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◎議案第１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第４、議案第１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第４

号）を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、議案第１号でございます。 

 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第４号）。 

 平成 21 年度白老町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億 2,154 万 3,000 円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 96 億 5,220 万 6,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 規定の地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 平成 21 年７月 13 日提出。白老町長。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） ３点ほど質問したいと思います。17 ページの旧保育園の解体事業に

ついて伺いたいと思います。この保育所は、特に社台なのですが、地域の方とお話をしたとき

に、中にいろいろな備品が入っていて、施錠はしているけれども、地域の方々が大変、あそこ

をいたずらするのではないかとか、いろいろなことで不安を持っているということでしたので、

担当課にお話をしようと思っていましたら、今回、補正に載りましたので、地域の方々もこれ

できちんとなるのだなということで安心されると思いますが、きょう、補正が通りましたら、

今後どのようなスケジュールになるのかということ。 

 もう１点。その保育所の施設内に、今使われていない備品等があります。そういったものは

今後どのような扱いになるのか。まだ使えるものがあるのか。全部廃棄物になってしまうのか。

その点伺いたいと思います。 

 それから、25 ページから 27 ページの小中学校の地デジテレビ放送対応事業について伺いた

いと思います。小中学校の地デジ対応テレビ、中学校も含めると 36 台ということになっており

ますが、現在、省エネ家電の買いかえによるエコ商品に還元できるエコポイントがつくことに

なっておりますけれども、特に地デジ対応のテレビへの切りかえは、それを加速させる目的か

ら、地デジテレビに対しては約 10％程度の還元ということになるというふうになっているので
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すが、町とか、そういう行政で買うものに対しては、こういったものはつかないのかどうなの

か。たしか 1,600 万円ぐらいの予算だったと思うのですが、これは電子黒板も入っております

ので、電子黒板 10 台抜くとどれぐらいの金額になるのかわかりませんけれども、1,000 万円を

超えると 100 万円ぐらいの還元金額にはなるのではないかと思うのですが、その点をどのよう

にお考えになっているのか伺いたいと思います。 

 それともう１点。これは確認も含めてなのですが、25 ページの小学校耐震化対策事業がある

のですが、白老小学校と竹浦小学校の耐震化診断をするということで、今回予算に組まれまし

た。このことは６月に質問いたしまして、したほうがいいということで早速対応してくれると

いうことで敬意を表したいと思います。もう１点その中で、虎杖小学校の屋体の実施計画部分

が載っていました。これは、できるものは早くしたほうがいいと私も議会では言いましたけれ

ども、虎杖小学校の屋体については、今回、白老学校施設耐震化推進計画をつくりました。そ

の中では、予定としては 23 年度設計で、25 年から 30 年の間で工事ということになっていたの

ですが、この改修に関しては９月の補正で出てくるということになっていますので、今回は設

計だけなのですが、早まったということは、工事も早まっていく可能性があるのか。工事はど

のように考えられているのか。その点伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） ３点ほどありました。まず、旧保育園の解体の備品の関係でござ

いますけれども、今把握している点では、結構いろいろ、なべとか冷蔵庫だとか、保育遊具だ

とかいろいろあるそうでございますので、この辺については他の保育園で使えるものは使って

いくとか、それから、すくすく３・９だとか、そちらのほうの児童施設等にも要望を聞きなが

ら対応していきたいと思っております。 

 それと、スケジュールでございますけれども、これは、今これから補正予算が通って、それ

から入札という形になると思いますので、まだはっきりはわかりませんが、年内には解体工事

が始まるかと思っております。 

 それから、地デジ対応のエコポイントでございますけれども、これはちょっと、私ども調査

しておりませんので、後で調べて対応したいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、虎杖小学校の改築でございますけれども、これについては、吉田議員言いました

ように、耐震化計画では 25 年以降というふうになっておりますけれども、いろいろな関係で、

ある程度優先度を定めて、今回、実施計画に踏み切ったと、こういうことでございます。それ

で、実施計画をするとなると、先般の説明会でもお話ししましたように、改築計画、耐震化の

工事に着手したいとこう思っております。ただ、先般での説明会でもありましたように、今回

の危機対策の交付金を活用した形でやっていきたいと思います。ただ、今の情報でいきますと、

かなり全国の自治体で耐震化工事で手を挙げたところがたくさんありまして、かなり予算オー

バーしたとこういうような情報が入っております。 

ですから、当初 80％から 90％ぐらいの補助裏の補助金が来るというような予定でしたけれど

も、その辺は下がっていくのかなとこう考えておりまして、そういうことも加味しながら、こ



 3 

れから鋭意、耐震化工事ということで検討はしていきますけれども、今はそういうような状況

だということでご理解していただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○委員（吉田和子君） 保育所の関係なのですが、備品、今リサイクルをしていくという時代

ですので、他町村でインターネットによる行政で使っていた備品等の財産を売却するというこ

とで、そういった形で希望者からどれぐらいで買いますかとか、そういった情報を提供して売

却をしているというところを何カ所か見たことが、岩見沢もやっていたのかな、何カ所か見た

のですが。それぞれの使うところで利用していただいたほかに、まだ使えるものは、そういっ

たものはそういった方法もとられたらいいのではないかなというふうに考えていたのですが、

残ったものというか、でも、まだ使えるもので廃棄するにはちょっとやっぱりもったいないも

のは今後使う方法をきちんと考えるべきではないかなというふうに思います。 

 それから、地デジ対応のことなのですが、このエコポイント。私ももうちょっと詳しく調べ

てくればよかったのですが、何に使えるのか。商品券になるということなのですが、どういっ

たものに使えるのかちょっとわからないのですが、もしかしたら、その分でまたテレビが買え

るのだったら、児童館なんかのテレビはそれで買えるのかなと思ったり、台数を少なくして、

浮いた分でテレビをまたプラスできるのかなと思ったり、いろいろなことを考えながら来たの

ですが。これはやっぱり、行政が買うにしても、どこが買うにしてもポイントはつくのではな

いかなというふうに思いますので、金額的には結構大きなものになると思います。こういった

ことの対応も、財政の厳しい中でのものですので、また、その部分がほかのことに使えるとい

うことであれば、かなり効果的に使えるということになると思いますので、その点しっかり検

討するべきだというふうに考えております。 

 それともう１点。最後の学校のことなのですが、今回の補正に出てきている活性化公共投資

及び経済危機対策交付金というのは、地域の中小企業にいかにいろいろな波動を起こしていく

か、不況の中で経済効果を発揮していくかということが大きく含まれていると思うのですが、

今後９月になって、入札も入ってきますのでちょっとわからないのですが、この学校の耐震診

断もたしか地元業者とか、これは特殊なのでなかなか難しいということでお話しされていまし

たけれども、今度、補強の工事になると、やはりこれは地元、萩野中学校なんかは１億円以上

のお金がかかるようになっています。そういった中で白老町の業者で対応できるようなものに

なるのかどうなのか。その辺までわかっているかどうか。その辺伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 保育園の備品の関係でございますけれども、インターネットで募

集したらどうかというお話です。残念ながら、インターネットで募集するような備品は残って

いないということです。例えば、先ほど申しました冷蔵庫もかなり古いものであるとか、なべ、

かま、そんな程度かなと。そのようなことで先ほど言ったように、できるものはいろいろな施

設に回していきたいなとこう考えております。 

 それから、エコポイントの関係については先ほどご答弁したように、これから調査をします
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けれども、私の知る範囲では、エコポイントで商品券がもらえるとかそのようなことになって

いますけれども、ただ、行政が、自治体が購入した場合どうなのかということがちょっと調べ

ておりませんので、これについては後で調べてご答弁したいと思っております。 

 それから、工事の関係でございますけれども、もちろんすべて地元の企業ができればいいな

と思っておりますし、そういう考え方でこれからも対応していきたいと思います。ただ、でき

るものとできないものがありますので、できるものは極力地元で工事できるように、我々も担

当部と調整をしていきたいと考えておりますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。今町長の行政報告が、６億円を超える大型額の補正予算、

今回やっているのですが、この報告があるのかなと私は期待していたのですが、補正予算の行

政報告がなかった。私は、今回６億円を超える補正予算、リーマンショック、世界同時不況、

日本の経済がどん底状態にあると、こんな中で麻生総理、国が 15 兆円を超える、経済対策とし

ての補正予算を行ったと。白老町もこの補正予算で長年の懸案である、いろいろな事業が行わ

れる。長年の住民要望もこたえられなかったことにこたえられる。この点では、私は全く棚か

らぼたもちのような、この補正予算、本当に一面では、白老の今の財政状況からいってよかっ

たなと思っているのが実感であります。しかも、６億円を超えるこの補正予算が一般財源 1,100

万円、これでこの大きな事業ができるわけですから、本当に世界の同時不況、日本の不況が、

白老のまちがこれで救われたなとこういう一面も私はあると思います。しかしながら、この補

正を見ると、どうも教育のほうに突出している。これはなぜかなと。 

 それからもう１つは、第１次産業の漁業や農業の政策が 1 つもない。私はこのことを含めて

町長の、この６億円の補正予算に対するものの考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 中身を見ると議員言うとおりで、第１次産業の部分がこれに反映され

ていないということでございます。確かに今、第１次産業、農業も漁業も大変な状況にあるの

ですが、先日も農業のほうの抜本的な対策がまだ決まっていないと。特に我がまちは和牛でご

ざいますので、苫小牧広域農協の参事さんに来てもらって、私も副町長も入って、もうこれで

３度ほど議論しているのです。どうしても将来に向けての抜本的な対策を議論しているのです。

それで今、その方向性について議論している最中で、近いうちに決まったら、また議会に相談

しようとは思っていました。 

 それと、漁業については、漁業は若干、こういう大変な中でも実は安定しております。そう

いうことなので、確かに約 67％、７割近い金額が教育予算のほうに盛り込まれているのですが、

これも議員言われたように、長年の教育現場での、例えば、もう、すぐやらなければならなか

った雨漏りだとか、外壁が崩れているだとかその辺、要するにもう待ったなしの状況なもので

すから、まずは、危険な状況であるというところ。例えば美園団地。道路から見て、さびで屋

根がひどい状況なものですから、そこからやりましょうということでやらせていただいていま

す。産業関係について、そちらを置いておいてやったということではないので。本当に議員お
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っしゃるとおりで、これからまた余裕があれば、財政状況等を見極めながら、またご提案しよ

