
 1 

平成２０年第１回白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２０年３月１９日（水曜日） 

開  議  午前 ９時５８分 

閉  会  午後 ３時１３分 
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○出席委員（１６名） 

１番 本 間 広 朗 君        ２番 前 田 博 之 君 

３番 西 田 祐 子 君        ４番 及 川   保 君 

５番 山 本 浩 平 君        ６番 鈴 木 宏 征 君 

７番 玉 井 昭 一 君        ８番 近 藤   守 君 

９番 斎 藤 征 信 君       １０番 大 渕 紀 夫 君 

１１番 土 屋 かづよ 君       １２番 松 田 謙 吾 君 

１３番 熊 谷 雅 史 君       １４番 氏 家 裕 治 君 

１５番 吉 田 和 子 君       １６番 堀 部 登志雄 君 

                                        

○欠席委員（なし）  

                                        

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長    飴  谷  長 藏  君 

副 町 長    目 時 廣 行 君 

教 育 長    白 崎 浩 司 君 

総 務 課 長    岩 城 達 己 君 

総務課交通防災担当参事    松 井 俊 明 君 

税 務 課 長    辻   昌 秀 君 

税務課納税管理担当参事    野 本 裕 二 君 

出納課長・白老町会計管理者    長 内 正 男 君 

町 民 課 長    丸 山 伸 也 君 

健 康 福 祉 課 長    山 口 和 雄 君 

健康福祉課介護保険担当参事    武 岡 富士男 君 

経 営 企 画 課 長    高 畠   章 君 

病 院 事 務 長    安 達 義 孝 君 

消 防 長    前 田 登志和 君 

行 財 政 対 策 室 長    二 瓶   充 君 

行財政対策室特命担当参 事    岡 村 幸 男 君 

生 活 環 境 課 長    千 石 講 平 君 

生 活 環 境 課 ウ タ リ 施 策 推 進 室 参事     久 慈 幸 男 君 

産 業 経 済 課 長    和 野 敏 夫 君 

水 産 港 湾 課 長    堀 江   寛 君 

建 設 課 長    後 藤 光 雄 君 

上 下 水 道 課 長    佐 藤 克 悦 君 

学 校 教 育 課 長    本 間 勝 治 君 
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社 会 教 育 課 長    坂 本   譲 君 

子 ど も 課 長    渡 辺 裕 美 君 

監 査 委 員    岡   英 一 君 

                                        

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主 幹    森   隆 治 君 
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◎開議の宣告 
○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９時５８分） 

                                        

◎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）  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６ページをお開きください。６ページ、７ページまでの第２表債務負担行為及び第３

表地方債について。 

質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。  

次に進みます。14 ページから 19 ページまでの１款 町税全般について、質疑のございます

方はどうぞ。  

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番吉田です。毎度予算審査のときにいつも先輩議員がたばこ税のこ

とで質問していたのですが、たばこ税をずっと 18 年度からさかのぼってみましたら、19 年度

は少し増えているのですが、19 年度の予算は１億 6,200 万円になっているのですね。20 年度の

予算が１億 5,000 万円なのですね。18 年度は１億 5,900 万円で、収入額が１億 6,100 万円なの

で 19 年度の予算額は１億 6,200 万円にもっていったのかなと少し思ったのですが、20 年度の

予算が１億 5,000 万円ということは、19 年度の収入額がまだ確定をしていないかもしれないの

ですが、減っているのかなと思いながら見たのですが。 

これは原因としては、今、禁煙対策とかそういったことでたばこを吸っている方は、肩身の

狭い思いをしているとか、禁煙治療とか、いろいろなことが今、言われていますけれど、そう

いったことが原因しているのかどうなのか、その点少し伺いたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  たばこ税のご質問でありますけれど、まず傾向的なお話を先に申

し上げますと、18 年度決算額が出ているのですけれど、前年度に比較して 6.1％減になってお

ります。 

今、ご質問、19 年度のということなのですが、一応 19 年度も予算を組むのが 12 月の時点で

だいたい見込み立てますので、11 月末時点の売り払い本数から見ると、見込みでは 4.5％ほど

減ってくるのかなと。そういうふうに押さえております。20 年度につきましてはその傾向が引

き続き続くであろうということで、５％減を本数的に見込んでおります。  

その要因につきましては、やはり最近たばこの吸う環境がなかなか厳しいという、健康増進

法という法律もございますし、そういうことなのかなというふうにはとらえておりますけれど。 

○委員長（及川保君） 15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君）  やはりいろいろな禁煙対策とかされているので、たばこの減があるの

かなと。1,000 万円単位で落ちるというのは大変大きなものだなというふうに思って見ていた

のですが、平成 19 年度の予算まで白老町たばこ販売促進協議会というのがありましたね。これ

がなくなったのですね。ということは、健康とかそういった面のことが表に出てきましたので、

促進協議会を持ってまでたばこの売り上げを促進することはないという意味合いでなくなった

のかどうなのか、その辺。 

○委員長（及川 保君）  辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 19 年度予算までございました、たばこ販売促進協議会の補助金に

ついては、一応町の予算としては廃止ということにしておりますけれど、たばこの販売事業者

で構成します組合のほうは、引き続き事業者さんの組合ということで、活動は続けるというこ

とでございます。  

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

 ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） ３番西田です。18 ページの入湯税についてお伺いいたします。本来こ

この入湯税というのは、目的税みたいなところがありまして、先般も役場の方に教えていただ

きましたけれど、環境衛生とか、施設、根泉源の保護管理施設、消防施設、その他消防活動に

必要な施設の整備に要する費用ならびに観光の振興に要する費用というふうに定義づけられて

いると。白老町もそれに準じてされているというふうに伺っておりましたけれど。入湯税とい

うのは、やはり白老の温泉源を確保するために使用されて、また、観光客とかそういう人達の

環境衛生ということも必要だというふうに伺いましたけれど、これはどのような目的で入湯税

が使われているのかということをまずお伺いしたいなと。 

入湯税は本来は温泉を経営している方々の業者さんへもやはりある程度還元すべき。還元す

べきというのは、やはり観光施設というものの一つの環境を整備するという意味で、ごみの収

集量だとかいろいろ消防だとかを使われているとは聞いていますけれど、実際にそういう観光

施設の人達のための還元、他の市町村で伺いますと、例えばイベントをするためだけにお金を

使っているだとか、ＰＲするための広告宣伝費にほとんど使っているとか、そういうところも

聞いていますので、その辺の考え方と一つお伺いします。 

 それで、実際にそれで環境衛生施設とか根泉源の保護管理施設、消防施設、その他の必要な

施設の整備に要する費用というのは一体どのくらいずつ使われているのか。 

 そして、またもう一つ、健康福祉課のほうのお風呂ありますよね。あそこは確か税金は日帰

りは 60 円ですか。これは徴収していないのではないかと思うのです。同じように考えるのであ

れば、その辺はどのように整合性を取っていられるのか、その辺をお伺いしたいと思います。  

○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）  まず使用目的ですが、この入湯税 2,670 万 9,000 円、これに

つきましては一応目的税ということで、先ほど委員がおっしゃったような内容で、環境衛生施

設、消防施設、観光の振興だとか、そういったものに使うということで、一応財源は振り分け



 6 

てございます。19 年度につきましてどのような割り振りで使途がどのようになっているのかと

いう部分でございますけれど、環境衛生施設の整備としまして 2,268 万円、それと消防施設で

87 万 9,000 円、それと、観光施設で 142 万 9,000 円、それと観光振興で 260 万円という内訳で

やっております。ただですね、これは目的税とはいえ、一般財源なのですよね。ですからここ

の部分については、環境衛生施設の整備費で 2,268 万円、これを観光振興のほうに振り分ける

といった場合、お金には色がついていないものですから、一般財源の中での振り分けというこ

とになるのです。意識としてそちらのほうに使うという、そういう目的意識を持って使うとい

うのであれば、割り振りをかえるというだけであって、予算書の外には、実は出てこないので

すよね。 

例えば 221 ページ歳出をお開きいただきたいのですが、そこの観光費、観光費の本年度の予

算 4,418 万 2,000 円でございます。その一般財源 4,364 万 4,000 円とございますね。実はこの

中のお金の話なのですね。だから、これをどのように割り振っても、この 4,364 万 4,000 円と

いうのは変わらないのですよね。実際支庁や道のほうに目的税だから、きちんと目的どおり使

っているかという報告はしなければいけない。そのとき割り振ったときに資料が、私が今、申

し上げた金額なのですよ。ですから目的を持ってきちっと使うといった部分では、西田委員の

考え方、そこの部分については検討の余地はあるかなとは思っております。 

 それと、いきいき４・６の件ですが、いきいき４・６のお金については一切これは充当され

ておりませんので、そこはまた別な財源を当てていますので、そちらのほうとはまた別な考え

で運用してございます。  

○委員長（及川 保君）  どういう考えなのかということです。  

辻税務課長。  

○税務課長（辻 昌秀君）  いきいき４・６の入湯税の関係でございますけれども、一応入湯

税の仕組みとしては、鉱泉浴場を経営する事業者が特別徴収義務者として徴収するということ

になっておりますけれど、ただ入湯税の課税免除の部分として、共同浴場または一般公衆浴場

ということで、これは町内萩野に１施設ございます。そういうところは課税免除というような

形になってございます。いきいき４・６設立当時それに類するものとして、こういう扱いをす

るということで、取り決めしてございます。ということは、取っていないということです。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君）  今ほどの説明でだいたいわかりましたけれど、この入湯税の使い方の

一つとしてですね、昨日私町長に質問いたしました観光振興の件の１つになるのですけれど、

入湯税をいただきながら片や一般の住宅に住んでいる方々は温泉を使いながらそこの部分は特

に入湯税というのはないですよね。つまり温泉源を確保するというのであれば、その辺はきち

っとされているのかどうなのかということが、一つ私としては懸念されるのです。 

というのは、温泉というのは限られた大切な資源ですから、町全体としてその辺観光に使わ

れる温泉も一般住宅の人達が使う温泉も、やはり総括してきちっとある程度管理していかなけ

れば資源の枯渇につながっていくのではないか。白老町はいろいろな温泉源がたくさんある、
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この狭い地域でありながらいろいろな温泉がある。そういうところがこれから少しずつＰＲし

ていくいい機会だと思っているのです。そういう中で、やはりその辺も一つ考えてほしいなと

いうのが、そういうお考えがこれからあるのかどうか。 

 それともう一つですね、観光振興ということに 200 万円ぐらい使われているということだっ

たのですけれど、今回私虎杖浜のほうで温泉の勉強をさせていただいたときに、ビュラメール

のほうでですね、以前からも感じていたのですけれど、白老は他の大きな観光温泉施設と違っ

て小さな温泉施設がたくさんあるのですよね。ところが小さな温泉施設というのは、源泉掛け

流しというのですか、本当に循環式でないようなそういう温泉なのですけれど、実際にそれは

来た人はわかるのですけれど、道内の方また本州方面の方々、そういう日本全国に意外と知ら

れていない。 

ですから、本来こういうような入湯税をいただいているのであれば、例えば白老町のホーム

ページで白老のどこどこの温泉は源泉掛け流しですよとか、本来であればそういうようなこと

も、もう少しお金を使ってほしいなという気持ちもあったので、目的にあったお金の使い方を

しているのですか、もう少しこの温泉を大切にして、この温泉というものをＰＲして欲しいな

と思ってお伺いしたのですけれど、その辺のお考え方をお伺いしてみたいなと思います。 

○委員長（及川 保君）  辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  前段の、一般家庭とという関連での話ですけれど、入湯税という

のは鉱泉浴場における、入湯における入湯客にかける税金ということで、あくまでも支払って

いただくのはお客さんという、そういうようなことになっております。ですから、先ほどご質

問の家庭の泉源の扱いもお話になりましたけれど、基本的にはこれは対象にならないというこ

とでございます。  

○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）  この目的税の使途ということでございますので、私のほうでお

答えいたします。西田委員がおっしゃるＰＲ、そこの部分については、観光事業のほうで歳出

のほうで予算、観光の誘客推進事業だとか、公営観光推進事業だとか、さまざまな事業を展開

してございます。その中で今、言ったようなことをとらえてやるという部分、その部分につい

ては戦略的観光推進事業だとかいろいろございます。 

その中で、その事業の組み立ての中で、それは十分やるということは可能だと思います。そ

このところにその予算をいくら当てるかというところであると思うのですよね。そこの部分に

つきましては、そういう意識を持ってそこに当てるということは、私のほうの考えでできます

ので、そういった形で現場のほうと打ち合わせをしながら、その目的税の使途については、検

討しつつ充当したいというふうに考えております。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）  今の経営企画課の課長の説明でだいたいわかりましたけれど、私は今

回これを取り上げさせていただいたのは、物の考え方だと思うのです。 

白老町で温泉源を大切にするような形で、町として取り組んでいく考え方があるかどうかと
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いうことをお聞きしたかったわけなのです。そういう考え方をこれからも持っていくべきだと

私は思ったので質問させていただいたのですけれど、その辺の考え方をお伺いさせてください。 

○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）  今の泉源の確保等については、産業経済課のほうの所管事務

ということでありまして、温泉付き分譲地等の部分については、各温泉利用組合がありまして、

そこでむだのない温泉の使い方ということでやっておりまして、それからあと、観光産業の部

分の湯元何々と言われているところの泉源の確保については、やはり限りある資源ということ

で、それらは温泉経営者、ホテル経営者のほうで順次そういうむだのない使い方に心がけてい

るということと。 

それから先ほど西田委員さん２月道民カレッジで出席されての件だと思っていますけれど、

私たちも初めて白老の源泉に４種類の種類があるというのも、湯めぐりパスなんだかで、それ

で体験した人方、それから温泉の学者の先生が来て、そういう部分で４つの種類があるという

部分が、今回そこで提示されまして、それらの４つの部分についても、そういう貴重な泉源が

４種類あるということで、これらについては観光協会のほうで、そういうホテル関係を含めて

そういうものをＰＲしていきたいと。そしてまた、そういう貴重な泉源を守っていくという事

業を展開していき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。 

 10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、財政問題がいろいろ議論されている中、ここの

町税費の収納対策が、かなり大きな課題になっているわけですけれども。一つ、税関係の滞納

繰越額の総額、これはいくらぐらいになっているか。 

そして、これ以上収納率を上げるとしたら、滞納繰越での対策がきちっと取られないと、も

ちろん現年度の収納率を上げるということは当然大切なのですけれども、そこに迫らなければ

ならないような状況かなと思うのだけれども、そういう点で今回の財政問題の中での収納対策

で、特別な方法、やり方があるかどうか。また、基本的な考え方を含めてお尋ねをしたいと思

います。 

○委員長（及川 保君）  野本税務課参事。 

○税務課納税管理担当参事（野本裕二君）  ２点ありまして。滞納繰越額の総額ということで

すけれども、はっきりした数字を押さえていませんので、その前に滞納繰越額の収納対策の方

針ということですので、そちらのほうを先に答えさせていただきます。  

 今、検討中ですけれども、今までの手法、これをさらに選査しでですね、新たな手法という

形を、今、検討しております。今までもそうですけれども、併わせて税だけではなくて、税外

等についても共同の特例催告を実施するということで、20 年度については取り組む予定でおり

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。何を言いたいかというと、滞納繰越だけでも２億円、
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固定資産税と町民税をぱぱっと見ただけでも２億円以上なのですよね。この金額というのは、

もちろん現年度の税収上げないといったら滞納繰越増えるわけだから、それはわかっているの

だけれど、滞納繰越に対する手だてがきちっと取られないと、ここの部分が進まないと、なか

なか実際大変だろうと。現実問題として７％だとか、滞納繰越の徴収率９％ぐらいですか。と

かというふうな形で見ているのですけれど、ここをやはり上げる努力をしなければいけないの

ではないかという気がするのです。今、参事等がお話されたように、新たな手法を検討してい

るということなのだけれども、そういうことだという理解でいいのかどうか。  

○委員長（及川 保君）  野本税務課参事。 

○税務課納税管理担当参事（野本裕二君）  今、委員が言われるように、滞納繰越があった分

につきましては、あるいは差し押さえ、あとは文治の処分停止というこの二つの方法しかない

かなと思うのです。ただ、税に関しては文治といえ毎年新しい税が出てくるものですから、そ

れを取りながら、更に滞納繰越分もということですので、やはり今、私どもでやっているのは、

取るか出るか、あとは押さえるかという３方式を取っていますので、滞納繰越の額も少し減ら

すよう努力していきます。 

○委員長（及川 保君）  辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  先ほど滞納繰越額の放出もあって数字がお答えできなかったので

