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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７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７

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７号）。 

平成 21 年度白老町の一般会計補正予算（第７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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,485 万 6,000 円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 102 億 9,811 万 7,000 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。 

平成 21 年 11 月 24 日提出。白老町長。 

以上でございます。 

○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。 

 ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２番、前田です。それでは何件かご質問いたします。 

 まず、歳出の７ページでございます。一般会計、工事請負費の庁舎管理の関係に対する財源

的な部分と、これは地域活性化資金を使っていますので、その関連で伺います。 

 一つに、この事業は地域活性化緊急経済対策臨時交付金事業というのかな、これについては

９月の議会でも一般質問で議論されて、町長も今後は議会の意見もよく聞きますよと、そうい

うことで多くの議論がありましたけれども、その中は別として、今回また補正されているので

す。補正のごとに、これ、打ち出の小づちのように次から次と臨時交付金の事業や財源が出て

くるのです。それで、今後この交付金に振りかえられる予定、この、補正予算ですよね、今回。

300 万円をプラスとすると、1,387 万 7,000 円の事業が補正されているのです。そこでお聞きし

ますけれども、実質的にこの事業、総額の交付金が幾らあるのか。交付されているのか、ある

いはこれから精算して交付されて、総額がどれだけ決まるのか、決まっているのか。 

そして、これまで補正された額、私も累計すればわかりますけど、一応確認します。そして、

あと幾らこれ本当に残額が留保されているのかどうか。どうも安易にこの庁舎も、これから質

問があるかどうかわかりませんけれども、前回 2,171 万 6,000 円予算ついているのに、874 万

8,000 円、内容的なことは別として補正されていますけれども、どうもこの交付金が打ち出の

小づちのように感じるのですけれども、実際どうなのか、その辺確認します。 

 次に、塵芥処理費のバイオマス燃料化施設の省エネ事業ですけれども、これは北海道のグリ
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ーンニューディール基金事業補助金ということで、交付要領によって見ると、事業区分は公共

施設省エネグリーン化推進事業となって、公共施設になっているのです。 

 それで、バイオマス燃料化施設を選定した理由。それと、具体的にどのような事業をされる

のか。そしてこれをやったことによって、電力と言うのかな、用量。あるいはライトも取りか

えると言っていますけれども、それらに対する従来からのコスト削減の効果額は幾らぐらいに

算定されているのかをまず伺います。 

 それと、教育費です。社会教育総務費ですけど、芸術文化施設管理経費とありますけれども、

先ほど説明を受けましたけれども、普通教室、体育館等の修繕と言っていますけれども、具体

的にどのような状況でどの程度の修繕となるのかと。私もこの前コンサートがあり、行ってき

ましたけど、かなりあそこ古くなっていますよね。そういうことで、将来的な方向性。 

そして、あそこに住宅があって、住宅を使用しているはずなのです。現実に使用の状況があ

るのですけど、住宅使用の状況。それであそこ、使用料をもらっているのかどうかです。それ

も含めて、今回この 97 万 9,000 円には住宅の営繕関係は入っているのかどうか。その辺を確認

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、私のほうから庁舎改修事業に伴う特定財源の地域

活性化公共投資臨時交付金の関係をご説明させていただきます。 

 これは、7 月の議会に前段で説明したとおりでございますが、今回国の経済対策ということ

で、経済危機対策臨時交付金とは別に、今回港湾整備事業１億 1,100 万円を計上するという補

正の中で、その９割 9,990 万円、この額が公共投資臨時交付金として白老町に交付されるとい

うことで、いろいろ事業を組んだところでございます。 

 それで、この公共投資臨時交付金は一般財源のように何でも使えるというわけではございま

せんで、あくまでも適債事業、いわゆる起債を伴う事業といったものしか使えないというよう

な限定がございます。 

 その中で、７月の予算の中で、役場庁舎整備改修事業及び白老葬苑あるいは道路の改良の３

本、これを合わせて 6,400 万円の今回経常を７月の段階でしたところでございます。 

 また、今回の補正によりまして 1,087 万 7,000 円。これを今回追加補正させていただいてお

りまして、残りにつきましては、約 2,400 万円がまだ留保されているということでございます。 

 それで、この使い道でございますが、実は政権が変わりまして、この扱いがどうなるかとい

う状況もありまして、ちょっと事業執行を留保していたという経緯がございますが、今のとこ

ろ国のほうからこれを凍結するというようなことは、話は出てございませんので、基本的には

これはいわゆるいただけるものというふうに考えてございまして、ただ、先ほど申しましたと

おり、あくまでも適債事業ということで、事業を限定されるものでございますので、さらに今

後の適債事業になるものの追加あるいは新年度の事業の前倒し。この辺を含めて、現在調整し

ているところでございます。 

以上です。 
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○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私のほうからバイオマス燃料化施設の省エネ改修事業につい

