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平成２１年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２１年３月１６日（月曜日） 

開 会   午前 １０時００分 

閉 会   午後  ４時２７分 
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２番    前 田 博 之 君         ３番     西 田 祐 子 君 

５番    山 本 浩 平 君         ６番     本 間 広 朗 君 
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９番    斎 藤 征 信 君        １０番     大 渕 紀 夫 君 

１１番    土 屋 かづよ 君        １２番     松 田 謙 吾 君 

１３番    熊 谷 雅 史 君        １４番     氏 家 裕 治 君 

１５番    吉 田 和 子 君        １６番     堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（１名） 
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 副 町 長            目 時 廣 行 君 

 教 育 長            白 崎 浩 司 君  

総 務 課 長            岩 城 達 己 君 

 経 営 企 画 課 長            高 畠   章 君 

 産 業 経 済 課 長            岡 村 幸 男 君 

税 務 課 長            野 本 裕 二 君 

 町 民 課 長                        安  達  義  孝  君 

 健 康 福 祉 課 長                        田 中 春 光 君 

 行 財 政 対 策 室 長            山 口 和 雄 君  

病 院 事 務 長            丸 山 伸 也 君 

 出 納 課 長 

 会 計 管 理 者            久 慈 幸 男 君 

 建 設 課 長            星   貢   君 

 水 産 港 湾 課 長            岩 崎   勉 君 

 消 防 長            前 田 登志和 君 

 上 下 水 道 課 長            辻   昌 秀 君 

 生 活 環 境 課 長            千 石 講 平 君 

 生 活 環 境 課 

 バイオマス推進担当参事            萩 原 康 政 君 

生 活 環 境 課 

 ウタリ施策推進室参事            高 野 末 保 君 

 学 校 教 育 課 長            本 間 勝 治 君 
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 社 会 教 育 課 長            飯 島 博 光 君 

 子 ど も 課 長            渡 辺 裕 美 君 
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○職務のため出席した事務局職員 
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     ◎ 開会の宣告 

○副委員長（近藤守君）  平成 21 年予算等審査特別委員会委員長就任に当たり、一言申し上げま

す。 

 本予算案は、直面する課題に対し、また、町民の生活向上を願い、全職員が英知を結集した、立

ち上げた予算案を確信します。本日から３日間、審査特別委員会を開催しますが、委員各位は大い

に議論を交わし、より制度の高い予算案になるようよろしくお願いします。以上。 

（午前 １０時００分） 

                                           

     ◎ 開議の宣告 

○副委員長（近藤守君）  それでは、ただいまから、予算等審査特別委員会を開催いたします。 

 審査に当たって、委員長より各委員及び説明員にお願いを申し上げます。 

 第１点目として、質疑及び答弁を行う場合は、挙手をして、委員長の許可を得てから行ってくだ

さい。予算の質問事項につきましては、予算書のページ数を示し、要点を簡潔明瞭に発言してくだ

さい。答弁についても、簡潔明瞭に答弁するようお願いします。 

 第２点目として、委員会における質疑の回数について念のため申し上げておきます。本委員会で

の質疑の回数は、本会議に準じて、原則３回までの一括質疑方式により行います。また、各会計の

予算につきましては、「区切りページ」をお手元に配布しておりますが、１議案を分割して質疑の対

象とした場合は、「区切りページ」ごとの３回までの一括質疑方式となります。ただし、質疑・答弁

の内容等により、委員長の判断で３回を超えて発言を許す場合もありますので、この点につきまし

てもあわせてご承知いただきたいと思います。 

 以上、委員長からお願いをしておきたいと思います。 

 ただいまから、本委員会に付託されました案件の審査を行います。本委員会に付託されました案

件は議案第 13 号から議案第 27 号までの平成 21 年度各会計予算 15 件と、これに関連する議案 15

件の合わせて30 議案であります。これらを一括上程し、順次議題に供します。議案の審査の都合上、

議案第 28 号から審査に入ります。 

                                           

