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平成２１年白老町議会決算審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２１年 ９月２８日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 １時４６分 

                                         

○出席委員（１３名） 
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議  長 堀 部 登志雄 君 
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◎再開の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、25 日に引き続き決算審査特別委員会を再開いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日は、一般会計の決算審査を行いたいと思います。主要施策等説

明書３ページから 10 ページまでです。１、予算科目別比較表・歳入。２、税収入に関する調。

３、予算科目別比較表・歳出です。４、歳出財源内訳書について。及び歳入全般についての質

疑を受けたいと思います。決算書の歳入は 76 ページから 97 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 決算書の 92 ページはいいですか。92 ページのウタリ住宅新築資金の

貸付元金収入について伺います。先般、監査委員から意見書ありました。その中に付表として

いい資料が毎年ついているのですけど、その中でウタリ住宅の、意見書の 24 ページだったかに

資料ついているのですけども、それを見ると 16 年からずっと 20 年まで現年分、滞繰分、全部

合わせて 41.2％になっているのです。そして、実に５年間で 5.4％落ちています。これは、決

算委員会で毎年、再三指摘されているのですけど、職員、努力はされていると思います。しか

し、数字が如実に語っているように、年々非常に財政負担になってきているわけです。そこで

収納率の低下の原因と、これまで本当に収納率の対策についてどう取り組んできたのか伺いた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） やはり毎年、この収納率が徐々に低下してきていると。やは

りこれは、景気の低迷とそういったことがまず大きく影響しているというのが現状ではないか

と思っております。それで、それに対する対策ですが、実はことし、個別に相談をするだとか、

直に滞納者に対して相談業務を強化してやっているところでございます。ただ、こういったも

のにつきまして、やはりいろいろそこの家庭環境がありますので、なかなか思うようには進ま

ないという結果になってございます。ただ、今後とも、やはり町のほうが提出している資料の

とおり、ウタリ住宅の貸付金につきましてはかなり収納率が低下しているという現状、これに

かんがみまして、より一層強化していきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ぜひ、努力していただきたいということで、来年の決算でまた数字上

がっているように期待したいと思いますけども。これだけ下がっているということは、裏負担

分はすべて一般財源で賄っているというような解釈でよろしいか伺います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 前田委員ご指摘のとおり、一般財源で穴埋めしているという

現状でございます。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。 

 それでは、これで一般会計の決算審査に関する質疑が終わりました。歳入歳出決算の全般に

ついて特にお聞きしたことや質疑漏れがございましたらどうぞ。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。債務負担行為にかかわって日本航空学園の資料を

提出していただきましたので、この件について一言だけお伺いしたいと思うのですが。平成 14

年に２億 5,000 万円の損失補償をして以来、もう支払い開始から５年経過いたしました。あと

残り１億 5,000 万円ということで、ほぼ予定どおり順調に返済されているということをまちの

資料から確認いたしました。そこで、学園運営状況についてお聞きしたいのですが。現在、観

光ビジネスコース１学科２学年で運営されて、平成 19 年 60 人、平成 20 年 70 人、平成 21 年

59 人の生徒数で、現状ではまずまずの人数だというふうに考えています。しかし、設立当時２

学科の２学年ということで定数が 160 名だったはずであります。その人数に比較するとほぼ３

分の１という状況であります。あのとき町長が５年は見てやってほしいというふうにおっしゃ

いました。今６年経過したわけですけども、学園の運営の見通しといいますか、先の見通しに

ついてどのような見解をお持ちなのか。まず、そのことをお聞きしたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 確かに設立、学校開学当初は 160 名という形で開学したとこ

ろでございます。その後、やはり需要の低迷などで生徒が集まらないといった推移を変遷して

きております。その結果、現在、航空観光ビジネスコース、１年生が 35 名、２年生 24 名とい

う状況になってございます。これらにつきましては、非常に就職率もよくて、今後の見通しに

ついては本当に安定した経営が見込まれるものと考えております。当初との違いにつきまして

は、やはり開学当時の環境、それらの環境がやはり変わるといったことで、需要に合わせた形

でこういうような学科に衣がえして、将来の安定した生徒の入学定員確保に改学したところで

ございます。 

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） ただいまの答弁の中で就職率の問題にも触れられましたけれども、過

去、就職率 100％ということでかなり順調だったと思うのですが、最近心配なのは航空業界も

不況の風を受けて統合あるいは厳しい現実というものがあって、就職状況も過去にない厳しい

ものがあるのではないかというふうに思っています。この後も順調に伸びてくれればいいので

すが、その先の見通しというのはなかなか難しい状況なのかというふうに思っていますが、そ

のあたり、これから先、大丈夫というふうに認識していていいものかどうなのか。そのあたり、

どういうふうに認識されているのかということをお伺いしたいのと、もう１つ、表を見ていて

心配だったのは、この企業全体の収支を見てみますと、収入が約 49 億円、支出が 56 億円とな

っているのです。幸い、航空学園にあたります専門学校分野の収支のバランスというのはよく

とれているようなのですけども、50 億円の企業が７億円ぐらいの収入不足ということをどんな
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ふうにとらえればいいのかなと、私にはちょっとわかりかねるのですが、町としては企業全体

の状況というのをどんなふうに認識されているのか。その見解をどういうふうに分析されてい

るのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 企業の中身の歳入歳出の部分につきましては、表に出せる部

分と出せない部分とがあると思います。ですから、その辺は深く分析はできないというふうに

考えております。ただ、航空業界、確かに日本航空の合理化問題だとか、地方路線の切り捨て、

そういったことで需要が低迷しているというそういうような将来予測、それはちょっと不安要

素としてあります。しかし、今航空業界におかれましても世代交代がかなり進んでいるのです。

ですから、結構今まで無理してキャビンアテンダントだとか、そういう人たちを実は雇ってい

たのです。再雇用だとか契約社員だとかそういったことで雇っていたのが現状なのです。その

人たちの１つの塊が今もうそろそろ限界だというふうなことで実は若手のほうにどんどん切り

かえるようなところが底辺のほうで起こってきております。ですから、そういうことを踏まえ

ますと、ここの学校の将来性というものにつきましては、それこそ何十年先といった部分では

わかりませんけれども、ここ数年はそんなに暗い見通しを立てるような、予想するようなもの

ではないというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） あと１点だけお伺いしておきます。もう１つ、日本航空学園が誘致さ

れた折に、若者がまちの中に見えてくるだろうと、活気づくだろうということで大きな期待が

あったことは確かであります。当時、道の分析によりますと、３億円から４億円の経済効果が

見込まれるというふうに判定されていたのを記憶しているわけでありますけども。当時、学園

あるいは学生たちと、もう１つ、町民との交流ということもうたわれ、そうしたら、そういう

若者や学園と交流をすることでまちも活気が出るだろうとこういう計画なんかもされていたの

です。ということから、６年半経過したわけですけども、この経済効果というのをどんなふう

に考えているのかということと、町民との交流というのはやれる状態ではないのかどうなのか。

そのあたりの見解を伺っておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 経済効果につきましては、具体的に例えば 59 人、約 60 名在

籍していますと。その結果、これだけの効果がという、実は分析したものを今資料として手に

持っておりませんので即答することはできませんけれども、やはり、こういう若い人たちの消

費活動、これは大きなものと考えております。それと、中国からの留学生も来ております。そ

ういったことで国際的ないろいろな感覚が町民との交流、交流というのは直に器を設けて、こ

ういう組織をつくって交流しましょうといったものは現実的に今はやっておりません。やって

おりませんけども、日常の生活用品を買い求めるだとか、文房具品を買い求めるだとか、それ

とか、夜、飲食店街に出るだとか、あるいは、牛肉まつりなども結構な人数の方々がおいでに
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なって楽しんでおられるだとか、そういったことの効果というのは大きいかなと思います。そ

れとやはり、先ほど申しましたように、中国の留学生がおりますので、本国に帰って、白老町

の文化を発信していただき、やっぱりこれから大きな消費地として考えられる中国に対するい

ろいろな情報を発信、これもまた大きいかなと思っております。そういうようなことで具体的

な数字を今求められても、ちょっと申しわけないのですが、出しておりませんけれども、これ

につきましては、委員おっしゃるとおり、きちんと分析しなければならないというふうに考え

ております。そういうことで効果はまず、感覚的な話で申しわけないのですが、あるというふ

うに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 交流の関係でございますけども、学園の生徒さんたちが町内

会のお祭りに参加したりですとか、いろいろな形で交流は行われております。 

もう１つは、目に見えた効果ということでございますけども、私どもも実は商店街回って聞

いてございます。商店街の店主さんのほうから、やはり若い生徒さんたちが買い物に来てくれ

ると。特にお菓子屋さんですとか、コンビニですとか、本屋さんですとか、あと、お弁当屋さ

んですとか、そういうところにはよく生徒さんが来られているということで、やはり商店街に

少なからずそのような波及効果は出てきているというふうに考えてございます。若い人たちが

まちを歩くということで、そういう雰囲気も非常に商店街としては歓迎したいという、こうい

うお話も伺っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） いただきました資料に基づいてお伺いしたいと思います。資料５、６

ということで学校図書費調査と教育費調査のことで、先日、教育長とか監査委員の方々にお伺

いした内容なのですけども。ここの教育費調査のところで、前年度の予算から比べてかなり削

られているわけです。大体 9,100 万円近い金額が削られているわけなのです。当初予算から比

べましても、途中で補正予算ありましたけど、不用額が 1,782 万 3,997 円ということで大幅に

削られているのですけども、やはり教育費というのは、町長は以前にも町長になられてから非

常に教育費に関してはお金をかけていらっしゃるとおっしゃっていましたけども、随分減って

いますけども、教育というのはやはり一貫性を持って、それなりのお金がかかると思いますの

で、20 年度これだけ削ったということになりますと当然ほかのところでも必要になってくるの

かなと、ほかの年度で。そういうような考えがおありなのかどうなのか。この分を補てんする

ような考え方になってくるのか。 

 それともう１つです。考え方として、この教育費のところで、町長は学校施設建設の基金積

み立て何かもやっていかなければならないとおっしゃっていましたけれども、この教育費はこ

こでこうやって大幅に削っていますけども、その分をやはりある程度教育費の中に基金として

きちんと積み立てられているのか。その辺をお伺いしてみたいと思います。そういう考え方は
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町長として指示されているのかどうかというお考えです。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、教育費の関係でございますけれども、平成 19 年度から 20 年