て、選定した理由についてちょっとまずお答えしたいと思います。 

 バイオマス燃料化施設、4 月からオープンしまして、多くの方に実は見学していただいてお

ります。町外からも来られていますけれども、町民の方にもいろいろな団体も含めて、多くの

方に実は見学していただいているところでございます。 

 今回のこのグリーンニューディール基金につきましては、地球温暖化対策という、そういう

大きな目的がございまして、この施設については化石燃料の代わりになる燃料生産もあわせて

行うということで、そういう目的を行ってございますけれども、またこの今回対象となる公共

施設の省エネ化の中の太陽光発電につきましては、これは 2020 年度に向かって 25％二酸化炭

素削減という中でのやっぱりかなり大きな政策になってくるものと思われます。 

 そういう部分では、やはり町民の方に広く太陽光発電について知っていただくということも

あわせてこの施設についても理解を深めていただき、またバイオマスやこの自然エネルギーの

利活用ですね。この省エネルギーの推進を、町民の方々にわかりやすく説明する施設として活

用できると。こういうことからこの施設を選定したということでございます。 

 あと具体的な事業の内容とコスト削減につきましては担当課長のほうからご説明いたします。 

○議長（堀部登志雄君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） 本事業の具体的な中身と、それから効果についてご説明

させていただきます。 

 まず、具体的な工事内容ですけれども、バイオマス燃料化施設の照明の電気代節約というよ

うな観点から太陽光発電、約 10 キロワット時の発電設備を設置いたしまして、その他施設内の

主に蛍光灯になりますけれども、蛍光灯約 70 棟。それから外灯が２つあるのですけれども、そ

のうちの１つをＬＥＤタイプに変更しようと。取りかえるということを考えてございます。 

 具体的な効果といたしましては、この施設、日曜日を除き 24 時間稼動しているものですから、

相当の電気代を、照明設備も使うということもございまして、太陽光発電においては最大で年

間で２万 6,009 キロワット。二酸化炭素の排出量としては約 13 トン削減できるというふうに考

えてございます。 

 それから、ＬＥＤの蛍光灯への切りかえにつきましては、１年間で最大になりますけれども、

最大１万キロワット。二酸化炭素の排出量としては１年間で約５トン削減ができるというふう

に考えてございます。 

 なお、本施設につきましては、太陽光発電については費用対効果が非常に低いということは

皆さんご承知かと思いますけれども、そういうことからなかなか町の予算で他施設に導入する

ということは難しいと思いますが、ＬＥＤ蛍光灯につきましては、費用対効果が非常に高いと

いうふうに今認識をしておりまして、今回バイオマス燃料化施設で設置をした状況を確認して、

随時町内の公共施設に導入をできるかどうかというような検証もあわせてやっていきたいなと

いうふうに考えてございます。 
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以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 芸術文化施設の管理施設の補正の関係でございますが、まず具体

的なその補修場所はどこかということですが、この前の説明会にちょっとご説明いたしました

けれども、今回の補修につきましては、これまでも雨漏り等が確認されておりまして、それで

一時的にこれまでも措置してきたわけでございますが、このたびの補修については、渡り廊下

の屋根と、それから玄関です。この雨漏りがひどくなってきたということで、この屋根を改修

するということと、それから作業室として使っておりますその窓枠です。これが非常に腐食し

て、落下状態になっていると。そしてそこから隙間風も入ってくると。こんなような状態で、

この窓枠を、木の窓枠ですが、これを改修するということが２つあります。 

 それから、あわせてトイレも実は当時のものを使用していると、こういうようなことで、ト

イレについても一部改修をすると、こういうようなことで、これから冬に向かって緊急的で応

急的な措置として必要最小限の改修をすると、こういうことでございますので、ご理解をして

いただきたいと思います。 

 それから２つ目の質問でありましたが、ここの方向性、位置づけという話がありましたけれ

ども、議員もご存知だと思いますが、この施設は昭和 61 年に飛生小学校が閉校になりまして、

そのときに彫刻家であります國松明日香先生が飛生会というものをつくって、ここで活動をし

たいと。こういうような形で今展開をしてございます。今は國松明日香先生のご子息がここに

住んで活動をしております。それからあと、画家の田中照比古先生のお子さんもそこで活動し

ているということで、それで、ここで作製されたものは札幌市等で展示会なんかも開催して、

そういう発表の会をやっているとかということを聞いております。それで、今後もやはりこの

環境が非常によくて、今後もここで活動をしたいということを伺っております。 

 それからあと、今年もありましたけれども、飛生フェスティバルですね。これを開催して、

自分たちの展示会も開催していると。それでまた、地域の人たちも交流を図っているというこ

とで、非常にここで作品をつくっていると同時に、地域としての交流も図っていると、こうい

うようなことでございます。 

 それとあと、毎回実施されています飛生祭りですね。私も今年行きましたけれども、非常に

盛大に開催されております。それで、元住んでいた人、それから今そこの飛生地区で企業活動

をしている人だとか、そういう人たちがたくさん集まりまして、やはりその、あそこの学校と

いいますか、この施設が一つの地域のシンボル的な存在になっているのかなというふうに思っ

ております。 

 ですから、これからも必要最小限度の補修をしながら、今現在の必要最小限の改修にとどめ

て使用していきたいなと、こう考えております。 

 それから、使用料につきましては、これは契約を３年ごとにやっておりまして、火災保険料

相当分を使用料としていただいているということで、それで、今現在住んでおります國松先生

のご子息の住宅料についてはとっていないと、こういう状況でございます。 
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以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 地域活性化の部分については理解しました。事業もわかりましたけれ