◎ 議案第２８号 白老町立介護老人保健施設条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 28 号 白老町立介護老人保健施設条例の制定についてを議題に

供します。 

 議案書の議 28―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。第４条の入所対象者の第２項にですね、「前号に掲げ

る者のほか、町長が適当と認める者」という条例があるのですけれども、この「適当と認める者」

の範囲をどのように考えていらっしゃるか。例えば、例を上げて、こういう場合は町長が適当と認
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める者ですよというようなものが例としてどういうものがあるか。まず第１点、そのことをお尋ね

したいと思います。 

 第２点目に利用料の減免なのですけれども、「町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を

減額し、又は免除することができる。」と第８条にございますけども、この範囲、規則か何かで決め

たり、所得水準だとか、そういう決め事が要綱なり規則なり何かで定めるというふうに考えている

のかどうか。根拠がどこにあるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  まず、第４条の第２項の関係ですが、「前号に掲げる者のほか、町長

が適当と認める者」。当然、第１項のほうで介護認定の要件等が出てまいります。それで、このほか

にこの老健施設は医療機関併設型といいまして、医療の必要度の高い方を優先するということにな

ってございます。ただ、医療が必要と言いましてもですね、医療療養型に本来、入っていくのが本

筋だというような方も当然出てくるだろうと。ただ、状況的にすぐ医療療養病床のほうに移れない

と、こういうことも出てきた場合はですね、この条項を適用しまして弾力的にベッドから強制的に

追い出すのではなくて、ある程度時期を見計らって、ほかの医療機関を探しながらやっていきまし

ょうと、こういうような趣旨になります。 

 それともう一つは、減免の規定ですが、当然、所得に応じて、介護保険制度そのものの減免規定

等はあります。これはそのまま準用しますが、それによらない場合も当然出てくるだろうというこ

とを考えてございます。ケースとして具体的に今どうのこうのということは考えてございませんが、

場合によってはお支払できないケース等もいろいろ出てくる可能性もございますので、この規定は

一応、第８条として残しておきたいと。きちんとつくり組みだけはしておきたいと。ケース・バイ・

ケースになりますし、また場合によっては、規則等で定めなければならない場合も出てくるかと思

いますので、この辺は実態に応じて弾力的に運用していきたいとこういうふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。基本的にはわかりました。ということはね、具体的

に言えば、もう老健施設を出なくてはいけない状況になったと。しかし、受け入れてくれるところ

がないと。相手がないと。だけど、出なければいけないと。老健施設の状況からいうと出なくては

いけないと。受け入れるところがない場合は置く場合もありますよというものが、基本的にはそう

いうことが多いだろうし、そういうことを想定しているという理解でいいかどうか。 

 なぜ、そういうことを聞くかというと、今、実態で言えばですね、民間の場合はほとんど入った

らずっと入っていらっしゃる方が多いように思うのです。そこを厳しくやれば、今、事務長が言わ

れたようなことは十分出てくるというふうには考えられます。そこを少なくても機械的にはやらな

いよと。もうちょっと介護難民が出ないようにやりますよと。そういうような理解でいいのかどう

かということが１点。 

 それから、２点目の部分ですけれども、これはやっぱり一定限度のルールみたいなものが必要で

はないのかなと。許容範囲をどこまで置くかというあたりですね。逆に言えば、ここまできたから

減免しなさいというふうにも言われますから、町側としてはなかなか困る部分も出るのかなと思う
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のだけれども。我々としてみれば、やっぱり、ここまでいった場合は減免規定で減免しなさいとい

うように、これだけで規則も何もなかったら言えないのですよね、こちら側としては。そちら側は、

これは町長の範囲だからだめよ、いいよと、こう言えるというふうに成りかねないのではないかと

思うのですけど、いかがですか。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  まず、基本的に、入る範囲の話になりますが、逆のケースも・・・。

