ですが、1 次産業ですね。農業・漁業についてはある程度底上げができて

おりますが、商工業についてはもう少し町側の支援が必要だと。こういった判断に基づいてで

すね、人材を派遣すると、こういう決断に至りました。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  商工会というのはですね、私も会員なので存じ上げているのですけど

も、それぞれいろいろな部会、サービス業部会、工業部会、いろいろなさまざまな部会があり

まして、その中に理事の方もいらっしゃったり、委員の方もたくさんいらっしゃったり、非常

に優秀な経営者の方もたくさんいる中でですね、人材は非常にいるのかなと。また、商工会自

体で本当に見つけられなかったのかなというのがちょっと、疑問の部分があります。 

 それと、先日町側からの説明を受けたときに、議運のメンバーの皆様からも、若干質問が出

ておりました。その中でやはり、ある方の質問の中で、これはですね、もっと前に商工会と町

側で打ち合わせをしていればですね、例えばこの今回派遣する方の補正予算を組むような形で

これ出てくると思うのですね。そういうようなことをせずに、スムーズにですね、派遣なら派

遣できたのかなと思うのですね。後から補正を組むというのは何かちょっと、異例の状況だっ

たと思います。 

 ですからその辺もですね、もっと前もってやっぱり、商工会側と打ち合わせなり、今回はど

うしてもこれもう、こういう本庁がこういう状況だから、引き上げざるを得ないのだと、わか

ってくれという話をですね、やはり強く要望を出していればですね、このようなことにもなら

なかったのかなと思います。 

 また、そのときの説明の中で、364 万円だったと思いましたけども、いわゆる商工会側から

給与の補助があるという話も伺いました。これは道のほうから商工会に行って、商工会から町

のほうにということですね。 

 ですから、給与が 700 万円の方がもし商工会に行った場合は、約半分ぐらいは商工会から補

助するというようなシステムになっているようですけれども、たまたまですね、私商工会の幹

部の人たちと懇談する機会が、その議運の終わった何日か後ぐらいかにあったのですね。それ

で、それがその会議の始まる普通の懇談のときだったものですから、実は議員からはいろいろ
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なさまざまな意見が出ていましたよということを、そのとき商工会の幹部の７、８人いたので

すけども、方にその様子をちょっと、お話をさせていただいたのですけども。そのときにです

ね、商工会の大幹部の方がですね、議員は金がでているのをわかっていないのだろうと、こん

な話だったのですね。要は、この補助金が行っていることを知らないからそんなことを、そう

いう意見が各議員から出たのだろうというような言い方なわけですよ。 

 これは、町のほうがセットしてそういうふうにしたのではなくて、今の説明でもやはり商工

会側からの、たってのお願いということでございましたね。ところが商工会のですね、大幹部

の方がですね、その程度の認識というのか、見識と申しますかね。そういう発言というのが、

ちょっといかがなものかなと、私本当にそのとき強く感じたわけですよ。 

 ですから、先ほど１回目の質問でこれ 1,600 万円も人件費として出しているわけですよね。

向こうは 364 万円で町の財政を助けているような気持ちでそんな発言になったのかどうかはわ

かりませんけども。それはですね、やはり考えるべきかなと。今後ですよ。そういうことがあ

ったからということばかりではなくて、やはり商工会は商工会として、自立していくべきでも

ありますし、現職の、現役の職員を派遣していたのはここ何年間ですよね。その前からはちょ

っと、違ったと思うのです。退職された方で行っていた方がいらっしゃったと思うのですけど

も。 

 やはり、こういう今、職員のこういう人事でも大変苦労されている、そういう状況でもあり

ますのでね、やはり、今回に関しましてはもうすでに人事がもう発表されておりますので、こ

れに対して私は反対だということは毛頭そういうことは言いませんけれども、やはり今後です

ね、やはり商工会と行政とのかかわりのあり方というのは、やはり十分慎重にですね、お互い

に協議をして進めていくべきではないのかなと、このように思います。 

 いかかでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  商工会については過去にですね、役場の退職された方とかですね、い

ろいろ行っているのですが。ただ、まずわかっていただきたいのは、今これから例えば商店街

でもですね、今中心に動いているのは２代目の人たちが中心で今やっています。 

それで、今回は職員の主幹職、今課長職ですけど、やはりそういうちゃんと背中を見せたり

ですね、補助金かなりいろいろな補助金を持ってきたりしているのですね。それで、２代目の

人たちがかなり混乱したり。言われたのは、夕方もですね、やっぱり７時、８時まで、９時ま

でですね、働いているのが見えるよと、外から。それで土日も出ているよとか。やっぱり頑張

っている人が行くとですね、やっぱりそういう背中を求めるのですね。 

 それはですね、今の商工会に問題ないですかと、商工業に。その辺から行っているのですよ。

彼らやっぱり２代目の人たちも必死なのですよね。何とか変えようと。この町に何とか商店街

の活気を取り戻そうとしているわけですから、そういうことでできればですね、そういういろ

いろな補助金を持ってきたり、ネットワークがあったりですね、そういう人をできればお願い

したいと。これは皆さん優秀、頑張っている人たちですから、ただ年代的になるべく近い人と



 
 

35 

いうようなことも実はあったわけです。ただ、年代だけで行きませんので、そういう人材をで

すね、我々のほうでも探して行っていただいたということなのです。 

 だから、これ当面ですね、我々の今の目先の振興策で一番なかなか苦しんでいるのが商工業

の振興の部分なのです。ですから、それゆえですね、皆さんにも大変ご迷惑をおかけしました

が、そういうことでやっていると。 

 ただ、さっきの補助金の議論については私はコメントいたしません。そういうことで、商工

会も必死、我々も必死ということでとった策であるということをまずご理解いただきたいと思

っています。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほか、ございませんか。 

 大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。221 ページの企業誘致の対策事務経費の中のですね、

負担金補助金及び交付金の企業立地助成金の関係でちょっとお尋ねをしたいのです。 

 先ほど私、なぜ非正規不安定雇用の労働者が白老町にどれぐらいいらっしゃるか調査してい

ますかっていう質問をしたのは、このこととの関連で実は聞いたのですよ。 

 それで、当然白老町も企業誘致を積極的にされています。私もするべきだと思います。道の

企業立地促進条例に基づいて、白老町も同じような法を持っているわけですけども、道のです

ね、この条例を調べてみましたら、雇用期間の定めの１番目に条件として労働者一人当たり 50

万円の補助を出すというのがありますけれども、これうちの白老町でも対象になっているわけ

ですけれども。 

 条件として一つは、雇用期間の定めのない、要するに有期雇用でないというのが一つあるの

ですよね。実質的には有期雇用というのは、期間を決めないでもいいよっていうふうになって

いるのですよ。いいよと。 

 それから、ですから、非正規不安定雇用のことで私聞いているのですよ。 

 それで、二つ目にね、雇用保険の被保険者ってなっているのですよ。社会保険は入っていな

いのです。社会保険。雇用保険はこれ、掛けるのはこれ当たり前です。雇うときは。だけど、

社会保険はね、必要条件になっていないのですよ。 

 それから、三つ目にね、年給、年俸ですね。年の給与。これがね、135 万円以上ってなって

いるのですよね。道は。135 万円といったらね、普通 2,000 時間、だいたい平均 2,000 時間。

2,000 時間というとちょっと、７時間労働にしても二百何日にしかなりませんけれどもね。

2,000 時間働いたとしてもね、北海道の最低賃金 654 円で最低なのですよ。ベースが。 

 それで、私が言っているのは、今非正規不安定雇用労働者が３分の１がいて、国会、国の中

で全体で問題になっている中で、私はここの底上げを図らなくてはいけないと。最低例えば時

給 1,000 円。7 時間働いたら１日 7,000 円。これ掛ける休みを引いた分の金額というようなふ

うに改めるとか。社会保険や厚生年金というのは今はもう普通なのですね。多分掛けていると

思いますよ、私は。 

 しかし、道のその企業立地促進条例の中の最低水準というのはそこだからね、それを守れば
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いいのですよ。ということはどういうことになるかと言ったら、非正規不安定雇用でも十分こ

の条例に合致して、雇用上の助成金をもらえるっていうふうになるのですよね。そうなるわけ

ですよ。これ理論的にはそうなります。 

 ですから、こういうところを白老町の条例がどうなっているのかということが一つと、道の

こういうものはやっぱり、我々が対象ですから。本当に非正規不安定雇用労働者をなくすると

いうことで言えばやっぱり、こういうところをね、底上げ策を図る。せめて社会保険は入ると。

必要条件というふうにね、私は労働者の観点から言ったらなるべきだと思うのだけれども、そ

ういうことを道に申し述べるべきだし、白老町の現状がどのようになっているか、この点につ

いてお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５９分 

                                        

再開 午後 ２時１５分 

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 大渕委員に対しての答弁をお願いいたします。 

 和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君）  通年雇用の部分なのですが、現在東胆振・日高・平取地域通

年雇用促進支援協議会というのがありまして、その中でそれらの通年雇用の促進を図っている

ところです。 

 それで、昨年 18 年度まで冬季雇用安定奨励金だとか、冬季技能講習助成給付金だとか、18

年度までありましたけども、これが 18 年度で終了しまして、現在通年雇用対策事業ということ

で、19 年から 21 年まで、国の委託事業として４事業。それから、この東胆振・日高・平取の

広域の単独事業として３事業。計７事業を行って、通年雇用に取り組んでいるという状況にあ

ります。 

 それから、もう一つなのですが、道の企業立地促進条例との部分ですが、これにつきまして

はうちの白老町としては、白老町企業等立地促進条例、それから白老町中小企業振興条例施行

規則等を設けましてですね、行っております。これについては、道の条例に右習えというよう

な形で行っております。 

それで、雇用保険については掛けております。ただ、うちの場合でいきますと、これ不定期

の雇用はなっておりません。常用雇用ということで、おのずから社会保険も掛けているという

実態にあります。 

 それともう一つ、西田委員さんのほうの部分でふるさと農園の運営の部分があったかなと思

います。 

○委員長（及川 保君）  ちょっとお待ちください。これ、後にしてください。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。私が聞きたいのはね、その非正規不安定雇用が増え
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ている中で、白老町に来られた企業さんがやっぱり、働く人たちをこう、もっと優遇するとい

う意味で聞いているのですけれども。 

 道の場合は、給与所得で 130 万円っていうのがあるのですけど、白老町はどうですか。 

 それと、実際は今言われたように社会保険は掛かっていると、私も実は思うのですよ。多分。

常用だったら掛からなかったら、５人以上いたら掛けなければだめですから。雇用保険と社会

保険というのはセットになっていますからね。これ、掛けなければだめなのですよ。だからそ

うなるのだと思うのですけれども。 

 しかし、社会保険が明文化されていないというのは、何と言うのかな、自治体が行う奨励金

なのに社会保険が明文化されていないというのは、そういう法律上はそうなるけれども、考え

方として僕は違っているのではないかっていうことなのですよ。 

 企業誘致立地促進条例っていうのはやっぱり、来てもらうと同時に、町長がいつも言われる

ように、そこで働く人たちを増やすということですから、そういうことで言えば、少なくとも

そういう条件が、例えば 130 万円という条件が、僕はやっぱり 200 万円ぐらいというのはね、

普通どう考えてみてもその最低ラインというのは 200 万円ぐらいではないのかなというふうに

思うのです。2,000 時間で 1,000 円だったら 200 万円ですからね。 

 ですから、そういうことを例えば道に意見を上げるなり、町の条例はその部分を変えるなり

という考え方が、そういう労働者の今の実態に合った形で、北海道の最低賃金ではなくて、そ

ういう実態に合った形にやっぱり直し、正規雇用、非正規雇用ではない人たち、正規雇用の人。

それから、不安定雇用ではなくてきちっとした雇用ができる。そういうことをやっぱり、少な

くてもここに来られる企業については、臨時は臨時で採るわけですから。パートはパートで採

るわけですから。少なくてもそれ以外の人たちはそういうことを条件にしなくてはいけないの

ではないかということを聞いているのですけれども、その点どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  常用雇用でですね、募集する場合は社会保険、もちろん雇用保険もつ

けます。ただ、その雇用保険を掛けますよというのはですね、旦那さんが働いていて、パート

的に奥さんが働きに行きますよと。そういう人にも、要するに週何時間以上かな、何時間以上

であれば雇用保険もつけますということなのですよ。ですから、それ以上の人が、全体的に募

集しているわけです。全体的に。 

 そして、パートに類する人もいるし、常用というか、に類する人もいるし。ですから、一番

はですね、パートはいりませんと。全部常用ですというところもあるのですね。 

 ただ、そういう部分で北海道も白老町もそうですけど、ほかの自治体とやはり競争している

わけなのです。競争しながら、雇用を逆に集めやすい条件だとか、雇用を要するに公募する段

階でですね、一定の何と言うのですか、規制をかけるとですね、なかなかまたこれが難しい部

分が出てくるという部分もあるのですね。 

 今議員の言われたことはわかるのですけど、わかるのですけど、それは雇う側のですね、基

本的な考え方にお願いするしかないと。要するに、パートでもない、常用でもない、その間に
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いる人の話だと思うのですよね。できれば、社会保険も掛けていただきたい、雇用保険も掛け

ていただきたい。 

 ただ、それに近い人についてはほとんど、工業団地であれば掛けているのではないかなと私

は思っています。そういう実態があればまた別なのですけど。私はそこまでやっていただいて

いると思っています。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっと、間違って伝わったら困るのですけど、私が言っているのは、

