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平成２１年 白老町議会 広報広聴常任委員会 会議録 

 

 

平成２１年５月２５日（月曜日） 

   開  会  午後６時３０分 

   閉  会  午後９時００分 

 

場  所  虎杖浜生活館 

                                          

○議事日程 

  議会報告会 （Ａ班） 

                                          

○会議に付した事件 

 １．財政問題について  

 ２．新年度予算について 

 ３．委員会報告について 

 ４．決議事項について  

 ５．議会活動状況について  

                                          

○出席委員（８名） 

 委 員 長 本 間 広 朗 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

 委  員 山 本 浩 平 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 及 川   保 君 

 委  員 熊 谷 雅 史 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（なし） 

                                          

○参加町民（１５名） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

事務局主幹 森  隆 治 君    事務局書記 小山内 恵 君 
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   ◎開催の宣告・議会報告会の趣旨説明 
○委員長（本間広朗君）  開会の宣告（略）、報告会の趣旨説明（略）  

（午後６時３０分） 

                                           

◎開会のあいさつ 
○委員（松田謙吾君）  主催者を代表してあいさつ（略）  

                                           

◎議員の自己紹介 
○出席全委員 自己紹介（略）  

                                           

◎報  告 
１．財政問題について 

○委員（山本浩平君） 説明 （略） 

○町民  説明の中の資金不足比率で、例えば病院会計のところで、4.5 億円の特例債というの

はこれも借金ですよね。それでは見かけだけで、何も変わらないのではないですか。 

○委員（山本浩平君） 借金は借金ですが、このような借金を一度返してクリアしなければ、

新しい方向性を見出すことができない実情もあります。公立の病院をどうするかという議論に

もなってしまいますし、これについては賛否両論もあり、民営化にするのも一つの方法ではな

いかなど、いろんな意見もありました。議会としましても、病院経営が成功しているいろいろ

な病院を訪問したりしました。例えば、町立病院としてではなくて診療所みたいな形ではだめ

なのかとか、いろいろ検討を重ねてきました。最終的には町立病院として残すことが、町民に

対する安心・安全につながるのではないかということで、特例債を借り、まず赤字をクリアし

ましょうということです。今お話いただいたように借金は残りますが、これは課題として残る

ことになります。  

                                           

２．新年度予算について  

○委員（氏家裕治君） 説明 （略） 

○町民  今バイオマスのことが出てきましたが、売り上げはどの程度見込んでいるのですか。 

○委員長（本間広朗君） バイオマスについては、この後の委員会報告で出てきますのでよろ

しくお願いいたします。  

○町民  特別会計の介護老人保険のところで、１億となっていますが……、何の費用か。 

○委員（氏家裕治君） １億 878 万 6,000 円ですが、今町立病院に 29 床の小規模老健が今年

からでき上がりました。この運営費用として見込んでいる予算ということになります。 

○町民  20 年度にできていますよね。 

○委員（氏家裕治君） 国からの報酬は年を越して入ってきます。そのために今年度はそれを
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見越した形の中の予算措置ということです。  

                                           