度については大幅に削られているということでございますが、これは、町は財政事情が非常に

よくないということで教育費ばかりではなくて、ほかの予算についても全般的に予算は削られ

てきております。特に人件費が大きい部分でございますが、この資料の中の教育費については

人件費は入っていませんが、そのほかに団体に対する補助金の削減とか、もろもろそういった

ものが削られて、こういった実績というか、決算になっているということをご理解いただきた

いとこのように思います。財政事情ということで、前年度と比較して相当下がってきたという

ことでございますので、教育については一生懸命、子供にかかるお金ですから削りたくはなか

ったわけですけども、そういう財政の事情ということでご理解をいただきたいとこのように思

います。 

 また、基金についてもこれも財政事情ということで、必要なものについては基金を積み立て

ていく必要がありますが、これも連結実質赤字比率の関係があって削らざるを得ないというこ

とでございます。ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 財政難だということなのですけども、小学校のほうの管理費と、それ

から中学校のほうの管理費が非常に大きい金額で削られているのです。そこの中で特に需用費

というのですか、まず、小学校のほうの需用費、学校管理費の中の 11 番、395 万 3,451 円とか。

中学校のほうも非常に大きな金額が残されているのです。180 万 6,497 円。需要費というのは

どういうものにあてがわれて、こんなに削られてしまっていいものかしらとちょっと疑問には

感じていたのですけども、その辺の考え方はどうなのですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 小中学校の管理費の需用費の内容についてのご質問だと思い

ます。需用費につきましては、学校でいきますと光熱費、水道料または消耗品関係等々のもの

でございますけども、この中では特に学校の中で経費節減だとかで前年度実績で予算編成のと

きに落とすだとか、あとは、一つの例ですけども、昨年、白老中学校の長年の懸案でありまし

たトイレの改修を行ってございます。これは簡単に申し上げますと、地下以下の配水管がフラ

ットになっていた部分を改修して、そこに通常のご家庭でいきますとＵ字管みたいな形でそこ

に水がたまっていると、そういうものを直して異臭が直されたというようなことで、その対策

として定期的に水を流していただとか、そういったもろもろのことを含めて、こういう需用費

関係も実績見合い、または今後の見込み見合いで削減をしたというようなことで、学校現場と

教育委員会の中での調整の中でそういった経費節減策を図ってきたというようなことでの削減

ということでございます。 

 小学校につきましても同じように、各学校においても、小まめに電気を使わないところは消

すだとか、そういったようなこともいろいろな場面でそういう話を教育委員会のほうからもし
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ておりますし、そういう意識が各学校現場においても浸透してきているというようなことで経

費削減を図ってきているというようなことでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 大体話はわかりました。そういうふうにして細かく実際に節約してい

くのは構わないというより、むしろ、そういうことはもっと前々から積極的にやられていかれ

ればよかったのかなと思っております。今後とも、そういうような本当に大切なところの節約

というのは続けていっていただいて、ぜひ、使ってもらいたい教育関係のそういうようなもの

に関しては、例えばコピー用紙とか、子供に対してのいろいろなものとかというのはきちんと

やっていただければと思います。どうもありがとうございます。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 今西田委員言われたとおり、今後もそういった形で学校現場

の意見も聞きながら、または協議しながら、余分なものと言ったら語弊があるかもしれません

けども、そういったことではなくて必要なものは必要なものということで子供たちの教育に関

することについては、やはり予算をある程度つけていかなくてはいけないだろうと。ただし、

経費削減を図れるものについては、学校現場においてもそういう意識を持ってやっていただく

というようなことで調整を取りながら、いい財源を使っていきたいと。そのことによっての経

費削減も図っていきたいというふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。労働費についてお伺いします。特に障がい者の雇

用対策についてですけれども、障がい者の雇用に関する法律が改正されて、やっぱり職業的に

自立を図ることが現在求められるのですけれども、白老町の障がい者の実数について、それか

らまた、精神障害者手帳を持っている方も法定雇用率に算定されることになったわけなのです

けれども、白老町ではそのような障がい者の方が何人おられるのか。また、就労を希望してい

ても働けないでいる、就労を求めている障がい者が何人おられるのか。その辺の実態調査など

を行っているのかお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２７分 

                                         

再開 午前１０時４４分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開します。 

 それでは、先ほどの質問に対しての答弁をお願いします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 福祉施設から一般就労のほうに移行した方の実績について申

し上げますと、過去４カ年の実績ですけども、平成 17 年度２名、18 年度１名、平成 20 年度１
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名ということで、最近４カ年の中で４名の方が一般就労のほうに移行したという形になってご

ざいます。 

 次に、精神障害者保健手帳を所持している方、実績でございますけれども、平成 21 年３月

31 日現在で 108 名ということになってございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 障がい者の雇用関係における実態調査というのは、町のほう

で特に行ってございません。ですから、町内での実績が障がい者の雇用の状況というのは現在

のところ掌握してございませんが、ハローワークのほうでは障がい者の職業紹介状況というの

をまとめてございまして、平成 20 年４月から７月までの状況を見ますと、新規求職申込者数が

74 名。そのうち身体障がい者が 44 名。うち知的障がい者が 30 名と、こういうような状況にな

ってございまして、それに対して就職件数ですが、合わせて 23 名が就職していると。その内訳

としては、身体障がい者 18 名と知的障がい者、精神障がい者等が５名とこのような数字になっ

てございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 大体、今、数わかりました。実数まで調べるのはなかなか難しいと

思うのですけれども、実際、今、法律で地方公共団体の法定雇用率が 1.8％ということで出さ

れているわけなのですけれども、これを見ますと、白老町の職員に対して 1.8％となると大体

４、５名の障がい者の方を雇用しなければならないということになるのですけれども、町とし

てはやっぱり実際に雇用を行っておられるのか、今後それを予定しているのかお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） うちの町での雇用率といいますか、雇用数といいますか、そうい

う関係でございますけれども、法で定められた割り出しの算式があるのですけども、これに基

づきますと３名雇用されていればよしとされているわけでございまして、実態といたしまして

も、その３名の数としては雇用しているという現状にございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） わかりました。そうしますと、町内の企業に対しての雇用義務も課

せられてくるわけなのですけども、町としては企業の実態をとらえているのかどうか。そのこ

とだけお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 町としましては、町内の企業の障がい者の雇用実態について

は現在のところ把握してございません。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ２点ほど伺います。決算書の 280 ページの最後の基金についてまずお

聞きします。財政非常に厳しいので基金についても本来は果実で運用するということが本来だ
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と思いますけども、多分この中で利子等なんかも少なくなってきていますから果実では運用で

きないと思います。この色区分ありますけども、この中でもう元金に手をつけている基金はあ

るのかどうかということと、計の中に債権４億 9,000 万円ありますけど、多分これは過去に起

債の繰上償還した分の振りかえ運用の部分だと思うのですけど、残り４億 6,000 万円あります

けれども、これは１つの赤字的な要素として認識していいのかどうかという部分でございます。 

 次に、町長２日間いませんでした。なかなかいい質疑が行われたので町長にも聞いていてほ

しかったなという思いがあるのですけども。１点だけ。町長が答弁するかどうかは別として、

先に執行方針で町長が決算報告説明ありましたけど、その政策の中で町長が施策として掲げて

おりましたけど、決算でそこに触れていませんでしたので、その成果あるいは具体的な方向、

進捗状況というのか、それをちょっと伺いたいと思います。それで、執行方針の中で自治基本

条例に基づき町民に広く意見を求め、また、町民に参加する制度づくりに取り組んでいくと。

そして、町政モニター制度の導入とパブリックコメントの導入について検討をして進めるとし

ていますけれども、実際に具体的にどこまで進んでいるのか。そして、いつこれらが条例提案

されようとされているのか。その状況について伺います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、決算書の 280 ページの基金のほうのご質問にお答

えします。基金の中で実際、利息、果実によって運用していくという基金がいくつかございま

す。例えば育英奨学基金あるいはみんなの基金、それから都市公園づくり基金等、このような

部分についてはまず元本を積み立て、その利息を取り崩しながらいろいろな事業に充てるとい

う目的のものということでございますが、今前田委員おっしゃられたように、実際、積立利率

がかなり低いという状況もあって、実際、元本には手をつけている状況でございます。しかし

ながら、いろいろな予算の範囲外でそこに積み立てる等をしながら、その基金については今後

も確保していきたいというふうには考えてございます。 

 それから、もう１つ。ここにある債権という部分の 20 年度末で４億 6,000 万円という数字が

ございます。これにつきましては、平成 10 年に公債費の繰上償還のために基金から基金を取り

崩して繰りかえ運用をした残がまだ４億 6,000 万円残っているということでございます。基本

的には毎年、今 3,000 万円ほどそこに戻している状況ではございますが、これにつきましても

基本的には全額戻すという方針のもとに借りたものでございますので、予算の許す限り、これ

については毎年度繰り戻していきたいというふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） パブリックコメント、それからモニター制度ですけども、こ

れにつきましては、パブリックコメントのほうは具体的にある程度条例の案がもうできあがっ

てございます。それとモニター制度でございますけども、モニター制度につきましても、これ

も今、関係自治体、ほかの自治体との調査をして、あとは白老町独自の特色ある制度、より効

果的な制度として出すためのそこの部分を今内部で検討しているところでございます。今年度
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中にこの制度は導入するというスケジュールでやっております。これは当初、執行方針のとき

