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平成２０年白老町議会全員協議会会議録 

 

平成２０年１２月１２日（金曜日） 

開  会  午前１０時０１分 

閉  会  午後 ０時２１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．金融危機、原油及び原材料高騰等による景気後退に伴う総合対策について（経営企画課） 

２．バイオマス燃料化施設整備事業について（生活環境課） 

３．白老町営住宅条例の改正について（建設課） 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．金融危機、原油及び原材料高騰等による景気後退に伴う総合対策について（経営企画課） 

２．バイオマス燃料化施設整備事業について（生活環境課） 

３．白老町営住宅条例の改正について（建設課） 

                                         

○出席議員（１２名） 

議  員 本 間 広 朗 君      議  員 前 田 博 之 君 

議  員 西 田 祐 子 君      議  員 及 川   保 君 

議  員 山 本 浩 平 君      議  員 玉 井 昭 一 君 

議  員 近 藤   守 君      議  員 大 渕 紀 夫 君 

議  員 松 田 謙 吾 君      議  員 氏 家 裕 治 君 

副 議 長 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（３名） 

議  員 斎 藤 征 信 君      議  員 土 屋 かづよ 君 

議  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     経 営 企 画 長    高 畠   章 君 
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     建 設 課 長    星     貢 君 

     建 設 課 主 幹    小 林 繁 樹 君 

     生 活 環 境 課 長    千 石 講 平 君 

     生 活 環 境 課 参 事    萩 原 康 政 君 
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事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主      幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 足元の悪い中、きょうの全員協議会にお集まりいただきまして、御

苦労さまでございます。 

 ただいまより全員協議会を開催いたします。 

（午前１０時０１分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） きょうの協議事項につきましては、皆様のお手元に配布のとおり、

３件ございます。まず初めに、金融危機、原油及び原材料高騰等による景気後退に伴う総合対

策についてということでございますのでよろしくお願いします。なお、１と３は予算関連でご

ざいます。それでは、冒頭に副町長のほうからごあいさつの申し出がありますので、どうぞ。

目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） おはようございます。お忙しい中、お時間をいただきましてありが

とうございます。 

 きょうは３点ほど協議事項として上げております。まず、１点目につきましては、各委員の

皆様におかれましても肌で感じられていることと思いますが、目まぐるしく変化する世界経済

情勢が影響して、世界各国そして日本全体が、経済や雇用情勢が急速に悪化しております。こ

のことは皆様もご存知のとおり、アメリカのサムプライムローンの問題が端を発して、住宅の

バブルの崩壊、それと金融商品から派生した原油あるいは原材料資源、そして食料等の価格の

高騰に国民全体が苦しめられた状況にあります。そして、大手証券会社リーマンブラザーズの

破綻をきっかけとして、今度は原油の価格が下落しました。そのことによって若干、景気の悪

化の逆風が和らいだように見えましたが、10 月から円高が始まって、そのことが今度は輸出の

低迷、あるいは株価の下落というような状況になっております。このことによって、証券会社

や製造業を主とする輸出産業が経営悪化あるいは雇用の悪化を招いて、毎日のように報道され

ている状況にあります。 

 一方、町内でもこれらの影響から町民の家計及び企業等の経営を直撃しております。町民の

消費活動や企業等の収益を圧迫するなど、町民生活や企業活動に大きな打撃を与えているとこ

ろでございます。このようなことから、町民や企業等は大きな不安を抱えて年末を迎える状況

下にあります。 

 一方、一地方自治体がこういった不安を解消するには限界があります。町としましては、少

しでもこの不安を解消すべく、町民生活と消費及び中小企業等の経営雇用を支える観点から、

総合対策を講ずるものでございます。現在まで比較的安定した収益を確保してきております漁

業や国の制度により、大きくコントロールされている医療・福祉の分野を除いて、12 月会議に

は、各種の対策経費を補正予算案に組み込んで提出をしたいというふうに考えております。ご

理解を賜わりたく、本日は、総合対策６つの取り組みについて、ご説明をさせていただきたい

と思っております。 
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 まず１点目の部分でございますが、私から簡単に概略説明をさせていただいたあと、担当課

長から順次、詳細説明をさせていただき、財源につきましては、経営企画課長のほうから説明

をいたしますのでよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、まず概略を私から説明をさせていただきます。１点目の福祉灯油購入助成事業で

ございますが、老人、障がい、母子世帯の一定の要件を満たした世帯に対して、１世帯当たり

7,000 円を助成するものでございます。補正提案額は 902 万 3,000 円でございます。 

 ２点目の財団法人アイヌ民族博物館緊急支援事業でございますが、北海道洞爺湖サミットに

よる影響、それから、円高とアジア通貨の低下、下落による入り込み客数の減という外的要因

から経営状況が著しく悪化したアイヌ民族博物館に対し、減収の一部を補てんするものでござ

います。補正提案額は 500 万円でございます。 

 ３点目の農業経営安定化事業ですが、飼料・肥料高騰などに伴う農業経営安定化策として、

農業者の借入限度額 500 万円に対し、年１％の利子補給をするものでございます。補正提案額

は 116 万 9,000 円でございます。このうち債務負担行為として 107 万円を見込んでおります。 

 次に４点目、中小企業振興資金貸付金等保証料補給事業でございますが、白老町の中小企業

振興資金融資制度による運転資金の融資及び北海道が実施するセーフティネット制度による融

資を受ける中小企業者に対して 30 万円を限度に融資保証料の全部及び一部助成を行うもので

ございます。補正提案額は 620 万円でございます。 

 ５点目の住宅リフォーム促進助成事業でございますが、町民のリフォーム需要に応え、町内

住宅リフォーム事業者の経営安定化、経済波及効果に期待しまして、一定の要件を満たす住宅

所有者を対象に改修経費の 10％以内、限度額は 40 万円を助成するものでございます。この 12

月補正につきましては、補正額はございませんが、今後の債務負担行為で対応するということ

で 1,000 万円程度を見込んでおります。状況によりましてはですね、３月の補正で提案をさせ

ていただく場合も考えております。 

 次、６点目の私有林対策事業ですが、国の「美しい森林づくり基盤整備交付金事業」を活用

し、私有林の間伐に助成を行うものでございます。補正提案額は 291 万 2,000 円でございます。 

 概略を申し上げましたが、これ以降、担当課長から詳細説明をさせていただきます。よろし

くお願いを申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） おはようございます。皆さんのお手元の資料１をお開きく

ださい。「平成 20 年度福祉灯油購入費助成事業概要」という形で資料を出させていただいてお

ります。 

 まず、１番目の助成対象世帯でございます。これにつきましては昨年同様、共通要件、それ

と、老人世帯、障がい世帯、母子世帯、それぞれ要件を提示してございます。 

 まず、共通要件といたしましては、住所要件といたしまして、12 月１日現在白老町に住所を

有している方。課税要件といたしまして、平成 20 年度町民税非課税世帯という形で共通要件を

示してございます。 
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 それで、老人世帯の要件といたしましては、単身世帯であれば、75 歳以上の方。複数世帯で

あれば、65 歳以上の者で構成される世帯、18 歳未満の児童のみを扶養している世帯を含む世帯

でありまして、そのうち 75 歳以上の方が１人以上いる世帯という形になります。 

 障がい世帯につきましては、知的要件といたしまして、療育手帳「Ａ」の者が世帯主又は同

居している世帯。身体要件といたしましては、身体障害者手帳１級及び２級の者が世帯主又は

同居している世帯。精神要件としたしましては、精神障害者保健福祉手帳１級の者が世帯主又

は同居している世帯。 

 母子世帯といたしましては、母子及び寡婦福祉法６条１項に規定する配偶者のいない女子が

18 歳未満の子どもを扶養している世帯という要件でございます。 

 助成対象外といたしましては、施設入所、これは介護保険施設及び福祉施設という形になり

ます。長期入院者、これは 12 月１日現在入院しており、３カ月以上の入院又は入院が見込まれ

る者という形で対象外としてございます。３番目に生活保護需給世帯という形で対象外として

ございます。 

 続きまして、２番目といたしまして、支給対象世帯数でございます。まず、老人世帯につき

ましては 946 世帯。障がい者世帯 165 世帯。母子世帯 178 世帯。合計世帯数で 1,289 世帯とな

ってございます。これにつきましては、昨年の平成 20 年度行いました福祉灯油での、当初の対

象世帯 1,205 世帯でしたので、若干世帯数としては増加してございます。 

 助成金額につきましては、全世帯に助成した場合といたしまして、１世帯あたり 7,000 円掛

ける対象世帯 1,289 世帯。合計で 902 万 3,000 円の助成額となります。 

 その他といたしましては、申請につきましては、申請方式という形でこの 12 月の議会で補正

を提出させていただいております、その補正が議決されました暁には１月の広報等の折り込み

という形で、昨年同様、申請書と記載要領等を一緒に折り込みいたしまして、各いきいきとか、

役場とか、出張所、または郵送という形で受付を順次していきたいと思っております。 

 期間につきましては、一応２月いっぱいくらいまでの期間を受付期間として、うちのほうは

考えてございます。それ以降につきましても、なるべく受付を順次やっていきたいと思います

が、やはり年度の関係がございますので、ある程度の時期になりますと打ち切らざるを得ない

と思います。それに際しまして、申請状況を見ながら、申請をされていない方につきましての

対応を別な方法でまた考えていきたいと思っております。説明につきましては、以上で終わら

せていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 高野生活環境課参事。 

○生活環境課参事（高野末保君） おはようございます。アイヌ民族博物館に対する支援の背

景についてのご説明をいたします。資料２を確認していただきたいと思います。 

 これまでアイヌ民族博物館については、会館以来、アイヌ文化の保存・伝承など、公益性を

持った事業展開をしてございます。これについては、国内外において高い評価を得ているとこ

ろでございますが、この４月から入館者の大幅な減少、この要因については、北海道「洞爺湖

サミット」の開催に伴い、西胆振から苫小牧まで警察官などの警備員の宿泊により、一般客の
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宿泊が大幅に減ってございます。 

