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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２９日（金曜日） 

   開  会  午後１時３０分 

   閉  会  午後４時０１分 

 

場  所  萩の里会館  

                                          

○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（６名） 

 委 員 長 本 間 広 朗 君      委  員 松 田 謙 吾 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    

                                          

○欠席委員（１名） 

委  員 山 本 浩 平 君 

                                          

○参加町民（２１名） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

事務局主幹 森  隆 治 君    事務局臨時職員 松 本 美 紀 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１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（氏家裕治君） 説明 （略） 

○町民  目的は議会報告会ですよね。議員たちが新財政改革プログラム（案）の通った理由と

して、議会と行政が話し合いをしてこうなりましたという説明が、議会報告会ではありません

か。議会報告会をやられているのか、行政の代理として説明しているかの印象しか受けないの

です。具体的に赤字比率とか将来負担比率とかについて、どういう形で対策できるのかという

ことを私たちはお聞きしたいのです。 

○町民  議会として、町がどのように回復するのかということですよね。私も説明を受けまし

たがよく理解できないですね。行政側の援護をしているようにしか思えないです。議会として

どうするのかが伝わってこない。 

○委員（氏家裕治君）  私たちも議会の役割というのは、議会報告会の中で新財政改革プログ

ラム（案）が通った経緯の話をしなければならないこともありますが、実際、このような情報

提供をしながら特別委員会を設け審議し今回このような結論に至ったわけです。私たちも皆さ

んの前で報告する説明義務もあるだろうと思います。確かに今決まったことを着実に実行して

いくことが、白老の健全化の大きな目的と思っております。皆さんの前でこのような情報公開

での議会報告会という中で説明させていただいたということです。皆さんがお聞きしたいこと、

どのような話し合いがされているのか、どうしてこのような結果になったのかということをお

聞きしたいのであれば議会懇談会とかの中で、話し合いをさせていただいたほうが一番いいで

すし、ふさわしいのかなと思っております。議員個々の思いがあり、議会報告会は議会として

の考え方を皆さんにお話をさせていただくということになりますので、個々の議員、あるいは

個々の会派の意見をお話する場所ではないということです。  

                                           

２．新年度予算について  

○委員（氏家裕治君） 説明 （略） 
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３．委員会報告について  

○委員（土屋かづよ君） 説明 （略） 

                                           

４．決議事項について 

○委員（及川 保君） 説明 （略） 

○町民  陳情の当事者なものですから質問させていただきます。105 名の署名を集めまして、

「このような議会はとんでもない」と「新しい議会でやってもらわないと困る」と私たちの中

から出まして、その一番の問題が飴谷さんです。１期に実施したのは、膨大な借金、81 億円の

多くの借金を残しただけです。２期目に入ったら、ますます独裁というわけではないけれど、

暴走が始まりバイオマスだとか、……「とにかく暴走を止められない議会では困る」と、飴谷

行政と議会がタックルを組んで町民を無視して、とんでもないことをしてしまったとのことか

ら署名を集めて提出した。議会と町民の意識のずれというのか、願意を教えてくれと言われた。

願意って何だろうと瞬間的に何を話して言いかわからない中で、飴谷さんの業績である第３商

港区から始まって、話し合いをしていたら、ちょっと待ってくれと委員長に言われた。………。

（以降聴取不能） 

○委員（及川 保君） 基本的に話は出てきましたけれど、願意としてはきちんと受けとめ、

それぞれの議員が受けとめました。これは間違いなく私も含め受けとめております。  

○町民  言いたいのは、いつまでに議会改革を、あと２年間待てないですよ。いつまでの段階

までに、具体的な手続きを議会ではどのような議論を重ねるか、手続上を示していただきたい。  

○委員長（本間広朗君）  わかりました。この問題については、質疑応答のときに議論してい

ただきたいと思います。  

○町民  バイオマス燃料施設は、総枠どの位の費用がかかっておりますか。  

○委員長（本間広朗君）  これも質疑応答のときに説明させていただきたいと思います。 

                                           

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  バイオマスの現状は、産業廃棄物であるスラッジを町はなぜ買わなければならないの

か。 

○委員（土屋かづよ君）  固形の燃料に塩素が含まれるとボイラーの釜が傷みます。  

○委員（松田謙吾君）  ごみだけで燃やすと塩素が多くなりボイラーを傷めるので、日本製紙

㈱白老工場のオガクズや製品としての紙スラッジを購入し、それらを混ぜて使用することにな

ります。バイオマスは 14 億円かかっており、埋め立てに 14 億円かかるのだから同じなのだと

の説明を 12 月の質問で町長から聞いております。私は疑問に思っていますが、日本で初めてだ
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からもう少し様子を見なければと思っています。 