もこの件につきましては、前田委員のほうからご指摘ありまして、予算が計上されていないの

にというお話もありました。ここの部分につきましては、予算を伴うようなそういう制度には

しないでいこうというような方向で進んでございます。それで、パブリックコメントと、それ

からモニター制度、これは同じ時期にセットでやっていきたいとこのように考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２問目の前に確認をしておきます。実はこの財産、基金も含めて特

別会計が終わった後にこれをやることになっているのですが、もう入っておりますので、この

質問だけ。次には入らないということで確認をしておきたいと思います。よろしいですね。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 町政モニターとパブリックコメント、今年度中に目に見えるというこ

とですので、ぜひ、情報公開の意味も含めて、ぜひ、町長も執行方針で言っていますので実行

してほしいなと思います。 

 次に、２問目でちょっと視点を変えて。今担当課長のほうから、ここの債権４億 6,000 万円

も後年度負担になりますということでここに書かれています。そこで、さっき私も決算委員会

の冒頭でお話ししましたけども、20 年度の決算における健全化の判断比率がすべての会計で下

回った結果になりましたと、これは十分認識しています。これは一つの区切りがついたという

ことでまちにとってもよかったと思いますし、職員の努力もあってこのようになったのかなと

こう思うのですけども、そこで、報告によるし、数字見ると、赤字の会計の収支 19 億 3,500

万円、これ以外にも数字的に、今言ったように４億 6,000 万円があります。こういうものを含

めて数字的に表面化していない赤字というのか、後年度先送り、あるいは支払わなければいけ

ない町が持っている額が相当額あると思うのです。それらの赤字額というのか、後年度負担額

と言ったほうがいいのか、これをどのようにとらえているのか。それと、その額がわかれば、

総体で幾らの、今 19 億 3,500 万円を足して、相当の総額があると思うのですけども、それを把

握しているかどうかお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 20 年度の決算に基づいて特別会計、企業会計の赤字額は先ほ

ど申しましたとおり 19 億 3,500 万円というふうに出てございます。そのほかに実は新財政改革

プログラムの策定段階でも申しましたとおり、いわゆるその段階でプログラムで盛り込まれて

いない懸案事項という部分もございまして、これにつきましては、土地開発公社からの買い戻

しの部分があります。これが２億 9,000 万円です。それから、債務負担行為にもなっています

が、白老振興公社に対する損失補償、いわゆるポロトの土地の関係、これが２億 6,000 万円で

ございます。それから、20 年度の財政運営の中で赤字を解消するため水道会計から借り入れた

４億円、これがございます。それから、基金の繰りかえ運用の繰戻額が４億 6,000 万円。これ

で合計約 33 億 5,000 万円。これに債務負担行為を含めますと、約 35 億 3,000 万円という部分

がまだ、いわゆる借金として残っているという状況で一応押さえてございます。 
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以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、最終的に約 35 億 3,000 万円あるということがはっきりされました。

それで、最後に町長にお聞きしますけども、健全化判断比率では議論されているように下回っ

ております。しかし、今担当課長からお話しされましたように、35 億 3,000 万円という多くの

赤字額が累積されております。その認識について町長に伺いたいのですけども、町長は、健全

化判断指標はクリアされているとこうなっていますけども、これだけの金額が残っていること

に対してその認識、全く問題ないとこう思っているのか、あるいは、やっぱり決意を新たにこ

の赤字額を、プログラムを徹底して実行して、赤字を少しでもなくしていきたいと、前倒しし

ていきたいとそういう気持ちにあるのかどうか、その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 今課長のほうから説明ありましたけども、実際に盛り込まれ

ていない、いわゆる土地開発公社、白老振興公社、これが大きなところでございますが、これ

についてはプログラムに実質載せていないというのは課長言っているとおり、従前から説明し

ているとおりであります。したがいまして、今、国の制度で第三セクター債というのがござい

まして、そちらのほうの対応を含めて現在検討している最中でございます。したがいまして、

プログラムの全面見直しが来年やるというふうに言っていますので、その中には何らかの形で

折り込みをしたいというふうに考えて、今作業を進めているところでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 前田委員ご指摘のとおり、私は決してこれで楽観しているわけではな

く、今回の報告の中でも書いておりますが、これから正念場だという表現をさせていただきま

した。長い間でつくった借金でございますので、すぐに返せるというわけではないのですが、

赤字額も借金も減ったわけではないと。ただ、国から突然出された、今回の連結にしても、健

全化比率にしても、国が出してきた、要するに健全化団体、再生団体の枠の中は当てはまらな

いということにまず終始したということでございます。再生団体、健全化団体というのは、我々、

町民にとってもかなり不名誉なことでございますので、これからは議員おっしゃるとおり、ま

たふんどしを締め直して取り組みたいと。これから改革の正念場だと思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。歳入歳出全般についてでございます。ありま

せんね。 

 これをもって、一般会計の決算審査に係る質疑を終結いたします。 

 それでは、次に特別会計に入ります。139 ページから 143 ページまでの国民健康保険事業特

別会計全般について。決算書は 183 ページから 198 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

９番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 斎藤です。国保会計につきまして１つ伺いたいと思います。滞納者の

保険証の関係でございます。実際に調停額が 60 億円。それに対して収入額が 55 億円。収納率

91.37％とこうあります。それで、現年度で約５億円の未収があると。非常に大きな数字ではな

いかというふうに思います。それに関していえば、納めることのできない人というのは随分い

るのだというふうに思います。そうすると、保険証がどうなっているのかということが気にな

るわけでありますけども、短期保険証だとか、それから資格証明書、前に聞いたときには、資

格証明書はそんなに数が多い数字ではなかったとは思うのですけれども、これらの発行が現在

どうなっているのか。その数と、ここ数年この傾向がどういうふうになっているのか。そのあ

たりを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 国保税の滞納にかかわる資格証と短期証の発行状況でございます。

資格証は 20 年度 37 世帯。21 年度、今年度は 33 世帯ということで４世帯減少しております。

短期保険証のほうは、20 年度が 401 世帯。今年度が 339 世帯ということで約 70 世帯、両方と

も、前年と比較しますと減少状況にございます。 

 それと、資格証の昨年度交付した 37 件中、実際に資格証を交付したというものは１件もござ

いませんでした。一応対象者は 37 件ございましたけども、資格証を出して、病院の窓口で 10

割支払いしていただいて、私どもの窓口で７割をお返しするということをした件数はゼロでご

ざいます。短期保険証の 401 世帯の対象のうち、１年間通じて、最短短い人で３カ月、長い人

で６カ月という短期証を交付していますけども、１年間で 401 世帯の中で 64 世帯が１年度を通

じて一度も私どもの窓口に来ないで更新をしないという方が 64 世帯ございました。そして、新

たにまたことし、先月ご案内申し上げていますけども、そういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 中身も大変な状況だということで、今びっくりしたのですが、資格証

明書に該当するのが 30 数世帯あるということで、ちょっと数字の上ではびっくりしたのですが、

いまだに発行していないということを聞いて、ひとまず安心はしたわけですけども。それらに

ついてちょっと伺いますが、現在、新型インフルエンザの拡大が懸念されているわけで、秋以

降本格的な流行をするだろうと。あるいは、ウイルスが変異してしまうこともあるのではない

かというようなことにどう備えるかということが問題になるわけですけども、特にこういう本

当に短い短期保険証を発行されている人だとか、資格証明で保険証が、これはどうなっている

のか今ちょっとわかりませんけども、保険証がない人だとかというのは大変なことだろうとい

うふうに思うわけであります。苫小牧では、資格証明書を発行世帯に対して短期証明書を、新

型インフルエンザが流行拡大をしていくのに備えて短期保険証を出して、それに備えたという

ふうに報道されました。室蘭でもそのような措置がとられているというふうなのですけども、

白老の場合も資格証明書を発行していないとは言いながら、やはり 37 世帯も、33 世帯もあれ

ば、これはその分についてどうするかという対応をきちんとしなければならないのではないか

というふうに思うのですが、そのあたりの考え方を伺いたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） インフルエンザの流行がひどくなりまして、今委員おっしゃった

とおり、苫小牧市、室蘭市、あと、帯広市のほうが資格証対象者に対して短期交付証を送付す

るということを行うというような報道が出ております。私どものほうも、まだ白老町において

インフルエンザの流行について、余り患者数も出ていない状況でございますけども、その状況

を見ながら、苫小牧ぐらいの発生状況になるような兆しがあれば、資格証明書を出している方

もしくは短期証明書も現実としては保険証を持っていないわけですから、その方たちに何らか

の措置をしなければいけないと考えておりますので、インフルエンザの状況を見ながら対処し

ていきたいなと考えております。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。保険証を持たないということは、受診を控えてしまう

とうことが一番心配されるわけです。このぐらいの熱だから家で寝ていれば何とかなるという

ことで人にうつしてしまって、それでも我慢をしていると。あるいは最悪の事態を招くことも

なりかねないというようなことからいうと、この問題というのはやっぱり人権上の問題になる

のではないかと。そういう人権上の考え方からいえば、受診控えなんかをさせるようなことを

してはいけないというふうなことは根底になければならないのではないかと思うのです。とい

うことで、ぜひ、今おっしゃられましたように、すぐに対応すると。まだその状態にはなって

いないという話ですけれども、なる直前にやはり素早くキャッチして、そういうものをすぐ対

応するという体制をぜひとっていただきたいということで終わりにしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） インフルエンザの場合は早期の治療というのが必要だという

