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◎開会の宣告 

○副委員長（近藤 守君） ただいまより、白老町財政健全化に関する調査特別委員会を開催

いたします。 

（午前 ９時００分） 

                                         

○副委員長（近藤 守君） きょうの日程につきましては、１番、新財政改革プログラム（案）

について。温水プールの冬期閉館について。それと、保育料の改正についてであります。 

白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） おはようございます。ただいま副委員長から説明ありましたけども、

今回、新財政プログラムの検討項目の中の温水プール、あわせて保育料の検討ということで出

席させていただきました。 

 まず１点目の温水プールの件でございます。既にご案内のとおりですね、新財政プログラム

の町民サービスに伴う事務事業の見直し、この項目の中での温水プールの冬期間の閉館につい

て検討いたしました。現在の利用状況、維持管理経費の状況、そして使用料金制度、減額免除

制度など、現在運用されている状況を多角的に検証いたしました。また、その間、議会、総務

文教常任委員会の所管事務調査の結果報告並びに水泳関係団体との懇談、要望、さらには町民

からのアンケートによる意見等を踏まえ、次の項目を見直しすることとし、今までどおり通年

開館することと決めました。 

 １つ目には減免制度の見直しです。２つ目には使用料金の改正。３点目には各種教室等の開

催による施設の利用促進。これらを図ることにより利用を促進するということで方向性を決め

ました。なお、今後、水泳関係団体との運営のあり方を協議し、詳細を詰めていきたいという

ふうに考えております。なお、詳細につきましては、担当より説明申し上げます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今、教育長からございましたとおり、通年の開館を目指して、

これからいろいろと事務整理等入っていくわけですけれども、町民からの要望、意見書、アン

ケート調査等を踏まえまして、いろいろなご意見あるのですけれども、プールの閉館につきま

しては、町民の 58％の皆さんがぜひ閉館しないでいただきたいと。通年していただきたいとい

う要望がございました。反対 27％の方が、今、白老町はこれだけ厳しいのだから冬期間の閉館

もやむを得ないねというご意見がございましたけれども、やはり、先ほど言いましたように、

58％の皆さんがぜひ開けてほしいと。その、ぜひ開けてほしいという中にはですね、健康の増

進、なおかつ、他市町村との差をつけて、一般の今、無料で入っているスポーツ少年団等も有

料にして開けていただきたいというご意見もございました。また、高齢者の中での取り扱いな

のですけれども、60 歳から 64 歳の取り扱いにつきましては、何らかの経過措置等で整理でき

ないだろうかと。これも今、担当者として考えております。あと、皆さんからあったのは、授

業等に使われている部分につきましては今までどおり無料にしていただきたいという意見も結
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構ありました。そういう形の中で今現在、事務を取り進めながらですね、これから水泳関係者

及びほかの体育協会等を調整していきながら、12 月にはある程度皆さんに金額も含めて提示し

たいなとそのように思っております。以上でございます。 

○副委員長（近藤 守君） ただいま担当課長より説明がございました。質問はございません

か。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（近藤 守君） ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（近藤 守君） わかりました。それではそのようなことでよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは続きまして、保育料の改正についてを議題に供します。白崎教育長、説明願います。 

○教育長（白崎浩司君） それでは、次の保育料の改正について、私から若干、冒頭説明させ

ていただきます。 

 保育料につきましては、平成 11 年度から据え置きとなっているというような状況から、今回

いろいろな面で検討いたしました。基本的には改正するというような考えのもとに検証いたし

ました。今回の改正にあたっての留意点としては、低所得者層の軽減を図るということが一点。 

２つ目には、従前から行っている第３子以降の料金については、引き続き子育て支援という

ような立場で無料を継続する。 

それから３点目には、階層全体の国の保育料の負担率を一定割合に見直しをすると。それで、

今まで年度の改正の中で区分ごとに国の保育料との負担率が不均衡になっていたというような

こともございましたので、これを全体的に見直しして不均衡感を是正するというようなことで

一定割合での見直しを検討いたしました。 

それと４点目には、そういう中で料金改正の数字を出しましたが、負担額の改正額が大幅に

アップするというような区分がございましたので、そこの区分につきましては、子育て中の保

護者の負担を軽減するということに配慮し、引き上げ額の限度額を設定して料金を設定すると

いうような考えの中で、今回、全体的な見直しを行い、保育料の改正をいたしました。 

大枠の考え方はそういう中で今回、料金を設定していますので詳細につきましては、また担

当課長から説明をいたします。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） それでは、ただいま教育長から概略を説明させていただきまし

たので、詳細について説明をさせていただきます。 

 「白老町保育園保育料の改正案について」という資料を基に説明をさせていただきます。「現

状」からです。現状につきましては、これまでの議会の中で何度も答弁をさせていただいてお

ります。それで、白老町の保育料につきましては、国の保育料徴収基準額表の２年遅れでの採

用をしております。平成 11 年度以降については据え置きという状況にあります。 

 それから２点目ですが、徴収基準額の階層区分。これについては、国等の変更があった際に
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ついては町としても変更しております。ですが、保育料自体については、子育て支援という政

策的な配慮から、あくまでも国基準を下回る料金を設定して、20 年度も改正は行っておりませ

ん。ただ、これにつきましては、その階層ごとによっては国と同額、100％という区分もありま

す。それから、逆に大幅に配慮がされているというところもあります。 

 ３点目です。平成 19 年度に税制改革の定率減税の廃止と所得税の税源移譲に伴う改正が行わ

れました。20 年度については、国の保育料徴収基準額の階層区分について改正案を平成 19 年

12 月に示されたことから、20 年度からの保育料の徴収基準額の一部見直しを行っております。

これは額ではなくて、あくまでも階層区分の見直しとなっております。 

 この現状を踏まえた問題点です。１つ目としては、低所得者層と言われる１から４階層と、

高所得者層と言われる５から７階層、ここの比較をしてみますと低所得者層が国との格差が少

なく、反対に高所得者層が格差が大きいという不公平感があります。 

 ２点目としては、全体の階層のうち、特に所得の低い３、４階層では、国基準と同額を負担

している世帯がある。それに比べて、５、６階層では、負担割合が低く抑えられている。その

辺で言いますと、全体の負担率が一定になっていないという問題点がありました。 

 その問題点を踏まえまして、「改正をするにあたって留意をする点」として、一つとしては、

国基準に合わせて引き上げた場合には、白老町の保育園の入所者の所得層の特徴は低所得者層

が多いと。特に１から４階層までですと、72％を占めているという状況にあるため、保護者に

とってはすごく負担が大きくなる。その辺からいうと、国基準まで引き上げるということは、

やはり検討していかなければならない。 

 次、２ページ目になります。もう一点。国の保育料の徴収基準額につきましては、保育単価

の限度額というものがあります。限度額に基づいて当然、改正をするということから言います

と、国が示している徴収基準額 100％ということにはならず、あくまでも基準額に基づいて料

金の改正を行っていかなければならないということです。 

 その保育単価の限度額、その下に説明を簡単にさせていただいています。（ア）として、徴収

基準額には、保育単価の限度額。これは第４階層から第６階層の３歳以上。３歳以上というこ

とは、３歳児、４歳以上ということになります。それと、第７階層の３歳未満児以上、３歳未

満児、３歳児、４歳児以上になりますが。ありまして、この保育限度額を超えることができな

いということです。 

 ２つ目で（イ）として、この限度額は国が定めている徴収基準額。徴収基準額というのは、

本人からいただく保育料です。それと、白老町の保育所の保育単価。保育所の定員によりまし

て、国で定める保育園を運営する一人当たりの月額単価というのがあります。これを比較して

低いほうが限度額というふうになります。 

 （ウ）です。保育単価が低い、これはどうして限度額を設けるかということになるのですが、

例えば同じ保育園でも、定員によりまして、それぞれの保育単価が違います。お一人のお子さ

んが最初に保育料の高いと言われるところに入っていて、その後、転園をされて低いほうに入

るときには保護者にとっては負担が軽減されるということになるのですが、逆に低いほうの保
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育園に入っていて、転園をしたところの保育料が高いというふうになりますと、保護者の負担

が大きくなると。その辺の不利益というものが生じるものですから、そこのところを一律にと

いうことで白老町の場合には、定員数が 61 人から 90 人までの保育園の保育単価を基準に使っ

ております。 

 そのことを踏まえまして保育園の入園児数なのですが、平成 19 年度４月当初と 20 年度の４

月当初では 26 人減っている状況にあります。また、白老町の出生数なのですが、低下傾向にあ

るということで、大きく保育料を上げるということでは児童数の減少、そういうようなものも

考慮していかなければならない。 

 それからもう一点としては、当初の新財政改革プログラム案には年額の保育料と比較して、

年間 300 万円の増収というのを見込むということで案を出させていただいておりました。です

が、やはり 100％基準まで引き上げるということは保護者にとっての負担が大きいと。そこの

ところを考慮しなければならないというふうに考えおります。 

 それで、それをもとにして改正案です。１つ目としては、１階層につきましては生活保護で

すのでゼロになりますが、２階層以降。２階層の非課税世帯、ここにつきましては据え置きを

しております。また、３階層。ここは所得割の世帯と所得割世帯の母子・障害児世帯の税区分、

ここのところを短縮いたしまして、国基準額を従前より引き下げて低所得者の軽減を図ってお

ります。 

 ２点目として、第３子以降。これにつきましては、国としては１割の負担をいただくという

ことになっておりますが、白老町ではこれまでも無料でということで、これについては引き続

き無料でということを考えております。 

 次、３ページになります。階層全体の不公平感、これをやはり修正をかけていくということ

で改正をしております。ここにつきましては①から⑤まで。全体的に文言になっておりますの

で、資料１をご覧いただきまして、そちらで説明をさせていただきたいと思います。 

資料１です。すみません、最初にこの表の見方ですが、階層がありまして、税額の区分があ

ります。３歳児未満、３歳児、４歳児以上という形で分かれております。一つのくくりの中に

現行の国基準との割合、それが一番左です。それに対しまして改正案の国基準の割合が次の列

になります。その隣に現行の保育料。その隣に改正案の保育料。最後に現行の保育料に対して、

改正をした場合の差額、それが一番右端になります。という形をご覧いただきたいと思います。 

 ３階層です。３階層につきましては、比較率で言いますと、区分の２、３、所得割の世帯、

それが１万円未満ですと 97％、１万円以上ですと 100％になっています。それから、所得割世

帯の母子・障害世帯、ここにつきましても１万円未満が 97％で、１万円以上が 100％と。国に

対して比率として、ここまでになっております。３階層は当然、生活的には厳しい世帯という

ことから言いますと、国基準に近い額を支払っているということになるものですから、ここに

つきましては均等割の額の世帯、ここを 78％を 70％。それから、所得割の世帯として１万円未

満、１万円以上、ここを短縮しまして合わせて 90％。それと均等割の母子・障害世帯、ここを

77％を 70％。所得割世帯の母子・障害世帯１万円未満と１万円以上、ここを合わせまして 90％
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ということで全体のパーセンテージを一律に、また、保護者への負担の軽減ということから、

３階層につきましては、３歳児未満、３歳児、４歳児以上とも減額という形で改定をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 次に４階層になります。４階層につきましては、６つの区分になっております。最後の区分

の６の階層のところにいきますと 100％になっています。その上のほうはそれぞれバラバラな

数字で、４の１から言いますと、68、77、83、89、95 とバラバラになっておりましたので、こ

こにつきましては一番最後の４階層の中でも所得の多い６の区分のところを 100％としまして、

その上につきましては５％刻みで引き下げる形のパーセンテージで国との基準割合をつくって

おります。これにつきましては３の３歳児未満、３歳児、４歳児、これにつきましてもパーセ

ンテージとしては一律に数字を入れております。ここにつきましては若干ですが、２％ですと

か３％、多いところで７％という形でちょっと値が上がるものですから、額としてはいくらか

の負担をいただくということになります。 

 次、５階層になります。５階層につきましては、３歳児未満、それと３歳児、ここにつきま

しては、やはり５階層は５区分になっておりますが、５の一番所得の高い層が 94％。それから、

それぞれバランスが悪い形でパーセンテージを示しておりましたので、ここにつきましても５

の一番高い５区分のところにつきましては 100％。そこから５％刻みで 95、90、85、80 という

形でパーセンテージを一律にさせていただきました。これによりまして、保護者の負担といた

しましては、一番高くて 6,200 円、一番低い方で 2,200 円という形の値上げということになり

ます。４歳児以降になりますが、ここにつきましては５区分のところが 99％。５の１のところ

が 70％になっておりました。ここにつきましては、先ほど説明をさせていただきましたが、保

育の限度額が４歳児には適用になりますので、ここにつきましては限度額の 100％。国基準の

100％ではなくて、限度額の 100％を設定させていただきました。これによりまして、５階層の

１につきましては、70％だったものが 100％になることから、額としては１万 1,880 円という

大きな額の値上げということになります。 

 次、６階層です。６階層につきましては５区分に分かれておりますが、やはり 69％から 93％

とアンバランスにパーセンテージが示されておりましたので、ここにつきましても６の一番所

得の多い５区分につきましては 100％。その上につきましては５％刻みという形で料金の設定

をさせていただいております。ここにつきましては一番負担の多いところとして６の２の７万

3,000 円、ここが一番多い額となります。６階層につきましては３歳児と４歳児以上、これに

つきましては先ほども説明させていただきましたが保育料の限度額、これが設定されているこ

とから限度額の 100％、それを設定させていただいております。ここにつきましては３歳児の

６の１、6,180 円、ここのところが一番額としては大きいかというふうに思います。 

 最後、７階層です。７階層につきましては、ここがどちらかというと一番保護者の負担が軽

減されていたところ。もともと保育料の額自体がすごく大きいですので軽減されていたとして

もお支払いをいただく額は大きいのですが、国基準との割合から言いますと、軽減がされてい

た世帯かというふうに思います。83％。ここにつきましては年収として大体 1,000 万円以上の
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世帯がここに該当するかというふうに思います。ここにつきましては、限度額ではなくて 100％

の額を設定させていただいております。それから言いますと、３歳未満児の７階層が１万 3,700

円と。額としては一番大きい値上げの額というふうになります。 

 今、説明をさせていただきましたパーセンテージで設定をさせていただきますと、? になり

ますが、現行は平均 82％。それが全体で改正として 85％まで引き上げられる形になります。こ

れによりまして、平成 20 年４月１日現在の児童数で額を算定した場合、３ページの一番下に基

本の改正案というのがありますが、平成 21 年度から改正したとして、増額分として年間 145

万 8,200 円。アップ率として 2.7％。国基準との割合からいうと 89.6％までという形になりま

す。 

 次、４ページになります。? ですが、今回の改正では年額として 145 万円程度の増額が見込

めるということになりますが、ただいま、表で説明をさせていただきましたように、やはり保

育料のお支払いをいただく側としては大きく負担になるということが考えられます。また、そ

れによりまして、保育園に入園させるのを控えるという方も考えられる。また、未納の世帯と

いうところがふえるということも懸念されるかというふうに思います。そのことから、改正の

階層のうちでやはり１万円以上引き上げられるという階層も多くあります。その辺からの保護

者の負担の軽減を図る措置として、今回示した改正案を基本に平成 21 年度は引き上げ額を

3,000 円を限度として改正をさせていただき、それ以降は経過措置として当分の間据え置きと

したいというふうに考えております。ただし、国の徴収基準額と保育単価の改正があった場合

には、当然そこのところについては検討をさせていただきたいというふうに思っております。 

 その 3,000 円を限度として引き上げた場合ということで資料の２。対象となる階層ですが、

５階層の１から３。ここにつきましては 3,000 円以上の負担をいただくというところから、そ

こにつきましては一律 3,000 円の負担で抑えると。それから４階層につきましては、３歳未満

児で１から３、それから５の区分のところ、それから、３歳児では１と２の区分のところ、こ

こにつきましても 3,000 円を限度額とすると。それから７階層につきましても、１万 3,700 円

の負担であったことから、3,000 円を限度額ということで今回は料金設定をさせていただきた

いというふうに考えております。3,000 円を限度額として引き上げた場合の年間の増額なので

すが、平成 20 年度４月１日現在の児童数ですが、それで計算をいたしますと、平成 21 年度は

191 万 3,8880 円、2.2％のアップ率ということになります。雑駁ですが、説明は以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 担当課長の説明が終わりました。山口行財政対策室長どうぞ。 

○行財政対策室長（山口和雄君） それでは、お手元の資料で交付税措置の考え方、従前から

議会でも出ておりますので若干ここでご説明したいと思います。Ａ４の一枚ものでございます。 

 従前、保育についてはですね、児童措置費にかかわる措置費という形で出ておりました。こ

れが 16 年度から一般財源化されておりますので、その考え方でございます。ここでは平成 15

年までと、平成 16 年度以降という形になってございます。従前、保育の措置の考え方は、基本

的には国２分の１、道４分の１、町４分の１が基本ベースでございます。その他、保育料の徴

収によって賄う形になりますが、総体的な保育料単価から、いわゆる保育料という徴収額を引
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きまして、その残高について国２分の１、道４分の１、町４分の１の考え方でございます。こ

れは同様に、15 年度までは公立、私立、同じような考え方でいったと、こういうことでござい

ます。それが、平成 16 年度公立分は一般財源化されたということで、これが交付税に組み込ま

れると、こういう形になります。基本的な考え方は、措置費の考え方と基本的には変わってご

ざいません。道が４分の１、町が４分の１、この部分が交付税で入ってきているということで

ございます。従前、町が４分の１負担しておりました、この部分が従前から交付税の考え方で

入っておりますので、それが 16 年度以降、網掛けの部分、これが交付税として出てきていると

いう部分です。したがいまして、もう一度繰り返しますけども、平成 15 年度までの交付税の考

え方は町負担分の４分の１が公立分、私立分ともに入っていたということになります。それか

ら、平成 16 年度以降でございますが、町立分として国２分の１、道４分の１、町４分の１部分

と、それから、私立の部分の町負担部分４分の１が交付税措置分と、こういうことでございま

す。総体的な考え方は、基本的には私立、公立変わってございません。ただし書きでございま

すが、米印の一番最後になりますが、交付税の考え方は４月１日現在の園児数、児童数が基本

となりますので、年度途中に変更された児童数の増減についてはカウントされないということ

でございます。したがいまして、年度中にふえれば、その部分の交付税は出ておりませんし、

逆に年度中に児童数が減少になりますと、基本的には多く交付税が算入されるとこういう考え

方になります。以上でございます。 

○副委員長（近藤 守君） それぞれ町側より説明が終わりました。質問のある方はどうぞ。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 15 番、吉田です。きょう、今、説明を受けて、まだ概要全部読んでいな