すけれども、一応 19 年度の町税概要に載っております 18 年度決算での滞納繰越額ですね、約

２億 5,000 万円ということになってございます。  

あとは更なる対策としての収納対策として、今月 31 日ですね、新財政改革プログラムの中で

も一応考え方ご説明いたしますけれども、やはり町のほうでもいろいろな行政サービスを実施

してございますけれども、これらについては今までのところあまり税の収納の状況と結びつけ

ないでいろいろなサービスを提供している状況にございます。そこの部分については、あくま

でもサービスを提供しないということではなくて、基本的に提供していく中の指導事項として、

そういういろいろなサービスの申請があったときに、チェックしていくという仕組みをぜひつ

くっていきたいというふうに、今、現在検討してございます。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほかございませんか。 

 それでは次に進みます。20 ページから 33 ページまでの２款地方譲与税、３款利子割交付金、

４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利用

税交付金、８款自動車取得税交付金全般について、質疑のございます方はどうぞ。 

 15 番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君）  15 番、吉田です。20 ページ、それから 32 ページの自動車重量税と自

動車重量譲与税、自動車地方道路譲与税、それから自動車取得税交付金の件なのですが、これ

は道路財源として確保されているものなのですが、今回はまだ国会の審議を通っていません。

道路財源暫定税率ということで、かなりもめておりますけれども、各自治体全部そうだと思う

のですけれど、予算組み入れをしているということで、この財源はほかの財源に繰り替えにな

れば良いのですけれど、まだなる可能性もはっきりしていませんし、この道路財源の暫定税率
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が通らなかった場合に、予算としてどのくらい減るのか、その辺を少し伺いたいと思います。  

○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）  今、委員がおっしゃった三つの税、これが道路特定財源とし

て今、国会で話題になっている白老町に影響する地方譲与税でございます。 

まず一つ目の自動車重量譲与税。ここの分でございますけれど、これは暫定税率が１トンあ

たり 6,300 円になってございます。それが本則に戻りますと、１トンあたり 2,500 円というこ

とで、本則に対して 2.5 倍が暫定税率になってございます。これを一応試算しますと、どのく

らいの減額になるかということで試算しております。本則に戻しますと、今予算が１億 3,200

万円と。これに対して、本則に戻しますと、約 5,300 万円になります。実に 7,900 万円の減と

なります。 

それと、次の地方道路譲与税でございます。これにつきましては、１リットルあたり暫定税

率が 5.2 円。これを本則にしますと 4.4 円で、0.8 円減額になります。本則に対して 1.2 倍と。

これを本則で計算しますと、3,460 万円となります。約 690 万円の減額ということで予想され

ます。 

次に 33 ページのところで、自動車取得交付税でございます。これは取得価格に対する割合で

掛けられてございます。暫定税率は５％。本則に戻しますと、３％ということで、２％の開き

がございます。これを本則で計算しますと、予算額 4,600 万円に対しまして 2,700 万円という

額になりまして、1,900 万円の減となります。これら減額全てトータルしますと、１億 490 万

円の減額になるということでございます。 

この中で、特に一番大きく白老町に限らず市町村に影響を与えるのが、一番最初の自動車重

量譲与税でございます。これが一番大きく影響を与える、私が先ほど申しましたとおり、7,900

万円の減ということになります。ただこの自動車譲与税、これはですね、実はこれの適用期限

というのは３月 31 日ではないのです。４月 30 日なのです。このままでいくと、影響というの

が、この一番大きな影響は避けられるのかなというふうには考えてございます。 

ただ、そのほかにつきましても結構厳しい財政事情の中では、町としては大きな痛手をこう

むると考えています。その財源の手当てにつきましては、財調に 19 年度のこないだ補正をさせ

ていただきました。説明させていただきましたけれども、財調に積んだというところも、この

辺の不安定要素、これを加味した中で貯金を増やしたというところでございます。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）  私もこの暫定税率のあり方というのは、今後考えていくべきだと思う

のですが、即、白老町には影響があるということなのですが、議会、昨年は消費者協会のほう

から原油価格が上がる、灯油が上がるということで、町民の生活が大変だということで、反対

の意見書を出しました。今年度になってからこの暫定税率が下げられることで、市町村への影

響が大きいということで、賛成の意見書を出すという苦肉の策を取りましたけれど、そういっ

た中で町長も上京されて予算要望されている中で、この財源が減るということは、町にとって

は大変大きな影響があると思うのですが、財調に積んでいるということなのですが、できれば
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それをなくして財源で賄っていくと。今後はまたその対応は考えて、国で考えてくれれば良い

と思うのですが、今、差し当って、今年度の予算の中でそういった予算要望はしてきていると

思うのですが、国土交通省の対応等を通じて町長はどういった反応だったのか、これが通らな

いと大変厳しいと思いますので、町長もいろいろな思いで対応されたのではないかなと思うの

ですが、議会の対応も含めて、こういうふうに議会がやりましたけれど、そういったことも含

めて町長がどういったような国土交通省との対応をされたのか伺いたい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）  国交省については、道路だけではなく港からイオルからいろいろとお

世話になっています。ただ道路に関して言うとですね、まだまだ白老もそうですが、必要な道

路はたくさんあります。さらには、町で言うと財源が１億円以上収入が削減されるということ

は、今の白老町にとっては大変なことになるものですから、その辺については私も国交省のほ

うからいろいろな議論をさせていただいたのですが、はっきり言いまして、収入としての１億

円はまず確実にわがまちとしては確保していただきたいというところが、実は本音のところで

ございます。今、いろいろ国会のほうで議論しておりますが、それはそれとして、国会のほう

で議論してくださいと。わがまちは、必要な道路と財源がきちっと入ってくればいいわけです

から、天下国家のあまり大きな話には私はあまり入らないようにしている。町民生活に密着す

るその生活基盤を強めて、大変な財政状況にある収入確保だけ、今はただそのことのみで国交

省のほうにもお願いをしてきております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

 次に進みます。34 ページから 43 ページまでの９款国有提供施設等所在町助成交付金、10 款

地方特例交付金、11 款地方交付税、12 款交通安全対策特別交付金、13 款分担金及び負担金全

般について、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。交付税の関係で若干お尋ねしたいのですが、今回、

地方再生対策費ですか、これを国で見て、５万人以下の町村でもだいたい１万人以上で 8,000

万円、５万人で１億 3,000 万円ぐらいの計算で、平均ですけれど、見ようかというようなこと

でやっているようですけれど。当面は独立で起こすみたいですけれど、当面は交付税に入って

くるということなのですが、これは白老ではこの交付税額の中には算入されていますか。  

○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）  予算書の私が説明した資料の中にですね、白老町の予算の概

要というのがあると思います。その５ページをご覧いただきたいと思います。５ページ、６ペ

ージです。そこに地方財政対策等の概要というのがございます。この５ページの３の地方交付

税というのがございます。これの配分類というところで、増減額 2,034 億円、これ 1.3％の増、

これが現金で増えるという額でございます。約ここで 2,000 億円。 

それと６ページをご覧ください。これは地方債の分でございます。これの中で表ございます

ね。表の中の臨時財政対策債、2,032 億円というのが増減額の欄にございますね。これを合わ
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せますと、4,000 億円なのです。実は政府で言っているのは、この二つ合わせた額ですね、現

金で増える部分ですね、2,034 億円、それと起債で増やす分、2,032 億円。この二つを合わせて

4,000 億円の地方対策費ということで伝えられております。この配分がどういうふうになって

いるかというと、この合わせた 4,000 億円のうち 2,500 億円が市町村、そして 1,500 億円が都

道府県ということになってございます。それで、町のほうでは、市町村についてはほとんど現

金で地方財政需要額のほうには算入されますよということになります。そこで実はこれ 1.3 と

いう伸びになっていますね。ですからうちのほう約 33 億円ぐらいで計算しますと、だいたい

4,000 万円ぐらい伸びるという計算になります。 

それとですね、この起債のほうですね、市町村のほうに割り振りされるのが 500 億円という

ことで、それは臨時財政対策債のほうで、うちのほうはそれを受けるという形になります。そ

れらを加味しますと、政府のほうはそのルールとして、そこのまちの高齢化率だとか、１次産

業に従事する人達の人数だとか、それから農地、山林、そういった１次産業に使われている行

政面積がどれだけあるかということを加味して各町に配分されます。それで計算しますと、政

府で示しているのは、白老町は 7,400 万円程度ですよというのが、実は示されております。と

ころが、交付税の算定には個別算定経費だとかありますよね。下水道だとか、道路だとか、公

園だとか。それらを計算しますと、結構差し引かれてしまうのですよ。7,400 万円から引かれ

てしまうのですよ。となると、4,500 万円ぐらいしか残らなくなる。そこでうちのほうは、差

し引かれた額に対して、実は昨年交付税の検査が３年に１回ずつ入るのです。それでもらった

額が少なかったよという結果が、実は出ているのです。それが約 4,000 万円ちょっと少なくも

らっているということになりまして、20 年度の予算でそれをプラスしますよという話。それを

加味しまして、実はことし対前年度比では 8,900 万円ぐらい増という額で試算してございます。

そういうことで、対策費は入っ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）  ほか、ございませんか。 

 次に進みます。44 ページから 53 ページまでの 14 款使用料及び手数料全般について、質疑の

ございます方はどうぞ。 

 次に進みます。54 ページから 73 ページまでの 15 款国庫支出金及び 16 款道支出金全般につ

いて、質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 それでは 74 ページから 83 ページまでの 17 款財産収入、18 款寄付金、19 款繰入金全般につ

いて、質疑のございます方はどうぞ。 

 １番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） １番、本間です。77 ページの物品売払い収入で、仙台藩の資料関係の

物品売払い、これはどういうものを売り払ったのか、少しお聞きしたいと思います。  

○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）  仙台藩白老元陣屋資料館の物品でございますけれど、これは

キーホルダーとかあとはポストカード等を作成しております。以前はテレホンカード等もござ

いましたけれど、あとは資料関係ですね、そういったものを希望のお客さんに提供するという
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ことで、販売しているものでございます。 

○委員長（及川 保君）  １番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君）  私は、財政的に厳しい時に、例えば歴史的なそういうものを売ったの

かなと思って、それで質問しました。例えば歴史的なものはたぶん売却はしないと思いますけ

れど、そういう時にはできるだけ慎重にしていただきたいと思いまして、質問しました。以上

です。 

○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）  歴史的なそういった物品とかそういったものについては、当

然売り払いはできないという決まりもございますし、当然そういったものについては売るべき

ではないということで、あとはちなみに、そういった先ほどのキーホルダーとかということで

も販売しているところですけれど、現在資料館にいる友の会というのがございまして、その友

の会で実は、陣屋にある赤松が１本しか残っていないわけですけれども、それを保護、保存す

るということで、自分達で赤松というせんべいなのですけれど、それを販売して、売り上げの

一部を赤松の保存に生かしていきたいということで活動しております。今後もそういった形で

いろいろな関係団体の協力を得ながらですね、多少なりとも財源を確保しながら、そういった

保存活用に努めていきたいなと思っております。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。  

 次に進みます。84 ページから 97 ページまでの 20 款繰越金、21 款諸収入、22 款町債全般に

ついて、質疑のございます方はどうぞ。ございませんね。 

 これで第２表債務負担行為、第３表地方債及び歳入が終わりましたが、この中で特に質疑漏

れのございます方はどうぞ。 

 ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 全般にわたるものですから、ここで質問させていただきたいのですが。  

 先ほども入湯税の部分で使い道の話で出たのですが、収入の使い道のことで少しお聞きした

いと思うのですが。今回連結決算等でかなりの赤字が発生して、それを解消するために、ここ

10 年で町長のお話ですと、今ある赤字を全部解消するというお話があったのですが、解消する

ために収入の中からルールとして、どういうお金を赤字の解消のために使っていくかという、

ルールをつくっているかどうかということを、少しお聞きしたいのですよ。 

例えば町長がよくおっしゃっていますように、工業団地等に進出された企業等に固定資産税

ですとか、そこで働いている方の住民税ですとか、そういうものはそこから出てくる収入です

から、そこの会計に使うべきだという、今までそういうふうにやってきたら、赤字はなかった

はずだという話をよくされるのですが、やはりそういうルール化をしていかないとなかなか赤

字を解消するというこう平準的に余ったら返すのだというのではなくて、やはり計画的に赤字

を解消するためにはルールをつくっていかないと、なかなか赤字は解消できないのではないか

と思うのですよ。この中でも町誘致の売り払いがあるのですが、土地の売り払いされたものは

そういう赤字の解消に使うとかですね、工業団地もそうなのですが、去年工業団地も売れてい
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ますよね、臨港団地も売れていますが、売れた土地の代金についてはその赤字解消のために使

うのだという、そういうルールがなければ、なかなか赤字を解消できないのではないかと思う

のですよ。それで、やはり今年からそういう考え方で予算をつくっているものですから、何か

そういうルールを決めて今回の予算をつくったのかということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 20 年度予算をつくった際のルール化があるのか

ということですので、私のほうは今後のという部分でお話をさせていただきたいのですけれど。

あくまでも今、20 年度も対策を取らなければ赤字に転落するという中で、人件費を初めとする

さまざまな見直しの対策を実行していくということとしております。 

それで、基本的には特別会計で売れた歳入というのは、特別会計の中で当然赤字解消に回す

のは当然だと思っております。ただ、今のような、例えば町税の中の一般財源としていわゆる

企業にかかわる町税見合い分を、それを赤字に入れるという区分けではなくてですね、そうい

う使途の限定はしておりません。ただそれ以上に対策として赤字解消を目指す対策額を出して、

確実にそれぞれの赤字会計に対して繰り出しを行っていくという、そういう計画に今回の新財

政改革プログラムについてはそのような考え方できちっと提示はしたいというふうに考えてお

りますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  今回の予算の中では港施設の部分でしたか、赤字解消の部分としてき

ちっと繰り出しをされるという、そういう方向は見えているのですが、他の部分ではなかなか

赤字解消の部分のものが今回の予算の中では見えていないので、そういう収入に対していかに

赤字を解消するための予算をある程度ルール化というのは少しおかしいのですが、そういうこ

とをきちんとしていかないと、なかなか計画的に赤字を解消することは難しいと思いますので、

ぜひ町長が以前からもそういうふうにおっしゃっているそういうものですとか、それは微々た

るものかもしれませんが、それは確実に赤字解消になるのだという、見てもわかる、納得でき

る、説得できる数字だと思うのですよ。この金は何だといった時に、これはこういう部分だと

いう説明を受ければ、見ているほうとしても赤字解消のためにこういう対策を考えるのだとい

う、非常にわかりやすい返済の方法という部分で見えてくるものですから、今は余ったら返す

みたいな方向で、なかなかそれに対していくら今年度返せるのかが終わってみないとわからな

いような状況が少しありますので、ぜひ何か出来るものであれば、そういうルール化というも

のをきちんと収入に対して赤字の解消のためのルール化というものをきちんとつくっていただ

いて、私たちが見ても、これは今年度これくらいお金が返せるのだということがわかるような

予算にしていただければ、私たちも審査、チェックしやすいと思いますので、ぜひ、もしでき

るものであればやっていただきたいなというふうに思います。  

○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）  本当に鈴木委員がおっしゃるとおりで、今年度予算につきま

しては、私、予算の相対的な説明の中でもいくつか申し上げましたけれども、まず白老町の予
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算の概要の１ページをお開きいただきたいと思います。そこの１ページのところに、20 年度白

老町会計予算総括表が載ってございます。その一番下のほうに一般会計からの繰出金という欄

がございます。そこで、公共下水道会計、ここに 8,805 万 7,000 円、それから港湾施設機能整

備特別会計 1,000 万円。ここの部分について、この２点については完全に赤字を解消するため

の繰出金でございます。それと、基金に 1 億円、一般会計、新年度の特別会計、土地の工業団

地と港の土地造成の関係、それぞれ 5,000 万円ずつ繰り出しするために、別途基金ですね、こ

とし積んでございます。 

ただですね、委員がおっしゃるようなルール、財政規律、それは新財政プログラム、そこで

きちっと規律されることになってございますので、20 年度予算はそれを念頭に置いてこういう

ふうに措置したと。今、申しました 5,000 万円、5,000 万円ということも、これも新財政プロ

グラムの中で今煮詰められておりまして、果たしてそれが 5,000 万円、5,000 万円で良いのか、

もう少しできないのか、6,000 万円を 7,000 万円にできないのかというようなことが今、盛ん

に検討されてございます。ですから、委員が今回の予算を組んだ時に感じた感想、確かに余っ

たからこれだけ出したのだなと言うのは、それはやむを得ないかなと思いますけれど、その規

律というのは、新財政改革プログラムの中で明らかにしたいと思っていますので、ご理解いた

だきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君）  今回の対策というのは、特別会計等の赤字を抱

えている会計に対して何とか繰り出すために対策を取っているという事で、余っているからと

いうことではなくてですね、そういう赤字をなんとか解消していくためにやっているというこ

とを、まずご理解いただきたいと思います。 

それと繰り出しが経営企画課長からお話ありましたとおり、すでに先行してやっているとこ

ろがありますが、土地会計については今のところ留保している部分がございます。というのは、

これはまた 31 日にご説明させていただきますが、いわゆる土地会計の部分の黒字予想として見

られる土地の資産によっては、比率的に変わるということが当然ありますので、最終的な判断

はそういうものを見ながらきちんと財政的手法として入れ込むことが必要だろうということで、

その部分については財源をきちんと持っていると、こういうことでございますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。 