３．委員会報告について  

○委員（土屋かづよ君） 説明 （略） 

○町民  病院の件ですが、依然としてどっちつかずで、診療所にするとか厄介者扱いとしてい

ます。将来的に見た場合、土地もたくさんあるのにあの狭いところで、古い設備のままにして

おくのか、それとも近代医療化を図るのか、財政的に大変なのはわかりますが、何とかしなけ

ればだめではないかと思うのです。結局、室蘭とか苫小牧の病院に行ってしまいます。最近の

医療技術をそのまま据え置きにしてしまうのか、それとも中止にするのか、白老町の将来につ

いて不安を感じています。あの狭いところで継続するのか、広いところに移転するのか、ある

いは近代的な設備にするのかその辺を考えてみる必要があります。医療技術面も考えなければ

ならないし、方向性を検討していくのも議会の仕事ではないかと考えます。 

○委員（土屋かづよ君）  病院も建設計画が進んでいます。近い将来建て直しがあります。  

○委員（氏家裕治君） 先ほどの建設厚生常任委員会の立場から答えさせていただきたいと思

います。昨年、原油価格の上昇があり、それが今回のバイオマス燃料化にも反映され、今年度

はトン当たり 5,500 円で取り引きされることになっています。これは１年間の契約になってい

まして、年度がわりの中で燃料については交渉することになっています。例えば、原油価格が

安くなった場合は減額するし、高くなれば交渉の中で決めることになります。それらを含め、

今回、１億 9,000 万円、約２億円程度の運営経費の中に、１万 1,000 トンですから、4,500 円

くらいと計算しまして、5,500 万円くらいが売上げで入ってくることになります。実質運営費

としては、１億 4,400・500 万円くらいとなります。 

                                           

４．決議事項について 

○委員（及川 保君） 説明 （略） 

○町民  議員削減での陳情者は、名前を出さなくて結構ですので、個人なのか、団体なのかだ

けでも教えていただきたい。 

○委員（及川 保君） 提出者は個人です。 

                                           

５．議会活動状況について  

○委員（熊谷雅史君） 説明 （略） 

                                           

◎全体での質疑応答 

○町民  この報告会というのは、年何回ぐらいやっていただけるのですか。  

○委員長（本間広朗君） 報告会は年に１度です。この他に懇談会というのがあります。これ

も年に１度、昨年 11 月に開いております。今回は議員側の説明責任ということで、報告を決め

て皆さんの前に出向きまして報告するものです。  
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○町民  このような膨大なものを２時間で報告するというのは、聞いていて多いと思うのです。

私たち主婦には全然わかりません。せっかくするのですからもう少しわかりやすいように、か

み砕いて説明するか、項目を分けて開いていただきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 項目については、どのような報告をしたらいいのか、内部でいろい

ろ議論しました。今回は第１回目ですので、皆さんにできるだけたくさんのことを知っていた

だきたいということで、この項目となったわけです。今後の報告事項は、大事なところだけを

報告するようになっていくと思います。もし、このような報告をしていただきたいとの申し出

があれば受けることもできます。今後、そのような報告もしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。  