 それと、先ほど、副町長からもございましたが、９月からのサブプライム問題で東南アジア

の観光客が非常に減ってございます。これについては、韓国・台湾・シンガポールが 10 年ほど

前からふえてございまして、この観光客が減ってございます。ちなみに、東南アジアの観光客

については、昨年、会館以来 10 万人を突破して、国内の観光客の減少をカバーしている状態で

ございましたが、そういった状況で減少は非常に進んでおり、４月から 11 月までの間に約２万

5,000 人が減少しており、金額でいうと 2,100 万ほどの減収につながっております。そういっ

たことで、経営安定に向け、緊急的支援を行うものでございます。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 資料３をお開きください。農業経営安定化事業の概要でござ

います。ご存知のとおり、原油それから原材料の高騰等によりまして、飼料それから肥料等が

非常に高騰してございます。そういう情勢を考慮しまして、緊急経済対策の一環として、農業

経営安定化のための利子補給制度を新たにつくるというものでございます。 

 実は現行制度として、表に記載のとおり、苫小牧広域農業協同組合が融資制度を持ってござ

いまして、経営維持資金という融資制度がございます。これは、苫小牧広域農協の組合員を対

象としたもので、貸し付け対象につきましては、? から? のとおりとなってございます。 

 そして、融資限度額につきましては、12 月末組合勘定により、そのうちの支出のうち、「雇

用労賃」、それから、「肥料費」、「種苗農薬費」、「生産諸資材費」、「水道光熱費」、それから、「飼

料費」、この合計に 15％を乗じて得た額に、収入のうち、「農産収入」、「畜産収入」の合計額に

５％を乗じて得た金額を加算した額、この額か 500 万円の低いほうを融資するという、こうい

う制度になってございます。 

 償還期間は 10 年以内というふうになってございまして、当初の５年間は年 1.7％、６年目以

降は長期プライム連動という形になるということになってございますが、この制度に対しまし

て、町としまして利子補給の融資を行うということでございます。融資対象者は同様でござい

ますが、貸し付け対象内容につきましては、現行制度の? 、? を除く、いわゆる燃料価格の高

騰と、それから飼料価格の上昇と、それから景気冷え込みによる素牛価格の下落等の対応とし

て、? から? までのものを対象として行うということになります。 

 そして、融資限度額については、現行制度の苫小牧広域農協の制度と同様としてございます。

しかし、償還期間については、あくまでも５年以内の償還に限って行うということで、対象期

間につきましては、21 年１月１日から 21 年３月末日までの間に融資を受けたものということ

で、期間を限定した中で対策をとっていきたいということでございます。 

 貸し付け利率につきまして、５年間、年 1.7％のうちですね、白老町の利子補給として１％

の利子補給を行うというものでございます。 

 平成 20 年度の対策額としては、予定して８件を見込んでございまして、予算額としては９万

9,000 円になりますが、21 年以降、25 年までの総額としては、債務負担行為で 107 万円を計上

させていただきたいという、こういう内容となってございます。 
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 これにつきましては、苫小牧広域農協と白老支所のほうとですね、現状の組合員の状況を確

認しながら、この内容について制度を詰めてきたところでございます。 

 続きまして、資料４番目でございます。中小企業振興資金貸付金等保証料補給事業の内容で

ございます。同様のように、原油・原材料等の高騰、円高の影響等によりまして、非常に町内

の中小企業者の経営状況は厳しい状況となっているところから、今回、白老町中小企業振興資

金融資保証料の補給金、それから北海道の中小企業総合振興資金融資制度、これのセーフティ

ネット貸し付けというものがございますが、これらの保証料に対して補給を行うという対策で

ございます。 

 それで、上段が現行制度でございますが、今回実施しますのは、２つの制度に対しての保証

料の補給を行うということでございます。 

 まず１つ目が、白老町中小企業振興資金でございます。これは従来から白老町の中小企業の

振興資金として融資制度を行ってございまして、融資対象としては運転資金、それから設備資

金というふうになってございます。 

 それぞれ融資限度額については、運転資金については 1,000 万円、設備資金については、2,000

万円から 3,000 万円以内というふうになってございます。償還期間についても記載のとおりで

ございます。 

 貸し付け利率については、運転資金については３年以内 2.2％、５年以内 2.4％、７年以内

2.6％となってございまして、これは、北海道中小企業総合振興資金の一般貸し付けの利率と同

じ形としてございます。 

 現行では、そのうちの保証料の補給につきましては、設備資金において、２分の１を現行で

は補給をしてございます。かつ、保証料については、北海道信用保証協会の保証ということで、

0.45％から 1.90％の保証料金がかかっているという、こういう内容のものでございます。 

 これに対して対策は、白老町中小企業融資保証料補給金ということの対策を打ちたいという

ことでございまして、現行制度に加え、現在、運転資金に対しては、保証料の補給を行ってご

ざいませんので、これを保証料の補給を行うという内容でございます。北海道信用保証協会へ

支払った保証料、これを 30 万円を上限として保証料の補給を行うということでございます。平

成 20 年の 12 月会議における補正予算案が議決された後、平成 21 年３月末日までの期間におい

てですね、融資実行を受けたものについて対応していきたいということでございます。現在、

見込みでは、これまでの融資状況から 12 件ほどを見込んでございまして、予算的には 200 万円

を予定してございます。 

 それからもう一つ。北海道中小企業総合振興資金経営安定化資金の中のセーフティネット貸

し付けでございます。これにつきましては、北海道がすでにセーフティネット貸し付けという

ことを行ってございまして、中小企業信用保険法に基づいて市町村の認定を受けたという者に

限ってセーフティネット貸し付けを行っているものでございますが、融資資金については、運

転資金でございます。これは、限度額が 5,000 万円以内ということで、融資の期間が７年以内

ということになっていますが、固定金利としては、５年以内が 1.5％、10 年以内が 1.7％とい
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うことで、非常に低利の金利というふうになってございます。これも北海道信用保証協会の保

証付けということになってございます。保証料については、セーフティネットの貸し付けにつ

いては優遇されてございまして、一番安くて 0.29％から、一番高くて 1.71％という保証料にな

ってございます。この保証料については、あくまでも借りられる事業者さんの信用度に応じて

保証料が変わるということがございまして、こういう幅があるということでございます。 

 この北海道が実施するセーフティネット保証料の補給に対して、町のほうで、その保証料の

補給を行いたいというものでございまして、特に中小企業信用保険法第２条第４項第５号で認

定された中小企業者ということでございまして、それについては、現状の中で非常に業種的に

苦しい状況にある中小企業を対象にした内容となってございまして、５号はどういうことかと

いいますと、業況の悪化している業種ということになります。 

 内容的には、指定業種として、最近３カ月の平均売上高が前年度比マイナス３％以上の中小

企業を対象するですとか、指定業種に属する事業を行っている事業者が製品等の原価のうち、

20％を占める原油等の仕入れ価格が 20％以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転化

できない中小企業者。それから最近３カ月間の平均売上総利益率、または平均営業利益率が前

年度比マイナス３％以上の中小企業者。こういう限定がされてございますが、こういう不況に

よる景気が悪化している中で厳しい経営状況になっているところを対象としたものとして実施

するということでございます。 

 北海道信用保証協会へ支払った保証料 30 万円を上限として補給をするということでござい

ます。これについても対象期間は平成 20 年 12 月補正予算可決後から 21 年３月末日までの間に

融資を受けたものに限って実行したいということでございます。見込みでは 21 件、予算額とし

て 420 万円を予定しているものでございます。 

 今回、この中小企業の振興資金の貸し付け保証料の事業について、実は前もって町内の事業

者等を回ってございます。かつ、商工会にもご相談を申し上げてございます。それから、各銀

行にも町内の景気状況については確認をしてございます。そういう相談をしていく中で、一番

有効的な方法として、資金を促す方法として、保証料の補給金について、商工会からも要望等

がございましたし、銀行のほうからもこういう制度に対しては貸し付けしやすいということも

ございまして、そういう中で検討を進めてきたというものでございます。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 続きまして、星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） それでは、住宅リフォームの促進助成の概要についてご説明いたし

ます。 

 先ほど来、出ていたような理由で日本経済が落ち込んでいる中、特に建設業界、その中でも

町内の建設業界については、公共建築物だけではなく、民間建築物の建築が非常に落ち込んで

いる状況にございます。 

 しかし一方、町内の住宅リフォームについては、業者を回ったり、業界でいろいろご意見を

お伺いしたところ、退職世帯を中心に増加傾向にはあると。しかし、営業力にまさるですね、

割と小さめの札幌のリフォーム業者なんかも相当受注しているような状況にあります。 
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 それで、社会的な要請としてはですね、バリアフリー化ですとか、耐震化ですとか、省エネ