○町民  議会で傍聴していても、議員さんはそのような考え方ばかりではないのですよ。初め

てのことですから、24 時間ふる稼動で 15 年間やり通して、大判風呂敷を敷いて稼動すること

になりましたよね。わかっている議員さんは反対したのですよ。これがだめになったら誰が責

任取るのですか。  

○委員（松田謙吾君） もちろんこれは白老町の責任ですよ。日本製紙㈱の敷地内に白老町が

お借りして、白老町のすべてのお金を出して経営しているわけですから、すべて白老町ですよ。  

○町民  今後のバイオマの取り組み方を町民しっかり見ていかなければならないかと思いま

す。 

○委員長（本間広朗君）  先ほど、虎杖浜の水道の水圧が低いとの声がありましたが……。  

○委員（松田謙吾君） 議会で水圧が低いと水道課に言っております。水道課でいろいろ調べ

ておりまして、その報告は受けております。  

○町民  それで、行く行くは何とかするということなのか、直るのではないかと考えているの

かを聞きたいのです。それから、溜めをつくってそこから落とすとなると莫大なお金がかかる

ので、それは無理かなと思っております。 

○委員（松田謙吾君）  議会としてはやりますと言う。議会は予算１円もない。やらないと住

民は困るよとこのように言っている。  

○町民  もう少し何とかならないのかと聞いているのであって、水圧が少し低いのかなと思っ

ているだけです。  

○町民  町立病院の３階に入院するところが何床あるのですか。 

○委員（松田謙吾君） 29 床です。 

○町民 一般病床に入院され、年をとった人が出られて自宅で介護される方もおられますし、

病院に入院される方もおられます。29 床では足りないのではないかと思うのですが。 

○委員（土屋かづよ君） 全体的に国の方針が間違っているかわからないですけれど、町立病

院の３階を老健というのですが、例えば王子病院に行って入院してある程度回復する兆しがあ

ったら帰ってくる病院。自宅に真っすぐ帰れない患者さんのための施設です。 

○委員（松田謙吾君） 生田病院さんも藤田内科クリニックさんも施設は介護３からなのです。

この白老町は１・２も全部入れます。    

○委員（熊谷雅史君）  そのような悩みは切実でして、国策が違っているのかとの話もいろい

ろあるのですが、これも３年ごとに見直して、その状況とのすり合わせをするのですね。今年

度は介護報酬を含めていろいろな見直しを 21 年度にやりました。次は 24 年に見直しがあるの

ですけれど、今言われているのは施設のサービスが言われております。我々が議会として所管

している委員もおりますが、町立病院の医療のあり方も含めて予防が大事なのです。一般的に

施設志向があり、施設に入れたいのは重々わかるのですが、そのようなものも包括した中で、

いろんなことをしていかなければならないし、それは議会の中できちんと議論していきます。  

○町民  第３商港区について今までいくら町の税金を使い、これからいくらかかって、借金を
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どのように返して、今後の見通しをどうなのだと。これが一点。2003 年 11 月に飴谷町長が新