○委員（山本浩平君） 広報広聴常任委員会もスタートしたばかりで、委員会そのものがまだ

機能していない状況でして、今後、貴重なご意見をいただきましたので持ち帰り、進め方につ

いても十分反省をしていきたいと思いますので、ご了承をいただきたいと思います。  

○町民  バイオマス関係ですが、実証実験での当初の設計資料が出ていますか。議会としてど

の程度把握しているか。また、235℃で 30 気圧の耐圧性により果たして、製紙会社から供給さ

れたスチームの熱量で十分性能発揮できる体制になっているのか。現在までの問題点として塩

素の問題があるとお聞きしますが、１年前から実証実験に入り既に解決されているべき問題で

はないかと思います。今、この問題でいろいろ言われるものではないのではないかと思います。

聞いて納得いきません。２カ月稼動し予定生産量が行われているのか、議会としてどのように

とらえているのか、お聞きしたい。 

次に虎杖浜のビュラメールの問題ですが、新聞紙上では７月頃から開始すると情報をお聞き

していますが、この点について議会がどの程度まで把握しているのか。知りえる範囲で結構で

すので、よろしくお願いいたします。 

次に、旭化成の問題ですが、現在旭化成建材㈱と旭化成Ｎ＆Ｐ㈱の２社が、来年３月までに

完全に閉鎖されるとの新聞報道がされていますが、両社で 70 名程度、旭化成さんの社員とシバ

工業さんの従業員の問題があります。旭化成さんの社員は配置転換にて対応するとの話ですが、

シバ工業さんの社員に対する再就職や雇用の問題については、行政に任せるのではなく早急に

議会としてどのような対策を検討するのか。知りえる範囲で教えていただきたい。  

○委員（氏家裕治君）  先日、バイオマス燃料化施設を見学させていただきながら、先ほどの

課題についてお話をお聞きしてまいりました。先ほど、私の売買価格 5,500 円を訂正させてい

ただきたい。固形燃料売払収入が 6,400 万円で、製造量 11,000 トンとなっておりますので、単

純に割ると 5,800 円となり、これが今年度の売買価格となりますのでご了承いただきたいと思

います。当初予定していた設計資料が、反映されているかということだと思いますが、７月１

日から将来の燃えるごみをすべて施設の中で処理していく、先ほどのスチームの量がこれで足

りているかとの質問ですが、現状の量からいくと問題がないということで聞いております。た

だ塩素については、確かに実証実験をしております。塩素を減らすためにオガクズや副資材を

投入して実証実験を進めてきました。この実証実験で用いてきた数値は、少ない容量での数値
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ですので、今の大きな容量ですと若干、受け入れ数値の塩素量を上回ってしまったということ

です。安全率について少し甘かったのかなと思います。固形燃料を生成するには、塩素を抑え

るためチップ材をもう少し多く入れ、安全を確認しなければ製品にならないという現実であり

ます。実証実験で用いてきたチップ材の割合、そのような数値をもっと厳密にしていかなけれ

ばならない。３つの窯が稼動したとき予測していたものより臭気吸引ファンの吸い込みが悪い

などの問題が出ていますが、数値、作業員の環境も含め、環境改善に早急に取り組むことにし

ております。今後、報告があると思いますので町民の皆さんにしっかり伝えていかなければな

らないと思っています。  

○委員（山本浩平君） ５月 15 日に eco リサイクルセンターに我々議員が行きまして、事前

に視察させていただきました。本日は行政側が来ていませんので、議会側がどう考えるかとい

うご質問だと思います。率直に意見を申しますと、５月 15 日に視察しましたが、日本製紙から

まだ公表する段階にないと言われまして非常に驚いています。今までの実証実験の中で、クリ

アできる努力をしてこなかったのかなと率直な疑問もありました。私自身も議会の中でごみの

選別に関しての質問をしたのですが、何もしなくてそのままでいいですよとの回答でした。絶

対そういうことにならないだろうと、再三質問させていただいたのですが、答えは大丈夫です

との回答でした。もし、分別のお願いをしたら皆さん方にとって、仕分けが大変だろうと思い

ますし、ごみの袋も新たになります。しかし、このままでは塩化ビニールの部分を取り除かな

ければ塩素が減らないとのことです。家庭でよく使われるサランラップは、塩化ビニールの固

まりです。サランラップを取り除いてくださいとなると、これまた難しいことになります。こ

の問題については推移を見守るしかないのと、日本製紙㈱とクボタ環境サービスが研究され、

一日も早く解決策を公表していただかないと何もならなく、この辺も注視していかなければな

らないと思っています。  

○委員（松田謙吾君） 議会というのは説明するほうではない。説明するのは行政で、議会は

指摘しなければいけない。議会が指摘して初めていいものができてくるので、議会はもっとし

っかりしなければならない。 

○町民  専門的な解決策を黙ってみているのはだめだと思うのです。脱硫装置についても中間

の燃焼方式の中で解決しなければ、その脱硫装置が相当大きな影響を受けると思います。これ

についてどう思われますか。どこが解決の費用を持つのか心配です。 

○委員（松田謙吾君） 製紙スラッジを使用するというのは、議会として何も知らなかった。

最後にわかったのですけれど、塩素が 0.3 にふえている。製紙スラッジを混ぜていきながら、

塩素を下げていくという考え方です。我々はいろんな論点があるのですが、日本で初めてやる

施設なものですから、長い目で見てやらなければならないという面もあるし、指摘することは

きちんと指摘しなければならないこともあります。  

○町民  日本製紙が使わない状況になったとき、だれが責任を取るのですか。どのような契約

でどのような状況になるのですか。 

○委員（松田謙吾君） いずれにしても 14 億円かけて製品をつくり、日本製紙㈱が引き取る
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約束です。しかしながら、工場の責任者は白老町です。日本製紙㈱が製品として見合うだけの