ども、前の９月の議会でも町長は、これに含めて今回の事業も該当するかどうかわかりません

けれども、公共的な修繕、あるいは事業に使っていって、これから町民のために教育福祉にこ

の部分を充当としたいと、こう言っていましたので、今聞くとまだ 2,400 万円留保していると

言いますけど、そういう部分をもうちょっとしっかり目を向けていただきたいなと思います。 

 次に、グリーンニューディール基金の関係ですけれども、これ今部長のほうから、町民に太

陽光発電を広く理解してもらうために施設を選定したと、こうありました。 

 今白老町ですね、学校とか公共施設が大きな事故があった場合というかな、避難所になって

います。ということは、ライフラインが途切れるとか、仮に大きな災害があった場合、避難所

の役割となっている部分もあります。学校の体育館とか施設ですね。 

 それで、そういう部分もあるし、教育関係で教育のほうのスクールグリーンニューディール

でエコもやっていますけれども、それは別として、今部長がそういうお話をされたら、その環

境教育、子供たちのために。そういうのがあると思う。そうすると、これを使うことに、エコ

をすることによって、子供たちがそういう部分が身近になってくれば、僕は環境教育になると

思うのです。 

 それと、緑丘小学校を初め、学校は電気暖房をしているのです。これ、寒くても 11 月いっぱ

い契約していますから、緊急のときは入れますけれども、そういう部分も出てきているのです。 

 そうすると、学校等に設置すると、電気料の節約にもなるし、ＬＥＤの蛍光灯を体育館なん

かの照明にすると、かなり電気コストが安くなるし、今部長が言ったように、町民に広くこう

いうことを理解してもらうというのも、学校に設置したほうが子供の環境教育に非常になじむ

と思うのです。 

 そういう部分が、事業選定、これは道のほうから多分こういう照会があって、町で選んだと

思いますけれども、私はここのバイオマス施設が悪いという意味ではなくて、もう少し今のこ

の選定理由がこうであったら、そういう部分でもっと広く庁内で議論して、子供たちあるいは

本当に身近なエコ、太陽光が学校に設置されて、そういう部分の観点で議論できなかったのか

なと。苫小牧あたりでも新しい学校をつくるときに、現実にそういうパネルを設置して、環境

教育をしているのです。せっかくこれ、2,000 万円が出るし、いい機会だと思います。この実

施要領を見たら、学校は否定されていませんから。そういう部分、十分な議論をされたのかど

うか。この辺を伺います。 

○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） 私のほうから前段の公共投資臨時交付金の残額、これについ

ての今後の使途という部分でご要望等ございましたので、お答えしたいと思います。 

 約 2,400 万円残額があるということで、この部分につきましては先ほど大黒課長のほうから

答弁がありましたように、原則起債を充当するような事業、そのあてがいとしてこの公共投資
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臨時交付金を使うという条件になってございます。そういう意味からしますと、教育だとかそ

ういった部分につきまして、学校の補修だとか、あるいはいきいき４・６の修繕だとか、教育

福祉関係ではそういうような方法に使う検討という部分では、しなければならないのかなと。 

 あと、当然起債対象ですから、ハードの部分。だから道路だとかそういったもの全部含んだ

中で、来年度の予算要求、今盛んに行われまして、その編成をやっておりますので、その来年

度の部分の前倒しも含めまして、その辺十分に検討して、今後の使い道の使途としたいと思っ

ております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） グリーンニューディール基金の学校への検討をしなかったか

という部分でございますけれども、決して検討しなかったということではございません。ただ、

今回の事業は、ある程度金額が限定されたモデル的な事業の扱いになるということから、すべ

ての学校に設置できるというような金額にはちょっと当然なりませんし、そういう部分でいく

と、やはり生徒児童の方にも見てもらうためには、やはり１つの学校というよりは、やはり環

境学習の一環として、いろいろ地球温暖化の総合的な取り組みの中で、太陽光もあるし、また

バイオマス燃料化ということもあるし、そういうことでいろいろな観点からやはり学んでいた

だくと、そういうようなことも含めて検討したということでございます。 

 また、各いろいろな学校への設置についてのその耐久性についても、やはり今回のこの施設

に設置することによっての維持管理費、また投資対コスト削減効果と言いますか、そういうよ

うなことも含めて、やはり白老町の施設で初めてでございますので、この施設に設置すること

によっていろいろなデータをとって、今後機会があればほかの施設に普及したいという考え方

で選定したというところでございます。 

○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。配付されたグリーンニューディールの資料が、全

議員に配付されて、私も読ませていただいたのですけれども、この中にはメニューは結構ある

のですよね。 

 それで、最高限度額が幾らぐらいなのか。また、例えば１つ採択されたらもうそれで終わり

なのかどうか。どれぐらいの量を使えるのか、このもので。１つの町村が。 

 これは、中身を読むとすごくいいこと、ごみの回収等々もやれると書いているのです。です

から、こういうものを利用して、やれることをうんとやるというのは、非常に結構だなという

ふうに思うのですけれども、その枠はちょっとこれには書かれていないのです、限度額とか等々

書かれていませんので、そこら辺がどういう運用の仕方になるのかということが１つ。 

 それから、さっき初めに質問した方の答弁でなかったのだけど、これによるあそこのバイオ

マス燃料化施設の実際の電気料金が今まで幾らかかっていたのか、それがわかればお知らせを

願いたいと。それは今度からは、今の話では多分外灯１棟以外は欠かさないというふうになる

のではないのかなと、照明の部分です。ですから、その部分がどれぐらいの金額なのかという
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ことをお尋ねしたいと思います。 