認識としては大渕委員の言われているとおりで間違いございません。ただ、逆のケースも多分出て

くる可能性もあると思います。本来なかなか、こういった医療機関併設型老健で受け入れられない、

少し医療度の高い人でもやむを得ず受け入れしなければならない、こういうケースも出てくること

もあると思います。ですから、それも合わせて最終的には、うちの町立病院のお医者さんが老健で

受け入れるのもやむなしという判断をされる場合も出てくるかと思います。それが一つ。 

 それと、許容範囲ですが、正直言いまして、今の段階でここまではこうする、ああするというの

は非常に難しいなと考えてございます。最終的に多分想定されることは、入ったときは確かに保証

人もいて、家族もいて、きちんと月々のもの、入所費用が賄われていると。ただ、そういった中で

ですね、当然、長期間に及んでくる中で状態がやっぱり、経済的な状況が変化すると、こういうこ

とも当然あるでしょうと。そのときに、最終的に入所費用をある程度減額しなければならないとい

うケースも出てくる可能性も十分あるでしょうと。そういうことも考慮しながらやっていきたいと

いうふうに考えていますので、今から所得に応じてどうのと・・・。所得応じては当然、介護保険

の減額が出ますので、それはそれでやっていただいて、最終的に残った分についてはやっぱりご相

談させていただくというような形で当面は対応していきたいなというふうに考えております。また、

ケース等が積み重なっていくうちにある程度例示もする必要もあるのかなと思っていますが、事業

がまだ動いておりませんので、そういった中で少しある程度弾力的に検討していきたいというふう

に考えています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑はございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  ２番、前田です。今、同僚委員の質問がありましたが、私もしようと思

っていたのですけども、わかりました。 

 同じく第３条ですね。? の老健施設の事業なのですけども、「その他町長が必要と認める事業」、

これについてですね、何か想定されている事業があるのか。ということは、次の会計を設置する中

でもその他の収入を見ると書いていますので、その辺の部分についてお聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  老健施設の中でほかの施設がやっているのはショートステイだとか

デイサービスとかあります。当面はまだ、うちのほうではやる考えはございませんけれども、当然

ある程度なってきた段階でそういったものも必要になる可能性もございますので、そういったこと

も含めて、そういった事業もできるように一応条例上は制定をしていておきたいと、こういうふう

に考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑はございませんか。質疑なしと認めます。 
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 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］ 

○副委員長（近藤守君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、採決いたします。 

議案第 28 号 白老町立介護老人保健施設条例の制定について、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。 

［全員賛成］ 

○副委員長（近藤守君）  よって、議案第28 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第２９号 白老町立介護老人保健施設事業特別会計条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 29 号 白老町立介護老人保健施設事業特別会計条例の制定につ

いてを議題に供します。 

 議案書の議 29―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  第２条の「この会計においては、白老町立介護老人保健施設事業から生

ずる一般会計繰入金」となっているのですよね。この辺の条文の解釈をちょっとお聞きしたいと思

います。ここから言うとですね、この本事業から生ずる収益というのかな、収入によって云々とい

う言葉が見当たらないような気がするのですが、私の解釈がちょっと間違っているのかもしれませ

んけど、頭に、事業から生ずる一般会計繰入金とあるのですけど、この辺の条文の解釈が・・・。

これは独立会計ですからね、どうなるのかちょっと解釈を伺います。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君）  条文上はほかの市町村の状況等も調べましてやっていまして、特に

問題はないかと思っています。ただ、この会計を設置、この事業をやることによって諸収入も含め

て一般会計から繰入金、もろもろ入ってまいりますので、それを充てるという形でこの条文をつく

っておりますので、当然、この介護老人保健施設をやるということは、介護サービスには入ってき

ますということが前提になってできていますので、そのほか諸収入という、こういう形の構成にな

っているというふうに、こういう条文立てになっていると思います。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  これは、なぜ、私、質問しているかといったら、後で会計の予算審議出