町長のインタビューで公約違反と言わないけれど約束違反。第３商港区の事業については、半

減近く減らし、企業は変えずに形を変える。方向としては受益者負担についても企業との話し

合いを進めると言明しています。これについて新聞もあります。形を変えずに機能を変えて証

明したのが、飴谷さんのマニフェスト。その中にある該当条項の資料を取り寄せしましたら、

書いてあるのは外房なのです。ヤードもそうなのです。これを 100％やりましたとマニフェス

トに載せているのです。現実に外房を穴埋めしたのは前町長の坂下さんですよ。チップヤード

も含め、この外房を半減させた。これは当時の課長の確認を取っております。それなのに飴谷

町長は受益者負担を求めると。今住民に負担を求めていて、日本製紙㈱白老工場と交渉すると

言っているのですよ。ところが翌年の４月に町議会の白老港整備促進特別委員会がありますが、

当時、委員長に山本浩平さん、副委員長が熊谷雅史さん、委員が氏家さん、斎藤さん、大渕さ

ん、中出さん、加藤さんです。受益者負担を求めませんと言っているのですよ。おかしくない

ですか。これについて、この委員会のメンバーの中で町長の言っていることとやっていること

が違うことに対して、明らかに違反ですよね。坂下さんのときはものすごい公約違反だとか、

議会が沸騰しまして１人の議員を除いて坂下町長たたきが始まりました。公約違反だとがんが

ん責められまして町長が代わりました。前町長に言ったことをなぜ、日本製紙㈱白老工場と町

民のために第３商港区については、受益者負担をしてくれと。町長になって半年もたたないう

ちに全面撤回している。これについて議会は、何もそのときに異議申し立てをしなかったし、

それについて町民に説明もしなかった。この２点についてお願いしたい。  

○委員（松田謙吾君） 昭和 57 年から始まり平成２年には漁港区が完成した。平成７年度に

第１商港区、平成 13 年度に第２商港区が完成した。第３商港区完成までかかったお金は平成

19 年度までで 704 億円かかっております。町の負担はそのうち 119 億 4,000 万円。今第３商港

区をつくっているのですが、平成 24、25 年で完成し 784 億円位かかります。町の負担は 148

億円です。ですから約 155 億円かかる。平成 19 年度から平成 24 年度までの間だけでも、第３

商港区は 124 億円くらいかかるのですから、町の負担はこの間だけでも 25 億円くらいかかりま

す。全体で 784 億円ですから、これに約 148 億円かかるのですが、この中で町の借金として今

まで残っているのが、平成 19 年度決算として 71 億円。平成 24 年度この第３商港区が完成する

と約 100 億円の借金が残ると思っています。私はどちらかというと、港は凍結せよと言ってい

るのですが、きょうは言ってはいけないということなので、言いませんが、なぜ当初の計画を

半減したかと言いますと、当初は水深 14 メートル。港の砂 14 メートルの深さをつくろうとし

ており、その中に護岸を入れようとしている。ですが新しい見直しの計画では、水深 12 メート

ルにすると、船が少し小さくなりますし、船の底が変わったのですね。平らな船が多くなった。

こんなことから船の周りも小さくなった。こんなことで背後地が少し変わった。日本製紙が石

炭とチップ両方で 350 トン入れかえている。旭化成が随分砂を予定していたのですが、撤退す

ることになりましたので、計画がどうなるのかなと心配されるなと思っています。これから高

齢化になってくる、地域も減ってくる中で 100 億円支払っていくのは大変なことだと思ってい
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る。受益者負担はもちろん議会として 16 人いるのですが、受益者負担すべきだという方と飴谷