 それと、私も飛生の関係ちょっとお尋ねしたいのですけれども、どうもその考え方が将来ど

ういうふうにこれを考え、行事をやっているのはわかるのだけど、町民との接点をどこでこの

施設で持たせるのかというあたりが、私はもうちょっと明確にして、これも約 100 万円ですよ

ね。あれだけ大きなところで 100 万円というのは早い話がつけ焼き刃だというふうに、僕はそ

ういうふうにしか思えないのです。 

 だから、なくしなさいとかというのではなくて、そういう視点ではなくて、あれを本当に将

来白老を芸術の拠点にするのであれば、もうちょっと見えるような形のものがないと、何かあ

そこで芸術作品をつくっているわと。来た人から家賃を取らないでつくってもらっているのだ

よと。そういうレベルのものなのかどうかというあたりが。 

 例えば、國松明日香さんの親の問題。どこかのたしか施設を閉じられたというようなことも

聞いていたのですけど。そういうことを視野に入れて物事をやりなさいとか、何かもうちょっ

とこう膨らましがないと、ちょっとこうつけ焼き刃で今年 100 万円、来年 200 万円直して、最

後壊れたからやめたというのなら、これではちょっとおかしいのではないかなと。つぎ込むと

いうことはそういうところが必要ではないかと思うのだけど、その点どうですか。 

○議長（堀部登志雄君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） 私のほうから、グリーンニューディールに関してのご質

問にお答えをさせていただきます。 

 まず、要綱の関係なのですけれども、国のほうで補正予算で取りました地域グリーンニュー

ディール基金を各都道府県に分配をするということで、北海道としては、私が伺っている中で

は約 16 億円というふうに聞いてございます。この 16 億円を 180 市町村からの申請に対して審

査をして、そして最終的にどの事業に割り振るのかというようなことを行うというふうに聞い

ております。 

 事実、私どものほうから幾つか道のほうに申請をさせていただいておりまして、その中でも

ちろん落ちたものもございますし、各市町村から上がっているものでも、総額でいくと約その

３倍から４倍ぐらいの申請があったと。その中から審査をして、それで最終的に見直しをかけ

たり、あるいは削減をしたりというようなところで、私どものほうのこの太陽光発電について

は当初2,500万円で申請をしておりましたが、2,000万円ついたという形になってございます。 

 白老町としては、ほかにも幾つか出させていただいて、まだ許可が下りていないものもござ

いますので、今この場でちょっとお話しすることはできないのですが、幾つかあるということ

はご承知おき願いたいと思います。 

 それから、具体的なバイオ施設の電気代についてなのですが、総額については私どものほう

ではまだ１年間事業が終わっていませんので、具体的な数字は出ておりません。それで、これ

はグリーンニューディールの申請をしたときに、町のほうで試算をした額ということでお話し

させていただきますと、今回ＬＥＤを交換する施設内の照明施設 70 棟です。施設内の照明はそ

れだけではございません。水銀灯とかいろいろありますので、それを抜かした蛍光管 70 棟につ
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いては、おおむね１年間で 20 万 4,000 円ぐらいの電気代がかかるのではないかというふうに試

算をしてございます。それで、うちＬＥＤに交換することによって、年間で約 10 万 4,000 円程

度の電気代にコスト削減ができるのではないかということで見ております。 

 ただ、実はＬＥＤ管というのは、通常の蛍光灯が約 1,500 時間程度しかもたないのに対して、

ＬＥＤ管は４万時間もつというふうにされております。ですので、蛍光管の改修というか、交

換の時期が３倍程度延びますので、そこに係る経費等も含めますと、施設としては相当コスト

削減につながるのではないかというふうに試算をしておりますが、いずれにいたしましてもま

だ試算の段階ですので、具体に事業を実施して、その中で効果を確認をして、さらに費用対効

果を見て、各公共施設に導入が可能なものであれば、随時導入を検討していただくよう、生活

環境課のほうから提案したいなというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 飛生アートコミュニティーのことでちょっとお話がございました

けれども、先ほどちょっと私のほうで答弁いたしましたけれども、やはり当面は大規模な改修

等は今考えておりません。 

 それで、ただ先ほど言ったように、國松明日香さんのご子息があそこに住んでいらっしゃい

まして、それでこのようにちょっと、私ども議論したのですけれども、非常に環境がいいと。

そういう芸術的な発想が生まれる場所だと。だから今後も引き続きあそこを活用したいという

お話をされていました。 

 それと、この明日香さんの息子さんが自分で考えて、このたびのフェスティバルも開催した

のです。そしてそのとき、いろいろな仲間を呼んで展示もしました。絵だとかですね。そうい

うことで、これから徐々に、まだ若いですから、そういう人たちを呼んで、あそこが一つの拠

点的な形になっていけばいいかなと、私は期待しております。ですから、そういうことを見な

がら、これからどうしたらいいかと。大規模な改修をしたほうがいいのか、それともやめたほ

うがいいのか。その辺をもう少し見定めていきたいなと。 

 だから、今現時点では現状の範囲内で、必要、できる範囲内で改修をしていくということで

とどめていきたいなと、こう考えております。 

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。 

グリーンニューディールの関係なのですけれども、中身はわかりました。それで、ほかにも

町として申請しているということで、それは何か中身はわからないけれども、ぜひ採択されれ

ばいいなと思うのだけれども、これは今年１年で終わりですか。それとも、例えば一発今年 16

億円で終わるよということなのか、今後まだ継続される可能性があるかどうかということだけ、

この部分ではお尋ねをしておきたいと思います。 

 それと、飛生の関係なのだけど、私が言いたいのは、壊せとかやめろとか、全面的に直せと
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か、そんなことではなくて、あそこを白老の文化・芸術の拠点とするのであれば、それはあの