ことで、ご質問の趣旨を十分理解するところでございますけれども、町のほうからいろいろな

働きかけをして、一応、面談あるいは電話等での対応によりお話をお聞きしながら、その状況

に応じて、こういうような形にやっぱりならざるを得ないという部分もございます。そういう

部分では、該当者の部分については町としてもインフルエンザの部分を念頭に置きながら、や

はり連絡を取りながら、そういう状況について把握しながら対応していきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 徴収率の関係で伺います。平成 16 年度から 20 年度を比較すると、職

員の頑張りもあって 16 年から 19 年度は国保の保険税の収納率、ずっと上がってきているので

す。しかし、20 年度下がりました。たまたまプログラムやっている中でちょっと残念だなと思

うのですけど、これは多分、後期高齢者制度に移行して、言葉が適切かどうかわかりませんけ

ども、国保税に置きかえると几帳面に払っていた高齢者の方が後期に入ったので、それを率か

ら引けば多分落ちると思います。ただ、平年ベースでいけば多分上がっていると思うのですけ

ど、今後、今プログラムが実際やっていますけども、こういう部分で次年度以降も懸念される

のですけども、そういう部分がどういうような形で対策取られていくのか。あるいは、やっぱ
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りこういう形で推移されていくのか。その辺をちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） ここでの滞納の状況でございますけども、委員おっしゃったとお

り、平成 15 年から昨年まで徴収率はわずかながらでございますけども増加して、上がってまい

りました。ところが 19 年度と 20 年度を比較しますと 1.37％減少しております。この結果につ

いては、今社会的な経済状況の中でマイナスになっているのかなと思われます。全道的にもこ

の状況は私どもの市町村と同じで 178 市町村あるうち、現状で増加された市町村は 40 町村で、

残りの 138 市町村は減少に転じているというような状況でございます。これは現年でございま

して、現滞を含めますと増加させた市町村は 11 市町村しかないということで全道的に減少傾向

にございます。それと、委員おっしゃったとおり、後期高齢者、20 年度から制度が発足しまし

て、そちらのほうに今まで高齢のお年寄りで、主に年金収入者でございまして、どちらかとい

うと収納率が高い世帯の方が後期高齢者に移動されたということで、その影響も多分にありま

す。そういうことで、その影響と昨今の経済状況で所得が減少しておりますので、そういう中

で減少したということでございます。また今後、この状況もことしも当初調停が相当、所得の

減少で約 2,700 万円調停額より下回っておりますので、この影響は今年度も引き続き影響する

のではないかと懸念しておりますので、徴収部門のほうと連携を取りながら、先ほどの短期証

の関係も含めて緊密に納税者さんと相談をしながら収納対策を行っていきたいと考えています。 

○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、145 ページから 149 ページまでの老人保健特別会計全般について。決算書は 200

ページから 205 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 それでは、次に進みます。151 ページから 157 ページまでの公共下水道事業特別会計全般に

ついて。決算書は 207 ページから 216 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ここでも下水道の受益者負担と使用料についての収納率について伺い

ます。同じことを言っていますけども、財政改革プログラムでもかなり下水道部分についても

一定の目標数値を定めてやっていますけども、受益者負担金の決算を見ると、これも監査委員

がつくっていただいた資料を見ています。本来、こういう資料を、できれば次回から主要成果

説明書に入れていただきたいなと思います。これぐらいのそういう数値について。わざわざ監

査委員がつくった資料を見て質問するという自体もどうかなと思うのですけども、そういうこ

とは来年以降、主要成果説明書に入れてほしいと思いますけども。これから見ると、受益者負

担が現年分、滞繰分なんかひどい率になっています。合わせて、合計額 72.9％。16 年度に 82.0％

だったものがずっと下がっているのです。１回も同率あるいは、ちょっと上昇したかというこ

とありません。これに対して原因と、どういうような対策を本当に講じているのか。腰を落ち

着けてやっているのかどうかをお聞きしています。あわせて使用料もそうです。もうずっと落
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ちています。この辺の分析、今言ったような部分についてどのようにとらえて、本当にこの部

分を危機感持っているのかどうか。その辺とその対策について伺います。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） それでは、下水道の受益者負担金と使用料について解答させ

ていただきたいと思います。まず、その辺の資料でございますが、次回のときにはわかりやす

いような形で掲載するようにさせていただきたいと思います。 

 それでまず、受益者負担金の収納率の減少ということでございますが、大変、受益者負担金

につきましては、ほぼ８割の方が町外の方ということで不在地主の方がほぼ８割近くになって

ございます。それで、非常に今後、将来、住宅を持つ気をない方がこの中でほとんどでありま

して、その中でバブルのときに投資目的で購入された土地が町の上下水道整備で固定資産税の

ほかに受益者負担も発生するということで、非常に現在の土地所有者の状況を見ますと、高齢

化しているということもありまして、年金生活者がかなりふえてきているということで、支払

いのほうもなかなか滞っている現状が多いということで、私も４月に参りましてから、日帰り

できる範囲、札幌範囲内の実は下水道の滞納している方と直接何軒かお話をさせていただいて

います。その中の状況をちょっとお話しさせていただきますと、まず、今現在、年金生活等で

支払いしていくということは非常に厳しいと。ただ、支払いはさせていただくという方もいま

すし、できないという方もいらっしゃいます。その中で土地を物納させてほしいと町に申し出

る方がかなりいらっしゃいます。ただ、制度的には物納はお受けできないので、町としてもそ

の土地が換価できないと、なかなか受益者負担の徴収率が上がってこないという現状が今とら

えてございます。その中で今後、まず、これからそういう人方に対して時効前に滞納処分をど

うしていくかという問題が課題でございます。これをやらない限りは、徴収率が上がらないと

いうことになろうかと思います。ただ、現状として、その土地を差し押さえしても土地が売れ

ないという現状がありますので、単純に差し押さえしても塩づけにしてしまうということで徴

収率の効果というのが出ないということなので、その辺のテクニック、あとは、その方の本当

の支払い能力があるのかどうかという実態も一つ詳しく調べて判断していく必要があるのかな

というふうに考えてございます。 

 下水道使用料につきましても、利用者の皆さん、滞納者の方のほとんどが大体複数債務、い

ろいろな債務をお持ちであって、いわば税金を先に入れたり、住宅料を入れたり、下水を入れ

たり、そういうような状況が続いている中で前年並みを維持していくというのが現状としては

精一杯の状況下にはあります。その中含めて、下水道使用料につきましては水道のほうとタイ

アップしながら徴収嘱託も２人おりますので、その辺をさらに強化進めて徴収していきたいと

いうふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 受益者負担金の部分についてはわかりました。それで、収納未済額、

かなりの理由ありますから、これはやっぱりある程度、町もそういう検討をする部局をつくっ
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て、やっぱりもうどうしようもならないものもあると思うのですけども、払えて悪質滞納者は

別です、ある程度やっぱりそういう形で整理をして、そして、ちゃんと理由をつけて、それを

今度、議会や監査委員とちゃんと諮って、どうだろうという形の中で落とすもの落としたほう

が、段々それだけ残っているのです。やっぱりそういう作業も大事だと思いますけども、その

辺どうなのか。 

 もう１つ、使用料の関係で伺いますけども、今、課長、いみじくも水道のほうとタイアップ

して徴収やっていると思いますけども、私もちょっと、こういう席でわからないから聞くとい

う話もおかしいのですけども、水道料滞納したときに給水停止しますよね。それとこの下水道

使用料というのは連動しないのかどうなのか。そして、給水停止の要件が今どういう条件にな

っているのか。収納しない人にどういう対処されているのか。その辺をちょっと伺います。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） それでは、まず、支払いが滞っている方の対応として、不納

欠損等の処理の考え方でございます。これについては、当然、徴収していく中で出てくる問題

でございます。その中では、皆さんにやっぱり負担の公平ということがありますので、きちん

と支払い能力がないという根拠をやはり持ちながら進めていくということが大事かと思います。

ただやみくもに不納欠損しておくというのではなくて、本当に支払い能力がないというものに

ついては、事務をできるだけそういう考え方を持ちまして、遅滞なくあわせて進めていかない

と徴収率の問題は解決しないかなと考えておりますので、その辺そういう形で進めていきたい

と思います。 

 あと、ちょっと水道のほうになってしまいますが、下水道使用料と水道の関係でございます

が、水道のほうの徴収に関しては６カ月以上の滞納がある者に対して支払いに応じない場合に

ついては給水を停止するという行為を、基準は６カ月以上の滞納があるということの中で実際

に進めてございます。それで、下水道使用料については、ただ給水停止しましても下水のほう

の管は締めてはございませんので、実際は使われていると。ただ、水は流れていませんのでそ

の間は発生しないかと思いますが、そういう停止をすることによって下水道もあわせて徴収す

ることになりますので、効果としてはありますのでその辺は十分タイアップしながら進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。下水道にかかわって、さきの会議で合流式の改善の契約の

話があって、8,500 万円で落札されたというのがあったのですけども。この合流式の関係につ

いて、もう既に説明されているのかどうかわかりませんけども、私、記憶が定かでないものだ

からちょっと伺いたいと思うのですが。合流式の事業にかかる金というのもかなり、総額でい

えば相当な額になるのだろうというふうに思うのです。これが財政改革プログラムの中に事業

費として対策額の中に入っていたかどうか。それがどうも、余りよくわからないのですけども。

ということと、合流式の事業というのが総工事の概要についてちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 
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○上下水道課長（須田健一君） まず、合流式改善のほうでございますが、事業を進めるにあ

たって多分予算編成だとか、そういう際にご説明しているかと思いますが、ちょっと簡単にご

説明させていただきますと、合流改善につきましては、平成 10 何年頃に東京湾にオイルボール

という合流式の下水が流れ出て、ボール状がたくさん浮いたという原因の一つが下水道の合流

式にあるということの中で、公共水域の水質の保全が目的で平成 15 年に下水道法が改正されま

して基準が上がったということで、平成 25 年までに合流式の改善を行わなければならないとい

うことで、町のほうもそれに合わせて事業を進めているということでございます。 

 この辺の経費につきましては、当然、新財政改革プログラムの中では既にわかっていた問題

でございますので、数値的にはすべて事業費は含まれて試算されていますので、その辺につい

てはプログラムとの関係は特に問題は出ないかと思ってございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） プログラムの中に組み込まれていなかったのではないかなというふう