企業誘致の立地促進条例に基づいて補助法、補助金を一人例えば 50 万円なら 50 万円を出すわ

けですよ。町がね。それはもう、事業主に出すわけですから。そうであれば、今の労働基準法

の最低限度のところはやっぱり、クリアしなくてはだめだっていうのはこれ、常識だと私は思

うのですよ。 

ですから、例えば今言われたそのグレーゾーンと言いますか、いい意味ですよ。いい意味で

のグレーゾーンにいる人たちがこの企業立地促進条例に基づいて 50 万円もらえるとしたらだ

よ。もらえるとしたら、それが本人の都合で変わるのは構わないのですよ、僕は。本人の都合

で変わるのは構わない。だけど、本人の都合ではなくて、補助金を出す立地条例に基づいた補

助金を出すとしたならば、やはり私は、今町長が言ったように、実態としてはそうなっている

かもしれません。そこは私、確認していませんから。しかし、補助金を出す基準、最低限度の

ものとしてはですね、やっぱり雇用保険と同時に社会保険を掛けるべきだと。それは、絶対掛

けなかったらもらえないっていうのではない、そのグレーゾーンにいる方々はそれは構わない

のですよ。そうでない方々がそういうふうになったら困るって言うのです、私が言っているの

は。 

 同時に、130 万円っていうのが妥当なのかどうかっていうのは、それはどこで決めるのかわ

かりません。しかし、135 万円っていうのは算出根拠っていうのは、どう見てもですね、北海

道の最低賃金掛ける 2,000 時間になるのですわ。 

 ですから、それはやっぱりもっとね、もうちょっと上げると。そのことによって、130 万円

以下になったら、だけどこれ企業立地の促進条例に基づく 50 万円はね、もらえないっていうこ

となのですよね。150 万円以下だったら。雇用保険を掛けていなかったらもらえないっていう

ことなのですよ。社会保険は掛けなくてももらえるけど、企業は。わかります、私の言ってい

る意味。 

 そういうラインを引いている、そこのラインを、私は今の状況でいえば、雇用保険も社会保

険ももらえる人たちに対してそういう人を雇うことに対する企業立地促進条例に基づく補助金

だと、こういう理解なのですよ。50 万円っていうのは。一人 50 万円というのは。 

 ですから、130 万円以下の人はこれは 50 万円はもらえないのですよ、雇っても。だから、私

はそこのベースは北海道の最低賃金では低すぎるのではないですか。北海道の最低賃金はパー

トさんでも、どんなあらゆる仕事の人でもこれ以上下げたらだめだということだから、そうい

う意味で私は言っているのです。そこのところを理解して答弁をいただきたいのです。だめだ
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とかいいとかっていうのではなくて、ベースっていうのはそういうふうにあるべきものだろう

ということなのですよ。そこのところで質問しているのですから。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  白老の場合ですね、常用雇用の定義は雇用保険に入っているというこ

となのですね。社会保険は関係なく。それで、例えば 135 万円、これは年収の話ですけど、例

えば 110 万円以上を超えたらごまんという人が結構いらっしゃるわけですね。これだけサラリ

ーマンの多いまち町ですから。 

 ですから、その 135 万円にこだわることなくですね、我々はね、雇用保険が入っていたら、

何らかの理由で辞めますだとかと言ったときに、当然安定所からもらえるわけですから。そう

いう部分にまず配慮しているということはまず、ご理解いただきたいと。 

 それで、社会保険についてはですね、これは、それだけやはり働きぶりだとか、これからで

すね、ずっといますよということであれば、工業団地の実態からいくとですね、ほとんど入っ

ていらっしゃると思います。 

 それで、ただ、企業誘致を誘致するときの一つの条件の中に、常用雇用の定義の雇用保険の

ほかに、社会保険も一緒に入れろと。そして、それを条件にして 50 万円の助成をしなさいとい

うことだと思うのですね。 

 ですから、それについては、いろいろこれ道がですね、実は常用雇用の定義を決めたのは道

なのですね。我々道と実は、横並びのいろいろな部分、いなければならない部分があるのです。

道は出るけど道は出ないとかですね、そういうちょっと、研究させていただくことということ

でよろしいでしょうか。 

 きょうここではですね、ちょっと実態もわかりませんので。答弁できませんのでそのぐらい

で、済みません。お許しいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ４回目ですけど、許可しましょう。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今の答弁でわかりました。私が言っているところを

正確に伝えてもらわなければ困るのですよ、検討するときに。なぜかと言うとね、110 万円っ

ていうベースっていうのはね、それはそれであると思います。奥さんが働くというのはそうで

すから。実態として。 

 ですから、それは何も僕ね、矛盾はないのですよ。例えばそこに、どうしても 50 万円出した

かったらといったらおかしいけど、130 万円払って、しかし 130 万円を払ったらオーバーして

しまうからね、だめだからこれは対象にならないってなるわけでしょう。今のこれでいけば。 

だから、企業に出なくなるでしょうっていうことです。110 万円で使った場合は企業にいかな

くなるでしょう。50 万円は。110 万円で使ったら。そうですよね。 

 ですから私が言っているのは、そういう方々に対する例えば処置をするのであれば、それは

それでしても構わないし、新たな条例か規則かわからないですけど、つくっても構わないので

すよ。 
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 ただ、私が言っているのは、ここで言っている企業誘致立地の促進条例に基づいて補助金を

出すのであれば、北海道の最低賃金っていうのはきちんと決まっているわけですよ。その最低

賃金というのはパートさんを含めて。すべての働く人たちなのですよ。奨励条例に基づいてお

金を出す自治体が、税金を出すという意味は、そこをぎりぎりクリアすればいいっていう理論

にはならないでしょうっていうのが僕の意見なのです。 

 それは、パートさんでもね、10 時間しか月に働いていない人でも、645 円は払わなければだ

めなのですから。そういうところをベースに盛っていること自体が私は、道としてはおかしい

のではないかと。それに横並びの町もおかしいのではないかっていうことを言っているわけで

すよ。わかります。 

 企業に負担をかけなければだめだとか、そういうことを言っているのではないのですよ、僕

は。そういう理論がちゃんと理屈に合うような仕組みにね、条例っていうのはするべきだと。

だから、私が言っているのは雇用保険も同じなのです。だから、そういう人はそういう人で勤

めなければだめだといったら勤めさせて、それは新たな奨励条例をつくって、25 万円の補助金

でもいいから出せるなら出してあげればいいわけですよ。 

 そういうふうにしないと、非正規不安定雇用労働者っていうのはなくならないわけですよ。

今町長が言われた部分っていうのは何かと言ったら、非正規不安定雇用労働者の部類なわけで

すよ。範疇なのですよ。そういう人がもう北海道の３分の１以上、38％ぐらいは北海道は全国

で一番高いのだそうですけれども、いらっしゃるのですよ。だけど、安定的な労働を、この白

老で勤めれば安定的な労働をしてほしいという意味ですから、そういう視点で検討し、道に言

えるものであれば、横並びっていう意味はわかりますけど、道に言えるものであればこれはや

っぱり、もうちょっと 150 万円にするべきだとか、ね。少なくても奥さんが別の場合は社会保

険に入るべきだとかっていうことが言えるのであれば、やっぱり僕は言っていって、これはそ

こを直すべきだと。そのうえで補助金を出すのならわかるけれども、そういうふうに道の労働

者、働いている人たちの労働条件全体が上がるようなことを実際は考えるべきではないかとい

うふうに思って言っているわけですから、そういうことも考慮に入れて、一つご検討願えれば

というふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  年に何回かですね、企業誘致の会議があるのですね。道主催で。その

折にですね、今の現状と、その辺きちっと調査して、検討の一つに入れていただくと。検討の

一つというよりもちょっと相談に行ってもらうということで進めたいと思っています。 

○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）  はい。それでは次に進みます。 

 失礼しました。先ほどの答弁保留の部分がありました。 

和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君）  西田委員さんの部分で、ふるさと農園の運営で、全体の収入
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額、支出額ということで、これは予算中にも経常しているとおり、収入については利用料金で

45 万円。それから、支出についてはここに記載のとおり 85 万 2,000 円です。 

 それで、今回増設部分、これの費用として 12 万円が経常になっています。それで、ふるさと

農園の部分、それからアスパラクラブの部分、それからもう一つ、試験作物の部分。これらに

ついてもですね、きちっと今後、これで一たん造成部分が終わりますので、そういう部分では

収入・歳出、やはり西田委員さんの言われたとおりですね、一致するような運営に持っていき

たいなと思っています。 

 そういうことでご理解願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  いいですか。 

 ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） すみません。225 ページ、質問させていただきます。 

 ＪＴＢのほうに戦略的観光振興推進事業ということで、600 万円臨時で出ていますけれども、

ここに委託料となっているのですけども、ここの中で戦略的観光振興業務委託料ということで、

この事業自体のですね、基本的な指針というか、そういうのは策定というか、そういうものは

ちゃんとつくっていらっしゃるのでしょうか。と言いますのは、これの目的、目標ですね。そ

ういうもの。まず、示していらっしゃるのか。それと効果額ですね、効果内容。そういうよう

なものをきちっと定義づけしていらっしゃるから、これ振興業務委託料となっているのかなと。

そのようなものをちゃんと、きちんとつくってですね、委託契約を結んでいらっしゃるのか、

その辺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）  これについてはですね、まずこの過去２年間、ＪＴＢさんと

の業務委託を結んできて、それの効果、これらについては、一応入込客数の増だとか、そうい

う部分での効果、事業効果ですね。それは出しております。 

 それで、さらに今回 20 年度の部分につきましては、要するに地元の事業者の方が要望してい

る、本当にこういうものをやってほしいというものをですね、白老町からですね、そういう企

画立案、これをですね、白老に根ざしたものを構築していく。そのためにですね、今回ＪＴＢ

のほうへ職員をですね、週のうち３日間駐在させて、そういうノウハウを学んでくると。そう

いうことが、今後それをやることによってですね、地域で事業展開をやっている事業者の方々

のですね、ニーズに応えた白老らしさのあるですね、観光振興策が出てくるのかなと思ってお

ります。 

 要するに、今回 20 年度では、そういう部分も試験的にＪＴＢのほうへ行った町の職員は、そ

ういう企画立案もしながらですね、やっていくということで、今回派遣しようということで考

えています。 

 それで、ＪＴＢさんの効果という部分では、これについてはその事業ごとに今までやってき

たものについては把握してやっております。それで、そういう部分でいきますと、ＪＴＢさん

の事業で波及効果、これ費用換算に表しまして、一応出てきているのは１億 8,500 万円ぐらい
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がＪＴＢさんの事業プロモーションによる事業保守で、これらの経済波及があったという部分

で想定、考えております。 

 そういう中で、今後ともですね、ＪＴＢさんへ今回派遣する職員のですね、研修をやりまし

て、まだ地域に根ざした観光振興をやっていきたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  私のちょっと、質問した内容と答弁がちょっと食い違っていたのです

けれども、私は今回この戦略的観光振興の業務委託ということで、今企画立案を構築してとい

うふうな説明、答弁がありましたけども。私はこういうようなものの、基本的な方針というか、

指針というか、そういうものはちゃんとつくっていらっしゃるのですかということで。その目

的とか目標とか効果額とか効果内容とかをちゃんと示して、それに基づいて委託しているので

しょうかというふうにお伺いしたつもりだったのですけども。 

○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）  まず、今回のＪＴＢさんとの戦略的観光推進事業の部分なの

ですが、まず目的、これにつきましては過去２年間の実績に基づいて、観光戦略の専門的なノ

ウハウを町職員が学ぶということで、2008 年度の部分、人材育成を主眼に置いております。 

 それから、業務につきましては、白老町の、先ほど言いました白老町内で事業展開をやって

いる方々、そういう方々にいいプログラムというかですね、そういうビジネスを企画立案する

と。そういう誘客活動も含めた部分で、この派遣というか駐在するですね、研修に出す職員は、

そういう業務を担っております。 

 それから、ＪＴＢさんの部分につきましては、この職員のですね、研修の業務、これにかか

る費用ということで、今回やっております。 

 それから、これらをやることによって、白老町全体の観光入込客の数字を増やしていくと。

客数を増やすということで、さらにこれに 19 年度は約 33,000 人ぐらい増えている部分を、さ

らに延ばしていきたいという部分です。 

 それと、今までのそういうやってきたことの部分の、さらに継続してやっていくという部分

の事業と。それから、町独自でやる事業と。この２本立てが今回の観光戦略的事業の中身の事

業として計画しております。要するに、平たく言えば、官民共同のプロジェクト。これを構築

するのだという部分の、今回ＪＴＢさんへの職員の派遣になっております。 

 まず、そういう考え方の中で、職員を派遣しながらですね、また具体的な指針についてはで

すね、これから作業を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）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  町長がこういうことを一生懸命やられている気持ちはわかります。私

も理解しますけれども、実際にね、今私特別なことを伺ったわけではなくて、すでに職員を派

遣しようかっていう話があったときですね、やはりその辺をね、きちっとね、契約書を結んで、

お互いにどういうふうな形で一番いい方向で白老の観光振興のために、また職員を派遣される

のか。そういうことをきちっとね、まず議論、そこがなかったらね、派遣に行くっていう話に
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はならないのではないかなと、私は思います。 

 ですから、正直言いまして、この 600 万円の臨時事業費もですね、本来これを載っけたとき

にすでにね、そういうようなね、指針ができていなければおかしいのではないかと思います。 

 ですから、今回予算が先に上がってきてね、そういうね、実際に具体的なね、ものが何もで

きていない。これってね、ただのね、何と言えばいいのですか、思いつきでやっている事業な

のですか。そういうふうにしか受け取れませんよ。その辺はいかがなのでしょうか。３回目で

すので、その辺しっかりとご答弁願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  思いつきではありません。西田委員もご承知のとおりですね、今観光

がどういう状況かというのはわかっていると思います。ただ、ＪＴＢが来て、財団でも約二万

何千人ですか、増やしています。そして、全体の宿泊客も増やしました。よその町は軒並み減

っています。これは効果としてあったと思うのですね。 

 ただ、これだけでいいわけではないのです。平成７年にですね、例えば財団は 87 万人入って

いる、今 25 万人なのです。自分たちも自活できないのですよね。そういう今窮地にあるわけで

す。これを今、毎年１万人でも２万人でもどんどん増やして、最低 35 万人ぐらいまで持ってい

かないと、あそこは自主運営できないわけなのです。 

 ですから、自主運営させるためにも、入り込みをきちっとまず、例えば財団であれば増やす

と。その戦略を、やはりノウハウを持っている世界のＪＴＢのところへ行ってですね、勉強し

ていただくと。 

観光振興というのは永久に続きます。ですから、そういうことをまず一人が勉強してきて、

それをまた帰ってきたときに二人、三人にその観光振興策を教えると。そういうことで永久に

観光振興策を図っていくためには、プロの仕事のスタイルも勉強してこなければだめだと。そ

して、ＪＴＢと一緒に白老町の観光振興策、これからの観光振興策をつくるということで派遣

しているということをご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。これは私もこの間一般質問ちらっとしたから、もう一回お

聞きするのですがね、私は先ほど産業経済課長が１億 8,000 万円の２年間のＪＴＢの効果があ

ると。１億 8,000 万円割る 700 日は１日 25 万円なのだよね。これ、どうやってこの財団、あそ

こにですね、その効果がどういうふうに現れて、どんな計算をしたのか。 

 それから、観光というのはね、こう浮き沈みがあって、去年は確かに２万人多かったけれど

も、そのほとんどＪＴＢのおかげでですね、２万人増えたっていう、この辺のとらえ方はどう

やってとらえているのですか。 

 そして、１日 25 万円、この経済効果はどこに落ち着いたのか。このことをもう一回お聞きし

たい。 

○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） まずその、経済波及効果の部分なのですが、それについては、
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宿泊それから日帰りという部分で見ておりまして、それについては一人当たり平均消費額とい