うと実は思っております。農業、漁業については、できれば、今こういう機会に国の金、道の

金を使っておもいっきりやるというのが一番でございます。ただ、その辺のまだ、将来に向か

っての確実な手法、政策がまだ定まっていないということでございますので、定まったときに

はまた議会にご提案しようと思っています。 

私のほうは以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） この６億円の大型事業、34 事業に配分されているのですが、今さら

申し上げてもこの予算が変わるわけでもないし、これはわかってお話ししているのです。こう

いう懸案事項、先ほども言った、棚からぼたもちのようなこれだけの補正というのは、後も先

もこれからはない。ただ、心配されるのは、このつけがどう跳ね返ってくるか。こういう心配

がされるのですが、私は、こういうときこそ、先ほど言った、長年の懸案と言った２つ、３つ

挙げたいと思うのですが、例えば虎杖浜地区の水洗化が 66％、白老全体域が 92％です。それで、

これはなぜ 66％で終わっているのかと。これにはやっぱり、道路の問題もあるし、地域の事情

もあるでしょう。しかし、こういうものを思い切って解決してあげる。少し金はかかると思い

ます。こういうところにやっぱり使うべきではないのかなと。 

 それからもう１つは、私は、財政再建プログラムでも再三言っていたのですが、椿の沢の水

です。これは今、白老町は１万 1,300 立方メートルの供給量があるのですが、今、半分しか使

っていないと。それで、第２浄水場が今、北吉原と萩野鉄北地区が使っているのですが、これ

は 330 立方メートルだと思ったのですが、これをこういうお金を使って、もう１つ沢水を引っ

張って、これは原価３円ですから、椿の沢の。今、第２浄水場は 23 円です、原価。こういうこ

とをこういう補正予算で思い切ってやっぱり考えて、後々の経費削減につなげるような政策を

やるべき、こういうものも必要ではないかなと思っております。 

 それから、例えば第１次産業の漁業も、船着場の岸壁、朝１時から漁業の方はスケトウ外し

をしている。これは白老の大きな第１次産業の支えになっているのです。こういうところに屋

根をつけてあげる。私は、屋根をつけるということは前にも言っているのですが、こういう政

策も１つこういうときに考えるべき。こういうものが懸案事項というのではないかなと。 

 それからもう１つは、こういうときにエコ対策も入るのですが、高齢者の方々に電動機自転

車、これも８、９万円するのですが、これを３割ぐらい負担をしてやる。10 万円なら３割負担

すれば３万円。そうすれば 1,000 万円あれば、330 台電動自転車の負担をしてやる。今、私の

隣の一人暮らしのおばあちゃんは 82 歳なのですが、いまだに福祉バスは１度も乗らないのです。

そして、普通の自転車でおとといも町立病院にかかりに来ているのです。自転車でです。こう

いう方々に電動自転車を買ってやったら、どんなにエコ対策、それから、健康の増進にもつな

がるし、こういうものを 300 台ぐらい、1,000 万円ぐらいで買ってあげるぐらいの対策を私は

考えるべきではなかったのかなと、こう思っております。 

 それから、飛生線を私は先日車で行って走らせたら、もうパッチだらけです。軽自動車は飛
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び跳ねるのです、パッチで。ですから、こういう補正予算がどんと来たときに、ああいうとこ

ろにどんとオーバーレイをやってやると。そういう箇所が何カ所もあると思うのです。こうい

うことが本当の経済対策であり、町民に還元される対策ではないかなと私はこう思っているの

です。こういうことを含めて先ほど言ったように、もう後の祭りではあるのですが、今の予算

がカーブを切れるものならもう一度、こういうものをもう少し。 

 それからもう１つは、これだけの６億円の補正が出ているのに、議会には一つも相談もない。

もちろん住民にもないでしょう。こういうことで飴谷町長のいつも言う、開かれた議会、開か

れた行政と言えるのかと。私はこのことについて、本当に怒りさえ感じています。こういうこ

とでもう一度、それなどについて、後の祭りではあるのですが、これは私の考え方で申してい

るのですが、そういうことでもう一度、この補正に対する、今私が述べたようなことにも関し

てお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） １つずつ、私、全部実態を把握しているわけではないのであれなので

すけど。今回、補正の件数のたしか 160 件か 170 件くらい、各課から、期間もなかったもので

すから、上がってきたのです。それで、各課長からはぜひやってみたいというような、今まで

の何十年積み残し、やっぱり住民要望もありますので整理したいということで上がってきたの

ですが、それを 30 何件に絞ったということなのです。今松田議員言われたような案件もありま

した。それで、例えば今この時期に、高齢者の福祉関係でも今ご提案ありましたけど、我々が

今進めているのは福祉関係で、国から、中身までちょっとあれなのですけど、今のところまだ

決まっていないのですが、ほとんど国から支援いただいて、独居老人に対する支援、孤独死、

そして今高齢化がどんどん進んでいますので、要するに認知症の方が徘回して歩くと。去年で

も２件かそのくらい出ていました。それで、徘回していても、要するにどこにいるかわかるよ

うな、そういう装置ができないかということで、これは多分、北海道でうちのまちと、あって

ももう１件ぐらいだと思うのですが、そういうことで進めているのです。それはほとんど国の

支援ということで進めているのですが、一方ではそういうことも今進めている最中なのです。 

 それと、飛生線の道路の話も出ていました。私も何回も通っていますのでわかります。ただ、

いろいろやっぱりはかりにかけるわけです。それで、まだまだひどい道路もいっぱいあります。 

 それと、港の関係です。私も、あそこに屋根をつけられないかというのも、水産も担当して

いましたので、それもわかります。本当に議員の言うとおり、これだけやってもまだまだある

のです、本当に。ただ、優先度というのは、各課長から上がってきて、そして、今回部長さん

で大議論、大激論です。やはり自分のところの部にほしいということでありますので、決して、

我々が考えないでやったわけではなく、いろいろな議論を経てやっているということをまずご

理解いただきたいと思います。 

 それと、虎杖浜地区の水洗化です。私も同感でございまして、どちらかといったら、人口密

集地区を優先すべきではないかというのが私の持論でございます。ただ、ここも一回、下水道

入っておりますが、土地計画上の問題と道路の、要するに権利といいますか、道路用地の整備
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がまだ個人の土地になっているとかいろいろありまして、それで入れられなくなったと。なに

よりもあそこの地区で一番問題なのは、消防自動車が入れないという道路があるわけです。そ

れも我々も当然、前から地域の人とも話をしております。決して、その辺については知らなか

ったということではありません。ただ、一つ言えるのは、今回の補正に伴って、今後これから、

議会終わりましたら、また議長さんと議論したいと思うのですが、議会に対して事前にどうい

う形で相談するかと。少なくとも、この議会になる前までにちょっと議論したほうがいいのか

なと思っております。ただ、そこですべて議論してしまうとこの場では議論のないまま終わっ

てしまいますので。質問は質問として、町民の皆さん見ているわけですから、すべてというわ

けにはいかないのですが、ただ、一定のある段階までは議会と議論すべきかなというのは同じ

考えでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） ９番、斎藤でございます。２点質問したいと思います。 

15 ページ、地方の元気再生事業の委託の問題でございますが、これは国の委託事業で、全額

国庫で負担されるというような話でありました。それで、１つ確認したいのは、今回のこの経

済危機対策とは全く別枠のものであるというふうにとらえているのかどうなのかということで

す。それが１つ。 

 それから、中身なのですが、アイヌ文化にかかわって、文化の振興あるいは商品開発、販売、

誘客、こういうふうに書かれているわけですけども、国が主体の事業であり、これを委託先と

いうのはどういうふうに考えられているのか。何団体でどういうふうにこれを受けるというよ

うなことになっているのか。そのことを伺いたいというふうに思います。 

 それから、もう少し中身がよくわからないのですけども、応募したときの計画何かによれば、

もっとさらに具体化されたものが出されているのかなというふうに思うのですが、目ぼしい事

業でどういうようなものがあるのか。もう少しわかれば教えていただきたいと思います。 

 それから、19 ページの消費拡大商業活性化事業なのですが、この 1,000 万円、プレミアム商

品券、この間、新聞にも出ておりました。これは商工会の事業ではありますけれども、１万円

券を１万セット、そして、１人 30 セット限定というようなことでありますけれども、１回目の

取り組みの評価はどういうふうにとらえられているか。１億 1,000 万円が町に落ちたというふ

うに考えれば、それなりの大きな効果があったのではないかというふうに思いますけども、喜

びの声だとか、よかったというような声がどんなふうに届いているのか伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） まず、地方の元気再生事業のご質問でございます。これは、

国の当初予算から措置されているものでございます。内閣府が担当して、事業の実施が該当す

る省庁に実施の段階で移行されるということで、この事項は現在、経済産業省のほうに移管さ

れて事業が実施されるということになってございます。ですから、これも募集が３月から始ま

りまして、３月 30 日に募集開始、そして、10 日が締め切りでという非常に短い期間で提案書

をつくって提案するということで、最終的に、審査の結果その提案が認められるという結果公
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表は６月 30 日という非常にタイトなスケジュールで採択された事業でございます。そもそも、