てくるのですよね。その中で私、やろうと思っていますけども。病院の再建事業の中でこういう施

設をつくって云々ということで、これはこれで独立されて、ここで収益を生むよという話をしたの

ですけど、21 年度予算を見たら、これは運転資金の関係だと思いますけども、大半を繰入金で賄っ

ているのですよ。多分これは後で、次年度繰入金戻るかと思うのですけど、その辺がですね、当初

予算から、もう、その収入で賄っていなくて、大半を繰入金で賄っているのですよ。ですから、そ

の辺が、ここで言っている主が、生ずる一般会計繰入金と言っているのですよ。だから、それがも
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う、頭からここの条例でそういう解釈にいっているのかどうかと思って。その辺をちゃんと確認し

ておかないと、後々、会計やるときに、ここの条例制定したときにそういう解釈ですということに

なったときにですね、後で会計上、今後、議論しても意味なくなってしまうのですよ。その辺をち

ょっと明確に説明してください。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君）  この会計の事業の趣旨は、あくまでも介護保険制度に基づいて行う

趣旨であります。それで、当然この会計の主たるものは介護サービス費の収入しかございません。

そのほかに、例えば今年度はありますけど、この場で言うのはどうかと思いますが、次年度以降、

一般会計の繰出金は基本的にはいただかないということで考えてございますけども、状況等に応じ

て、やっぱり一般会計等の繰り出しをいただくような場合もあるかということも想定されておりま

すので、その辺も含めて。主は介護サービスですが、場合によっては一般会計の繰入金だとか、そ

の他もろもろの収入をもって歳入としますとこういう形の構成になっております。あくまでも主は

介護サービス費だということでご理解いただきたいと思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑はございませんか。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 29 号 白老町立介護老人保健施設事業特別会計条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第29 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第３０号 白老町バイオマス燃料化施設の設置に関する条例の 

 制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 30 号 白老町バイオマス燃料化施設の設置に関する条例の制定

についてを議題に供します。 

 議案書の議 30―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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］ 
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○副委員長（近藤守君）  討論なしを認めます。 

 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 30 号 白老町バイオマス燃料化施設の設置に関する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第30 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第 33 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 33 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題に供します。 

 議案書の議 33―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 33 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第33 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

議案第 34 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部                    

を改正する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 34 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 34―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（近藤守君）  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 34 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制

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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第34 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ◎ 議案第３５号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 35 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 35―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（近藤守君）  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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 35 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定

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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第35 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第３６号 白老町総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例の 

制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 36 号 白老町総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 36―１をお開き願います。 
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 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田祐子でございます。この条例は、新たに今まで温泉が出てい

たのですけれども、出なくなって沸かし湯でやるということなのですけれども、実際にボイラーと

か今まで使っていなかったわけなのですけれども、使っていましたか。その辺がどういうふうな状

態で、これから先も当分の間大丈夫だよとか何とか、そういうようなことをもうちょっと詳しく教

えていただきたいなと思うのが一つ。 

 それと、100 円を 200 円に上げるわけなのですけれども、実際にボイラーでお湯を沸かしたりと

かして、実際の経費が年間どのくらいかかるのか。これを 200 円に上げることによってどの程度、

受益者負担というのですか、割合になるのか、その辺を教えていただければと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  ２点ありました。まず、ボイラーの関係でございますが、ボイ