うのを１万 2,800 円と、これは宿泊費それから交通費、飲食費、土産購入費、施設利用、レン

タル料、これらを合わせて１万 2,800 円という形で一人１泊の部分を出しています。 

 それと、もう一つは日帰り旅行の部分としまして、交通費 550 円と、そういうような飲食費、

土産代、こうやりまして、それで平均消費額を 4,714 円という形で、これをその入り込み客数

を掛けて、それで先ほどの効果額を出しています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  今、話を聞いたのですが、お土産が四千何百円。これはそうしたらミ

ンタラから買ったお土産ですか。四千何百円。一人でしょう。二万いくら。 

 ただそうやって、ものをくっつけてね、計算をいつもしているのですけども、私はだからこ

の間の質問をしたときは、実感だよ。本当の実感。おおよそこうではなくね、実感でものをき

ちっとした経済効果を出さないと、何が何だかわからない、ただその上辺だけのね、計算で言

って、いやいや２万人来たから１億 8,000 万円あったのだって。それに一万二千何百円を掛け

てね、１泊で。交通費、交通費なんていうのはこれ、バスで乗ってきて交通費どうして計算す

るのですか。よそのバスが来て交通費なんて。そういうやっぱり計算の仕方がね、やっぱりき

ちっとやらなければだめですよ。和野課長にばかりこれ、あれになるのだけどね。 

 そんなことを聞いているのですよね。これ、今ここで質問したことは、財団やミンタラに行

って聞いてみますから、私それだけの実感があったかどうか。 

○委員長（及川 保君）  答弁はいいですか。 

飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  松田委員が言われるようにですね、今ご商売をやっている人たちの実

感があるかと言ったらないと思います。それはただ、入り込みに対するですね、入り込みに対

する、お客さんが泊まったら確実にそこの旅館代を払います。その帰り、平均でだいたいどの

ぐらいの金を落とすだろうという、平均的なあれから言っているのであってですね、まだまだ

観光に関する商売をやっている人はですね、大変な状況です。良くなったという実感は一人も

持っていないと思います。 

 ですからこそですね、これ 1,000 円でもお土産を多く買ってもらうだとか、一人でも多くの

宿泊者を増やすだとかということになるとですね、これは我々職員の次元でいくら議論しても

ですね、これわかると思うのですが、プロはプロの世界があるのですね。ですから、そのプロ

の目とプロのですね、振興の仕事の仕方をですね、やっぱり勉強してきて、役場のこういう運

営全般にですね、商売の魂を入れるという、実はそういう考え方もあります。 

 そういうこと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。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の関連ですけども、細かいことは本当は聞きたくないのですけども、

ちょっと聞いているうちにわからなくなったので。この戦略の中でですね、600 万円というの
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は、内訳をちょっと聞かせていただけませんか。どういう部分の経費が充当されるのか。 

○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）  事業費の中身につきましては、研修受け入れ費として 300 万

円。それから、そういうプランニングの部分の、要するにまさにプロの技を身につけるという

部分の営業活動。これらについて、100 万円。それから、白老で展開する戦略事業の部分につ

いて 200 万円ということで、これで計 600 万円ということで、予算要求しております。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  本当は課長は余り承知していないから、質問したくないので、できれ

ば町長のほうからと思うし、余り細かいことは本当は言いたくないのだけど、ちょっとですね、

やっぱり私もこれだけの規模の予算を削減して皆さんやっていますので、有効に効果が出てほ

しいと思いますので、質問させていただきますので、その点ちょっとご理解願いたいと思いま

すけども。 

 この研修受け入れ 300 万円の内訳はですね、どういうことなのかをですね、質問します。そ

してこれがですね、これ中身をですね、ちょっと４答目ぐらい許していただければこれだけを

先に聞いてからですね、質問したいのですけども、委員長いかがですか。この 300 万円の中身。 

○委員長（及川 保君）  はい。少し手短にお願いします。 

○委員（前田博之君） いや、300 万円の中身をちょっと聞いてから質問したいのですけども、

あと１問しか残りませんので、もう１回ぐらい許していただけますかって。それによってはち

ょっと質問の仕方を変えますけども。 

○委員長（及川 保君）  はい。許可します。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５１分 

                                        

再開 午後 ２時５４分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。 

 ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ございませんね。それでは、次に移ります。 

 とにかく委員長として先に進めたいのだけど。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５４分 

                                        

再開 午後 ３時０４分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 冒頭に皆さんに申し上げます。非常に本委員会、遅れ気味に進行しております。スムーズな

議事進行にご協力をお願いしますとともに、先ほど来４回目の質問も特に許可をしております
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けども、できるだけ３回の中で、質疑の中でまとめていただけますように、お願いを申し上げ

ておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、前田委員の２回目の質問に対しての答弁をお願いいたします。 

和野産業経済課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君）  大変貴重な時間に休憩等を挟みまして、大変申し訳ありませ

ん。 

 それで、今前田委員さんのほうからご質問がありました、300 万円の内訳という部分でご説

明したいと思います。 

 これについては、研修受け入れ先でかかる部分が費用、要するにその指導者の分。それから、

そこの施設、例えば机を用意するだとか、そういう経費を含めて、研修指導料としての 300 万

円になっております。 

 それで、これについては、週３日間の研修にかかる費用ということでございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、300 万円の内訳を聞きました。研修指導料も入っています。机も

入っているって言っていますけども、白老町がＪＴＢとですね、観光戦略業務委託契約を結ん

でいます。これ 19 年度のものを、私は情報公開でもらいました。 

 その中を見るとですね、仕様書の中の７、業務遂行場所の提供について。白老の場合は、白

老町は受託者が指定する職員の業務遂行場所を役場内に置いて提供するほか、机、電話、ＯＡ

機器等業務に必要な環境を整えるといっているのですよ。 

 それがなぜ白老町が行くときに、机まで、多分パソコンも入っているかどうかわかりません

けど、そこまで用意しなければいけないのですか。非常にね、これ不可解なのですよ。 

 それと、後指導料云々と。細かいことを言うと、研修指導料 300 万円入っていますけど、ど

ういう積算をしているのかね。 

 あるいはこの、僕は本当は言いたくなかったのですよ。たけどこの契約書を見たらですね、

２年間のうちにこういうことをうたっているのですよ。業務委託の目的に、乙のグループネッ

トワークとノウハウを活用すると言っているのですよ。そうしたら２年間、うちの職員があそ

こにいて、固有名詞は別ですよ。来た人の固有名詞。ノウハウを受けなかったから、もう１回

１年間行くということに、解釈ではなるのですよね。 

 その部分は別にしても、事務的なこの業務の遂行場所の提供をしていないのに、なぜうちは

逆にそこまで持たなければいけないのですか、２年間提供しておきながら。 

 それと、もう１点。私は観光の入り込み調査、議員さんに全部配布になっていました。その

中で、飲食店の土産店で、日帰りですよ、これ。10 万 4,364 人増加になっているのですよ。今、

和野課長が効果額を言いました。和野課長云々ではないですよ、あくまでも。その辺に誤解し

ないでほしいのですけども。その中でですね、日帰り客は 4,714 円お金を落としていると言い

ました。内訳は別です。 

 だけど今、19 年度に日帰り客、10 万 4,364 人増えているのですよ。これ単純にかけたら４億
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9,000 万円になるのですよ。さっき１億 9,000 万円、8,000 万円かな、効果額があるって言いま

したけども、町長はね、数字を別に実感していないと言っていますけども。この辺の数字がど

うも行き違っているし、私は一般質問でですね、職員給与の削減がされたときに、町内の経済

にどれだけ波及がありますかと言ったら 12 月のときに、数字は出せませんと言ったのですよ。

それで再度やったら、今回出てきました。 

 みずからの事業で成果を上げるときに、すぐ数字が出てくるのですよ。だけども、マイナス

の面というのはなかなか出てこないのですよ。それがいいかどうかは別です。だけど、行政と

いうのはですね、そういうマイナスの部分をいかにね、手当てをして、プラスに総力をまかす

だとか、そういうことがね、町民が期待しているのですよ。これ行政の僕は役割だと思います。

景気のいいときは黙っていても、民間の人はどんどんどんどん進んでいくのですよ。 

 こういう状況になったときにいかにね、行政が知恵を出して、役場の力を結集してやるかと

いう問題だと思うのです。この数字を見たって、単純に考えて矛盾しますよ。 

 それと、これだけですね、委員さんが何遍も何遍も言っているけども、ここの課長は半分ぐ

らいいなくなるけども、そういう姿勢で検証を出すことを僕は否定しません。だけどもですね、

半分にしたって 200 万円の額がね、業務遂行場所の提供にですよ、持って行かれるということ

はどういうことですか。今まで１年間うちが無料で提供しておきながら。その辺いかがですか。 

○委員長（及川 保君）  はい、最後の質問でございます。 

飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  白老町で勉強していたというのでなくですね、実は私のほうから観光

の入り込みがあまりにも苦しいので、ＪＴＢには私が直接ですね、送ってくれないかと。私が

行ったときは、道内からも６市町村が送ってくれと言ってきたみたいです。ただ、その数字の

減り方がひどい、かなり極端に減っていたという部分もあります。 

それで、わかっていただきたいのですが、古い議員さんは皆さんわかるのですが、観光振興

策って金をかけて今までつくっていました。ずっと、いろいろな計画をつくっていたのですけ

ど、私はちょっと発想を変えてくれと。要するに、すぐ数字を上げるような手だてで考えてく

れと。それと、これＪＴＢに送るのはですね、ＪＴＢの市場開発室という、ＪＴＢのスタッフ

がいるのです。そこに、白老の現状を投げかけるわけなのです。そこでもらうわけですよ。プ

ロに。これ、ただ行ってですね、小間使いで行くわけではないということを、まず皆さんにご

理解いただきたいと思います。 

 それで、今ですね、この白老の観光で、先ほど松田委員からも言いました、実感としてわか

っている人って何人いるかって、これいませんよ。ただ、可能性は観光あるのです。はっきり

言ってですね。ですからその市場、我々とはまるっきり商売を異にする、そういうプロに白老

の現状だとか、白老の観光資源だとか。そういうものを、そのテーブルの上に乗せてもらって、

それで白老のまず特産品の部分を含めて、移住も含めて、観光の入り込み全体的な含めてです

ね、例えばまた食と観光との連携も含めて、プロの目で、プロの考えでどんどんアイデアを出

してもらって、それを吸収して白老に持って来てくれということなのです。 
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 うちの職員、何もわからない、ある程度知っていますって言ったって、邪魔者にしかならな

いのですよね。そこにきちっとマネージメントしていただけるということなのですよ。 

 実はきょう 11 時半にですね、中座したのもＪＴＢの社長さんがいらして、しっかりその辺も

議論させていただきました。とにかく、実効性と、実の効果を上げるということになると、今

までの仕事のやり方と変えなければだめだと。確かに、600 万円という大変な金です。ただこ

れは、私は絶対生きると思っています。仕事のスタイルとやり方を変えるということになると、

従来型のですね、はい、プランをつくりました、プランをつくって何百万円かかりましたとそ

ういうことではなくですね、こういうことを出せば必ず議会の中で議論になるのもわかってい

ます。 

 ただ、我々は今のところ、ここから出発するしかないなということで、観光協会のですね、

私会長をやっていますので、役員の皆さんとも話しています。きょうの議論も多分、インター

ネットで聞いていると思いますが、そういうことで、まずはですね、そのためにやらせていた

だきたいというのが、じゃあこれ以外に何かあるかと言ったら、私はないと思っています。あ

れば多分提案があると思うのですが。以上です、私のほうから。 

○委員（前田博之君）  もう１回いいですか、向こうに持っていく机とか、そういう関係の部

分はどうなのですか。 

○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）  向こうで、その机等については、用意していただくと。向こ

うで、受け入れ先で用意するということです。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  町長の思いはわかります。しかし、さっき私が言ったことは、さっき

の部分がかなりもっとやっぱり具体的なね、方向性が見えてこなければいけないのはわかって

います。 

 ただ、そういうことによってですね、職員が戻ってきて云々ということについてはね、これ

は誰しも否定するものではありません。ただ、最小の中で最大の効果を生むのだよということ

で、私は２年間というのは彼で効果があったかどうかというのは別です。ＪＴＢから来たのは

ですね、2,300 万円出しているのですよ。それで今回ですね、600 万円。行く人の人件費を仮に

600 万円にしたらですね、3,500 万円投資されているのです。 

 だから、この効果をですね、最大限出るような町長の人材育成。帰ってきたときにどういう

戦略の中でですね、観光振興を図るか。ね。それで町長は、財団の入り込みが入ればいいのだ

という言い方をしていますけども、北吉原、竹浦だってみずからですね、ラジオなんかでＰＲ

してですね、パークセットしてですね、どんどんどんどん入り込みにして入湯税も上がってい

る業者もあるのですよ。そういう人みずからね、やっているのです。 

 私は、そういうようなですね、てこ入れと言うか、ノウハウを持って役場の職員が、そして

民間の人方がいかに力を発揮できるようなソフトなり、そういうことをですね、本来やるべき

だと思うのですよ。 
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じゃあ、２年間ですね、ＪＴＢの人が来た。否定はしません。観光協会の今話をしましたけ

ど、観光協会だって事務局長は民間人ですよ。町長が連れてきたのは。セットでこの２年間や

ってきているのですよ。 

 そうしたらこの、今言ったように、効果は効果でいいですけども、これ別なとき議論を持ち

ますけども、この入り込み調査だって十分にですね、精査したら、いろいろな議論が出てくる

可能性があります。そういう部分でですね、行って帰ってこられるのではなくて、帰ってきた

後に私も一般質問しましたけども、どれだけ戦略を立てて、どういうところに重点を置いてや

るかということを明確にしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  これは事実として聞いていただきたいのですが、まず我々はポロトが