人たちだけに任せるのではなくて、町がきちっと方針を持たなければだめだと僕は思うのです。

というのは、逆に言えば、今使っている方が出たから、やめて壊してしまうよと。そういうふ

うになってしまうでしょう。 

そうではなくて、町があそこは芸術の拠点としてこういうことで将来的に考えていきたいの

だというものが根本にあって、それでも人が来なかったらしようがない部分だってあるかもし

れないけれども。 

ぼくは、相手がそうなるのではなくて、こちらがどういうふうに考えているのかという部分

が、いろいろな部分である。全部そうだと思うのだけど、そこがきちっとしていないとぼくは

だめだと思うのです。そこのところが聞きたいのです。 

 だから、それは何も大幅に改修しなさいとか、やめてしまえとか、そんなことではなくて、

あそこを飛生活性化のため、それから白老の芸術・文化の拠点にするのであれば、どういうふ

うにしてあそこを拠点にして、それでは町の振興をどうやって図るのかというものが、私はあ

ってしかるべきではないかと。相手任せではだめだということで聞いたのですけれども。 

○議長（堀部登志雄君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） グリーンニューディール基金の関係についてお答えいた

します。 

 まず、交付要綱の中では交付期間は３カ年というふうにされております。ただし、交付額自

体は 16 億円で、頭打ち切りでございます。なので、私どものほうもいろいろと情報収集しなが

ら、申請をしていったところなのですけれども、当時、ご承知のように政権が民主党に変わり

まして、すべての交付金について見直しをかけるというような情報が入りまして、その中で平

成 22 年度、23 年度、24 年度での交付期間。それに合わせて事業を実施してかまいませんよと

いうことでしたが、23 年度以降については不透明な部分があるということなので、事業前倒し

でできるだけ早く申請をして、予算額を確保したいという、そういう動きを図ったというとこ

ろがございます。したがって、例えば 23 年度にこういう事業がやりたいのだけどということで、

新たに申請を受けるということは、今のところ道としては考えていないということを聞いてご

ざいます。 

 なお、白老町からの事業としても、ほかの市町村もそうなのですけれども、単年度事業では

なくて、ある程度効果を見込むために２年間、３年間継続して実施しなければいけない事業に

ついては、そのまま事業として申請をしているというところがありますので、すべての事業が

前倒しでということではないということがございます。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） ２点目の飛生の問題ですけれども、議員さんのほうからも竹浦地区

の振興ということでご質問もあったとは思いますけれども、そういう中でもお答えしている部

分はありますけれども、今議員さんが言われた、その芸術・文化の考え方。全く本当にそのと
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おりだと思います。それで、私たち教育行政を預かる、あるいは文化・芸術行政を預かる者と

して、どういうような形で白老の振興を図っていくかというのは、根っこがないと振興策には

ならないと。それはもう、ほかの計画もそうだと思います。 

 それで、当時いわゆる廃校になって、あそこをそういうアートコミュニティーで使いましょ

うというときが、芸術の村構想というようなことで出発したというふうに記憶していますけれ

ども、現実の問題として、ご指摘にもありましたけど、先ほど地域環境がいいよと言うけれど

も、ご質問の趣旨は逆に言うと周りがそういう雰囲気でないのではないかというような趣旨の

質問もありましたので、そういうことも踏まえて、私も直接今活動している方にお話は聞きま

した。先ほど部長の答弁のとおり、思い入れがありまして、あそこで活動したいというような

答えもあったのですけれども、実際あそこの活動拠点がいいのか、あるいは別の社会教育施設

がそういう形で使えるのか、それは場所を言わなくても大体わかると思いますけれども、交通

の便も含めて、そういう施設がいいのかというお話もさせていただきました。 

 それで、現実に今非常に厳しい中で、こういう構想を持ってこういうふうに進むのだという

のは、現実的には非常に厳しい状況でありますので、今後も教育行政の視点として、白老の振

興策をどう持っていくというのを視点を入れながら、今後も検討していきたいと。当然この発

想の中には総合計画の中で竹浦、飛生地区の振興、あるいは分野は違う芸術・文化の振興、そ

ういう視点を入れながら、総合計画の中でも検討していきたいというふうに思います。 

○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。私も７ページと９ページについてちょっとお尋ねし

たいと思います。 

 このバイオマスの省エネ事業の関係なのですけれども、地球温暖化対策ですとか、そういっ

た意味合いで、特にこの施設のバイオをやることによって非常にアピール度も高くなるという

ことで、非常によかったのかなというふうには思います。思いますけれども、オープンしてま

だ数カ月しかたっていないという状況の中で、初めから設計時において、この省エネ対策とい

うような中身をかんがみた状況の中で、設計時においてこういったことを考えられなかったの

かどうなのかなというふうにちょっと感じるわけなのです。この辺についていかがなものなの

かなということが１点。 

あと、このニューディール基金の補助メニューが実際に始まったのがいつからだったのかと

いうのをちょっと教えていただきたい。資料を見ますと、平成 21 年７月 10 日付環境環政計発

の規定によるとかと書いていますけれども、私が言いたいのは、この政策の補助金が、設計の

段階で使えるようなものが、日時的に間に合っていたのかどうなのかと。この辺ちょっとお尋

ねしたいなというふうに思います。 

 それと、９ページの消費拡大商業活性化事業についてお尋ねしたいと思います。これ非常に、

町内の循環型経済対策としては非常に私もすばらしいということを感じております。また、実

績も非常に相当出てきたということで、評価したいと思うのですけれども、ちょっと細かいお

話をさせていただきますと、消費者の方、あるいはその取り扱っている事業者の方からよく私
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耳にするお話なのですけれども、最低で 1,000 円券なのです。ということは、いわゆる 500 円