内閣府のほうは最初からアイヌ文化をやはり全世界に発信したいといったこと、それと保存、

伝承、そして、それをビジネスモデル化して、その中でアイヌ文化を広く国民に理解してもら

いたいと、そういった意向が当初から国のほうでありまして、それで、経済産業省の委託事業

といったことになってございます。 

 それで、委託先でございますけれども、委託先につきましては、一応、今のところ、それぞ

れ専門の部分がございますので、現在のところ５つの団体を念頭にして、事業計画を提案させ

ていただいております。 

 それと、内容でございますけれども、先日の説明会でも若干説明させていただきましたけれ

ども、これは４つ目標を掲げてございます。１つにつきましては、アイヌ文化のビジネスモデ

ルの構築。２つ目は、アイヌ民族博物館の入館者の増。それと３つ目は、観光振興の大核とし

た地域振興による雇用創出。４つ目につきましては、アイヌ文化の理解、関心度を高めると。

こういう４つの目標を掲げてございます。 

そういった中で、具体的な中身につきましては、アイヌの伝統食材の商品化、そういったも

の。今提供されているオハウ、これをもうちょっと普及しやすいような商品に。例えばレトル

ト化だとか、そういったことにできないかと。要するに、持って帰ってもらうお土産品という、

そういった開発ができないかと。あるいは、アイヌ文様の伝統的な工芸を生活の日用品に取り

入れることができないかといった商品の開発。あるいは、アイヌ語の地名マップを作成して、

それをもってしてツアーを企画する。そのマップを持って、町内のツアーに出てもらうという、

そういう旅行商品の企画。それとか、ことし、ニセコ町のほうに外国人を対象にアイヌ民族博

物館が自分たちの文化の伝承のために舞踊を披露しに行ったと。ああいったことをさらに発展

させるといったこと。それと、さらに、アイヌ文化を世界に発信するということ。これは国際

テレビというものが国の主導のもと、去年設立されたのです、伊藤忠商事だとか大手が出資し

まして。そこで国際映像を全世界に発信するという事業が始まりました。それにうちのアイヌ

文化を発信すると。そのための番組制作。それと同時に、その内容のＤＶＤ制作といった内容

でございます。具体的にはそのような内容をこの事業の中で展開したいと考えております。 

 それから次に、プレミアム商品券の件でございますけども、これは 1,060 万円町のほうで助

成して、そして、１億 1,000 万円の売り上げということで、この経済波及効果は約 1.25 倍とい

うものが専門家の試算では出ております。今回の特徴は、やはり地デジ対応のテレビを購入す

るということ、その時期に差しかかっておりまして、従来は特定の苫小牧の某電気屋さんに多

く流れていた、そこの部分を町内の消費にとどめたという効果、この効果が数字上大きくあら

われてございます。 

 それと、リフォーム事業とセットしたということで、そういったリフォーム業者にも今回、

浸透したということで、非常にすそ野が広がった効果が見られたということで町民には非常に

還元されたのではなかろうかと、喜ばれたのではなかろうかということで、本当に短い時間で

完売したということがその実績としてあらわれたのではないかと判断してございます。 
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以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） わかりました。まず、最初の問題ですけども、短時間のうちに計画を

出して、それで決まったというわりには構想も大きいなというふうに思うのですが、ぜひ、こ

ういうものを成功させていったほうがいいのではないかというふうには思うのですが。内容は

町が決めるのではなくて、それを委託された先が、それをどう生かしていくかということが一

番大きな問題になろうかというふうに思うのです。私が今聞きたいのは、それだけ国の委託を

受けて民族の伝承、そして、そういう文化の発展、そういうようなものを広く広めていきたい

という願いがあるのであれば、白老のこういう取り組みが地域の取り組みとして認められたと

いうことになるのか。白老のイオル事業との関連性から考えてみて、白老のこういう取り組み

が何らかのそういう関連性として一緒に考えていいかどうか。それとはまた全然別なことなの

か。私は、こういう事業が、地域の取り組みが、イオル事業の進展に結びついていけばいいこ

とだなというふうに思っているのですけども、そういう関連性というのは今回考えられるのか

どうなのかというふうなことでちょっと伺いたいと思います。 

 それから、２つ目のプレミアム商品券のことで、今、とてもいい話だなというふうには思う

のですけれども。完売も早かったと、それだけ関心がある、生活防衛をする上で相当町民には

関心があることだということなのですが、その反面、私たち、毎日毎日安い買い物を探して歩

いてまとめ買い何かできないよねという声というのは、私たちのところへ届くわけです。それ

で、結局は１セットずつ買えば１万円券買えるわけですけども、まとめて 30 セットずつ買えば

300 件ぐらいですか、というような購入になってしまって、そうやって考えていくと、細々と

そうやって、ぜひ必要だなというふうに思っている人たちのそういうところまで行き届いたか

どうかという点ではどんなふうにとらえるか。実際に実質購入件数というのはどのくらいあっ

たのか伺っておきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 最初のアイヌのさまざまな町内の取り組み、活動、それがや

はり認められた結果、こういうふうになったのかというようなことでの質問だったと思うので

すが、実際、国のほうから、内閣府のほうから逆に、今こういうことを考えているのだという

ことが投げかけられまして、それで、それでは北海道の適当な地域はどこなのだということで、

白老町に白羽の矢が当たったということです。当然、それは地域のさまざまな取り組みがもう

日本全国に発信されて、それが国のほうにもきちんと届いた結果だということで考えておりま

す。ですから、議員おっしゃるように、本当に地域の活動が認められた。それに結びついた、

直結した、今回の事業だということでございます。 

 そして、国際映像につきましては、同時に北海道もこれに係る事業として６億円、今回の国

の当初予算で獲得しておりまして、それとタイアップして映像づくりもやるということで、一

番最初に白老町のほうにカメラが入ってくると、そのような形になってございます。 

 それと、次にプレミアム商品券の件ですが、大きなテレビを買うだけではなくて、小さなさ
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まざまな日用品にもいかに浸透しているかということのご質問だと思うのですが、今回の動向

を、売り上げ状況を分析したものを見ますと、大きくいえば、ナンバーワンが日用雑貨食料品

26.75％なのです。その次が家電小売業が 22.78％と。その後、建設関係、それと、燃料の小売

りだとか、そういうふうに続いております。そういうことからしますと、トップであります、

日用雑貨食料品、これはやはり、以前にやった、町長が産業経済課長時代にやった部分、ここ

の部分からしますと落ちております。落ちておりますけども、やはりトップで使われていると

いうことからすれば、日用のやっぱり細かな生活の支援にも浸透していると、このように分析

しているところでございます。総体の件数ですが、1,034 件でございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。１つは、19 ページ、観光の拠点づくりの関係でち