ラーはですね、従前から温泉を使っていたときも加温のために若干使っていたという状況にありま

す。あと、温泉以外の部分でいえば、施設内の暖房等々もありますので、そのボイラーの中ですべ

てを賄っていたと、こんな環境にあります。今後の経費の関係でございますけれども、概算での数

字になりますが、今のところ、重油代、さらには水道料等々、過分にかかってきますので、この経

費が年間約 132 万円程度プラスになるのかなと思います。それで、さらに従来かかっていた経費が

509 万円程度ございますので、合わせますとおおむね 641 万円程度の新たな維持費が発生してくる

のかなとこんなふうに考えております。 

 そこで受益者負担の関係でございますが、19 年度の実績数値でいきますと、２万3,547 名の方々

が入浴施設を利用されていましたので、この方々が温泉ではなくなるということで３割ぐらい減さ

れるのかなというふうに見込んでおりまして、収入が 329 万円程度を見込み収入としております。

それで、かかる経費から収入を差し引きますと、町の負担額が 310 万円程度、従前と同様にかかっ

てくるわけなのですが、受益者の負担率としましてはですね、約 49％程度の受益者の負担率という

ことで従来もですね、100 円いただいていたときも同程度ぐらいの負担率としてはいただいており

ましたので、さして、そんなに負担率の変化はないものととらえてはおります。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  大体わかりました。そして、もうこの冬１月、年明けてから温泉でなく

なったわけなのですけども、健康福祉課のほうであの建物全体のボイラーとか暖房を使っていると

いうことなのですけど、今、実際にやってみて、これは別に、ほとんど、いらっしゃる方というの

は元気号に乗って来られる方々ですよね。そういう方々がお風呂を利用されて帰るということにな

りますと、実際に暖房とかそういうものを全部使って、正直言って、今まで温泉だと風邪ひく心配

なく帰られたのですよね。ところが、本当に沸かし湯になってしまうと、ある程度きちんとした暖

房施設というのですか、そういうものがきちんとしていないと、ちょっと高齢の方が利用されるの

でその辺はどうかなとちょっと心配はしていたのですよね。その辺が一つ。 

 それから、お風呂のお湯が２カ所あって、１カ所にするという噂まであるのですけども、もし、
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そうなってくると、極端なことを言うとですね、熱いお湯の人に合わせるとぬるいお湯に入りたい

人が困るとか、いろいろな声が高齢の方からあるものですから、その辺はどういうふうになるのか。

その辺の２つお伺いしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  暖房の関係、２点があったのかなと思うのですけども。恥ずか

しい話なのですが、ちょっと今、ボイラーの調子が余りよろしくないというのが実際あります。今、

改修工事中なわけなのですが、改修工事終えた後は十分暖房にも使いながら、お湯の加温のほうに

も使って問題なく維持されていくのかなとこんなふうにはとらえております。 

 それと、浴槽が２槽から１槽にという考え方なのですが、男女それぞれ２槽ずつ浴槽あるわけな

のですけども、いわゆる一般浴という、普通にお湯をはっている状態の浴槽が１つあります。さら

には、バイブラ浴槽と言っているですが、泡がぶくぶく出てくる浴槽。この２槽があったわけなの

ですよ。その１槽にとどめて運用していこうという考え方の部分ではですね、極力、経費の話にな

ってくるのですけども、２槽を運転することによって、かなり重油代、水道代等々数 100 万円かか

ってくるという割り出しがありましたので、そこの部分を絞り込みさせていただければなというこ

とで一般浴槽だけをまずは使って、運用していって、様子を見ていこうということです。それで、

お湯の温度についてはですね、ボイラーを補修すれば、十分に42 度程度の温度、入りごろというの

ですか、温度の中で運用していけるのかなとは考えておりますので、お湯がぬるいために体調を崩

すとか、そんなことにはならないのかなと思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。せっかくの施設がそういう形になる、今の財政状況

があるとは思うのですけれどもね。将来的な温泉を利用するような考え方。例えば、許容範囲の中

でどこかから掘って引っ張るだとかということを含めた、許容範囲の中でのそういうことが将来考

えられるかどうか。 

 また、今の状況のお話を聞けば、財政的な問題で２つのものを１つにするよということなのだけ

れども、せっかくそういうものがあるという中で、高齢者の方々が非常に喜んで今まで利用してい

たということは事実なわけですよね。温泉であればもっといい、２つあればもっといいということ

になるわけです。それが全部いいかどうかは別です、今の財政状況ですから。ただ、将来的にずっ

とこのような考え方なのか。それとも、一定限度財政好転したら、浴槽は２つ使えますよ、また、

近い将来か、遠い将来か、温泉は再度利用するようなことも考えていますよと、そういうところは

許容範囲としてあるのかどうか、それだけ。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  まず、将来的に温泉を復活することは可能かみたいな、このよ