から 1,000 円までのものを買い物したり、例えばラーメンを 1 杯食べたり、そういったときに

1,000 円の券を出してもお釣りが出るようなシステムではないものですから、500 円の券から

500 円、1,000 円と、そのような形の中でつくっていただいたらもっと消費の拡大が、幅が広が

るというようなことで、ちょっとお話があるのです。 

 それで、こういったことについて、町も補助金をただそういうやっている団体に出すだけで

はなくて、やはりその辺のところのちょっと声も傾けていただいて、政策の中でこうちょっと、

入れていただければいかがかなというふうに思うのですけれども。この点について考え方をお

尋ねしたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） バイオマス燃料化施設の計画段階での交付のような検討とい

うことでございますけれども、この施設は農林水産省の、実は補助事業でやっておりまして、

バイオマス資源の有効活用という部分での補助メニューということでございます。当時のちょ

っと詳細な検討経過はちょっと私十分把握してございませんけれども、当然補助金が入ること

によっての会計検査とか、投資効果とか、そういうものが当然チェックされると。こういう申

請段階でもそうだと思いますけれども、先ほど小野寺参事のほうからお話ししましたように、

実は太陽光発電という部分では、実際投資効果から考えると、なかなか今最近発電の買い取り

料が上がってきてはいますけれども、当時についてはちょっとそういう部分での効果というの

はなかなか見込めないと。ですから、国のほうも別メニューで、あくまでも太陽光発電の普及

という観点で別の補助制度がありますけれども、これについてはちょっと、なかなか当時は難

しかったのかなと。そんなふうにちょっと受けとめてございます。ただ、実際そのような経過

があったのかどうか、これも私のほうでもう１回確認してみたいと思います。 

 また、ＬＥＤ灯についても、最近かなり効果が上がるというのがわかってきてございますけ

れども、これについても、やはり技術の革新の中で、最近ちょっとそういう状況になってきた

ということで、当時についてはそこまでの検討に至ったかどうか、ちょっと検討できたかなと

いうような状況かなと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） 私のほうからグリーンニューディール基金の事業の経過

についてご説明させていただきます。議員がご指摘のとおり、本事業については本年度７月に

事業実施ということで案が通知されてございますが、その後総選挙があって、民主党に政権が

移行したということで、一時中断の状態にございました。 

 それで、その間いろいろ道のほうとヒアリングをしたりということで、今回の事業がここま

でたどり着いたということで、実際にはまだ道のほうの手続きが完了していない状態にござい

ます。これは、期間の関係で手続きを進めるに当たって、国との調整等々がありましたもので

すから、手続きはまだ終わっていないのですけれども、道のほうからこの事業については確実



 12

に実施ができますので、進めてくださいという通知をいただいておりますので、本事業につい

てのみ進めているという状況にございます。 

 もう１つございますのは、この事業については、既存の交付事業あるいは補助事業と重複し

てはいけないという制約がございます。したがって当時、もちろんこの事業自体がバイオマス

燃料化施設を設計する段階では、この事業自体はございませんでしたが、その後施設を建設す

るというところとは別の話として、省エネルギー化という観点からこの事業を実施したいとい

うことで道と調整をして、本事業が採択されたという経緯がございます。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 500 円券の関係でございますが、まずこの消費拡大地域商業

活性化事業ですけれども、プレミアム商品券でございますが、こちらのほうの発行の目的とい

うのは、いかに町内で消費を拡大するかと。より多くお金を町内で落としていただくかという

ことを目的につくってございまして、できるだけ多くのお金を町内で落としていただくと、こ

ういう考え方でまずスタートしているということをご理解いただきたいのです。 

 ただ、議員がおっしゃるとおり、消費者の方からはやはり 500 円券もという、そういう要望

があるという、これも私どもも承知してございまして、今回の追加発行分につきましては、500

円券２枚を入れて、使い勝手は少しよくするという考え方の中で追加発行することになってご

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） 12 番です。私も今質問されたような同じ質問なのですが、３点ぐら

いお聞きしたいと思います。 

 まず１点目の庁舎の改修事業。補正予算が 876 万円。私は、この庁舎の改修、１回目の予算

が 2,100 何十万円ですか、この段階でこの見積もりしたり、この試算するとき、それから改修

する箇所は、町長初め毎日見ている箇所ですよね。毎日見ている。職員の方もみんな毎日見て

いる。気がかりな箇所を直したわけです。 

 それで、このときにこの大変厳しい中、やっぱり限界を感じて庁舎を少し直そうと。今町民

負担も相当町民が感じられている中で庁舎を直すというのはなかなかこれは厳しいのですが、

しかしながら直すべきところは直さなければだめで、これは当たり前の話です。このことを言

っているのではないのです。 

 私はそれだけ毎日見ながら、役場の建築課で１級建築士も何人もいる中で、そしてこの庁舎

を直した。しかしながら、わずかなこの間に、やってみたら 800 万円お金が足りないよと、も

う１回直さなければならない。こういう物の考え方が、私もこの議会もう 30 年余り、近くなり

ますから、悪い箇所は全部知っています。この役場の庁舎の中を見ていますから。 

 しかしながら、こういう予算の出し方というのは、私はおかしいなと思うのです。今回のこ

の補正予算全体を見ると、このラブラブしらおいの商品券。これも１回、２回やって、また３

回目を出している。このことを質問するのですが、私は１回目、２回目、この３回目をなぜ出
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したのか、こういう理由をまず１点聞きたいのと、今言った庁舎の改修がなぜ一度できちっと、