増えたと、我々入り込みのバロメーターはポロト地区だと思っています。少なくてもこの 10

年間減り続けていたですね、ポロトの入場者、チケットを買って入った人が、まず二万何千人

この２年間で増えたという、まず事実をご理解いただきたいと思います。 

 それは、財団自身の努力ももちろんでございますが、やはりそういう仕組みだとか、仕掛け

があったと、私はとらえています。全部が全部ではないですよ。 

 それと、今年も、昨年ですか、宿泊の入り込みが、宿泊者が増えたと。それもやっぱり、宿

泊者の努力はもちろんですが、そういうやはり仕掛けがあったのかなと思っています。 

 おっしゃるとおりですね、ノウハウなのですよ。ないのですよ、我々。わかるとおり、例え

ば人事異動でですね、じゃあ本当に観光振興を図るための要請を、じゃあしているかといった

ら観光係へ行きましたと。その前は、じゃあどこかといったら全然違う部署にいるわけです。

それで、そこに２人いたり３人いたりするわけですね。それで、プロフェッショナルの養成と

いうのはなかなか行政では難しいのです。そういう部分もあります。 

 それで、私はこの職員が行って帰ってきたからにはですね、少なくとも、これ大変ですけど、

地元の観光の底上げ、少なくとも食と観光の連携をきちっと組みながらですね、経済全体の底

上げを図りたいと思っています。 

 ただ、これで簡単にですね、すぐ５万人も６万人も増えるわけではありません。息の長いの

が当然いいものをしていると思います。それで、帰ってきた限りはきちっとですね、今以上に

観光関連の協会、財団、商協を含めてですね、旅館関係も含めて、一つの連携を組みながらで

すね、白老の商業底上げを図りたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  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）  はい。それでは次に進みたいと思います。 

 ８款土木費に入りたいと思います。226 ページ１項土木管理費、１目土木総務費から 235 ペ

ージ３項河川費、１目河川総務費まで。質疑のございます方は、どうぞ。 

 ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。231 ページ、工事請負費の施設整備工事、
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これ３つでていますけれども、それぞれちょっと伺ってまいりたいと思います。 

まず、竹浦２番通り改良舗装工事につきましては、ここは非常に交通量が多いところだとい

うふうに認識しております。１日の平均通行量ですね、通行量。交通量というかな。その通行

量と、交通の幹線としてのですね、役割はどのような役割を担っているかということをお尋ね

します。 

 次に、白老滑空場線舗装工事。これ、金額が非常に低い金額になっております。960 万円と

いうことですね。この滑空場線につきましては、大分前に私説明を受けたときに、確か災害時

ですね。例えば樽前山が噴火したとき等の災害時の緊急避難道路としての役割等も担っている

というふうに認識しております。 

 また、ヘリポート等も到着するというような、滑空場はそういう理由もあるというふうに思

っております。 

 もっと早くですね、１年でも早くつくり上げるべきではないのかなと。予算が非常に少な過

ぎるのではないかと。この点について、お尋ねしたいと思います。 

 また、ここの道路の役割についても質問、再度お尋ねしたいと思います。 

 それと、最後のポロト・社台線橋梁工事につきましては、ちょっと違う観点からお尋ねした

いのですけども、今地元のですね、建築土木業者が、非常に公共工事の削減によって、町外で

仕事を探してですね、経費がかかっても遠いところで仕事をしているというのが、結構現状と

してございます。 

 その中で、これ橋脚でございますので、地元の業者がですね、例えばＪＶでも参入できるか

どうかという観点から、この工事の、簡単で結構です。工事内容についてお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君）  後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君）  お答えします。それぞれ路線の役割、交通量、そのほかの質問で

ございましたが、まず、竹浦２番通りについてでございますが、まず、もちろん竹浦と白老地

区を結ぶ、その幹線通りになりますよということは、前にもお話したとおりですけれども、そ

のほかに国道 36 号の補完道路というふうなことで考えていまして、重要な路線であるというふ

うに考えています。 

 それから、後ほど出てまいりますポロト・社台線もそうですけれども、いわゆる鉄道幹線道

路としてですね、苫小牧市、登別市、白老町２市１町でですね、連携をしながらその道路償却

をお願いしていると。そういうふうな、極めて重要な路線でございます。 

 そういうことからしますと、災害時の、いろいろな災害がありますね。樽前山の噴火という

のもありますし、大雨などによりまして、今まで国道も通行止めになったというようなことも

ございましたが、そういう場合のですね、緊急避難道路と言いましょうか、非難経路として。

あるいは、それ以外ではですね、先ほど言いましたように 36 号を補完するという意味では物流

を担うものであるというふうに考えてございます。 

 現在は、そういう区間の中にありましてまだ未改良区間なものですから、その部分を交通量
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の見合いの改良舗装をしようというふうなことで考えてございます。 

 それで、交通量でございますが、将来計画としましては、現在１期目の部分としてスタート

する部分としては、2,200 台、細かな数字はちょっと今、記憶にございませんが、2,230 台かそ

こらだったような気がしますが、全線完成の折にはですね、3,000 台を越す交通量というふう

なことで考えてございます。 

 その次に、滑空場線でございます。滑空場線につきましては、先ほど山本委員が言われまし

たように、この事業が始まります 17 年か 18 年ごろだったと思いますが、一度説明したことが

ございますけれども、委員が言われるとおり、緊急輸送道路に指定されてございまして、平成

12 年の有珠山の噴火の際はですね、自衛隊や道警などの災害救助のヘリポートにも使われてお

ります。その滑空場ですね。滑空場と国道、あるいは港を結ぶと。そういうふうな、極めて重

要な路線、いわゆるそういう緊急時のための優先すべき道路ということで、緊急輸送道路とい

うふうなことになってございまして、以前は先ほど言いました有珠山のこともございますが、

今後におきましては樽前山の噴火というふうなことも心配な部分としてはあります。 

 それで、防災センターがあの場所に、現在の石山に移ったあの場所に誘致された一つの要因

としてはですね、港もありますけれども、滑空場もあるということで、しかもその緊急輸送道

路に指定されている道路があると。そういうことも、理由の一つに上げられているところでご

ざいます。 

 そういったところがその役割というところでございますけれども、金額が小さいのではない

か、もっと早くやれと、こういうふうなお話でございますが、国土交通省とヒアリングの中で、

何度か同じような話をされております。白老町は何を考えているのかと。つまりその、緊急輸

送道路でもあるにもかかわらずですね、何ですか、かなり小さい金額でやっていると。そうい

う道路、位置づけであればこそ、早くやるべきではないのかというふうなお話もありますけれ

ども、こういう白老町の財政状況を考えればですね、本来であればそういう性格の道路ですか

ら、早く整備をしなくてはならないというふうなことは十分承知はしておりますけれども、万

やむを得ずでね、補助割れを起こさないぎりぎりのところまでと。事業費を小さくして、進め

ているということでございます。 

 それで、質問にはございませんでしたが、そういう財政状況なものですから、平成 18 年度ま

では、国交省の道路の改築事業という巧手での補助金をいただいていたところなのですが、国

交省とお話をする中で、ヒアリングの中で、話をしていったときにですね、そういう財政事情

なものですから、もっとその補助率のいいものはないかということで、現在はですね、地方道

路整備交付金ということで、改築事業からそちらに変えまして、改築事業は 10 分の 5.5 なので

すが、10 分の６の、若干ですけれどもその補助率のいいものにくらがえをすると言いましょう

か、変えさせていただきまして、19 年から事業を進めています。 

 そういう中で、細々という部分、言葉は悪いのですけれども、表現が悪いのですが、細々と

いうやり方ですけれども、進めているところです。 

 それから、ポロト・社台線でございますが、ポロト・社台線につきましても先ほど同様です
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ね、36 号を補完する道路ということで、位置づけは竹浦２番通りと同じでございます。ただ、

若干違うのはですね、先に一般質問でも答弁させていただきましたけども、社台川にかかって

いる、以前は高速道路の工事用に使われていた仮設の橋梁を、白老町が受けまして、使ってい

るという部分がございまして、それらの老朽化している部分、それから道路橋示方書に合って

いない構造の仮橋なものですから、それらは早く通常の橋梁にしなくてはならないというふう

に考えてございます。  

 いずれにしましてもですね、この３事業につきましてはそれぞれ、非常に大きな役割を持っ

ているというふうなことでございます。 

 それで、ポロト・社台線の橋梁につきましては、昨年は同じ橋台をやってございます。今年

は橋脚、橋長が長くなるものですから、どうしても橋脚を１本立てなくてはならないという部

分がありますので、そのうちの橋脚を１基やりたいと考えています。 

 それで、昨年の橋台もそうでございましたが、地元の業者さんを相手としました入札で事業

を執行してございます。今後におきましてもそのような取り扱いをしたいと、このように考え

ています。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  財政上のですね、白老町のですね、財政上の問題等もあって、国交省

からは指導を受けているけれども、そういったことでどうしてもその金額が少ないと。しかし、

補助率を上げるために、違うものでやっているというようなお話でございました。 

 財政の問題はありますけども、やはりこの町民のですね、安心・安全を守るというのが最優

先というところではないのかなというふうに、私は認識しております。そこで、これらのです

ね、全線完了まではどのぐらいの工期になるのか。何年ぐらいあとかかるのかをお尋ねして、

質問を終わります。 

○委員長（及川 保君）  後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君）  お答えします。全線というのは、それぞれの３路線だけのことで

よろしいでしょうか。はい。 

 竹浦２番通りにつきましては、現在予定しているのは平成 24 年で完了させたいと思っており

ます。それから、白老滑空場線につきましても同様に、失礼しました。竹浦２番につきまして

は平成 25 年、ポロト・社台線につきましては 24 年、白老滑空場線につきましても同様に平成

24 年を予定してございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。251 ページのですね、町営住宅改修事業。 

○委員長（及川 保君）  ちょっと待ってください。今、土木費。235 ページまでです。もう

少し待ってください。 

ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君）  はい。次に進みます。234 ページ２項河川改良費から 245 ページ５

項都市計画費、２目公共下水道費まで。質疑のございます方は、どうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員 

○委員（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。241 ページの港湾関係でちょっとお尋ねをしたいと

思います。 

 一つは、今年の４億円の起債の部分なのですけれども、交付税の算入率がどの程度かってい

うことを、まず第１点目お尋ねをしたいと思います。 

 それから２つ目、直轄事業なのですけれどもね、その直轄事業の場合は、町の負担分である

４億円というのは、これ義務的経費になるかどうか。その位置づけがどこになっているのか。

義務的経費になるのか、それとも投資的な経費になるのか、その点お尋ねをしたいと思います。 

 それから、今まで資料、港湾の関係ではいただいているのですけども、単年度の港湾に関す

る負担の総額が、合計額がいくらかと。それから単年度の実質一般財源がいくらかということ

で、19 年度分と 20 年度分の予想額が、もしわかればお教え願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問ですが、20 年度４億円に対しての交付税の

参入率でございます。 

 ４億円すべてこう、起債ということになっておりますが、この起債の中でもですね、交付税

の対象になる起債とならない起債というのがございまして、４億円のうちの 90％。ですから、

３億 6,000 万円が交付税の対象になる起債ということで、予算を組んでおります。 

 そしてその参入率ですが、その３億 6,000 万円の２分の１、50％ということで、１億 8,000

万円。それで、4 億円全体から見ると、45％の交付税の参入率ということで考えております。 

 それとあと、単年度の負担、19 年、20 年。これ、負担とそれでは交付税を差し引いた一般財

源がどのぐらいかっていう、そういうことでよろしいでしょうか。はい。 

 19 年度につきましては、今までの起債の償還等も当然あって、それを含めまして、４億 6,860

万円が単年度負担で、そのうち交付税で措置されるのが５億 5,320 万円というふうにとらえて

おります。差し引きますと、実質の一般財源が１億 9,540 万円ということになります。 

 20 年度ですが、やはりこれ元利償還、だいたい７億 2,100 万円でございます。そのうち４億

9,750 万円が交付税措置されるという計算をしております。 

 済みません、ちょっと間違えました。７億 2,100 万円が元利償還額で、交付税措置されるの

が単位費用を含めますと５億 2,900 万円ということで、実質の一般財源が１億 9,200 万円とい

うことで押さえております。私のほうからは以上でございます。 

○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）  基本的に義務的経費ということで、これ北海道のですね、特

例措置ということで、国が直轄事業としてやる場合の負担率が、北海道の特例ということで、

ちょっと詳しい法律、ちょっと出てきませんけれども、この港湾に関するですね、負担率が港

湾法ではなくて、特例を決める法律がありまして、それによって市町村の負担が決められてご
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ざいます。 

 ですから、基本的にそういった負担が決められているものにつきましては義務的経費という

ふうに言われております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。金額についてはわかりました。 

 45％、交付税で見ていただける分が 45％ということなのですけどね、去年というかことしと

いうのかな、に比べて、この交付税の措置率は変わっていますか。それが１点。 

 それから、直轄事業の場合はその義務的経費として見るというのは、ということはね、例え

ば町の状況で言えばその、これしか出せないと。例えば４億円ではなくて３億円に来年なった

とすれば、直轄事業は逆に言うとその町の予算に対して直轄事業がついてくるということにな

るのですか。何か、一般的に言うと何というのかな、直轄事業って決まっていて町はこれだけ

出せというふうになるのかなっていうふうに、我々は思うわけなのだけど、そういう形でも義

務的経費っていうふうな押さえでいいのでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） １点目のですね、19 年度と若干違うようだけどもというよう

なご質問だと思いますけど。参入率は 50％というのは変わらないのですけども、交付税の対象

となる起債の金額がですね、20 年度の場合は４億円全体のうちの 90％で見ているというお話を

しましたけど、19 年度につきましてはですね、起債借入が４億 3,900 万円のうち、交付税対象

がですね、通常債と財源対策債を合わせて４億 1,820 万円と。率にしては 95％ぐらい、交付税

対象になっていますので、掛ける２分の１、50％というのは同じなのですけども、もとになる

数値がですね、それだけ大きいものですから、全体の率からいけば 47.63％という形になりま

す。はい。 

○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）  大渕委員がおっしゃる疑問点。結局、直轄事業でいくらかか

るよと言ったとき、わが町のかまどは関係なしに、じゃあその負担を義務的にしなくてはいけ

ないのかということになってしまうということですね。 

 その件につきましては、結局長期計画で基本構想というものがありまして、それに基づいて

単年度事業計画というのがだいたいこれだけやりましょうとなります。それで実際単年度にや

るときですね、どこまでやるかということについては、当然直轄事業をやる国のほうでも、う

ちの懐具合、それからうちの望む進捗状況。それらを勘案してすり合わせるということをやり

ますので、その中でですね、うちの財政事情も考慮した中で決めてもらうということでやって

いますので、基本的にはその中で決まった額についてはもう完全に義務的経費になりますけど

も、もううちのかまども壊すようなですね、そういうようなことに一方的なことにはつながら

ないというような仕組みになっているということでご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員 

○委員（大渕紀夫君）  今の件なのだけどね、それは意味としてはわかった。そうであれば、
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それが義務的経費になるっていうのはね、どうしてそういう状況で金額が決まるのに、なぜ義

務的経費になるのですか。それは、投資的経費っていう押さえにはならないの。義務的経費に

なぜなるのかっていうところが、ちょっとわからないのですよ。 

 今の説明だったらね、義務的経費っていうふうになる、それはね、町のお金がこれだけ出せ

るよ、国はそれに乗ってくるよっていうようなふうに、なぜそれで義務的経費になるのですか。

そこがちょっとよくわからないのです。 

○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）  負担割合が、新年度の予算編成前にですね、決まるというこ