うなご意見であったのかなと思います。現状の中ではですね、新たに温泉を掘るということには、

まずはならないのかなと。町単独でですね。そういうふうには思っております。そういったことか

ら考えればですね、将来的にも現状の中では沸かし湯の対応にならざるを得ないのかなとは考えて

おります。 
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 それと、浴槽の２槽から１槽にした部分の話でございますが、財政状況の流れの中でこうなった

ことは、事情を理解していただけたのかなと思います。将来的にですね、その辺、財政状況が好転

した後には、また、１槽運用していたものを２槽にということも、そのときになって考える話にな

ってくるのかなと。現状の中ではそれ以上のことは申し上げることはできないのかなと思っており

ます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。現状から見たら、それはしょうがないと思うのです。

ただ、白老町に個々の家で温泉引いている人が２割なり３割なりいると言われているわけですよ。

ここは温泉を観光、その他の資源で十分利用しているまちなのですね。そういう中で高齢者の方、

特に温泉入浴券も廃止した中で、温泉を利用できるというのはまちをアピールするためにも、高齢

者になった人たちがそういう温泉を、まちの普通の人が、普通の人と言ったらおかしいですけど、

入っているものが、本来そこが売りだと僕は思うのですよ。高齢者に対しても、まちをつくってい

く上でも。そういうことがね、もちろん上限の中でそうなることは考えられます。それが全部だめ

だとは言いません。そして、実際に振興公社が今やっていますけれども、最終的には町の土地で、

まちの、ある意味では温泉の施設も普通の人が入れると、高いのだけどね、入れるという状況にな

っている。そういう中でもっとも町を売り出し、温泉を売り出す中身のものなのですよね。ですか

ら、そこら辺の考え方として、町民の人が２割も３割も入っている、普通に温泉を利用している中

で、そこがやっぱり私は一つの売りではないのかなと。ですから、範囲外の所で掘って引っ張ると

いうことは、もちろん今のポロトの温泉から持ってくるということは不可能かもしれませんけれど

も、将来的にはやっぱりそれぐらいの考え方というのは必要ではないのかなと。だから、寿幸園、

それから、デイサービスも使っていたもの、今どうなっているかということを含めて。そういうこ

とを考えたら、私言っているのは、将来的にはそういうことぐらいのことを、この温泉が、140 本

お湯あって、今、生きているのが80 本ぐらいかもしれませんけれども、そういう温泉のまちでそこ

に利用できないということに対して、将来ですよ、どう思いますか。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  振興公社の話が出ましたので。まず、今、振興公社で持っている温泉

施設ですが、相当そちらが古くなっていますから、将来的には何らかの形で、どういうふうになる

か、まだはっきりは決まっていませんが検討はしなければいけない時期は来るだろうということで、

その時期に合わせて検討をしていきたいというふうには考えております。ただ、財源的な問題、あ

るいは、補助金がどういう形で導入できるのか、こういったことを含めて検討させていただきたい

というふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。よくわかります、そこは。だから、財政的にもちろ

んあるのだけれども、まちの夢としてやっぱり将来、そういう高齢者の方々に、白老のまち、これ

だけ温泉あるのだから、高齢者の方々も、公営住宅に入っていらっしゃる方々、これは温泉引けな

いのですよ、そういう人たちにやっぱり温泉入っていただくというような、そこにやさしさが私は
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あると思うのです。だから、お金のことを度外視して何でもかんでもやれなんて、僕は言っている