 これで歳入全般にわたっての質疑が終わったわけでありますけれども、特に全体の中でござ

いませんね。全体の中でございますか。  

 ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  1 つだけ。歳出のほうの教育費なのですが、中学校の統廃合にかかわ

る予算についてなのですが、予算のつくり方だと思うのですが、これは私の考え方として聞い

ていただきたいのですが。こういうデリケートな、地域の住民の方のいろいろな理解とかそう

いうものをいただかないと、事業として成立しない、やっていけない、そういう事業について
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は、当初予算から計上するのはいかがなものかと。やはり地元のそういう今、いろいろ意見を

いただいている人からしてみればですね、やはり今までずっとご意見を聞いてきても、地元の

人たちの同意を得てですね、実行するのだと。それまでは予算はあるけれども、21 年にはやれ

るかどうかわからないようなお話も、話の中には聞こえてきます。そういう予算であれば、成

立したときに、もし 21 年にやれるのであれば、補正予算という方法もあるわけですよ。それを

当初の予算から予算を入れていくということは、やはりそういう感情から考えると、逆なでし

ているような、あまり刺激を与えるような予算の組み方だと思うのですよ。思いはわかるので

すよ。だけれど、思いだけでできる仕事と、やはりそういう地域の方々の協力を得ないとでき

ない予算というのは、予算を編成するときに、地域の人達の感情というものを考えながら予算

を組んだほうが良いのではないかなというふうに思うのですが、そこら辺何かご意見があれば

お聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  ただいまのご質問、今までの予算の審査といいますか、中学校費の

中でもご質問の中で言われたことと同趣旨のご質問かなと思います。一般質問等々でもお話し

たとおり、予算を組み立てる時期と第２回の地域説明会の時期とラップしたものですから、そ

の時の考え方としては、第２回地域説明会は、いわゆる素案で示したとおりの計画の中でご説

明するという姿勢で当然考えておりましたので、その前に予算の組み立てがありましたので、

当初の考え方と言いますか、こちらの素案の考え方の中で予算は計上させていただいたと。 

 きのうのご質問、他議員のご質問にもありましたけれど、執行については当然地域住民、保

護者の合意の中で執行はさせていただくという考え方ですということで、お話をさせていただ

きました。ご質問の中にも地域住民の感情、そういうことを含めて、果たして当初予算に載せ

るのがいいのか、いわゆるそういう状況が生まれたときの補正でというお話でした。方法とし

ては、私どももそういう方法もあるというのは、こちらのほうも当然押さえた中で、考えは当

然ありましたけれど、いわゆる再度の答弁になりますけれど、方法論としてこういうような素

案を示しているという段階では、当初から予算に載せようというような考え方でおりました。  

 適切な答弁であるかどうかはわかりませんけれども、考え方としては、そういうような考え

方で当初予算から計上させていただきました。 

○委員長（及川 保君）  ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  今の教育長のお話でわかるのですが、こういうデリケートな問題につ

いては、予算の組み方というか、もう一つやることも、やりたいことを成功するための一つの

方策ということも考えられますので、これからもいろいろなデリケートな問題がたくさん出て

くると思うのですが、予算の計上についてはいろいろ議論されて一番いい方法を取られたほう

が実現に向けて近道かなというふうに私は思いますので、ぜひ考えていただきたいなと。これ

は要望で終わります。  

○委員長（及川 保君）  ほか。12 番、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君）  今の質問に関連するのですが、きのうからずっとこういう議論をされ
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ているのですが。私、一般質問でも言ったのですが、行政改革推進委員会もですね、小中学校

統合には、第一、この小中学校統合は 13 年から出ている問題なのですよ。長引いたからこうな

る。それと住民の意見もまとまっていないのに、バスの時間割まで出たわけですよ。ここのと

ころが一番の不信感を持たれているのですよ。今、皆不信感を持っている。統合ありきで来て

いる。バスの時間表まで出ているわけだから。 

この辺をやはりきちんとしないと、父兄の意見がまとまらないのは、やはり統合ありきで進

んで、時間割まで決まって、決まっていないのに予算までつけるという、こういうことが７年

も前からこれは言われていることですから、この辺をもう少し、もう１回ブレーキをして、カ

ーブを切って、バックを１回して、冷静にやったほうがいいと思いますよ。鈴木委員のように

竹浦出身の方、虎杖浜出身の委員もいて、やはり皆すっきりしていないのですよ。ですからそ

ういうことで、きのう副町長が言っていましたが、この問題はもう１度考え直すところもある

のだということですから、その辺を大事なことですから、きちっとやはりやるべきだと思う。

私はだいたいバスの時間割を出したことが一番悪いと思う。  

○委員長（及川 保君）  白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君）  地域説明会に向けて教育委員会としてどう考えるかということで出

発しています。今 、言われたとおり、この問題は結構長いことかかっていますが、平成 14 年に

適正配置の基本計画を策定しました。その中にはご存知のとおりですけれども、中学校は町内

２校が望ましいというようなことで、基本計画を策定しております。そういう基本計画に基づ

きまして、町教委としての考え方を素案で示しました。地域説明会に向かうに当たっては、そ

ういうことのいわゆる町教委でする対応策はこう考えていますよということを示して、地域説

明会に向かうという姿勢でございます。  

ですからスクールバスの対応どうする、登校をどうするという中では、スクールバスを出し

ますよというようなことで、町教委のほうでご説明の資料として、こういうことを考えていま

すよというのは当然なのかなというふうには私は思っています。ただそれが１回がいいのです

か、２回がいいのですか、それから長期休業中はどうなのですかという、そういう細かいとこ

ろまではなかなか。これから立ち上げる準備委員会の中で細かいところは決めましょうと。た

だ基本姿勢として町教委として２校がいいというのが基本的な考え方ですよということの中で

は、今回こういうことを考えていますよというのは、白紙でどうですかと示すのではなくて、

こういうような基本計画に基づいて町教委はこういうふうに考えていますよということで言え

ば、白紙で示すのではなくて、こういうような考え方をということを素案で示すということは、

ある程度町教委の考え方を持って示したいとは思っていたものですから、白老町の児童、生徒

数の現況がこうですよ。だから統合がどうでしょうかと白紙で問いかけるのであれば、今の方

法になろうと思いますけれど、14 年に基本計画があって、すでに中学校は２校ということで素

案を出しておりますので、その基本計画に基づいての素案ですから、教育委員会が考える考え

方はこういうことですよということで示しました。  

統廃合に向けての手法は２通りあると思います。順に素案を示す。示した中での対応策を示
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すということと、それから白紙で子供との教育のあり方についてどう思いますかという問いか

けもあると思います。ただ、今回の方法については素案ができているという中でご説明をさせ

ていただいた。時間割は、それは確かに、地域説明会の中でご質問されたときに、こういうこ

とを考えていますよというようなことで示しておりますけれど、細かい時間割までは、今後の

状況によって当然変わってくるので、今、言われた部分で言えば、細かいところは別にしまし

て、基本姿勢は説明すべきだというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君）  教育長ははっきりものを言うほうですから、進むといったら前のほう

に進んでいると。もう少しブレーキをかけたり、左右を見たりすべきだと私は言っている。 

 それから先ほど言った行政改革委員会は、前に町長が諮問したときは、「まちの考え方は白紙

にして考えてくれ。」と、このように答申したわけですよ。中学校は２校と決まっているのだけ

れど、教育委員会の委員会から意見は出ているのだけれど、「この諮問は全部白紙で考えてくれ、

ここから進んでくれ。」という諮問だったのです。それで先ほど言った行政改革委員会は、これ

を平成 14 年に答申をしたときに、「これを急いでやりなさい、慎重にやりなさい。」と、こう言

っているわけですよ。それから７年経って、来年にやるよと決めてから、今、もう少し町民の

意見をきちっと見て、教育長も前を見つめながら、進むだけでなくて左右も見て進めたほうが

いいですよ。そうなるとなかなか、この問題はストップすると思いますよ。私は決してこの統

合問題はやるべきだし、しなければならない。だけれど父兄が第１だから。その辺を考えてや

らないと、感情的になってしまうと、これはうまくいかないと思うのですよ。ですから私は先

ほど言ったバスの時刻表を先に出したことが、一番失敗だなと思って見ていました。そのよう

なことで。  

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  今回の統合問題がバスの時刻表ということは、ありきと思われたのか

なという部分があったのかなと思います。ただですね、今、松田委員が言いましたが、当時の

答申された子供は、もう高校卒業して、いないのですよ。そのかなり前から、議論をされてい

るはずなのですね。今回も、我々としても、行革全般そうなのですが、寿幸園にしても保育所

にしてもですね、十何年前から行革の大きな課題だったのです。全て実は先送りされてきてい

たのです。私が町長になってから、正直言いまして、寿幸園どうするのだ、病院どうするのだ

と、皆さん議会で言われました。一つずつやろうと思って、一つは寿幸園が済んだのですが、

結果とすれば、我々大いに反省しなければいけないのですが、我々役場の組織全体で先送りし

てきたということなのですよ。それは絶対反省しなければいけないと思います。今回も教育長

が心配するのは、そこだと思います。これをまた原点ということになりますと、今の議論して

いる親が、自分の子供はもう中学校卒業して高校に行っていますよと。この繰り返しというの

は、あってはならないなと思っているのです。そのためには、本当に私自身がきちんと、いろ

いろ議員の方から言われましたが、地域に出て説明するなりしなければならないと思います。  

 保育所についても、私は社台と竹浦は自分で行って、お母さん達の話を聞いて決定させてい
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ただきました。学校も同じだと思います。ただその辺が、同じことを二度としたくないという

ような思いもあるものですから、その辺もまた理解していただきたいなと思います。以上です。  

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 それでは暫時休憩いたします。再開を 11 時 20 分といたします。 

休憩 午前１１時０６分  

                                        

再開 午前１１時１９分  

○委員長（及川 保君）  それでは休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

 全般にわたってまだありますでしょうか。  

 ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君）  ２番、前田です。町長に相対的なことで少し伺います。  

 これから特別会計等の予算審査もありますけれど、一般会計終わりますから伺いますけれど

も、その上で十分承知されていると思いますけれど、町長も今までの審議の中で十分うなづい

たり、あるいは積極的な答弁等々いただいていますけれど、それらのこれからの予算執行、事

業執行を効率的にしていくためにも、言葉は悪いのですけれど、仮に予算が通れば通りっぱな

しで、あとはやればいいのだという姿勢ではなくて、この２日間かなり提言なり、積極的な質

問がありまして、審議されていました。そういう部分を十分認識して、４月以降担当のほうに

もそういう部分を、予算が決まってからではなくて、十分に工夫したりして、少しでも効率的

な予算を執行していくと。そして、財政運営の中で行財政改革が優先されていますので、複眼

的な角度でその予算執行、事業執行ということを肝に銘じて、また組織大量退職によって管理

職も変わりますけれど、そういうところに目配りをして、十分な予算執行をやっていくと思い

ますけれど、そういう認識を十分に持っているのかどうかを伺いたいと思います。  

ということは、これから予算の議決もありますので、十分にこの２日間の審議の中で町長が

どういうふうに認識をされて町民に答えられる予算を執行する、あるいは住民の福祉向上のた

めに厳しく決断しなければいけないときもあると思いますけれど、そういう姿勢を十分持って

いるとは思いますけれど、より以上私はこういう時代必要だと思いますけれど、その町長の姿

勢をうかがいたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君）  実は私も課長時代からこの議場を見ていまして、今回ぐらい緊張感の

ある議会はなかったなと、実は思っております。厳しい意見もあります。そういう部分では課

長さんたちも今までも真剣でしたが、今まで以上にかなり緊張感もあったかなと思っておりま

す。 

あえて言わせていただくと、私は 10 年くらい前からこの議場に入っていますが、例えば町長

そのものが議員さんとこういうやり取りをしたということが、実は私、今まで記憶にありませ

ん。多分１年に何回かは見たことがあるのですが、これだけ････。古い議員の皆さんはわかる

と思うのですが、なかったと思います。私自身も職員にだいぶ申し入れられた部分もあります
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し、私自身の考え方も、実は職員に伝えております。ただ今回は、今、前田委員が言われたと

おり、財政事情がかなり逼迫しているという中で、積み残された課題が、まだ山積しておりま

す。先ほども申し上げましたが、やはりトップの決断がまちづくりに大きく左右するのかなと

いうのは、自分自身もう１期やっていますが、本当に身にしみております。 

行革についても、私が町長になってすぐ寿幸園取り組みました。本当に職員は苦労をされて、

寿幸園さらには今、保育所、一番重い行革を今、やっています。来週議会の皆さんにもプログ

ラム、もうできていますが、説明、こういう厚いのですばらしい、よく頑張ったということで

職員には言いました。これも今また職員と精査している最中でございますが、本当に職員、特

に行革は土日もなく、夜本当に９時 10 時まで頑張ってやっていました。これは職員自身も、我々

自身の責任でこれをやらなければいけないのだという意気込みでやっていただいていると思い

ます。特にこれは課長さんたちが、本当に全体的に言えるのは、一番私が残念なのは、課長さ

んたちがあくまでも自分の意志なのですが、みずから身を引かざるを得なくなったという状況

を、課長さんたちがみずからきちっとそれを悟って身を引いたという、こういう実はこの一番

重い部分が、私はこれを一生背負っていかなければならない部分だと思っております。まずは

課長さんたちには本当に申し訳ないと思っています。ただ、一方残された課長さんも、これま

た大変なのです。  

そういう中で今、前田委員が言われましたが、今までとは本当により以上厳しく、さらには、

決断するべきときはきちんとトップが決断をしてゴーサインを出さないとですね、いつまでも

先送りされるということも分かりました。そういう部分ではこの白老町のこの 10 年、20 年の

体系から考えると、私の今の場というのは非常に重い部分があるというのは、十分認識してお

ります。そういうことで、この後も議会の皆さんと厳しいことはこのまちづくりのためですか

ら、どんどん厳しいことを言っていただきたいと思っています。そういう部分では、今回は正

直に言います。大変緊張感のある議会で、職員も勉強になったし、私自身も大変勉強になりま

した。今後については今以上に厳しく決断すべきことはきちっと決断すると。そしてまず自分

が先頭に立っていくという姿勢は、変わらないで続けていきたいと思っています。途中でござ

いますが、本当にありがとうございました。以上です。  

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 それでは全般の質疑を終結いたします。 

 次に 10 番大渕紀夫議員ほか２名から平成 20 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替え

動議が文書により提出されております。皆さんのお手元に配布されていると思います。予算組

み替え動議については、所定の賛成者があることから動議は成立しております。 

 大渕紀夫議員ほか２名から提出のあった動議は、本案と関連がありますので併せて議題とし

て、動議の提出者から提案説明を願います。 

 10 番、大渕紀夫委員、発言をお願いいたします。 

○委員（大渕紀夫君）  10 番、大渕でございます。議案第８号、平成 20 年度白老町一般会計

予算に対する組み替え動議を提出いたします。提出者、賛成者は記載のとおりでございます。  
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 議案第８号、平成 20 年度白老町一般会計予算に対する組み替え動議を、別紙のとおり会議規

則第 16 条の規定により提出いたします。  

 議案第８号、平成 20 年度白老町一般会計予算に対する組み替え動議。この動議は、今回の財

政危機の中で再生団体、また健全化団体、これを回避するための予算であるということの位置

づけの中で、我々は下記のとおりの組み替えの動議を提出するものであります。 

一つ、８款土木費において２項道路橋梁費、２目道路新設改良費、15 節道路請負費中、竹浦

２番通り改良舗装工事 1,680 万円全額削除、白老町滑空場線改良舗装工事 960 万円全額削除、

２、４項港湾費、２目港湾建設費、19 節負担金補助費及び交付金中、白老港建設事業費４億円

中１億 8,000 万円減額。10 款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、13 節委託料中、引越し