化ということなんかも社会の要請としては、非常に強い状況にあります。今回については、緊

急経済対策という側面ばかりではなくて、そういうところについても若干配慮した上でですね、

次のような制度について考え、提案するものでございます。 

 その中でも町民の住宅リフォーム需要に応えること、並びに町内住宅リフォーム事業者の振

興を図るために、一定の条件のもとに工事金額に応じた助成制度創設を講ずるものであるとい

うことです。 

 それで、対策の概要についてです。助成の内容については、住宅の改修工事に要する経費の

10 分の１以内の額で、なおかつ上限は 40 万円としたいと思っております。助成金の交付につ

いては、同一住宅及び同一人１回限りということにさせてもらいたいと思います。これは、町

内で本宅とは別に別荘、セカンドハウスをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、両方と

もということではなくて１回限り、どちらかということに限定をさせてもらいたいと思います。 

 助成の対象者ですけども、町内に住所を有する方。それから、本工事を実施する住宅の所有

者、かつ、住宅に居住している方ということです。それと、改修を行う住宅の所有者及び同一

世帯員が町税等を滞納していないことという条件を付したいと思っております。 

 工事の事業者なのですけども、白老町商工会、または建設協会の会員で、なおかつ、そこか

ら一応推薦いただきたいなと思っていますけど、その上で町のほうとして資格登録をきちんと

したいと思っています。そういう事業者に限定した工事というふうにしたいと思っております。

これについては当然、税金を投じて行う事業ですから、やっぱり町民に還元されるということ

が必要あると思いますし、なおかつ、いろいろな手続きの関係ですとかがございますので、商

工会とか建設協会にも相当の協力をいただきながら進めたいと考えております。なおかつ、こ

の両団体については、いろいろな場面で地域貢献事業なんかも積極的にやっていただいており

ますので、そういうところの会員に限定したいなというふうに考えてございます。 

 対象工事については、改修工事に要する費用総額が 80 万円以上の工事ということにさせてい

ただきたいと思っています。余り小さいものを対象にしますと、いろいろな手続きだとかに要

する時間等もございますので、その部分については 80 万円以上ということにさせていただこう

と思っています。 

 工事の内容なのですけども、増築、改築、修繕工事、すべていいということにしたいと思い

ます。例えばですけども、住宅の耐久性を高めるような工事、屋根、壁などの修繕ですとか、

塗装工事も含めたいと思います。住宅の安全性、防災上必要な工事なんかについては、筋交い

などの補強工事ですとか、基礎の補強工事などについても含めたいと考えております。住宅の

居住性を良好にするための工事として、福祉型のリフォームですとか、省エネ設備の設置など

も含めたものも含めて工事内容としたいと考えております。 

 対象期間については、平成 21 年３月末日までに決定を受けた工事と考えております。もし、

許されれば、今後のスケジュールとしては、早いうちに商工会ないし、または建設協会から会

員登録の調整をいただいた上で、私のほうに提出いただきまして、その上で住民周知を行いま
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して、設計図の関係とかである程度の時間が必要かと思います。その時間をユーザーの方に取

っていただいた上で、先着順で一定の時期からスタートしていきたいなと考えてございます。

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 続きまして、６番。星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 引き続き、私有林対策事業について、ご説明したいと思います。 

 おおむね一昨年ぐらいまで国内の使用材は、実は８割程度輸入材でございました。ですけど

も、国産材の需要や木材価格が低迷して、森林所有者の意欲の低下により適切な間伐等が実施

されない状況に多くの市町村の山林はあったかと思います。ところが、輸入材の先行きが不透

明さを増す中、木材産業においては、国産材の供給への期待が非常に高まっております。特に

北海道のカラマツ材なんかについては、本州へ移出する量が相当ふえている状況にございます。 

 こうした状況から、本年５月に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が制定さ

れ、合わせて創設された「美しい森林づくり基盤整備交付金」という制度ができましたので、

これを活用して、町内林業の振興及び、この法律の趣旨の一つでもあります京都議定書の約束

達成に向けた二酸化炭素の森林吸収源対策を同時に講じたいと考えております。 

 それで、対策の概要ですけども、根拠については先ほど言った、特別措置法でございます。 

 事業の内容については、既存の補助事業の対象外であった 46 年生以上の人工林です。割と老

齢になった林については、今まで補助事業は実はなかったのです。それが今度、できるように

なったということです。それに付帯するような作業道の整備を対象に事業化を図るという趣旨

でございます。一応、２カ年考えてございまして、20 年度においては、私有林約 20 ヘクター

ルの間伐を、冬場にかかりますけども行っていきたいと思います。21 年度についても、計画の

中では私有林 19 ヘクタールの間伐及び作業道の整備を行うこととしております。これについて

は、農林水産大臣宛てに計画書を提出した上で認可された場合に限り交付されるということで

ございます。 

 そして事業主体は、今、考えているのは、苫小牧広域森林組合でございます。 

 補助率については、標準経費の２分の１が交付金として出るような仕組みになってございま

して、残りについては、事業主体が支払うことになりますが、その事業主体自体は、私有林の

所有者からいただくような形になってございます。 

 それで、町の予算としては、端数がどうしても出るかと思います。端数の分だけ予算計上さ

せていただきたいと思っております。 

 事業の効果としては、森林組合及び関連事業者の事業量が増加するということ、間伐材の有

効活用が図られるということ、高齢級の人工林の間伐によって、健全な森林形成が図られると

いうことでございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠経営企画課長、財源について。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、私のほうから財源の内訳についてご説明いたしま

す。最初のページにお戻りください。１番目の福祉灯油購入助成事業でございます。今回補正

額 902 万 3,000 円。この財源内訳、国費が 328 万 1,000 円。道費が 451 万 1,000 円。一般財源
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が 123 万 1,000 円。 

 次、２番目のアイヌ民族博物館緊急支援事業でございます。今回経常額 500 万円。全額、一

般財源でございます。 

 次、３番目の農業経営安定化事業でございます。今回の予算の計上額９万 9,000 円です。債

務負担行為と合わせまして116 万9,000 円と。債務負担行為が 107 万円ということで、９万 9,000

円につきましては、全額一般財源でございます。 

 次、４番目の中小企業振興資金貸付金等保証料補給事業でございます。今回補正額 620 万円。

全額一般財源でございます。 

 ５番目は、住宅リフォーム促進助成事業でございますけども、今回 12 月補正では提案ござい

ません。これは、事業をこれから募集などをして、ある程度の額が固まり、あるいは歳出の時

期などをもう少し見極めることが必要だということで、１月ぐらいの臨時議会、あるいは３月

の臨時議会で債務負担行為、あるいは生の実費の額を確定したいと考えてございます。 

 それから次、６番目。私有林対策事業でございます。今回補正額 291 万 2,000 円。このうち

国費が 291 万 1,000 円で、一般財源が端数整理で 1,000 円ということになってございます。先

ほど、建設課長から説明ございましたが、２分の１補助ということで、実質、森林組合のほう

に事業者負担で 291 万 1,000 円ほどいきまして、町は国からその残りの２分の１を交付金とし

ていただいて、そして、森林組合のほうに出すと、そんな仕組みになってございます。 

 合わせますと、今回の総合対策にかかる経費、総額 2,323 万 4,000 円でございます。債務負

担行為等を含みますと 2,430 万 4,000 円となります。それで、その内訳、国費 619 万 2,000 円、

道費が 451 万 1,000 円、町の一般財源が 1,253 万 1,000 円でございます。この町の一般財源は、

平成 19 年度繰越金を充当いたします。 

 それとですね、１番目の福祉灯油の購入助成事業の国費 328 万1,000 円でございますけども、

これは国の一時補正予算、その中に臨時交付金というものが盛り込まれまして、うちのまちに

1,658 万 1,000 円が交付されるということになりましたので、その一部をこの福祉灯油に充て

てございます。以上、簡単でございますが説明を終わります。 

○議長（堀部登志雄君） この件につきましては、議案第１号で議会に提案されておりますの

で、質疑はここで行わないで、今、説明受けた中でわからないところがあれば、質問という形

で受けたいと思いますので、質問のございます方どうぞ。２番、前田博之議員どうぞ。 

○議員（前田博之君） ちょっとトータル的にお聞きしたいのですけども、農協の関係の対象

は、これも組合員になっています。そして住宅リフォームも商工会や建設協会の会員という、

言葉悪いですけど、特定の部分の人に助成するとなっていますけども、今、こういう状況であ

れば、この会員になっていない、同等のような中で一生懸命努力している人方がいるのですよ。

その人方は、逆にまるっきり救われないのですよね。そういう部分は、町側で議論されたのか。

そういう人方に日を当てなくもいいのかとね、ちょっと見解を伺いたいのですよ。多分、ここ

で言っても、従来どおりの聞き返しになると思うのですけども、そういう部分は政策として、

次に言う機会ありますけども、それの後でいいですけども、そういう部分で政策の変更で考え
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られて、できるような状況に度量を持っているのかどうか、ちょっとお聞きしたいのです。い

つも議員の人方が一生懸命提案するのですけど、結果的に全部終わってしまっているのです。

ただ、私もあまり言いたくないのですけども、今、副町長も言ったような、白老町も非常に厳

しい中で生活を努力している人方、本来そういう人方がやるべきだと思うのですけども、その

辺はいかがでしょうか。 

 それと、そういう部分でいくと、本会議で聞けばいいのかどうかわかりませんけども、一応

農協の組合員でも準組合員的で、それ相応にやっている人がいるのですけども、組合以外でど

れぐらいの人数がいるのかを押さえているのか。あるいは、商工会、建設協会も、同じく入っ

ていなくても、それに相当するような事業者数がどれだけあるのか、ちょっと教えてほしいと

思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、農協の組合員については、私のほうで押さえてござい

まして、正組合員 45 戸という形でございます。そのうち、今、肉牛農家については、正組合員

30 戸という形で押さえてございます。準組合員等については、今の段階で数字は、私の手元に

はございません。 

 それと、商工会の関係でございますが、商工会の事業者としては、会員数として 413 事業者

というふうに現在押さえてございます。それと、それ以外の事業者含めて、商工会に入ってい

ない方も含めての全事業者としては、849 事業者というふうに押さえてございます。 

○議長（堀部登志雄君） 星建設課長。 

○建設課長（星貢君） ある程度業界に限定する理由はいくつかあるのですけども、先ほども

ちょっとご説明したように、前田議員おっしゃるとおりですね、会員になっていないから一生

懸命事業をやられていないとか、まちに貢献していないということは当然あり得ないと思いま

す。ですけども、その会に属することによって、入られていない方がやられていないような地

域貢献に関する事業を積極的に取り組まれているということも事実でございます。ですから、

そういうこともやっぱりてんびんにはかけるべきことだろうなと思うのが一つでございます。 

 もう一つはですね、いろいろな手続きなんかの面では、いろいろなご協力をいただかなけれ

ばならない部分がございます。例えば、これを私どものほうだけですべて工事費の積算のチェ

ックなんかは非常にしづらいものでございます。そういう中で業界としての、両団体の指導の

もとに適正な申請をしていただくですとか、円滑な申請をいただくですとか、そういう意味で

のご協力もいただくようなことでお願いはしたいなというふうに考えてございます。主には、

その２つの観点で限定すべきではないかというふうに考えたところでございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○議員（前田博之君） 前向きな姿勢ではないということで。今、星課長から話がありました