いので、まだ頭の中でちょっと整理できていないのですが。まず、町が今回は財政的に厳しい

ということで２年遅れの保育料を見直しするということなのですが、保育所を統廃合し、民営

化をするということになっていますよね。民営化に向けての子ども課でつくった資料を読んで

いたのですが、その中で２年遅れの保育料を国の基準に戻すということで、前にも説明を受け

ているのですけど、ちゃんと頭の中に入らないのですけど。この文章の町民に対する説明のと

きには、２年遅れということで18 年度決算の中では、1,800 万円の収入は町で見ているのだと。

収入源があると、２年遅れということで。それで私は単純に考えていますから、それでは、値

上げをして国の基準に戻すということは 1,800 万円の増額になるのではないかというふうに単

純に思っていたのですけど、そういうことになると、階層があって 22 段階に分けていて、減免・

減額もあってということだと思うのですが、それをやっただけで 3,000 円にしなければ２百何

十万ですよね。3,000 円で限度額決めていますから、きょうの説明では 119 万円。やらなけれ

ば 145 万 8,000 円ぐらいだということなのですよね。それがちょっとまだ私の中で理解できな

いということが一点と。 

 それからもう一点は、幼児数によって変わるという説明がありましたけども、これもやっぱ

り保育園の民営化の説明の中で一人当たりの単価、それから、16 年度から補助体制が変わった

ということで、その中でね、公立保育園に対しての国の道の補助があるということで、割合的
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には 90 何％の交付税があるという、民間の場合はね。公立の場合は 56％ぐらいだったのかな、

国からの補助率の補助の割合が。これも私ちょっと、私の中で理解できないのですけど。もち

ろん定員によって変わるということも説明の中にあったのですけど、交付税措置というか、公

立と民間との交付税の割合というのは、交付税と言っているけど交付税ではなくなったのだけ

ど、国から来るお金の割合というのは、民間になったら、その分ふえるのかなと単純に思った

のですよ。割合からいくと。そういうことではないのですか。だから、民間に変えていくと定

数もふえますよね。統廃合して民営委託ですから。すると、定員に対しての割合がふえますよ

ね。緑丘保育園は 90 名に対して 103 名ですから、113％の定員になっているので交付率が高い

のだという説明があったのですよね。そうすると、大町とか統廃合することで定数を上回って

いるところも出てきているのではないかと。それがそのまま即、民営化になったときにね、道、

国から来るお金の割合というのは上がるのではないかなと単純に頭の中で考え方のですよ。そ

うであればね、民営化して保育所がなくなったところもありますよね、統廃合によって。それ

で、町民の負担というのはふえているわけです、それだけでも。それをやって後に民営化にま

で持っていっても保育料を上げなければね、この財政改革プログラムに大きな影響があるのか。

この 119 万円の値上げをしないと、やっぱり財政改革プログラムに影響するのかどうなのかな

ということを思ったのですね。 

 それともう一点。人件費の割合がなぜ、町立が高いかというと、人件費の割合が 88％だと。

民営だと 81％というふうな説明がありましたよね。今、職員は 20％カットしていますけれども、

この 10 年間は 20％カットしていくのですよね。一応今のところはね、予定としては。それだ

け下げても、その差額の部分でやっぱり上げないと、それだけ改革プログラムに影響するのか

なと。その辺がすっきり入ってこないのですけども、その３点について伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） １点目の関係ですが、計画の中に載せさせていただいていたの

はあくまでも国基準額との比較ということで 1,800 万円という形になります。ですが、先ほど

も説明をさせていただきましたが、限度額等を設定してそれを相殺しますと、計算をしますと、

これの半分ぐらいが 100％いただいたときの額ということになるのです。ですので、1,800 万円

そのままが全部、100％にすれば 1,800 万円ということではなくて、そこから限度額を設定して

いて、そこ部分として引くと大体年間で 800 万円から 900 万円程度ということになりますので、

プログラム案の中で最終的に 900 万円という数字を提示させていただいたと思います。300 万

円の３年据え置きで、次が 600 万円で、その次が 900 万円と。それが最後の 100％のときにそ

の額になるということで案としては出させていただいていたと思います。 

 ２つ目の公立と民間と、ということで言いますと、民間の場合には国と、それから道の補助

金が、運営費が丸々来るという形にプラス交付税が入るということから、公立で地方交付税を

いただいて運営しているよりも、民間のほうが当然運営をする場合に町の持ち出しと言います

か、そこの額からいうと当然、額としては民間のほうが運営が、独自の運営がされるという考

え方にはなります。申しわけありません。ちょっとそこのところは行財政対策室のほうで説明
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をさせていただきます。 

 最後の人件費の部分なのですが、町立で 88％と、民間で 81％。この割合からいって、町も人

件費を減らしているので、これをずっと継続するのであれば、差額分を考えて保育料を上げな

くても、その分として見られるのではないかというご質問でよろしかったですか。これにつき

ましては、確かにそうなのですが、やはり民間と町立の人件費というのは、今回、一例として

緑丘保育園さんの人件費の割合をちょっと計算させていただいていたのですが、やはり、民間

の各保育園の運営によっては、一律に民営の 81％の人件費がどこにも適用されるというもので

はないのですよね。経験年数が高くなっていくと人件費が上がっていくというところでいいま

すと、81％は逆に保育園としては厳しい、もっともっと低い割合でないと運営をするのは大変

というようなところがありますので、今、うちとして民営化についてのいろいろな試算をさせ

ていただいていますが、その中でも民営化をしても現状やはり、ちょっと経営的には厳しいと

いうところもあるものですから、やはり、これと、保育園の保育料と、というものは別に考え

ていかなければならないかなというふうに思います。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 交付税の若干の中身の考え方だと思うのですが。比較しま

すとですね、民間の場合、措置費の中に民間の施設、給与改善費等の加算額というのがありま

す。これは、そこに勤めている職員の経験年数によって４段階に分かれておりまして４％加算

分から 12％の加算分まで４段階。いわゆる４％、８％、10％、12％と、こういう加算額が生じ

てきます。ただ、交付税の場合、それでは公立の場合はどうなのかというと、これは補正係数

で職員の分が加算されるのはおよそ５％分が見られているという形になりますので、そこで一

番経験年数が長い民間ですと 12％でございますから、仮に交付税、公立の場合５％見られると

しても７％の開きを持つ、こういう形になります。公立の場合、一律補正係数が５点何ぼでご

ざいますので、基本的には経験年数というものが加味されてきませんから、そういうところで

の差が生じる可能性があると。ただ、これも職員の経験年数ですから、民間でも保母さんの出

入りがあれば、そのつど、平均勤務年数でいきますので、その辺の乱高下はあると思います。

したがいまして、総体的に考えますとですね、基本的な考え方、いわゆる措置費、それから交

付税を算入されていたとしてもですね、算入の考え方について言えばですね、さほど違いはな

いのではないかと言うことができると思います。 

○副委員長（近藤 守君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 人件費の関係なのですがね、やっぱり保育所の関係で公設だと人件費の

割合が３億 2,000 万円の総経費のうち、２億 6,700 万円が人件費ですからね。この数字は合っ

ていますよね。こういうふうに書いてありますけれども、これはやっぱり保育所の児童数によ

って割合、まきばとかは高かったですよね、91％でしたからね。そういうことでいくと、平均

で 88.6％なのですけども。今、民営化にしていくにしても、民営の今の基準がそのまま移行し

ていくということにはならないと。年齢を重ねていくと上がっていくということなのですが。

民営の保育所も今はね、やっぱり人件費を役所に並行してというかね、年齢がいくと役職定年
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制をとったりだとかね、いろいろな形をとっているはずなのですよね。だからこちら側が民営

化するときにね、保育料を上げる理由の一つになるのだと思うのですけれども、そのまま移行

していって、私は民営化になるということは、そういう経費の節約ということが一番大きなこ

とだと思う。中でも特に大きいのは人件費ですよね。ただ、私、単純に考えたのは、保育所を

民営化にしても、公立で働いている保育士さんは職員として戻りますよね。もし、保育所に移

行して民営化になって、そこにいないということになれば。だから、人件費的には減らないわ

けですよね、役所として考えた場合に。だから、そういったことも考慮してのことなのかなと

いうふうに思ったのですね。そうなれば、ちょっと厳しい言い方かもしれませんけれども、民

間の保育士さんで年齢的に役定だとかいろいろなことをして給与を受けたときに、民ですから

運営していけなかったら困るということで、いろいろな人件費とか人事だとかを工夫してやっ

ているのですよね。だけど、これは公務員だからしようがないと私は思っていますけど。公務

員の方は保育士という資格を取って本当は、寿幸園もそうだったので、それは私たちも賛成し

たことなのでいいのですけれども、町民の方は、保育所が統廃合されてなくなることで送り迎

えは親の責任ですからやってくださいという形になりますよね。町民にはそのまま負担がいく

わけです。ですけれども、一番大きく負担をしている人件費の割合がそういうことで、私は単

純に考えたら、民営化になったらね、保育料は変わらないと言っていましたけど、経費が下が

るのであれば、百何十万の保育料を上げなくても、今、お母さん方の負担というのは大変なや

っぱり厳しいものがありますからね、それを上げなくても済むものであれば、そういうふうに

すべきだと思ったのですけど、この人件費を見たときに、そのまま職員は移行してしまうのだ

から、役場としてかかる経費は変わらないのだなと。そうであれば、やっぱり上げるよりしよ

うがないのかなとどこかで思いながらもね、何かしらやっぱりしっくりこないのですよね。町

民の方々はやっぱり一人一人が働いて、その中で保育料を払っているわけですよ。前にもちょ

っと言いましたけれども、パートさんだと保育料のほうが高くなってしまうということもある

ので、それでは、働かないほうがいいのではないと私も簡単に言ったのですけど、そういうこ

とではないのですよね。だから、そういうふうなことまで考慮しての 3,000 円という限度額を

決められたのだと思うのですけれども、そこまで絞れるのであればね、この 119 万円のものを

値上げしないと、どこかほかのほうでひねり出していくことが本当に厳しいのかなと。まして

や職員の 20％削減という大変なカットの中での、このプログラムの取り組みなので、そういっ

たところがもうちょっといかないのかなと。何かもう、全部この際に上げられるものは上げて

おいたほうがいいという考えではないとは思いますけれども、そこまでいかなければやれない

のかなという、そんな思いなのですけども。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 財政改革プログラムの考え方だと思うのです。今回、財政

改革プログラムの中で考えております保育料というのは、あくまでも事務事業の見直しの一環

でやると。これは保育所を民間委託するとか、しないとかということとは別問題であるという

ふうに考えてございます。といいますのは、基本的に国の徴収基準からいうと、果たして保育
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所がどうだったのかという視点です。それで、この中で事務事業を見直すと果たしてどの程度

のものが改善されるのかという基本的な考え方になるわけです。その視点で今回、事務事業の

見直しということで改革プログラムの中では載せてございます。そうでありますから、今回、

改革プログラムの中で保育料については検討したというのが一つのベースになっています。た

だ、その中でも先ほどから子ども課長がお答えしているとおり、低所得者対策というものも基

本的には考えていかなければならないし、その配慮を除いたらやっぱりおかしくなってくるの

ではないかという、あくまでも低所得者対策と支援対策との両立を見たときに、それでは、事

務事業の見直しの中では効果額 300 万円見ておりましたけども、基本的にそういうことを参酌

するとどうなのかということが今回の至った結論でございます。したがいまして、当然、国の

基準に合わせるということであれば 100％国の基準に合わせるわけでありまして、国の基準か

らいくと７階層しかないわけですね。ただ、一つの階層の中でも、その中でも所得の高い人と

低い人がおりまして、かなり国の基準の１階層というのは幅を持っております。そういうこと

からしますと、町としても従前から、その部分については細かく配慮しているということで１

階層の中にも段階区分を設けて、さらに軽減措置を図っているということでございます。これ

が基本的にですね、今回、上限を 3,000 円として配慮したという段階でございます。したがい

まして、これは当分の間というふうにご説明しておりますが、最終的には国の基準に合わせる

考え方は行財政対策室としては持っているということでございます。以上でございます。 

○副委員長（近藤 守君） 質問ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今ほど、ちょっと説明を聞かせていただきましてですね、事務事業の

見直しで 300 万円というものを考えて、今回 119 万円まで下げるということなのですけれども。

これは、私は町長の政策の問題も一つ絡んでいるのかなというふうにちょっと感じて聞いてい

ました。というのは、やはり国基準に見合わせて白老町も追従していかなければいけないとい

う考え方が果たしていいのかどうなのか。私は、基本的には国の基準がこうだから、それに白

老町は２年遅れだから当然 100％までいかなくても、それに近い基準という考え方も一つの考

え方としてあるけれども、でも、これだけ、例えば 19 年度から 20 年度にかけて、子どもの数

が減ってきていると、そういうことを考えた場合、限度額を 3,000 円として値上げするという

くらいでしたら、むしろ、白老町は値上げしないと。ほかのものを値上げしても、ここは値上

げしないとかね。そういうようなメリハリのついたものも必要なのではないかなとちょっと考

えていたのですけど、その辺、教育長いかがお考えでしょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 基本になる考え方のベースはそんなに、今、西田委員さんが言われ

た考え方とベースは変わっていないと思います。考え方のね。ただ、手法が違うというふうに

思います。そして、額が 100 万だから 200 万だから、それでは、その金額をもう少し違うほう

で手だて考えられないかというような考え方で持っていくと、基本的にはそのものの改正はな

かなか難しいだろうなというふうに思います。基本ベースに今回のプログラムの項目にこうい

う項目を改正しましょうよというふうに入れた部分については、試算で額が 300 万、600 万、
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900 万とか例えばそういうことがあったとしても、その額に満たなくてもですね、やはり、そ

の項目は改正すべきだというふうに思っています。それで、当初プログラムで基準額があって

資産の額は定めましたけども、プログラムの作成上定めた金額はありますけども、実際に実務

で数字を持っていったときにですね、そこまで達しない数字でした。ただ、それが 100 万何が

しだから、それでは、ほかのものに変えてということになると、基本的なベースのスタンスが

変わってきますので、それはしないという考え方です。それで、国の基準額に基本的にはその

ベースは、考え方は変わりませんが、急激な変化ということを踏まえればですね、やはり軽減

的に子育てをやっている最中の保護者に軽減をするというような考え方で、先ほど言われまし

たけれども、政策的な考え方も若干入れましてですね、そこの部分は軽減をさせてもらってい

ると。100％国と一緒であればですね、それなりの数字は出ますけども、そこら辺は子育て期間

中ということの配慮と、激変緩和というようなことで軽減をさせてもらっていると。再度言い

ますけれども、基本的な考え方は、やはり項目の改革すべき項目は、金額がいくらであろうが、

やはりそういう考え方の中で持っていくべきだろうと。それでなければ、なかなか項目別の改

革はできないのかなというふうに思っています。そういう中で配慮も必要だろうというふうに

は思っています。基本的な考え方はそういうスタンスで考えています。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 基本的な考え方が一致しただけでも、そこはありがたいなと。ただ、

手法のほうでは考え方というかね、見解の相違が完全にあるのだなというふうには感じており

ます。私は、3,000 円という金額が軽減措置として限界だろうというふうにそちらのほうで出

してきた数字ですけれども、先日、税金とか下水道料金ですか、あれの説明のときに確か、一

カ月平均 1,750 円でしたか、ちょっと細かい数字までは忘れたのですけども、例えば月平均こ

のくらい値上がりしますよと町民説明会のときにありましたよね。あれを見て 3,000 円かと。

そうしたら、4,700 いくらかと。それに今度、電気料上がるなと。基本的なことを考えると、

ガス代も上がると最近言っているし、ちょっと私、月 6,000 円、7,000 円になるのと。正直言

ってですね、きついです。これでお給料が上がっているのでしたら、来年のお給料はいくら上

がるかなと楽しみにしながらですけども、来年もしかしたら下がるかもしれない、こういう状

態の中でね、はっきり言って 3,000 円はきついです。ですから、いろいろな軽減措置を考えて

はいらっしゃるでしょうけども、私はできれば保育料金だけは、この中身については、私は基

本的な考え方はいいと思います。ただ、上限を 3,000 円とはしないで、本当は上げてほしくな

いなと。そこだけは申し上げておきたいなと思います。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 暫時休憩に入ります。 

休憩 午前 ９時５９分 

                                         

再開 午前１０時１０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。 

 それでは、白老町立保育園保育料の改正案について、議論を交わしたいと思います。ほかご
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ざいませんか。２番、前田博之委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 保育料の関係で、私もこの委員会の中で低所得者の階層、十分に見直

したほうがいいのではないかということで、非常にいい資料が出てきて説明を受けたので、そ

の部分は理解したのですけども。その部分によるとですね、145 万円と 119 万円の案が出てい

ますけども。一つはね、21 年度に 300 万円見ているということは、単純に国の基準に合わせた

場合 300 万円ということで、今、説明されたことがですね、このプログラムに数字を上げると

きに、今、説明受けた部分は議論されないでね、単純に数字でそのまま上げてきたのかという

ことをちょっと伺いたいと思います。やっぱり、なぜ、それで今、議会からもいろいろ話があ

ったから、こうやって見直しされてきたと思うのだけど、本来はやっぱりそういうことが政策

的な部分ですから十分に議論された中で上がっていくのが僕は筋ではないかなと一つ思います。 

 それと、交付税の措置の考え方ありましたけども、16 年度以降で町負担額４分の１交付税、

道も国の分も入ってきますけど、これはここに園児数が基準となりますと書いていますけど、

定数に対してある程度の措置数、仮に 100 だけども 80 以下であれば基準額が 100 であっても

70 しか見ませんよと。そういうようなペナルティーみたいな部分があるのかどうか。もし、あ

るとすれば、そういうものをちゃんと計算されているのか。そして、私立部分については、今

ちょっと話がありましたけども、国負担、道負担分については直接施設のほうにいくのかね。

これは町が、町負担分の交付税以外にそれをオンしていくのかどうか。それは今後の議論の参

考にもなりますので、その２点お願いします。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まずプログラム案にですね、この辺を検討したのかという