業務委託料 120 万円全額削除。３項同じく中学校費の学校管理費、15 節工事請負費中、萩野中

学校校舎改築工事 370 万円全額削除。以上でございます。 

８款土木費の中の道路橋梁費２本につきましては、一般質問でも私が述べましたように、町

民に直接関係がない、あまり生活に支障がない部分については、今回の予算から削除してはい

かがかと。当然地元の業者の問題もございますけれど、我々はそういうふうに考えております。  

港湾費につきましては、義務経費になるということも承知しておりますけれど、２億 2,000

万円については先般の議会で債務負担行為で議決されておりますので、残った１億 8,000 万円

の減額を要求するということであります。 

教育費については今まで議論されておりますので、そういう趣旨から当面急がなくてもいい

のではないかということであります。 

以上の科目において、予算案に計上した金額のうち、それぞれ事業の全額及び一部を減額し、

起債総額を抑制するとともに、減額に伴う一般財源相当額は、財政調整基金に組み替えること

とするということであります。以上でございます。  

○委員長（及川 保君） ただいま、提出者から説明がありました。動議に対する質疑を許し

ます。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）  １点だけお伺いしたいのですが。白老建設事業費１億 8,000 万円減額

と、こうなっていますが、共産党の物の考え方としては、港凍結ということを私は記憶してい

るのですが、選挙公約にもしているようですが、この一部というのは、港は進めてこの分だけ

凍結という考え方なのかどうかお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。先ほども言いましたように、前回の議会の中で、国

の前倒しの中で２億 2,000 万円については白老の議会で議決されております。ですからこの２

億 2,000 万円は 344 ページの債務負担の中に２億 2,000 万円が載っております。それでこれは

議決されておりますので、この分を除いた分、これは前倒しの分で、去年の予算で今年やると

決まっていますので、この２億 2,000 万円については決まっているという認識で、残った１億

8,000 万円について減額をすると。こういう趣旨でございます。  
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○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほか。 

 ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  提出者の方に何点かお尋ねをいたします。土木費において、それぞれ

何点かお尋ねをしたいと思います。  

まずこの竹浦２番通りというところはですね、提出者の大渕委員の地盤でございます。その

地盤を犠牲にしてまでも財政全体をお考えになってのことかなということに、そういう姿勢に

対しては大変敬意を表したいと思います。 

しかしながら、昨日の議論にもございましたけれど、先ほど大渕委員の説明の中で、町民と

あまり関係のない支障のない部分は削除してもよいという考えの中からというお話でございま

した。しかしこの竹浦２番通りに関しましては、鉄北幹線道路としての利用度が高く、１日

2,000 台以上の交通量となっているというお話でございました。簡単な舗装ではすぐ道路が傷

んでしまいます。だから改良工事が必要ということでございます。ここは、私は、36 号線が大

変混雑したとき、あるいは何かの災害のときですとか、やはり裏通りとしては本当に重要な道

路であると。まさにこれは生活道路としての位置づけが強いのではないかなと、このように思

うわけでございます。その点の見解をお尋ねしたいと思います。 

また、白老滑空場線改良舗装工事、この場所につきましても昨日の議論の中でございました。

樽前山噴火等の緊急避難道路の位置づけ、また防災センター設置の要因にもなったと。これは

白老滑空場というというところが、そういうヘリポートの到着場ですとか避難場所ということ

に関係しているから、防災センターも港の近くという、選定の要因にもなったというお話もご

ざいました。ですから非常に、この滑空場線も私は重要なところであるというふうに認識して

おります。この点についてのお考えを伺ってみたい。 

それと白老港に関しましてですけれど、提出者の大渕委員さんとは白老港整備促進特別委員

会で第３商港区の早期の共用開始を一緒に目指していたものと私は認識しております。その中

で白老町の負担金の推移でございますけれど、当初は７億円、一番多いときで８億円以上の負

担をしておりました。平成４年から平成６年までは７億円、平成 18 年は７億円、平成 19 年に

財政のいろいろな問題等もありまして、若干一部供用開始が遅れる可能性があっても、いわゆ

るこの持ち出しと申しますか、負担金を減らして平成 19 年は 4.4 億円でございます。今年度は

４億円と。本来当初の予定であれば、平成 21 年に一部供用開始がされていたわけでございます

けれども、白老町の財政のいろいろな状況の中から、今では平成 24 年と伺っております。私は

これ以上延びる事になれば、大手の民間の製紙会社、あるいはその他の企業の、いわゆる民間

の投資意欲そのものが後退していく、こういう恐れがあるというふうに認識しております。町

の経済にとって非常に大きなダメージを与える。石炭船やチップ船が多く入港して、早期にそ

ういったものが入港することによって、いろいろな経済効果もあり、ようやく港らしい経済活

動が白老町もできるのかなというふうに考えております。これらについての見解があれば、お

尋ねしたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、山本委員がお話されたことについては、私は十

分認識しております。例えば道路の問題ですけれども、竹浦の道路については、全く生活道路

そのものでございます。そのとおりでございます。当然今、継続工事として北吉原側のほうに

向かう道路でございまして、用地買収も終わって、道路の線形も全部決まっているというふう

に認識しております。  

私が言っているのは、こういうことなのです。今、例えば平成 25 年度に財政再生団体を回避

できるかどうか。ことしの問題ではないのです。平成 25 年度に今の状況のままでいくと、町民

に新たな負担をしない限り、再生団体になると私は思います。町民の負担がない限り、再生団

体には私は間違いなくなると思います。私が言っているのは、町民に負担をさせるという、負

っていただくということは、今、舗装道路があればそこを車で通れる。そういう状況であれば、

私は、それは町民の皆さん我慢ができる範囲であろうと。道路舗装が壊れたら、直すべきだと

思います。そういう予算を削れと私は言っておりません。そういう中で、例えば滑空場線、今 、

舗装されていません。そこのところを通るのは、去年もことしも来年も舗装されなくても同じ

なのです。変わらないのです。 

しかし、住民に負担をかけるということは、毎年毎年住民に負担がかかるのです。そうだと

すれば、私は本当に住民に負担をかけないとしたら、住民の皆さんが、舗装道路が今、あるの

であれば、若干クランクにはなっているけれども、そこを通れるのであれば、私はそういう道

路で我慢をするという考え方だって、住民の皆さんには十分あると思っています。舗装されて

いないところを、今まで舗装されていない中で通るということは、それは住民の皆さんがそれ

でいいよということであれば、私は構わないと思う。再生団体になったら、こういうことすら

できなくなっていくという中で、私は今の状況の中では極めて危険な状況だというふうに、私

は認識しております。ですから港の問題も、それは同じでございます。重要性というのは、今

まで種々議論されてきましたし、私自身も今回の一般質問でも、実は、町長とやり取りをさせ

ていただきました。ですから、そういう点でいえば、再生団体を回避するためには、今から私

は手を打つべきだというふうに考えております。  

教育費の関係については言われませんでしたので、言いませんけれども、政策的に私はそう

いうふうにすべきだということは、一貫して訴えてまいりましたし、そういう考え方ですので、

そういう視点で提出をさせていただいたと、こういうことであります。  

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。 

 ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  １点だけ。考え方と申しますか、それはわかりました。ただこの港の

１億 8,000 万円削減の根拠を、先ほどの説明では、もう２億 2,000 万円は決まっているから、

決まっていない部分を減額すべきだという考えだというお話がありましたけれども、これは白

老での単独の事業では、当然ございません。国と国交省と打ち合わせをしながら、いろいろと

長い間計画を練って、議論をして、今年度はここまでやろうと。白老町の町の財政もこうです

よと。そういう中で決めていたことだと思うのですね。それがもし実際に半額ぐらいのところ
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で、こういう事情だからこうですよというふうに持って行った時には、私はストップまではい

かないかもしれませんけれども、中途半端な形で終わってしまって、何かブレーキをかかった

イメージが国に対しても与える、また地元の大手製紙会社、そこが一番利用するわけですから、

現実的にそこが一番利用するわけですから、そういったところに対してのイメージ、全体の経

済効果、そして何といっても、町の財源確保という点で考えますと、やはり港は欠かせないこ

とだというふうに、私はそのような認識をしているわけです。その辺で非常に懸念があるわけ

でございまして、これは意見になるのかもしれませんけれども、もし見解があればお願いした

いと思います。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ここで港の議論をやる気は、実はありません。やれ

というのならば、やりますけれど。基本的に私は港については、第３商港区については、以前

から申し述べているような考え方で、一貫しております。ですから、何も今、変わったとかで

はないのです。ただ、２億 2,000 万円というのは、もう議決されているわけですよ。まちの意

志として議決されているわけですから、その分はここは減額できないのははっきりしているわ

けです。 

私が言っているのは、町民に負担をかけないで財政を再生するとしたら････。これから町民

の負担は議論されるのですよ。町民に負担をかけないでこのまちを再生するとしたら、どこか

を削らなければいけないわけです。皆さん方は町民の皆さんに負担をかけて再生しようという

考えですから、それはそれで構わないと思います。私は現段階としては、まだそういうふうな

考え方に至っておりません。ですから、そうであれば、25 年の再生団体を回避するためには、

私は住民に負担をかけないでやるためには、こういうことをやらなければいけないという考え

なのです。もし再生団体になったら、このことも含めて止まるわけです。ということは、逆に

言うと、住民負担をしなければここは進まないということになるわけですよ。ですから、私は

ここを削るべきだという主張なわけです。この点については、私は整合性が取れているという

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）  ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。皆さん方というのは私も入っていると思いますので、

一言言わせていただきますが。 

○委員長（及川 保君）  質疑ですからね。討論ではない。提案者に対しての質疑です。討論

ではない。 

○委員（玉井昭一君）  失礼しました。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  14 番、氏家です。だいたいはわかりました。1 つだけ聞きたいのです

が、例えば竹浦２番通りの改良工事、白老滑空場線、また港の建設もそうなのですけれど、例

えばこういったものを、竹浦２番通り、白老滑空場線においては、全額削除という形になって
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います。これが例えば、白老町の基幹産業である建設業等々に与える影響だとか、今、確かに

大渕委員は平成 25 年度のときに財政再建団体になることを恐れているのだということで、今回

こういった提出物になったと思うのですけれど、例えば平成 25 年を迎えるまでに、こういった

建設業、確かに年々この公共事業というのは減りつつありますけれど、あるけれども、平成 25

年度までに段階的にそういった企業のことも考えていかなければいけないと私は思っているの

です。ですから、そういった面に関しては、この全額削除、確かに金額的にいえば、1,610 万

円と 960 万円ですから二千五、六百万円の話かもしれませんけれど、今これだけ公共事業が減

りつつある中で、今、平成 21 年度に向けての財政再建団体を回避できるという話の中での今回

の予算でありますから、何とかその辺については理解してもらえない部分があるのかなと私は

思っているのですが、それについての見解があれば、ちょっとお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これは公共事業に対する考え方だと思います。例え

ば、その事業者の皆さん方に対して私も先ほど述べたように、そういうことがあればいいと思

います。しかし、建築確認申請というのは、最高時に比べて、民間含めて４分の１の建築確認

申請ですよ。そういう状況の中で、例えば企業努力をして、今、私は全部の事業を止めようと

言っているわけではありません。例えば、バイオマスの工事も行います。そういうものに対し

て、主たる工事はできないかもしれません。しかし、基礎の工事だとか、いろいろなことがあ

ります。そういうことに対する企業努力をされる、全ての公共事業をなくせと私は言っている

わけではありません。こういうものを考え方としてやりながら、財政再建団体になってしまっ

たら、こういうことすらできなくなるわけです。  

ですから、私はそこを回避するための手だてとして、住民に負担をかけないという意味は、

住民に負ってもらうべきものがなければ、違う形で予算を組むしかないということになるわけ

ですよ。そういう視点で私は言っているわけです。ですから、一般質問でも私、述べています

けれど、例えば建築土木の関係でいっても、民間の福祉施設の建物というのは、ずいぶんたく

さん出ました。残念ながら、私はそれを調べておりません。実際に業界が悪いというのではな

くて、そうではなくて、業界の皆さん方たぶん努力しても死活問題ですから、本当にやってい

らっしゃると思います。ですから、そういうものが寿幸園の建設やまた民間の福祉施設の建設

の中に、どういうふうに生かされているのかということも、私は考えております。ですから、

そういうものをトータル的に考えた中で、この２本がなくなることによって、全部が民間業者

さんがだめになってしまうと、そういうことではないと私は思いますし、それは企業努力も必

要ではないのかなというふうに感じております。再生団体を回避するために、私はこういう提

案をしているということですから、そういうふうになった時のことを考えたら、私はやはりこ

れくらいの英断をしなければいけないの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）  よろしいですか。ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ございませんね。質疑なしと認めます。 
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 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。最初に、本案から討論いたします。討論はございませんか。 

 反対討論から行いたいと思います。議案第８号に対する討論でございます。 

 反対討論はございませんね。 

 次に本案に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論はございませんか。 

 登壇願います。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  賛成討論を行いたいと思います。現在町財政の大変な中において、町

職員の削減、また、給与費の削減、使用料、手数料の見直し等、町民の負担も増加するとする

課題を抱えた中での 20 年度予算ではありますが、今後期待される企業誘致の活性化、また町民

活動の活性化を促され、これからが本当の意味での協働のまちづくりを進めるべく今後 10 年の

元年の年ととらえた時、20 年度予算であるということをしっかり理解した中での今回の予算に

対しての賛成をさせていただきます。 

○委員長（及川 保君）  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 ございませんか。 

 それでは、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 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。本案に対しての賛成討論を行いたいと思い

ます。平成 20 年度一般会計予算は、町民の暮らしを第一に考えた財政健全化推進型の予算編成

となっており、評価をいたします。  

本年度の一般会計は、バイオマス建設事業により、99 億円台と膨らんでいるように見えます

が、町の一般廃棄物管理型最終処分場の延命を図り、かつ、環境にやさしい新エネルギー創出

に向けての取り組みは、10 年先を見越しての投資として高く評価できます。この建設事業費を

除くと、86 億円台と 90 億円を切る緊縮予算であります。町長は本年を白老町再生に向けた元

年と位置づけ、不断の決意のもと、断腸の思いで職員の勧奨退職や大幅な人件費の削減を行い、

職員やその家族の理解と協力のもとで財政再建をスタートさせました。難関を突破し、志を持

って奉職された皆様は、定年まで職務を全うできると確信されていたはずであります。まさに

身を切る形での予算編成、血のにじむ状況での予算編成に対しまして、議員の一人として心か

ら敬意を表するしだいでございます。 

また、事務事業の見直しにも着手いたしました。選択と集中により効率のよい行政運営を行

うことに期待をいたしております。そしてこれまでの予算で行われていた財政調整基金の繰入

もゼロとし、これは平成 15 年度予算以来のことであります。その中であっても町民生活の安定

化、地域自治の充実の政策方針に沿っての予算編成であり、事業財源もおおむね確保されてお

ります。また、企業誘致も順調に行われ、経産省からも高い評価をいただきました。苦しい中

であっても、町の歯車を動かすという積極姿勢は、高く評価したいと思います。よって、平成

20 年度一般会計予算に賛同し、賛成討論といたします。以上であります。  

○委員長（及川 保君）  ほかに討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ございませんね。 

本案に対する討論なしと認めます。 

次に、動議に対する討論をいたします。 

討論はありませんか。 

まず、動議に対する反対討論の発言を許します。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 今回出されました予算組み替え動議に対しての反対討論でございます。

先ほども意見を質問のほうでさせていただきましたが、限りある予算の中での今回の、例えば

８款土木費、また港湾費でございます。こういった経済活動が今、ストップすることが、それ

は予算の一部かもしれませんけれど、こういった限りある公共事業費、また、そういったもの

がストップすることによって、経済活動に与える影響というのは、本当にこの白老町において

は大きいものだと私は考えております。でありますから、そういった趣旨を持って、今回のこ

の動議については、反対をさせていただきます。  

○委員長（及川 保君）  次に、動議に対する賛成討論の発言を許します。 

 ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  ９番、斎藤でございます。予算の組み替え動議に賛成の立場で、一言

申し上げます。本議会の代表質問、一般質問で取り上げましたように、当面する財政の危機的

な状況に直面して、今、何をなすべきか、厳しい人件費の削減、事務的諸費の削減を断行して

まいりました。しかし今、住民の負担をできるだけ避けて、さらに事業の大幅な組み替え見直

しが求められているのではないでしょうか。  

私たちは今、ここで取り上げました事業が必要なしと言っているわけではありません。我慢

するものは我慢する、延伸できるものは少しでも先延ばしをしていかなければ、先の見通しが

たたないところまで追い込められている状況にあることと判断するものであります。本来なら

ば予定通り推進すべき事業などでもあるかと思いますけれども、まちの活性化に影響を避けら

れない部分も出てくることは覚悟の上で、それでもこの先再生団体、早期健全化団体への基準

をクリアしていくことの重要性を考えたとき、町民のためにも貢献できるものと確信し、動議

に賛成するものであります。以上でございます。  

○委員長（及川 保君）  ほかに討論はございませんか。 

 これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。 

 まず、本案に対して大渕紀夫議員ほか２名から提出された動議から採決いたします。 

 動議に賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手少数〕 

○委員長（及川 保君） 挙手少数。 

 よって、予算組み替え動議は否決すべきものと決定しました。 
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 次に、本案について採決いたします。  