毎日見ていながら、なぜこういうことになるのか。このことをお聞きしたいと思いますし、も

う１点、このバイオマスのニューディールですか。これも、今いろいろ説明を聞いていたので

すが、2,000 万円だ。ＣＯ２の削減やいろいろあって、太陽光発電、これを導入するのだと言

うけれども、やる箇所が違うのでないのかなと。今バイオマス事業だって必ずしもうまくいっ

ていない、きょう説明があるようですが、その中で町民の関心は非常に高い。この中で、ここ

にまた 2,000 万円、知らない人はなぜかけるのだと、こう思うのです。私も思っていました。

今いろいろ聞いてわかったのですが。 

 しかしながら、先ほど 20 万何千円と言ったけど、これは１カ月なのか１年なのか。私は１年

と解釈したのですが、20 万円だったらこのままいっても 100 年使えるのです、2,000 万円あっ

たら。100 年。年であればです。こういう事業がいい事業だなんて、誰が思うのですか。私は

こういう事業をもしやるのだったら、大町商店街の電球、ああいうのに町民がみんな、「いや、

いい電球だ、太陽光発電の使い方だ」と、こういうところに私は使うべきだと思うのです。 

 私は今回のこの議会の補正予算を見て、報告第２号でもあるのですが、下水道もそうです。

下水道だって試掘をやって、これは後から言うのですが、こういうことをやって、やってみた

ら 500 万円お金が足りない、補正をする。すべてこの商品券も、この庁舎も、みんなやってみ

たら足りない。何のために毎日職員の方々が職務を何をしているのだと。私はこういうことを

言いたいのです。先ほど同僚議員から打ち出の小づち、こう言ったけれど、決して白老の財産

は打ち出の小づちのように財政が出てくるわけではない。しかしながら、今のこの予算を見る

と、だめなところにはやってやりなさいと、簡単なこの予算の出し方だなと。もう少し、今の

財政、今の町民負担、こういうものに合わせた、慎重にもう少し使い方というのを考えてやる

べきだと思うのだが。その辺の考え方をまずお聞きしたいと思います。 

○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） 庁舎の関係、私のほうからお答えいたします。 

 議員のご指摘のとおりの部分もありますが、考え方としては限られた予算なものですから、

正面のほうを主体的に考えておりまして、進めたところなのです。ところが、実際工事をやり

まして、見ていくと、思った以上に老朽化が進んでいるという部分と、それから実質的に議会

の休憩室の東側の棟の窓枠が１カ所、工事の最中に、正面をやっている最中に落ちたのです。

そういったこともありまして、あそこも修繕しておかないとやっぱり、事故の原因になるとい

うこともありまして、それで今回の補正をかけさせていただいたということです。であります

ので、基本的には老朽化の著しいところを直すという最小限度に留めてやっていったところが、

さらにまた悪いところが出て、こういうことでございますので、そこら辺ご理解いただきたい

なというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 私のほうからは、商業活性化事業についてでございますけれ

ども、２回目の発行した後、実はキャンセル待ちが 60 件ほどありまして、それで商工会とも協
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議した中では、まだまだ要望が高いぞということで、今回追加発行するということに踏み切っ

たところでございます。 

 ご存知のとおり、北海道の景気はまだまだ落ち込んでいく状況で、当然白老町のほうも町内

の商業者も売り上げが落ちてきている状況にございます。 

 そして、なおかつ白老町のこの購買力、消費力ですけれども、年間約 180 億円ございます。

そのうちの 80 億円ぐらいは苫小牧あるいは登別、室蘭、札幌周辺の都市に流れております。で

すから、これを発行することによって、この券は白老町しか使えませんから、より多くの消費

力を町内にとどめることができるという効果がございます。かといって、最初から２億円がい

いのか、３億円がいいのか、その辺はちょっと見きわめてみないとわからないということで、

その需要に合わせた形で景気の底入れを図るということが大事ではないかと。 

 それで、なおかつこれから歳末商戦にかかりますので、そういった中で、まだ待機者がいた

という状況をかんがみまして、今回 300 万円、総額にしますと 3,000 万円です。それを発行し

てみたいということで、実は商工会からの強い要望がありました。そういった中で、今回予算

措置したというところでございます。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） バイオマス燃料化施設に関するご質問でございますけど、ま

ず、既存の蛍光管の電気代が 20 万円。また、効果額が約 10 万円という部分は、年間の電気料

ということでございます。 

それで、この事業ですけれども、このグリーンニューディール基金の事業活用ということで

すけれども、これにつきましては広くいろいろなこういう省エネの取り組みを普及していくた

めの、やはりモデルになるという部分での位置づけがなされてございます。 

 それで、松田議員がおっしゃるように、いろいろと活用できる施設がほかにあるのではない

かと。私どももそのように思います。こういう技術につきましてはですね。ただ、それを町が

管理する公共施設に広く行うにしても、やはりデータ的なものとして、きちんとデータをとり

ながらその効果を確認し、またこういう補助金が入らなくても、特にＬＥＤなんかにつきまし

ては、活用できる可能性もありますので、それを実際きちんと管理できて、データをとる施設

に設置することによって、また次の展開があるかなということで、この施設でのそういうよう

な取り組みをすることによって広めていけると、そういうような考え方からこの施設を選定し

たということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。庁舎改築については、庁舎の改築は本来であれば新築し