ょっとお尋ねします。駅前のほうに観光協会の事務所を移されるということなのですけれども、

町長が観光協会長になられまして、駅前からポロトに移したと。そのときに移したかどうかち

ょっと違うかもしれませんけれども。それが数年間でこちらに戻るというのは、それはそれな

りに理由があり、効果を考えていらっしゃるのでしょうけれども、観光政策との関係でいうと、

そういうふうに動くというのは白老町の観光政策がきちんと定まっていないのではないかとい

うふうに感じられるという部分もあると思いますので、その移る経過、こちらから向こうに移

る経過、向こうからこちらに移る経過と同時に、少なくても町長が観光協会長だという中で行

われたということであれば、そこのところはきっちり、なぜ、そういう形になるのか。それだ

ったら、初めからこちらに効果があるのだったら、なぜ、こちらに事務所を置くというぐらい

の見通しが持てなかったのかどうか。ここら辺、まず１点。 

 もう１つは、起債の関係でちょっとお尋ねをしたいと思います、９ページの。それで、１つ

は１億 1,000 万円の港の関係なのですけれども、これにつきまして、来年度の港湾予算から減

るかどうかと。ここはわからないとかではなくて、やっぱり、きちんとしておかないと僕はだ

めだと思っています。 

もう１つは、今までも港湾、下水、前倒しをどんどんやっていたのです。それで、もちろん

今回の１億 1,000 万円の起債があって、それをつけなかったら 9,900 万円の交付金でほかの事

業できないというのは承知しています。わかっていますから。そうではなくて、そこのところ

で今までの前倒しと、港湾予算でいえば、どこが違うのか。 

 もう１つは、交付税措置での、今までの交付税措置での違いがあるのかどうか。それは、起

債で借りて、9,900 万円を交付金でもらって、ほかのところに使うと。それでは、１億 1,000

万円全額起債なのだけれども、その起債の分での交付税措置は一体どういうふうになるのか。

この点、まず伺いたいと思います。なぜ聞くかというと、そこは今までの前倒しとどこが違う

かということは、身の丈に合った財政運営との関係で聞くわけですから、その点考慮して答弁

を願いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 



 11 

○町長（飴谷長藏君） 観光の関係について、私のほうから。実は私、観光協会の会長を３年

間やりました。私が協会長をやったのも、向こうに事務所を移したというのが、私としても納

得できないという背景がありました。それであればということも実はあったのです。それで実

際、それでは数字的にどうかといったら、この２年間ぐらいがちょっと落ちていたのです。そ

の前までは３年間１万人、２万人、取り戻していたのですが、結果、その１万人、２万人ふや

した分も今回、去年によって全部減ったということで、これは抜本的に観光の多様なあり方、

観光政策を考え直すべきではないかと。その現場の出先である観光協会を改革しなければなら

ないなという思いで、今回の事務所も私が協会長時代に役員会と総会で諮りまして、皆さんに

理解いただいたわけでございます。実態からいうと、数字的に落ちていると。それを原点に返

ろうということで、まず、土日も祝日もきちんと案内業務をするようにしようと。今まではし

ておりませんでした。それでは、その玄関口はどこかといったら、白老の駅なのです。それで、

今現在、毎日のようにＪＲのほうに問い合わせが、やっぱり旅行客が来て、問い合わせがある

と。それで、ＪＲのほうからも何とかしていただけないかということで、一部相手の方にもち

ょっとお願いしていたのですが、やはりこういうことこそ、観光協会としてきちんと対応すべ

きではないかということで駅前に持ってきたということなのです。ですから、観光協会につい

ては再出発と。 

それと、これ以上、やはり入り込み、宿泊等下がるようであれば、もっと切り込んでいく必

要があると、私はそういう考え方をしております。先日も登別・白老の観光連絡協議会という

のがありまして、それでちょっと議論したのですが、特にこれは観光政策の抜本的な考え方に

ついては、東京事務所を出したことも大きな一つでございます。今までせいぜい５、60 戸１年

間に営業して回る。一緒に旅行エージェントも回ります。要するにポロト地区については、30

分しかいないですぐ帰って行ったと。旅行日程上も逆にエージェントのほうにも問題あったの

ですが、きちんと我々の貴重な誇りのある文化を勉強しようと思ったら、その 30 分で理解でき

るわけがないのです。最低２時間、３時間やっぱりいてもらって、その民族の文化なり自然観

を理解してもらうという取り組みも逆にしなければならないと。それで、その貴重な文化をき

ちんと理解してもらうためには、エージェントではなく学校の先生に理解してもらえというの

を私、今言っております。学校の先生がぜひ行ってみたいと。学習効果もあると。 

そしてまた、ことしは９月に、今のところまだ予定でございますが、私は 100％間違いない

と思っているのですが、ユネスコ遺産にアイヌの古式舞踊が認定されるという話題性もありま

す。そろそろ９月ですから、逆に我々のほうからも発信しなければならないのですが、そうい

うこととか、あと、これは違うまちなのですが、ジオパークが今壮瞥のほうでやっています。

観光というのはルートで行くものですから、その間には登別の世界、日本で一番の温泉、そし

て、洞爺湖もありますと。ですから、ルートで少しＰＲ発信しようではないかと。そのために

は、観光のホスピタリティといいますか、受け入れをきちんと原点に返ってやるべきだという

発想の一つで、白老の駅前に観光協会の事務所を持ってきたということでございます。あそこ

に置くことによって、逆においしい寿司屋さんないですかとか、ラーメン屋さんないですかと
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か、そういうことの案内もできるわけです。それもまた、まちに金が落ちる一つになりますか

ら、私は本来あそこにもともと置くべきであり、あるべきだというのが、私、３年間協会長や

っていましたが、そういう考え方で落ちつきました。これからもそういうふうにあるべきだと。

こちらはこちらできちんと対応して、東京は東京でやろうと。東京も 100 件、議員の皆さんも

現地行かれたと思うのですが、もう 100 件以上、エージェントと学校周りしています。１カ月

半で１年間に回っている分を回っているわけですから。これから本当に 1,000 件まではいかな

いのですが、そういうふうに回れるだろうと。営業というのは、１年に１回ではだめなのです。

やはり１カ月、２カ月に１回必ず行くということで白老の魅力を感じてもらうと。実際、魅力

のある施設でございますので、戦略的にちょっと違うやり方でここまで来ましたので、もうが

けっ縁でございますので、そういう発想でやられたということでございます。 

 あと、港のほうの起債については、担当の部長のほうからです。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 港湾の関係でございます。担当部といたしましては、１年で

も早く供用開始したいから、どんどん事業をやりたいという思いが強くあるのですけども、今

回、国のほうから話があったのは、あくまでも平成 22 年度、来年度の予算の前倒しであると。

総事業費が７億 4,000 万円、ことし事業展開するということは、来年度予定事業はその分減る

ということは国からもはっきり言われております。ですから、町の持ち出し１億 1,100 万円の

起債は、来年この分は当然少なくなるという事業展開になる見込みでございます。 

なお、交付税につきましては、財政税務課長のほうからお答えいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、港湾に係る地方債の交付税措置についてご答弁申

し上げます。まず、通常の港湾の起債につきましては、起債の名称が一般公共事業債といわれ

るもので、直轄事業負担金の 90％、これが充当率というふうになってございます。それで、今

回の補正の港湾建設事業の起債につきましては、補正予算債ということになりまして、これは

100％の充当率ということになってございます。 

また、普通交付税の交付税措置でございますが、まず、通常の場合は、起債発行額の 50％、

これがいわゆる事業費補正といわれまして、普通交付税の基準財政需要額に算入されるという

ことになってございます。 

それで、今回の補正予算債につきましては、まず、発行額の 50％につきましては公債費方式

により算入されると。これは、公債費方式も事業費補正も同じ 50％ということで基本的には変

わりございません。なおかつ、今回の補正予算債につきましては、残りの部分につきましては、

単位費用に反映されるということで国のほうから指名されてございます。ただし、この額につ

きましては、全体の国が許可する補正予算債の分の半分を交付税のいわゆる単位費用に乗せる

ということでございますので、これは、実質的にはこの起債を借りても借りなくても、この部

分については全国的にばらまかれるというようなことになってございますので、本町におきま

しては、いくら入ってくるかというのはちょっとわかりかねますが、基本的には、全体として
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は 50％以上の通常よりもいい率が交付税措置で算入されるというふうに考えてございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。観光の事務所の関係については、基本的にはわか

りました。そこで、今まで僕の印象では、やっぱり観光政策には力を入れ、一定の町費を投入

してきたという理解を私はしているのです。それが現段階で、もちろん諸情勢の変化がござい

ますけれども、ある意味、観光政策でいえば、大きいかどうかは町側がどう考えているかわか

らないけども、私はやっぱり大きな政策転換、一つの政策転換が今迫られているというふうな

答弁だったように思うのです。そうだとすると、よほどきちんと練った形で、今までの投入し

た町費、例えばＪＴＢとの関係含めて、きちんと生きるような、目に見える観光政策を僕はつ

くらなくてはいけないのではないかとこう思うのです。それは、ただ政策転換をします、事務

所を移しますということでは、僕はないような気がするのだけれども、どういう形になるかわ

かりませんけれども、そういう政策をきちんと打ち出すというようなことのお考えがあるかど

うか。観光の問題ではその点だけお尋ねをします。 

 それから、財政問題わかりました。今までの前倒しのものとは若干違って、来年度は必ずそ

の分減らすということであれば、それは一定理解ができます。ただ、交付税措置の部分なのだ

けど、結果的に交付税の総額がふえない限り、どこで見ようと、単位費用で見ようと、基準財

政需要額で見ようと、交付税の総枠がふえないと、地方にくる交付税というのはどこかふやせ

ばどこか減るのだから。白老町だって色ついてくるわけではないとしたら、港の分でふえたと

しても、どこか違うところ減らされたら同じことになってしまうのです。そこら辺の見通しは、

現段階で見るのは大変だろうけれども、少なくても優位だということであれば、その裏づけが

きちんとないとだめだし、今の問題でいえば、来年度だから財政改革プログラムには全く来年

度分として見ている分がそれだけ分来年減るから、全く影響しないということでいいかどうか。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まず、具体的にいいますと、ポロト地区がうちの観光のメッカでござ

いますので、ポロト地区は最高のとき、87 万人がチケット買った人が入っていました。それは

ご存知だと思うのですが、今、昨年で 21 万人。60 何万人減っているのです。ですから、修学

旅行の団体が激減しているということになりますと、これは、エージェントももちろんそうな

のですが、学校の先生にこの文化、そして、今の話題、ユネスコ遺産の話題のＰＲのタイムリ

ーな時期ですということなのです。 

観光の入り込みは、北海道全体減っています。例えば登別、洞爺は、宿泊 30％近く落ちてい

るのです。白老だけ減っているわけではないのです。観光地を周遊して歩くものですから。た

だし、登別に泊まっている観光客、洞爺に泊まっている観光客が白老を通り過ぎているという

ことなのです。ですから、登別に泊まっている宿泊客の２割を絶対確保しますといったら、４、

50 万人いくはずなのです。ですから、通過点であっても、我々のこの白老のまちを、要するに

魅力あるようにＰＲすることによって立ち寄っていただけると。まして、今、高速道路がちょ
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っと安くなったりしていますので、そういうチャンスをきちんととらえて戦略を練るというの

がまず一つ大事なのです。 

もう一方では、将来を見据えて、例えばこれから、今中国の富裕層が約 1,000 万人いるとい

うのです、大金持ちの方が。そういう方を狙いながら、また、個人ビザも与えられると。です

から、今やるべきことをきちんとやったら入るはずなのです。ですから、そのためにも今一番

大事な時期であると。先ほども申し上げましたが、これでまた横ばいになるようであれば、ち

ょっと抜本的に観光協会そのもののあり方を考えなければならないと思っています。それはま

るっきり違う発想で考えなければならないのでないかなと思っています。観光、旅館、商店の

ための観光協会ですから、会員のためにいかにできるかというのは観光協会の使命だと思いま

すので、まずは、この１、２年しっかりやってもらうというのが私の今の考え方です。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 交付税の関係ですが、議員ご質問のとおり、交付税で算入さ

れてきますが、そのうちの先ほど課長が説明したように単位費用にかかる部分、これについて

は全く来年になってみないとわからない。これは今から積算するとかそういう話ではございま

せんので、そこはご理解いただきたいなというふうに思います。 

 それから、財政改革プログラムの関係で、端的にいえば、どうなるのかということであれば、

先ほど言いましたとおり、前年度分を完全に前倒しでございますので、この部分については、

港の関係というのは、プログラムの中では 25 年度をめどに完成するとこういう形でございます。

したがって、港を新たにつくるだとか、つけ加えるとかというものでない限りは、28 年度のプ

ログラムの中に納まっているとこういう話になります。したがいまして、それが１年前倒しに

なったとしても全体的なプログラムに影響を与えるものではないということでご理解をお願い

したいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。観光の問題なのだけど、そこまではわかりました。

それで、僕はやっぱり、今町長が言われた、観光全体、例えば宿泊、それから、ポロトの入り

込み、それから、休養林ですか、いろいろなものありますけれども、そういうものを全体とし

て見た中での観光政策。今あるかどうかわかりませんけど、昔、観光対策審議会とか何とかと

いうのがあったような記憶があるのですけど、そういうものが必要かどうかは別にして、町と

しての観光政策を確立すべきではないかと。いや、しているというのならいいのです。してい

るというのならいいのだけど、大幅な転換をするとしたら、そこのところはきちんと定める必

要があるのではないかというふうに思うのです。それが例えば、まぐろの日であり、それから、

バーガーアンドベーグル、いろいろなものが総合的に白老町の観光としてどうするのかという

あたりの、観光の総合政策が必要ではないかというふうに思うのですけれども、その点はいか

がでしょうか。 

 それともう１点。交付税の関係、細かいことなのですけど。例えば、今回90％ではなく 100％
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みると。起債それだけふえます、当然。それが財政改革プログラムには影響ないのはわかりま