ことですが、検討されておりません。あくまでも、これは案という中で国の徴収基準等々をや

った場合にどうなるかというお話をここにさせていただいています。ただ、自主的に検討する

にあたってはですね、そういったことも当然、時間をかけながら検討しなければならないもの

というふうに考えてございます。したがいまして、プログラムでそういう事務内の論議する時

間が取れなかったということでご了承願いたいなというふうに思います。 

 それから交付税の関係でございますが、基本的には実人員、４月１日の実人員、利用人数に

なります。したがいまして、そこではペナルティーだとかそういうものは反映されない、こう

いう形になってございます。 

 それから措置費はですね、町が当然、請求行為を行いますので、申請行為を行いますので、

町のほうに入ってきて、それぞれの４分の１負担がこれから新たに町が出しますので、その分

を合算して保育所のほうにお出しすると、こういう形でございます。 

○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。一つはね、この国の基準の考え方だけをちょっと聞

いておきたいのですけれども。国の基準があると。それに対して白老町が今までとってきた軽

減策と言いましょうか、政策的に２年遅れにしてきたと。これは私も記憶しているのですけど、

いろいろな経過がありました。一時、これを戻すということもあったのです。しかし、それは
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戻すということ自体が、実際には他市町村との比較で、町は提案したけど引っ込めたというこ

とも、かなり昔ですけども事実としてあったのです。これは私よく記憶しています。提案をし

たのは私だったものですから。たまたま、よく記憶しています。そういう中で変遷してきてい

るわけですよ、この保育料というのはね。それで、国の基準がいいかどうかは別ですし、白老

町の今までの基準というのは、私は間違っていると思っているわけではないのですよ。ただね、

国の基準に戻していくときの戻し方がもうちょっと理論的に整理される必要があるのかなと。

それは、今までの国の基準より下げたということに対しての整理がきちんとされた上で、この

後、それでは、何年後かに国の基準にするというような、さっきお話、考え方はそういう考え

方だと教育長の発言あったのだけど。そこまで持っていくときにね、今回のこの措置は、私は

反対しているのではなくて、そういう考え方がきちんとしていないと、まず、だめだというこ

とが一つ。そこら辺はどうかと。 

 もう一つ、交付税で。今、答弁あったようにね、交付税で見てもらっているということを前

提に保育所や民間に渡すと、こうなるわけだよね。４分の１の分については。それで、実際に

交付税の算定総額というのが、こちらで算定した総額の全額来ているのならいいのですよ。保

育料の交付税措置分というのは、きちんとした算出根拠で必ず来ているものなのかどうか。例

えば港の議論なんかはよくなりますけど、港の場合はこちらが勝手に計算している部分がある

のですよ、はっきり言えば。それは聞いているのですけどね。そういう根拠が極めて明確にな

っているのかどうかと。色ついていないのだからわからないというのはわかるから。ただ、こ

の分については必ず来ていますよというようなものなのかどうか。そこら辺はどんなことにな

っていますか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 保育料につきましては、町が軽減措置を取っている何年間の間

には、国が改正をした部分で町としては本当にいろいろと苦慮をしてきたと思うのです。その

ことから今現在の国との基準の割合にこれだけアンバランスさが出てきたのだというふうに思

います。それで、それを今回はそこのところも整理をしたいという考え方を持ちましたので、

今回はある程度５％刻みですとか、最後のところについては 100％にするという、そういう考

え方を持たせていただいた上で改正をさせていただきました。当然、今、大渕委員のお話のと

おり、きちんとした町としての考え方、それを持たなければならないというところでは一つ、

今、１段階として整理をさせていただきましたので、この後については当然、国等が今後、改

正というようなことも示されてくるだろうというふうに思いますので、そこのところではこち

らとしても、当初のスタートのときの考え方から議論をきちんと整理をしながら進めていきた

いというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、普通交付税の考え方について、ちょっとご説

明させていただきます。皆さん、ご承知だと思いますけど、基本的に交付税の算定というのは、

支出にあたる基準財政需要額、そこから、収入にあたる基準財政収入額、これを収入額が少な
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い場合ですね、それを差し引いた残りの部分に普通交付税というのが充てられるということに

なります。それで、基本的に今回の一般財源化の関係で公立分の国、それから道の負担金、い

わゆる措置費の部分が一般財源化されましたよということになっております。それでは、この

部分が実際今までの需要額が変わらないとすればですね、その部分が新たに一般財源化で普通

交付税の需要額に算定されたと、プラスになったとする場合、それで、なおかつ収入額が変わ

らないとすれば、需要額がふえますので、その部分プラスとして普通交付税が入ってくると。

いわゆる現ナマとして入ってくるということになります。しかし、一般財源化によってふえた

需要額の部分が、例えば収入額も同額ふえましたと。たまたまですね。となれば、その部分は

入ってこないということになるのです。この辺はいくら議論をしてもですね、その部分が入っ

ているか、入っていないかというのは明確に回答はできないことになります。ですから、いろ

いろな状況によって現ナマとしてどうなのかという部分については、正確に、正式には入って

いる、入っていないという議論は、お答えはできないかというふうに考えております。しかし

ながら、あくまでも交付税の算定の前提として、４分の１部分は普通交付税で見られていると

いうことになっておりますので、これが民間、いわゆる私立の保育園に対してですね、その部

分が入っていないから渡さなくていいとかということではなくて、あくまでも国の仕組みとし

て４分の１は見られているということなので、これは交付税になるのか、あるいは町の税金か

らということになるのかわかりませんが、その部分は必ず私立の保育園には支払わなければな

らないものだというふうに考えております。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。１点目のことについては、これ以上議論する気はあ

りません。ただ、やっぱり 3,000 円の頭打ちを決めるという場合、もちろん根拠持っていらっ

しゃると思うのです。そういう根拠を一つ一つやっぱりきちんとしてつくっていかないと、こ

の後同じことが起こると思うのですよ。ですから、そこだけは一つ言っておきたいと思います。 

 今の交付税の話なのだけど、それはよくわかります。例えばですよ、そういうものを全部足

していくと。足していって交付税の額と、細かいものもありますからね、今回やめた町民課で

やっているああいうものもありますから、毎年やめたり、やったりするものもありますから。

ただ、そういうものを全部交付税で見ているものを交付税で見た分だけ全部出していくという

ふうにしたときに、結果として白老町ではプラスになるのか、マイナスになるのか、そんな計

算したことありますか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） その辺については、計算したことはございません。とい

うのは、あくまでも今まで措置費として国、道から来る部分というものにつきましては、これ

は交付税で見られる、見られない、収入が減る、減らない関係なく、その部分というのは必ず

来ていたということなのですね。だから、これは 100％措置費として、今、私立に民間移譲す

ればですね、その部分は必ず絶対来るということにはなります。しかしながら、公立の部分に

ついては、あくまでも全体の需要額の中で収入額がどのぐらい位置づけられているのかという
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部分での交付税算定になりますので、その部分が 100％必ずしも来ているというふうには、私

立の部分と比べて、措置費と比べて必ず 100％かというと、そのようには必ずしもなってこな

いと。しかし、その部分は、財源的には税で賄いなさいということが基本的に普通交付税制度

の考え方なので、それでは、それを損している、得しているというような計算は特段、町のほ

うでは行っておりません。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。それでは、これについての

議論はこの程度にしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２４分 

                                         

再開 午前１０時２５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。 

 それでは、本題に入ってまいりたいと思います。 

 先日の委員会の続きを行いたいと思います。町民サービスの見直しについて。この５点、提

案されている部分について議論をしてまいりたいと思います。 

 循環福祉バスの料金体系を受益者負担から全有料化にしてはどうかという提案でございます。

このあたりの議論は先般もされてはおりますが、どのように進めたらいいでしょうか。このあ

たりの議論が、確か途中で終わっているのですね。有料化すべきではないという意見もござい

ましたが、大半は受益者負担の観点から頂いたらどうかという意見が多かったように思います

けども、そのほか、ご意見があれば伺いたいと思います。有料化という意見でよろしいでしょ

うか。この辺のことをきちんとしておかないと、議会の方向性がなかなか示せないということ

になりますのでね。ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今までの確認なのですけどね。バスを残していくというこ

とで有料化にするということは、これはね、やむを得ない状況だし、今はそれも必要なのだろ

うということなのだけれども、基本的には。ただ、全員一律で上げていいのかどうなのかとい

う、そこに何らかの線引きができないだろうかという話でしたよね。私もある一定、年齢でも

収入でも、いろいろな形で線引きをした場合に、今度はバスの中で「あなたばっかり、いい目

にあっている。」とか、「金あるくせに、あなたは無料になっている。」だとか、そういうものと

いうのは、バスの中でかなりいろいろなことが起こるみたいなのですね。バスの中のいじめと

いうのが、何だかそんな話まで聞こえてくるのですよね。だから、一概に線引きをすることが

いいのかどうなのか、その辺がかなり難しいなとは思っているのですけどね。ただ病院に行く、

あるいはお年寄りが買い物に行くという便宜をきちんと図らなければならないということでね、

バスの存在というのは何としても守っていかなければならないだろうというふうには思っては

いるのですけどね。本当にバスがあって助かっているという人たちのための線引きが可能かど

うかという、そのあたりのご意見があればね、皆さんからもちょっと聞いてみたいなと思うの

ですよね。できないだろうか。 
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○委員長（及川 保君） このあたりの心配と言いますかね、一律ではまずいねと前回の委員

会では出されているのですけどもね。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もですね、この料金体系、これからの受益者負担の増に関してはね、

これから循環福祉バスを維持していくためにも、また、白老町の財政的な部分を考えてもです

ね、やっぱりある程度必要な部分だと思います。ただですね、ここで例えば料金をこうしたら

いいのではないかとか、こうするべきだという話は、僕は出ないような気がするのですよ。例

えば本町から乗る場合だとか、虎杖浜から乗る場合もあるでしょうしね。今、斎藤委員が言わ

れたとおり、低所得者の部分も配慮しなければいけない部分もあるのかもしれない。ただ、こ

れは先ほどのプールの件やなんかと同じでね、ちょっと時間をかけて皆さんとがっちり議論し

なければならない問題なのではないかなと僕は思っています。ですから、ここで具体的に、例

えば 300 円がいいだとか、600 円がいいだとかという話はなかなかできないのではないかなと

僕は思っているのですけども。それについて、皆さんの話をちょっと聞きたいなと思いますね。 

○委員長（及川 保君） 今、具体的に金額設定含めてするというのは、議会としては難しい

だろうという意見だと思います。ただ、いずれにしても有料化という部分については、今後の

ことを考えるときちんと有料化すべきと、こういう考え方だと思いますけどね。ここで金額ま

で設定するというのはね、多分、難しいでしょう。難しいと思います。私自身もそう考えてお

りますけどね。 

３番、西田祐子委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 私も氏家委員と同じような考え方です。やはり、福祉バスを廃止する

より有料化すべきという考え方は、ほとんどの議員が同じように感じていると思いますし、ま

た、実際に公平な受益者負担の中で軽減措置をどう取るべきかという具体的な手法というのは、

例えばバスの回数券を出しましょうだとかね、無料パス出しましょうとかいろいろな方法があ

ると思うのですけれども、そこの具体策まではちょっと無理なのでしょうと。あくまでも議会

としては、福祉バスは廃止はしてほしくないと。受益者負担しながらでも何とか残す。そこの

中で軽減措置もぜひ考えてほしいと。その程度の提言しかできないのではないかなと思うので

すけども。それ以上はぜひ、議会からこういう提言をさせていただいて、もし、役場側で検討

していただけるものでしたら、具体的にこういうようなものはいかがでしょうかと出していた

だけるような形を取るしかないのではないかなと思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） 同趣旨の発言ですね。ほかございませんか。 

山本委員どうですか。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今、西田委員がおっしゃられたようにね、ここで金額決めるといって

もね、これはトータル的な財政再建の中でどのぐらい出してみてどうなのだというのは、ここ

でやるといったってなかなか、やはり難しいことですのでね。おおむね議会としては、やはり

全有料化すべきではないかという意見が大方を占めていたわけですから、テーマとして上げる

ことは可能かなと思うのですよね。その程度ではないでしょうかね。例えば先ほど午前中にプ
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ールの説明あったのですけども、冬期閉館はせずに通年やると。それで今後、受益者負担の観

点でね、今まで取っていないところからの料金の値上げですとか減免措置をこれから考えてい

くというお話ですのでね。この辺に関しては、それでは 100 円がいいとか 200 円がいいとか、

ここで決める話ではないと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ちょっと違うかなと思うのだけどね。我々が議会としてそうやって言

っていくのであれば、全有料化ということでいいですよという言い方にしかならないわけです

よね。だから、その中で金額を決めるということではなくて、何かそこのところで注意しなけ

ればならないこと、こうしてほしいということを具体的に出しておかないと町側だって考えよ

うがないわけですよね。何とか配慮してほしいでは、一定の収入の中で考えているわけですか

ら、それを条件をつけて考えましょうかなんていうことにはならないだろうと思うのですよ。

その条件というのは、我々が考えなければならないのかなという気はするのですよね。決して、

ここで金額を決めようということではないと思うのですけどね。 

○委員長（及川 保君） いや、皆さん、そうやっておっしゃっているのです。 

○委員（斎藤征信君） それであれば、それでいいのですけど。それなしに、ただバスを存続

させるために有料化、これはいいですよと。これが大勢ですよということになってしまえば、

全員そのまま上がってしまうということが定着してしまうわけですよね。その辺を心配するの

ですけどね。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私はね、先ほどどうですかと当てられたので答えたのですけども。具

体案を持っていないから、そういう言い方に私はなっただけの話で、具体案を持っている方は

ぜひね、この場でどんどん出していただきたいのですよ、逆に。そのための会議ですよね。具

体案を持っている方がいらっしゃれば、どんどん出していただけばよろしいのではないですか。

こういうところは守らなければだめだとかね。そういう具体的に意見をお持ちの方はどんどん

出していただいていいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 前回の委員会で清風から、例として 300 円くらいはどうなのかとい

う具体案も出ているわけですよね。だから、そういった具体案が出してもらえるのなら、本当

に助かるのですよね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、清風と言ったからもう一回。私は先日もみんな議論しているから

ね、あれなのだけど。今、バスはね、やっぱり存続をすべきだと。しかしながら、負担はすべ

きだと。ここまではいいのですよ。私が 300 円と言ったのはですね、今、200 円なのですね、

往復。１回 100 円だから。だから、300 円といったって 100 円上がるだけだと。 

 それからもう一つは、虎杖浜・竹浦の方と北吉原の方と白老の方、距離は違うけども同じだ

よな、今ね。払う 100 円は同じでしょう。だから、この辺は今、議会で決めることはね、存続

をすべきだと。それから公平に料金を取るべきだと。それであとは、町側がどういう料金を取
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るのか。これは町側が決めることであって、議会がこう取れと言ったからといったって取るわ

けではないのだから。その辺はやっぱり、そういう幅を持たせて町に対案を示したほうがいい

のではないですか。ここで何ぼ取るということにはならないのですよ。だから、町がその段階

をきちんと。もう十数年やっているわけだから、それを踏まえて、今の財政事情、それから乗

車している、利用している方々の状況を一番よく知っているのは町側ですから。ここで決めら

れないと思うのだよな、何百円にするなんていうことは。町が決めることなのだもの。対案と

しては取るべきだと。全員から取るべきだと私は言っているのですよ。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員は、数字は入れなくもいいと、入れるべきではないと、こ

ういう考えでよろしいのですよね。心配な部分があるということだと思うのですね。単に有料

化にすべきだというだけではちょっとまずいと。そのほか皆様、おっしゃっていますよね。き

ちんと議会としての意見を入れていこうと、そこにはね。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) この福祉バスに関しては、改革プログラムの中では町民サービスに伴う

事務事業ですよね。福祉バスの料金の改定については、利用者に配慮し現行のままと。以後は、

継続検討ということですよね。ただ、議会側としてプラスになる項目として何か出すというふ

うになったときに、プラス項目の中に入っていますよね。ですから、今までいろいろな意見が

出ていますけれども、議会としてやっぱり、前に松田委員から出たと思うのですけど、バスを

道南バスを使っているということが、山本委員からそれがちょっと民間の事業者さんがやると

いうことは問題があるかもしれないという話も出ていましたけど。これを再度きちんとね、

1,900 万円かかっている金額が妥当かどうかということをきちんとまず検討してもらうという

こと。それが一点だと思うのですよ。 

 そして、民間でもっと安くできるような、今、燃料上がっているからちょっとわからないで

すけども、そういった可能性があるのか。どこかで拾えるのかというか、使えるのか。その辺

をまず検討してもらって、その金額が差ができると、料金の幅に少し影響していけるのではな

いかというふうに思うのですね。それの一点と。 

 それから先ほど言ったように継続すべきということと、それから弱者に配慮をするという、

議会としてはそれぐらいではないかというふうに思うのですけどね。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員ね。今、前段のほうで出た、民間、道南バス以外のという

意味ですよね。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 民間移譲も含めて、道南バスでなければだめなのかどうか。今後ね。白

老町にもいろいろなバスを持っている業者もいますのでね。ただ、山本委員からね、料金を取

るということでどうなのかということがあって。最初は道南バスでなければだめだということ

だったのですけど、規制緩和されたのだけど、また、料金を取るということに何かまた規制が

あるのかもしれない。前は無料でしたからね。料金を取るということで規制があるのであれば、

そういったものを積み上げて、絶対やっぱり道南バス以外はだめなのかどうなのかという検討

をまず一つね、していただくということで経費が削減できるのであれば、それも一つの手法だ
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と思うのですよ。そういうふうな思いで、今さっき出た意見も検討してもらう。私たちが今、

検討できないですからね。わからないですからね。材料もないですしね。そういう検討もやっ

ぱりしてもらうべきではないかというふうに思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） こういうご意見も出ています。要は、例えばほかの民間を使うとな

ると、当然、無料でやらないとできないことになりますからね。ただね、あまり幅を広げてし

まうと。無料で町内の業者の方を使えないものなのかというものまで含めてしまうと、かなり

幅が広くなってしまうなというふうな思いはあるのですが。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 無料化へしなさいということを言っているのではありません。お金を取

っていても、普通の一般の料金、料金を取るだけでもそれがだめなのかどうなのかわからない

のですね、私。わかりますか。それをちゃんと検討して調べてもらってくださいということを

言っているのです。検討してもらってくださいということを言っているのです。だって、わか

らないですから私たち結論出せない。きっと、そうではないかと山本委員から出ましたけど、

本当にだめなのかどうなのか。本当にもっと安くできるところ、白老でなくても、ほかの安く

できるところがないのかどうなのか。入札でやっているかどうか、私はわからないですけど、

そういったことももうちょっと検討して安くできるところがないかどうか。料金を取ることで、

やっぱり道南バスしかだめなのかどうなのか。その辺は一つね、明確にならないと私たちはわ

からないですから、その検討もやっぱりしてもらって、だめであれば、料金のほうで。もし、

それが通れば、料金の改定ももう少し幅をいろいろつけられるのかもしれませんからね。その

辺の検討をして、バスを継続して使えるようにするということが前提ですから。それでもし、

安くやれるところがあれば、すごいいいことだと思うしね。その上で料金が安いところでやっ

てもらえれば、もうちょっと料金を考えてもできるのではないかというふうに思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） トータルの料金としてね。町が今かかっている料金のね。 