とで、直轄事業のこれだけの部分をですね、負担してくださいと。そういったことが、法律で

決められている場合ですね、新年度に何億円やりますって、そのうちの何％が法律で町の自治

体の負担ですよといった、そういうことが法律で規定されているもの。これについては一応義

務的経費ということで考えなさいと、そういうルールがあるものですから、そういうことで考

えております。 

○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。 

 244 ページ３目公園費から、251 ページ６項住宅費、２目住宅管理費まで。質疑のございます

方は、どうぞ。 

12 番、松田謙吾委員 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。先ほどは失礼しました。 

 町営住宅改修工事についてですがね、確か 10 年くらい前になるのですが、住宅マスタープラ

ンというのが策定して、それで第１弾がですね、今町営住宅がずっとある、10 年ぐらいかかっ

てつくっていった。そして、今旭ケ丘団地の物置や何かこう、予算になっているのですが、あ

の旭ケ丘団地はですね、平成 17 年に２階建てでマスタープランでできることになっていたので

すね。あのマスタープランは。 

 それで確か、10 年頃、住民説明会もしているのです。この団地は。17 年まですべて新築に建

てかえると。それから今の町営住宅、日の出かい。あそこの団地を 10 年で遅れながらやってい

ったのだけれども。西団地もそうなのですが、この頃屋根の張りかえもやっているし、物置も

こう設置している。このことを私はいいと思うのです。何も。 

 そのマスタープランをつくったときもですね、あの旭ケ丘団地の方々も、それから今の西団

地の方々もね、いやいや、つくってもらいたくないのだと。安い住宅も必要なのだと。私たち

はあと 10 年もすれば死ぬのだから、この住宅で死にたいのだって。この、本当に話だったので

す。 

 我々も確か美唄市にですね、ああいう古い 40 年ぐらい経った住宅の視察に行ったのですが、

美唄市の方々もですね、この安い住宅で建てかえないでほしいという要望だった。こんな話も

聞いてですね、私はそれはそれなりでいいのですが、屋根の張りかえをしたり、物置を設置す
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るということは、屋根を張りかえても 20 年はもつし、それから物置も 20 年ぐらいもつ。であ

ればですね、であれば、このマスタープランがまだ生きるのかっていうことが一つと、それか

ら今のまま屋根を張りかえていくとね、今高齢化になって、それから夫婦二人か一人家庭が随

分多くなった、高齢化になって。ですから私は、ああいう住宅を残すのも大変いいことだと思

うのです。必要なことだと。 

 そしてですね、こう燃料が高騰、高くなってくるとですね、狭いうちほどですね、燃料代も

安くなるし、一人でちょうどいい住宅なのだ。ですから私は、このままこう、まだ 10 年、20

年あるのであればですね、まだあの旭ケ丘団地の玄関ドアがね、まだコンパネなのですよね。

ですからああいうものをですね、やるのであればこれからやっぱり順次ですね、ああいうドア

をかえながらですね、１棟 200 万円ぐらいかけてリフォームするのも私は一つの手だと思うの

です。 

 町営住宅が坪 80 万円で２億 2,000 万円ぐらいかかればですね、あそこ 200 万円ぐらいでリフ

ォームしていけば、120 ぐらいこう１年にやっていけるわけですから。ですからこういう思い

切った考え方もね、私は必要ではないかなと思うのですが。 

 これ、物の考え方ですが、町長どうですか。こんな考え方も。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  全く私も実は思っておりました。実は道のほうにですね、相談して、

これから公営住宅を建てるときは古いものは壊しなさいということになったのですが、たまた

まうちがですね、３年ぐらい前にですね、そのまま古い住宅を使うようにしたいと。ただ、委

員が言うようにですね、ちょっと屋根だとか玄関が大分傷んでいます。それと、私が今言うと

おりだなと思ったのは、今の状況で、例えばですね、ユニットの風呂をですね、風呂のないと

ころがあるのですね。風呂を入れた場合でもですね、そんなに建てかえるような金額はかから

ないのです。 

 それで、実は東町でこう、日の出のほうに移転した、全部の人に聞いたわけではないのです

が、たまたま２、３軒の人に聞きました。あそこも高齢者が多かったですね。それで、一人で

住んでいるのだけど、こんなに大きい家というか、部屋も結構あるものですからね、そんなに

いらないというようなことも。ただ、移転先があそこだったものですから行ったのですけど、

そういうことを考えるとですね、低家賃のままで今は住めるわけですから、当然ですね、今の

ような検討をするべきだと思っています。 

 これからまだ出てきますので、まずはそういう身の周りのですね、物を何というのですか、

物置だとか屋根、ドア、その辺を整備しながら大事に使いたいと思っています。 

○委員長（及川 保君）  後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君）  私のほうからそのマスタープランが現在も生きているのかという

ふうなことについて、答弁させていただきます。 

 松田委員が言われました、10 年ほど前のというふうなお話でございますが、ただいま町長の

答弁にもありましたように、数年前、平成 17 年３月、16 年度末でしたが、白老町の住宅マス
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タープランとですね、それからもう一つは公営住宅ストック総合活用計画というものを立てた

のですが、これは、それ以前はですね、公営住宅の建設事業におきましては、いわゆる補助制

度、補助金の中でやっていたのですが、その年からですね、17 年度からですね、地域住宅交付

金というものに補助の中身が衣がえされたのですね。そのときに、今の町長の話にもありまし

たような、将来に向かって白老町の公営住宅がどうあるべきかといった、そういう総合的な計

画を立てなさいと。立てた上でなければ、地域住宅交付金は使えませんよというふうなことが

ありましたので、そのときに松田委員が言われていました 10 年前ほどのという部分は、すべて

書きかえてございまして、言われている部分の住宅マスタープランについては現在生きており

ませんで、新しいマスタープランで進んでおります。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。 

15 番、吉田和子委員 

○委員（吉田和子君）  ２点ほど伺いたいと思います。今、松田委員のほうから質問がありま

したけれども、これ緑公住も同じです。高い家賃のところには入らなくていいと、今のままで

いいのだと。ただ、ベランダが戸が開いたり開かなかったりするところがあるということで、

旭ケ丘団地とか西団地のこういうふうに修理費がついているのですが、緑ケ丘団地は全然一切

ついていません。これは建てかえるという計画があるからなのですが、それで町民の意向をし

っかりと受け止めながら、やっぱり計画を立てるべきではないかなというふうに私も思います。 

 それともう一つお伺いしたいのは、この間同僚議員の代表質問の中で、警報器の、同じ 251

ページの火災報知器の設置工事を計画的に今後やっていくっていうことの答弁をいただきまし

た。これは、2011 年度の６月までにこの警報器は設置しなければならないということになって

おります。義務的に。 

それで、これと同時期までに地デジ放送の関係があります。2011 年７月までに地デジ放送完

全移行になるのですね。こういった中で、苫小牧市あたりは軒数が多いからなのでしょうけど

も、計画的に３年ぐらいの計画で、こう切りかえをしていくのですね。それで、ちょうど 11

年の７月の 24 日でこのアナログ放送が終了すると。これ以降は専門テレビかチューナーが必要

となると。これ、チューナーっていうのは自分でつけるものだと思うのですが、公営住宅にお

けるアンテナや受信設備の改修。４階建てなんかは集中だと思うのですが、そういったことに

対する、またこれちょっと、住宅ではないのかもしれない、公共施設も全部そうだと思うので

すね。役場の庁舎も、すべて含めてなってくると思うのですが、こういった計画をきちっとお

持ちにならないのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君）  私のほうから公営住宅の関係で答弁させていただきます。 

まず、火災警報器の関係でございます。さきの代表質問の中でも答弁させていただきました

が、平成 20 年度から計画的に４カ年で 756 戸の設置を考えてございます。それはそういうこと

でございまして、そのほかに地上デジタル放送関連での質問がございましたが、平成 20 年度予

算には経常してございませんが、吉田委員が言われますように、平成 23 年の 7 月 24 日までに
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アナログ放送が終了すると。７月 25 日からデジタル放送と。こういう関係でございまして、私

どものほうとしましても、21 年と 22 年度の２カ年で公営住宅の必要となっています改良と言

いましょうか、デジタル放送対応の改良をしたいと考えてございまして、現在の試算ではです

ね、350 万円程度と。苫小牧市での関係では新聞でも出ておりましたけど、数億円の話になり

ますが、私どものほうの公営住宅の関係にしましては、ただいま申し上げましたおおむね 350

万円程度で終わるかなというふうなことで、21 年度から２カ年というふうなことで考えてござ

います。私からは以上です。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） それの以外公共施設についてはですね、具体的には今計算しており

ません。これからですね、学校も含めてどういった箇所があってですね、金額がどのくらいに

なるのか、それをはじき出して計画的にですね、整備を進めていきたいと、このように考えて

おります。 

○委員長（及川 保君）  後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君）  大変申し訳ございません。緑ケ丘団地の部分で答弁が漏れてござ

いました。 

 昨年も同様の趣旨の質問がございまして、先ほどの中にもちょっとございましたが、傷んで

いる部分につきましてはですね、仮にストック総合活用計画の中でもありますが、仮に建てか

え計画の中の対象住宅団地だったとしてもですね、やはり今言われましたそのベランダとか、

あるいは昨年の場合ですと建具というふうなこともございましたが、そういうすぐに耐えられ

ないような部分があればですね、それは建てかえ住宅であったとしても、住民の意向といいま

しょうか、要望があればですね、あるいは私どもが毎週というわけにはいきませんけれども、

月に２度、３度回りますので、その際に様子を伺いながらですね、そういう対応をしていきた

いなというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員 

○委員（吉田和子君）  緑公住の方々と私もかなりいろいろな方にお会いしました。対応とし

ては、親切な方も厳しい方もいると思うのですが、ここは壊す予定になっているからっていう

言葉が必ず先に出るという話があるのですね。 

そういった意味では、だから言ってもだめなのだよねって諦める方と、やっぱりね、命にか

かわるような危険なね、ベランダなんか本当に開けたくてもばらばらになるって、ガラスが外

れたりするって言うのですね。そういった中でやっぱりそういう生活を。だから、家賃がね、

3,000 円ぐらいしか払っていないから仕方ないのだよねって諦める方もいるのです。 

 私は、3,000 円はあなたが決めた家賃ではないですよねって言ったら、そうだと言うのです

ね。それであれば、遠慮することはないと思うということをよく言うのですけれども、そうい

ったね、対応はやっぱりその思いにね、すぐにやりなさいっていうことではなくて、その対応

の仕方というのは今後、大事ではないかなというふうに思います。 

 それから、地デジの関係なのですが、私白老町は、ちょっと話、例として言うのですが、Ａ
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ＥＤの設置は苫小牧は白老より遅れていました。ですけど、今年から一気に何十台というのを

一気に小中学校も一斉につけるのですね。そうすると、その予算が三百何十万円ってなってい

たのです。もちろん、リースで。私それを見ていて、そうしたら１台 10 万円ぐらいって思った

のですよ。それを見ていたときにやはりこのチューナーとかそういう入れかえの時期に、まと

めてやると安くなるのではないかなって、こう単純な考えなのですけど、そう思ったのです。

ですから、今後集中的にこれもうね、２年か３年でやらなければなりませんので、建設課とね、

ほかの公共施設というのではなくて、一緒になってどういった方法でどうしたらいいのかって

いうきちっとした計画を持って、そのうえでどうして一遍につけた方が安いのかどうなのかっ

ていうことも検討して、これどっちにしてもやらなければならない工事だと思いますので、す

べきではないかなというふうに思いまして質問いたしました。 

○委員長（及川 保君）  後藤建設課長。 

○建設課長（後藤光雄君）  何点かございますが、まず緑公住の対応、人によってという部分

がありますが、人によるような、要するに人の個性に基づくような対応ではなくて、同じよう

な対応ができるように、今後考えていきたいと思います。 

 それから、公共施設も含めてというふうなお話でございますが、昨年だったでしょうか、一

昨年になりましょうか、やっぱり議会の場でですね、昨年のやっぱりこの予算委員会だったで

しょうかね。公共施設の改修にあたっては、たまたま昨年の場合であれば、改修費がですね、

いろいろな建物の改修費が一度に載ってしまった、載ってしまったという表現は悪いのですが、

そういうめぐり合わせと言いましょうか、だったというふうなことで、そのときの答弁の中で

ですね、公共施設の建てかえも将来は含むのでしょうけれども、そういう点検マニュアルをき

ちんとつくって、その整備をする中でですね、そういうマニュアルをつくっていく中で、整備

をどうしていくのか、いつまでにどういうふうな点検をし、どういう修理をし、いつまでにな

るといわゆる老朽化が使用に耐えられなくなる、そういう時期が来るわけですけれども、そう

いう改修を、あるいはその修繕をしながら、今言われていましたＡＥＤの部分もその中で検討

されていけばいいのかなと。今質問がありましたので、そういうふうに私は感じました。以上

です。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 地デジの整備の関係ですけども、買い取りが有利なのか、リースが

ですね、安いのか。あるいは保守点検の部分もありますので、そういった部分でですね、比較

して、どちらかというと金額的に有利なほうを選択するとか。そのような考え方でですね、検

討してまいりたいというふうに考えております。 

○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。 

 ９款消防費に入ります。252 ページから 263 ページまでの消防費全般について。質疑のござ

います方は、どうぞ。 
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○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員 

○委員（西田裕子君） 西田です。257 ページの常備消防施設維持管理経費、昨年と比べまし

てだいたい 450 万円くらい増えているわけなのですけども、特に燃料費が 150 万円、水道、光

熱費がだいたい 400 万円くらい増えております。 

 これは、燃料費、水道光熱費はやはりこれだけの大きな建物になったので、かかる経費なの

か、その辺一つと、それから防災センターのほうから管理委託金として 470 万円ほど出ていま

すね。これはどういう内訳なのか、ここでぜひ聞かせていただければと思います。 

○委員長（及川 保君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  一つ目の質問でございます、維持管理経費の増額分ですが、今委

員がおっしゃられたように、新しい庁舎になりまして、面積も約２倍増えておりますので、そ

の部分でかかる光熱水費が値上がりの部分です。 

○委員長（及川 保君）  松井総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事（松井俊明君） 防災センターは私のほうで担当していますので、