のではないです、町長。だけど、そういう気持ち、考え方がやっぱり将来にあるのか、ないのか。

町道渡して持ってくることがいいとか、悪いとか、そんなレベルの話ではなくて、考え方としてそ

ういうことが必要ではないかということを聞いているのですよ。将来、検討の余地は、これぐらい

は何％かは100％のうちあるというような理解でいいですか。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  将来はですね、特に高齢者と公営住宅で風呂のない方もいますので、そ

れと、観光振興も含めてですね、両立てで、まず、うまくいくような方法を考えなければならない。

どちらにもいいようにです。 

 それと、副町長のほうから補助メニューの話が出ましたが、補助メニューはあります。かなりい

いメニューなのですが、今はそちらのほうはまだ財政のほうを先行したいと思いますので、将来は

当然ですね、福祉部分、産業振興部分の両立てで、どちらにもいいように考えながら整備すべきだ

と思っています。 

○副委員長（近藤守君）  12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  12 番です。今、風呂論議やっているから、私も一言、提言をするので

すがね。今、大渕委員の言ったとおり、白老はこういうまちですから風呂のことはというお話でし

た。それから、町営住宅。これだけあっても風呂のないところがたくさんある。ですから、風呂は

絶対必要なのです、町民のために。今、福祉バスの話ではないからちょっと違うのですが、福祉バ

スは今、すべて白老のいきいき４・６に向かった運転なのです。ですから、私は今度、虎杖浜に向

かった循環バスをつくればいいと思います。何もいきいき４・６でやらなくても。今、虎杖浜は、

家族が１年間２万円なのです、一人。夫婦で４万円なのです。それから、虎杖浜のほくようあたり

もそうなのですよ。ですから、向こうへ向かうバスを、福祉バスを循環させれば、このいきいき４・

６の風呂はそんなに重視しなくてもいいのですよ。向こうへ向かうバスを循環させる。このことは、

私は前から思っているのです。ですから、今のいきいき４・６、大変厳しくなってきたと、風呂が

無くなった、沸かし湯の問題もある、600 万もかかる。これだったら、福祉バスの向かう方向を変

えればいいのですよ。福祉バスの小型か何かをつくって。私は前から思っているのですがね。こう

いうことを考えるといきいき４・６の温泉そんなに考えなくてもいいなと私は思うのですよ。これ

は答弁も何もいらないけど、私も提言です。前からそう思っているのです。 

○副委員長（近藤守君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  虎杖浜に向かうバス、実は私、考えたことないので、逆に、あれだけ温

泉のお風呂屋さんありますので。本当の循環という意味でちょっと一考すれば、一考の値あるかな

と実は思っています。いずれにしても、公営住宅の風呂のない人の対応というのは大事なことです

ので、ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  私も町民の方々とお話をしていく中で、白老町は温泉がたくさんあるよ

ねと。温泉入浴券、前はありましたから、本当にそのことが活用されていていいなと話があったの
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ですけど、無くなりましたよね。いきいき４・６ができたということもあると思うのですが。その

中でやっぱり、その人が自慢げに言っていたことは、俺も実は前は温泉のある地域にいたのだと、

本当に健康にもいいし、健康維持のためには欠かせないものだという話があったのですね。そうい

った中では、本当にそれを利活用できる、そういうまちに住めるということはすごく幸せなことだ

というお話を聞いたことがあるのです。本当に高齢者の方は、やっぱり温泉の話は必ず出ます。そ

ういったことで今、松田委員からも言いましたけども、中にはやはり福祉バスを、白老ばかりに向

かっていると言いますけど、竹浦のほうの温泉に向けて、うまく曜日を見ながら、確認しながら、

向こうの温泉に友達を誘いながら行って、それが唯一の自分たちの交流の場として楽しみにしてい

るという方が何人かいたのです。ですから、私もそれにあわせて、本当に向こうのほうが温泉が豊

富なわけですから、その料金等の設定も工夫しながら、入浴券といきいき４・６の温泉が使えなく

なったということではそういう工夫をして、本当に高齢者の方々の健康維持のためにも使うべきだ

というふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）   今、お二方から虎杖浜方面へ向けて循環バスを、みたいな話