山本浩平委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 今の件なのですけども。この前も若干ちょっとお話しました。もうち

ょっと詳しくお話させていただこうと思います。 

 当時ですね、ちょうど見野町長の最後の年ぐらいのときだったと思うのですよ。非常にいろ

いろな町民の方からね、何でよそのバス事業者がやっているのだと。そうではなくて地元に、

いわゆる貨物ではなくてね、人を乗せて走っている業者というのは限られているのだから、そ

の町内の業者、おたくは何で積極的にそれをやらないのだとさんざん言われたのですね。それ

で、陸運局にも何度も足を運び、担当課の福祉課、当時、小泉さんが課長で、その下に鈴木淳

二さんがいらっしゃったのですね。何度も折衝したのですよ。その中で一つ方法は、実はあっ

たのですね。お金を 100 円とか取るのではなくて、いわゆる定期券にしてしまうとまた同じこ

となのでね、定期券的なもの、いわゆるパスみたいなですね、そのやり方はいろいろあるよう

なのですけども、そのような方法を取れば、いわゆる福祉バスの限定貸し切りという形で大丈

夫だという話は、実はあったのですよ。しかしながら、町のほうでもう既に 100 円を取ってや
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るというようなことで決定、施行はされていないけども決定しているから、それを今さら覆す

ことは山本さん、それはもうできないのだと。こういうお話だったのですよ。ということはも

う道南バスと随分細かいところまでもう既に詰めていた段階だったものですから。結果的に言

いますとね、動き出すのも遅かったのかなとは思いますけれども。ただ、それまでは、いわゆ

る規制緩和のちょっと前でしたからね。観光の貸し切りも、限定の貸し切りも非常にハードル

も高かったのですよ、昔は。たまたま規制緩和になってハードルが低くなった時点においては、

もう既に路線バス化、路線バスということで決まっていたものですからね。それで、白老観光

バスさんにしても、白老交通にしてもね、路線バスになるともうハードルが全然高くて手を出

せない状況と。こういうことでございます。ですから、今、吉田委員が言われた内容は、今後、

料金を取らないでほかの方法で徴収をするようなことを考えるようなことであればね、白老の

業者が、白老観光バスさんもありますからね、参入できなくはない部分もあるとは思います。

ただ、もう何年か経過していますから、法律がまたいろいろ変わっている可能性もあるのでね、

その辺も含めて精査していかないと非常に難しいかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） そうですね。もう既にその時点からかなり年月も経ていますしね、

どういう状況になっているかというのは、吉田委員の率直な疑問だということもありますしね、

そのことも十分この意見の中にきちんと入れて対応するということでよろしいですか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。根本はね、一番最初に出た意見が根本だと思うので

す。それで一つは、今、山本委員言われたように、例えば町の 1,900 万円だけしかもらわない

で、町民から取らないで運行するというところがあれば運行できるということなのですよ。こ

れははっきりしているのですよ。それは、そういうふうに私も聞いています。ですから、1,900

万だか何ぼかは忘れたけども、町が出している補助金だけで町民の皆さんから一銭もお金は取

りませんよということで、補助金だけで今と同じような運行ができるのであれば、それはする

ことができるのですよ。もちろん今、燃料上がっているとちょっと逆条件が出てしまったから、

それがなかなか声を大きくできないのだけれども。そういう可能性はあるということは、これ

はもう聞きましたから。そういうことはあるということが一つ。これは、誰も損しないで、町

民も恩恵をこうむると。 

 もう一つはね、これは個人的な意見なのだけど、循環バスのあれを組むときに町立病院を中

心に組むと。もちろん、白老の場合はいきいき４・６の風呂のこともありますから、そういう

ことは十分承知していますよ。承知していますけれども、私はやっぱり今の町立病院の状況だ

とかを考えたらね、町立病院をメインにスケジュールというか、行程表というのを組むのが私

はいいのではないかなと。だから、それに基づいて矛盾を全部解決していくような形ね。当然、

買い物もいいでしょう。お風呂もいいと思います。ただ、全町民の対象ということであれば、

弱者中心というのはもちろんなのだけれども、やっぱり病院を中心に組めるのであればね、オ

ンリーとは言いませんから、病院中心に組めるようなことを考えてはいかがかと思うのですけ

れどもどうでしょうか。 
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○委員長（及川 保君） こういう意見も出ました。いかがでしょうか。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 前に議論したとき、私も病院に通っている方が多いということで、公立

病院としてはサービスでバスを巡回できないということがありますのでね、前提に。町立病院

のやっぱり受診率を上げるためにはバスは最大限必要なものだと思いますので、それは私も考

慮すべきだと思っています。 

○委員長（及川 保君） 限定してすれとは言わないけども、町立病院を中心にしたらどうだ

と、こういうご意見だと思います。これは当然、町立病院の運営にも大きく、実は宣伝できな

いと言いますかね、公立病院だということで非常に厳しい部分があるものですからね。せっか

くの福祉バスを病院にもきちんと絡めて対応したらどうだと、こういうご意見だと思います。

これは皆さん、あまり異論はないでしょうね。どうですか。 

〔「異論ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ここはよろしいですよね。大体、要約できるかね。要約というか意

見としてきちんと。まとめられるかな、かなり幅広くなりそうなのだけど。いずれにしても有

料化についてはよろしいですか。無料化も考慮するということも一つ入れなければならないか

どうかなと思うのだけども、全体の経費を考えたときにね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 有料化というのは、今も有料化でしょう。入れるとか入れないの問題

ではないのではないですか。有料化なのだから今も。私が言っているのは、公平に取るために

みんなから取ったらどうだと私は提案したのですよ、全員から。その中で差をつけるのは、役

場の、町側の考え方でしょうと言っているのだよ。 

○委員長（及川 保君） そうですね。それで今、皆さんが出された町立病院も含めてね、き

ちんと提言していくということでよろしいでしょうか。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 全員から取るべきだということは、弱者とか金額の差はつけるけれども、

無料の人はいなくなるのだよという意味にとっていいのですか。 

○委員（松田謙吾君） 私は無料であるべきではないと思う。みんなから取るべきだと。 

○委員(吉田和子君) みんなから取るべきだと。使う人みんなから取るべき。 

○委員（松田謙吾君） 特定の人しか乗っていないのだから、あのバスに。それから、これか

らはね、ガソリンがこれだけ上がってくる、生活も様々な値上げで苦しくなってくる。あのバ

スを利用する人はもっとふえますよ。私も、きのうも北吉原の太平洋団地の３軒に行ってきた

のだ、このバスの問題で。どう思うと。「松田さん、500 円でもいい。」と。「なくさないでくれ。」

と。「金なんか取るのは当たり前だ。」と。「ただのほうがおかしい。」と言っています、みんな。

これは切実な問題なのだ。その辺で川沿で乗るとね、その人方と全然考え方は違うのですよ。

緑泉郷は４キロかかるのです、国道まで出るのに。そこに行きようがないのですよ。だから、

私は最初から言っているのは、金の問題ではないなというのはそのことを言ったの。交通便の

問題なのだ。交通手段の問題なのだ。だから、交通手段のいい所、この方々の考え方と、本当
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にこのバスのできた原点の人の考え方と違うのははっきりしているのだ。だから、差のつけよ

うも、虎杖浜と竹浦と萩野の差をつけるのも一つだし、いろいろな方法あると思うのよ。差の

つけ方というのは。それは我々が考えることではないと言っているの、さっきから。それは町

が考えることだと。 

○委員長（及川 保君） これは清風の意見でございます。今言われたように、川沿とかそう

いう方々とは距離的に全然違うのですね。元々の原点に返りなさいということなのですね、清

風が言っているのは。そのための福祉バスですよと。なかなか虎杖浜から、竹浦から、萩野か

らとなるとね、大変な経費がかかると、交通手段がないと、こういう状況というのを福祉バス

だと。原点に返りなさいと、こういうことなのですね。 

 福祉バスについてはこの程度ですか、意見としては。 

 それでは、次に移りたいと思います。有料ごみ袋の値下げ。どちらからでもいいのですけど

も、あと４点この中に残されております。ほとんどまだ議論が深まっていない状況であります

ので、ここでのご意見を。どこでもいいです。有料ごみ袋の値下げについては。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 前回からもちょっと何回か、僕、話していると思うのですけども。ま

ず、今の環境センターのあり方、それに伴う振興公社の役割、そういったものが仕事量の減少

なのか、ふえるのか。僕は減少すると思っていますからね。それから、今、燃えるごみについ

ては有料ごみでつくらせていますよね、80 円のお金を取って。あれは一般の透明の袋にすれば

ね、もっともっと安く済むと思うのですよ。今のつくらせているごみ袋というのはすごく破け

やすくてね、登別のクリンクルセンターに持って行って、上からぼんと落として割れやすくす

るようにつくられたごみ袋ですからね。そういったものを考えたときに、今これだけ町民の分

別作業が進んできてね、本当に町民の努力がある程度生かされるような施設ができようとして

いるときにね、やっぱりそこに、努力に対しての負担減があっていいのではないのかなと僕は

思っています。これは常日頃から思っていますけども、80 円がいいか悪いかは別にして、例え

ば今までの 80 円が 70 円になるのか、60 円にするためには、それでは、どれぐらいの費用が必

要なのかという話も出てきますけどもね。その辺については、それこそ今後の、前にも言いま

したけども、環境センターの今後の運営方法だとか、それからまだまだ不明確な部分出てきま

すよね。ごみ燃料化施設の、バイオマスの施設の部分の運営の管理の仕方にしたって、何にし

たって、まだまだ不明確な部分が出てきていると僕は思っていますからね。これがある程度集

約された中で、例えば 10 円でも 20 円でも町民に還元できれば、私はすごくいいことだなと思

います。これは、誰に対してどのぐらい安くなるだとか。誰に対してどのぐらい高くなるとか

という問題ではなくて、町民が日頃出すごみの袋に対してですからね、公平に僕は皆さんに還

元できる一つの一番いいあれではないのかなと思っています。そのためには、これからの環境

センター、それからバイオマス燃料化施設の運営方法、または運営主体も含めてね、しっかり

とした方向性を出してもらった中で考えられる話なのかなと。 

○委員長（及川 保君） 全町民がごみについては還元できるだろうと、こういう考え方です。 
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７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。ごみ袋の値段を下げられれば、下げるにこしたこと

はないと思います。しかしですね、今まだバイオマスをやって、その値段も定まらない。来年

の４月からバイオマスを実施するということでございますから、その経過を見ないとね、わか

らないのではないかと私は思うのです。今、バイオマスについてだって、例えば日本製紙から

いただく蒸気の値段でさえもまだ決まっていないよと。まだまだ決まっていないものがいっぱ

いありますよね。そんな状況で果たして、私だってバイオマスについては費用が軽減されると

いうことでもちろん賛成しているのだけど、それは明らかなのだけどね。だけども、その状況

が正確にわからないうちに、これを例えば安くしたよと。それで、万が一ですよ、これが逆に

負担になったときには大変なことになるわけだけども。そうならないとは信じてはいるけども、

ただ、価格が全然決まっていない中でこれをすべきかなというのが疑問なのですよね。私はそ

う思っている。だから、いわば、時期尚早でないかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） それではですね、このバイオマスの事業に関しては、財政改革プログ

ラム案の中に示されていないと玉井委員は言われるのかね。この中に私は入っていると聞いた

から、今回のこういった案も出しているのです。だから、バイオマスの燃料化施設については

まだまだ不明確なことはあるけども、ある程度一定の効果額を見込んだ形の中でこの財政改革

プログラムに盛り込んでいるのですよ。そうであれば、そこら辺の議論はしても僕は間違いで

はないのではないのかなと思っています。物件費だけなのかもわからないけどもね。この間、

副町長が来たときに、話をしたときに、その辺の話は全然明確にされていませんでしたからね。

だから、僕はそこは入っていると思って聞いていましたから。 

○委員長（及川 保君） ほかの委員。ございませんか。斎藤委員いかがですか。ございませ

んか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 氏家委員は以前からそういう主張をされているわけです。ただ、この

間、副町長来られたときも、そういうことが明確になった段階で考えたほうがいいのではない

かというようなニュアンスで私は受け止めておりました。ですから、今回ここで具体的に、例

えばごみ袋の問題を町民に、例えば今 80 円のものを下げますよというふうにはちょっとなりづ

らいのかなという印象を持っています。当然、あの中で主張されているのは、振興公社が今、

向こうでやっている仕事が少なくなって、そこで人件費が減れば、そういうものをそこに還元

すべきではないかという主張でしたのでね、そのことが現段階としてはまだ明らかになってい

ないと。バイオマス全体で８億円というのは出ているわけです、15 年間でね。そういう計画の

もとに数字も全部出ていますから。当然この中にも 10 年間の中に、もし、バイオマスをやらな

ければ最終処分場をつくらなければいけません。11 億は、これはもうかかりますから、この 10

年間の中に入っているわけですから。ですから、それをやらなくてもいいというのは、バイオ

マスをやるからやらなくてもいいわけですよ。25 年ぐらいからやらなければだめなはずだけど
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ね、確か。だから、そういうふうに見れば、この問題について言えば、当然こういう厳しい負

担を行うときに町民の皆さんにやっぱりよかったなと思ってもらうことは一つや二つ必要だと

いうのはよくわかります。ただ、今回、具体的に盛る、具体的にそのことを明記するというの

はなかなか大変かと。全く財源を別に考えて、そういう中で考えたほうがいいというのであれ

ば、それは考えられるかもしれませんけれども、根拠をもとにしてやるとしたら、根拠でなく

ても構わないけども、そこはちょっとそうならないかなという気がしています。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、大渕委員の言っているとおりだと思っていますよ。環境センタ

ーの今、振興公社がやっていることと、今後例えば、いや、わからないですよ、運営主体がど

うなるかわからないわけですからね。ただ、今やっている技術、または経験なんていうのは、

今回の例えばバイオマスの燃料化施設でも生かされることでしょう。もし、それが一本化され

た形の中でもって、例えば一つの形になればね、僕はもっともっと効率のいい運営ができるの

ではないかと思っています。それ一本だけではないのですよ。運営主体については今までいろ

いろなことも考えているのですけども。ただ、そういう形の中では今言われたとおりにね、い

ろいろな形の中で少しでも町民に還元できるものがあるのであれば、こういったところが町民

全体にわたって還元される話ではないのかなと。ですから、特別委員会としても中間報告で出

さなければならないわけですから、何とかそういったことを考えられないかということで一回

ぶつける、一つのやり方としては、僕はやってみるべきではないかなと。今までは絶対できな

いと言っていたのですよ、このごみ袋に関してはね。いや、無理だと。ごみの有料化が始まっ

た原点から考えてもね、なかなか難しいということは言われていたのですよ。ただ、80 円の妥

当性というのは、僕はよくわかりません。ですからその辺についてね、もう一度やっぱり町に

対してぶつけてみる一つのいいきっかけだなと私は思っていますので。私の考え方はそうです。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。山本委員どうですか。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ちょっと検討中でございます。 

○委員長（及川 保君） 松田委員どうですか。ごみ袋については。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） もう少しね、やっぱりバイオマスが軌道に乗ってから考えるべきでは

ないかなと思うね。 

 それよりももっと考えなければならないのは、委託料。今、登別へ運んでいる委託料。あれ

が今度近くになるわけですから、あの辺の委託料をもっと下げるべきだと思うのだ。登別へ運

ぶものが今度白老になるのですから。そちらのほうを先に検討をして、その後にね、やっぱり

14 億も税金をかけてやるわけですから、うまくいったって、その分やっぱり還元をするという

のは、その後にやっぱりきちんと考えるべきところは私はあると思いますよ。でも、まだ、今、

バイオマスがきちんと軌道に乗って、それから委託料、ごみ運搬の委託料をもう一回きちんと

検討、見直して、その後にやるべきではないかなと思うのだけど。私の考えです。 

○委員長（及川 保君） 具体的な委託料までの話が今、出ましたね。ちょっと時期尚早かな

という話であります。非常に町民にね、全町民に多分、全世帯といいますかね。そうですよね。
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満遍なく還元できるという意味では非常に有効な。これは福祉バスとは違う部分ですね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） もう一回言っておくけど。私の娘はこの間、千歳に引っ越したのだよ

ね。そうしたらね、６歳までの学校に行っていない子ども一人、家庭にごみ袋 100 枚１年間く

れるそうだ。千歳市はね。びっくりしていた。子どものいる人に 100 枚なのだって。100 枚と

いうか、１年分というかね、無料配布するのだというから、そんな方法も考えたほうがいいの

ではないのかなと。いい方法かなと。 

○委員長（及川 保君） そういう参考意見もありました。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、ごみ袋の値下げというのはですね、将来的な問題ではあるけれ

ども、あえてここでは取り下げてほしくないなと。たとえ少数意見であろうとも、将来的には

こういうことも検討してほしいと、そういうことを付け加えて入れてほしいと。 

○委員長（及川 保君） ただ、時期尚早と言っている方も、この部分については皆さん、こ

れはおかしいぞという話ではないですよね、多分。もし、そういう意見でありましたら。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 精神的にはね、これは賛成なのですね。と申しますのは、これから白

老町は財政厳しいということでね、税金も税率もいろいろアップする部分も出てきますし。そ

れでは、ほかのまちと比べてどうかというとね、ごみ有料化していないところのほうが多いわ

けですよね。札幌あたりなんていうのは選別もしていませんからね。どんなごみ袋でも、どん

なもの入れてもいいような状況ですから。そういう都会から白老に何か縁があって住んでいる

人たちにしてみたら、非常に驚く内容なわけですよ。ですから、やはり住みやすいね、白老っ

て本当に緑も自然もあって住みやすい所だけれども、実際にこれから税金上がったり、よそで

は取っていないものも取っているわけですからね、やっぱりどこかで還元するべきところとい

うのは、私も基本的には必ずないと住みよいまちではないようなね、そういうイメージが町民

の中に沸いてくる、そういうことも懸念されます。 

 それともう一つはですね、やはりごみを有料化することによって実際に不法投棄もふえてい

るのも事実なのですよ。そういう観点から考えてもですね、今すぐどうのこうのというのでは

なくてね、これはやはりね、西田委員がおっしゃるように、決して取り下げないで残しておい

ていただきたいテーマなのだと、このように考えます。 

○委員長（及川 保君） わかりました。きちんと固まった時点でその辺のことをきちんと考

慮しなさいという形の中でこの部分については対応していったらいかがでしょうか。よろしい

ですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

それでは、公共施設の耐震化対策ですね。この厳しい財政の状況の中ですから、これを町に

率先してやりなさいということも非常に厳しい状況ではあります。ところが最近、特にまたク

ローズアップされてきているのは、どこの市町村もやっぱり財政面で非常に遅れていると、大
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変な状況なのですね。議会としても責任ある対応をきちんと町に示すとなれば、やっぱりここ