防災センターの関係を申し上げたいと思います。 

 委託金につきましてはこれ、全額 470 万 7,000 円は消防等の防災センターの部分の光熱水費

等の案分によって、その防災センターにかかる部分の費用でございます。これ町で一回立てか

えまして、その立てかえた分を全額国から、室蘭開発建設部から収入としてもらうと。差し引

き町の持ち出しはゼロということで、収入を見ております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員 

○委員（西田裕子君）  わかりました。水道光熱費のほうは、そうしましたら今防災センター

からいただくからここに 400 万円つくっていうわけではないのですね。これとはまるっきり別

でっていうふうに理解していいのでしょうか。まずそれが一つと、二つ目の燃料費が 150 万円

ぐらい増えているというのは、やはり消防庁舎が石山の向こうのほうに行ったために、距離が

長くなったので、かかったりとか、今燃料費が高くなってかかったのか、その辺もちょっと細

かく教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君）  松井総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事（松井俊明君君）  防災センターのほうはですね、かかる電気代、

水道代、全額をですね、470 万 7,000 円でございます。261 ページのところに、防災センター管

理費 470 万 7,000 円ということで、需用費 467 万 4,000 円とか、この使用料及び賃借料がござ

います。これが全額、かかった分を国のほうから国庫支出金として入るものでございます。 

○委員長（及川 保君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  燃料費の件ですけども、ここの事業といいますか、施設維持管理

経費でございますので、ここの経費にかかります燃料につきましては車とかではなくて、あく

までも暖房用の重油ですとか、灯油ですとか、そちらのほうの部分で大きくなった部分での増

額であります。 

 車のほうについては、単価アップや何かはありますけども、それほど変わっておりません。
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こちらにつきましては、救急活動経費ですとか、消防活動経費でございますが、そこのほうで

消防車の燃料とか救急車の燃料を経常しております。 

○委員長（及川 保君）  ほか。 

11 番、土屋かづよ委員 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。さきの一般質問でも質問させていただきましたけ

れども、一つだけお聞きしたいのですけども、広域化によって、今まで白老町の消防の町単独

で持っていましたけども、今度広域化されることによって、給与体系が変わってくると思うの

です。恐らく。そうなった場合に、今の職員さんの級がありますね。３級とか４級とかってい

う。それも含めて、今度どういうふうになるのか、今までと同じような級体系でいかれるのか、

ちょっとそれをお聞きしたかったのですけど。 

○委員長（及川 保君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  今の段階でですね、白老町が、今道の案で示しているのは苫小牧

と、あと胆振東部の消防組合と、広域化を図るのがいいのではないかというふうに言われてお

りますけども、そちらと果たして広域化になるか、またさらに違った市町村と広域化になるか

というのも、今後の検討次第でございますし、またその給与につきましてもその組み合わせに

よっても違いますし、その部分で行政職の給料表を使うか、公安職にするか、それとも給与に

ついては各市町村のベースでいくかというふうなことにつきましては、ちょっとこの４月以降

のどういうふうな部分の中で決めていかなければならない問題ですので、今の段階ではちょっ

とわからないというような状況です。 

○委員長（及川 保君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時０６分 

                                        

再開 午後 ４時２４分 

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ９款消防費について。ほかに質疑はございませんか。 

〔「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。 

 10 款教育費に入ります。264 ページから 271 ページまでの１項教育総務費全般について。質

疑のございます方は、どうぞ。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員 

○委員（吉田和子君） 吉田です。271 ページの入学準備金貸付事業について伺いたいと思い

ます。 

 前は、確か最初の年度は 300 万円ぐらい予算していたのではないかと思うのですが、減って

いるということは、借りる人が少なくなっているということなのか。ちょっと状況をお知らせ

ください。 

○委員長（及川 保君）  学校教育課長。 
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○学校教育課長（本間勝治君） お答えいたします。入学準備金につきましては、17 年度の貸

し付けで５件ございました。18 年度の貸し付けにつきましては１件と。19 年度につきましては、

今現在ゼロ件という状況になってございます。 

 ただ、入学準備金につきましては、ご承知のとおり年度当初に各町内の３銀行さんに預託を

して、各その３銀行さんに申請をして貸し付けを受けるというようなことになってございます。 

 私どものほうで、今回件数が減っているということについて、若干調査をさせていただきま

した。うちで持っている入学準備金の制度に対しての照会、これについては３銀行さんで２月

末現在で５件ほどの照会があったと。そのうち３件申請があったと。ただし、詳しくは申し上

げられませんけども、何らかの事情で申請したが却下されたというような状況をお聞きしてお

ります。以上です。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員 

○委員（吉田和子君）  私はこの貸付制度は、町で設置した、これ町長の施策の一つとしてで

きたわけなのですが、私は本当に子供が大学・高校に入るときの入学金の準備というのは親が

大変な思いをする。そのほかにもいろいろな諸経費がかかりますので、大変な思いをするって

いうことで、良かったなというふうには思っていたのですが、その後何人かの方々から、いろ

いろ相談を受けたのですね。 

 本当に辛いなと思ったのは、結局この入学準備金が必要な方っていうのは、生活に大変苦し

い方が多いのですよ。それで、条件としては銀行に預託していますから、銀行はもう事務的で

すよね。ですから、町内のいろいろな公共料金を払っていないとかっていったらもうそれで終

わりなのです。それでストップなのです。 

 それで、親子で高校・大学に受かったにもかかわらず、我が子と泣きながらそのお金の準備

に走り回っているのを、私もちょっと一緒になって相談を受けたことがあるのですが、私は本

当にこの制度の意味合いは何だろうということで、すごく考えさせられたのですね。公共料金

もきちっと払って、ある程度の生活をしている方々は、入学準備金はいらないのですよ。本当

であればそういった大変な方が必要なのですよ。 

そういった部分で銀行に預託しているっていうことで、ぱつんと切られてしまうっていう。

これで受けていない方がたくさんいるはずなのです。もう、受ける前からそういうことが条件

としてあるっていうことがわかっていますから、私も聞かれたらそれは必ず言いますので、も

うその時点で申し込みはしないと。そういった方々が多いのです。そしてほかのほうを駆け回

って、本当に入学の合格の喜びも何もないまま、それは親の責任かって、私はいろいろ考える

のですね。そういったときに、国の奨学金制度は本人が働くようになったら返すという制度に

なっていますよね。ですから、親の、もちろん親は保証人にはなりますけれども、親の云々か

んぬんはあまり関係ないのですよ。 

そういったことからいくと、私はもうちょっと心ある、何と言うのだろう、もちろん返して

もらわなければ困りますけれども、どっちにしても親が借りても、学校を卒業してから支払う

制度ですよね、確かね。支払いは。そうであれば、私はその子供に面接をするなりね、そして



 
 

63 

子供がもう 18 歳です。家計の状況もよくわかっています、子供は。だから、自分はあきらめて

そこの学校は辞めたっていう子供もいます。それで、お金のかからない夜間の高校へ行ったっ

て。 

 私はそれで、その子がそこで勉強して頑張れば、私はそれでいいと思いますけれども、せっ

かく行きたくて受かった学校を辞めて、違う学校へ行くっていうことは、辞めてしまう可能性

もあるわけですよ。そういった中で、私はその奨学金制度と同じように、子供が卒業したら支

払いをすると、そういった形での貸付制度にはなれないものなのかなって。せっかくこの町の

ある制度が、なかなか生かしきれないと。本当に必要な人に生かしきれないというところが、

私はちょっと残念でならないのですが、その点ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  吉田委員がおっしゃるとおりだと思います。ただ、本町のこ

の制度が件数的に減っているという、その理由の一つとしてですね、私どもで押さえているの

は、今国や道、それと各大学だとか、そういうところでのですね、無利子低金利の融資制度。

特に私どものこの入学準備金の制度につきましては、各銀行さんでちょっとここで言っていい

のかどうかわかりませんが、例えばその返済能力がないとかという判断もしてございます。 

 ただ、国・道の制度的なものにつきましてはですね、ある程度その辺は緩やかだというよう

なことも聞いてございます。そういったことから、どうしてもその国や道のその融資制度のほ

うが借りやすいというような状況もあるようでございます。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。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでは次に進みます。 

 270 ページから 281 ページまでの、２項小学校費全般について。質疑のございます方は、ど

うぞ。 

 ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  次に進みます。 

281 ページから 289 ページまでの３項中学校費、４項幼稚園費全般について。質疑のござい

ます方は、どうぞ。 

12 番、松田謙吾委員 

○委員（松田謙吾君）  このページは関係ないのですがね、中学校のいじめの問題でちょっと

お聞きしたいのですが、今伊達の太陽の園、あそこの行方不明になっている子供が北吉原の子

供なのですよね。 

 そして、中学１年のときに 10 月にですね、いじめが原因で学校拒否をして、それであそこに

行って。そしてこの春の高校も受かっているそうです。高校に行くのに。でも、萩野の小学校

ではいじめがあってですね、挫折をしたのですが、教育長、わかっていますか。その子供のこ

と。太陽の園での行方不明の子供。砂浜佳祐君。 
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 それで、いじめ問題があるない抜きにして、たまたまその子がそうだったから、そういうこ

とになったのですがね。結構ないじめがあるのですね、萩野も。 

 これ、実はこんなことを言ってはあれですが、私の孫もいじめでですね、学校拒否をして、

苫小牧の緑陽中学校に行って、今年卒業したのですよ。ちょうどバスケットをやっていたもの

ですからね、まず曲がらないで育ったようで、今年卒業して今高校を受験したのですがね。 

 そんなことでですね、やっぱりこのいじめの問題をもう少しきちっとですね、教育委員会の

ほうでですね、どのようにとらえているのですか。 

 それからその砂浜佳祐君のね、ことも知っていました。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今言われた砂浜君ですよね。学校教育課、それと子ども課のほうか

らですね、行方不明になったという時点で私のほうには情報が入りました。 

 ただ、今言われたとおり、学校入学が受かっているとかですね、それから中学校時代にどう

のこうのと、ちょっと詳細まではさかのぼってですね、情報は、話は詳細までは聞いておりま

せんでしたけれども、今伊達の養護学校ですか、そちらのほうの先生も出ていると。それから、

そちらのほうからですね、その日のうちに教育委員会のほうに電話が来まして、手だてのほう

をしていると。たまたま実家が白老だから、そちらのほうの情報も押さえてくれというような

ことで、職員のほうから情報は受けています。 

 それと、余計な話かもしれません。もう１件、松田委員の、いいですか。そちらのほうも話

だけは聞いています。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員 

○委員（松田謙吾君） そんなことでですね、２月の 11 日に行方不明になって、それで私は

２月の 26 日、太陽の園にもう２回行っているのですよね。それで、調査を打ち切ると言うから、

家族のことを考えてもう少し続けてくれと要望してですね、３月いっぱい行方不明捜査をする

っていうことでね、お話してきたのですが。 

 いずれにしても、まだ見つかっていない。行方不明なのですね。 

 そんなことで、何か子供のその原因はですね、たわいないことなのだ。その学校教師は。こ

んなことを言って悪いけど、太り過ぎっていうことでですね、これが言われて学校拒否したの

ですね。 

 太陽の園に行ってですね、もうご飯も食べない、ジュースも飲まない。もうすっかり痩せて

しまってですね、痩せるために努力したのですね。それで今度高校も受かったというけども。 

 やはり、このいじめ問題はですね、目に見えないところでやっているわけですから、やはり

細心の注意を払ってですね、教育委員会もやっぱりきちっとやったほうがいいと思うのですよ

ね。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 個別の児童は別にしてですね、今言われたとおりのいじめの問題、

今回いろいろな地域懇談会の中でもですね、そういういじめの話は出ました。大きな学校、小
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さな学校にこだわらず、いじめが存在すると言いますかね。いろいろ昔と違うのは、いじめの

定義が変わってきているという部分も含めてですね、学校、それといわゆる児童相談所、そう

いうところの連携を深めてですね、対応を、個別には対応していきたいというふうに思ってい

ます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

 ２番、前田博之委員 

○委員（前田博之君） 285 ページの萩野中学校の校舎の改修工事でですね、学校管理予備費

について伺います。 

 この関係についてはですね、教育長を初め担当課が地域に出てですね、かなり情熱的に説明

をしておりますので、それは十分に理解しておりますし、一般質問ででもですね、いろいろ質

問がありまして十分理解しています。その中でですね、教育長も各地区の理解を得なければで

すね、早急に統合しませんということで、これからいろいろ説明すると思いますし、私も若干

提言がありますので、聞いていただきたいなと思いますけども、そういう中にあってですね、

非常にここにこういう名称、事業名が出るとですね、これからいろいろ現地で説明するにして

もですね、住民感情とかですね、教育長初めですね、どういうような形で説明するかわかりま

せんけども、そういう形の戦略的な思考の中でですね、非常にこれ障害があるのではないかと

思うのですよ。 

そういう部分を考えればですね、予算としては経常されていますけども、ここに載った経緯

とですね、今後ですね、そういう各地区の理解度の推移を見てですね、どういうようなこの予

算の執行を考えているのか。それを伺います。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今ご質問のですね、予算の経緯。これについては、代表質問、一般

質問でもお答えしていますので、再度ご説明になりますけども、予算の編成作業と同時期にで

すね、第２回目の地域説明会ということで、どちらかというと地域説明会が３月に入りました

ので、予算のほうの作業が先という形ですね。 

 そういう中では私どもは、当初計画を見据えた中で地域説明会を行っておりますので、当初

予算には経常させてもらったということでございます。 

 ただ、さきの一般質問、代表質問でお話したとおり、そのものの考え方としては、地域住民

あるいは保護者のですね、十分理解を得た中で進めたいというようなお話をさせてもらってい

ますので、当然予算は経常していますけどもね、執行についてはそういうことを見極めた中で

ですね、対応していきたいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  私が質問したのはですね、やっぱり年度が終わって決算になったとき

にですね、ここに上がっていてどうして実行できなかったのかという部分も出てきますので、

教育長の今の答弁でですね、やっぱり整理しておかなければいけないのかなと、こういう思い

で質問させていただきました。 
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 それで、だんだん期限が迫ってくると、町長だって現場に行かなければいけないと思います