す。そこはわかるのだけれども、起債がそういうことでふえていくということは、来年間違い

なく、港が来年の予算の中に今回のものが組み込まれるということであれば、それで結構なの

だけど、起債の関係でいえばふえていくのです。やっぱり起債をふやすというのが今までの中

では一番まずかった点だと私は思っているのだけど、そこら辺、たった 10％しか違わないから

影響はないと思うのだけど、起債はそれだけ少なくともふえるというような理解でいいですか。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 抜本的な観光対策についてということなのですが、前も言ったと思う

のですが、これはどちらかというとプロの仕事なのです。例えば道内、みんな観光地が下火に

なっている中で旭山動物園だけ突出していると。あそこは動物園の範囲だからいいのです。そ

れで、白老１カ所で白老だけがよくても来ませんと。要するに登別を宿泊地として魅力あるも

のにしてくださいと。白老は当然、魅力あるものにしてくださいと。そういうふうに一体とな

って・・・。これは、白老町、登別だけではまただめなのです。流れとしては洞爺湖にもあっ

て、ジオパークもこれから学習効果がありますと。１つの流れで、全体の流れの中で観光政策

を組まなければならないと。その中で白老は白老として受け入れ態勢をきちんとしますという

ことが、観光としてはそれがあって初めてお金が落ちるとか観光客が来るという、それはご存

知だと思うのですが。どうしても、そうなるとプロの知恵が必要になると。それで、今はうち

の職員が逆にメニューをつくって、ＪＴＢに認めていただいて観光メニューになったりしてい

ますが、それでもああいうプロの企業の社会はスクラップ・アンド・ビルドを絶えずやってい

るのです。もうこれは売れないと思ったら、すぐやめるのです。また次、また売り出すと。と

ころが我々は、一つずつ議会に説明しながらやっているものですから、なかなかそういう企業

でやっているような観光振興策、政策、そういう戦略は取れないというのが事実でございます。

限界はあるのですが、ただ、我々が一番、町民挙げて考えなければならないのは、なぜ、旭山

動物園があそこまでいったのかというのと、なぜ、今沖縄にあれだけ人が行っているのか。こ

れはやはり、エージェントから聞いたのですが、沖縄の人全体に接待するというか、おもてな

しの心が北海道と比べて格段の差があるということは言われました。ですから、その辺から取

り組むとしたら、これまた息の長い話でございます。ただ、できることはきちんとやると。要

するに、白老の地だけはきちと魅力あるものをつくると。今でもポロト地区は魅力ある施設で

ございますので、いずれにしても、これからとは言えませんが、今どん底でございますので、

これから少なくとも来年は、ことしよりも 1,000 人でも 2,000 人でも多くすると。再来年もま

た、1,000 人でも 2,000 人でも多くするというような気持ちでやっていくと、ある程度白老の

観光政策も安定するのではないかなと思っておりますので、いずれにしてもこれからだと思っ

ています。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 港の起債に関しては、22 年度を 21 年度に持ってくるわけで

ございますので、当然、21 年度分としては１億 1,100 万円、港分としてはふえると。しかし、
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22 年度はこの分前倒しで事業行いませんので、その分発行しないとこういう形になりますので、

プラス・マイナス・ゼロとこういう考え方でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１５分 

                                         

再開 午前１１時２５分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。建設課に対しまして、２点簡潔に伺いたい

と思います。23 ページになります。まず、町営住宅の長寿命化改善事業ということでございま

す。懸案事項でございました、町営住宅。お住まいの方々にとっては住宅環境の整備、待ちに

待っていたということだと思います。２億円もの事業費をつけていただいて、非常に高く評価

をしたいと思います。また、建設工業新聞にも大きく取り上げられておりました。これも建築

基準法が改正されて以来、非常に新築に関しての仕事がどんどん少なくなってきている、また、

この景気の状況でもございますし、こういった中で最低限度必要な公共事業を発注するという

ことは、今回これは非常に評価できることではないかなというふうに思っています。 

 それで、伺いたいのは、美園団地と青葉団地、虎杖浜団地ということでございますけども、

これでほぼ、この長寿命化計画というのが網羅されているというふうな見解なのかどうなのか

ということを１点。 

 それともう１つは、先般いただきました資料の中で見ますと、屋根の張りかえ、外壁塗装、

水道配管取りかえという工事内容になっておりますけれども、これは大きく３つだけ書いてい

ると思いますけども、当然これは外壁塗装といっても、補修をしなければ塗装しても意味がな

いところがたくさんまだあると思うのです。例えば青葉団地の玄関のところにあります、それ

を支える本当の支柱と申しますか、それが崩れかけているようなところもございました。そう

いったものも当然、この中には工事として見ておられると思うのですけども、その辺について

伺ってみたいと思います。 

 それともう１点は、住宅・建築物リフォーム促進事業でございます。これにつきましては、

若干、内容の変更があると思うのですけれども、これは前回を総括した上での内容の変更とい

うふうに思います。その内容変更について、こういうところをこういう形で見直したというよ

うなことについてお伺いしたいというふうに思います。 

以上、２点お願いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 公営住宅の関係でございますが、まず１点目の、今回の補正

予算の中で対応できるのは大規模改修ということで、ご質問あるとおり、全町の公営住宅大規

模の改修はこれでほぼ終えると。あとは単年度で修繕等は、やはり小規模の部分は若干出てく
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ると思いますが、大々的に足場を組んで本格的にやらなくてはならないという部分はほぼ終え

る状況でございます。 

 当然、その中では２つ目にご質問あったとおり、目地等のコーキングですとか、支柱の取り

かえですとか、モルタルの補修、そういった部分は部分補修しながら、今回の工事の中で実施

していくとこういう考えでございます。 

 それから、住宅リフォームの関係でございます。先般の説明会でもお話ししましたとおり、

建築物、民間住宅という取り扱いだったのですが、今回はその他建築物ということで、店舗、

事業所、これは当然アパート、こういったものも入ってきて、その建築物の対象になりますの

で、そういった部分も対象ということにしております。さらに 50 万円以上のリフォーム工事に

対して、上減額は 40％でございますが、10％助成するという内容になってございます。さらに

耐震改修も同様に助成対象というふうにしてございます。前回、住宅リフォームしまして、多

くの方々から寄せられた声をもとに、今回こういう内容にしてございまして、この内容につい

ては、今後の広報等にも周知する内容で盛り込んで、広く町民の方々がわかりやすいように周

知したいとこのように考えております。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本です。公営住宅の件はわかりました。 

 住宅建築リフォームの件でございますけれども、前回、定例会６月会議のときにもちょっと

質問させていただいたのですけれども、その中にたしか、福祉関係のところから、いわゆる金

額が、あのとき 80 万円以上でしたか、金額がちょっと高いとちょっとしたことがそれには適用

できないというようなことが寄せられていたと思います。そういった意味でのバリアフリー化

に対してのこともこの中には想定しているのかどうなのかということと、全体の今回の想定し

ている金額、事業全体どのくらい効果と申しますか、それを見て、今回検討されているのか。

その点だけお尋ねしたいと思います。目標額でも結構です。 

○議長（堀部登志雄君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） それでは、主に２点だと思います。バリアフリーの関係でいけば、

ちょっと小規模なバリアフリー、例えばスロープをちょっとやるだとかという程度ですと 50

万円ぐらいにはなると、80 万円に届くバリアフリー改修というのはなかなかないという声が、

実際に事業者さんからもかなり寄せられましたので、その辺を配慮して基準額をちょっと下げ

るというような配慮を今回させていただきたいと思っておりました。 

 全体的な効果は、今回総予算がありますけども、前回の比率的にいきますと、工事費として

は、目標としては２億円ぐらいまでいけばいいのではないかなというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほか。11 番、土屋かづよ議員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。２点ほどお伺いします。19 ページの滞在型観光

拠点づくり整備事業。このことに関して、白老町に滞在して観光なさる方も結構いらっしゃる

のですけれども、最近の傾向として、一極集中型というか、そういう傾向が見られるのです。
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それで、わざわざ札幌とか苫小牧とか遠いところから来て、社台のある１カ所で用事を済ませ

て、即、帰ってしまうと。前は結構、虎杖浜あたりまでお魚を買いに来たりした観光客がいた

のですけど、最近はめっきり減りました。それがどういうことが原因でそうなっているかわか

らないのですけども、先ほど町長の行政報告にありましたけども、ヴィラ・スピカの閉鎖、そ

れから、虎杖浜のビュラメール、７月からやるという予定だったのですけれども、まだ、その

動きが全く見えないのです。結構、団体で歩く方々が多いという中で、大きな宿泊施設がどん

どん消えていく。やっぱり、そのことに関して、今後どのような考えをお持ちなのか、お聞き

したいと思います。 

 それから、もう１点です。23 ページの公営住宅の関係です。美園団地の玄関ドアの改修を行

うということなのですけれども、これはどのぐらいの軒数なのか。 

 それともう１つ。全体の工事、高砂にしても、美園にしても、まだアルミサッシになってい

ない窓枠がたくさんあります。これからやっぱり暑い夏に向かって窓が十分、スムーズに開か

ないところもあるわけなのです。今後の計画に対して、どのようにお考えになっているか。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） まず、観光の件でございます。大型宿泊施設が相次いで閉鎖