も避けて通れないということなのでしょうね。このあたりはいかがでしょうか。 

８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。大変重要な問題であるというふうには思っています。先日

の新聞にね、文科省で１町村に１校耐震の無料診断をしてくれるような記事が載っていたよう

な気がするのですけどね、そんな程度ではちょっと間に合わないような気がするのですよね。

ですから、やはり早く診断を出してですね、やはり順次、お金はないのはわかりますけどね、

これもやはりちゃんと計画的に順番に補強工事なり何なりをしていかなければならないなと思

っておりますので、これはやはり、このような形で項目に載せるべきだなとこのように思って

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） 新聞等でも出ていましたけども、国のほうもですね、補助金を多少見

直してですね、前以上に出しますよという方向性が出ているようですので、この前の定例会の

質問のときにもですね、優先度調査をやった結果を踏まえて、プロジェクトチームというか、

そういったものをつくって今後検討していきたいという町側のお話でしたのでね、ぜひ、無理

のない範囲でという言い方がいいのかどうかわかりませんけども、進めていただきたいなと。

優先度調査と耐震化調査というのは全然金額が違うらしいのですね。本格的な耐震化調査とい

ったら、相当莫大にかかると。そして、建設コストも莫大にかかる。これは今の財政の中で非

常に難しい部分もあるかもしれませんけども、やはり子どもたちの安心、安全というのは最優

先で進めていただきたいところがありますのでね、項目としては載せておいていただきたい項

目かなというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。これは、僕は絶対に必要なことだと思っています。

本当に早急に手を打っていかなければいけないことだと思っていますけど、やっぱり財政的な

部分もあります。今回、統廃合の問題がありますよね。中学校の統廃合、または小学校の統廃

合、保育園もそうでしょうけどもね。僕は早急にやっぱりね、こういったことをしっかり進め

ていかないとね。例えば統廃合しようと思ってね、この１、２年の中で統廃合しようと言った

ところに、診断はもう終わっているのですか、これからの補強だとか何とかということを考え

ないで、例えば統廃合したところにやっぱり集中的にそういう形の中でかけていくことが僕は

大事なことだと思います。財政的な部分を考えてもね。確かに今、教育委員会の中では、そう

いった部分ではいろいろ統廃合に向けた説明会を受けてね、今後の取り組み方を進めていこう

としているのでしょうけども、やはり、そういったところを着実に進めていきながら、そして、

学校の補強の問題だとかね、耐震化に向けた取り組みも本当に着実にやっていかなければなら

ない。これだけ今、日本中がこういった大きな地震に見舞われたり、日本だけではなくてアジ

ア、世界的にですよね、そういった問題で子どもたちが何人も亡くなっているというああいう

姿を見ればですね、やっぱり白老だけが特別ではないのですから。そのためにもやっぱりそう
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いったしっかりとした枠組み、仕組みの中で子どもたちを守っていくということは、僕は大変

必要なことだと思いますのでね。その辺はやっぱり今、進められている統廃合の問題も早急に

方向性をつけて実施していくべきだなと。その中での耐震化をしっかり取り組んでもらいたい

なと思います。 

○委員長（及川 保君） 耐震化について、斎藤委員、どのようにお考えでしょうか。大渕委

員でもよろしいです。皆さんのおっしゃるとおりでよろしいでしょうか。大勢は、この財政難、

非常に厳しい状況にはあるが、やっぱり子どもたちの生命が第一だと。学校ばかりではないで

すけどもね。ただ、地震の状況を見ると、やっぱり弱いというか、子どもが大変大きな被害を

受けておるということを、今、事例として出されたわけですけども。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 私も必要だと思っていますけど、学校、各公共施設の状況をすべてわか

っていますか。私はわからないです。どこが危険か。病院とかは危ないだろうなとか、そんな

漠然としたものなのですよね。消防もね、地震あったら一番先につぶれてどうするのだという

議論はありましたけど。白老町にある公共施設という建物がどういうふうになっているのかと

いう状況をきちんと知っておくべきかなと。町民からもそういう不安来ますからね。学校だっ

て、そういう前提があれば、統廃合ももっと早く進めるべきだとか、いろいろなことが出てく

ると思うのですね。そういった部分では白老町にある公共施設の調べていない所、調べなけれ

ばならない所、どういう状況なのかをちょっと後で教えてもらえるとありがたいですね。 

○委員長（及川 保君） その部分があって清風としては、公共施設というふうにしておるの

ですね。というのは、白老町が持つ施設全般のことを言っているのですね。大渕委員もよろし

いですという考え方でございますので、この部分は財政の部分も入れましてね、進めるべきだ

ということで進めたいと思います。 

 それでは４番目になります。町立病院の人工透析科の設置ですね。町民の通院バスの負担、

患者に非常に大きな負担がかかっているという。それも含めた中の実は意見でございます。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  人工透析科の設置に関しては、病院を改築するということが前提にな

ってくるのではないかと思うのですね。ですから、それをしなかったら人工透析科の設備はで

きないはずなのです。今の町立病院の中では、確かね。ですから、そのことと絡み合わせなが

らやっていかなければいけないでしょうし、もちろん赤字がふえていくようでは困りますので

ね、患者さん方が、私、この間言ったように、合併症の関係で皆さんがかかるかどうかという

ことも前提にありますので、そういった調査もしなければならないというふうに思いますので

ね、議会として設置はあるべきだというふうには思っていますし、行政側もそれは考えている

ことでありますのでね。 

○委員長（及川 保君） 病院の状況がきちんと固まった時点ですべきということで。 

○委員(吉田和子君) 病院運営の中でこれが必要であろうと。ただし、改築ということが前提

にあるということになるのではないかと思うのですけどね。 
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○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 一点お尋ねしたいのですけども。参考までにですよ。町民でこの人工

透析を行っている人数というかな、人口、どのぐらいいらっしゃるのですかね。 

○委員長（及川 保君） 37 人とか、36 人とか、そんな話でしたね。 

○委員（山本浩平君） 35、６名。やはり 35、６名、人数的にはそんなものなのかなと。少な

いなと思いますけれども、やはり、そのために設置することの機械ですとか、あるいは、どう

いうものなのですかね、担当医師もいなければならないわけですよね。 

○委員長（及川 保君） 医師も多分、必要になってくるのですね。 

○委員（山本浩平君） その辺についてはちょっと、まだ私も何とも言えないので、意見とし

てはちょっとあれなのですけども。やはり、そういうところも踏まえて、最終的には検討され

ることかなというふうに思うのですね。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。玉井委員いかがでしょうか。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。それはもちろんね、新設ができるなら、それにこし

たことはないし、もちろん今、吉田委員言われたように、病院新築しなければ本当にスペース

的には無理だからね、できないと。それで、36 人いれば、いればって、もっといれということ

ではないのだけど。少ないにこしたことはないのだけどもね。これもやはり、ある程度はそこ

そこにペイするかということも聞いてはおります。ですから、このことはもちろん命にかかわ

ることだからあるにこしたことはないなと。ただ、今、現状としては無理なのでしょうから、

果たして別に科をつくってね、別な施設でやるということにもならないだろうから、この辺が

難しいかなと思いますけどもね。あるにこしたことがないのは、はっきりしています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、何かご意見があれば。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。最近の新聞を見ると、苫小牧でも人工透析を開設している

病院が２つぐらいあるのですよね。医院というかね。それで私、友人に聞いたらですね、やり

方によっては採算合うことなのですよ。ですから、今言った、病院の現状を考えればね、どう

なのかはわかりませんけども、将来、改築を含めた中で経営の採算性もあわせて検討して、そ

ういう方向性に議会が求めているよということら辺は、私はいいのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、この問題についてはね、町立病院の今後の例えば運営だとかね、

方向性、そういったものの中でしっかり考えていかなければいけない問題なのではないかなと

思っています。私もあればですね、人工透析されている方々にとってはすごく朗報だと思いま

す。でも、先ほど吉田委員が言われたとおりね、合併症に例えばなったときに、いろいろな専

門というか、総合的な医療が必要になってくる場合が出てきますよね。それでは、そこまで町

立病院で抱えるのかという話になったときに、やっぱり、そういった設備まですべて整えてい

かなければね、例えば人工透析の問題、機械の設置だとか、医師の確保だとかという問題は解

決しないように僕は思っています。白老町がこのまちとしてね、どういった医療を求めていく

のかということをちゃんと前提に考えないとね。あれもこれも、これもと段々大きくなってい
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くようなスタイルになってしまうと、僕はまた元に戻ってしまうような気がしてならないので

す。ですからこれは、今後のやっぱり白老町立病院の方向性、あり方、役割、そういったもの

をやっぱりこれから議論していく中で考えられる話ではないかなと私はそう思っています。 

○委員長（及川 保君） ほか特にございませんか。いずれにしても、必要性としては多分否

定はしていないと思うのですね。今後の病院の改築という大きな部分が残っておりましてね、

それを絡めての議論ということでよろしいでしょうか。松田委員よろしいでしょうか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私がこれをお話したのはね、大体 500 万かかっているのですよね。１

年間 500 万くらいかかっていると思う。それから、バスも１台何年かおきに買わなければなら

ない。それで、このままずっとね、もう 10 何年になるのですけども、これからもずっと永久に

これだけのお金をかけてやっていく方針なのかと。この方向でいいのかと。 

 それからこの人工透析は、もとはね、白老の健康保険の中でものすごく大きく占めていたの

ですよね。一人 1,500 万ぐらい年間かかっていた人も何人かいたし。ところが今は随分安くな

ってね、今はどのくらいか、私も調べていないのですが、随分安くなったそうですよ。それで、

私が言ったのは、このままずっとね、あの送り迎えでいいのかと。500 万ぐらいずつ、10 年か

ければ 5,000 万かかる。20 年かかれば、１億かかるわけですよね。こういう方向でいいのかと。

ですから、町立病院が存続していく方向性が決まればね、そのことを検討してはどうかという

意見だったのです。 

○委員長（及川 保君） 同じ経費がかかると。かかっても、その部分でまた削減されて、さ

らに町民、患者の皆さんに負担がかからないということであれば、そのほうが一番いいのだろ

うという考えでの提案でありますのでね。それは皆さん否定していないということで、この部

分はそういう形でやりなさいとこういうことではなくて、こうすべきだという議会の方向を示

すということでいかがでしょうか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、この部分での最後になります。高齢者大学の自主運営に

ついてでございます。 

１番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） これは特に自主運営をここでするのか、しないのかという、そういう

議論なのか。町のほうから、例えばそういう検討事項が上がってきてね、それで議論するのか

どうかという、その辺ちょっとよくわからないのですけど。 

○委員長（及川 保君） 町も今そういう検討は課題としては残していますよね。 

○委員（本間広朗君） はい、していると思うので。そうではないと、ここで自主運営にした

ほうがいいとかってなるのかどうか、ちょっと僕わからないのですけど、皆さんに聞きたいと

思うのですが。 

○委員長（及川保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 高齢者大学の自主運営というのはね、要するに高齢者大学に入ってい
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る生徒の中には校長先生や最高学歴出た方がたくさんいるので、別に町で雇ってですね、その

方に指導を受けなくても、その人方でもって自分たちでそういうことができないかということ

だと思うのですよ。そうすることによってね、今まで講師としていた人方に生の報酬あげてい

たのが、要するにいらないだろうと。少しでも財政のあれになる気がするのではないかという

ことで、これは出た意見だと思いますけどもね。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） これは前にも私、言っているのですけどもね。今、近藤委員が言われ

たとおりなのです。この高齢者大学の果たす役割はものすごい大きいものがあります。高齢者

の連携やら、それから学識や意識、様々な高揚、それから健康の増進。それからあの学校がま

ちに様々な意見を申し上げている。こういうことを考えるとものすごい大きいものがある。し

かしながらね、あそこに行っている人方は健全な人ばかりなのです。それから今言われたとお

りの方々。ですから、自主運営というのは、今、確か 600 万ぐらいかかっていると思うのだけ

ども、まず自分たちで今後も自主運営して続けていただきたいものだと。それで今、財政もこ

う厳しいし、600 万が 300 万になるか、100 万になるかわかりませんが、できるだけ自主運営で

きればなという考えで申し述べたのです。もう機は熟していますよ。ずっと何年もやって。 

○委員長（及川 保君） そうですよね。今やるしかないという。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 町民サービスに伴う事務事業でね、自主運営に向けて、今、内部検討中

というのですから。 

○委員長（及川 保君） いや。だから議会も。多分、検討中ですから検討はしているとは思

うのですけどね。 

○委員(吉田和子君) だから、それをやるべしでいいのではないですか。あと何がありますか。 

○委員長（及川 保君） いや。議会としてもそれで。町はもう既にこのプログラムの中で検

討しているわけですから、議会としても改めて、それをきちんとやりなさいという方向で。 

 本間委員、さっきの質問の趣旨はどういう趣旨だっけ。理解しましたか。わかりました。そ

ういう形でよろしいですね。 

 町民サービスの見直しの部分での議論は、全般で意見述べ忘れたということはありませんね。 

 それでは次に進みます。投資的経費の見直し。２つの提案があるわけですけども、まず、港

湾事業の凍結についてご意見を伺いたいと思います。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） これは大渕委員か私が言わなければならないだろうなと思っています。

私は基本的にね、白老の港というのは、白老で漁港区がまず一つありますよね、登別で。しか

しながら、社台や白老の方々は冬期間登別まで行くのは大変、道路の問題でいろいろあって何

とかして白老に漁港がほしいと。これが始まりですね。それで、いざ漁港をつくるときになっ

たら、商業港も共用してつくっていくと早くできるのだと。ここからですね、商業港が始まっ

たと思います、第一商業港、第二商業港。当時はですね、もちろん漁港が優先だったのですが、

大昭和製紙が 1,300 万くらいの設備投資をすると、こういうことも重なってですね、いや、第
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二商港区も早くつくらなければならないと、こういう声が大きくなったと思います。しかしな

がら、５年前に町長選挙がありましたね。あのときにやっぱり町民にですね、白老の商港区、

これはやらないと、第三商港区やらないと、つくるべきではないという方が当選されています。

これは町民の民意ですよね。そういう中でですね、今、白老の財政がこのように厳しくなった

と。今、57 年から 19 年までですね、あの港に投資されているのが 740 億から 750 億。そして、

白老町の町民負担が 122、123 億ですね。これだけが地元負担です。それで今、一般会計の 100

の中の借金が 170 億余りある。166 億円かな。その中の半分を占めている。これが大変厳しい。

なおかつですね、今、第三商港区、平成 24、25 年に完成するとあるのですが、これまでの投資

が完成すると 800 億近くになる。それから、まちの負担がすべて入れると 150 億円余りになる。

これを今、白老の港の借金 70 数億円残っているのですが、これを含めると平成 23、24 年には

ですね、白老の港だけの借金が 100 億になる。私は、このほかに日本製紙がチップを入れたり、

石炭を入れるヤード、これもつくる相当なお金がかかってくる。こういうことを含めてですね、

それから、人口が右肩上がりでずっと伸びてくる予定が、今、減ってきていると。その減り方

も今まで考えられないほど減っている。そして、２万人を今、切ろうとしているし、これから

先は１万 5,000 人になるだろうと、こう言われているときにですね、この 800 億余り投資する

ですね、あそこに石の塊ができるわけです、港の。今度これは必ず古くなってくると維持費が

かかってきます。こういうことを考えると、人口が減って、それから大昭和製紙が日本製紙に

変わってですね、1,500 人余りの従業員が今 300 人を切った、もう一つは高齢化、４人に３人

が高齢者になる時代が今、来る、４人に３人というのはちょっと違うかもしれない、こういう

白老町の現状を考えるときに私は、第二商港区までは仕方ありません、第三商港区までつくる

とですね、これを全体含めると、私は白老の財政が間違いなく支えていけないと思っています。 

それからですね、もう一つ。飴谷町長は再三にわたって港の建設の促進は言うのですが、こ

の新プログラムにはスクラップ・アンド・ビルドとこう言っています。しかしながら、日本製

紙のチップや石炭を入れるのだと言ってもですね、この負担金の話は一度もありません。こう

いうことを考えるとですね、私は今の財政状況、それから高齢化、人口減、それから日本製紙

の将来像が全く見えない、こういうことからいくとですね、私は凍結しろと言ったからって凍

結できるものではないと思いますが、私は議会の責任としてですね、私一個人の議員の責任と

してでも、私は港を凍結と叫んでいるのです。これは私の考え方ですけどもね。そういうこと

で私はもう一度静かに静止して、町長がですね。それから将来の孫子の代までずっと、前にも

言ったのですが、もう一度考え直してみたらどうだと。前ばかり見ないで後ろを、過去を、こ

れから先をもっと見つめ直してほしいと、こういう気持ちで私は凍結すべきだと。こんな考え

です。しゃべれといったら、まだ１時間ぐらいしゃべっていてもいいのだけども。 

○委員長（及川 保君） 松田委員の清風としての提案でございます。これについて、皆さん

と議論を交わしたいというふうに思います。 

 もう一点、日本共産党さんからも出ていますけども後でよろしいですか。 

５番、山本浩平委員。 
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○委員（山本浩平君） 反論させていただきたいと思います。今回、この港の見直しのことに