ものがなければ、被害額がどうだとかということにはならない。クボタ環境サービスはつくっ

ただけになります。 

○町民  日本製紙㈱がもし撤退したときはどうなるのですか。 

○委員（松田謙吾君）  もし、撤退したら燃料は簡単に売れないでしょうから、登別にお願い

してもとに戻ることになるかもしれない。 

○町民  燃料は日本製紙に持っていくので、今処理できない状況ですよね。外に、山積みして

いるのですか。 

○委員（松田謙吾君） 日本製紙㈱は 29 日まで止まっていますから、おそらく山積みになっ

ていると思います。  

○委員（山本浩平君）  チップを混ぜ塩素を減らしているが、実はそのチップを日本製紙㈱か

ら購入しています。日本製紙㈱側も相当努力はしていると思いますが、最大限努力していただ

くように働きかけていきたい。 

○町民  5,700 円、5,800 円出してもチップをいれなければならない。実際お金を支払うわけ

です。当初計画で登別につくるよりこの方式を採用した方が、８年後に課題がすべてクリアに

なるよと言われ、議員皆さんが全員ではないとは思いますが、議会として賛成したわけです。

今後、問題が発生し理事者側からの説明がなければ、もう一銭も支払わないよというくらいの

気持ちを持たなければいけないと思います。 

○委員（松田謙吾君） 地球環境を考えると、リサイクル率が 92％、ほぼリサイクルできます

よね。白老町の埋め立てが６、７年後に 13 億円かかるのです。今のまま行きますと 13 億円で

ちょうど終わります。町の当初計画は、15 年でリサイクル 92％、８億円が浮くとの試算です。

少しは長い目で見てやらなければならないと思うのです。１、２年かかると思いますよ。 

○委員（氏家裕治君）  消費者団体との懇談会があり、稼動での分別が課題として話し合われ

たとのことを耳にしました。分別については、白老町として手間をかけないで、よりよいもの

にしていこうという部分が今後、話し合われると思います。  

ビュラメールについては、皆さんと同じ情報しか持ち合わせていません。虎杖浜にゆかりの

ある方が経営するということを聞いておりますけれど、今後の運営についてはまだ説明もあり

ません。議会での一般質問等もありますので、その中で聞かれる議員さんもいるのかなと思っ

ております。  

○議長（堀部登志雄君） 旭化成の件で新聞報道がなされております。予期せぬ大企業の撤退

ということで、町長も心配され私も同行して本社に早速行ってまいりました。会社も大変な状

況かと思いますけれど、約 40 年間にわたり白老に定着してきました。旭化成は世界的な企業で

様々な分野をやられております。何とか白老にとどまることができないかと申し入れてきまし

た。建材については、住宅需要の関係で建材がなかなか売れないとのことですし、医薬品につ

いてもつくっている品物が、中国あたりから非常に安い価格で入り採算が取れないとのことで

す。夏ごろまでには、土地利用を前向きに考えたいとの返事であり、今後の推移を見守ってい
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きたいと考えています。 