 議案第８号、平成 20 年度白老町一般会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙

手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 挙手多数。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

 暫時休憩をいたします。再開を 13 時といたします。 

休憩 午後１２時００分  

                                        

再開 午後１３時００分  

○委員長（及川 保君）  それでは休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。 

                                        

◎議案第 ９号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会 

計予算 

○委員長（及川 保君）  次に議案第９号、平成 20 年度白老町国民健康保険事業特別会計予

算を議題に供します。  

 恒例によりまして歳出から質疑に入りたいと思います。別冊の特別会計予算書 80 ページをお

開きください。80 ページから 85 ページまでの１款総務費全般について。 

 質疑に入りたいと思います。質疑のございます方はどうぞ。  

 ございませんね。 

 次に 86 ページから 101 ページまでの２款保険給付費、３款後期高齢者支援金等、４款前期高

齢者納付金等、５款老人保健拠出金、６款介護給付金、７款郷土事業拠出金全般について。 

 質疑のございます方はどうぞ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ございませんね。 

次に 102 ページから 111 ページまでの８款保健施設費、９款基金積立金、10 款交際費、11

款諸支出金、12 款予備費全般について。 

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） これで歳出が全て終わりました。 

次に歳入に入ります。52 ページから 77 ページまでの歳入全般について。 

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ございませんね。 

これで歳入が終わりました。ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れのございます方は

どうぞ。 
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10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。全般で少しお尋ねしたいのですけれど。  

毎年同じことを聞くのですけれど。一つは、この国保の会計のことしの見通しをお聞かせ願

いたい。全体の見通しです。一般質問で後期高齢者の関係は、全くここは影響がないというご

答弁があったわけですけれども、実際に国保を今の状況で、毎年聞くのだけれど、もう立ち行

かない、立ち行かないといっても、ここの部分が改善されるという案で出てきているのではな

いのですよね。そういう点では同じ状況が続いていると言わざるを得ないと。  

そうなったら、一つは国保の体制の問題と安定化計画をどうするかという、ここの二つしか

もう私はないと思っているのです。ですから、国保の体制そのもの、国の問題なのですけれど、

変えるということと、白老町で言えば安定化計画から脱却するかと、ここしか私自身は考えら

れないのですけれど。毎年同じことを聞いて申し訳ないのですけれど、このようなことをずっ

とやっていて、日本の保険制度はどうなってしまうのかと思うのですが、そこら辺で何かご見

解があったら。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。  

○町民課長（丸山伸也君）  まず国保の会計の見通しですが、昨年度は約 1,900 万円欠けるく

らいの赤字ですが、本年度もだいたいその程度の赤字を見込んでおります。会計全体としまし

ては、先の全員協議会でもお話しましたとおり、３割の問題はございますけれど、やはり税率

そのものをきちっと見直していかなければならないだろうと。応能応益の平準化をきちんとや

らないと、国からもらえるお金ももらえないということですので、これは財政改革プログラム

もさることながら、国保の会計としてはまず税率改正をやらざるを得ないというような考えで

ございます。  

 安定化計画を含めて国保の体制はどうなのだという話ですが、今年度、20 年度はまさしく特

定健診、特定保健指導が入ってきます。この結果が最終的には非常に影響するのではないかと

思って見ています。三連携の中で、一般質問の答弁の中でも、三連携の中で安定計画どうなっ

ているのだという話しございまして、基本的には医療費を下げていくためには、三連携をひっ

くるめてやっていかなければならないということでお話をしてございますが、まさにそのとお

りだと思ってございます。 

 三連携の総括のほう、お尋ねもあったのですけれど、２年目ということでなかなか見えない

状況でございますが、差し支えなければ今、三連携の推進状況、医療費をベースでお話をさせ

ていただきますと、16 年にこの三連携の話が出てきた時点で、道全体の医療費の平均からいい

ますと、道が 100 としますと、白老は 113.4 でありました。18 年度の数字が出ていますが、全

道平均に対して 108.8 と、医療費が下がってきています。道全体に対する割合が下がってきて

います。実額そのものも下がってございまして、22 年の末で 51 万 8,000 円の実際目標を立て

ておりますが、今、現在 18 年度の年間で 52 万 8,825 円。ちなみに 16 年度の出発時点が 53 万

6,000 円ですので、8,000 円ずつくらい下がってきている。こういう傾向も出てきています。そ

れともう一つは、18 年、19 年を見てどうなのだということで、これも調べてみたのですが、や
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はり全道の伸びに比べると、白老の伸びが若干下がってきているという傾向もございまして、

やはりこれは三連携をきちんと進めていけば、相対的に安定化も達成されてくるなという感じ

でございます。 

 経営的には、税率をきちんと見直していくこと、それと、三連携をきちんと取り組んでいく

ことが、この国保赤字脱却につながっていくのではないかと考えてございます。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。一つは税率の問題なのですが、応益応能を平準化す

るということは、以前から言われていることです。私の認識でいくと、平準化することによっ

て、どちらかというと、生活に大変な人達の部分が上がって、生活に大変でない人と言ったら

おかしいけれど、そういう部分が下がるというような認識をずっと持っていたのですけれど。

実質そういうふうになるかどうかということがまず１点。 

 それともう一つ。こういうふうに数字を出していただければ、確かに医療費下がっているの

ですね。これが事実だとしたら、ここの努力を今まで以上にしなければいけないということに

なるわけだけど、例えば国の政策なども、ヘルスアップも交付税で見るといいながら３年間か

４年間やって終わりと。こういうのは長くやらないと効果が出ないと思うのですよ。だから、

特定健診がどういうふうになるかわからないですけれど、やはり三連携も一定限度の期間がな

いと見極めきれないということと同じようなことなわけですから、そういう点で国からお金を

もらうことは大切なのだけれど、白老町として独自に長い形で三連携と同じような形で、取り

組んでいけるような形をつくらなければいけないと思うのですが、そこら辺どうですか。  

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。  

○町民課長（丸山伸也君）  まず保険料の関係ですが、実質として一番最低限の保険料の方が

上がるか上がらないかということでございますが、ストレートに計算していくと、若干上がる

のではないかという予想も立てています。ただそうしますと、弱者対策をどうするのかという

別な問題もありますので、その辺もひっくるめて税率をきちっと決めていきたいなと考えてお

ります。場合によっては 50、50 の中ですけれど、幅としましては 45 から 55 の幅で応能応益も

変えることが多少可能ですので、そういった若干の配慮の中でもできるかできないかのシミュ

レーションをきちっとやって、それは検討していきたいと思っております。それと今、４割、

６割の軽減になっていますが、これは７割、５割、２割の軽減率が大きくなりますので、そこ

の部分で極力一番保険料の低い額の方は影響が出ないような形で、できるだけ配慮していきた

いと。今の段階ではその程度しか申し上げることはできません。 

 ヘルスアップもこれは本当は私どもとしては、５年くらいやってくれるのかなと思っていま

した。思っていたのですが、ふたを開けてみますと２年間で終わりと。いきなり打ち切りとい

うことで、正直言って、びっくりしておりました。ただその分の相対的な取り組みが、特定健

診のほうに完全に厚労省はシフトを移したということになっていますので、私どものこの特定

健診、特定保健指導を健康福祉課あるいは町立病院と協力しながら、今回４月以降のグループ

立ての中でも、国保の中に特定健診を実質運用担当する者も置きながら、取り組みをやってい
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きたいと。いずれにしましても、相当長い期間やっていかないと、はっきりした効果というの

はなかなか見えないのかなと。ただ三連携、先ほども説明しましたが、傾向としては医療費が

下がっているという傾向がもう出ていますので、何とかこれが上がらないように、何とか角度

をつけて下がっていけるように取り組みをしていきたいというふうに考えてございます。  

○委員長（及川 保君）  ほか。 

 ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 歳入歳出の両方に係るものですから、少しここで質問したいのですが。

今、少し出たのですが、特定健康診断の今回新しい事業の経費を見ますと、1,600 万円ぐらい

ですね。負担を見ると、国保と道と、それと本人の料金ですか。それなのですが、全体の事業

費から見ると、本人の負担というのは 10 分の１ぐらいなのですね。諸収入で見ますと 177 万

7,000 円なのですが、今日の新聞にも出たのですが、室蘭市ではこれを無料にするという報道

が載っておりました。やはりここは考え方だと思うのですが、たくさんの方に健診を受けてい

ただいて、いかに早期に発見して、医療費をかからないようにしようかという、そういう対策

だと思うのですが、そういうふうな観点から見ると、個人の負担という部分に対して、やはり

いろいろ議論はあると思うのですが、なるべくかかりやすい、受けていただくような体制づく

りからいうと、ここが非常に問題かなと思うのですよ。たまたま隣りの室蘭市で無料というの

も出ておりますので、料金については検討していただく余地がないのかどうか、その辺を少し

お伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。  

○町民課長（丸山伸也君）  実はこの料金の負担についても、三連携の担当者が実質集まりま

して、まさに委員がおっしゃられた話も、実は出ています。「取るべきだ」あるいは「取るべき

でない」、いずれにしましても、仮に取らないということになると、逆に保険税を上げなければ

ならないというようなこともあるのですよ。結局、国の補助はありますけれど、費用は全部国

保で持てということに。そういう論議もあったものですから、まずやってみないことには正直

言ってわからないということもあるものですから、20 年度についてはやはり自己負担いただい

て、やはりやっていこうというふうにまず考えています。ただその中であまりにも受診率が悪

いとか、そういう状況があったときに、これは委員がおっしゃるとおり、検討の余地はあるか

なと。決して何が何でも取ると、未来永劫取るということも考えておりませんし、先ほど申し

ました税率改正の中で、この費用もある程度見込めるということになって、その後段として、

こういった費用についてもどうなのかという論議も含めながら、検討はすぐにしていく考えで

は担当はおりますので、どうかそれでご理解いただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  だいたいわかりました。やはり今のような考え方で、多くの人に受け

ていただいていくらの事業だと思うのですよ。ぜひ、これを見ても全体、これは今年度は 30％

ぐらいとおっしゃっているのだと思いますが、パーセントが高くなるほどこの金額は大きくな

るのですが、これは事業費から見ても 177 万 7,000 円ですか。ですから 10 分の１ぐらいですか
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ら、ここら辺は保険料にかからないで何とかやりくりして、保険料が高くならないような金額

がもしやりくりできるのであれば、そういう考え方の中で検討していただきたいということで

要望いたしまして、終わります。  

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。  

○町民課長（丸山伸也君）  要望確かに承ります。それと実は５年後に、この健診率の目標が

設定されています。それがクリアできないと、調整交付金など減らされてくることなども出て

きますので、極端なことを言えば、やはり委員がおっしゃるようなことも考えながら、対策と

して考えながら、何とかこの受診率を上げていくようなことも、ぜひ検討しなければならない

と。これはきちんと心積もりで持っておりますのでご理解ください。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。 

議案第９号、平成 20 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

よって、議案第９号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                        

◎議案第１０号 平成２０年度白老町老人保健特別会計予算 

○委員長（及川 保君）  次に議案第 10 号、平成 20 年度白老町老人保健特別会計予算を議題

に供します。  

恒例によりまして歳出から質疑に入ります。特別会計予算 132 ページをお開きください。132

ページから 141 ページまでの歳出全般について。  

 質疑に入ります。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。今回これで老人保健特別会計がなくなるわけです。

なくなるわけですけれど、今まで果してきた役割ともう一つは、ここが肝心なのですけれど、

後期高齢者医療保険に移るわけですけれど、それとの対比で、今まで果してきた役割含めて、

対象になっている人達はどちらが有利かという言い方は悪いけれど、受ける側としてはどちら

側のほうが良かったのかというようなことがなかなか言い辛いかもしれませんけれども、後期
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高齢者についてはこの間議論があったようなことですから、そこら辺のところはどういうこと

か分かる範囲で一つお願いします。  

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。  

○町民課長（丸山伸也君）  老人保健制度の評価をどういうふうに考えているのかという意味

でのお尋ねかと思うのですが、この件に関しましてはですね、町として現時点では見解はまと

めてございません。まとめてございませんが、老人保健の今まで果した役割というのを担当課

長として述べさせていただきますと、一つ、老人保健の健の字は健康の健なのですよね。  

 後期高齢者医療保険とか国民健康保険とかこざと辺の険を使っているのですが、少なくとも

この老人保健というのは、医療保険ではないのです。医療保険ではない代わりに、これは高齢

者の医療費を、国、都道府県、市町村、そして例えば国保の保険者、あるいは共済だとか組合、

建保とか、こういう保険全体が集まって、お年寄りの医療費を分担し合いましょうという制度

であります。発足以来 26 年制度を経過しまして、一つは国の財政制度が厳しい状況になってき

たときに、今まで出し出しでやってきたものに、さらに高齢者の方に一定の保険料を頂こうと

いう制度に、これが後期高齢者に変わっていったというようなことの状況だと思っています。

担当課長としましては、高齢者の医療費をどうやって負担していくかということを考えたとき

に、これは一定の評価をするべきではないかと、私は考えてございます。どちらが良いか悪い

かという論議にはならないかと思いますが、高齢者の医療費をきちんと負担していくという観

点から、後期高齢者の医療制度を国でも考えたのではないかなと、このように考えてございま

す。答えになったかどうか分かりませんが、そのような見解を持ってございます。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  はい、わかりました。後期高齢者医療保険については、一定の議論が

あったのですけれど、私はこの後期高齢者医療というのは極めてまずいものだと思っているの

ですけれど。理事者としてそういうところで感じることが、もし、老人保健との比較はしなく

て結構です。ただ後期高齢者医療保険そのものについて、この後ありますけれど、老人保健が

なくなって後期高齢者医療保険がつくられたということからいえば、中身だけはわかっていら

っしゃると思うので、もし何か思いかあれば、お聞かせを願いたいというふうに思います。な

かったら良いです。 

○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。先ほどの予算の一般質問でしたか、私もお答え

しましたけれど、非常に高齢化率も上がって、それに伴って医療費も非常に上がったというよ

うなことで、本当にこの先、日本の医療制度がどういうふうになるのか、本当に心配されると、

そういうような話をさせていただきました。本当に辛いことですが、お年よりも一定の負担は、

これはやむを得ないかと。しかし、限度があると。それに伴って町が多少の負担を強いられる

ことは、今後出てくるかなと。従いまして、そのことによって後期高齢者医療制度になること

によって、町の負担が 3,000 万円近くの負担増になるかなと、このように考えています。  

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。ほか、ございませんか。 
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 次に歳入に入ります。118 ページから 129 ページまでの歳入全般について。質疑のございま

す方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ございませんね。 

それではここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れのございます方どうぞ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。 

議案第 10 号、平成 20 年度白老町老人保健特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成

の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

よって、議案第 10 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                        

◎議案第１１号 平成２０年度白老町公共下水道事業特別会計 

予算 

○委員長（及川 保君） 次に議案第 11 号、平成 20 年度白老町公共下水道事業特別会計予算

を議題に供します。恒例によりまして歳出から質疑に入ります。特別会計予算書 162 ページを

お開きください。162 ページから 171 ページまでの１款公共下水道事業費全般について。 

質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

 次に 172 ページから 189 ページまでの２款公債費、３款予備費及び給与費明細書、地方債現

在高見込み額調書、債務負担行為に関する調書について。質疑のございます方はどうぞ。  

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

これで歳出が終わりました。 

 次に債務負担行為、地方債及び歳入に入ります。初めに 12 ページ、13 ページの第２表債務

負担行為及び第３表地方債について、質疑を行いたいと思います。 

質疑のございます方はどうぞ。 



 35 

〔「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 148 ページから 159 ページの歳入全般について、どうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。155 ページの町の一般会計繰出金の関係なのですけ

れど、予算説明のときにルール分プラス単年度分の赤字を繰り出してもらったというように聞

いたのですけれど、去年度の分の赤字だけ見てもらって、それ以前の分は、ルール分以外の分

ですよ、それ以前の分はどういうことになるのですか。なぜ単年度分だけのルール分以外のも

のが繰り出しになったのか。単に赤字減らしのためにやったのかどうか。その点だけ。 

○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）  お答えします。一般会計からの繰り出しは予算説明でしたと