関しましては、清風さんははっきりと凍結というお話ですね。共産党さんを見ると、これは港

湾建設の政策に対する見直し要求ということでですね、これはおそらく、私が解釈するには凍

結ということではなくて、もう少し緩やかに投資をして、もう少し時間をかけて、白老町の負

担を緩やかにすべきではないかというような、多分そういうご意見でないのかなと。後でお尋

ねしようと思っていますけど、そんなところかなと思っています。 

 今、第三商港区なのですけどね、平成 17 年度から開始いたしまして、平成 26 年で一たんは

この第三商港区の工事が一応ほぼ完成ということになる予定ですね。その投資額が全部で 142

億になるわけですけれども、今までの第三商港区の完成度がどの程度かということをちょっと

この前、港湾課に行ってお尋ねしたところ、57％ですね。約半分強いっている状況です。今、

松田委員からも凍結というのは実際は難しいだろうけれどもとお話でございました。実際にそ

れでは、事業そのものを凍結してしまうと、残ってしまったものはどうなのだという話になっ

てくるわけですよね。ということは、もう本当に中途半端なものが残ってしまって、それこそ

今、地方港湾の中では非常に砂の移出ですとか、いろいろなもので数字が上がっていますよね。

取扱量がふえて、地方港湾の中でも断トツであって、重要港湾入れてもベストテンに入ってい

ると、そういう状況です。決して釣り堀の港ではない。そういう中で今のこの港を、もし仮に、

一時凍結ですとか、そんな話が仮に白老町として、あるいは議会として出たときにですね、き

ょうの新聞にも出ていましたけど、もう本当に開発建設自体を、北海道のことに関しては東京

の人たちは余り事情わからない人たちが多いですからね、開発建設そのものをなくそうという

動きもあるわけです。このような話になったときには、もう本当に白老港は黙っていても凍結

するような話になってくると思うのですよ。そういう意見が出た段階でですよ。白老町として

ですよ。 

 それと、私はこの経済効果というのが非常に大きいと思います。平成 19 年度の直接的な経済

効果だけで試算しているものがあるのですけども、約９億、８億 8,000 万ほど直接的な経済効

果が出ているわけなのですね。これはもう開発建設部のほうで試算されているものなのですけ

ども、そういったものもあります。 

 それと、日本製紙関連企業、日本製紙含めて、もし、港がここで凍結したときに白老町に日

本製紙が残るかどうかというのも大きなポイントになるというようなお話がこの前副町長から

もあったと思うのですね。仮につくらなかったら、日本製紙はいなくなっていた可能性がある

と、このようなお話がはっきり明言されているわけです、副町長。もし、日本製紙が白老から

いなくなったときに白老はどういうまちになるか。ゴーストタウンに近いようなまちになると

私は思っています。日本製紙の関連企業における税収なのですけれども、固定資産税、法人町

民税、そして、町民税特徴分ですか、これは会社から天引きした住民税のことなのですけどね、

これを合わせて５億 5,000 万もあるのですよ。日本製紙と日本製紙の関連企業、下請けをして

いるところの。そういう税金だけでも５億 5,000 万あるわけですよね。私は、もし、白老町に

第三商港区というものがなかった場合は、税収がかなり減るとこのように思っています。そし
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て、雇用の創出ですとか、その他の産業の発展にも大きな影響を及ぼす。そういった観点から

考えますと、この第三商港区は速やかに、今の計画どおりにやはり進めていくことが絶対に必

要だというふうに考えます。 

○委員長（及川 保君） 山本委員の、今後この白老港湾というのは絶対進めるべきだという

考え方でございます。この港湾について、少し皆さんのそれぞれの議員の委員としての発言を

求めたいというふうに思います。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。確かに港にかかる負担というのは大きなものがある

と私も考えています。ただ、それ以上にですね、今後の白老町の経済活動のことを考えたとき

に、これをやめて白老町があるのか、ないのかということをやっぱり私は一番それが危惧する

部分だと思います。今やっと、例えば第三商港区の着工にあわせて何社かが企業誘致で、今、

実際、白老町に入ってきてね、そういった企業もいます。極論かもしれませんけども、白老港

がもし失敗し、そして日本製紙、またはほかの企業がもし白老町からいなくなったことを考え

たら、白老町は、僕はもうだめだと思っていますから。それこそ町民の方々が言われる行政と

の両輪としての役割、ＰＲ、白老町を売り出していく役割、そこには議会もやっぱり当然入っ

てくるのではないのかなと私は考えています。そして、一日も早くですね、港を活用した、そ

ういった企業に来ていただくことも必要でしょうし、また、港を積極的に利用して設備投資を

していただきながらね、白老町の税収をやっぱりふやしていっていただくことも大事だと私は

思っています。確かに人口は減ってきている、それに見合うだけの企業が来ているかといえば、

まだまだ、それは見えてきませんけどもね。やはり、これから明るい方向づけとしてはね、そ

ういったことをやっぱり町民と一緒に語り合いながら、そして、来た企業に対して本当によく

来てくれたという気持ちがやっぱり町民の中で沸いてこないと、僕はいけない気がしますしね。

そういったまちづくりについては、やはり私は、港を中心としたまちが白老町にとってこれか

ら必要だろうと。これだけお金をかけてきたわけですから、このままドブに捨てるようなこと

だけはしたくないと私は考えています。 

○委員長（及川 保君） 新しい目で見たときに、本間委員いかがでしょうか。 

○委員（本間広朗君） 今、山本委員も言ったように、港とは日本製紙のものだけではもちろ

んないと思うので、これからの港の可能性というかね、そういうものをなんか、なんかと言っ

たら漠然としていますけど、町長もいろいろとこれからポートセールスもやっていくと言って

いますので、その辺まだよく見えてこない部分はあると思いますけども、もうちょっとやっぱ

り目に見えるものというかね、これから目に見えるものもまちとしてね、町長も一生懸命やっ

てもらって、氏家委員も言ったように、今までそういうお金をかけてきたのでここでストップ

してしまって中途半端で終わるよりは、この何年かである程度めどがつくと言っていますので

ね、そこまで、まず、やってみて、その後にまたどうなのかちょっとわからないですけどね、

やっぱり考えていくというほうがいいのかなと。だから、途中でね、即時凍結なんてならない

ようなあれでいったほうがいいかなとは僕は思います。 
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○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。私は以前からずっと主張してまいりましたけれども、

なぜ今の財政状況になったかということなのですよ。今、起債の残高で一番大きいのは下水で

すか、その次、港ですよね。これでほとんど占めている、半分ぐらい占めているということで

す。そういう中で今、日本製紙の話が出ていますね。本当に日本製紙がそうなのでしょうか。

私はちょっとまだわかりません。港がなくても実際に 1,200 人から、今、300 人まで減ったの

ですよね。一部上場企業は日本製紙だけではないのですね。旭化成もそうなのですね。日本製

紙は港で救うと、旭化成は、それではどうするのかと。港なくて旭化成利用しないのなら、旭

化成はなくなっても。一部上場で非常に大きな会社ですよね。あそこは、それでは、白老町と

しては何もしないで、せっかく来た、あの大きな旭化成を白老町は何もしないで出て行くのを

待っているのかと。なぜ、日本製紙だけ港をつくって存続しなくてはいけないけれども、旭化

成だって、もっともっと大きくなれば、日本製紙と私は遜色ない、もっともっと大きな企業に

なるのではないですか。その議論がどこかであったかと。私は港の事務所をつくるときも反対

をいたしました。あそこで波を見るのだったら、あの事務所できたときにあの横にもう倉庫あ

ったのです。そこにも人がいて電話もあるのですよ。なぜ、そこに入らないのですかと聞いた

ら、見解の相違で大渕委員は口がうまいからどうだとかという答弁ありますけども、これは議

事録残っていますからね。それで、現実問題として見たときに、それでは、あそこに本当に事

務所も必要なのかということなのです。今回も言いましたけど。ですから、私は今の状況で、

山本委員もおっしゃいましたようにね、開発建設局が今度なくなるかもしれないというのでし

ょう。局がなくなるかもしれないということですよね。それがいいかどうかは別です。ただ、

開発局そのものが今、白老町の港の頼りみたいな格好になってしまっているのですね。ですか

ら私は、今、なぜ、この財政の原因がこうなったのかということと、それを今から言っても仕

方がありません。それを言ったからと元に戻るわけではないと。だけど、７億使ううちのね、

３億 4,000 万港につっ込むというわけでしょう。これから何年間か知らないけれども。そのと

きに、本当に町民の合意を得られるのかということなのですよ。それで町がはっきり言ってい

ます。例えば保育料。きょう、保育料が上がる金額明らかになりました。増収の分ね、119 万

円ですか。これぐらいだとね、いつも松田委員言っているように、町の裁量で何とかなる範囲

なのだそうです。これはもうはっきりしているのですよ。ただね、今、固定資産税の超過分を

半分にするとしたら１億なのです。これはね、対案なかったらできませんよ。どこかから少し

ずつ集めてきてね、１億円やれなんて、これは無理ですよ。そうすると、対案は必ず、議会と

しての、対案と言ったらおかしいけれども、それはそれなりの考え方、政策的な見解が必要な

のですよ。私は、だから、予算委員会のときに組み替え動議出しましたけれども、そこに４億

円のうちの１億 8,000 万円を組むべきではないというふうに言ったのは、それを町民の負担の

部分に回すことができるからですよ。ですから、私はそういう意味で言えば、今すぐ、松田委

員も言われましたけども、今すぐ全部中止するというのはなかなか大変だと思うのです。です

から、今の状況で例えば、これを半分にするということが今の開発局の状況から見てもですね、
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私は不可能なことではないというふうに判断しています。それで国がもし、やめるとしたらで

すよ、それは国の責任ですよ。町の責任ではないのです。例えばですよ、財政再生団体になっ

たら港できますか。私はできないと思うのです。ですから、私はそういう極論を言うのではな

くて、今、必要なのはやはり今のペースでやることなのかと。私はやっぱりね、そういうふう

に町民のニーズにも答える。しかし、全くゼロにするということが、それはどうかというのは

私も考えています。ですから、私は予算案で組み替え動議を出したというのはそういう根拠で

す。ですから、政策的な議論を戦わせるわけですから、これは議会の中で一致するかどうかわ

かりません。ただ、一致したとしてもですね、町長がやると、まちがやると言った場合はです

ね、これは政策的な見解の相違ですから、予算の執行権は向こうが持っていますからね、これ

はここで可決されれば進んでいくのですよ。ただ、私はやっぱりね、全体の整合性、議会とし

ての整合性をとるためには、そういうことが私たちは必要だということで我が会派はそういう

ことで意見を出させていただいたと。ですから、本当に日本製紙のことを考えるのであれば、

旭化成のことも私は考えなければだめなのではないかなと思うのですよ。ですから、それを議

会で考えないからやるなとかそんなことを言っているのではないですよ。だけど、議会として

港のことを考えるのであれば、そこのところも議会としては考えていかないとやっぱりおかし

いのではないかと。私は一貫してそのことを主張してまいりましたのでね。旭化成ではなくて

日本製紙のことですよ。ですから、そういうふうに思うのです。経済効果でいえば、明らかに

すべきなのです、もっともっと。だって、日本製紙のチップ船が入る、石炭専用船が入ると答

弁あったのは、ついこの間ですからね。第三商港区をつくると決めたずっと後ですよ。今やっ

と、そういうことがわかって言われているのです。しかし、それぐらいの中身でこれだけの金

額つっ込んでやるということがね、一年間にチップ船 22 隻、石炭船５隻ですよね。もちろんロ

ーロー船はわかりません。だから、そういうことを明らかにすべきですよ。きちんと、もっと

早く。そうすることによって町民の理解も深まる。私はこれ、何度も取り上げてきたのですよ。

だけど、町側はそれをこの間言っただけですよ。ですから、私はやっぱりね、そういうことで

いえば、やめるのではなく、もっともっと伸ばしてやるべきではないのかなという意見は、我々

の会派は持っているとこういうことです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時００分 

                                         

再開 午後 ０時５９分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

 それでは、港湾の部分について。港湾事業の凍結という部分について議論を続行したいと思

います。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。先ほど、大渕委員から日本製紙の話が出てですね、

旭化成は、それではどうなのだという話も出ておりましたので、ちょっとその辺についてだけ
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お話をしたいなと思います。 

 白老港第三商港区ができる、そういった方針が決まってですね、白老町の白老港利用促進期

成会というのが立ち上がってですね、何とか港を活用していきたいというそういった期成会が

立ち上がりました。その中には旭化成も入っていますし、いぶり中央漁協さんあたりも入って

いますし、22 社の連盟といいますか、そういった形のなかでもって白老港促進に向かってきた

という経緯があります。ですから、決して日本製紙だけではない。ほかのいろいろな企業さん

が今後の利活用を考えて、この白老港第三商港区については期待をしていると、そういう形の

中で進められてきた事業だと私は認識しておりますのでね。決して日本製紙さんだけのために

この第三商港区が使われるという考え方では私はないと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） これは町自体もそういう考え方で、第二商港区も含めてずっとやっ

てきていることですから。 

７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。この港の件については多種多様な意見、あるいは思

いがあるかと思いますので、それぞれが違った形での考え方だと思います。そんな中で私は、

港についてはこのまま続行すべきという考え方なのですが。皆さんがそれぞれ言ったことはそ

れでいいとしまして、私はまだ言っていないことについてだけ何点かお話したいと思いますが。 

 財政がもちろん大変だと。それから人口減であると。そんな中でマイナス志向のことばかり

考えても寂しい話であって、現実、人口が減っているということは私もはなからずっと言って

いることですけども、いかにして２万人以下にしないようにすべきかということを言ってきた

一人でございますけども。そんな中でこの港、今、第三商港区が、あるいは第二商港区、漁業

区も含めて、それらがなければ企業が来なくなるという原因が一つあります。港があるから企

業が張りつくのだというのは、大きな企業については大いにあると、そんなふうに認識してお

ります。 

 それから、今までかけたお金はさて置いて、これからかけるお金もそうなのですが、維持管

理についてはですね、今、虎杖浜の港については国の直轄事業になったと。虎杖浜というか、

登別漁港については国の直轄事業になっている。これを見習って、私は近い将来のうちにぜひ

国に嘆願して直轄してもらえないものかなと、こんなふうに思っています。そんなことから今

後、莫大なお金もかかるし大変なのだけども、でき得ることであれば、このまま事業を続けて

いくべきかなとこんなふうに思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 事業をやる以上はそれに対する期待、それは多分にあるし、それだけ

の効果も出てくるだろうし、いろいろ考えられるのだけれども。だけども、今の情勢が少しで

もいい方向に向くか、これは本当にそれがどんどん今の状況が悪くなっていく中で町民の生活

もかなりの影響がきているという中で、将来に対するかけをするか、今、町民の生活を守るか

というね、そういう立場でものは考えなければならないだろうというふうに思うのですよね。

だから、原則的には私たちは反対だし、反対なのだけれども、何とか、どうしてもやるという
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のだから、やる以上は無理をかけない形で何とかできる方法はないかということでいろいろな

意見を出してきたわけですよね。それで、実際に状況を見ていると、第二商港区が終わって、

第三商港区に移っていくときにストップかかってしまったのですよね。それで、国がその後は

面倒見るかどうかわからないよと。それで、第三商港区全体の計画を出したってだめだと。一

年ごとの計画で見直していくのだから、将来的にはどうなるか不安定になったという状況があ

ったときに、ようやく、そのときにゴーサインが出たということでやることになったのだけど

も、そのぐらい国の状況も港に対する、地方港湾に対する考え方というのはものすごく揺れ動

いている状況が一つあるということははっきりしていたのですよね。そんな中で今まで私、新

しいことは言えないけども、議会の中で取り上げてきたことというのはね、まず、将来に対す

る維持管理というのは、これはみんな町民に負担かかってくるのだから、それは大丈夫なのか

ということが一つ。その結論が出てね、みんなが、町民が安心できたかということになると、

町民が安心できるような答えというのは全く今までにないのですよ。だから、港の維持管理と

いうのをどういうふうになるのだということ。 

 それから、言ってみれば、室蘭と苫小牧に挟まれて、その共同管理という形でもできないの

かと。そうすると、何とか救われる道が出てくるのではないかと。これに対してだって、全く

返事というのはないわけですよね。 

 それから、苫小牧特定重要港湾との一緒の連携の中でね、ほかの港との連携という形で考え

られないかというようなことも今までもやってきましたよね。だけども、苫小牧に沖止まりし

ている船をここへよこすのだと言っても、それも当てになる話なのかどうなのかということも

全然はっきりしていない。だとすれば、町民に負担かけないためには、受益者負担は必ずやる

べきだと、そうでなかったらだめなのだとね。だから、受益者負担というのは勝手な言い分で

はなくて、本当に使う者がやっていくのだと。促進期成会ができたのであれば、その人たちで

何とか自分たちの港という形で応援できないのかと言ったときにも、全くその返事というのは

ないし、それらの交渉もできていないと。こういう状況もあるわけでしょう。 

 それから、そうであれば、先ほども話出たけども、この港を昇格させて、国の管轄という形

でできないのかと。それは望みはあるという返事だったけども、それもできませんと。すぐの

話ではないと。こういうふうに考えると、そして、今これからできる第三商港区の港の活用に

ついても、採算がとれるだけの船が来るのかどうなのかということも、データの上ではさほど、

これで十分だというふうにはなっていない。できあがったら、使っていただけるでしょうとい

う期待感なのですよね。というふうに、今、挙げていけば、やはりまだはっきりしない数字、

期待感だけが先走っているという感じというのがあるわけですよ。そんな中でやるから将来に

対するかけなのかというふうになってしまうわけでしょう。今、費用対効果の面でいくらの、

何億のあれがあると言っても、この工事が全部終わった後の効果というのはどうなるのかと。

みんな引き上げてしまって、あとは自分たちでこれを運営しなければならないときの、その状

況というのはどうなるのかと言われたときに、私たちは、よし、これで大丈夫だよと町民に胸

を張って言える数値が挙がっているのかということになるとね、やっぱり私たちは、これ今そ
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こまで無理をしなければならないのか。確かに将来に対する経済的な発展ということでは、そ

ういう期待感というのは持っていますよ。私も港があるから気分悪くなるなんていうことは一

切思わないし、ないよりはずっと、あったほうがいろいろなことで活用できるのだろうなと思

うけども、それが経済的に保障されるかどうかということになると全く未知数なのですよね。

それがみんな町民の負担にかかっていったら、一体どうなるのと。だから、私はここでこのま

ま続けていきたいというのは、あくまでも期待なわけだし。そうすると、私たちの今の段階で

の議会としての責任というのは負いきれませんねと言わざるを得ないわけですよ。 

 それともう一つ言えば、町民負担がこんなにふえているときに、本当にそれと比べてみてね、

港をやめるか、事業を変更するか、そういう形でしか今、国の基準をクリアしていく道という

のはないのではないか。そこのところをもう少し考えなければだめだなという感じがしている

のですよ。ということです。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） これは白老の第三商港区ですけどね、白老の単独事業では全然ないわ