に思ったものですから、そうだとすれば、金額的にいっても、これは大変なことだなと思って

ちょっと確認したかったわけです。それにしても 25 年までということになると、あと４年、こ

とし入れて５年あるのですか。ということなのですが、実際には水道料の料金 10％から 15％ア

ップしながら、住民負担で４億 8,000 万円からの負担をお願いしたわけですよね。そういう中

でこれからもやっていかなければならないわけですけども、さらに４年たったら、また水道料

金を上げなければならない、見直しをするとなっていますけども、実際には上がることになる

のだろうというふうには思っているわけですけども。何とかかんとか平成 20 年で一般会計から

の繰入金なんかもかなり入れて、それで何とかしてきたと、耐えてきたということになるわけ

ですけども、この今の状況でいって、やはり料金、住民負担が４年後にまたアップしなければ

ならないのかどうなのか。そういう見通しを、やはりこれはプログラムどおり上げていかなけ

ればならないものなのかどうなのか、その辺の見解を伺っておきたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） プログラムの中では、この４年後にまた見直しをしますとこ

ういうふうになってございます。それで今、課を挙げて、職員いろいろな部分で検討していま

して、施設そのものの延命という部分を今ちょっと考えています。確かに事業あって、いろい

ろ施設もまた改築しなければならないとかそういう部分もありますが、トータル的にその部分

がやっぱり使用料等にかかってきますから、そういった部分のこともできるだけ長く使えない

かという部分の検討も入っています。ですから、今の段階はプログラムどおり進めなければな

らないのですけども、４年後の改定、２年ぐらい前から再度また詰めていきますけども、やっ

ぱりその辺は慎重に対応していきたいとこのように考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。 

 それでは 159 ページ、学校給食特別会計全般についてに入りたいと思います。決算書は 218

ページから 221 ページでございます。質疑のございます方はどうぞ。 
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２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 給食費の決算の状況を見たら、これも監査委員の資料ですけども、非

常に給食費、徴収率ぐんと上がって、この年度で見ると 85％、驚異的な数字になっていて、ま

して、滞納繰越、非常に上がっているということは非常に職員が頑張っているなとこう思って

いますけど、私もどうなっているばかりではなくて、やっぱりかなりの努力あるなということ

を、余り僕も評価という言葉は使いたくないのですけども、職員は本当に努力されているなと

こう思います。 

 それで、これだけ滞繰がいくと、住宅使用料もそうです、住宅使用料もかなり努力されてい

るなと思いますけども、前にかなり滞繰等々落ちて、法的措置しなければいけないだろうとこ

う言っていましたけども、これだけの数字見て、滞納繰越もかなり上がっていますし、今後も

多分職員の方が努力していい数字出てくるのかなとこう思いますので、法的な措置は当分は棚

上げするというような形の解釈をしておいていいのかどうか、その辺だけ伺います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 徴収率については、課を挙げて対応したということもあってのこ

とでございます。それと、法的措置につきましては、きめ細かに滞納者の訪問をしてございま

すけども、そういった中で現状では法的措置を実施する、いわゆる悪質であるというような滞

納者がいないというような状況なものですから、準備はしておりますけども、まだそういった

状況にないということで、今後そういう、ある一定の所得があって一切そういうことに応じな

いというような方が出てくれば、当然そういう法的措置については実施していきたいというふ

うに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 それでは、次に進みます。161 ページから 163 ページまでの工業団地造成事業特別会計全般

について。決算書は 223 ページから 226 ページでございます。質疑のございます方はどうぞ。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。工業団地について伺いますが、繰上充用 13 億 8,000 何がし

あるわけです。それで、土地売払収入が約 188 万円と記載されています。まだまだ、これだけ

の赤字の中でこれしか売れないわけですから、これを全部完売していくのには、かなり大変な

話だなというふうに見るわけです。そこで、資産の運用という観点からいうと、土地貸付収入、

こう見てみますと約 36 万円となっているわけです。それで、工業団地の赤字を解消するという

ことになれば、土地を売るか、貸すか、それしかないわけですけども、まず、そこで最初に聞

いておきたいのは、この土地貸し付けの 36 万円の内訳というのはどんなような状況なのか。ま

ず、そのことを伺います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 土地貸し付け収入の内訳でございます。合わせて４件でござ

いまして、一番大きいのが水産基盤整備事業として道の発注工事によるブロック製作ヤードと
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して貸し付けている部分が一番大きくて 32 万 8,000 円ほどとなってございます。そのほかは本

当に一時的な保管場所の確保、それから、北電柱ですとか、ＮＴＴ電柱という金額になってい

まして、合計で 35 万 9,700 円ということになってございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。財政改革プログラムの対策としては、平成 20 年から港湾用

地貸付単価と同程度にすると、単価を引き上げるようなふうに書いてあるわけです。それでは、

港湾のほうはと、こう見ると貸付単価を 10％アップしてというふうになっているわけです。な

かなか売ったり買ったりが困難な状況の中で、土地貸し付けの単価を上げるというのは自分で

首を絞めるようなものではないかなというふうな気がするわけですけども、資産運用で貸し付

けるということ、これは何か対策をお持ちなのかどうなのか。今聞いてみると、ただ物を保管

するのに一時貸しているというだけのような状況かもしれませんけども、何かもっと土地を貸

して何とかするというようなことは、そういう対策は取られていないのかどうなのか伺います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、土地貸付収入につきましては、委員おっしゃられたと

おりプログラムのほうで見直しをするということになりまして、21 年度から貸付収入について

は増額してございます。今も港の関係でブロックの製作ヤード等で使ってございますので、そ

れらの収入については今年度大幅に伸びるという形になってございます。ただ、委員がおっし

ゃっているのは、そもそも貸し付けする方法であの土地の有効活用ができないのかというこう

いうお話だと思います。当然、企業誘致をする際に土地を売るだけではなくて、貸し付けとい

うことも基本的には考える必要があろうかと思いますが、それは企業さんとの当然、交渉の中

で、土地を持たないで、いわゆる貸し付けによる進出がどうしても必要だということになれば、

そのような方法も考慮しなければならないというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話の中にもあったけども、土地の単価を上げるのではなくて、安

くしてでもいいから会社なんかに借りてくれないかと。一時的にでも借りて、そういう形が誘

致につながるという、将来的に。そういう話が実際には現実的にあるかどうかというのはちょ

っとよくわかりませんけども、でも、少なくてもそうやって安い値段で土地を貸してあげるか

ら、どうぞ来て、使ってくださいというような形で会社を誘致するというような、その１つの

方法として考えられないのかどうなのか。実際にそのことを率先して進めていく必要があるの

ではないかと、こんなふうに。今この不景気の中で土地を売れといっても、なかなか売れない

ことが、もちろん売ることが最大の手段なわけですけども、一番最上の方法だとは思うのです

けども、そこまでいけないのであれば、それをやりながらでも貸し付けるという、そこのとこ

ろを重点にして誘致の手助けになればなというふうに期待するわけですけども、そのあたりを

もう一度お願いします。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 道東だとか道北のほうに行きますと、ただで譲渡するから、
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だから来てくださいとかそういうところもございます。白老町もこれだけ長い間売れないとい

った現状の中では当初の造成費、土地の購入費、公有地の購入費、それら等から積算される単

価、それではまずもう売れないということで、現実のやっぱり市場価格に合わせた形、そして、

業者のニーズに対応するために値段は下げてきております。ただ、やはり基本的に売るという

こと、これが大前提で進めなければならないと思っております。それで、貸して、そして、そ

こに工場を建ててくださいと。15 年リースで貸しますと。業者のほうは 10 年ぐらいで減価償

却、全部償却してもうけてもらいますと。そんなやり方も、実は信託的な方法、そういったこ

ともやっている実例は全国たくさんあります。ただ、やはりそこは土地が非常に高いといった

部分、そういった部分については非常に有効な手段なのです、業者も。そういったことからす

ると、うちは全国的に見ましても、北海道は土地の高いところではないので、そういったこと

はなかなか企業を誘致するためのいい武器にはならないというふうに思っております。ただ、

そういったことも業者のほうのニーズがあればお答えしているようなことも検討して、企業誘

致を進めていかなくてはいけないのかなというふうにも考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 それでは、次に進みます。165 ページから 167 ページの臨海部土地造成事業特別会計全般に

ついてに入ります。決算書は 228 ページから 231 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 次に進みます。169 ページから 171 ページまでの港湾機能施設整備事業特別会計全般につい

てに入ります。決算書は 233 ページから 236 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 次に、173 ページから 174 ページまでの墓園造成事業特別会計全般についてでございます。

決算書は 238 ページから 241 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 墓園造成事業特別会計なのですけども、森野の山のところの正面階段

とか、道路の面とか随分傷んでいるのです。そうしますと、今時期はまだいいのですけれども、

春のお彼岸のときとか非常に滑りやすいというか、車で行くにしても、途中歩くにしても、高

齢の方々がほとんどお参りに来るのです。あの辺の階段の整備とか、どういうふうに考えてい

らっしゃるのかと思いまして、その辺お伺いしたいと思いますけど。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 霊園の階段の整備の関係でございます。あそこもかなり状況

としてははがれてきて、また、かなり傷んできております。ただ、どのくらい実際にかかると

か、そういった見積もり等は今現在とっていない状況であります。計画を持って改修していく

とか、そういった方向をとっていかないとかなり経費がかかるというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 
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○委員（西田祐子君） 計画をまだ持っていないようなのですけれども、これは早急に何とか