けど、あまり私も全員協議会で議論したくないのだけど、今、２つの要素があったというけど

ですね、商工会や建設協会の人方以外だってちゃんと税金払っているのですよね。町民の方は。

だから、ただ、会がそういう事業をやっているから選定の基準になるという話にならないと思
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う。逆に、よく規則とか、要綱をつくるときに、町長が特に定めた部分とあると思うのですけ

ども、こういうときこそそういうことを使ってですね、事務手続きの煩雑さはいくらでも何ら

かの形で解決できる問題なのです。なぜ、そういう部分で逆に建設協会でも、非組合員でも、

そういう事務手数料が必要である町がみても、非組合員でも、それでは、そこを窓口にしてく

ださいということでやったことによって、会員数だってふえる可能性あると思うのですよ。も

っと相乗効果、包括的な政策をするのだと。本当に町民が大変な人を救ってあげるのだという

のなら、もっと考えるべきだと私は思うのです。そして、逆をやれば、それでは、これをやっ

たことによる効果額をちゃんと算定して、こういう事業をやっているとかというのが出てくる

のです。本会議で質問できるからやりますけど、もっとやっぱりそういう部分を考えていただ

きたいなと思うのですけども、最後にどうですか、副町長。農協のほうもそうですね。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） なるべく幅広くということは考えたいとは思うのですが、このこと

については、平成 21 年３月いっぱいということで時間的にはタイトな状況もあります。それと、

この制度をつくってすぐですから、やはり、ある程度枠を決めてやったほうが効率的にはいい

のかなという考えもあります。それで、これを今後どうするかというのも実は考えてはおりま

す。21 年度以降ですね。これは、国の２次補正がどういうふうになるか、こういったことも含

めて検討はさせていただきたいと思っています。20 年度については、先ほど建設課長が説明し

た内容で進めさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 引き続き本会議で十分その辺は確認していただきたいと思います。 

 ほかはございませんか。12 番、松田謙吾議員。 

○議員（松田謙吾君） 松田です。今、６点の不況対策があったのですが、まず一つは灯油で

す。昨年も灯油助成したのですが、63％ぐらいしか申請しなかった。それから、ことしは、灯

油がどれだけになるのかなと。私は 200 円もなるのではないかなと盛んに上がった頃は思いま

した。しかしながら、60 円台になっていますね。言うなれば、昨年の灯油騒ぎよりも安くなっ

ているのです。ですから、この灯油の助成というのは、まったく的を射ていないなと。こうい

う対策であれば、名目を変えた支給をされればいいのではないのかなと。まったく的を射てい

ないと。今、みんなの合言葉は、灯油下がってよかったねというのがですね、会ったら言って

いるような状況なのです。 

 これはこれとして、私が今、言いたかったのは、アイヌ民族博物館の 500 万円の助成なので

すが。私は、この博物館も大変だと思います。もちろん、ここ何年間か入場者が減って、国外

の観光客に支えられている。逆を言うと、国内の観光客は安定しているというかですね、もう

回るところ回って、あまり歩かなくなった。それから、これからもっとそういうことが続くと

思いますし、ことしなんか新聞でいえば、車が 30％も売れなくなったと。こういうことを見て

も、国内の観光事業というのは、そんなにふえてこないと思います。それで、それを外国の観

光客が来ないから、困るから助成する。こういうことを繰り返すと、毎年毎年、これ以上きつ

くなって助成していかなければならなくなるなと私は思っているのです。困っているのは、み
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んななのです。例えば、観光客が来ないと困るのは、ミンタラだってそうですよね、ここで一

緒にやっている。あの辺だって、やっぱり大変困っていると思います、観光客来なくて。です

から、やっぱり困るからやるのだという方向ではなく、やっぱり国内の博物館に入る方々が今

どんなことで、どうなっているのだと、こういう調査をきちんとして、それから、外国の観光

客に頼らない財団の運営が必要だと思う。それから、財団の一つの目的は、私は、アイヌ民族

の伝統と保存なのですよね。観光客来る、来ないよりも、本当はそちらに重視すべきなのです。

ですから、やっぱり外国に頼らないアイヌ民族博物館の運営を、ことし、きちんとして、それ

に合わす経費を考えてやらなければ、いつまでたってもこれからは、今の運営からいくとお金

が足りない、お金が足りないと私はこうなると思います。ですから、やっぱりその辺はきちん

とまちはまちなりに指導をしながら、500 万円出してどれだけの効果があるのだ、値があるの

だと、このことをやっぱりきちんと議会なり町民に説明をして助成というのは出すものだと、

私はこう思うのですが、その辺の考え方はどうですか。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 前段の福祉灯油の件でございますけれども、これにつきまし

ては、まさに本当、去年より実態的に安い状況にございます。そこで町のほうもどうするかと

いうことで内部で協議させていただきました。結果は、結局、灯油は下がってきましたけども、

ほかの生活必需品、これらがすべて高騰してございます。それでは、その生活必需品が高騰し

た分をどう救済するかといったとき、国の制度、道の制度がないのです。それで今回、この道

の制度がございます。そして、国の交付金を入れられます。それで、福祉灯油という名のもと

に、生活に困っている方々、そういう人たちにいくらかでも援助しましょうと。表向きは福祉

灯油ですけども、実態はそういう形で助成させていただくというふうに考えてございますので

ご理解いただきたいなと思います。 

 アイヌ民族博物館の件ですけれども、これは本当にまさに議員おっしゃるとおりだと思いま

す。垂れ流し的に毎年、困ったから助成する、こんなことには絶対ならないと思います。それ

で、12 月 29 日ですが、緊急にポロト地域にかかわる土地の所有者、事業者、当然アイヌ民族

博物館、それから商協、関係者等が集まりまして、緊急的に、もうどうだということで対策会

議、それ１回では収まらないと思いますけども、開くということで今、動いてございますので、

そういうことでご理解いただきたいなと思います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、なければ。３番、西田祐子議員。 

○議員（西田祐子君） ２番目のアイヌ民族博物館の緊急支援事業のことについて、私も今ほ

どおっしゃった松田議員の考え方に賛成なのですけども、この 500 万円のお金が云々という場

合に、この 500 万円のお金が一体どういうふうな使われ方をするのかというのは、正直申し上

げて、ここで賛成させていただいて、議会で議決されたからといって、その先がどういう使わ

れ方をしていっているのかが全然わからないわけなのですよね。そういう中で、大変だから出

してほしいというのは、申しわけないですけども、議員の一人として、また町民に説明する場

合にも説明ができないという苦しい部分もございます。本当のことをいいますと、これを大変
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だから出してほしいというのであれば、むしろ、この博物館の試算書というのですか、そうい

うようなものも本当のことをいったら公開していただいて、それで、この部分が足りないから

こうなのですというものが何かあるといいのですけど、そういうものが何もないというのは非

常につらいですよね。ですから、これが一体何にどういうふうな形で使われるのか、せめて、

そういうことだけでもきちんと説明していただけるとありがたいと思うのですけども。 

○議長（堀部登志雄君） 高野生活環境課参事。 

○生活環境課参事（高野末保君） 私からご説明させていただきます。毎年補助しているので

すけども、アイヌ文化の保存、伝承、調査研究費として、学芸員の人件費２分の１ということ

で、今年度も 495 万円補充をさせていただいております。先ほどご説明しているとおり、一挙

に観光客の減ということで 2,100 万円ほど減少してございますが、これについては、先日、博

物館も報酬、言ってみればボーナスですよね、そういった部分が 0.8 ということでかなり厳し

い状況になってございます。そういった人件費だとか運営費という緊急的な補助にさせていた

だいております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○議員（西田祐子君） 今の説明は、確か、前回やったときも同じ説明だったと思います。今

回のこれではないですよ。前にも確か、これを同じようなことで 500 万円、こちらのほうに補

正か何かよくわからないのですけども、一般財源から出したことありましたよね。人件費にと

いうことで 500 万円。それで、今回のこれは、さらに 500 万ということですよね。そうなって

きましたら、今、私、先ほどもちらっと申し上げましたけども、やはり、そこの中の試算で一

体何がそんなにね、足りないというのであれば、もっと違うことができたはずなのに、そのこ

と自体が何も見えませんよということを言っているのです。2,100 万円、ただお金が減ったか

ら、足りないからくださいというのだったら、ほかの事業の人たちだって、みんなこれだけ不

況になっているわけですから、お金ないから出してくださいといったら、はい、そうですかと

出すのですか。そうはいかないと思うのです。やはり 500 万円を人件費にといって取っている

のですから、それでは、何でこの 500 万円というのは、さらに足りない分、ボーナスと。それ

では、誰のボーナスに出すのですかということになってくるわけなのです。そういうこともも

うちょっときちんと説明していただかないと。ただ、そこで働いている人たちのものなのか、

電気代なのか、何なのか、はっきりしていないということを私は申し上げているのです。そう

いうようなものがきちんと数字として、こういうものに使いたいというものがなくて、ただ議

会で 500 万円出してくださいというのはちょっと甘いのではないですかと申し上げたいのです。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 「財団法人アイヌ民族博物館」、本来、一般の企業であればですね、

金融機関から融資を受けられるのですが、財団法人というのは、基本的には融資は受けられな

いという問題はあります。それで、これはできれば、産業厚生常任委員会で調査というか、ア

イヌ民族博物館の経営状況とか、そういった形で調査をしていただきたいなというふうには感

じておりますし、また、財団もぜひ、そういった形でアイヌ民族博物館の経営状況をよく知っ
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ていただきたいという部分もお話が出ておりますので、ぜひ、機会をつくって、そういった内

容を調査していただきたいというふうに考えております。 

 それで今回、２万人以上の入場者が減っていますので、当然、学芸員の人件費の支払いに充

てるということになりますので、この辺はご理解をいただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 確認だけちょっとしておきたいのですが。質疑ではなくてね。今、副