けですよね。国と相談をしながら、また、大きく使用することが見込まれている大企業とも相

談しながら進めてきている計画であるというのは否めないというのかな、実際そういう状況だ

と思っています。 

 先ほど、旭化成の話が出ましたけども、旭化成は本当にお菓子から、それこそいろいろなも

のを、建材から何からすべてのものを生産、取り扱っている世界的な大企業ですよ。日本製紙

ありきで私は話をしたつもりはないです。たまたま日本製紙が白老町にとっての経済効果、あ

るいは、長年果たしてきた役割というのは大きいというお話をしただけで。旭化成さんにも非

常に白老もお世話になっておりますし、今後もサプリメント関係ですか、コエンザイムＱテン

の、私は白老の旭化成が、全国のサプリメントの旭化成の工場の主力工場になるということも

うかがっています。現在もサプリメント関係のものではないですけども、建材関係の業績が実

際に上がっていますよね。利用していただいているわけですよ。今後、サプリメントのタンク

を工場内に設置するような計画も、はっきりしたことではないですけども、あるということも

うかがっています。ですから、大いに旭化成さんにも期待をしていかなければならないという

ふうに思います。 

 先ほどの話に戻りますけども、当初は平成 21 年が第三商港区の一部供用開始ということであ

りましたけれども、これは町の財政的な事業により約７億近い負担が、これはもう難しいと。

それこそ再生団体になりかねないということでですね、国の関係機関と話し合いをして先延ば

しをしているわけですよ。それによって持ち出しを４億ぐらいに縮小して供用開始を平成 24

年ということになって、そして、完成まで平成 26 年という計画でですね、ちゃんと相手といろ

いろお話をした中で進めてきているわけです。また、第三商港区の今後の建設計画を見据えた

上でですね、日本製紙も脱塩素装置改修の工事で約 14 億円も投資、近代化環境設備投資として

14 億円も投資しています。また、ボイラーの改修、これについても 70 億円程度、約３年間か

けて行うと。もう一部やっておりますしね。それと、社宅も整備しているわけですよ。平成 16



 42 

年度から年４戸を 10 年計画で 40 戸、新築計画していると。これはやはりですね、港の第三商

港区を利用するということを目的の中でこういった設備投資もしているわけですから、この辺

を白老町として全く無視をするというようなことはできる話ではないと思うのですよ。やはり

私は一番最初に述べたように、日本製紙が大きく、税収も含めて白老町にとっては大きな存在

になっているわけですから、これはやはり大事にしていくべきであるし、計画を変更するよう

なことはしてはならないと思います。 

 また、今回のこの特別委員会の中で病院の建てかえのお話もありました。仮にもし建てかえ

をするとしたら、どのぐらいのことを検討しているのだというと、平成 27 年ということですよ

ね。そういうお話が副町長からございました。これは、一たん、第三商港区の投資が平成 26

年度に終わりますから、それで財源確保を考えられているなとこのように受け取ったわけです

よ。やはり、そういったような計画もまたどんどん見直ししていけば、それこそ町立病院もせ

っかく固まった計画ですが、これも変更せざるを得ないとこういうような方向になっていくの

かなというふうにも思うわけです。以上です。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私もあの港、第三商港区を推進する者として一言述べたい

と思います。 

 いろいろ皆さんのご意見はもっともなわけですけども、現在、詳しくはわかりませんが、日

本製紙は今、山本委員が言ったように増設、改造を進めておりますし、また、内部の職員も実

際 350 名というのはあくまでも日本製紙という名前の社員でありまして、今、日本製紙は系列

化しているのですね。ですから、仕上げ部門であるとか、昔、我々がいた整備部門、保全部門

は全部系列化しています。それがやはり 250 から 300 人ぐらいおります。ですから、構内では

常時 600 人から 700 人近い人間は元の日本製紙の社員という方々が働いております。それにさ

らに傍系が入りますから、それなりの人数はいるということで、その人数で現在、大型マシン

３台を稼動しているわけです。また、マシンのほうもいろいろ製品だけでなくて、余ったパル

プをさらにほかへ持っていくためのパルプマシンなどの増設も行っておりまして、また、いろ

いろやるというような噂も聞いております。やはり、港があっての日本製紙であり、日本製紙

あっての港かなということを思わざるを得ません。それに、ほかの企業さんも港があることに

よって、いろいろ来るということも聞いておりますので、ぜひ、第三商港区につきましてはね、

供用開始の今の年度に合うように努力してもらいたいなとこのように思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 日本製紙を代表するようなご意見でございますけども。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） いろいろな意見あると思います。しかしながらですね、私は凍結すべ

きだという意見の中で、先ほどたくさん話したのですが、私は今の財政状況になったのはね、

白老の行政が今、判断しているのは、多額の借金を放置しておいた、それから特別会計もたく

さん借金あったけども放置しておいた、そして身の丈に合わない財政運営をしたからこうなっ

たのだと。これが大きな原因だとこう言っていますね。それで 300 億の借金がある。先ほど話
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したようにね、780 億円余りをあの港に投資して、これが身の丈に合う事業なのか。これは、

私は身の丈に合う事業なのかといったら、身の丈に合うと言えますかというのですよ。私は、

確かに日本製紙が港がないよりあるほうがいいのは当たり前です。それからつくってやれるの

であればつくってやるのも当たり前です。しかしながら、今のように身の丈に合う仕事かとい

ったら、私は合わないと思う。それから、30 キロそこそこで重要港湾２つがある。苫小牧の港

の荷揚げは１億 500 万トンですよ。白老は今 100 万トンで大騒ぎしているような世の中ですよ

ね。それで、仮にですね、苫小牧港がいっぱいになって、前にこういう質問があったのですが、

いっぱいになって苫小牧にもシフトできないかとこう言っているのですが、苫小牧は東部港が

手つかずあるのですね。今、苫小牧港ですら東部港に行かないでくれと。できるだけ苫小牧に

入ってくれと岩倉さんがこの前話していましたよ。だから停泊料も安くしますと。こういう時

代ですよね。ですから私は、もっと考えなければいけないのはね、この 780 億、それから 150

億ぐらいまちが負担した、そして一般会計の 50％を超えるのですね、この借金が。こういうと

ころをずっと見て、ですから、人口が減ってくる、旭化成のようにほぼ撤退したような企業を

抱えながら工業団地には港をつくるような企業がほとんど入ってこない。こういうような中で

私は耐えられるのかと。身の丈に合うのかと。ここのことを私は言っているのですよ。 

 それから、旭化成の話も先ほどありますからそうですけども、それでは、旭化成が将来、あ

の港をどのぐらい利用するのだ、そして、白老が苦しければ、それなりの財政負担をしますよ

なんて言葉はありましたか。日本製紙もありますか。私はここのところをしっかりしないでや

っていることが身の丈に合わないと言っているのです。ですから私は、将来ですよ、20 年、30

年後を考えると、今はいいかもしれない、成り行きに行っていますから。それから、白老の経

済効果も９億あると言っていますが、これは骨材だけですよ。セメントの骨材。26 年に完成し

たら何があるのですか、投資効果が。ここのところを私はよく考えてですね、私は今もちろん

凍結すれと言っているけども、どうしてもつくるのであれば、私は受益者負担をすべきだとこ

う言っているわけですから。ここのところなのですね、言っているのは。ですから、日本製紙

はそういう言葉がないじゃないのと。将来計画がきちんと示されないのではないのと、目の前

にもう来ても。こういうことを言っているのですよね、私は。 

○委員長（及川 保君） 具体的にいろいろ意見が今、出ましたね。その辺の確証がないまま

に、今、何も示されないままに進めているということがね。確かに今、町内の有力企業がこの

港湾に対して何とか進めてほしいという形の中で進めているわけです。 

 ほかにご意見がございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 多分ですね、この議論は大きな政策転換にかかわってくる問題だと思

いますのでね、多分いろいろな意見交えて、これが一つの結論を生み出すという部分ではない

と僕は思っています。ですから、個々の議員がいろいろな意見を発言してもらいたいなと思い

ますけども。 

 私は、先ほど斎藤委員、また松田委員も言っていましたけども、一つのかけなのかと、これ

は。それではですよ、僕は、議員個人としては一つのかけだと思っていますよ。これがもし失
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敗したら、多分白老町はだめだろうと僕は思っていますからね。まして、今、日本製紙さんだ

とか、旭化成さんあたりが今後の事業展開のことを明らかにするようなことなんて、まず、な

いと思いますよ、はっきり言って。今、これだけ厳しい経済状況の中、また、企業の秘密と言

ったら変ですけども、いろいろな戦略の中で動いているところがですね、確かにあればいいだ

とか、あればそれにこしたことがないだとかいう話では、僕はないような気がします。この第

三商港区完成に向けて各企業が、促進期成会だとかいろいろな中でもって期待する部分、それ

をしっかりこちらの、今、第三商港区ができたときに生かしてもらうような、そういったまち

づくりに取り組むしか僕はないと思っています。今回、エスワイプロモーションだとか何社か

が工業団地に入ってきました。若い人の雇用がそこで何名か生まれています。今、地方に出て

行っている若い人方を白老町に何とか引き止めることができる可能性のあるというものは、こ

こしか僕は今ないと思っていますよ。ですから、確かに今、港湾の事業をやめたときに町の負

担が減るのか、また、町民に対する負担が減るのかは、僕はわからないけども、それでは、こ

れをやめたことによって５年後、10 年後の白老町というのはどうなるかという、そんな保障さ

えないではないですか、はっきり言って。何の保障もないですよ、はっきり言ったら。もし、

そういった議論をするのであれば、もっともっと前にしなければならない話であって、今ここ

にきて、この議論、ここにきたから、今、この議論になっているのかもしれませんけども、僕

自身はそう思っています。何とかこれを成功させて、そして、１社でも多くの企業に来てもら

う。工業団地に来てもらう。そこで若い人方の雇用を確保してもらうというところが一番大事

なことではないのかと僕は。例えば白老の 10 年、15 年先を考えたときには一番大事なもので

はないのかなと私は考えます。 

○委員長（及川 保君） ちょっと氏家委員ね。松田委員もおっしゃっているのですけどもね。

委員もおっしゃっています。確証もないままにある意味ではかけだという・・・。 

○委員（氏家裕治君） かけではないかと聞いたから、僕はかけだと思っていると。 

○委員長（及川 保君） 今後、身の丈に合った事業をどういうふうに考えるか。その一点ち

ょっとお聞きしたいなと思います。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに今になって身の丈に合った行政運営ができていなかったという

ことが、いろいろな反省点の中で出てきたことだと僕は思います。だから僕は、かけなのかと

言われたことに対して、今ここまできたら、かけだとしか言えない部分だと思いますよ。です

から、こういった期成会を立ち上げて、いろいろな企業が何とか白老港を利用して、戦略的に

いろいろな部分で練っているのではないのかと私はそう考えています。確かに企業ですから、

いろいろな時代、時代の中で不安材料もたくさん抱えていることだと僕は思いますよ。ですか

ら、今ここで身の丈というのが出てきた話でね。ですから、今ここで、それでは、身の丈をど

こまで縮めるのかという話になったときにね、それが果たして町民の利益につながるのかとい

う話になれば、僕はそれは違うと思うのですよ。今、確かに身の丈に合わない事業なのかもし

れない、この港湾事業というのはね。でも、果たして、例えば 24 年の一部供用開始、また、26

年の完成を間近にしてね、今後、与えるであろう、やっぱり白老町に対しての影響というのは、
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僕は大きいものだと考えています。ですから、確かに今の時点で考えれば、身の丈に合わない

もの、身の丈に合わないから、それでは、全部やめてしまうのかという話では、僕はないと思

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） 身の丈、身の丈と言いますけどね、港湾だけが身の丈では、僕はない

と思いますよ。12 年間の中で 300 億を投資してきた中には、それぞれ町民のいろいろなニーズ

があってですね、それを各議員さんも推奨してきた部分もあるでしょうし、あるいは、町も行

うべきだという形の中でやってきたわけですよね。これは私、港ばかりではなく公共下水道も

そうですし、あるいはね、具体的に言うと、いきいき４・６。本庁がこんなにぼろぼろなのに

ね、あそこにあんなものつくる必要があったのかと、こういう考え方の人もいるわけですよね。

ですから、身の丈というのは、12 年間に投資してきたものに対して、一つ一つ精査がなかなか

できなくて、こうなったという結果だと思いますけどね。だから、港湾は途中でやめてしまえ

と、こんな話には僕は全然ならないと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） 過去の身の丈と今おっしゃっていますけどね、今後もやっぱりそう

だと思うのですよ。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  身の丈という言葉は私達が使った言葉ではないのです。飴谷町長が

町長に就任して、そして、財政状況、飴谷町長だって町政の、見野町長の一員だったのです。

この方が一員としてですね、７年から課長になってやってきて、そして、15 年に町長になった

ら、自分が培われた町長を批判した言葉なのですよ。身の丈に合わないことをやってきたと。

これは飴谷町長が言った言葉です。私達が言っている言葉ではありません。これだけ認識して

おいて。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 議論をどこでどういうふうにするかという話なのだけど。例えば、先

ほど私ね、今まで言ったことはもう言ったって仕方がないと言いましたけども、こういう議論

になっていくと、それでは、そのとき、どういう立場をとったかということになるわけです。

きちんとそのことを批判してきた人だっているのですよ。全部が賛成したわけではないのです

よ。私たちは港と下水道、下水道はね、途中で政策転換したのですよ。しましたよね。計画区

域までやめて政策転換を下水道はしたのです。継続性のあるものは下水道と港ですよ。ですか

ら、私たちは以前から、斎藤委員が先ほどおっしゃったように、ずっとそういう立場で発言し、

また、提起もしてきました。その提起は受け入れられませんでした。 

日本製紙さんは、私は大切なところだと思っています。私もそこにいましたから。いなかっ

たら、ここに僕いませんから。だけど、ローロー船が白老に入れなくて苫小牧だったら、運賃

かけても苫小牧から運ぶのですよ。ですから、例えば今、中国行っていませんけども、日本製

紙も中国に行くという話がありました。そのときはもう白老工場は、その当時の話ですよ、私

いましたから、会社の中に、ひょっとしたら全部中国行くのではないかという話になりました。
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これは経済の動きによって動くのですよ、そういうふうに。そういう中で我々が見るときに、

先ほどおっしゃいましたけども、議会が安全パイを全部選ぶわけではございません。もちろん、

10 年、20 年後の将来をどうやって見るかというのを議論するのはここの場です。しかしね、か

けをやるところではないですよ。だめになるかもしれないけども、やらなければだめだという

のは、やっぱり議会の立場ではないのですよ。我々は町民の立場に立って物事を考え、将来を

どう見るかという立場でやっているわけですよ。ですから、私、前のことはもう言いませんと

言ったけど、また言ってしまったけどね。事務所をあそこにつくるんじゃないと言ったのです

よ。つくって、今どうなりましたか。今の町政があそこの事務所はこちらへ引き上げたらどう

かとなっているのですよ。もちろん、社会情勢、経済情勢の変化によって、そういうことが起

こることはあるのですよ。絶対というものはないからね。だけど、そういうことをきちんと総

括していかないとだめではないかということなのです、私が言っているのは。旭化成の話をど

うしてしたかと。全然、僕が言っているのと違いますよ。私が言っているのは、旭化成さんは

こうやって来たときも小さくなって、どんどん、どんどん、さっきのコエンザイムＱテンです

か、あの話も大分ありました。もう一年ぐらい前でしょうかね。だけど、さっぱり、その後進

まないのですよね、旭化成さんの話って。もう、これ出たのは一年以上前だったと思いますよ。

具体的には何もないですよね。ですから、私が言っているのは、一部上場の大きな企業です。

ここで 1,000 人、2,000 人の雇用をやってくれれば、若い人たち入るのに助かりますよ。しか

しね、私が見ている範囲では、情報が入っていないのかもしれません、少なくとも段々、段々、

旭化成は小さくなっていっている。だけど、そのことは議会では余り議論にならなかったので

すよ。港の問題が出ると、港の問題で日本製紙だけの議論なのですよ。議会というのは違うの

ではないかいという話を僕はしたのです、話したのは。港を旭化成が使う、使わない、そんな

ことを言っているのではないのですよ。 

ですから、議会の姿勢として見たときに、町職員に 20％の給料カットの負担をし、主幹職で

100 万から違って、大学行かせるかどうかわからないという状況。これから、ほとんどの方が

思っているように、20％の固定資産税の超過課税、これを町民や職員に課してまでもやらなけ

ればならない仕事なのか。そこがね、言葉が、誰が使ったかはいいです。身の丈に合っていな

いという私の根拠は、そういうところに身の丈に合っていない根拠ってあると思う。身の丈に

合わなかったのはね、下水道も港も継続性があってずっとやってきて、借金が 80 億と 70 何億

というのは、150 億、この両方であるわけですよ、現実的に。事実はそこだと思うのですよ。

だから、下水道は政策転換したのですよ。港は政策転換できないのはどうしてかと。だから、

私が言っているのは、松田委員は何と言ったかといったら、凍結するのだったら、日本製紙に

受益者負担を求めると。その意見は我々も何度も言ってきました。それはだめだということに

なっている。だから、私たちは中止、凍結は言っていませんけど、これはたたいて伸ばしてね、

今、例えば 20％上げなければだめなのを 10％、職員の給料が 20％なのを 10％にするには、そ

この政策転換がない限り、やっぱり難しいのではないかということを言っているわけですよ。

ですから、あくまでも財政改革プログラムの中で、町民の皆さんや職員の皆さんやまちの将来
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展望を見たときに、今どうなのかということで私たちは政策転換をすべきだという主張をして

いると、こういうことであります。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに議会の中でかけだとかという言葉を使うこと自体がどうなのか

と思いましたけども。それについては、ちょっと私のほうも言いすぎた部分があるかもしれな

い。でも、今、大渕委員が言われた下水道の政策転換についてはね、例えば、これからずっと

継続していったときに、下水道を利用できない人方もたくさん出てくる中でね、小さな予算の

中で同じだけの効果を生み出す、そういった合併浄化槽というものがあって初めて、そういっ

た政策転換ができたのですよね。僕はそういうふうに考えています。下水道と同じような衛生

環境を保てるようなことができるようになったら。だから、そこに大きな投資をしなくてもよ

くなったと私は考えています。港とそれを一緒にされてしまったらね、それでは、港は今の第

三商港区、11 メートルバースを利用するためにね、例えば、もっと規模を縮小して同じだけの

ものを期待できるかといったら、そうはいかない事業だと僕は思っています。もし、それをす

るのであれば、第二商港区でやめておけばよかっただけの話でね。今、必要なのは、11 メート

ルバースという一つのやっぱり大きなコスト削減のための、船を入れるためのそういった岸壁

が今、必要だということで進めてこられた部分だと私は認識しています。 

○委員長（及川 保君） 西田委員どうですか。意見として。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、松田委員とか大渕委員とか斎藤委員の考え方のほうが筋が通っ