おり、154 ページの比較のところで 8,805 万円、これがいわゆるいろいろな細かいところはあ

りますが、総じていうならば、平成 20 年度で起き得る単年度の赤字分という部分になります。

それ以前のものはどうかというふうになりますと、平成 11 年からそういった単年度赤字部分は

繰り出しされておりませんでしたので、そのまま残って、累積赤字という形になって残ってお

ります。それをこの単年度からはこういったことで単年度赤字を起こさないという、これは連

結決算赤字の健全化のことでの措置でありまして、それ以前の累積赤字についてはですね、こ

れからもこういった繰り出しの中で累積赤字を解消していくのだということで、継続して単年

度赤字分も含めながら、以前の累積赤字分を少しずつ解消していくのだということで、当然 20

年度を初年度として例年にない繰り入れの仕方で少しずつ返していくと。赤字を解消していく

というふうにしてございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  この分についてはわかりました。考え方の問題ですけれど、以前赤字

が始まるまでは、ルール分プラス赤字の分は全部一般会計から繰り出しして出していたわけで

すよ。ゼロになったわけですね。それがルール分しか出さないよということになって、赤字が

ずっと貯まったと。ところが今回国の法律ができたと。連結決算赤字比率が出たと。だから今

度はそれを返さなくてはいけないと。このような形の考え方になってしまうのだけれど、それ

でいいのか。その前のルール分しか出さなくしたときの、なぜ出さなくして、今、また、たま

たま国がそういうふうにしたからそうなると。そういう理論づけなのですか。 

○委員長（及川 保君） 岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 私のほうから考え方ご説明させていただきたい

と思います。今、上下水道課長のほうから答弁申し上げましたとおりですね、やはり一般会計

のほうが財源的にかなり厳しいという状況になった段階で、各会計の赤字については自助努力

を求めながら一般会計も努力していくのだという中で、実は繰り出しを抑制したという経過が

ございます。その結果確かに下水道会計は赤字が膨らんだという部分がございますが、今、委

員がおっしゃられたとおり、その分については今後きちんと解消していくという考え方で、今
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後については、各会計については繰り出しを必ず行っていくという考え方で、20 年度以降取り

組んでいくという考え方でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そこまでわかりました。 

 もう一つ。当時はそういう連結決算赤字比率でなかったから、一般会計から繰り出さないで、

そして各会計で赤字を膨らむような形を現実的にはつくったわけですよね。ルール分しか出さ

ないのだから、単年度赤字は出さないわけだから。そういうふうにしたものが、これからの考

え方はわかったのだけれど、それに対する総括というか反省というか、それは単なる一般会計

が大変だったから出さなかったのだよということだけなのか、何か政策的なことがあってそれ

を止めたのか。そういうところの総括はされましたか。言っている意味がわかりますか。そこ

がきちんとしていないと、私はだめなような気がするのですが、どこかに書いてありましたか。 

○委員長（及川 保君） 岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 具体的に今回の中では総括しているということ

ではございませんが、今後ご説明する新財政改革プログラムの中では、やはり今までの財政運

営に対して何が問題だったのかと、一般会計を中心とした財政運営を行ってきたということの

反省ですね、そういうことも踏まえてですね、特別会計を含めた全会計の健全化を目指すと。

こういうことをきちんと書き込んで、そのことに対する言葉での評価というか、反省は行って

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）  質疑なしと認めます。  

 これで歳入が終わりました。ここで歳入歳出全般について、特に質疑漏れのございます方は

どうぞ。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。けさの報道の件なのですけれど、室蘭市の件なので

すけれど、室蘭市は報道によりますと、国の最終案で下水道赤字を算定しないというふうに報

道されているのですけれど、これはどういうことなのか、もしわかれば白老町がどうなるのか

ということを含めてお知らせ願えればと思います。  

○委員長（及川 保君） 岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） けさの室蘭民報での記事だと思います。いわゆ

る解消可能資金不足額がということだと思うのですが、詳細については、実は、報道の内容だ

けでしかわかりませんので、室蘭市がどういう計算をしてゼロというふうにしたのかというの

は、実は詳しくは確認をしてございませんが、いわゆる室蘭市は企業会計において減価償却前

の利益が発生するということで、減価償却費を見ないで、減価償却前の段階での利益が出ると

いうことで、いわゆるそういう状態で計上すれば、資金不足はなくなるのだ、赤字は解消され

ていくのだという意味でのゼロというふうな内容になっているかと思うのですね。 



 37 

私ども今、現在で得ている情報というのは、最終の案が実は３月 14 日に道のほうから、国の

案はこういう案ですよというものが実は来ております。そういう中で、うちのほうを見ていき

ますと、18 年度決算に基づいてということでございますけれど、18 年度決算では約４億 6,000

万円の赤字ということになっていますが、このうち１億 8,000 万円から１億 9,000 万円は解消

可能資金不足額として見られるのではないかと。おおよそ３％近くは全体の赤字比率を下げる

ようになるのではないかということで、今、見込んでございます。これらについても、プログ

ラムの中できちっとお話をさせていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 皆さんわかりましたか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  だいたいわかったのですが、要するに白老はどうなるということです

か。今の段階で白老は算定せずというふうにはならないのですよね。 

○委員長（及川 保君） 岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 今の段階では算定せずということにはならない

というふうに考えております。ですから解消可能不足金額は、先ほど言いましたように１億

8,000 万円か１億 9,000 万円ぐらいずっとこれは控除されていくだろうという。いわゆる赤字

から引かれるという部分での金額はその程度というふうに見込んでおりまして、ゼロというふ

うにはならないというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） いいですね。これは今、後ほど説明があるというお話でした。 

 ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。議案第 11 号、平成 20 年度白老町公共下水道事業特別会計予算、原案のと

おり決定することに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

よって、議案第 11 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                        

◎議案第１２号 平成２０年度白老町学校給食特別会計予算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 12 号、平成 20 年度白老町学校給食特別会計予算を議題

に供します。特別会計予算書 196 ページをお開きください。196 ページから 205 ページまでの

歳入歳出全般について、質疑に入ります。 



 38 

 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） ３番、西田です。私も一般質問したのですけれど、その時に質問漏れ

もしましたので、改めてお伺いしたいと思います。 

実は今回の給食費ですね、滞納繰越分ということで、本年度約 270 万円、20％見込んでいら

っしゃるのですけれど、３年前ぐらいまで調べましたら、だいたい 15％ぐらいの滞納繰越分を

見込んで、224 万 2,000 円くらいを見込んでいるわけです。そうした中で今回 20％と、特に滞

納分については徴収を強化するという、そういうような話がありましたけれど、一つは具体的

な手法についてお伺いしたいと思ったのです。と言いますのは、単純に計算して、給食費３年

前のときに、１食だいたい子供たちが食べる分の中で、98％ぐらい、２％ぐらいしか実際には

未納にならないのですよというお話だったのですけれど、それで計算すると１人頭平均して３

年前で 894 円くらい、３年経ったら 897 円、３円ぐらい高くなって、小学校の低学年でしたら

４食分ですね、１食低学年で 219 円ですか、高学年で 263 円ですから、中学生で３食ちょっと

分ぐらい。その分が足りなくなるだけですよと。そういう説明は受けたのですけれど、実際に

食料費がこれだけ高騰しているわけですから、今年度の目標の 270 万円がはたして入れたとし

ても、正直言ってこの金が全額給食の中に入るのかどうなのかということがまず一つ疑問なの

ですね。というのは、２％関係なくいただいた給食費に足りない分を繰り越し分として、こう

いって入ってくるときにですね、満額もらった金額で給食をつくるのか、余った分の余分にい

ただいた分がありますよね、その給食費は一体どこにいくのかということが一つ疑問なのです。

その辺を少しお伺いしたいと思いまして。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） お答えいたします。まず滞納繰越分の 15％だったのが 20％

になったということにつきましては、具体的手法ということでございますけれど、これは教育

長のほうからも一般質問の中でご答弁申し上げてございますけれど、平成 20 年度から 31 日の

全員協議会の中で、先ほども税務課参事のほうからお話ありましたけれど、いわゆる法的措置

も含めて 20 年度から検討してやっていこうというようなこともございまして、それも含めて収

納率の強化をしていきたいということでの 20％ということでございます。  

それと２点目の余った分････。 

○委員長（及川 保君）  もう一度お願いいたします。 

○委員（西田祐子君） 今年度の 197 ページの所を見ていただければわかるのですけれど、7,395

万円から 98％で 7,247 万 1,000 円ですよね。つまりこれでしたら 147 万 9,000 円足りなくなる

というふうな計算ですよね。ところが滞納繰越分は 270 万円徴収しますよと言っていますよね。

その差額分のお金はどちらにいくのですかということがわかりませんので教えてくださいとい

うことです。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） お答えになるかどうかわかりませんけれど、いわゆる現年度
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分で収入したものと、滞納繰越分で収入した分全て食材費に当ててございます。 

 もっとわかりやすく言いますと、例えばの話ですけれど、現年度分が 100％収納になったと

いうならば、現年度分の給食費を賄う支出に関しては、それで全て賄われるということになり

ます。ところが 100％を切って、98％ないし 95％となったときには、当然給食費の食材を賄え

ないといったような補てんというか不足分については、滞納繰越分を含めて給食の食材に全部

当てているということでございます。よろしいでしょうか。違いますか。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  いただく分については当然食材を買って給食という形になりますよ

ね。ただここで計算しますと、余りますよね。ある程度余裕を持っていないと、３月末には非

常に厳しい状況になるのです。それで、若干余る形で繰越金、次年度に繰り越す形になるので

す。ですから 100％入ることを想定して、食材が計画的に入ってきます。３月末に資金繰りが

大変になります。その辺の余裕は若干見ておかなければいけない。余ったものは平成 21 年の繰

越金として、次の年に移行していきます。そういう考えでこの予算は組み立てているわけです。

お分かりでしょうか。  

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） そうしましたら極端なことを言いまして、ここでは収納率は 98％とな

っていますけれど、実際の食材は 100％という金額で買い求めることができる、使っていると

理解してよろしいですね。まず一つ。そうしましたら、例えば 1,300 万円ほどの滞納があると

いいますから、法的措置をした場合に、もし多額の滞納が解消されて、半分とか 600 万円とか

1,000 万円とか収入になった場合は、給食費がかなり余裕ができるというふうに理解してよろ

しいのですか。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  基本的には西田委員の考え方です。ただ、あとは物がこれから上が

っていきますね。もしそういう余裕があればそちらのほうに補てんしていきながら、食材を買

っていく形になります。  

○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）  質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。議案第 12 号、平成 20 年度白老町学校給食特別会計予算、原案のとおり決

定することに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 
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○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

よって、議案第 12 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                        

◎議案第１３号 平成２０年度白老町工業団地造成事業特別会 

        計予算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 13 号、平成 20 年度白老町工業団地造成事業特別会計予

算を議題に供します。特別会計予算書の 212 ページをお開きください。212 ページから 225 ペ

ージまでの歳入歳出全般について、質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ございませんね。質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。議案第 13 号、平成 20 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、原案の

とおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

よって、議案第 13 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                        

◎議案第１４号 平成２０年度白老町臨海部土地造成事業特別 

        会計予算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 14 号、平成 20 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計

予算を議題に供します。特別会計予算書の 232 ページをお開きください。232 ページから 246

ページまでの歳入歳出全般及び地方債現在高見込額調書について、質疑に入ります。  

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ございませんね。質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

 採決いたします。議案第 14 号、平成 20 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、原案
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のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

 よって、議案第 14 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第１５号 平成２０年度白老町港湾機能施設整備事業特 

        別会計予算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 15 号、平成 20 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会

計予算を議題に供します。特別会計予算書の 30 ページをお開きください。第 ２表、地方債につ

いて、質疑に入ります。  

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ございませんね。 

次に 248 ページから 275 ページまでの歳入歳出全般及び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、質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ございませんね。 

質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

採決いたします。議案第 15 号、平成 20 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、原

案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

 よって、議案第 15 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第１６号 平成２０年度白老町墓園造成事業特別会計予 

        算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 16 号、平成 20 年度白老町墓園造成事業特別会計予算を

議題に供します。特別会計予算書の 282 ページをお開きください。282 ページから 298 ページ

までの歳入歳出全般及び地方債現在高見込額調書について、質疑に入ります。  

質疑のございます方はどうぞ。 
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10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。簡単なことですけれど、これくらいの金額になって

も特別会計で置かなければならないという理由というのは何かあるのでしょうか。金額なのか

仕組みなのか、ここまで来て置く必要があるかどうか。なぜなのですか。  

○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）  この墓園の造成事業自体が起債を借りてやってございます。

起債を借りるという条件が、特別会計を持ちなさいということになってございますので、それ

で特別会計を起こしているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） すいません、よくわからないのですけれど。起債は一般会計でもどこ

でも借りますよね。墓園の関係だから、特別会計をつくってしまって金を借りていれば、金を

返し終わるまでは特別会計をなくしてはだめだというようなことの意味ですか。 

○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）  この起債の種類がそういう条件の下に発行できるという種類

の起債なものですから、完済するまでこの会計は持ち続けなければいけないということでござ

います。 

○委員長（及川 保君）  理解しましたね。 

 ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番松田です。この議案に関係ないと思うのですが、北吉原の墓園が

あるのですが。北吉原の墓園にたくさん墓があったときに、白老１カ所に固めようということ

で、全部掘り起こしたのです。私の先祖も掘り起こしたし、皆掘り起こした。あの時にあの土

地がどうなっているのかということがいろいろ議論されたのですが、この頃はどんどんまた北

吉原で墓が建っているのです。 

私の所にも墓を建てたいのだけれど、どうしたら良いのだろうと言うから、来ると言いよう

がないから、知らない振りして建てたらとしか言っていないのです。ですから北吉原の墓地、

誰のもので、今、どのような状況を把握しているのか。それから１年に１回お盆前に草をきち

っと刈っています。ですからどのような位置づけになっているのか、わかっている範囲で教え

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）  位置づけとしては、町有の墓地というふうに承知してござい

ます。詳細につきましては、手もとに資料ありませんので、答弁保留させていただきたいと。  
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○委員長（及川 保君）  答弁保留できないのだそうです。暫時休憩いたします。 

休憩 午後１３時５４分  

                                           

再開 午後１４時１０分  

○委員長（及川 保君）  それでは休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  北吉原墓地につきましては、先ほど申し上げましたとおり、

町の墓地ということで、全て町有地でございます。面積にしまして約 8,200 平米ございます。

許可の状況につきましては、19 年度については申請がございませんでした。ちなみにその前の

18 年度、これにつきましては４件ほどございました。  

 維持管理については、お盆前に年１回草刈りをしていると、その程度の状況でございます。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（ 松田謙吾君） 12 番松田です。今、役場に行って申請を出せば、受け付けるのですね。

それ知らなかった。わかりました。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。先ほど質疑が終わったのですけれど、もう１度戻

ります。 

 そのほか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）  質疑なしと認めます。  

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

採決いたします。議案第 16 号、平成 20 年度白老町墓園造成事業特別会計予算、原案のとお

り決定することに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

 よって、議案第 16 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第１７号 平成２０年度白老町介護保険事業特別会計予 

        算 
○委員長（及川 保君） 次に、議案第 17 号、平成 20 年度白老町介護保険事業特別会計予算

を議題に供します。特別会計予算書の 38 ページをお開きください。第２表、債務負担行為につ

いて、質疑に入ります。  



 44 

質疑のございます方はどうぞ。 

次に、304 ページから 357 ページまでの歳入歳出全般及び債務負担行為に関する調書につい

て、質疑に入ります。 

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。給付費の関係でお尋ねしたいのですけれど、白老町

の給付費かなり低かったと聞いていたのですけれど、今回これは平均額でどれくらい見ていら

っしゃいますか。  

○委員長（及川 保君）  武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君）  給付費の比較でございますね。実は介護保

険の給付費は、前年より 3.2％増で見ております。大渕委員が今、お聞きになったのは、前々

から介護保険の給付の人当たり、全道全国に比べて低いというお話だととらえますが、これに

つきましては、前にもお話しましたが、18 年度の実績で、１年間実は取りまとめいたしました。

これは町独自でやったわけでございます。数字はほぼ間違いないというふうに確信を持ってお

りますが、それで申し上げますと、実は大きく予防給付の部分と介護給付の部分で申し上げま

す。要支援１と２の介護予防給付では、白老町は 18 年度で１人あたり２万 3,900 円を使ってご

ざいます。これが国、道と比べてどのくらいの位置にあるかと言いますと、国と比べたら 63.9％、

道と比べると 61.6％。全道全国平均から見ると、６割ぐらいしか使っていないという結果が出

てございます。 

それから介護給付費の場合ですね、これも合計で申し上げますが、これにつきましては白老

町が平均で７万 9,300 円、国、道と比較しますと約半分、50％でございます。これらが白老町

の給付費が低いか高いかというのは、実は９月にサービスを使った方々、居宅サービスを使っ

た方々全員にアンケートをとってございます。それの分析も終わってございます。委員の皆様

方にはあさっての朝、結果の報告書をお配りするようになってございます。 

それを少しかいつまんでみますと、対象者 450 名ぐらいの方全員にアンケートをとりました。

回収率も 98 ぐらいいってございます。その中でいろいろなサービスの内訳だとか質問しました。

おおむね満足している、満足しているが８割以上になってございます。ですから私どもは白老

町の介護給付は全道全国に比べて低いけれど、利用者はそれなりに満足いただいているのかな

というふうに分析してございます。21 日に結果をお配りするようになってございますので、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。非常にいいことだと思うのです。もちろん対象者の