○委員（及川 保君） 実は私は 30 年間、旭化成に勤めていましてね。このように至るとい

うのは以前からわかっていたことです。議会としても地元企業も含め、議会として特別委員会

的なものをつくり後押しができる工夫も必要ではないかと考えています。  

○町民  先ほどの説明の中で、看護師１人が 13 名の患者を診ていますよと言われました。目

標として看護師１人に対し患者 10 人と言われたと思いますが、その辺の説明をお願いいたしま

す。 

○委員（氏家裕治君） 苫小牧市立病院を例に取りますと、今まで 10 対１だったのを７対１

にしないと病院経営がうまくいかないとのことです。それでことしの４月に７対１という形の

中で社会保険事務所に届け、運営をしておりますがそれでもぎりぎりだというのです。白老町

の場合は 10 対１という形の中で病院経営をしますよということです。 

○町民  白老町の財政立て直しのポイントは人件費である。お願いとして、白老町の財政につ

いて議会として当初計画どおりに進んでいるのかどうなのかを常にチェックしていただきたい

と思います。 

○委員（山本浩平君） 白老町が財政再生団体入りですとか、健全化団体とかをなんとか避け

たいということで勧奨退職を募りました。若干退職金を上乗せし、定年間近な人たちを募った

ところ、予想以上の退職者が出てしまったのです。きょう日中の懇談会で質問が出たのですけ

れど、「技術者含めて４名くらいの募集が出ているけれど、財政的に厳しく我々の税金をこれだ

け上げているのにおかしいのではないか」、「なぜ職員を入れなければならないのか」という質

問があったわけです。現状としては、予想以上の退職者により人員に支障が出たものですから、

募集となってしまったのですけれども、新財政改革プログラム自体は計画以上の数字を上げて

いる状況です。人件費の削減を 20％と 10 年間にわたり実施することになります。職員にも人

生設計がありますし、10 年間以上やることになれば職員の生活は勿論ですが、白老町全体の経

済にもかかわってくると思いますので非常に難しくなります。お話のありましたように、この

辺もしっかりチェックしていけと、これは当然ですので十分やっていきたい。現状は今、その

ようになっているということでございます。  

○町民  今までの説明では連結赤字が改善されよくなり何もかも万々歳だと、そのような感じ

がするのですが、実質公債比率をみるとそのようなことはないということがわかるのですね。

国に対する説明はそれでいいのですけれど、町民に対する説明はもっと細かくしていただかな

いと町民にはよく理解できないと思うのです。どうなっているのかなと思うわけですよ。 

○委員（松田謙吾君） ざっくばらんに言いますと、平成 19 年で 350 億円の借金があります。

19 年から 10 年間の 28 年で、借金は 200 億円にしましょうと。150 億円減らさなければならな

いですよね。どのように減らすかということになれば、職員を 60 人、結果的に 80 人減らすこ

とになっている。職員の給料 20％カットし、議員にかかる費用もかつて１億 1,000 万円かかっ

たものが今年は 6,500 万円。4,500 万円くらいの議員の歳費などが減額されてきた。そのよう

な中で借金はなにも減っていないのです。なんで連結赤字比率だけが万々歳になるのかと言い
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ますと、国の見方が変わったのです。工業団地の借金が 15 億 9,000 万円あるのですね。これを