しなければいけないのではないかなと思うのです。やはり、今ほども言いましたけども、高齢

の方々がほとんどお参りに来るというのが１つと、それともう１つ、やはりお墓の近くのとこ

ろにある歩道ありますよね。あそこ自体も非常に、春の彼岸のときが一番ひどいと思うのです。

だから、全体の墓地の整備というものを早急に計画を立てていただいて、あれ以上ひどくなら

ないようにして、やっぱり、その施設そのものを大幅に改修しなくてもいいようにするべきで

はないかなと思うのですけど、その辺のお考え方はどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 全体の計画ということでございますけども、現在、Ｄブロッ

クの関係なのですけども、かなりの戸数が許可出しておりまして、まもなく約完売になりそう

なのです。それで、将来、造成をしていかなければならないということも含めて全体的に考え

て計画していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に進みます。177 ページから 181 ページまでの介護保険事業特別会計全般につ

いて。決算書は 243 ページから 258 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。何点かお伺いしたいと思います。平成 12 年度に介

護保険制度が始まりまして、18 年から 20 年度が第３期。そして 21 年度より第４期ということ

で、今回介護保険料の見直しも行われました。その中で何点かお伺いしたいと思います。20 年

度の保険料を基準として 21 年度以降の保険料の設置の中で、最終的に白老町の保険料がどれぐ

らい値上げになったのか。それは全道の中で、前回 20 年度までは道内で 179 保険者のうち 82

番目だったということなのですが、白老町の位置づけはどの辺になったのかということが１点。 

 それから、もう１点は、介護保険料の決算時の中で介護保険事業基金の積立金が 19 年度で

6,700 万円ぐらいあったと。20 年度が 2,962 万円というのがあるのですが、これをプラスした

ものの中から今後３年間の介護保険料の計算をされ、施設も設置されましたので、そういった

ことも含めた中での介護保険料が少し軽減されたというか、そういった措置をされたのですが、

これは平成 12 年度にあったかどうかわからないですけど、20 年度までの基金というのは、取

り崩すまではいくらあったのか。そして、今後、これは３年ごとの保険料に使えるような形に

するというと、今までの積み立ては１億円近くありましたけれども、この３年間で基金の積み

立てというのはどういう状況になっていくのかということが１点。 

 それと、別な話なのですが、居宅介護の中で福祉用具の購入、それから、住宅の改修等があ

りますけれども、これはあくまでも、これを必要として、これが必要だよということの計画を

立てるのはケアマネジャーだと思うのですが、この器具、車いすなら車いすがかなり古くなっ

て変えなければいけないといったときとか、そういった場合の認定というのはやっぱりケアマ

ネジャーがきちんとされるのかどうなのかということが１点。 

 それから、もう１点。１割個人負担なのですが、あとの９割は委任払い制度になると思うの
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ですが、この委任払い制度がきちんと定着して、業者に定着されているかどうか。その点ちょ

っと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） １点目の介護保険料の関係でございます。ちょっと手元に

今年度の第４期の介護保険料の資料を持ってこなかったものですから、詳しい数字は今のとこ

ろ述べられませんが、平成 21 年度から 23 年度までの第４期に関しましては、段階的に介護保

険料を少しずつ上げていく方式を当町はとっております。今年度につきましては、基準額で１

カ月当たり 3,696 円。それから、平成 22 年度、23 年度におきましても、約２％程度上昇する

形で第４期の介護保険料は設定してございます。 

 それで、全道の順位につきましても、資料は今ちょっと持って来ておりません。この第４期

の介護保険料設定に関しまして、ほかの市町村につきましては、基金があるところにつきまし

ては、取り崩しをして介護保険料の上昇を抑えて、逆に下げた市町村もございます。白老町に

おきましても、第４期、平成 21 年から 23 年度までの３年間で基金の合計 8,500 万円を取り崩

す予定で介護保険料を設定してございます。順位につきましては大変申しわけございません。

数字は押さえてございません。 

 基金の残高の関係でございます。残高の関係につきましては、平成 20 年度末で事業基金の残

高 8,860 万円でございます。平成 20 年度の決算において剰余金が発生しました 2,900 万円。こ

れを足すと、１億 1,760 万円という基金の残高になる予定でございます。 

 先ほど、この第４期の間に 8,500 万円取り崩すという形で考えてございますので、最終的に

今のままでいきますと、平成 23 年度末の基金の残高につきましては、約 3,260 万円が残高とし

て残る予定でございます。ただ、これにつきましては、この３年間の給付費の状況とか、介護

保険料の状況とか見ながら取り崩し、もしくは積み増しという形が出てきますので、数字的に

は変動がされる予定でございます。 

 住宅改修、福祉用具の購入につきましては、まず、住宅改修につきましては、現在、住宅改

修をしようとする方につきましては、担当ケアマネジャーがそのお宅の状況または必要な住宅

改修がどういうものなのかを把握いたしまして、施行業者さんと一緒に関係書類を整備いたし

まして、健康福祉課のほうと事前協議をするように制度が改正されております。それで、健康

福祉課のほうでその事前協議の中身をチェックさせていただきまして、特に制度的に問題のな

い住宅改修ということであれば住宅改修の工事にかかる。工事にかかった後、申請が上がって

きまして、１割についてはご本人負担、９割については償還払いという形になっております。 

 福祉用具の購入につきましては、先ほど委員からお話がありました車いすという形での例示

なのですが、車いすにつきましてはレンタルという形で、福祉用具の購入ではなくレンタルと

いう形でもできますので、主に福祉用具の購入といいますと、例えば、お風呂の中で使うシャ

ワーチェアとか、お風呂の中に入っていくときに使う、浴槽のところにつける簡易的な手すり

とか、そういうものが含まれるわけなのですが、それについては当然ケアマネジャーが担当し

て、必要なものというのをどういう種類のものでどういう規格のものなのかというのがありま
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すので、それを販売業者と相談して決定いたします。これにつきましても１割負担が個人、９

割が償還払いという形になります。 

 委任払いのほうなのですが、現在うちのほうも委任払いという形でやりたいという考えでお

ります。今までは全額ご本人負担をまずしていただきまして、ご本人の申請後、ご本人の口座

のほうに９割分をお返しするようにしておりましたが、やはりご本人の負担も大きいというこ

ともありますし、ただ、委任払いということになりますと、逆に今度、施行業者さんとかそち

らのほうの負担というのがございますので、その辺につきましては、当方では委任払いという

制度は、今後は進めていきたいと思いますが、やはり申請者の方と業者さんの考えの中で申請

を上げていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） わかりました。委任払いの関係なのですが、やはり控除してもらって、

もちろんかかるということは言われているのですが、やはり委任払いの制度、私、給付、サー

ビス料金が白老町は使っている方が低いと。ただ、介護についてのサービスには満足している

と。ただ、私はこの委任払いの関係なのですが、やはり高齢者にとっては何かのときの蓄えを

下ろして払うわけです。そうなると、やっぱり何カ月か後には入ってきますけれども、高齢者

というのはあしたのことが不安なのです。そういったことから考えると、基金がある程度ある

ということは預託をするとかそういう形でできないものなのかどうなのか、その部分。使って

いるのは、20 年度で６件か７件でした。今後ふえていく可能性もあると思うのですが、居宅の

関係では住宅改修では８件なのです。こういう形でいくと、その部分の建てかえというか、委

任払いをしてもらって、入るまで業者がもちろん大変だと思うのです、何十万という工事にな

ると。その部分は町が何かしら介護給付の中でできないものなのか。そういう仕組み、法的に

だめなのかちょっとわからないで聞いているのですが、基金がこれだけあって、介護保険の保

険料で足りなくて貸し付けで動いる自治体もある中で、これだけ基金を積み立てることができ

るということであれば、介護サービスを受ける方に対して、また、それをやっていく施行業者

に対しての一つの方法としてそういったことが通らないのかどうなのかということが 1 点です。 

 それから、白老町は平成 18 年８月から白老町の高齢者虐待防止ネットワーク会議を設置され

ております。20 年度もかなり業者、介護施設等もできておりますけれども、この会議のメンバ

ー、これは各施設が入ることになっていると思うのですが、新たな施設の方々もこの中に加わ

っているのかどうなのか。そういう中でのマニュアルの中にあったのか、会議設置の条例の中

にあるのか、要綱の中にメンバーの設置もあったと思うのですが、この設置の、たしか平成 20

年度、16 団体で 26 人の構成になっているはずなのですが、これは年々、20 年度も結構施設で

きたので、見直されているのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず、委任払いの関係でございます。委任払いにつきまし

ては、先ほども言いましたように、まず、基金の関係はあくまでも介護給付費に充てるという

ことで、その一部に住宅改修の介護予防給付費というのが該当いたしますので、必ずしもでき
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ないということではないのですが、予算上ではやることはできます。ただ、委任払いは先ほど

言いましたように、施行業者さんが申請上がってから大体、うちの場合は月末締めの翌月の大

体 25 日から月末の支払いということなので、施行業者さんに入るまでの期間が長くて２カ月ぐ

らいかかるということになりますので、その辺につきまして、施行業者さんのほうが了承もら

えば、うちのほうは委任払いというのは一向に構わないというふうに考えてございます。 

 それで、件数的に、先ほど委員、８件ほどということだったのですが、実際に住宅改修の件

数につきましては、多い月も少ない月もございますが、年間通して大体６、70 件の件数が最近

はございます。 

 次に、高齢者虐待防止ネットワークの関係でございますが、これは毎年、うちのほうもネッ

トワーク会議を開いてございます。新しい施設につきましては、委員のほうにお願いをして、

構成員という形で入っていただいて、会議のほうは進んでいるわけでございますので、今後、

新しい施設等が入ってくれば、また新しいメンバーという形で構成員のほうにお願いするとい

う形をとっていきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。179 ページにある居宅介護のサービス給付の状況の中の住