方々が満足しているということで言えば、これは使わないほうが良いわけですから、元気な方

が多いという指標にもなるでしょうから。 

どうしてこの介護は低いのですが、いつも疑問なのですが、医療費との関係は全く関係ない

のでしょうか。参事の所に聞くのが正しいかどうかわかりませんけれど、なぜ医療費がかなり



 45 

全道平均より高いのに、なぜ介護だけが低いのか、どうしても理解できないのです。どこに聞

いていいのかわからないのですが、そういうことでの分析はしていないですよね。  

○委員長（及川 保君）  武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） そこまでの分析は、実はしてございません。

ただ言えるのは、予防給付の場合は６割くらいと言いましたよね。これにつきましては、一定

額決められた料金サービスの中身が決まっているわけですよね。だいたい６割ぐらい使ってい

るのですよ。介護給付の場合、介護１から５の方については、「サービスを受けるために利用料

金の１割負担をどのように考えますか」という設問もあるのです。その中では、やはり金額を、

例えば自分の負担は 5,000 円と決めているだとか、１万円で決めているだとか。そして生活の

サイクルに合わせた、収入に合わせた金額を決めている方が多いわけです。ですから全然関係

なく負担はどうでもいいから全部使いたいのだという方は、少数でございます。従って、自分

の生活の収入に合わせた一定額を決められて、サービスを選んで使っているという傾向がちょ

っと強いのかなというふうに思ってございます。以上でおわかりになりましたか。よろしくお

願いします。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。ほか。 

 ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君）  329 ページの、介護計画の作成のところなのですけれど、これが決ま

ったのかそこが定かでないのですが、医療の療養病床を減らして老人保健施設を増やすという

国の方針ですか、そういうものが新聞報道等で出ているのですが、これによって白老の第４次

の計画に施設の量とか影響があるのかどうか、そこら辺もしわかっていましたら。  

○委員長（及川 保君）  武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君）  お答えいたします。介護の療養病床は白老

に１カ所ありました。これにつきましては昨年の 10 月に廃止をしてございます。医療の療養型、

名前を申し上げますけれど、町立病院とリハビリさんでベッド数があります。町立病院が 16

ですか、リハビリさんが 89 だったと思います。この方針は、私どもの第４次の計画で、これも

削減をしていくという考えなのですが、道の見直しの案がまとまりまして、道では 19 年４月１

日現在のベッド数を確保するということをまずうたっているのです。国では半分くらい減らす

だとか言っていますけれど、北海道は地域性があるということで、19 年４月１日の療養病床の

ベッド数を確保するという方針を出したのです。 

その中で国の厚生省のほうはいろいろと医療の療養型のやつを老健施設だとか特養だとか、

いろいろ転換しなさいということで、財源内訳、将来的に介護報酬がいくらになるだとか、施

設に回収する補助金だとか等々が、全く今のところ見えない状態なのです。従いまして、経営

者の方につきましてもどういうふうに方向性を出せば良いかと、まだ２、３年ございますので、

23 年ですから、まだ３年ぐらいございますので、これから国の色々な基準が示されれば、それ

なりに考えていくのかなと思います。従いまして第４次の計画では、療養病床につきましては

うちのほうでもどのような形に持っていくのか、その辺を十分施設の方とお話をしていただき
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まして、そして計画に盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほか、ございませんか。 

 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。代表質問の中でも何点か聞かせていただいたのです

が、今、健康福祉課のほうで事業展開されています、例えば今月、３月５日に行われました母

子成年保健グループの中で行われました、脳からの若返りだとかそれから今月 12 日に虎杖浜の

公民館で行われました、認知症予防のスタッフの養成講座だとか、こういった事業展開が今、

白老町の中でされていまして、特に今回母子成年保健グループで行われた、脳も体も若返りと

いう部分の、そういった講座を見ますと、今まで個々でやっていた事業を１年間を通した事業

につなげていくような形の中で行われていくということが、すごくすばらしいことだと思って

見させていただきました。 

また、認知症の予防スタッフの養成講座については、虎杖浜の公民館の会議室がいっぱいに

なるくらいの 40 名から 50 名ぐらい町民の方々が集まって、関心を持って、関心の高さにびっ

くりしたほどなのですが、これからそういったスタッフの養成講座を行った次に、それをどう

やって町民に普及していくのかとか、そういう形の中の活動方針については代表質問でも参事

のほうからいただいていましたけれど、ここまで今、白老町の予防についての展開がなされて

いく中で、これからの事業展開、もう一度参事のほうから町民にどう訴えていかなければいけ

ないのか、町民とどうかかわっていかなければいけないのかということについてお聞きしたい

と思います。 

○委員長（及川 保君）  武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君）  介護予防のことですが、先般の氏家委員の

代表質問でもお答えさせていただきましたが、実はうちも 11 事業でかなり回数も多くやってご

ざいます。それから山口課長が所管しています母子成年保健グループでも、実はやってござい

ます。今まで母子成年保健グループでやっていたものを、向こうは成年と高齢者が対象なので

すけれど、個々で両方でやるのはいかがかなということで、20 年４月からは地域包括で予防的

な事業は全て地域包括に移行してやっていくという形を取らせていただきます。 

それともう一つは、今までは住民の理解度を高めてもらうためにいろいろ講演会だとか教室

を開いてございます。私どもこれが仕事ではなく、これを受講された方々をいかに協力員だと

か地域のサポーターだとか、こういうふうに取り組んでいかなければだめだということで、20

年度につきましては、19 年度に受講された方の名簿は全部うちのほうで控えてございますので、

あわせていろいろな日中のサポーターの会だとか、協力員だとか、いろいろなグループを結成

して、今後そのグループの方々にも会をつくったりして、いろいろな予防の啓発をしながら、

それから地域包括の連携を取りながらやっていただくような組織づくりを 20 年度は手がけて

いきたいというふうに考えておりますので、今までの予防の事業展開プラス組織づくりを手が

けていくということで考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 
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○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。わかりました。すばらしい事業展開だと思いますの

で、今後も発展にしっかり取り組んでいっていただきたいと思います。 

 ただですね、１点だけ少し危惧するところがあるのです。やはり福祉課のほうも人員の削減

等々があると思うのです。その中で若いスタッフにそういったものを引き継いでいかなければ

いけない、そういったことも多々あると思うのです。その引き継ぎがうまくいかなければ、武

岡参事が今までやってきたことが、退職されていく方々が取り組んできたことが、うまく引き

継いでいかなければ、例えば上っ面だけで終わってしまうような話になってしまいかねないこ

ともあると思うのです。その辺についてしっかり若いスタッフに引き継いでいけるような取り

組みをなされていって欲しいなと思うのですが、その辺について１点だけ聞いて終わります。 

○委員長（及川 保君）  武岡健康福祉課参事。 

○健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） ご承知のとおり人事異動も内示になってご

ざいます。私の後任には私より１年早く介護を担当しております主幹が参事職になって事業を

引き継いでいただきます。常々私どももグループ内ではこういうお話はさせていただいてござ

います。私の答弁も今、おそらくインターネットで見ていると思いますので、こういうことで

参事が答えているということで、これは必ずや次の方が引き継いでいただけるというふうに思

っていますし、また引き継ぎ事項の中でも明記して、確実に伝達してまいりますので、一つご

理解ください。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）  全員賛成。  

 質疑なしと認めます。  

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

採決いたします。議案第 17 号、平成 20 年度白老町介護保険事業特別会計予算、原案のとお

り決定することに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

 よって、議案第 17 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第１８号 平成２０年度白老町立特別養護老人ホーム事 

        業特別会計予算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 18 号、平成 20 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特

別会計予算を議題に供します。特別会計予算書の 360 ページをお開きください。360 ページか
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ら 385 ページまでの歳入歳出全般及び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、質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。議案第 18 号、平成 20 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

 よって、議案第 18 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第１９号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別 

        会計予算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 19 号、平成 20 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計

予算を議題に供します。特別会計予算書の 392 ページをお開きください。392 ページから 407

ページまでの歳入歳出全般について、質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。 

９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君）  ９番、斎藤でございます。制度の大枠がだいたいわかっても、細かい

部分になるとなかなかわからないものですから、少しとんちんかんに聞くかもしれませんけれ

ども、教えていただきたいと思うのですが。  

 今、180 の全道市町村の中で 32 人の議員が出て、広域連合の中でいろいろと話し合っている

と。後期高齢者の制度の入れ物はできたけれど、まだ中でかなりの論議が行われ、揺れ動いて

いるというふうに受け取っているわけですけれど、そのような中で自治体でも町民に対して説

明がされてきた。説明が全町民に行き渡ったかどうかということが問題になると思うのですけ

れど、１度聞いてなかなかわかるような制度ではないと感じがするのですよ。そのような中で、

年寄りが安心して制度に従うことができるかどうかというのがすごく不安なのですが、まして

動けない人だとか、障がいを持っている人だとか、80、90 になっている人だとか、その人たち

が本当に理解できているかどうか、そのあたりどうとらえているかという問題と。  

もう一つ。この予算書を見ていまして、２億 4,000 万円近くのお金がほとんど上納されて負

担金になっているわけですけれど、かなり多額のお金が出て行くときに、監査というのは一体
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どうなるのだろうと。もちろんこれは連合のほうで執行監査というのはされるのでしょうけれ

ど、これだけの多額の金が出て行って、町の監査だとかそういうようなことから手が全く離れ

てしまうものなのかどうなのか、そのあたり伺いたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君）  まず住民周知、どれくらい徹底しているかということのお尋ねか

と思いますが。１月の後半から２月にかけまして、９カ所で 200 人ほどの後期高齢者該当にな

る方もならない方も含めまして説明をしてございます。多分もう 75 歳以上の方のお手元のほう

に、後期高齢者の保険証が各家庭のほうに届いているかと思います。金土祭日以外窓口のほう

には相当お客さんがお見えになって、このカードの中身は何なのだ、保険証の中身は何かとい

う説明もありますし、電話でのお尋ねもございます。町としましては、できる限りのことは尽

くしたつもりではおりますけれど、まだまだ足りないところはあるのかなと思っております。 

お尋ねがありました件に関しては、ご要望に答えましていろいろな団体さん、あるいは個人

からも電話ではよくわからないので来てくれという要請がありましたら、職員の状況にもより

ますけれど、極力希望に応じて日程を調整しながら説明に行きたいというふうに考えてござい

ます。まだまだ至らない点があると思いますので、これは国及び広域連合のほうにもテレビの

コマーシャル、あるいは新聞の広告等も打っていただきながら、制度の周知に務めていきたい

と思っています。町のほうとしましても、広報等も通じながら極力そういった形で理解を深め

ていくように努力をしたいと。 

それから町から分布金という形で広域連合のほうにお金を納めるわけなのですが、この中身

につきまして監査の点で言いますと、これは広域連合当然監査がございますので、基本的には

この広域連合の中で監査が行われます。年１回決算が終わりました後、当然その中身について

は報告が構成する各市町村のほうに来ると。残念ながら町の監査という形では、これは立会す

ることも叶わないのかなと思っています。監査につきましてはそのような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  その件はわかりました。 

 次なのですが、医療費の適正化計画というのが出されておりまして、その計画に基づいてど

のようにやられていくのかということで、自治体でもその責任を負わなければいけないのかな

というふうに思いますが、計画の保険料の決定も連合のほうに任されていることだと、全道の

一律の保険料が決まっていくのだろうと思いますけれど、計画での達成、つまり在院日数だと

かメタボリック健診で、人数が目標まで削減できたかどうか。できなかった場合どの段階で診

療報酬を決められると、こういうような仕組みになっているはずですね。財源を持たない広域

連合というのは、それほどの財源を持っているわけではない、皆さんから集まってくる金でや

るわけでしょうから、何かやると言っても、保険料を上げるかあるいは診療報酬を下げるか、

そのような仕組みしかないのではないかという感じがしてしようがないのですね。 

従来市町村が管理していた国保会計だとか老人保健会計だとか、そういう中で一般会計から

繰り入れてでも組長の政策的な判断で軽減だとか便宜をいろいろ取り計らいながらやってきた
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と。そういう制度が、いきなり広域連合では、そういった恩恵も全く住民が受けられなくなる

のではないか。結局自治体が今までやってきたそういう配慮というのが、なくなるのではない

かという心配。これについてはどう考えられますか。そのあたりを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君）  まず医療費適正化対策の関係ですが、医療費適正化計画を都道府

県ごとにつくりなさいと大分前に出ておりまして、これは医療改革の中で出てきている話でご

ざいます。都道府県で目標を設定して、医療費の適正化、早い話が、医療費を少なくしなさい

と。ある程度目標値を決めて、目標値に到達しない場合は、都道府県単位毎に診療報酬も決め

ることが可能になるような検討もしているということであります。 

まだ具体的な対策を立てなさいということは決まっているのですが、その後のことがどうい

うふうになるのか、診療報酬を含めてどうなるのかについては、まだ今後の話になるかと。こ

の計画そのものも５年間で、道が 20 年度からやりたいということで、今、いろいろやっている。

ただ昨今の医療のいろいろな情勢等がありますので、道としても最終的に圏域別にどうしてい

くのかということが決まってございませんので、そういった形の中で最終的に都道府県として

方針が決められて、その方針がいずれ市町村のほうにも降りてくるだろうというふうに見てご

ざいます。 

それと広域連合の中で、例えば国保会計で町が会計に赤字相当分だとか保険料の軽減分をさ

らに上回しをして、こういう制度がやれることには一応なっています。現在白老町ではなかな

かそういう状況になっていませんが、残念ながらこの部分でいきますと、広域連合の中で独自

で保険料を減免するということは、どうも行わないというふうに言ってございます。先般確か

条例関係の、大渕委員の一般質問で、東京都の減免の過程のお話があったと思いますが、東京

都は 25％か全額後期高齢保険料を減免するという制度を独自でやって、その財源は市、各特別

区、あるいは市町村が出し出しで７億円の核でやりますという話になっていますが、道の広域

連合としては、今のところやる考えはないというふうに聞いてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  わかりました。 

 あといくつかお聞きしたいのですが。この制度というのはあくまでも今まで入っていた健保

から個人の資格で分離されるということの制度だというふうに押さえているわけですけれど、

この前も話がありました７割、５割、２割の軽減というのがございましたよね。それをこれだ

けの軽減をするということを積算するのは、収入によって違うのだろうと思うのですが、この

考え方が世帯の収入を合算するというふうに聞いているのですよ。もしそうだとすると、個人

加入の保険でそれは大きな矛盾になるのではないかと。取るものは個人の資格で取るけれども、

軽減するときは世帯の収入の合算で決めていくというような、そういう仕組みなのかどうなの

か。そのあたり一つ伺っておきたいのと。 

 それから健康診断、従来は 75 歳以上はだいたい無料か軽減されてきていたはずであります。

どこでもだいたい無料というのが大勢を占めているということなのですが、75 歳以上１割負担
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は、これは絶対に外さないと言っている中で、75 歳以上の人達はどうなるのかという、そうい

う疑問というのが一つ出てくる。そのあたりについて伺いたい。 

 もう一つだけ。２人世帯、標準家庭でもこれはいろいろ皆金額違いますから一言では言えな

いと思うのですが、標準ぐらいの家庭で２人世帯の場合、２人とも従来国保に入っていたのが

２人で分離しなければならないと。こういうふうになった場合に、従来の国保と比較して、保

険料は重くなるのか軽くなるのか、そのあたり聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君）  まず軽減の関係でございますが、７割、５割、２割の軽減でござ