といった憂き目にあってございます。ビュラメールにつきましては、一応、再開のめどが今つ

いているところでございます。ヴィラ・スピカしらおい、これについても昨日、向こうの副社

長と会いまして、何とか観光施設としての運営を継続していただきたいということで、町内の

中ではかなり大きな規模の施設であると、観光産業に与える影響が非常に大きいということで

一定の理解をしていただいたところでございます。そういった中で、今、オーナーである会社

のほうで相手先を一生懸命探しているという状況でございます。ですから、この件につきまし

ても、今のところ、いい方向に動いて、閉鎖の期間は１カ月、２カ月、それはあるかもしれま

せんが、その後は引き続きホテル業として経営していただけるのではないだろうかということ

で、今期待を持っているところでございます。 

 そういった中で、町のこれからの観光をどのように誘導していくかということでございます

けども、やはり、先ほど大渕議員からもご質問がございましたように、ポロトの自然休養林だ

とかアイヌ民族博物館だとか、いろいろなところに人が入り込んでおります。そういった地元

の観光資源、こういったものの入り込み人数などを把握して、そして、課題を浮き彫りにしま

して、まず、地元の観光資源、これの最大限の活用方策、そこに知恵を絞って交流人口をふや

すということを１つ。 

もう１つは、町長からお話がございましたけども、やはり胆振全体で考える、あるいは道央

圏全体で考える。この流れの中でいかに交流人口をふやすかといった施策。この２点がこれか

ら重要なポイントとなろうかと思っております。町としては、これからそういったことも踏ま

えて、なおかつ、施策のレベルではなくて、実態として効果のある取り組みも並行して行うと

いう考え方で観光事業は進めていきたいと思っております。 

以上です。 
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○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 公営住宅のご質問にお答えします。１点目の戸数でございま

すが、268 戸でございます。 

 ２点目のアルミサッシ化のご質問でございますが、緊急を要するところは今も部分修繕とい

うことでその都度対応はしてございますが、まず、このドアを終えた後に、財政状況もござい

ますが、次の計画でサッシ化という部分は、私どもの計画の中で載っている状況でございます。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） 11 番、土屋かづよ議員。 

○１１番（土屋かづよ君） 今の公営住宅のことに関して。結構、美園とか、それから、高砂

の公営住宅の老朽化が非常に激しいのです。やっぱり、本当に快適な生活を行うためには、せ

めて夏場は窓が全部開くような、そういうようなことを皆さん願っているわけなのです。私は、

そういうことを含めて、もう少し公営住宅対策も、今後引き続いておやりになるということな

のですけれども、なるべく早くいい環境で住んでいただけるように、そしてまた、なるべく老

朽化したところは新しく建てて移動してもらうというような、そういうことも含めて、これか

らやっていただきたい。 

 それから、先ほどの滞在型観光なのですけれども、実際に今虎杖浜あたりでも、先ほど言い

ましたように、大きな宿泊施設がないということで、皆さんやっぱり登別温泉まで行ってしま

うのです。逆にそれが虎杖浜の観光自体も今落ち込んできているということなので、やっぱり

早急に、そういうことも含めて、先ほどの旧スピカのことも含めて、もっと力を入れていただ

きたいなということを要望して、質問を終えます。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 公営住宅のご質問でございます。議員おっしゃるとおりの内

容でございますけども、今回やはり、ドアが本当に今までベニヤを張ったりとか、部分補修で

対応していたのですが、やはり玄関というのはその家の顔だということもありますし、また、

冬期は凍結でドアが開かなくなると、こんなこともありまして、今回、大規模に修繕していこ

うということです。これを終えて、今後また、財政状況もあるのですが、計画としてはサッシ

に入っていきたいと、窓のほうに入っていきたいというふうにも考えてございますので、そう

いう内容で進めていきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 長期滞在の観光の件でございますけれども、今ビュラメール

のほうがほぼ再開のめどが立ったということです。ビュラメールもそうですし、ヴィラ・スピ

カもそうですし、やはり町でできるさまざまな支援体制は取っていきたいと思います。例えば

市町村共済の指定保養所の指定を受けるだとか、都市共済の指定を受けるだとか、そういった

ことについて、かなり収益的に大きく影響いたしますので、そういった部分で町のできる範囲

内での支援を行って早期の再開に結びつけたいと考えておりますのでご理解願います。 

○議長（堀部登志雄君） ほか。４番、及川保議員。 
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○４番（及川 保君） ４番、及川です。大体今まで各同僚議員の大型補正にかかわる質問を

かなりされてきているのですが、私のほうから 23 ページ土木費。先ほど来も質問がありました。

１目の住宅・建築物リフォーム促進助成事業なのですけども、今回プレミアムを含めて２回目

だと。前回の経済対策として行われた、リフォームの関係でございます。なぜ、今回また再度、

同じ対策を打つのか。冒頭の同僚議員のお話もありましたけども、１次産業を含めて非常に今

厳しい経済状況の中で皆さん頑張っております。同じものをまた再度、今回の大変大きな大型

経済対策として国が打ち出されたわけですけども、将来、私はこのことについても非常に心配

する、後が心配な部分があるわけですけども。町長の先ほどの答弁もございましたから、大体

内容はわかりました。ただ、やっぱり町全体が、町民全体がこういう経済対策をまちが打って、

我々も毎日の生活の思いの中でそのことが反映されるようなことをやっぱりしていくべきでは

ないのかなと、こういう私は基本的な考えを持つのですけども。今回の全体の補正予算に対し

ては、特にどうこういうものではありません。これはやっぱり、すべきこともたくさんあるわ

けですけども。その中にあって、また再度行われる経済対策の、もう一度考え方を伺いたいな

というふう思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） この経済対策の交付金あるいは公共投資交付金、これをいか

に活用するかという部分で、やはり及川議員おっしゃるとおり１次産業の部分、農業、漁業、

林業、そういったものも含めまして検討したところでございます。そうやって調べた中では、

１次産業というのはじかに国のほうの直轄で事業を行う交付金制度だとか、農協に落ちる、漁

業協同組合に落ちるだとか、そういった事業が主流になっているのです、今回の補正というの

は。そういうこともございまして、うちのほうは今回、そういう制度のないようなところにこ

の交付金の活用を図ったという特徴がございます。そういうことで漁組さん、あるいは農協さ

ん、あるいはほかの農業団体のほうでそういうニーズがあれば、そちらのほうがじかに農林省

あるいは道の農林部局の窓口をくぐってもらって、農林水産省などに申請できる制度がたくさ

んございます、今回は。そちらはそちらにゆだねたという経過がございます。 

 それともう１点。同じものをなぜやるかということでございますけども、町の消費力、これ

がやはり、かなりの部分、ちょっと比率は忘れましたけども、町外に出ているのが現状でござ

います。やはり、この不況を乗り越えるためには、その消費力をいかに町の中で落としてもら

うかということが、それが即効性を持った中で求められてございます。そういったことからし

ますと、プレミアム商品券、それと、リフォームなどというのは、非常に即効性を持った形で

消費力を町内に落とすことができるというふうに考えてございます。 

 前回の平成 20 年度の２次補正の例を見ますと、リフォームとプレミアム商品券、この２つで

約２億 2,000 万円という直接的な効果。さらに波及効果を入れますと、その２億 2,000 万円が

２億 8,600 万円程度の波及効果が及んでいるという試算が出てございます。そういったことで

今回のこの制度を導入したということでご理解いただきたいと思います。 

以上です。 
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○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 先ほども松田議員のときに説明したのですが、若干補足して私のほう

から。 

 まず、第１次産業からいきます。例えば農業でございますけど、白老町はどちらかというと

素牛主体でやってきました。素牛が７万円から８万円下がっております。２、３年前と比べて

です、１頭当たり。それで当時、２、３年前、私のほうから改良組合のほうに、要するに肥育

もやるべきだと町のほうも提案していたわけなのです。それで当時は、素牛の価格も結構よか

ったものですから、そのまま推移していったと。かなり借り入れあった方も返すことはできた

と思うのですが、ここにきて、今素牛がかなり落ちたということでございます。それで今、例

えば農業については、一貫生産して、要するに素牛で価格割れした分を肥育でもうけて、ある

程度いけると。なぜかというと、肉の値段、小売価格はさほど実は変わっていないのです。た

だ、素牛の値段が非常に下がっているということなのです。それで、これは白老の農業の抜本

的な改革ですから、先日も農家の代表の方７人ぐらいに集まっていただきまして、なぜ、素牛

でも白老のほうが最近下がり始めているのです。この現状は何なのだと、これについてきちん

と皆さんも考えてくれというようなことも言わせていただきました。いずれにしても、農業に

ついては、やはり一貫生産する。肥育体制をきちんと確立しなければならないというのが今の

農業の大命題でございます。ですから、素牛から肥育、一貫生産に転換するといっても資金力

だとかいろいろありますので、我々も支援する用意は当然あります。これは議会とも相談した

上での話なのですが。それで今、農協、そして、改良組合のほうに投げかけている最中という

ことでまずご理解いただきたいと思います。これが農業の部分です。 

 漁業については、今、白老はどちらかというと回遊魚、スケトウだとかサケだとか、そうい

う漁業が主体でございますが、昨年も議会のほうに報告させていただいたのですが、今は栽培

漁業、要するに海の畑をどんどんつくりながら、もう少し漁業経営の安定化を図っていきたい

ということで、今、港をやりながら、栽培する施設をつくっていただきたいということで国の

ほうにお願いしております。これは、港の工事をやっている最中であればできることなので。

新たにやるとしたら、またちょっと費用がかかりますので、港の工事中に何かできないかとい

うことで、今、相談している最中ということでございます。これも漁業の安定のためにはどう

しても栽培の部分をもっとふやさなければならないということが、我々も当然、どこのまちも

そうですが、やっております。それで、例えば潜水夫、14 人潜水夫の免許を取らせて、試験的

に潜って、昨年も 10 日間潜って２千何百万円の水揚げもあったりしております。ですから、ま

だまだやる余地はありますので、漁業についてはそういうことで進めているということでご理

解いただきたいと思います。 

 また、林業でございますが、林業については今回一連の補正の中で、前回もこれしたのです

が、約２億円補正しております。まだまだ十分とはいえない状況なのですが、当然、第１次産

業については、まずは、まちづくりは第１次産業から始まりますので、その辺は十分理解しな

がら進めておりますので、また何か変わった手法、そして、事項があれば、議会のほうと相談
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して決めたいと思っていますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 