町長は受益者負担だと言っておりません。 

○町民  町有林で松田議員さん２回質問していますよね。その後どうなったのですか。  

○委員（松田謙吾君） 白老の町有林 700 ヘクタールになるのですが、平成 19 年度、私は当

時議員ではなかったのですが、議員になってみますと、町有林いくらで売ったのかなと思って

みたら１平方メートル当たり 10 円なのですね。ですから 135 万平方メートルで 1,350 万円。 

マル一つ違うと主張したのです。１億 3,500 万円でなかったらおかしいのではないかと。昭和

61 年に竹浦と北吉原では 1,000 円だったのです。水源対策のために、町有林の真ん中に北海道

がダムをつくったのです。217 メートルの 13 メートルの大きなダムです。つくる時に白老町は

24 ヘクタールの土地を売り、昭和 61 年で 98 円、約 100 円だったのです。私は孫の代にまた木

を切って平成 19 年度に、3,500 万円の利益を得ているのです。ですから、役場にもう一度買い

戻したらどうだと言っているのです。それと、売却を議会に諮っていません。財産管理委員会

に諮らなければならないと決まっているのに、5,000 平方メートル以上、かつ 2,000 万円以上

で売った場合は諮るとなっているので、1,350 万円で売ったのだから 2,000 万円以下なので諮

らなくてもいいのだと、こういうことなのです。売ったのは 135 万平方メートルですから、こ

れを 5,000 平方メートル売ったのと同じではないかと。しかし再三質問した中では、決まって

いるから諮っていないし、売ったことは正しく町の財政が苦しいから売ったのだと。私は 1,350

万円苦しんでいるのだったら、5,000 万円売っただけでも別の山に投資したいのです。5,000

万円の他に道の砂利敷きに 4,800 万円かけたのですよ。こんなに苦しいと言っておきながら、

この３年間に１億円かけているのですよ。こういうものはやめるべきだろうと。３年や５年休

んでも木は何も怒らないだろうと。その分、下水道の上がる分に充てるほうが取りやすいだろ

うと。これが私の再三の考えです。  

○委員（氏家裕治君）  その問題については、建設厚生常任委員会の中で、議会としても取り

組んでおります。報告書では、規則の中に、市の規則と町村の規則がありまして、今白老町が

採用しているのが、市のルールを採用しており、これを松田議員からもいろいろな指摘が議会

にありまして、今の市の規則から町村の規則に移行できないかと報告書で指摘しております。

移行した場合は、今町の規則ではできないものができるようになります。半年ぐらい経過して

おりますが、今後、行政の方でどのような動きになるか。個々の議員の中であの報告書の意見

はどうなったのかということで、議会として追求することができることになっている。 

○委員（松田謙吾君） 再三質問の中で前回出ている、立ち木と流木について不動産鑑定した

のかと質問したら、不動産鑑定をしたと答えたのです。そしたら 48 円とでたそうです。そうす

ると 6,480 万円になるのですよ。なぜ 6,480 万円で売らないのだと。私が言っているのはそこ

なのです。  

○町民  下水道の問題ですが、敷地に余裕がなく合併槽が入らないので、小さい型の槽がある

のか教えてほしい。 

○委員長（本間広朗君） 町側にそのお話をしておきますので、後でお名前を教えていただき
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たいと思います。  

○町民  平等性を考えると福祉バスが無料で乗せるか、100 円取るかは分からないが、乗らな

い人にとっては、ガソリンかけて走っているのだから、平等といわない。もう少し考えてほし

い。 

○町民  固定資産税にとっても非常に問題があると思います。家のある人から取って、家のな

い人からは取れませんよね。税というのは平等であるべきだと思うのですよね。超過税率に反

対した人もいれば賛成した人もいますよね。  

○委員（氏家裕治君） 超過税率については、固定資産がある人もない人も町づくりの中では、

皆さん平等の立場の中で税金を納めていくべきだとする考え方もあると思います。確かにそう

だと思いますが、議会の中で議論したとき、税に変わる他の物があるかということが議会で問

題だったのです。いろいろ検討したがなかなかできなかった。  

○町民  簡単でないですか。港の予算とか削ってこっちへまわせばいいのではないですか。 

来年３月には旭化成㈱が撤退します。さらに財政が苦しくなりますよね。町からまた税率を上

げることになりませんか。 

○委員（氏家裕治君）  ですから、その辺の一つの面だけを見てしまうと、そのような問題が

出できてしまいます。  

○町民  一つだけでないですよね。水道代にしてもすべてそうではないですか。皆さんに水洗

をつけさせて水道代を上げます。児童館に町から説明に来たのです。その時にペットボトル１

本洗うのは分かりますが、年間洗う水道代をどうするのかと質問したら、明快な答えがなかっ

たのです。それと同じです。  

○委員（氏家裕治君）  私が思うことなのですが、議会でできないことは、今白老の町を今後

５年後 10 年後どのような町にしていくのか。議会の中でしっかりしていかなければならない。

その中にいろいろな問題が出てきますよね。今の港の問題、１年間凍結すればいいのでないか

とか、中止しなさいとか、ここを削りなさいとか意見があると思います。それをやることによ

ってどうなるのかということも考えなければならない。総合的な判断をした中で議会の中で判

断しなければならないことを理解していただきたい。 

○町民  旭化成㈱が撤退する、日本製紙㈱が減産するという中で港をつくっていますが、そう

すると港はどうするのですか。 

○委員（氏家裕治君）  港の利用価値というのは確かに旭化成㈱とか今後進出する企業だとか

いろいろなことを加味して港をつくっているわけですよね。旭化成㈱だけでないのです。港の

計画の中にはいろいろな考え方があると思います。一点だけ焦点を当てて今後の白老町の町づ

くりを語るのは違うのではないかと私は考えます。議会としても今後５年、10 年後を見据えた

中で議論していくと思います。 

○町民  どうも皆さんの答弁を聞いていますと、行政側に立った答弁のように聞こえます。 

○委員（氏家裕治君）  行政側に立ったお話を皆さんにしているつもりはないです。白老町が

今抱えている財政事情、同じ情報を皆さんと共有したい。そして今後の白老のまちづくりをど
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うしたらよいかを考えなければならないと思っています。私たちの持っている情報、つまり行

政が持っている情報を皆さんに伝えます。これは議会人の責務だと思います。その中でいろい

ろな問題をどうするか、議会の中で議論しなければと思っています。 

                                          

◎閉会の宣告 
○委員長（本間広朗君） 閉会宣告（略） 

（午後 ４時０１分） 