ているなと思いながら聞かせていただきました。やはり、この財政健全化に関する調査特別委

員会の中の一番の焦点というのはここの部分であり、それで、多くの部分でやはり町民に負担

を強いているわけですよね。私、港つくるのは別に反対はしませんけれども、つくるのだった

ら職員の給料２割カットも中止してほしいし、税金値上げもやめてほしいし、保育料の値上げ

もやめてほしい、また、下水道の値上げもやめてほしい。自分たち役場の中でできる削減で、

なおかつ、港をつくるというのなら、私はやってもいい事業だと思います。もし、それができ

ないのであれば、先ほどから何度も出ているように受益者負担。今、11 メートルバースがコス

ト削減のために必要だから、11 メートルバースをつくる。だったら、削減した分ですね、ぜひ、

その部分を港に自分たちでお金を出す、受益者負担の考え方を持つ、そういうふうな形になっ

てほしい。なぜ、すごく反対するかという考え方の一つにですね、ここまで港つくって、本当

に日本製紙はずっといるのですか、そういう不安の声も結構、町民から聞かれるのですよね。

私自身もそう思っています。これは私の個人的な考え方かもしれませんけれども、せめて受益

者負担していただければ、企業だから、やはりお金を出した以上は白老町に残ってくれるので

はないか、はっきり言って、そういう期待もあります。だから、ここはね、港湾事業の凍結、

または見直しというのはね、受益者負担を求める。私は一番そこのところが、私個人としては

一番キーポイントかなと。受益者負担してほしい、それによって、ここのまちにいるのだ、そ

う思ったら多少はいろいろな形での町民の負担も仕方ないかなと思いますけれども、つくりま

した、でも使いません、それでは皆さん、さようならと言われたとき、どうするのですか。や
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っぱり、その辺がうまく自分の中で納得できないし、町民への説明もできない。ですから、や

はり、ここは凍結、または見直しという、私はそういう考え方でおります。それに対して反論

されてもね、私が説明できない。もっとうまく説明できるように誰か教えてほしいなと非常に

最近悩んでおります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 港湾について意見を聞いていないのは、11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 私も会派を通じて、港の建設に対しては凍結か見直しという方向で

すけれども。港が完成されて、第三商港区が完成して、供用開始が始まったとしてもね、やっ

ぱり将来にわたっての保障が何一つ明示されていないというところが。例えば主婦として家計

を預かっているときに、やっぱり 10 年先、20 年先の展望を考えて、いろいろ事を進めるわけ

ですよね。それが町民や、西田委員が言ったようにね、役場の職員さんや町民に対して、今後

10 年間いろいろな部分で負担が強いられますよね。そういう中で果たして本当に港を続けてい

っていいのかどうか。やっぱりその辺は非常に難しいところですね、判断的には。だけども、

やっぱりそういうことを考えれば、今一時的に政策転換してもそれほど町政に支障はきたさな

いのではないのかなというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 今回ずっと財政改革プログラムの策定のことについて、個々に今、検討

しているわけですけれども。私、今ずっと聞いていて、この議論どこまでやっていくのかなと

思いながら聞いていたのですけども。他人事みたいで申しわけないのですが。合議制で結論を

ある程度出していくのかね。それとも、そういう意見として述べていくのか。そういった方向

性がちょっと見えてこないのかなと。ただ議論をみんなでするためのものなのかなというふう

にちょっと思っていたのですが。 

 この港に関してはやっぱり、いろいろなそれぞれの個々の意見があると思うのですね。ただ、

今、この財政改革プログラムの町の意向としては、もちろん大渕委員が言ったように、職員の

犠牲があり、それから個人の町民のいろいろな負担があって、その中でやる事業なのですよね。

そうしたら、今まで港をやってきたときに、それでは、そういう効果を全部見込んで今までや

ってきたのかと。私はそうではないと思う。でき上がったことで、ポートセールスでいろいろ

な事業が来て、そして、砂でも何でも出せるトン数がどんどんふえていったのではないかと。

北海道一と言えるだけのものに私はなったのだと思うのです。それで、将来的な見通しの中で、

この財政が厳しい中で７億の町債の期限がある中で３億 4,000 万を使ってやっていこうとして

いる中で、延ばすべきだという話もちょっとありましたけども、私は単純な考えなのかもしれ

ませんけど、10 年かかってそれをやるのであれば、５年でやって早く収入を得る方法を考えた

ほうが、同じ 34 億のお金を出すのであれば、私はそのほうが。34 億かからないですよね、24

年までですからね。だから、それでやるのであれば、それを 10 年延ばしにして先にもっていく

のか。そして、私は日本製紙だけのものだというふうには考えていないのですね、港というの

は。白老町の一つの財産だと思って考えています。それで、もちろん日本製紙だって受益者負

担という話もありますけれども、やっぱり港が生きるという前提の保障があって、初めていろ



 49 

いろなボイラーをつくったりとか、投資はやってくれているわけですよね。投資したことに対

しての効果もまたあるわけですよ。そういった部分を考えていくと、私は将来的なものに町と

してお金をかけていくということも必要だと思っています。それが今後ね、もちろん職員のそ

ういう負担だとか町民の負担ありますけれども、これは下水道に関しては北海道でかなり上の

ほうになりますけれども、他町村に比べてそんなに極端に上がっていくというものではないは

ずですよね。そういった部分の調整を図りながら、一つのそういった大きな事業がやっていけ

るということも私は大切なことではないかなというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） 全体のご意見を伺わせてもらいました。これをもとにして総括の中

でまた進めてまいりたいなというふうに考えます。 

 それでは、借入金の管理チェック、起債の上限額の設定という部分でございます。ここの議

論をしたいなというふうに思います。当然これはもうやらなければいけないということではあ

るのですけどもね。今、提案している前田委員がおられないということもありましてね、これ

はちょっと後に回しましょうか。 

 それでは、下水道使用料の部分に進めたいと思います。料金改定の軽減、値上げ率の見直し、

水道水源の一部廃止を含めた見直し、この３点ありますが、皆さんのご意見を伺いたいと思い

ます。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） これは３つ関連すると思うのです。私は、水道事業の料金が改正にな

る、料金を上げる、北海道で５番目くらいの高さになるよと、これは前にお話しています。そ

れで、私は上げることばかりではなく、今の水道事業そのものを見直すべきだというのはです

ね、43 年に白老の水源地ができました。あそこは 5,700 立方です。日 5,700 立方。それから虎

杖浜の椿の沢が 57 年かな、できたの。これが日 1,500 立方です。それから平成２年に虎杖浜の

第二地下水水源地ができました。これは 3,500 立方ぐらいかな。全部で１万 300 立方ですから。

この 300 の供給量があるのですが、平成 16 年３月、このときも水道使用量が日 6,700 ぐらいな

のですね。１世帯 266 リッター、平均にするとですね。このぐらいなのです。ですから、１万

300 引く 7,000 にしても 3,300 立方余っているわけですよ。水源で水が。それだけの能力があ

る。そして、椿の沢がさっき言ったように 1,550、まったく一ついらないのですね。それから、

第二水源地も 3,500 ですから、これもなくしても何とか間に合う。椿の沢をちょっと上げるか、

白老浄水場の利用をちょっと上げるかすれば十分に間に合う。 

それはなぜかというと、この第二浄水場をつくったときは、白老の人口は２万 7,500 人を見

込んでいた、２万 8,000 人を。それはですね、前にも言ったけれども、工業団地ができる、そ

れから鉄北の温泉区画が当時 4,000 区画販売ができるように造成してあるのです。このうちの

あそこにですね、うちが張りついたのは 2,300 ぐらいのはずです。別荘も含めると、もっと、

今、ふえているかもしれませんよ。私は大分前のデータですから、頭の中である。これは、私

は一般質問したことあるから、まだ今、このデータわかっているのですけどもね。確か、4,000

のうちの全部使っても 2,500。それで、1,500 が狂っているわけですね。これが満杯になる予定。
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これも含めて工業団地も満杯になる予定。そして、２万 7,500 を想定した水源地をつくらなけ

ればならないということで増設をしたわけですよ、１万 300 に。そして、やってみたらですね、

平成 16 年に世帯は随分増えました。それでも、やっぱり世帯の家族が減ったり、それから少子

化、子どもが減ったり、そして、やっぱり洗濯物も減った。下水道がどんどん普及されている

中で 7,000 しかいっていないのですよ。ですから、3,300、もう今は水必要ないのです。必要な

いということはないのですけども、それだけ余るだけの水源地を持っている。ですから、私は

ここのところをきちんと見直してですね、竹浦の第二浄水場は確か７億 2,000 万ぐらいかかっ

たはずです。椿の沢が 2,200 万ぐらい、それから白老の浄水場が３億 3,000 万、このぐらいか

かってつくった。平成２年につくった７億何千万かけた地下水がほぼいらないような状態なの

ですよ、今。こういうことに金がかかったから白老の水道料は高いのですよ。ですから、再三

にわたって水道を３年おきに上げてですね、全道の５番目になるような水準であればですね、

私は思い切って水源地の一つぐらいとめるぐらいの検討をすべきだと。私は、水源地をとめる

べきだと言ったのはこういうことなのです。もっと詳しく言えというのなら言うけども。ただ、

余り資料ないから。 

○委員長（及川 保君） 清風クラブで提案している案件なのですが、これについて皆さん、

いやいや、うちはこう考える、もっともだとか、いろいろなはずなのですが。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、これは松田委員の言われるとおりの話だなと思います。ただで

すね、ちょっと詳しい話というかですね、水源地のポンプ場の構造的なものが僕よくわからな

いものですから。例えば、これから。将来的なことを僕はちょっと自分の頭の中で繰り返すの

ですけどもね。工業団地に進出してくる企業だとかいろいろなものが、例えば、これから５年

先に何社かふえてきたと。そういったときに、例えば水が必要になったときに、一つの水源地

をとめて、また復活させようとしたときには簡単に復活できるものなのかどうかですよね。そ

の辺の議論もやっぱり必要なのかなと僕は思うのですよ。それで、松田委員の言われていると

おりですね、今、必要な分の水が確保できるのであれば、３つのものを２つにしてですね、圧

の関係はあるのかもしれないけども、そういったものさえちゃんとした調整が取れるのであれ

ば、それにこしたことはないと思いますしね。ただ、維持管理の問題で、生かそうと思って残

すのか、もうとめてしまえということでとめてしまうのかという考え方、そこの考え方一つで

ね、やっぱりその辺大きく変わるのかなと思ったりもします。 

○委員長（及川 保君） この件についてはね、先般の松田委員の質問の中で上下水道課長か

ら説明がありました。椿の沢は非常に良質の水であって、また、金のかからない水源地だと、

こんなもったいないところなのだという話はありましたけどね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） もう一つ言っておくけどね。白老ダム構想があったのですね。白老ダ

ム構想の当初は２億円。しかしながら、20 年間ボーリングには 10 億を投資したのですよ。こ

のときも白老の工業団地がつくるから水が必要なのだと。だから、つくらなければならない。
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それから、あのダムのもう一つはもちろん水害ですよね。大雨の 50 年確率の水害対策。それか

らもう一つはですね、室蘭鷲別地区に水がないと。それで、ここから引っ張ろうと。これがそ

うだったのです。しかしながら、何年か前にこれも中止になったけれども、そのときにもです

ね、工業団地は 60 ヘクタールしかありませんし、水を使う企業は来ないだろうと、こういう話

もダム中止の中であったのです。 

 それからもう一点、別な話なのですが。椿の沢はですね、塩素、カルキというのですが、こ

のカルキは、椿の沢はほとんど入れていないのですね。水がよくて。あそこは上水を入れてい

る。それから、第二は地下水。地下から上げている。これはもう塩素滅菌しています。それか

ら、白老の浄水場も塩素滅菌しているのですが。ですから、この間辻課長がちょっと言ってい

たけれども、いやいや、椿の沢はとめたくないのだよなと言ったのは、お金がかからないので

すよね。塩素滅菌、カルキを余り入れていないから。あれは竹浦と虎杖浜全部飲んでいるので

すよ。それから第二浄水場の水は北吉原の鉄北、柏洋団地と太平洋団地なのです、緑泉郷と。

線路から北側です、飲んでいるのは。ですからね、やり様によってはね、金かかる、かからな

いよりも、今、料金が毎年、毎年かかっていくのであればですね、そういうものを検討して、

それでもだめなら上げるよというと、私は町民納得するだろうと。そんなにもたくさんの水を

余らせておいてね、維持管理もかかるから、だから、料金も上げるのだということにはならな

いだろうから、もう一回検討したらどうだと言っているのです。 

○委員長（及川 保君） この考え方に、近藤守委員いかがですか。８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 今、松田委員がおっしゃったことはね、つい一週間前、一時、嘱託で

白老の浄水場に勤めた方が話していたのですけども、全く松田委員のおっしゃるとおりのこと

をおっしゃっていました。かなり余裕があるのかなということでございます。ですから、今、

このことに関してはね、松田委員の言うとおりに大賛成です。 

 それで、一つお聞きしたのですけども。以前、２回か３回ほど前の委員会で太平洋団地の水

道が、こっち使うとこっちが出なくなるということで辻課長が調査しますと言っていましたね。

あの辺の回答はありましたか。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 辻課長に言ったのですが、あそこは本当に、先ほど言った虎杖浜の第

二浄水場。圧を下げているのだそうです。圧を上げれば、元に戻るのだと。しかしながら、太

平洋団地は随分あちこち漏水しているのだね。だから、どんどん出すと、圧をかけると水が濁

ったり何だりするから、あたらず触らず静かに出しているのです、言うなれば。そして濁らな

いようにする。それで今、私が言ってからも、役場のほうで２カ所も３カ所も調査しています。

これが現実。 

○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。水道の話は今わかりました。それで、確か地下水は

ヒ素が出てね、それを取り除くために３億だか、２億かかったのだよね、その後。掘ってから。

だから、あれをとめることができれば、もしとめることができれば、かなりプラスになるので
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はないかと思うけど、確か。椿の沢から出ればいいのだけど、あれ丸ごと取っているのだよね。

今、全部かぶせてしまって、まるっきり外に出ないようにして全部抜いているから。椿の沢の

水は、今、言われたように塩素はゼロでも大丈夫です。ただ、水道法で管末 0.1ppm 出ないとだ

めだから塩素入れているだけの話だと確か聞いていました。 

いやいや、違うのだよ、僕はその話をしたかったのではないのです。下水道料金の話なので

すけど、この資料を見ると、今度上げたら 64 番目で、２回目上げたら８番目だというのです。

それで、今回上げたら 3,465 円で、全部で何ぼあるのかわからないけど、そういうふうになる

のだけれども、下水道は上げるというのがね、これだけ住民負担の中で全部上がるというのは

いかがなものかと。前田委員が言っている、水道のほうが今、４億 8,000 万ぐらいプラスなの

ですよね。最終的には 10 億ぐらいのプラスになるのです、28 年には。プラスですよ。それは

全然、計算されていないのですよ。うちの赤字からは全く計算されていません。そういうとこ

ろからいくと、もし、白老の浄水場が 10 年間平成 28 年までに壊れなければ、10 億近くの黒字

になります、予定では。それは全く、今回のマイナス要素からも引いていないのです。要する

に、赤字額 32 億 7,000 万からも引いていないのです、この金額は。連結実質赤字比率からは引

かれています、数字出すのには。ということは逆に言うと、前田委員が言ったような水道事業

会計から補てんすることによって、町の実質赤字には全く影響ないのですよ。連結実質赤字比

率が若干上がるだけなのです。ほんのちょっと上がるだけです。それが一つ。 

 それから今、松田委員が言った、第二浄水場をもしとめることができれば、その分振り向け

てあげないというわけにはいかないものかどうかというあたりはね、ちょっとやってみる必要

はあるのではないかなと。この２点は、今の計画に影響を与えないで変えられる可能性がある

ということなのです。下水道料金だからね。そういうことが可能であれば、検討すべきではな

いかという意見であります。 

○委員長（及川 保君） かなり実現性の高い部分だと思いますね。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 今の大渕委員の意見に集約されるのではないでしょうか。水道と下水で

すから、水道の水源をとめることでね、それを下水道に生かせるかどうかね。上下水道課で一

本ですから、横割りではなくて一つの一本の課でやることですから、赤字のところがあって黒

字のところがあるのにね、どうして、それを一緒にして平均にできないのかなと、単純な考え

ですけど思うのですよね。ただ、そういったいろいろな規制があるのかどうなのかね、それを

やっぱり調べるべきでしょうし、水源をとめることの利益金がどれぐらいそちらのほうに回せ

るのか。そういうようなことをきちんと検討してもらうということで意見を言う以外にないの

かなと、今、思って聞いていたのですが。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はね、下水道ね、みんな公平に使っているのだけども、せっかくね、

下水をつけるような設備をしているわけですよ。特に虎杖浜地区はですね、37 ぐらいがつけて

いないはずですよね、下水道を。ですからね、やっぱり水道も下水道も上げろ、上げろと言う
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前にですね、投資をした地区、ここのところをもう少ししっかり施設をつけさせる努力を促す

べきですよ。虎杖浜も確か 37 ですよ。33 かい。33 も付けていないわけですから。虎杖浜のこ

とばかりではないですよ。よそもそうなのですけども、ここのところをもう少ししっかりとつ

けらせるとね、随分違うと思うよ。それから考えるべきなのだ、本当は。納税の滞納と変わら

ないのだから、これは。せっかくつけるべきものをつけていないということは。金をかけたの

だから、ものすごい。私はその辺をきちんと促すべきだと思うな。 

○委員長（及川 保君） 付帯意見として入れましょう。わかりました。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私も今、松田委員の意見に賛成ですね。苫小牧にいたときもですね、

白老の今、住んでいる家もですね、下水道つけたときは確かつけないとだめですと、無理やり

下水にしてくださいと言われてね、つけた記憶あります。それで、苫小牧では、下水があると

ころに下水つけない人たちはものすごい割増料金払っているはずです、汲み取り料。ものすご

い金額ですよ。びっくりしますよ。ですから、結局、つけているのですから、せっかく、そこ

まで町がこれだけ赤字になってまでね、一番の白老町の赤字の根源ですから下水道は、それま

でしてもつけているのですから、ぜひ、そこを強く促すためには、反対に下水道の通っている

ところで汲み取りしているところは割増料金を取る、そのくらいまで、私、以前から言ってい

ますけども、ぜひ、その辺はやってほしいなと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 皆さん、大体同じ意見でよろしいですね。付帯意見をきちんとつけ

るということで進めたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。次回ま

た、このことも含めて議論を積み重ねたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。それでは、本日の会議ご苦労さまでした。 

（午後 ２時０６分） 