○４番（及川保君） ４番です。１次産業については、今の町長の答弁、そして、部長の答弁

で大体大よそはわかるのですけども、ただ、私も先ほど申し上げたように、町民全体がそうい

った大型の補正を組んでまで、この経済対策に真剣に取り組んでいるのだとこういうことであ

れば、私はやっぱり、どうしても偏った思いしかできないわけです。１次産業の部分だけにつ

いていえば、それはわかりました。わかりますけども、もう少し低所得者層も含めた、そうい

った中で、例えば買い物もできますとか、先ほど来もいろいろ質疑もされましたけども、そう

いったことまで含めて、せっかく６億円という、今後まず考えられない経済対策だと思うので

す。そうであるならば、やっぱり町民全体が、そしてまた、今回のリフォームも特定の企業で

はなくて、やっぱり全体の建設業含めて、そういった受注ができるような体制にできるのかど

うか。前の経済対策のときもこういった問題は議会の中で出されていますから、そういった答

弁も承知はしているのですけれども、そのあたりの部分をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） これについては先ほども申し上げたのですが、経済効果もあります。

ただ、公営住宅を見てわかるように、少なくとも 10 数年前からやらなくてはいけなかったよう

な物件ばかりでございます。そして、その上で経済的な効果も加味しながら、全体的なバラン

スを取っていったという考え方でございます。ただし、先ほどの農業のように、我々がこれを

やりなさいと言っても、要するに農家の人みずから、町のいうとおり、こういうことだなと。

そして、我々もそれでは一定の応分の負担をしようという事業になるのです、第１次産業の場

合は。これはかなり少ない、率としたら、かなり有利な事業でございますけど、そういうこと

もありますので。それにしても、各農家の負担が出てきます。漁業についてもそうです。です

から、それは我々も見切り発車するわけにいきませんので、全体の農家の人、漁業の人、林業

の人もすべてきちんと理解した上で進めたいと。それは将来の安定のために、そして、それは

次の後継者のためにということでございます。ですから、この短期間ですべてを決めてやると

いうわけにはいきません。ただ、やらなければならないと。議員の言うとおり、やらなければ

ならないのですが、その手法がやはり決まっていないと。我々も今投げかけてはいるのですが、

それはもう農家全体でまた議論しなければならない部分がありますので、我々としてはその辺

も考えながら、今回、補正を組んだつもりでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。今回の補正の全体について、ちょっと

お伺いしたいと思います。今回、今ほどの同僚議員、また、先ほどの先輩議員の質問の中にも

ありましたけれども、総額６億円からの補正を組んで大型事業をされるわけなのですけれども、

正直申し上げまして、こういう今での懸案事項に対していろいろできるということは非常にあ

りがたいとは思っております。ただ、どこか心の中に、何かちょっと物づくりばかり、箱物行

政ばかりで、本当にこれでまちが活性化されるのか。本当に経済対策なのかという懸念材料が
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私の心の中に残ります。というのは、今回はこれだけの補正を組めるのですけども、それでは、

この補正がなくなった、この後はどうなのだろうか。非常に不安を感じています。というのは、

今までと同じような公共工事の依存型のような、その延長線にあるようなお金の使い方になっ

ているのです。というのは、やはり将来を見通した地域の実情に応じたきめ細やかなというふ

うにうたっておりますので、ここの中で。それであれば、白老町としてももっと地域の実情に

あった事業というものを柔軟にできなかったのかなと。どんな事情でそれができなかったのか

なと、非常にちょっと私、感じているものですから。その辺はいかがなのでしょうか。その辺

をお伺いしてみたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 確かにご指摘のとおり、物を買ったり、つくったり、補修し

たりという物を対象にしたものが大変多いのは現実でございます。これはやはり、今までずっ

と改修費、維持補修費、そういったものを厳しい財政の中でずっと所管する担当課に我慢して

いただいたということがございます。それと同時に、今回の交付金の対象になると。従来、小

規模な改修だとか、維持補修というのはほとんど国の補助制度にはなかったわけなのです。で

すから、一般財源で今までやらなくてはいけなかった、そういう現状がございました。ですか

ら、そういったものについて、ずっと先送りされておりました。それで今回は、この交付金事

業の中で、本当に普通交付税に近い形で市町村のやっぱり裁量で使ってもいいという、そうい

う種類の制度でございます。そういったことから、そういったものを補修したり、維持管理、

そういった改修、そういったものに振り分けた結果となったところでございます。従来の景気

対策でいえば、実は補修だとか改修ではなくて、新たな物をつくるというのが公共事業の特徴

だったのです。でも、それは西田議員も懸念しているとおり、新たな物をつくるといった部分

についてはやっぱりおかしいだろうという部分がございます。ですから、当然この中では、ほ

とんど補修だとか、そういったもの、新たな物をつくるというものはございません。 

 それともう１点は、教育費に非常に重点配分されたということがございます。実は、教育費

というのはかなり補助制度が一般財源化されておりまして、普通交付税のほうに算入されてい

る現状がございます。そういった関係で教育費の課題もずっと先送りという部分がございます。

特に学校の耐震化だとか、教育に関する事業というのはなかなか進まないといったような現状

がございます。ですから、今回それを踏まえて国のほうもスクール・ニューディールという名

前をうって、教育事業については、できる限り今回の交付金を活用してやりなさいと、そうい

った方針もございます。そういったことで、ある意味ではそういうものにお金を使っていると

いう部分が出てきた結果だということで、ご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 私は今回の事業が悪いと言っているわけではないのです。最初に質問

しましたように、自治体として将来に向かって新たな転換ができるような、地域が活性化でき

るような、本当の経済対策をできるような今回の補正だったのかということが一番お伺いした
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いのです。といいますのは、例えば、中小企業のためにされるものとしまして、中小企業緊急

対策経済支援事業ということで、北海道及び町の振興資金融資制度を利用した事業者に対し 20

万円を上限に支援金を公布するとなっていますけれども、この予算は正直申し上げまして、今

までにこの振興資金を融資受けた企業しか対象になりません。そして、今回の大型補正と６億

円もある中で実際に製造業、加工業に対しての何かといったら、経済対策というのですか、そ

ういうものというのはこの事業だけなのです。本当にいいのですか、これでと。私はそういう

考え方をお伺いしたいのです。それで、これを本当に白老町が柔軟に、これで白老町のまちが

活性化するとそういう思いでつくられたのかどうなのかということをお伺いしたかったのです。

ですから、最後にこれは町長にお伺いして質問を終わります。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） まず、６億円なのですけれども、６億円というのはその中に

公共投資臨時交付金事業というのがございます。これはあくまで公共投資のためのものでござ

います。これが３億 8,779 万 1,000 円でございますので、それを外しますと、それ以外の経済

対策というのは２億円ですから、基本的には公共投資という分ですから、当然、公共投資です

から、経済効果、雇用効果そういったものも当然含んだ中での投資というふうに考えてござい

ます。ですから、そういう意味で将来には、それなりに経済波及効果を生んだ中で将来につな

がるというふうに考えてございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 詳細については部長のほうからお話ししたのですが、要するに、白老

町でも経済対策をやっています、北海道でもやっています、国でもやっているわけです。そこ

で、例えば、その隙間でちょっと対象にならない人がいるだとか、要するに金融機関もそうで

すが、まず、いかに経済危機とはいえ、保全の能力をきちんと調べるわけです。これは国の資

金もそうですけど。ただ、我々は国もやる、道もやる、そして、まだできる部分があるのでは

ないかということで町でまた、そこに上乗せしたり、横出ししたりしてやっているわけなので

す。ですから、今議員言われるように、将来が見えないというのは、これはもう皆さん見えな

いと思います。私もこういう補正を上げさせていただきましたけど、本当に見えないのです。

これは全国で見えないわけですから。ただ、その中でプレミアムもそうでしたけど、要するに

例えばプレミアムは、購買力が苫小牧、室蘭に流出していると、それをこちらに、購買力を、

逃げている金を取り戻すという一つのきっかけづくりでやっているわけです。それで、10％見

ました。10％見ながら、商店主、事業主にきちんと考えてくださいと、戦略としてです。商工

会としてです。そのプレミアムの期限が切れました。切れたのだけど、もう一回やりましょう

というのが商工会の皆さんの意見なのです。なぜやるかといったら、要するに一過性のもので

終わると、また逃げるだけなのです。それでは、いつまでやるのかという、確かに議論になる

と思いますが、このプレミアムを使っているときに地元のよさだとか、地元でもこういうこと

ができるのだなと、地元でもこういうものがあるのだなということを町民に少しでも理解して

もらいたいというのが今回のプレミアムなのです。それで、例えば家電は、この商品券買った
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時点でもう 10％割引ですから、そこでまた５％割引するといったら 15％になるわけです。そこ