宅改修費というのは８件なのですが、このほかにまだたくさんあるということは、居宅サービ

スがあると。それでは、ほかに何があるのですか。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 179 ページの住宅改修の件数というのがこの表の下のほう

に３月報とございます。これは１カ月の、３月のときの件数なのです。ですから、単純に１年

間、12 倍すれば 96 件になるのですが、多い月、少ない月ございますので、60 件から 70 件とい

う数字が出てくるということで。これはあくまでも３月分の件数ということでご理解願います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 20 年度の決算の報告のものなので、下の字まで、私、21 年３月 31 日

現在までは見たのですけど、その後ろの３月報とまで見なかったのです。ですから、普通、決

算の報告なので１年分だと思って解釈したのです。親切なのか不親切なのかわかりませんけど、

１年分の決算の状況ですので、私は１年分の数字を載せたほうが親切だと思います。今後よろ

しくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） ご指摘のとおり、過去において、ずっと主要施策の様式が

この様式になっていたものですから、うちのほうもそれに甘えて、資料をそういう形で提供さ

せていただきました。今後につきましては、年間の件数、金額、そういうものを表のほうで、

主要成果のほうであらわしていくようにやっていきたいと思っております。申しわけございま

せんでした。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０４分 
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再開 午後 １時０９分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩前に引き続いて介護保健事業特別会計全般について

質問のある方はどうぞ。ございませんね。 

 それでは、次に進みます。183 ページから 184 ページまでの特別養護老人ホーム事業特別会

計全般について。決算書は 260 ページから 263 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 次に、187 ページから 190 ページまでの後期高齢者医療事業特別会計全般について。決算書

は 265 ページから 268 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

 これで、特別会計の決算審査に関する質疑がすべて終わりましたが、特別会計の歳入・歳出

決算全般について、ここで特にお聞きしたいことや質疑漏れがございましたらどうぞ。ありま

せんね。 

 次に、決算書の 270 ページからの実質収支に関する調書、273 ページからの財産に関する調

書、並びに主要成果説明書の１ページ、２ページの平成 20 年度各会計歳入歳出決算額調（総括）

につきましてお聞きしたいことがございましたらどうぞ。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 275 ページの山林についてお伺いします。ここの山林、土地の権利区

分のところでずっと木立の蓄積とか、面積とかいろいろあるのですけれども、これは立方メー

トルで表示されていると思うのですけども、合計で立ち木とかそういうものがあるのですけど

も、これは大体財産価値としては１立方メートル幾らの単価で計算して、町の財産というふう

に考えていらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時１２分 

                                         

再開 午後 １時１５分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

千石会計課長。 

○会計管理者・会計課長（千石講平君） 山林についての価格のご質問でございます。現在の

ところ、山林については、面積等については記載のとおり求めてございますけれども、価格に

ついては押さえてございません。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今、価格について押さえていないというお話でしたけども、たしか 19

年度のときに山林を１立方メートル 10 円で売っていますよね。結局、これは白老の財産ですよ

ね。それで、大体の予測というか、相場というか、私はやっぱりここまできちんとある程度考

えて価格というものを置くべきではないかなと思うのですけども。それとも、財産ではないの
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ですか。違うのですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 西田委員のご質問、たしかに山林についても町の重要な財産

ということで認識してございます。ただし、これまでいろいろな国からの統計資料等も含めま

して、実は各自治体の資産について、幾ら全部で資産を持っているのか、価値としてどのぐら

いあるのかというような、いわゆる調査というものがなかったという部分もあったということ

で、本町としても全部今の段階で把握しているわけではございません。しかしながら、今、国

のほうで公会計制度の見直しというものがありまして、実は当町においても平成 13 年度決算か

らバランスシートというものをつくっておるのですが、その中でもあくまでも決算統計という

地方財政状況調査に基づく簡便な手法でのバランスシートの作成ということで、実はこの山林

の価値についても、その段階ではまだ入っていないという状況でございますが、平成 22 年度の

決算からすべての自治体における資産も勘定したバランスシートをつくるというふうになって

ございますので、現在、我々のほうでもその準備を進めているところでございますが、その段

階におきましては、山林あるいは道路も含めた資産価値を全部算出してバランスシートに載せ

るということで準備を進めておりますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 平成 22 年から資産のバランスシートをつくるということで、道路とか

いろいろなものも含めてとおっしゃいましたけども、273 ページのこういうような、例えば町

の建物とか道路とか、私はそういうものは財産かもしれないけど今現在使っているものですよ

ね。でも、実際にこの山林というのは平成 19 年に売っていますよね、白老町として。結局お金

がないからと。これは本当にいつでも売れる財産なのです。だけど、庁舎の建物の建っている

土地だとか道路とか使っているから、こんなものは確かに財産かもしれないけど売ることも何

もできないわけです。だから、ちゃんときっちり売れる大事な財産を自分たちがどのくらいの

価格で、そして、管理しているのだという意識がないと、本当に私、白老のまち自体の本当の

意味での財産、お金というものの管理の仕方がちょっと違ってくるのではないかなと思うので

す。ですから、資産のバランスシートをつくるのは結構ですけども、それと、こういうものの

価値判断というのは別ではないかと思うのです。その辺だけはしっかり、ぜひ、お考えいただ

きたいと思います。いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 課長のほうからご答弁申し上げたとおり、22 年度作成予定と

いうことでございますので、そのようにきちんと対応してまいりたいというふうに考えていま

す。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はこの問題で２度も一般質問しているけど、22 年度からきちんとし

ますなんて、そんな話あるのですか。そうしたら、今までしていないということなのですか、
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財産売るのに。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 売り払いに関してと、この話とでちょっと整理つけなければ

ならないと思うのですが、通常の持っているものについてはバランスシート作成そのものにつ

いてはしていなかったと、こういうことです。それで、国の方針としてバランスシートを作成

するということで、22 年度からですという、こういうことです。ですから、それに合わせる形

で町としても準備を進め、そういう形で進めたいとこういう話でございます。 

 それから、売り払いにつきましては、その状況を見ながら、その適正価格がどうだったのか

含めて売り払いを行っていると、こういうことでございますので、売り払いの部分と資産価値

の部分とは若干違うというふうに理解はしてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

それでは、質疑がないようですので、各特別会計における決算審査の質疑を終結いたします。 

 これで、一般会計及び各特別会計の質疑がすべて終わりました。 

認定第１号 平成 20 年度白老町各会計歳入歳出決算認定についての討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決をいたします。 

認定第１号 平成 20 年度白老町各会計歳入歳出決算認定について、原案のとおりに決定す

ることに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 反対、斎藤征信委員、土屋かづよ委員、２名でございます。賛成 10、

反対２。 

よって、認定第１号は認定すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎認定第２号 平成２０年度白老町水道事業会計決算認定に 

ついて 

○委員長（及川 保君） 次に、認定第２号 平成 20 年度白老町水道事業会計決算認定につい

てを議題に供します。 

 別冊の決算書１ページをお開きください。１、平成 20 年度白老町水道事業決算報告書、１ペ

ージから９ページまでの質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

次に、10 ページをお開きください。２、平成 20 年度白老町水道事業報告書、10 ページから
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20 ページまでの質疑に入ります。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。単純な質問なのですが、白老町の年間給水量と、日の水量

出ているのですが、この有収水量が随分少ないのです、供給水量よりも。ということは、管が

漏れているということなのか、水が。どのぐらい漏れているか今計算したら出てきたのだけど、

どんな状況になっているのですか。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 今の給水量の関係で、有収水量の減少といいますか、排水量

に比べて有収水量が非常に少ないというようなことでございますが、委員がおっしゃっていた

とおり、大部分は漏水と必ずしも言えませんが、不明な水があるということで、今、石綿管の

更新とかほぼ終わっているのですが、また塩ビ管の更新を今後進めていかなければいけないか

と思いますが、その中でも今、現状としてはまだ不明水が完全にシャットアウトされていると

いう現状ではないのです。それで、いずれにしても管のどこかで見えないところで漏水が起き

ているということと、また、若干ではございますが、水をつくる段階だとか、または工事だと

か、そういう排出作業、そういったことを含めて水を使用するときもございますので、それら

を含めて有収水量の不明水が出ているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） ここ数年、ダクタイルの管というのですか、あの管に随分変えました

よね。今度は塩ビ管にするわけですね。それで、水道事業というのは、パイプの入れかえとい

うのを随分やっています、集中して。その中でこれだけ変えたら、どんどん漏水が少なくなる

はずなのです。だけど、依然として漏水がとまらないのです。年間総給水量が 256 万 9,316 立

方メートル。これが１日平均すると約 3,000 立方メートル漏水している。これを日に直すと相

当な量になる。それで私は、これだけ水道管を集中して直してきている。鋳鉄管からダクタイ

ル鋳鉄管に直すという時期もあったし、今度は今、塩ビ管に直すのだと言っているけども、ど

うも漏水が全然、管を変えても、変えてもとまらない。まち全体、今、変えているわけでしょ

う。もうそろそろ終わるという話も聞いていたのです、管の入れかえが。本管かどれかわから

ないけども、今ちょっと勉強不足で。そんなことからいくと、余りにも漏水が多すぎないです

か。原因はやっぱりきちんとつかまえて、私は前から水道のことを言っているのですが、水道

の総供給量が１万 300 あって、最近は人口も減ってきたし、どんどん家庭の使用料が減ってき

たと。ですから、私は第２浄水場ぐらい、原価 23 円もかかっているのだから、あそこをとめて

別な方法ないかと何回も言っているからこういうことにこだわるのだけども。ましてや、これ

だけ漏水したものをかかっているのかどうか。きょうもあったけども、水道代くれないからど

うのこうのとあったけども、くれないとか、くれるとかの前にこれをきちんととめるべきでは

ないのか、役場のやる仕事は。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 漏水等の問題でございますが、管については、まず、ダクタ
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イル鋳鉄管は、これは今現在も使用しています。大部分は、石綿管を更新しているのは、配ポ