町長の言われたのは、運営費で補助を出すのか、それとも、調査研究費、例えば博物館を存続

させるための調査研究費的なもの。例えば学芸員さんということになれば、私はそういう部分

だと思うのですよ。運営費、単なる一般的にあそこに勤めている人のために出すのか。博物館

を存続するために出すのか。そこのところだけちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 当然、アイヌ民族博物館、これをなくするわけにはいかないわけで

すから、当然、これを存続するための緊急支援というふうにご理解いただきたいと思います。

調査研究ということになります。学芸員の関係です。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○議員（山本浩平君） ５番、山本です。今の議論を聞いていまして、私も正直、今回の場合

は、サミットの関係もあり、あるいはウォンが下がっているから韓国人の観光客が大幅に減っ

たというそういう状況、これはやむを得ないと思います。ですから、やむを得ないと思います

けれども、今、いろいろな議員さん方からお話あったように、ボーナスが厳しいからみたいな

話はやはり、ちょっと理由が違うような気がするのです。そういった話は何となく私も、この

協議会に入る前に伺ってはおったのですけども、それがこういう公なところで、ボーナスが非

常に、出せるか、出せないかみたいな話が理由の一つになるということであれば、なかなか町

民の方々のご理解というのはいただけないのかなというふうに思うのです。ですから、先ほど

同僚議員がおっしゃったように、調査研究のためのものですよと。そして今後、観光の部分と

伝承文化の部分というのは、非常に密接でありながらも切り離されている部分ありますよね。

今後その辺をどのように検討していかれるのか。町長が観光協会長ということでもございます

し、やはり、地域の人たちで例えば支えていくのだという意識であれば、それでは、観光とし

てやる場合はどうしたらいいのかというようなことも今後検討の余地があるのかなと。単なる

本当に伝承文化のことだけで追求していくのであれば、そのぎりぎりの人数でやるというよう

なことだって検討だと思いますし。やはり今回の 500 万円の補助、これは今後にどう生かして

いくのかということを十分検討していただきたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 今回の 500 万円については、ボーナスというのではなくて、来年３

月までの運営経費という形でご理解いただきたいと思うのですが、当然 20 年度客の入り込み数

は減ると予測しておりますので、こういう経済情勢ですから、そういった運営に当然必要な経
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費というふうにご理解いただきたいと思います。 

 それから、観光と文化です。これはなかなか切っても切れない部分があります。それをこち

らは観光で、こちらは文化伝承というような形は、やはりある程度一体的な形で進めていった

ほうがどちらもいいだろうと。町の産業としてもいいし、その文化伝承をしていく上で、保存

していく上でもいいだろうと。その中で収益を得ながら存続させていく、そういう道をきちん

と考えていく必要があるだろうと。それで、まず、今一番問題になっているのは、ポロト地区

の環境問題が非常に問題がありますので、これは、イオルとの事業の関係でこの先どういうふ

うに整備していくか。いかに魅力ある環境づくりをした上でアイヌ民族博物館を存続させてい

くかというような、そういった検討が必要だというふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） アイヌ民族博物館の関係で観光という部分では、産業経済課

のほうで観光全般についての所管をしてございます。それで、入り込みが落ちているという現

状も踏まえて、実はもう 12 月の段階で観光協会、それからアイヌ民族博物館、そして行政、３

者で、いわゆる入り込みをどうやってふやしていくべきか。それからもう一つは、お客様が使

う単価、どうやって消費額をふやしていくか。ターゲットをどこに絞っていくのか。入り込み

客をふやすための具体的な対策をこの３者の中で考えましょうということで、実は先週そうい

う会議も１回目開いてございまして、かつ来週頭にもそういう対策会議を開いていくというこ

とにしてございまして、その中では、観光という位置づけではありますけども、やはり財団、

アイヌ民族博物館が中心的な施設であることは間違いありませんので、そこを中核施設とした

取り組みをどのように進めていったらいいかということは、緊急的に対策をしていきたいとこ

ういうことで検討を進めている状況です。 

○議長（堀部登志雄君） これ以後については、本会議で十分議論していただけるかなという

ぐあいに思います。 

 それでは、１項目につきましては、この程度にしたいと思います。暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１０分 

                                         

再開 午前１１時２１分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き協議会を再開いたします。 

 ２のバイオマス燃料化施設の整備事業についての説明を願います。目時副町長、最初に。 

○副町長（目時廣行君） ２点目のバイオマス燃料化施設の整備事業について、お手元に配布

した説明資料に基づいて説明をさせていただきます。施設の概要、それから施設の運営、それ

と３点目の燃料化施設の運営収支でございますが、この収支については、まだ若干、確定して

いない部分がございますので、一応この程度になるだろうという内容の提示ということで押さ

えていただきたいというふうに考えております。それでは、担当から説明をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 竹田生活環境課主幹。 
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○生活環境課主幹（竹田敏雄君） それでは、燃料化施設の説明をさせていただきます。 

 まず最初に、施設の概要についてご説明いたします。１ページ目、資料の１でございます。

まず、バイオマス燃料化施設の概要でございます。発注者が白老町、受注者がクボタ環境サー

ビス株式会社北海道支店でございます。敷地の面積、全体で１万 4,339.11 平方メートルでござ

います。施設の能力でございます。高温高圧処理量が日、37.6 トン。成形機処理量が日、36.6

トンです。高温高圧装置なのですけれども、10 立米装置が３基ございます。破砕機につきまし

ては、木質の破砕機と、それから廃プラ破砕機、２基ございます。それから成形機につきまし

ては、２基備えてございます。運転体制につきましては、運転日数 300 日。稼動時間としまし

ては、24 時間体制でございます。４直３交替、４名１グループで３交替制をとっていきたいと

いうふうに考えております。次に、施設の愛称でございますが、「ｅｃｏリサイクルセンターし

らおい」というふうに決めたいというふうに考えております。町内の小中学生から募集をいた

しまして、外部の選考委員会の中で決定しております。それから、施設の面積についてですが、

延床面積、合計で 3,894.08 平方メートルでございます。下に施設の完成予想図を載せさせてい

ただいております。 

 次に、燃料化施設の運営についてご説明したいと思います。資料の２になります。２ページ

目でございます。まず１つ目、バイオマス燃料化施設の業務概要についてでございます。稼働

日数と時間につきましては、先ほど言ったとおりでございます。それで、施設名及び主要作業

でございますけども、そこに表に記載しております。設備につきましては、大きく分けると４

つのラインがございます。受入供給設備と高温高圧処理設備、それと選別・破砕処理設備、そ

れに成形・排水処理設備これらのラインがございます。主な作業内容につきましては、右に書

かれている作業内容となります。作業の統括責任者がつきまして、運転体制は１シフト８時間、

４名掛ける３交替で 12 名、日勤者３名を含めた職員数は 15 名というふうに考えております。 

 次に、燃料化施設の委託先についてでございますけれども、平成 21 年４月から本格稼動を開

始する「バイオマス燃料化施設」の運営につきましては、平成 22 年度から運営業務を委託する

業者を本年度中に「公募型プロポーザル方式」で決定する予定でおりました。しかし、別紙、

次のページになりますけども、別紙の理由によって、本施設の建設と処理システムを構築して

きましたクボタ環境サービス北海道支店にこの施設の運営業務を委託したいというふうに考え

ております。 

 それで、次のページを載せさせてもらっています。まず、「公募型プロポーザル」で決定した

場合の問題点、これを２点ほど挙げさせてもらっています。まず１点目が、本施設の目的は、

単にごみを処理するだけではなく、燃料に加工し販売するリサイクルシステムで、実際には稼

動実績がない、こういった状況でございます。それで、性能保証期間内にクボタ環境サービス

が運転業務を確立させ、性能保証期間というのは１年間でございます。この期間内に民間委託

をする会社を決めた場合に、それを引き継ぐということが１年以内で行うということになりま

す。これがスムーズにいかなかった場合、安全操業の確立が難しいのではないかという理由が

一つでございます。 
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 それから２点目。運転業務の仕様が細部まで確立していない業況下でプロポーザルによる評

価基準、これを設けた中で公募していっても、的確な受託先、これを判断できないのではない

かということでございます。合わせて、受託公募者も施設がどのような形で運営されていて、

そのような仕事をする、それらが細部に決まっていないまま受託すると、将来的に支障をきた

す、こういったおそれがあるのではないかということで、クボタ環境サービスに引き続き２年

間の保障期間、１年間の性能保証期間、これを引き続いた形でクボタ環境サービスにお願いし

ていきたいなということでございます。 

 それで、クボタ環境サービスに業務委託をお願いした場合の利点、これを２つほど載せさせ

てもらっています。まず１点目が、製品の安定供給が図られるということでございます。高温

高圧処理方式で一般廃棄物から固形燃料を製造するリサイクルシステムについては、クボタ環

境サービスの提案を受けて採用したものであります。したがって、優れた技術、信頼性を有し

ておりますので、仮に製品の改良等、必要なことが出てきた場合にも俊敏に対応できるのでは

ないかというふうに考えております。 

 それから２点目、処理方法の改善が図られる点でございます。クボタ環境サービスは、みず

からのテストプラントを環境衛生センターのほうにつくりまして、ホーム稼動に向けて準備を

進めてはきているのですけれども、やはり 10 立米３基、かなり規模的にも違いますし、さらに

ライン的に処理の方法を改良したり、あるいはコストの削減、これを考えていかなければなら

ないと思います。こういった場合に、このクボタ環境サービスが運営をしていることでそうい

った問題も解決していけるのではないか、こういった２点の理由によって性能保証期間を含め

た４年から５年の間、この期間をクボタ環境サービスさんにお願いして、安全操業・安全供給、

これらを行うために進めてもらいたいというふうに考えています。 

 それと、その期間内に施設の運転方法、それから機器の取り扱い方、こういったものの基本

方針をつくってもらった中で、将来、他社に委託する場合を想定した準備を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