で、商店がどういう戦略を組むかと。例えば、何かを出して、次に買うときはまたこういう割

引がありますといったときに、そこでまた恩恵を受けるわけですから、これもやっぱり商店、

商工会がみずから考えたプレミアムでございますので、今のところ、いろいろ提案きています、

ポイントカードもやりたいとか。ただ、それは事業主全体でベストのものを出してくださいと。

少なくても白老町は去年まで大変な財政事情の中でやったわけですから。確かに皆さんから見

ると、まだまだだなということがあると思います。ただ、そういう中でも精一杯こういう予算

化をして、少しでも事業主、そして、商店主の役に立とうということでやっていますので、理

解していただきたいと思います。ただ、議員の言われたとおり、将来見えないというのはその

とおりだと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） いろいろ質問出まして、高度な質問もありましたので、私は補正予算

に係ることについて単純に質問したいと思います。４点ほど質問します。 

１つ、突然の大型財源の出現で非常にこの事業をつくっていくわけで職員大変だったなとこ

う思います。それで１つ、先ほど松田議員が対極的な質問をされましたので、それに尽きるの

かなと思いますが、その中で町民あるいは議会にこういう事業、施策を行うときになぜ相談な

かったのだと、こういう質問をされました。それで、私は前々回のときに同じ質問をしたので

す。そうすると、時間がなくてできなかったと。今後、議会にご相談しますと言っていますけ

ども、今回なかったのですけど、その辺のまず認識があったのかどうかを伺います。 

 次に、いろいろな場で議論されましたけども、経済的な振興策が主、公共的事業が主でした

けども、今回の予算の中で見ると、安全・安心、これは町長の施策ですけど、その実現に向け

ての中から私が思うには、今回予算措置されているのは保育園にＡＥＤ４台やっていますけど

も、本来、町民の命を守る消防関係、いろいろ予算要求しても厳しいということで大分考えら

れない部分あったけども、今回この予算措置する中で町長は 100 何件の各担当から要望あった

とこう言いましたけども、救急救助体制あるいは消防機材整備、そういうものについて、消防

長のほうでは担当のほうに要求しているかどうか。それをお伺いしたいと思います。 

 次に３点目ですけども、今も質問ありましたけども、19 ページの商工振興費。これを見ると、

中小企業経済対策支援事業で北海道及び町の振興資金融資制度を利用した事業者に対して 20

万円を上限に支援を交付するということは、これは、この対象者に 20 万円そのままあげるとい

う解釈でいいのか。何かの要件があるのか。ただ交付して取り決めなのか。その辺を伺います。 

 次に、20 ページの港湾の関係を聞きます。財源的なことを聞こうと思ったら、同僚議員から

適切な質問がありましたので理解しました。ただ、その中で、先般いただいた資料の１の説明

の２ページに、「今回、補正予算することによって白老港第３商港区を早期に整備することによ

り」次です。「町内企業の輸送コストを削減」と「波及効果の早期実現を図る」ということです

けども、先ほどの財源的な答弁でいくと、前倒しだから、今後、全体的な、平均的な事業にな
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るといっていますけども、この中で、今回の補正をしたことによっての要件になっているのか

どうかわかりませんけども、町内企業の輸送コストを削減できるのだといっていますけども、

この具体的な根拠。 

 それともう１つは、先ほど、なるべく供用開始を早くしたいのだということで補正予算を上

げたと部長が答弁しましたけども、これらの部分に関して、供用開始年度が影響あるのかどう

かということを伺います。 

 それと最後にもう１つ、非常に懸念するのですけど、同僚議員もお話ししましたけど、この

景気浮揚対策によって白老町の財源が過去のような予算措置されていると非常に危険性があり

ます。そこで、この資料を見ると、港をやることによって港には交付金は来ないと。だけど、

ほかのほうに対象事業できるのだとこう言っていますけども、この臨時交付金、他の事業に充

当するのだと。港湾の起債を借りてです。これに対して今るる質問ありましたけども、具体的

に国がこれらの交付条件をどのような文言というか、どのような言い回しでこの部分を補償と

いうか、こういう港の起債を借りた、残しの 9,900 万円は交付金使えるようになると。これは

どのような書類というか、国が道を通して、そういう財政対策の文書が来ていると思いますけ

ども、そこの文言を適切に説明願いたいと思います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 全部で５点ほどご質問ありましたが、私のほうからは最初の、

議会に相談がなぜなかったのかというご質問でございます。これは確かに私も記憶してござい

ます。前回のときも同じように、なぜ相談がなかったかというお話。それに対して私のほうも

やはりご相談という部分では、本当に時間的余裕が全くない形で、まだ実は、この中でも盛ら

れていないものもございます。というのは、まだ協議が継続しているもの。北海道あるいは国

がまだ判断つかないものもございます。そういった中である意味、確定度が高いという、100％

確定していないものもこの中にもまだございますけども、ほぼ大丈夫だろうというそういった

中のものも町の判断で出しているものもございます。そういった中でやらせていただいている

ということで、議会の皆さん方に相談した中で、キャッチボールして、そして、ご意見伺って、

それでは、いろいろなメニュー取りするということも絶対に大切なことと思っております。思

っておりますけども、今回はやはり、そういう時間的な余裕がなかったということで、我々の

日頃、各担当部局で町民のニーズを受けた中で、町長が先ほど申した、100 何件上がってきた

ということで、各担当のほうの常日頃の行政の中で受けているニーズ、そこを踏まえて今回選

択して、このような事業にさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 消防費に関係する予算づけといいますか。１点は、前年度 20 年度

の景気浮揚策の事業といたしまして、救助用の資機材、ロープ等、約 300 万円近くだったと思

いますけども、購入をしていただいております。今回につきましては、大型水槽車があります

けれども、これにつきましては大型事業の計画ということで数年後になってございますので、
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それは大型事業のほうの計画に基づいて購入ということになっております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 交付金の関係の通知、今、手元に持って来ておりません。し

たがいまして、コピーを議員にお渡ししたいというふうに思います。 

○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） 中小企業の融資制度、いわゆる緊急経済対策支援事業という

のはどういう内容なのかと。対象、要件はということでございます。これは、中小企業振興資

金の融資にかかわる支援金という、そういう制度でございますが、具体的な内容を言いますと、

当然、運転資金の融資を受けた場合に保証料というものを北海道信用保証協会に保証していた

だいて、保証料を払うという形になってございます。その直接的な保証料という形にはいかな

いものですから、支援金という形で今回制度化しまして、この分に対して支援金を上限 20 万円

ということでございますけども、支援はさせていただくということになりますので、町の中小

企業の融資にかかわる支援金、それから、北海道にかかわるセーフティ・ネット、それから、

原料等高騰対策特別資金という融資制度がございます。これを使う場合において、この資金に

対する助成を行うと、支援金を行うということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ４点目の港湾のご質問でございます。内容的には３点ござい

ましたが、説明を 13 日に行いました資料の中の文言でございますが、これはまず、第３商港区

整備の目的、考え方をここで述べてございますので、今回の補正がこのとおりだということで

はないので、第３商港区をつくるための目的といいましょうか、根拠、そのことをここに述べ

させてもらいました。 

 それから、２点目の担当部長の早期完成ということで、確かに私は、部としては本当に半年

でも１年でも、24 年といわず早くつくっていきたいとこういう思いで申し上げた内容でござい

ます。ただ、今回はあくまでも 22 年度の前倒しだと、こういうことが国からもはっきり言われ

ておりまして、来年度の前倒しだということでやむなく、そういう前倒しという事情はわかり

ましたと。ただ、３点目のご質問の、それでは、24 年の供用開始に影響あるかどうかというの

は、来年が事業その分落ちますから、今の計画見込みであります 24 年度一部供用開始という部

分は変わっていない状況でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） こういう政策的な問題、議会と相談する、あるいは双方とも情報を共

有しながら、いい政策を形成したいということはわかりました。それで、町長は同僚議員の質

問について、今後そうしたいとこう言っていますので、そういう部分で今まで聞くと、町長も

そうだと思いますけども、かなりいい提言されているのです。やっぱりそういうものを的確に

把握した中で予算に反映していくということは、やっぱりこういう時期、大事なのかなと思い

ますので、ぜひ、そういう部分は実行していただきたいと思います。 
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 あと、ちょっと小さいことになりますけども、この交付金、保証金について前回説明ありま

したけど、そうしたら、保証料でやって、本人、仮に 80 万円と保証になってときに、金額は別

にして、端的にいうと 80 万円保証入れますと、それに 20 万円は町で補助しますと。だから、

本人は残りの 60 万円だけ払えばいいという解釈でいいのですか。 

○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、保証料というのは、例えば北海道の融資であれば１億

円を限度に運転資金が借りられるということになっていまして、それからいきますと、当然、

保証料がかかってくるわけです。それで、保証料率としては、セーフティ・ネットでいえば

0.68％ぐらいの保証料率。それに対して、借り入れ期間を計算したり、それから、分割の返済

係数というのがありまして、そういうものを掛けて、実は保証料というのは決めるわけです。

それが例えば 50 万円になったとした場合に、今、議員おっしゃったとおり、上限 20 万円を限

度にこれは保証支援をさせていただきますと、こういう内容になってございます。ですから、

基本的には前回、保証料補給しました、３月 31 日現在までやりました。それに引き続いた形で

運転資金をいかに借りやすくするかということでこの制度を組み立てたということでございま

す。それで実は、今回７月ということでございますけども、既にもう４月、５月、６月という

ことで進んでいる部分もございます。実行されているのが５件ほど、町の資金と、それから、

北海道のセーフティ・ネットで借りているところがございますので、この制度については４月

１日から遡及して、そこも対象に含めているということで、そういう不利益がないような制度

として取り組みたいとこういうことでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

 それでは、先ほどの吉田和子議員の質問に対する答弁を。 

久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 先ほど、吉田議員のエコポイントの関係でございますけれども、

道教委通じて確認いたしました。そうしたら、道教委も今文部省のほうに確認をしていまして、

その結論がまだ得られていないと。こういうことでございますので、その辺きちんと結論が出

れば、ご報告したいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、以上をもって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〕 

○議長（堀部登志雄君） 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。 

議案第１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第４号）、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。 
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〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 