ので、その町長の心構えとですね、もう一つ、私ですね、いろいろこうお話を聞いているので

すけども、教育長のですね、その統合をすることによって、こういう特色のある学校をつくる

のだということがですね、口はばったりですけど聞こえないのですよ。やっぱり、現地の説明

会でもですね、そういう声があります。 

 代表質問でもそういう言葉がありましたけども、私が考えるにはですね、あの説明書を一つ

の例で見ても、現地で説明している資料を見てもですね、21 年度に３年生が 79 人いるのです

よ。そして、現地ではですね、15、16 人で少人数教育をしてくれと、そういうことを言ってい

ます。今も話がありましたけど、学級数が大きくなっていじめるだろうと。そうなるとですね、

一つの例として、40 人学級であれば２学級しかできないのですよ。しかし、30 人学級にすると

ですね、26 人で教育ができるのです。やっぱりそうすると、中身の濃い教育ができるし、目配

りがきいていじめも防げるだろうと。まず、そういう教育もできるのだよと。 

 それと、極端な話、地域の人方のですね、子供たちと交流するために週に１回、あるいは月

に何回かですね、生徒あるいは保護者と交えてですね、給食を一緒にすると。そういう給食ラ

ンチをするための施設を若干融資するとかですね、あるいは免許外教員が、生徒が増えればで

すね、増えてきますので、そういうことでね、仮にここの中学校では理科の先生はいないけど、

大きい学校になれば理科の先生が来るから、理科離れを離れる教育ができるとかですね。そい

うい、あるいは図書館もですね、充実しなければいけないと思います。図書室も。 

 そういうことですね、教育長は考えていると思いますけども、教育委員会の中でですね、そ

ういうことを十分議論してですね、次からやっぱりこういう教育をしたいのだということを訴

えてですね、理解を求めると。そういう中で、それでは何が必要かということで初めてですね、

中学校の校舎の改修に入っていくと。そういうことをですね、ぜひやっていただきたいなと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今のご質問の趣旨、それと、これから答えることは、基本的に氏家

委員のですね、質問の中と同じだと思います。いわゆる地域説明会を聞いた中で、言葉として

は青写真が見えないとかですね、どういうような学校を考えているのかというようなご質問に

答えたのと同趣旨だというふうに思います。 

 それで、そのときにも答えたのはですね、やはり教育委員会のちょっと努力が足りないよと、

自分でも思っています。説明努力ですね。 

 それで、いわゆるアンケート調査をした結果をこうでした、ああでしたということだけでね。

それと、素案を説明しています。素案は第１回目のときに説明していますけども、免許外の教

師のこと、それからクラスがえができる対応とかですね、そこら辺は言っていますけども、も

う少し具体的にですね、いわゆる小規模校でのメリットはこういうことがあるのだけども、あ

るのだけどもこういうことが教育上達成しにくい部分があるよというようなことを、もう少し

具体的にですね、教育委員会のほうでも説明資料としてですね、提供して、そういうような説
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明をしなければ、なかなか具体性がですね、ちょっと欠けているかなというふうにも私も思っ

ていますので、次回、この前もお話したとおり、地域もそうですけども保護者の皆さんにです

ね、そういうようなことを、個別は今言われた部分は、個別はどうのこうのではないですけど、

総括的にそういうような資料をですね、提供した中で説明を申し上げたいというふうに思って

います。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 学校統合の考え方というか、まず学校を統合するというのはですね、

なかなか地域の人たちの理解を得るためにはですね、まず時間をかけていくことが大事だなと。

その中で、私も出てですね、非常に難しい部分というのがこう、肌で感じ取ったのですが、こ

ういろいろ何回もですね、説明会あるいは意見をですね、聞いてですね、その問題をどう解決

していくか。課題をですね、どうやって解決していくか。これをじっくりお互いに意見を言い

合った中で進めていかないと、非常に難しい部分があるなという感じはとらえております。 

 説明の中では、平成 21 年ですか。その辺もですね、地域の方々が 21 年ありきというような

形でとらえている部分がありますので、その辺もですね、無理して 21 年ということが本当にい

いのかどうなのか、この辺ももう少しですね、行政としては 21 年は目標としてはいますが、こ

の辺ももう少しですね、理解しやすい方向で再度ですね、再度と言うよりは何回もですね、機

会を得てですね、懇談を進めていくことがこの統合問題をですね、早く進行させる方法ではな

いかというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  ぜひですね、熱い思いで白老の特色ある教育を語っていってですね、

皆さんの合意を得て、少しでも早くですね、統合して目的達成していただきたいなと思ってい

ます。 

 ただ、委員長にですね、議事進行でもお話しますけど、私は町長にですね、白老町の子供た

ちの教育を語ってほしかったのですよ。それが副町長がね、答弁するということに対して、委

員長、私はやっぱり町長に答弁を求めたいのでその辺の議事進行をよろしくお願いします。委

員長は答弁はいりません。 

○委員長（及川 保君）  ただいま町長の答弁を求めたわけですか。 

 はい、それでは飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  私決してですね、この適配について勉強していないわけでもないし、

問題意識を持ってですね、実は小学校の適配からですね、私は当時の緑小と白小のＰＴＡ会長

からですね、呼んだのですよ。どうなっているのだと。 

 それで、当時の話を聞くとですね、実は役場のほうにそんな金はないだろうと。要するに、

新しく建てかえる金がないということで町側にですね、２回ほど申し入れたと。そのときは、

これ教育委員会ではないですよ、町側、特に町長だと思うのですが、金のことは心配するなっ

て２回ぐらいこう、帰されたという実は経緯があったりですね。 

その辺がですね、教育委員会の議論とこの町側の議論が、ちょっとわからない部分があるの
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ですね。それで、私はこれは、子供たちは将来のまちづくりの頭脳だと。これは子供を大事に

するのは当たり前ですから。ただ、子供たちがベストな教育環境にですね、置くといったら何

が必要なのかということなのです。少人数学級のメリットがあるでしょうと。適配して、統合

してですね、クラスがえができるような、そういうクラスにするのもまたメリットがあるでし

ょうと。どちらもメリットもデメリットもあります。 

 ただ、この中学校３年生の、１年から３年の枠で考えるのではなく、この子供たちが将来大

人になっていきますよと。大人になっていくための、その勉強の場でもありますよと、中学校

が。そうなった場合に、子供たちはいろいろな子供たちつき合いで刺激も受けるでしょうと。

また、お互いに慰め合ったりするでしょうという部分もあります。 

 一方では、これ竹浦と聞いたのですが、小学校で１番をとった子どもが中学校卒業するまで

１番だというのですね。そういう部分で、結構刺激の部分でまた、親にとっては問題がある部

分もありますよと。 

 それと、限られた人数の中であればですね、例えばいじめがあってもですね、救ってくれる

人も逆にいなくなったりですね。私、校長先生と１回議論したことがあるのですが、学校も一

つの社会だというのですね。それで、いじめる人もいるのだけど、それを助ける人もいるのだ

と。ですから、あまり少ないというのは、学校社会ではどちらかというと適当ではないと。ち

ょうどいい人数が一番いいという話なのですけど。ちょうどいいのがどのぐらいかというのは

また、議論のいるところだと思うのですが、決してですね、私は学校教育、教育長に丸投げし

ているわけではございません。 

 ただ、前田委員にですね、適切に答えられるのは、うちの副町長は学教の課長を経験してい

ます。そういうことで、その辺は私と副町長は一致していますので、考え方が。私よりも経験

者は適切に言っていただけるのではないかと思ってですね、私は言ったのであってですね、決

して前田委員のですね、見解から逃げたわけではございませんので、ご理解いただきたいと思

います。 

 政治姿勢は一緒ですから。助役ではなく副町長ですので。その辺ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。それではほか、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。 

 288 ページ５項社会教育費、１目社会教育総務費から 297 ページ２目公民館費まで。質疑の

ございます方は、どうぞ。 

 ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 295 ページのふるさと体験館「森野」の施設管理経費なのですけれど

も、昨年と比べたら三十二、三万円増額はしているのですけども、これのですね、使用状況。

団体数とか人数とか、また使用期間がどういうふうになっておりますでしょうか。 

 ここは、通年の利用なのでしょうか。それとも、暖かいときだけ利用する、それだけでこの
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金額というふうになっているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君）  ふるさと体験館「森野」の関係でございますけれども、ここ

の施設につきましては、通年開放ということで、１年中ですね、開放している状況です。 

 あと、若干増えている部分につきましては、光熱水費ということで、燃料代がアップした分

ということで、委託料ですね、が入っております。 

 あと、利用状況でございますけれども、平成 18 年度については 2,041 名、57 団体です。19

年度につきましては、２月末で 42 団体、1,093 名ということで、利用団体とですね、利用人数

については若干減っている傾向にございますけれども、使用料金につきましては、かなりアッ

プしているということで、そういう状況を見ますと、大きな団体が利用してきている傾向にあ

るというふうに押さえております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 19 年度２月。12 月。 

○社会教育課長（坂本 譲君）  20 年、今年の２月です。 

○委員（西田祐子君）  半分くらいに減ったというふうに理解してしまってよろしいのでしょ

うか。そうではないのですか。18 年度が 2,041 人、19 年度分については 20 年の２月現在で 1,093

人ということは、半分近くまで減っているというふうに、人数は、理解してよろしいのでしょ

うか。はい。 

 そうしましたら、これ、冬期間とですね、通年利用しているということなのですけども、実

際にここの会館を使う期間というのはですね、通年というふうにやっていますけれども、実際

にどういう時期が一番使われているのか、もし暖かい時期だけがもし使う利用があるのであれ

ば、冬期間閉鎖するとか、やっぱり何か、あまり使われない時期もね、通年使うという考え方

も大事ですけれども、現実的にあそこの建物古いですよね。そうすると、やっぱり 12 月とかね、

今頃の季節というのは非常にちょっと大変かなと。だから、あくまでもやっぱり暖かい時期だ

けを利用するとか、やっぱりそういうようなことも考えてね、これ委託料を少しでもね、下げ

るとかね、やっぱり。また、さらに来ていただくためにもね、そちらのほうがいいのではない

かなと思うのですけど、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君）  まず、利用の時期ですけれども、一応 18 年度につきまして

は、だいたい毎月通年で、年間１年中均衡に使われているということで、19 年度につきまして

もですね、ちょっと 11 月が少ないのですけれども、それ以外はですね、ほぼ毎月利用があると

いうことで、特に一番多いのが５月、６月、７月の雪が解けてですね、いろいろなスポーツと

かですね、そういった団体が合宿等で来ると。そしてあと逆にですね、冬の時期もですね、雪

がありますので、そういったウインタースポーツ関係であるとかですね、そういったことで利

用されているということで、あそこの森野の環境についてはですね、本当に１年間通じていろ

いろな四季折々の自然環境といいますか、そういったものを活用できる環境にありますので、
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できれば通年開放して、そしてまた逆に今の指定管理で行っている体協のほうともですね、協

議して、１年間通じていろいろな方が活用できるようなプログラムメニューをですね、体協と

しても検討していくということで今協議しているという状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  今、体協で１年間通じてのプログラムを検討しているということであ

れば、今年度 20 年度は利用者数も増えて、それなりに収益も上がるというふうに理解してよろ

しいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

○委員長（及川 保君）  坂本社会教育課長。 

○社会教育課長（坂本 譲君）  はい。利用人数はちょっと減っているのですけども、収益に

ついてはですね、一応前年よりも二、三十万円今増えているということで、体協としてもです

ね、やはり貴重な財源の一部ですので、もっともっと増やすようにですね、努力するというか、

教育委員会のほうもお互い協力してですね、頑張っていきたいなというふうに思っております。 

○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）  はい。それでは次に進みます。 

 296 ページ３目図書館費から 305 ページ５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費まで。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）  ございませんね。次にいきます。 

 304 ページ６目高齢者学習センター費、315 ページ７項給食センター費全般について。 

 ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。311 ページの体育施設の問題について、一つ伺い

たいと思うのですが、温水プールの開設の問題で、今度の冬から閉鎖になってしまうのかなと

いう話にもなっていますね。その中から 850 万円削減できるというような計算だったと思うの

ですが、そのことについて、本当にこれ閉めてしまっていいのかという問題、感じるものです

から言うわけですけども。閉める前に何かやることがなかったかどうかっていうね。 

指定管理者制度のお願いをしたときに、町と運命を共にしていく、いっていいのかという問

題があるわけですけどもね、指定管理者制度の中で自主財源をね、確保してでもその体育施設

を守るという使命を負ったのではなかったのかと。そうすると、その料金だとか、その収益を

どうやって上げるかという徹底したこの見直しをする中でね、そういうことが防げるというよ

うな対策がなかったのかどうなのか。 

 そのあたり、指定管理者にかかわってね、確かに収益を上げる場所ではないのかもしれない

けれども。でも、指定管理者が管理を賄うときに、管理をするときに、そこから幾分かの収益

を上げてでもね、体育施設を守るという使命があったのではないかと。そのあたりどんなふう

に考えたらいいでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  坂本社会教育課長。 



 
 

71 

○社会教育課長（坂本 譲君）  まず、プールのですね、冬季間の閉鎖ということでございま

すけれども、一応今回の事務事業の見直しで、公共施設のですね、文化施設、スポーツ施設等

の休館、閉館ということで、事務事業の項目には一応載ってございますが、スポーツ施設につ

きましては、20 年度に検討するということになっております。 

 ですから、この冬からの閉鎖ということは、今のところはまだ決定していないという状況に

なっております。 

 それで、スポーツ施設全般については体育協会のほうにですね、指定管理ということで管理

を委託してございますけれども、今回の事務事業の見直しの中でそういったプールの冬季閉館

であるとか、あとほかのスポーツ施設もですね、月曜休館とかという、スポーツ施設全般にか

かわってのそういった見直し案が出ておりますけれどもその前にですね、一応体育協会として

も、例えば自主財源を確保してでもそういった施設の運営をしていけないかどうかということ

で、案が出たあとですね、２月ぐらいに協議をしております。 

 それで、一応 20 年度の見直しを検討するということになってございますけれども、その前に

ですね、管理している体育協会として、本当にそういった施設をさらに活用してですね、自主

財源を生むなり、スポーツ施設を運営するような方法ということで、経営計画といいますか、

そういった運営管理の計画をですね、検討していただきたいというお話をしてございます。 

 それをまずですね、前段行いたいなと。それで、その結果を受けてまた町のほうでですね、

その事務事業の見直しにかかっていくと。そういう今状況になっているということでございま

す。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。まだこれからという、これから審議するということで、ち

ょっと先走ったかもしれないのですけれども、やはり、この前、これまで来たときにこの料金

改定の時点で、水泳客が減ったというような状況も確かにありました。 

 それで、その後の対策をね、その入り込みをどうやって増やしていくかという対策があった

かどうかということを一つお聞きしておきたいなというふうに思うわけですけれども。 

 閉鎖ということにもし、それも視野に入れなければならないとすれば、その公の施設として

週１回閉館するという、その会館の閉鎖とまた違うわけですね。健康上の問題、高齢化が今度

進んでいって、健康を守らなければならないという観点から言うと、やはりかなり役割も大き

いわけで、何とかして守っていかなければならないとすれば、その体育協会がそういう入り込

み数を何とかするという対策だとかね。 

 それから、その体育協会を挙げて、自主財源を確保のために新しいメニューをどんどんつく

りながらやっていくというふうなことを続けていって初めて維持できるものだろうと。そうす

ると、そういうことが今からでも遅くないわけですよね。もう本当にこれ、真剣になってこれ

やらないと、ただ閉めて財源を生み出せばいいという問題ではないということがですね、スポ

ーツ宣言都市でもあるわけですから。ですから、そういうことを町が指導をすると。中に入っ

てこの指導をするという観点も含めてね、どうなのかということでちょっと、３回目伺いたい
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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） １答目で課長が答えたとおり、流れはそういう流れになる。考え方