リエチレン管ということで、耐震強度の強い管に交換してきているということでございます。

今、石綿管については事業がほぼ 90％以上交換は終わったのですが、まだ塩ビ管のほうの交換

が全く終わっていないので、そちらのほうの交換を進めていかなければならないということで、

決して漏水のそういう実態をおろそかにしているということではなく、ただ、今も漏水があり

まして担当出てございますが、漏水の中にはすぐ地表に現れてくれる場合はわかるのですが、

長いものですと１年以上漏水している場所がわからないと。このときもたまたま工事やってい

る中で偶然に漏水がわかったというようなケースもありますので、本来であれば管の点検をす

べてやって、そして、管の交換をしていくというのがよろしいかなとは思いますが、それにし

ても多額なお金をかけていくことになりますので、計画的な整備を進めていくという観点から

現在やってございますのでご理解いただければなと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 理解はするのです。それから、私が言っているのは、この間、何年か

数年、集中して管を取りかえている。それで、この数年、また町民負担もどんどんふえていま

すよね。やっぱり町民負担を求めるのであれば、漏水の防止をする、このことに全力をあげて、

それから町民の負担求めるのが本当なのです。こちら側をほったらかしにして、金かかったか

ら町民の負担だけ上げるというのは、私はだから、真剣にやっているのかと言っているのです。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） いろいろご指摘がございました。私どももやはり漏水調査と

いうのは、今、課長言ったような形で本当にそれを個々やっていかなければならないのですけ

ども、いろいろな展開がございます、そこに至るまでに。細かいことをいろいろ、今、委員が

おっしゃったのではなくて、トータルな話でそういうことをやっぱりきちんとやるべきだとこ

ういうふうなご意見だと思いますから、私ども、また、これをきちんと持ち帰って、すぐにで

もできるものは手を打たなければならないし、調査の方法も今までどおりの調査がいいのか、

また、違う視点の方法がいいのか。水に色つけるわけにいきませんので、どういった地区で多

いのか、そんなことをきちんと把握しながら、漏水のないような対応をしていきたいとこう考

えております。 

○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、21 ページをお開きください。３、財務諸表附属書類、21 ページから 32 ページま

での質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 これで、水道事業会計の決算審査に関する質疑が終わりました。歳入歳出全般について特に

お聞きしたいことや質疑漏れがございましたらどうぞ。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

認定第２号 平成 20 年度白老町水道事業会計決算認定について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、認定第２号は、認定すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎認定第３号 平成２０年度白老町立国民健康保険病院事業 

決算認定について 

○委員長（及川 保君） 次に、認定第３号 平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業決算

認定についてを議題に供します。 

 別冊の決算書１ページをお開きください。１、平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業決

算報告書、１ページから６ページまでの質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 次に、７ページをお開きください。２、平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業報告書、

７ページから 15 ページまでの質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） この病院会計につきまして、一般会計からの繰り入れだとか、特例債

だとか入れまして、単年度が黒字になったということなのですが、21 年度からは老健施設を併

設するということで新たな出発になるのだというふうに考えております。ただ、１点気になる

ことだけお聞きいたしますが、患者数の問題であります。当初予定に対しましては、入院が

62.9％、外来が 69.3％とありますけども、これは当初の計画が過大に見積もったということだ

ろうというふうに理解はするわけですけども、実数として、９ページに書かれている数字で見

ますと、平成 19 年度比で入院が 3,584 人減っていると。外来が 7,213 人減っていると。これは

見逃せないような大きな数字ではないかなというふうに思います。内科だとか外科、それから、

そのほか各科とも患者数を大きく減らしているわけですけども、そこで１回だけ伺っておきた

いのは、まず１つ、これだけ大きく減る原因は何なのかと。それを特定するというわけには難

しいのかもしれないけども、大きな要因として考えられているのは何なのか。それがまた、解

決が可能なのかどうなのかという問題が１つです。 

 それから、２つ目は、この数字でいえば、病院を小さくしても、これから先、黒字体制とい

うものを維持できるのかどうなのか。どう考えられているのかということの問題であります。 
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 ３つ目には、ベッド数が老健を抜かして 58 床に小さくしたと。それでは、この数字でずっと

換算していくと何パーセントの稼働率というのが見通せるのかという、そのあたりを伺ってお

きたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 19 年度、20 年度比較しまして、まず、基本的に入院・外来の数

が少なくなった。この要因は何かということでございます。１点目につきまして、やはり内科

のお医者さん１名が年度の途中で変わっておられまして、その部分の影響がやっぱり出てきて

いると思っております。それと、入院の患者でいいますと、やはり療養病床が 16 名のところが

おおむね８名から 10 名程度の入院数で推移をしてきたということで、これは相当数、入院の影

響が出ているというような状況になってございます。21 年度になりまして、５月からですが４

名体制。ことしの 10 月からさらに循環器のお医者さん、外科のお医者さんが９月末で１名退職

されますが、10 月から１名循環器のお医者さんがふえますので、やはり患者さんの需要とのマ

ッチングの問題を考えていくと、非常に循環器のお医者さんの要望が高いという状況になって

いますので、21 年度以降は、外来については満足いくような数字が出せるのかなというふうに

考えてございます。 

 それともう１つは、58 床で本当にうまくできるのかというご心配かと思っております。こと

しの３月に総務省に提出しました経営計画、これによりまして今年度事業を進めていくわけで

すが、基本的には医療の療養病床 16 ベッドを廃止して、一般病床の一部を療養病床に転換した

後、さらに老健 29 ベッドに転換をしていくとこういう形でやっていきますので、医業収支その

ものにつきましては当然好転していくだろうという見通しのもとで経営計画をつくっておりま

す。ただ、一番ネックになっておりますので、６月、３月の議会でも問われておりますが、や

はり問題は医療スタッフの確保。特に看護師の確保、これが非常に大きな課題になっているの

は事実であります。現在、13 対１をかろうじてキープはしてございますが、１つは看護師の例

えば休暇の取り方だとか、時間外等あるいは退職等がありますと、13 対１がかなり厳しくなっ

てくるというのも事実でございます。こういったものを克服するために看護師を今、鋭意努力

しまして、今現在、昨年度は大体 25、26 万円程度の広告費をかけていますが、ことしはもう既

に９月の段階で倍の広告費をかけて採用を行っております。そういった姿勢が若干評価された

のか、最近ハローワークさんを通じて採用の数がふえておりますので、ハローワークさんのほ

うで白老の病院どうですかということで紹介を受けて、ここ最近３名程度、臨時の方も含めま

して４名来ておりますので、何とか 13 対１をきちんとキープできるような形でやっていきたい

と思っております。58 床に対しておおむね 42 床から 46 床ぐらいの平均で患者さんを確保でき

ていけば、これは療養病床と違いまして一般病床ですから、そういった面では収益のほうはそ

れなりに確保はしていくのかなと思ってございます。少なくとも余りみっともないような医業

収益の収支の状況の中さらに今後とも努力していきたいとこのように考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） これからの努力にかかわっていくわけですから、これ以上の話はいい

と思うのですが、１つだけ。13 対１の割合から 10 対１を目指して頑張るという話でしたよね。

今の話でいうと、10 対１になるというのはまず不可能な状況というふうに見通しているわけで

すか。それだけ。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） これは看護師を確保する政策上も 10 対１の看板を下ろすわけに

いかないのは事実なのです。ただ、現実問題として、やはり看護師が十分集まるか、集まらな

いかという状況になりますと、これは先ほども申しましたけども、かなり厳しい状況であるこ

とは間違いございません。ただ、10 対１を目指して、ある程度看護師さんをきちんと確保して

おかないと、いきなり、ある日突然 10 対１にするというわけにいきませんので、今の状況はで

す。何年何月何日に看護師の採用試験をやって、例えば 10 名なら 10 名とかどんとまとめて採

れるような状況にはなってございませんので、１人、２人とやっぱりふやしていって、その間、

看護師にやっぱりさまざまな教育があるわけなのです。感染の防止のための教育だとか、医療

の安全管理の教育とか、そういった教育がありますので、そういったものを強力に出していき

ながら、年次有休もある程度、十分とは言わなくてもある程度取れるような状況を踏まえた労

働条件をある程度改善しながら、少しずつふやしていきながら、トータルとしてやっぱり 10

対１を何としても確保したいとこういうことで頑張ってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） そのほかございませんか。 

 これで、白老町立国民健康保険病院事業会計の決算審査に関する質疑がすべて終わりました。

歳入歳出の全般について、特にここでお聞きしたいことや質疑漏れがございましたらどうぞ。

ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

認定第３号 平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定について、原案のとおり

決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、認定第３号は、認定すべきものと決定いたしました。 
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◎報告第１号 平成２０年度白老町各会計歳入歳出決算に関 

する附属書類の提出について 

◎報告第２号 平成２０年度白老町水道事業会計決算に関す 

る附属書類の提出について 

◎報告第３号 平成２０年度白老町立国民健康保険病院事業 

決算に関する附属書類の提出について 

○委員長（及川 保君） 次に、報告第１号 平成 20 年度白老町各会計歳入歳出決算に関する

附属書類の提出について、報告第２号 平成 20 年度白老町水道事業会計決算に関する附属書類

の提出について、報告第３号 平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附属書

類の提出について、以上３件を一括議題に供します。 

 本件に対する質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

報告第１号、報告第２号及び報告第３号は報告済みとすべきものと決定することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号、報告第２号及び報告第３号は、報告済みとすべきものと決定いたしま

した。 

 以上をもちまして、本特別委員会に付託されたすべての議案の審査を終了いたしました。 

 なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） これをもって決算審査特別委員会を閉会といたします。 

（午後 １時４６分） 