なければならないような状況なのです。改築に幾らお金を投じても、全く次から次へとあるわ

けだ。この 800 万円補正してやったからといって、満足できるものではない。 

 私は大切なことは、当初やった予算は当初やった予算をきちっと見積もって、しかも毎日い

る皆さんがやったわけですから。ですからやっぱり、それはそこできちっと打ち切って、もっ

ともっと庁舎の改修をしなければならないのは、補正予算ではなく新たな予算できちっとやる



 15

べきだということを言いたいのです。足りないから足すのだで、これでは何のために職員が毎

日机に向かっているのだと、こう言いたいのです。 

 それからもう１点は、商品券のほうは待機者が 60 何名いたと言うけれども、この資料を見ま

すと１回目と２回目で、１回目は 30 セット買った方が１番多いのです。30 セット買った方が。

言うなれば 30 万円値だよね。２回目だってそうです。１人が 30 セットずつ買ったら、１セッ

ト単純に言ったら 30 人分だ。それから、20 セット買った人だって、これもまた２番目に多い

わけです。言うなれば大口の買い占めです、大口の買い占め。ですから、本当は買いたい待機

者が３万円値買いたい人もいたでしょう。１万円値の人もいたでしょう。しかしながら、こう

いう買い占めによって買えないから待機者がいるのです。 

 こういう財政の厳しい、家庭のです。厳しいときは、もう少し広く薄く、みんなにあたるよ

うな、私は買い方が悪いと言っているのではありません。30 セット買おうが。売ったから買う

のですから。ですから、売るほうがこのセットをきちっと決めて、広く薄く、たくさんの方が

利用できるような制度にしなければ、今 30 セット、今また補正予算 3,000 万円します。また

100 人今度待機者がいたらどうなりますか。お正月ですよ。そうしたらまた追加するのですか。

物の考え方はそうではないのです、私が言っているのは。広く薄く、やっぱり町民に広く薄く。

多くの方々が利用するやり方。要は売り方の問題です。買い方のことを言っているのではない。

そういうことをきちっとやらないと、いつまでたっても、今言ったら恐らく 100 人また待ちま

すよ。しかもみんなファクスか予約ですよね。のこのこ自転車で来る人は買えないような状況

でしょう。こういう売り方が、もう少しきちっとやるべきではないかと、こう言いたいのです

が、もう一度どうですか。 

○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） 議員ご指摘のとおり、もう庁舎そのものについては本当は建

てかえて、きちっと環境をそろえて、住民の利用しやすい施設だとか、職員の執務環境を整え

て。これはもう十分承知はしております。ご指摘のとおりだというふうに思っていますし、そ

のために庁舎の基金もつくって、改築基金もつくっていた時期もあります。ただ、これだけの

財政状況になりますと、当面応急処置、応急処置でいかざるを得ないと。また、住民の利用の

必要なものについては、また公共事業として先にやらなればならない部分もあるということで、

最終的に庁舎が一番最後になるのかなというふうに思っています。 

 そういうことからすると、やはり普段から見て、十分改修計画を立ててやっていけばいいの

ですけれども、そこはこれからもやっぱり応急処置的な対応をせざるを得ないのかなというふ

うに思っています。そこのところはひとつご理解をしていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○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） 松田議員のご質問のご趣旨、そこの部分は十分役場としても、

あるいは売る側も、商工会としてもそこはきちんと踏まえた中でやらなければいけないと、こ

のように思っております。 
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 そういった中で、それにはまず分析をしなくてはいけないのです。１回目と２回目の。それ

で、それによりますと、１回目は 10 万円以下が 651 と。それから 20 万円以下が 178 というこ

とで、20 万円以下が約８割です。約 1,000 セット売れた中で、約８割という状況で、このこと

からしますと、10 万円以下が 650 ということで、結構小口の方が１回目はかなり、日用雑貨を

多く買い求めるため購入したと。 

 それで、２回目を見ますと 20 万円以下が半分と。それから 20 万円から 30 万円が半分強とい

うふうに、こう消費傾向が分かれてきています。これは、やはり今ちょうど地デジ対応のテレ

ビを購入するという、ここの部分。それと、セットで補正させていただきましたリフォームで

すね。そちらのほうと共用する、そういう方が多くなってきたということで、隣の町の大きな

電気屋さんに流れていた部分を、今までそれを黙って見過ごしたのを町内の消費に振り向ける

と。そういったことでは効果が上がると思います。 

 ただ、松田議員がおっしゃるような、もう少し小さな日用雑貨にもいくようにという部分、

そこの部分はだんだんとこう、消費が特化している方向にございます。その辺踏まえた中で、

今回先ほど課長が申しましたように、500 円券を入れてやるというようなことも考えてござい

ますので、そこの部分は売り方の工夫ですね。そこをもう少しさせていただいた中で、幅広く

渡るような、そのような形で販売したいというふうに考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、以上で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７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。 

〔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。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１３分 

                                         

再開 午前 １１時２４分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩を閉じて会議を開きます。 
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