 次に、平成 21 年度のバイオマス燃料化施設の運営収支（案）。４ページ目についてご説明い

たします。まず、歳出のほうから説明いたします。歳出の②と書いたところです。まず最初に、

人件費でございます。職員数が 15 名、臨時職員が２名、300 日の稼動で 24 時間体制です。人

件費の合計は 6,015 万 588 円でございます。積算の内訳につきましては、右側の真ん中辺に書

かれています。基本給、諸手当、それから法定福利費、それから臨時職員の賃金、それから右

側のほうに来まして、直接費として、被服費、それから安全対策費と健康診断、これらの金額

を計上したものでございます。 

 それで次に、人件費の下に運搬費がございます。場内の運搬作業、それから残渣。燃料とな

らなかったものの運搬ですね。それから製品の搬出作業。これらの運搬作業でございます。金

額は 661 万 2,102 円でございます。計上内容につきましては、ショベルの維持管理費、それか

らダンプの維持管理費、それからそれらの車両の燃料代でございます。 

 次に、積込費でございます。原料の積み込みでございます。金額は 44 万 1,100 円です。これ
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は、日本製紙構内にありますチップダストという副資材、製品に混ぜるものなのですけども、

これを積み込む手間でございます。 

 それから、その下に原料購入とございます。これが高温高圧処理機で処理されてきた生成物、

これに副資材という形で加えていくものが主でございます。金額としましては 237 万 3,000 円。

計上した内容につきましては、チップダスト、バーク、木くずです。それからフレコンパック、

それと廃プラスチック、これらを合わせて、先ほど申しました 237 万 3,000 円というふうにな

ります。 

 それから、施設の維持管理費につきましては、消耗品につきましては、内容としましては、

機械類の消耗品、これらを計上させてもらっています。金額としましては 934 万 3,587 円でご

ざいます。 

 次が検査料関係でございます。検査料につきましては、高温高圧装置の法定検査、それから

環境測定関係。環境測定につきましては、右側のほうに書いてありますけども、ばい煙・臭気・

騒音・水質等の環境測定を行っていきます。それと固形燃料の分析料が計上されております。 

 次に整備費でございますけども、金額が 893 万 250 円でございます。整備費につきましては、

機器関係の整備でございます。高温高圧装置３基などからですね、あと必要な設備の整備費を

計上させてもらっています。 

 それから、次に薬品代でございます。金額が 843 万 4,125 円でございます。主にボイラー関

係の清缶剤、塩などが計上されています。活性炭と真ん中にありますけども、これにつきまし

ては、臭気対策に用いる活性炭でございます。 

 次に、重油代でございます。重油代は 2,122 万 2,400 円でございます。これは、施設に３基

のボイラーが設置されます。これに使用するボイラー用の重油でございます。年間の使用料が

25 万 6,000 リットルとなります。 

 次が、下水道使用料金です。日 60 立米が排出される予定となっています。金額としましては

562 万 7,148 円。 

 次に、上水道につきましては、１カ月 300 立米の使用予定でございます。１年間で 72 万 5,760

円でございます。 

 次に、蒸気の料金でございます。蒸気の使用料は１日平均 50 トンを予定しております。１年

間で使う蒸気の量は１万 5,000 トン。単価が 2,530 円でございます。金額にしますと 3,795 万

円というふうになります。 

 次に、電気料金でございますけども、年間の使用料につきましては、363 万キロワットでご

ざいます。単価にしましては、９円 19 銭となります。蒸気と電気につきましては、まだ日本製

紙のほうから平成 21 年度の上期の価格、これがまだ提示されておりません。多分、提示される

時点では、先ほど述べました価格よりも下がるのではないかという見込みを立てております。 

 それから、最後に設備管理費でございます。これは、施設の暖房関係の燃料ですね。それか

ら、業務委託関係。これらを計上させてもらっています。金額にして 356 万 8,680 円です。 

 それで、これを合計しますと、支出の総額が２億 96 万 2,450 円となります。これに見合う分
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の収入ですが、１番上のほうになります。 

 まず、環境衛生手数料でございます。食品加工残渣手数料、これが年間 750 トンございます。

単価が１万 1,000 円で、収入額としては 825 万円。 

 次に、物品売払収入。これが固形燃料の売り払い額です。年間１万 1,000 トン、単価が 5,775

円でございます。金額が 6,352 万 5,000 円となっております。 

 それから、指定寄付金。これは日本製紙からの寄付金でございます。ごみ燃料化に関する技

術支援として 2,000 万円をいただくことになっております。 

 それから、受託収入と書いてありますのは、支出の分から収入を差し引いて不足する額にな

ります。これが白老町のほうで負担する額ということになります。金額が１億 918 万 8,000 円

となります。 

 これを合計すると、先ほどの支出額とイコールという形になる収支でございます。以上で説

明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 説明が終わりましたので、この後は、質問、質疑等ございましたら

順次お願いいたします。４番、及川保議員。 

○議員（及川 保君） もう今、21 年度の１年間の収支の案が示されたのですけども。まず一

つ、これは 21 年度に限っての話なのか。指定寄付金が 2,000 万ですね。これが以後どういう形

になるのか。この１点と。 

 もう一つは人件費です。支出の部で。これは、全体の運営そのものを委託するという形を私

は取っていなかったかなと思っていたのですが、今、詳細な 15 名体制の職員の給与体系が示さ

れたわけです。これはどういう形になっていくのか。要するに町職員という形で進めるのかと

いうことがまず１点。 

 それと、最初に説明のあった当初の計画でした、運営業務の委託先決定という、「公募型プロ

ポーザル」これをクボタ環境サービスさんに委託したいのだと、変更したいのだと、こういう

考え方なのですけども。説明のされた部分はわかりました。状況はわかったのですが、本当に

今後ね、初期の段階での話なのか。最後の説明のほうでは、将来的には他の委託先も考慮に入

れてのことだというふうに理解はしたのですけれどもね。この方向を説明していただきたいと

いうこと。とりあえず３点ほどお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） ３点ほどご質問ございました。まず１点目の指定寄付金 2,000

万円の関係です。これの今後の継続の見通しというご質問でございますけれども、22 年度以降

の見通しにつきましてはですね、21 年度、来年の稼動の運転状況を見ながら、また、会社のほ

うと継続して協議させていただくと、現在そのような状況になってございます。 

 ２点目の委託に含まれる人件費の関係でございますが、職員という形で記載してございます

けれども、これは、あくまでも受託者側で採用する人件費ということです。ただ、委託という

形につきましては、ここの支出の部分全部を網羅して委託するという形で現在のところは考え

てございません。直接、町と契約する部分、町の会計を直接区分して支出する部分というもの
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もございます。例えば、蒸気の支払い、または電気の支払い、重油等の支払いについては、直

接町の支払いという形になりますし、受託の範囲については、あくまでも町で支出するもの以

外の部分に限っての委託。委託の部分については、大ざっぱに言えば、支出の部分の約半分ぐ

らいが委託費としての支出という形で考えてございます。 

 それと、クボタ環境サービスに対する委託の期間の関係でございますが、これは、あくまで

も当初、全国でも初の施設という形でまだ確立されていない部分が多いということで、それら

がある程度見通した中で一般の他の会社等に渡せるような状況になれば、次の委託先を選定す

ると、そういう形になってございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） どうぞ、及川議員。 

○議員（及川 保君） 指定寄付は、要するに 22 年度以降はわからないということなのですね。

内容は本会議の中で聞くしかないのかなと思うのだけど。また本会議で。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○議員（氏家裕治君） 収入の部でちょっと聞きたいのですけども。当初は物品の売払収入、

製品の売り払いの部分では、当時 2,000 円あたりがちょっと僕の頭の中に入っているのですけ

ども、今回 5,775 円というのは、収入と支出の部分から割り出した単価ということはないです

よね。はっきりした理由があって 5,775 円になっていると思うのですけども、それについて１

点お伺いしたいと思います。 

 それと人件費の部分、ちょっともう一回聞きたいのですけども。支出の部の人件費。これは、

委託されるということはわかります。ただ、委託される先の中身が地元の部分の採用も考えら

れる部分が頭に入っての委託ということでお願いする話に私は当然なると思うのですけども、

その辺についての考え方だけお伺いしておきたいと思います。細かい部分については、多分、

一般質問で皆さんされると思います。 

○議長（堀部登志雄君） 萩原生活環境課参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君） 私のほうから価格についてのご説明をいたします。今回お

示ししました 5,775 円ですけれども、これが 5,500 円の価格に対する消費税を入れて、1.05 を

掛けての話ですが、それで 5,775 円になっております。この価格というのは、実は現在、日本

製紙のほうでは私どもの燃料とよく似ているのですけれども、道内、道外からＲＢＦというの

がございます。これが木くずとプラスチックと紙なんかを混ぜてつくっている固形燃料でござ

います。この価格が実は、ちょうどこの価格提示があったときなのですが、その時点で道内の

業者から出ている価格が、最高価格が 3,500 円ぐらいです。それから、道外、東京だとか大阪

だとか、その辺から来ているようですけれども、その価格が、やはり距離の関係がございます

ので大体 4,000 円から 6,000 円ぐらいという価格の変動がございます。したがいまして、この

道外、道内の価格を参考にしまして、当然ながらＲＢＦに代わる私どもの燃料でございますの

で、そういった中を勘案しまして、言ってみれば、一番高い価格の設定をしたというふうに聞

いております。したがって、日本製紙のほうもやはりそういった固形燃料というのは、中の性

質は違っていようが、やはり石炭に代わる燃料を入れる前にはそういった価格で参考にしなが
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ら値段を決めると。その中でも町内から出る燃料なので、できるだけ高い価格で出したという

ふうに聞いております。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 人件費の関係でございますけれども、この積算にあたりまし

ては、町で行っています他の委託業務等を参考にしながら、町で積算しているものでございま

す。また、委託先につきましてはですね、今後、可能な限り町内雇用をお願いしてまいりたい

と、このように考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○議員（氏家裕治君） これだけちょっと聞いておきたいのです。日本製紙さんあたりもね、