いますが、委員のご質問のとおり、世帯によって変わってまいります。世帯の所得が関係する

部分が出てまいります。それが一つと。 

 健康診断の関係でございますけれど、75 歳以上の関係の健診をどうするのだと一般質問の中

にも出ておりましたが、これにつきましては、まず広域連合のほうでは各市町村にやって欲し

いと、委託をしますということでお話は来ています。ただお答えしましたが、まだ正式に内容

が確定をしていないと、財源的にどういうふうになるのかも確定していないし、その使用もま

だ確定していないというような状況の中で、白老町としましては、検討の結果待ちでございま

す。検討要項が改めて出てきた段階で、これは精査をさせていただきたいと思ってございます。

場合によっては、必要に応じて回答しましたが、補正予算等も組んで実施することもあろうか

というふうに考えてございます。 

ただ全般的に言えることは、この 75 歳以上の診断の対象になる方が高血圧はだめとか糖尿病

は薬飲んでいるのはだめとかいろいろ制限が出てきて、本当に果して何人健康診断の対象にな

るのかなという疑問もあります。町全体としては三連携の中で話しているのは、やはり身体的

な特性を考えていったときに、単純な健康診断で良いのかどうなのか。やはり生活が基本にな

ってくるだろうと。そうすると介護保険がらみの中で生活機能評価もやはり重視していくよう

な形でやった方が、町としてはトータルで良いのではないかと、このような論議も、実はして

います。この取り扱いについては、まだ具体的には決まっていません。 

２人になった場合どうなのだということなのですけれど、これはあくまでも１名、１名、個々

に保険料が算出ということになりますので、２人になったから、例えば国保であれば世帯割は

２人入っていようが、１人入っていようが、５人入っていようが同じになりますけれど、今度

は世帯割という考えございませんで、あくまでも均等割り１人１発ボンと来てしまいますから、

２人は２人分というような形になります。それも、しかも個々の所得に応じて、さらには軽減

を掛ける場合には、世帯としての収入がどうなのかという判定も二つ出てくると。このような

状況になります。 

○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）  質疑なしと認めます。  

これをもって質疑を終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

採決いたします。議案第 19 号、平成 20 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、原案

のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君）  賛成多数。  

 よって、議案第 19 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                        

◎議案第２０号 平成２０年度白老町水道事業会計予算 
○委員長（及川 保君）  次に議案第 20 号、平成 20 年度白老町水道事業会計予算を議題に供

します。別冊の水道事業会計予算書 18 ページをお開きください。  

 18 ページから 24 ページまでの収益的支出から質疑に入ります。質疑のございます方はどう

ぞ。ございませんか。  

 次に収益的収入、17 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。  

 次に資本的支出、26 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。  

 次に資本的収入、25 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。  

 次に７ページから 10 ページまでの給与明細書及び債務負担行為に関する調書について。質疑

のございます方はどうぞ。 

 全般について、特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。  

 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  簡単に１点だけお尋ねします。水道会計、非常に良い状況なのですけ

れど、今後の投資の計画、特に白老町の浄水場がいろいろ今まで議論されてまいりましたけれ

ど、今後の投資の計画について、考え方を持っていれば、お尋ねをしたいと思います。 

○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） お答えします。現状の白老浄水場の施設につきましては、途

中途中における維持管理を少しずつやりながら、延命措置を図っているというところでありま

す。確か以前にクリプト菌が出た場合は、これは急遽やらなければならないということで、そ

れが出た時の想定額としては 12 億円程度ということで押さえています。ただそれを見込んだ中

長期の経営計画というのは、立てていません。というのは、本来であればこの 10 年以内とかと

いう想定をすれば良いのだと思うのですが、今、経営上取り組んでいるのは、三次予算での収

入を黒字を増やすということ、それからもう少し切り詰めた事務事業をしていくということ。

それから収納率を上げていくという、そういうことで自己資本力を上げて、その時に備えると

いうことをこの５年間で目指したいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君）  非常に努力をされて、先ほどの介護保険もそうですけれど、もちろん

他の会計がだめだというのではなくて、努力をされているということは十分評価したいと思い

ます。そういう中で今、自己資本比率を高めるということは、当然必要だと思うのだけれど、

しかしあの浄水場もかなり経っていると思うのですよね。突発ではなくて、すぐでなくて結構

ですけれど、やはり一定の計画を立てるべきだと。長期計画を立てるべきだと。人口想定、水

の使用量含めて、そういうものはやはり必要ではないかと思うのですが、いかがですか。  

○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） 確かにそのとおりであります。この５年以内でという頭の中

での想定はあります。それは形にするということで、今後検討していきたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川保君） 討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

採決いたします。議案第 20 号、平成 20 年度白老町水道事業会計予算、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川保君）  全員賛成。  

よって、議案第 20 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                        

◎議案第２１号 平成２０年度白老町立国民健康保険病院事業 

会計予算 
○委員長（及川保君）  次に議案第 21 号、平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予

算を議題に供します。別冊の病院事業会計予算書 20 ページをお開きください。  

 20 ページから 30 ページまでの収益的支出から質疑に入ります。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） 28 ページの委託料の給食調理業務の関係について伺います。 

 先の一般質問で事務長も院外薬局等の関係でかなりコストダウンすると。また、思い切った

コスト削減も考えていますよと、こういう話がありました。その中で頭の中に入っているのか、

当然打ち合わせされているかもわかりませんけれど、この給食の関係を民間委託にできないの

か。なぜ今まで議論されていますけれど、決断されていないのか。もしした場合、いくらのコ

ストになるのか。私は質問にあたって、白老町の開業医で入院給食を扱っている所へ行って聞
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いてきました。そうしたら、過去から見ればかなり今、民間業者の人も入院患者に思いやりの

ある給食をつくっているということで、保健施設というのですか、そういう所にも私行って来

て、配膳されている給食も見てきました。かなり見栄えもいいし、そろそろこれだけ町立病院

も大変になっていますし、根幹的な議論は、町長は先の執行方針で早急に出すと言っています

から、そういう部分については議論は別にしてですね、対処療法的な部分で、やはり少しでも

その分赤字を薄めるべきだと思うのですけれど。 

それ以外に診療業務に対して質問したいのですが、よろしいですか。それとも総括で質問し

たほうがいいですか。 

○委員長（及川 保君） 歳出に関係がありますか。総体でやりましょう。 

 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 今のご質問でございますけれど、給食業務、実はまだ民間委託

されてございません。その中であらゆる委託業務を私が就任以来やっておりまして、まだまだ

見直すところがございますけれど、この部分については町のほうも相手先のこともありまして、

相当な削減は出来るのですけれど、そこに至っていないと。影響額は私が試算しましたら、600

万円ほどあります。その他それに関係するもの含めると、900 万円ほど出てきます。そういう

ものを含めて本来は今までにやらないとだめだと思いますけれど、いろいろな事情がありまし

て、現在に至っていますけれど、その辺については・・・。民間委託になっていまして、ご存

知のとおりの業者さんがやっておりますけれど、さらに私、経費を削減するために、あらゆる

業者に見積もりをいただいたところ、町内にも入っている業者さんと比較しますと、まだまだ

コストダウンを図れるという部分がございましたので、その辺を行革の一環として、この１年

でまた少しでも早く取り組むよう努力していきたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 民間委託の全体の関係で舌足らずで申し訳なかったですけれど、そう

いうことです。私は町内に大きな老健施設もあって、そういう委託をして、聞くところによる

と、地元からそういう材料を購入していないという話も聞いています。これは私は不足ですの

で、もう一度きちっと全部調べてから、再度伺うと思っていますけれど。仮に民間委託しても、

そういう部分の配慮もした上で十分にしていただきたいなと、こう思っていますので。今、聞

くと 1,000 万円前後ありますので、非常に厳しい状況ですので、早い決断が必要かなと、こう

思っています。 

 それともう一つ。前回の全員協議会で院外薬局が土地を購入する、しないという話があった

のですけれど、その辺の処理の仕方ですね、検討されていたのかどうか伺います。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  院外薬局の土地の関係ですけれども、院外薬局の関係でガイドライ

ンというのがあるのですね。それと事業を起こす方の意向も兼ね合わせて、まず自分の土地に

しないと、そのガイドラインに合わないと。いわゆる病院敷地と院外薬局の敷地は完全に区分

しなければならない。分筆だけではなくて、所有権も区分しなければならない。こういった部



 55 

分がありまして、それと事業を起こす方の意向で、融資の関係もあるのでしょうが、買い取り

たいと。こういうような意向で今、進めております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は意向は十分わかります。しかし、病院経営者はこれから病院がど

うなるかという部分で、根幹的議論されてくるのですよ。それであの敷地に、私の考え方です

からいいかどうかは別ですよ、固定したときに、あの全体に使うときに、仮に大変になって、

利用の仕方によっては、一部を普通財産にして不動産も売買できることは有り得るのですよ。

そういう全体の中から考えてやってくださいと言っているのですよ。こういう開設する人のほ

うを優先して云々ではなくて、今、これだけ大きな問題になっているときに、何を考えなけれ

ばいけないかということをまず考えてから、この部分にいくべきだと私は思いますので、十分

な精査をしてください。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  当然ですね、将来の病院がどういった形態になるのか、それと現状

の関係も踏まえてですね、検討した上での場所の設定ですから、将来的には支障がないと、そ

ういう考え方に基づいて進めております。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほか、ございませんか。 

 次に収益的収入、19 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。  

 次に資本的支出、31 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。  

 次に資本的収入。質疑のございます方はどうぞ。  

 次に７ページから 12 ページまでの給与明細書及び債務負担行為に関する調書について。質疑

のございます方はどうぞ。 

 それでは全般について、特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番松田です。全般についてですからあれなのですが、今回職員の給

与が 20％余りカットされたと。この本庁の職員の方々は多少 20％分手を抜いても大して見えな

いわけですよね。しかしながら病院の看護婦というのは、命を預かっているわけですね。この

方々が 20％までいかなくとも２％手を抜いても私は命にかかわると思うのです。私は先日も聞

いたのですが、この 20％カットされてからずいぶん看護婦が不親切になったと。例えばおかゆ

を食べさせていたのが、自分で食べなさいとか、随分手を抜くようになったと、こう聞いてい

るのですが、そのようなことはないと思うのですが、しかしあると言っている方もいる。です

から私は 20％カットというのは、入 り用においては大変な問題だなと思っているのですが、病

院事務長その辺患者の方々から耳に入っていませんか。 

○委員長（及川 保君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 実は職員と同様に、庁舎の職員と同じように、私ども病院の看

護師、技師等含めて、給与削減されています。それで、患者さんに対する介護等に含めて今、

質問ありましたけれど、患者さんに対する看護は看護師含めてヘルパーさんも含めて、今、ご
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質問の内容でいきますと、ヘルパーさんの部分かなと思われます。ヘルパーさんは少ない臨時

職員でございますので、少ない金額で大変申し訳ないのですけれど雇用しておりますので、そ

の部分に対しては今回給与削減やってございませんので、委員がおっしゃるようなことは私は

決してないと信じておりますし、日ごろから職員にそういうことは私のほうから徹底しており

ます。そう言いながらも私も意見箱というものがありまして、苦情が１年を通じて私行ってか

らも入りました。その中ではやはりヘルパーに対する苦情が多くありました。内容的に申しま

すと、ほとんどが勤務中に廊下で無駄話をしている。やはり病棟ですから、静かにしないとい

けないのですが、そういうことでの無駄話というのが非常にあると。これを何とかして欲しい

というのが複数入りまして、これはある毎にヘルパーを呼んで、そういうことがないように、

一切物を話さないのではなくて、そういう会話があれば休憩室に行って、それは十分その中で

しても構わないですけれども、廊下等で仕事以外のことは余りしゃべらないでいただきたいと

いうことを注意しておりますので、決して松田委員がおっしゃるようなことは私はないと断言

しますので、今後もそういうふうにやってまいりたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  皆さんもご存知だと思うのですが、看護師はいつ辞めてもいつでもど

こにも行けるという頭がありますね。看護師が足りなくて、取りパイなのですから。ですから、

今、事務長そのようなことはないと言っているけれど、私はそういう人、きちっと聞いている

のですよ。名前言うわけにいかないので言えないのですけれど、やはりこういうことはあり得

ると思うのです。20％も給与が下がれば、もう辞めてやるとか、いつでも辞めてやるよという

気になるわけですよ。まして看護師市場はたくさんあるわけですから、そのことからいって、

命にかかわることですから、やはりきちんと看護師の管理というよりも、看護師が白老の町立

病院を救うぐらいの考え方で一つになってやらないと、町立病院はますます厳しくなるわけな

のですよ。ですから、そのような気持ちでやって欲しいなと思って要望をいたしますよ。意見

ですね。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 私も年初めに必ず病院に行って、お医者さん全員と看護師さん集めて、

実は私のほうから訓示申し上げました。その際にまず看護師さんに申し上げていますのは、し

つこいぐらい親切にしてくださいという話も言っております。要するに、きついこともかなり

言って来ております。町民が要らないということであれば、ここを閉鎖しなければなりません。

町民がぜひ置いてくれということであれば、私の立場は置かなければいけないのだと。ですか

ら今、そういう大変な状況にあるのですということも言わせていただきました。 

ただ病院がもう 42 年経っています。本来このような古い病院はないのではないかと思ってい

ます。苫小牧の市立病院で改築して 20 年経って、今、また新しく建てていますので、これは本

当に入院の人も寒くて転院した人もいるのです。今、始まったことではないのです。わかって

いただきたいのは、事務長もそうですが、20％削減して、松田委員のような苦情があったら大

変なことなので、もう一度徹底してその辺調べさせます。ただそういう状況にあっても、病院
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を残しながら看護師さんも使わなければならないという状況であるということも、議会の皆さ

んにわかって欲しいなと。これはどうしてもやらないと財政の関係で職員給与は職員が納得し

てやったものですから、それも未来永劫ではないので、１年でも早く給与を戻すためには、患

者さんに本当に来て困るくらいの病院にしなければなりません。病院全体の改革については、

今、先ほど給食の話も出ました。今の状況では絶対あり得ないので、早い時期にそういう給食

等も含めた改革を議会の皆さんにまずご提示したいと考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○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） 診療の受ける側に対する体制がどうなっているのかということを若干

伺いたいと思います。 

 今、松田委員、先の一般質問で大渕委員もいろいろお話されましたけれど、実際私もいろい

ろと伺っています。その内容は別とします。今、町長は施設が古いだとか、いろいろ努力する

と言っていますけれど、今の環境の中で何をすべきかということをやはり働いている人方が私

は考えるべきだと思います。 

それで、私、これも実際に体験です。一緒に付き添って行きました。一つの病気で午前中に

行って昼をまたいで何時間も待っている患者さんがいたのですよ。なかなか先生が出てこない

のです。そうすると、婦長さんが行ったり来たりしているのです。どこへ行ったのかなと思っ

て私は見ていたのです。その後に婦長と事務長が一緒に来て、その患者さんに一生懸命謝って

いるのですよ。先生が今、来れないから待ってくださいと。たった何人かの患者さんですよ。

そういうことをその先生が、それ以上詳しく言いませんけれど、仮に急患であった場合に、他

の先生が少し見ても用は足りるはずなのですよ。そういうことを今、町長色々お話されました

けれど、やはり患者の側に立つと、少し気持ちがあれば、そうすると安心するのですよ。事務

長が来て、すいませんと言っている、それでですね、やはり２時間の時間が気持ちとして 30

分縮まるということも現実にあるのです。 

今、町長は新年の訓示に行ったと言っていましたけれど、私は町長の就任したときに、非常

に町長いいなと思ったのは、私が現場に行って看護師さん、先生とじかに行ってお話聞きます

と言っていたのですよ。今、されているかどうかわかりませんけれど、やはり町長は責任者で

すから、そういう報告も受けているかどうかわかりませんけれど、たまに足を運んで直接先生

方と胸襟を開いて、いろいろな情報を得てですね、施設がどうかではなくて、心を持って患者

を診察できるような体制をつくれば、たとえ古くても、皆が良さを見つけるのですよ。ぜひそ

ういうことを、そういう事例もありましたので、そういうことを看護師、事務方のほうからも

もっともっと話を聞いて、そういう形で町民の患者さんに安心感を与えられるような部分で、

町長の出番もあると思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） そういうことで私の家に電話、過去町長になってから何回もあります。
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ただですね、今まで画期的だなと思うのは、今まで議会でこういう議論は１回もしたことない

と思います。ですからこういう議論は、私は必要だと思います。ただ、今のお医者さんの確保

の現状だとか、私も言うべきことは言わせていただいております。いろいろ今、始まったこと

ではない。10 年、20 年前から同じようなことがあったと思います。これは人間でございますの

であったと思いますが、ただいま、前田委員が言われるとおりです。ただ私のほうも言い方を

いろいろと慎重にしなければ、医局等の関係もございますので、十分今、言われた趣旨はわか

りました。今後あった場合は私も、事務長も大変なのですが、大変なのは事務長だけではござ

いません。皆さん課長職は一生懸命大変なのです。そういうことでですね、今度あった場合、

その辺は院長とお話し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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  質疑なしと認めます。  

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  討論なしと認めます。  

 これをもって討論を終結いたします。  

採決いたします。議案第 21 号、平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、原案

のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君）  全員賛成。  

よって、議案第 21 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  

                                        

◎審査結果報告書作成の議決 

○委員長（及川 保君）  以上をもちまして、本特別委員会に付託されたすべての議案の審査

を終了いたしました。  

なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。  

〔「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。それでは、そのように取り扱いをさせてい

ただきます。  

                                        

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）これをもって予算等審査特別委員会を閉会いたします。ご苦労様でし

た。 

（午後 3 時 13 分） 