当初認めなかったのですが、財産として認めることになった。臨海土地造成で港の周りに土地

を造成した。これも財産として認めましょう。下水道会計が 91 億円借金あるのですが、毎年い

ずれ我々が使用料で払っていく２億 9,000 万円の下水道が認められ、１年間の借金のトータル

のなかの約 16 億円、これを借金と見ないで財産と見ましょうということから、41 の比率が 15

になったもので、借金はなにも減っていません。この中で借金を減らすのは、一番大きいのが

使用料値上げ、超過税率、町民税が２億 7,000 万円、職員の給料５億 9,000 万円です。これで

約 10 億円の近い金がでるのです。10 年間ですから 100 億円減ることになります。先ほどの借

金が 209 億円になるということなのです。期待するのは地方交付税が少しずつ上がる傾向にあ

ります。国が地方分権で権利を地方に委譲することで借金を減らし、町債も７億円までとして

ブレーキをかけるということです。17 億円支払うのに 14 億円借金して支払っていたのをこと

しは 14 億円を７億円に減らす。ここがまず一番の大きな目玉だと思っています。町民が普通の

まちになるには、10 年辛抱しなければならないと思っています。  

○町民  議会だよりの氏家議員の一般質問の中に「現在の中心地市街地は空洞化が問題となっ

ている」とありますが、これに対して何か対策があるのですか。 

○委員（氏家裕治君）  中心市街地の空洞化とは、例えば大町商店街。私が議員になる以前か

らいろいろな改革をしているのですが、議員になり６年たっても何の解決策も見出せないでい

ます。白老だけでなく萩野・北吉原・虎杖浜はどうですか。中心市街地といわれる駅前周辺、

そういうところの空洞化、店がなくなってきたり住宅が減ってきたりしていますよね。今年度、

例えば住宅マスタープランだとか住宅に対しての計画が見直される年なのです。今後どのよう

な町づくりを進めていくかという大きな計画になっています。例えば、駅周辺に公営住宅があ

れば、これから住むお年寄りの方々がもっともっと住みやすくなるのではないか。これから建

設される住宅のあり方、虎杖浜駅前にちょっとした住宅があると若い人たちが来られるのでは

ないかとか、そのような計画の見直しが今年あります。今後駅を中心、あるいは病院を中心と

したそのような町づくりを進めていくべきではないだろうかというのが今回、１つの計画とし

て上がっているということです。  

○町民  ことしも町長の３本柱として中学の適正配置がありますが、この中で関係者との懇談

会に出席できるのは町内会長と限定しています。前回の懇談会は相当もめまして収拾がつかな

くなったと聞いています。町内会長だけというのは納得できませんし、全員の方々から意見を

町長が自ら聞くべきで、それに答える責任があると思います。そのことを議員さんから言って

いただきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 現在までの経過を説明いたしますと、今検討委員会が新たにできま

して、萩野中学校の校長先生が会長になっておられます。その中でいろいろな問題点 13 項目を

決めまして、それに対して保護者がどのように思われていますかということを検討いたします。

今回、アンケートを取っており、あすまた会議がありますが、それを発表することになってお

ります。副会長に虎杖中学校の校長先生と竹浦中学校の校長先生がなっておられ、そこでどの
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ような事が不安に思うかなど、いろいろな意見を保護者に聞きそれから詰めていく形になりま

す。虎杖地区ではまだ不安が残りますと今まで訴えてきています。解消されたら統合に進んで

いくという形になろうかと思います。ただいろいろな子どもたちがおりますので、子どもの環

境を考えるとクラブ活動もできないし、活動範囲も狭くなってきます。将来的には統合という

のは、大体皆さんの意見です。統合していいのかどうかというのが親の不安でもあり、子ども

たちの不安でもあります。町としては、子どもたちの環境に問題があるとしています。 

○委員（及川 保君）  総務文教常任委員長として言わせていただきたいと思います。町長は

大事な項目ですので、ぜひ機会を見て説明していただきたいなと思います。統廃合問題は地域

にとっては大変な問題なのです。議会も昨年、実は白老にある２校の小学校を統廃合すべきだ

とそういう意見をされたはずだったのが、いつの間にか違うという経過がありました。地域に

とって大きな問題なのでいい方向に改善し、皆さんにとってもいい方向に向かうよう頑張って

いきたいと思っております。 

○委員（松田謙吾君）  下水道会計５億円赤字で、水道会計は５億円黒字なのです。大きな原

因の一つとして虎杖浜の水洗化が挙げられ、下水道普及率が白老町で一番悪く 62％で、白老町

は 92％です。これがさまざまな下水道事業に大きな影響を与えています。原因は、道路の中通

りの整備だと思っております。思い切ったお金をかけなければならないし、住民側は思い切っ

て譲歩しなければならないと思います。オープンカットで発展するとは思いますが、やらなけ

ればこの部分が全部ネックとなってくると私はいつも思っております。  

○町民  今まで室蘭・登別、特に室蘭地区がものすごく遠く感じています。トンネル一つで室

蘭との距離がものすごく遠く感じています。室蘭の水洗化は 97％強といわれています。その方

がこちらに来てまず嫌がるのは、汚い・道路が舗装されていないとせっかく来たいという人が

来たくないという状況になります。町長と住民が歩み寄るいい方向になるよう議会としても働

きかけていただきたい。  

                                           

◎閉会の宣告 
○委員長（本間広朗君） 閉会宣告（略） 

（午後 ９時００分） 