当初トン 2,000 円ぐらいの話で進んでいたのではないのですか。トン 2,000 円という数字は僕

ね、覚えているのですよ。いくら町内の業者だからといって、ちょっと僕はわからないですよ、

いくら町内から出るごみの燃料化をうちで受けられるからといって、当初 2,000 万ぐらいしか

予算になかったものを 6,000 万払うなんて奇特な企業があるのかなと僕は思うのです。それに

ついては、どういった経緯、今言った経緯はわかるけども、何でそんなに急に単価が跳ね上が

ったのかなと。ちょっと理由がわからないのですよね。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 当初は 2,500 円かな。当初は石炭が確か１万ちょっとぐらいだった

と思います、そのときは。当然、石炭や重油が上がれば、固形燃料の値段、これは当然相場で

すから上がってくるわけです。その上がってきた価格が 5,775 円ということなのです。石炭が

下がれば、下がる可能性はありますけども、日本製紙さんとしては一応努力していただいて、

この単価を設定していただいたとこういうことです。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。２番、前田博之議員。 

○議員（前田博之君） これからの作業を聞きますけど、この部分の予算計上は３月でまず上

がるということと、ちょっと最近のものは記憶にないのですけど、施設の設置条例とか、そう

いう条例的なものも上がってくるのかということ。それともう一つは、原料購入費の中で日本

製紙が直接契約するチップダスト云々とありますけど、これは料金が購入費で払うとなってい

ますけども、今まで、そうしたら日本製紙はどういう処理をしていたのかをちょっと情報とし

て聞きたい。それと、木くずと廃プラを機械を稼動するために必要なのか。あるいは製品に何

か付加しなければいけないからこれを買うのか。あるいは変な話、日本製紙で今まで処理して

いたものを町が買うのか。その辺がどうなっているのかをお聞きしたい。 

 それと、今、生産単価の話がありましたけど、これは経済情勢があるから非常に厳しくなる

のですが、これの先ほど説明した生産能力ありましたけど、今回、数量１万 1,000 トンを見て

いますけども、稼動の生産能力いくらあって、稼働率をなんぼにして１万 1,000 トンの数字に

しているのかをちょっとお聞きしたいということ。 

 固定経費が一切変わりませんので、今いろいろお話ありましたけど、物品の購入費、あるい

は、指定寄付が落ちれば、負担額はますますふえるという解釈をしていいのかですね。 
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 それともう一つは、本当はこの資料と私たちが前にもらった資料と比較したかったのですけ

ども、それがないので、また別の機会で議論したいと思いますけど、その辺だけこれからの議

論をするためにも教えてください。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） まず、条例にかかわる部分でございますけれども、おっしゃ

るとおり、設置条例、または委託にかかわる契約の関係、または物品にかかわる手数料の関係、

それの関係の条例改正等を３月に提案の予定でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 萩原生活環境課参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君） あと、ご質問のチップダストとか廃プラの関係を私のほう

からお答えさせていただきます。 

 まず、チップダストでございますけれども、これは、チップ船で運ばれたあとの振りくずで

ございます。今は、時期的にもよりますけれども、大体家畜の敷き料で、有価で売れているそ

うです。それで、これは立米当たり 200 円とか 300 円とかという形で売れているようでござい

ます。今回そういった形でやはり家畜の敷き料ですから、毎日毎日取り替えるわけではござい

ませんので、やはり時期的に売れたり、あるいは残っていたりというところはございます。こ

れが大体、数量的に１万 2,000 トンぐらいあります。そのうち、私ども年間で今 3,700 トンぐ

らいを有価で購入するということでございます。 

 それから、廃プラ、あと木くずとバークでございますね。これは、廃プラもそうなのですけ

ども、あくまでも製品の安定化を図るための、いわゆる副資材でございます。したがって、高

温高圧の装置で可燃ごみですとか、事業系、家庭系の可燃ごみと、それから含水率の高いＰＳ、

製紙スラッジですとか、あるいは例えばホクレンの家畜市場から出る牛ふんですとか、そうい

ったものを炭素化して黒い粉体にします。その黒い粉体のままですと、日本製紙の受け入れ基

準である 0.3％以下という塩素量がクリアできないものですから、それをクリアさせるために

副資材として木くずだとか、バークだとか、それからチップダストだとか、廃プラとか、そう

いうものをいわゆる調整含有しましてですね、配合しまして製品としての安定性を入れて、加

味して出すという形で使うものでございます。 

 したがいまして、今回、原材料購入費として、有価で買い求めております。ということは、

やはりそういった意味で副資材として有用なものであるという形の中で、実際には、工場だと

か土場にあるものについては、廃棄物の扱いになってしまいますけれども、やはり私どもとし

ては、有用なものとして有価で購入する形になってございます。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 製品の１万 1,000 トンの稼動の関係でございます。１万 1,000

トンにつきましては、単純に日 36.6 トン掛ける稼動予定日数 300 日を掛けられた製品という形

で、何％かと言われますと、その日数を 100％見て求めた数字でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ８番、近藤守議員。 

○議員（近藤 守君） 高圧釜の運転体制を見ますとね、蒸気のところで要するに３缶は、フ
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ル稼働は月、火やって、あと２缶は水、木、金、土という運転の体制になっているのですけど、

この辺の理由は特にあるのか。 

○議長（堀部登志雄君） 萩原生活環境課参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君） 私のほうからお答えします。白老町の場合は、毎週月曜日

から土曜日まで、ごみを地区別に収集してございます。その量が当然ながら一定してございま

せん。特に白老地区を収集したときには、言ってみれば、午前、午後で 17、18 トンの回収にな

っています。それから、一番少ないところだと土曜日ですね。土曜日は、地区が確か遠いとこ

ろだったと思いますので、森野だとかどこかだと思いますけれども、一日大体の回収量はやは

り７トンから８トンという形でかなりばらつきがございます。したがいまして、それを処理す

るということになると、実際には、皆さんに一回見ていただいた高温ガスの装置、あれは、実

証試験プラントのほうは３立米タイプでございます。あれの約 3.3 倍の 10 立米の大きな機械が

３台入ります。したがいまして、それを処理するにあたって、３台を１日回すときもあれば、

あるいは、２台で済むときもあるという中できちんと蒸気の量も使う量をきちんと積算しなけ

ればいけないものですから、それで、ごみの一日の回収量に応じて３缶使うときもあれば、２

缶使うときもあるという中で曜日で記したものでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ８番、近藤守議員。 

○議員（近藤守君） わかりました。もう一点。ボイラーが新しくつきますね。このボイラー

はどこ用に使うのかだけ、それだけ教えてください。 

○議長（堀部登志雄君） 萩原生活環境課参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君） こちらのボイラーのほうは、先ほど申しましたけども、高

温高圧の装置というのは蒸気で加水分解いたします。したがって、加水分解を蒸気でしますの

でダイオキシンは出ません。燃やすわけではありませんので。その蒸気だめをつくるボイラー

でございます。やはり、日本製紙のほうからも、蒸気を、これは 12 キロの加圧蒸気になります

けども、こちらのほうを調達いたします。当然ながら、それでは全部済みません。言ってみれ

ば、乾燥工程というところで使いますので、実際に本体の中で蒸気で分解するときには、やは

りＡ重油を使って蒸気だめをつくらなければいけませんので、それをつくるためのボイラーで

ございます。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子副議長。 

○副議長(吉田和子君) １点確認したいと思います。先ほど、氏家議員の質問の中で雇用の関

係なのですが、極力、町内雇用をお願いするということをお話されていまして、クボタに委託

をするということは安定・安全操業をということが大きな目的だということなのですが、仕事、

今、試験的にやっていますけれども、総括責任者だとか、主任技術者というのは何か特殊な資

格が必要なのかどうか。そういった方々が地元ではちょっと無理なのかどうなのか。それで、

作業員の方が 10 名ですよね。職員対応ですので、やっぱり今、雇用が大変な中では、私は、地

元採用ができるものは極力ではなくて、ぜひ、絶対にお願いしたいというような思いでいるの

です。ただ、技術的に何か資格が必要で、そういったものを取るべきものがあるのかどうなの
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か。そうであれば、白老町に在住している、今、就職活動している方たちがそういった資格を

取るとか、そういったことも含めて極力町内で採用していただくということを考えると、特殊

な技術なのかなとちょっと思っていたものですから、その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（堀部登志雄君） 萩原生活環境課参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君） お答えをいたします。まさしく議員おっしゃるように、私

もできるだけ、せっかくの施設でございますので、できるだけ地元の方にこの施設に携わって

いただきたいと思っております。ただ、何せこれ、議会の議論の中でも答弁させていただいて

おるのですが、これは一般廃棄物処理施設になります。したがいまして、法律できちんと資格

を持った者を置かなくてはいけないというものがあります。特にこれは、有機系の廃棄物を使

うものですから、実は、これは一般的にそうだと思うのですけれども、財団法人の日本環境衛

生センターというのが東京にございます。これは環境省が定めて広域法人なのですが、ここで

確か 10 日間とか 20 日間だと思いますけれども、１年のうちに１回ないしは２回の長期の実習

をしてもらわければいけない。これが実は、有機資源再資源化コースという、そちらのほうの

コースを履修してもらわなければならないということがあります。実はこれも、誰でもその講

習に参加することはできません。例えば、工業大学を学制した者がこういった廃棄物の業種に

３年経験しなければいけないとかですね。高等専門学校であれば、例えば５年とか６年とか。

私のようにそういったところを出ていない人間は、例えば行政の人間であれば、10 年間は廃棄

物の業種についていけなければいけないとかですね、かなり厳しいものがございます。なぜ厳

しいのかは、私も何とも言えないところがあるのですけれども、やはり、きちんと廃棄物を処

理するということは重要でございますので、おそらく、そういった厳しい基準でやっているの

だと思います。 

 だけども、やはりこの胆振管内ですね、苫小牧には高専があると、それから室蘭には室蘭工

業大学があると、そういった生徒さんがこちらに来られて、例えば３年から４年という中で経

験を積まれて、先ほどの厳しい履修コースのほうを履修していただいて、それで就くというこ

とは当然、私、可能だと思っておりますので、したがって、12 名プラス日勤者３名の 15 名の

中に入っていただければ、私としても幸いだなと思っております。 

 そして、あと、当然ながら、廃棄物を細かく破砕する技術、こういったものも必要です。こ

れについては、同じような先ほどのセンターが行う廃棄物の破砕リサイクルの履修コースとい

うものの受講も必要です。それにも先ほども言いましたとおりの方たちの基準がございます。 

 あとは、２級ボイラー技師以上。言ってみれば、高温高圧の装置を扱うわけですから、あの

装置が２級ボイラー以上の資格があればいいと。ここは何せ大きなボイラーを持っている会社

のある地域でございますので、そういった形では１級だとか特級だとかいうボイラーを持って

いる方がいらっしゃいます。そういった方たちの、やはり辞めた後の再雇用になるでしょうし、

あるいは、職業を変えたいという場合の一つのチャンスにもなるのかなというふうに思ってお

ります。 
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○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○議員（山本浩平君） この運営収支を見ますと、収支状況、一番最後に書いていますけど、