はですね、今斎藤委員さんがご質問の趣旨のとおりです、考え方は。 

 それで、今回事務事業の見直しで、先ほどの答弁でもありましたけども、それも検討事項と

いうことに入って、検討はしていたというのはご存知だと思いますけども、今回１年間 20 年度

の中で、先ほどの答弁のとおり、指定管理者である体協自身がですね、もう少し経営計画を持

ってもらおうと。 

 それで、いわゆる財源を生み出すために支出の部分を減らす、そういう手だてではなくて、

収入を増やす手だてがないのかという、言葉は悪いですけどもね、ということは、もう少し事

業計画なり利用者を増やすなり、そういう方策を十分やって、なおかつそれでだめなら短期間

の閉鎖ということもそれはやむなしかもしれないけども。 

 まず対応、そういう増収、増員といいますかね。先ほどの言葉を借りれば入り込み数を増や

すとかですね、そういうようなことで対応を、検討をするのがまず先決だろうということで、

今回１年ずらしたというようなことなものですから、先ほどの対応のとおりですね、２月それ

の方向性が出た時点でまず、体協に来ていただいてですね、担当課長のほうからそういうよう

なことで、経営計画を立ててもらうよというようなことで、指示をしておりますのでね、新年

度に向けて各施設、プールだけではなくてですね、体協の体育施設全体のですね、利用の経営

計画を立てていきたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  だいたいわかりました。新しいその事業計画だとか、新しいメニュー

をつくって何とか頑張るとかというそのほかに、その料金の今のもらい方なんかの、その内部

の問題と言いますかね。いろいろ話を聞いていますと、団体が扱うときがどうだとか、それか

ら町外者が来て泳いでいるじゃないかだとか、そういうときの町外から来る子どもたちの料金

というのはどうしたらいいのだとか、大会があった、その大会から本当にそういう利益という

のはきちんと上げられないのかどうなのかというような、内部の細かい問題というのがかなり

あるみたいですよね。 

 ですから、そういう細かいところまで全部見つめながら、プールをできるだけこの冬季間で

運動不足になる、そして高齢者が喜んで行っている場所、そういう場所をできるだけ閉めない

ような工夫というのをおおいにしてもらいたいなというふうに思いまして、お願いしたいと思

います。 

○委員長（及川 保君）  答弁はよろしいですね。はい。 

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。 

 316 ページから 347 ページまでの 11 款災害復旧費、12 款公債費、13 款給与費、14 款諸支出



 
 

73 

金、15 款予備費及び給与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書につ

いて。以上につきまして質疑のございます方は、どうぞ。 

 ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 336 ページです。地方債の現在高見込に関する調書。これを見るとで

すね、最後の合計額の 20 年度中の起債発行見込額が 14 億 2,000 万円。20 年度の元金償還見込

額がですね、元金が 14 億円。利子が４億円ぐらいありますから、入れると 18 億円ぐらいにな

ります。これ、私見て非常にびっくりしたのですよ。それで私、一般質問でですね、この部分

について質問したらですね、岡村参事がですね、プライマリーバランスのことをお話してです

ね、なるほどなと。そういうところに示唆があったのかなと、こう思ったのですけども、非常

にこれですね、プライマリーバランスをかぶっていることもあるのですけども、非常にこう、

厳しい状況になっているのですけど、この辺今まで行政改革をかなり推進してきたのですけど

も、この地方債に関するですね、そういう見解というのも今後どういうようなですね、展開な

り、今この数字を見てですね、やはり厳しいなという認識をしていいのかどうか、伺います。 

○委員長（及川 保君）  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） 一般質問でもご答弁させていただいたというの

はですね、今後の起債の発行の関係でお話をさせていただいたかというふうに思います。 

 私のほうで委員に対してお話したのは、いわゆる考え方としてですね、プライマリーバラン

スというのも基礎的、いわゆる財政収支も黒字かという考え方ですから、どういうことかとい

うとですね、いわゆる公債費を除いた歳出ですね。これと、発行する町債を除いたいわゆる歳

入。このバランスをとるっていうことが、基本的な考え方です。 

 ですから、いわゆるその年度のですね、公債費を除いた歳出をですね、借金、町債という借

金を除いた歳入で賄うこと、これを原則とするのだというのが基本的な考え方です。そうしな

いとプライマリーバランス、基礎的財政収支が賄えないという考え方です。 

 うちの会計上から言うと、単純に言いますと今、今回の予算は 20 年度は 99 億 8,900 万円で

ございますから、そこから例えば歳入でいうと、町債約 14 億 2,290 万円ぐらいということです

か。それを引きますと、歳入としては町債を除いた歳入は 85 億 6,600 万円ということになりま

す。約ですね。 

 それで、歳出については公債費を除く、公債費は 18 億円ほどありますので、除くと約 81 億

7,300 万円というふうになりますから、これからいうとですね、歳入がいわゆる歳出を上回っ

ているということで、プライマリーバランスはとれているということになるのです。基本的に

はなるということです。 

 ただ、この差が何かというとですね、やはり大きいのは町債の借入高と公債費の償還の額の

差が大きいということなのですよ。約３億 9,000 万円ぐらい出ていますから。 

 そして、これをなぜ、どういう形で今回 20 年度予算を乗り切ったのかというとですね、やは

り人件費の削減で乗り切ったというのが実態でございます。 

 ですから、今後、委員の今おっしゃられた、このいわゆる起債の残高を減らしていくという



 
 

74 

考え方はそのとおりだと思います。単年度の元金償還よりも町債発行額は抑えなければ、起債

の残高は増えていくことになりますから、これは抑えなければならないということだと思いま

す。ただし、今回そのときにも町長のほうからご答弁があったかと思いますが、この度の起債

については、特にこれからの町のいわゆる環境政策としての面を担っているバイオ事業が、こ

れに対して約６億 7,000 万円ほどのですね、起債を発行しているので単年度増えていると、こ

ういうことでございます。 

 逆に言うと、これを除けばですね、７億円ぐらいのですね、７億 5,000 万円ぐらいの恐らく

起債だというふうに思いますので、当初プログラムでいっている８億円以下の起債に収まって

いるのかなというふうに思います。 

 ただ、この厳しい財政状況の中で言えばですね、今後の新しい改革プログラムの中では、こ

の辺の起債についてももっと厳しいような状況の中で見ていかなければならないということの

お話もさせていただいておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。344 ページのね、債務負担行為の関係なのですけど、

これ、昨年も私言ったのですけれども、例えばその航空学園、この間議論がありましたけど、

航空学園の債務補償なのだけれども、この間も答弁があったようにね、現実的にはこれ返して

って、例えばですよ。例えば日本航空学園がだめになったとしても、今払う金額が２億 5,000

万円ではないでしょう。違いますよね。そういう金額、ほかにそういうものがあるのかどうか、

ちょっと私はわかりませんけれどもね、そういうふうにして合計額を出してもらわないと、僕

去年も確か同じ質問をしたような気がしているのだけど。そういうことはできないのか、どこ

か１項目設けてね、現在の残額はこれだけだってしないと、やっぱり認識としては２億 5,000

万円になってしまうのですよ。実際はそういうことができないのかっていうことと、今の日本

航空学園の実残はいくらかわかれば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）  私もですね、昨年の議事録を読ませていただいて、本当にそ

のときですね、やはり、いや、何らかの形でわかるようにっていうふうにですね、お答えして

いるっていう事実、私もとらえております。それで今、委員がおっしゃられてはっと思いまし

て、何とかですね、その辺改善したいと思いますけど、ただこの表は昨年も同じ答弁だったの

ですが、法律で決められているという表でございますので、それに変わるものとしましてね、

何らかの形でですね、きちんと額が年に少なくとも一度ぐらいですね、どこかでわかるような

仕組みで考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○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）  これの部分につきましては、貸し付けしているのは室蘭信用

金庫さんです。そこに確認しますと、滞りなく毎月の償還で入ってきていると。 

 それで、実際問題今、残でいけば１億、詳しい数字までちょっと、押さえていないのですが、
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１億 9,000 万円ぐらいがまだ残っております。これについては、滞りなく、延滞なく、支払っ

てきているということです。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今の件でね、例えば今のような形で日本航空学園以外にそういうふう

に減っていくものってあります。補償しているものでなく、同じような形で減っていくような、

この中で債務負担ってありますか。 

○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）  要するに、表向きは額が変わらないのだけども、中身だけ変

わっていっているよというものですね。それはですね、同じ債務負担でもこの中には載ってい

ないのですが、最初のほうのですね、債務負担行為の第２表ですか、６ページの。６ページの

第２表のですね、土地開発公社にかかわるですね、資金借入に対する債務補償。これも実は、

減っていってございます。現実的に減っていってございます。そういうもの、例としてはそれ、

私がとらえているのはそれだけです。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  時間がなくて申し訳ないのですけど、これ聞こうと思っていたのです

がね。早期退職者がたくさんいるのですが、今度再雇用するわけですね。一般社会、一般会社、

一般株式会社からいうとですね、みずから町長は辞めていただいたって言っていましたよね、

みずから。役場側が辞めさせたのではない、みずから辞めたと。 

 普通は今言った一般会社、みずから辞めた人をね、再雇用することは絶対ないですよ。それ

から、ましてや 30％上乗せをしてですね、15％から 30％上乗せをして退職金を支払う。こうい

う会社は恐らく、これで採用する会社はないのですが、今白老町の考え方は採用すると。再任

用するのだな。 

 この再任用っていうのは、私言ったのですが、この再任用のときのですね、再任用の給与が

高すぎるっていうことで、あれ議会全部で否決をしたことがありましたよね。あの給与の問題

で。再任用の問題で。 

 それで、私はこの間聞いていたのですが、この採用する場合、再任用するのに給料が 24 万円

から 28 万円だと。こう聞いていたのですが、56 歳、57 歳、58 歳までいるのですが、この 24

万円から 28 万円とこう、差をつけたのは、どういう意味があるのかっていうことが一つ。 

 それから、私はこの上乗せもしてですね、それから前に再任用のときもそうだったのですが、

24 万円から 28 万円でもいいのです。でも、60 歳になったらですね、少なくてもさっき言った

ように、会社の採用方法からいくとですね、60 歳になったら定年なわけですから、それから 60

歳を超えて働くとなると、委託か何かですよね。臨時職員か。 

ですから私は、60 歳になると確か基礎年金がもらえるはずですよね。60 歳になると。これを

もらった段階でですね、やっぱり町のみんなの委託並みのね、嘱託それから並みのね、賃金に

下げるべきだと。私はこう思っているのですけども、これは町民がたくさん言っているのです。
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もらいすぎだって。１回辞めた人をですね、いろいろな財政事情があって辞めるのですが、今

の社会情勢、白老の雇用情勢からいくとですね、すごく高いお金です。60 歳になって超えても。

それで基礎年金は上乗せになるわけですから。 

 ですから、この辺のところをですね、60 歳になったら基礎年金をもらったら、この 24 万円

でも 28 万円でもいいから、この額に合うように下げるべきだ。私はそう思うのですが、どうで

すかね。 

○委員長（及川 保君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず、２点ほどございました。１点目の金額の関係でございます。 

まず、今 56 歳でお辞めになるというふうになればですね、定年までが 28 万円。それから逆

に、60 歳でお辞めになるという方は 24 万円と。年齢、それぞれで１万円づつの差がございま

す。 

 それで、要するに生涯給で考えていくと、前にも一般質問でございましたが、トータルでい

くとですね、17 億円という、個々で比べていくともっともっと今の現在の給料をいただけるわ

けですから、もっとたくさん、本当は収入が定年までいればあるのですけれども、55 歳でやっ

ぱりそういうふうに希望をとって辞められるっていう方は、やっぱり一定のですね、保障はし

てあげなければならないというルールをつくりまして、今言いましたような年齢での構成差が

どうしてもできると。 

 要するに、同じ年で課長であれ、主幹であれ、辞めるというふうになればですね、同じ年の

方は同じ給料ということで特定嘱託という制度としてございます。 

 それから、２点目のですね、基礎年金をいただけるようになればという部分でございますが、

その趣旨のとおり行ってございまして、定年後ですね、60 歳を越えて基礎年金をいただくよう

になれば金額は今の 24 万円あるいは 28 万円ではなくて、下げて支給すると、こういうことに

なってございます。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 本当にそれでいいのですね。 

 大変私は失礼なことを言っているようなのですが、この財政状況の中で、みずから辞めて、

決断をした職員の皆さんに、本当に敬意を表しているのですが、やはり今のこの世の中の情勢、

状況からいくとですね、今総務課長が言われたようにしていただきたいなと。 

 町民の方々もたくさんそう言っていますから。そうしていただきたいなと思います。大変失

礼な質問だったのですが、町長一言。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  若干ですね、つけ加えさせていただくと、役場に残らないでですね、

完全に役場から離れて、辞めていく方が７人ぐらいいらっしゃるのですね。その人たちは、役

場には残らないということで、今回完全に役場とは離れる方も、実はいらっしゃるということ

なのですね。 

 それも、課長さん、主幹職にしてみたらですね、選択の余地がなかったと。我々ももうこれ
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しかないという、実は提案でした。そういう部分でですね、本当に私は管理職の皆さんにです

ね、申し訳ないなと思っています。 

 中には若い課長も実は辞められるのですが、そういう部分では本当に、できればですね、全

員が 60 歳定年までいていただいてですね、皆さんのお力をお借りしたかったということなので

すが、これもちょっと私の運営がですね、まずかったのかなと思っています。これもすべて、

私の責任でやらせていただきました。 

 本当に、今回の議会もですね、皆さんがいなければ私は乗り切れないので、課長さんの中に

はですね、もう議会が大変なので、早くどうですかと言ったのですけど、今回皆さんの力を借

りなければ乗り切れないのでということでお願いして、実は今回対応していただくことにしま

した。 

 趣旨は言うとおりだと思っています。 

○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）  はい。それでは、これで歳出がすべて終わりました。 

 歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたら、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） 皆さんにお諮りしたいと思うのですが、少し遅れ気味ではあります

けれども、もう少しやっておきますか。それとも明日にいたしますか。 

〔「終わり」と呼ぶ者あり〕 

                                        

◎散会の宣言 

○委員長（及川 保君） お諮りいたします。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いたします。 

（午後 ５時２８分）  