550 円だけ一応プラスというような形ですよね。先ほどのお話の中では、平成 22 年以降の指定

寄付金に関してはまだ未定であるという形、あるいは稼動等も 100％見ているという、こうい

うお話の中での計画だったと思うのですけども。この計画どおり、なかなかいかない可能性も

多分にあるのではないのかなというふうに予測されるわけですけれども、そうした場合、単純

にお聞きいたしますけれども、新財政改革プログラムとの整合性がどういうふうになっていく

のかなということが一番心配されることでございまして、収支バランスがこの計画よりもさら

に悪くなると、結局さらに町民に負担をお願いするようなことに成りかねないと思うのです。

その辺を副町長にお尋ねしたいのですけども、どのようにお考えになっているのか。この点だ

けちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） これについては、慎重に今、検討はしております。トータル的にこ

の収支がさらに支出の部分で下がるような手立てがあるのかないのか。これは、あることはあ

るのです。これはまた日本製紙と打ち合わせをしながら進めていく事項ですが、固形をがっち

り固めないで、ある程度やわらげるとか、それから、釜に入れる部分の内容ですね。これは、

塩素の含有量とも絡んでくるのですが、これらをやってみないとわからない部分というのは相

当あるわけです。0.3％という塩素量の部分があるものですから、こういったことをまず保証期

間の中で試行錯誤しながらやらなければいけないと。そのことで蒸気量を減らしたり、電気量

を減らしたり、そういったことをまずやっていって、固形化について、これはある程度、固形

にしないでやれれば、電気量は半分くらい落ちるだろうとか、その辺の見通しは多少つけてお

ります。そういった中でやっていかないとエネルギー量が減らせないと。まず、今、そこのポ

イントですね、エネルギー量を減らしていくということを考えています。これはどうしても前

例がないものですから、きちんとした数字が出てこないという部分がありまして、１年間まず

試行しながらということで、こういう収支の計算になっております。22 年以降はおそらく、こ

の金額よりは支出の部分は下がっていくだろうと。 

 それで、日本製紙さんとは、この 2,000 万、おそらく 2,000 万は無理でしょうけども、この

金額に下回る金額というのは、これは当然、協議した中で決めていくわけですけども、支援は

あるだろうというふうに考えてはおります。 

 15 年間について、８億円という、これについては多少狂いが生じております。これは、登別

市さんとの協議で 3,900 万円、当初 2,500 万円から 3,900 万円。さらに、この処理量について

は、再度打ち合わせをさせていただきたいということで 15 日に登別市の副市長さんとまた協議

をすることになっております。提示の内容をまだ聞いておりませんが、おそらく再度金額が上

がるようなことらしいので、そういった内容が決まりましたら、先にお示ししました 15 年間の

効果額の部分、これは修正して、また議員の皆さんに説明をさせていただきたいというふうに

考えております。 
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○議長（堀部登志雄君） ちょっと 12 時過ぎましたけども、次に控えております３項目目、こ

れにつきましては、追加議案として 12 月会議で出る予定でございます。したがいまして、説明

のほうだけは、ちょっと時間かかりましたので、余りかかりませんので、続けて３番の白老町

住宅条例の改正について説明を受けたいと思います。 

 それでは、星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） それでは、「公営住宅法施行令の一部改正に伴う白老町営住宅条例の

改正について」の概要についてご説明させていただきます。 

 平成 19 年 12 月に公営住宅法施行令の一部改正がございまして、それに伴って、平成 21 年４

月から公営住宅に関して、住宅に困窮する低所得者に対して、公平・的確に供給するという観

点から、入居基準や家賃について見直すことになっております。 

 現在の入居基準は、平成８年以降、10 年以上見直しされておりませんでした。この間、世帯

所得が相当変化しておりますし、高齢化の進展に伴って低所得者が増加しているという現状も

ございます。全国的にもそうですし、白老でもそうなのですけども、公営住宅の応募倍率が増

加しています。ちなみに白老では、毎月初めぐらいで大体 60 名ほど常時待機者がいる状況が続

いてございます。 

 それで、資料をお渡ししている中には細かい計算方法だとかも入っていますので、かいつま

んでだけご説明させていただきます。１戸ごとの詳細な計算はまだ完了していませんが、サン

プル抽出した中で、おおむね家賃の概要については把握できておりますので、その状況だけご

説明したいと思います。 

 低所得者の方に関しては、据え置きか、もしくは、月額数百円ぐらいの増減があるだろうと

いうふうにシミュレーションの結果わかっております。逆に、収入が基準額を超えている世帯

は相当ございますが、これら一定以上の収入がある方については、最高で月額 8,000 円ぐらい

家賃が上昇するケースもありそうだというふうに推計してございます。ただ、家賃の急激な上

昇による負担を避けるために、ちょっと条件はいくつかあるのですけども、５年間で移行する

措置が取られることになります。それは後で、表で若干説明させてもらいたいと思いますが、

所得階層が８つに区分されてございます。その所得階層が１つ上がった場合について、なおか

つ、一定金額上がった場合については５年間かけて新家賃に移行するというような仕組みです。

つまり、500 円月額で上がった方に関しては、毎年 100 円ずつ上がるというような仕組みでご

ざいます。なお、収入階層が２段階上がるような方は上昇率も高いものですから、例えば 7,000

円月額で上がるという方に関しては、２段階上がる方に関しては７年間の経過措置を取ること

になってございます。ですから、毎年 1,000 円ずつ上昇させて、７年間で新家賃に達するとい

うような形を考えてございます。 

 計算式を簡単にだけ見ますと、これは国からいろいろな指示とか係数が来ていますが、この

お渡ししている表の３番のところにちょっとした表があると思うのですね。ここでちょっと見

ていただきたいところは、まず、４区分目のところです。改定前ですから現在ですが、17 万 8,001

円から 20 万円以下というふうに書いてございます。実は、これを超えた場合、新たに公営住宅
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には入居できないということでございます。それが改正後は、横にいっていただいて、15 万

8,000 円以下となってございます。ですから、15 万 8,000 円以下の人しか入れないということ

になります。ということは、低所得者がより公営住宅に入りやすくなるという意味にご理解い

ただきたいと思います。 

 逆に、５から８の階層の方に関しては、入居した時点では、所得階層以下だったのですが、

その後、所得がふえるですとか、奥様が働くようになったですとか、いろいろな条件で世帯と

しての所得がふえた場合、この階層になるのですけども、こういう方に関してはですね、極力

民間住宅に移るように努めていただくような規定が設けられてございます。ですから、なるべ

く一定以上の所得がある方については、民間住宅への移行を考えていただきつつですね、本当

に低所得者の方が住まわれるような状況をつくり出していくというのが、今回の入居基準上の

改正の趣旨でございます。 

 計算式をいちいち言っても難しいだけだと思いますが、簡単に言いますと、所得自体はいろ

いろな控除が定まっていまして、それを 12 カ月で割ったものをここの所得階層と言ってござい

ます。さらに家賃の決め方で、係数とかは国のほうから立地の場所ですとか、規模ですとか、

経過年数によって補正係数が定められましたので、それに基づいています。あと、町のほうで、

戸別にお風呂がない団地もございますので、そういう団地は少し下げるですとか、そういう利

便性に基づいた係数なんかも掛け合わせて算定をしております。 

 それで、最後になりますけども、これらについては、国が指示する係数とかがほぼまとまり

ましたので、今後、各戸ごとの計算を行いまして、２月の末ぐらいまでには新家賃を決定した

上で、入居者にお知らせをする予定でございます。端折って申しわけありませんが、以上でご

ざいます。 

○議長（堀部登志雄君） 説明が終わりました。特にここで説明に対する質問等ございますか。

３番、西田祐子議員。 

○議員（西田祐子君） 今ほど、最後のほうの説明で、利便性、係数等の見直しとかというと

ころで、お風呂のないところの家賃を下げるというふうに聞いたのですけど、それはそれでい

いのですか。今の家賃より下げると。 

○議長（堀部登志雄君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 家賃自体が下がるというわけではなくて、この見ていた表の基準額

というところが定められています。これにいろいろな係数を戸別に掛けることができるもので

すから、国が定められたもの以外で、ですから、お風呂があるところと、ないところに差をつ

けた係数を使って、これに掛け合わせるということですから、自動的に戸別に今の状況と変わ

っているわけではないのですよね。風呂がないままですから、それは係数としてはそのままと

いうことになると思います。ですから、風呂のないところと、風呂のあるところには差がつき

ますというふうに理解していただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ということで、これについては追加議案で出る予定ですので、その

ときに十分議論をしていただきたいというぐあいに思います。 
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◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） それでは、ちょっと時間が経過いたしましたが、以上をもって全員

協議会を終わりたいと思います。どうもご苦労さまでした。 

（午後 ０時２１分） 