が出たわけでございますが、実態の中ではですね、そう便数が多いわけではないのですけども、今

ぱっと見た中では１便という話になると思うのですけども、８時 50 分くらいにこちらのほうを出て、

９時過ぎには虎杖浜に向かっていくという、こんな便もあることはあるのですよね。そこら以外の

部分ですか、ふやしていくという話になれば、先ほど町長がご答弁申し上げたとおりですね、全体

を見渡しての中での検討になろうかなとこんなふうには考えております。 

○副委員長（近藤守君）  質疑ございませんね。 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］ 

 討論なしを認めます。 

 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 36 号 白老町総合保健福祉センターの条例の一部を改正する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第36 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

    ○議案第３７号 白老町火葬場条例の一部を改正する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 37 号 白老町火葬場条例の一部を改正する条例の制定について

を議題に供します。 

 議案書の議 37―１をお開き願います。 
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 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  単純な質問、１点お願いします。火葬場の値上げということなのですが、

私は国民健康保険のほうで葬祭費というのが亡くなったときに手続きすると１万円おりたのですね。

それは、私は火葬料分として出ているのだというふうにちょっと聞いて、自分の意識の中ではそう

いう意識を持っていたのですが、今回値上げということになると、その国民健康保険のほうの手続

きをしたときの葬祭費というのも値上げになるということにはならないでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  ただ今のご質問ですけども、従来は火葬場使用料と私どもの葬祭費

というのは１万円で、同額ということで進んで、過去ずっと進んでおりまして、今回、火葬場のほ

うが１万 5,000 円になってですね、本来でいけば、そちらのほうも１万 5,000 円に合わせるべきだ

ったと思いますけども、うちの会計も相変わらず赤字なものですから、その中でも 5,000 円ともで

すね、後期高齢者の方の被保険者は少なくなったのですけども、今後うちの会計の収支を見ながら

検討していって、なるべく合わせるような対応にはしたいなと考えています。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。表をいただいたのですけど、１万5,000 円が高いか

安いかという議論をここでしたってしようがない話なのだけど、室蘭市は 7,200 円で、白老町が１

万 5,000 円ということは倍なのですよ。もちろん２万円のところもあるのだけど。それで、どうし

てこういうふうになるのかなと。市町村で安くしようと思ったらできるのか。それとも、原価全く

関係なく、費用対効果関係なくやっているのか、そういうことは調べてみたことありますか。片一

方は 7,200 円でもやっているけど、だけど、片一方は１万5,000 円だよというのは、何かちょっと、

そこら辺がどういう理由なのかなというあたりが、調べたことあったら、ちょっと教えてください。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  近隣各市町村の設定料金、これがどういう根拠に基づいて設定

されているか、これ、詳細は調べてございません。ただ、それぞれ建設費用でありますとか、その

維持管理費用、これの考え方に基づいた設定になっているのかなとそのように思ってございます。

また、室蘭市さんにつきましては、金額的には 7,200 円、管内で最低というような金額でございま

す。ただ、前にもお話いたしましたが、設定の年齢区分、これが10 歳以上となってございます。白

老町含めて、15 歳以上というところがほかに３町ございます。そこら辺の利用の件数等も参酌しな

がら、こういう設定になっているのかなとこのように思ってございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  調べていないのなら仕方がないですけど、ただ、亡くなってからもこ

んなに差が・・・。室蘭市で死んだら 7,200 円で済むのが、白老町で死んだら１万 5,000 円だとい

うことなのですよ、私が言っているのは。そういう差がきちんと根拠をやっぱり、僕が言っている

のは算出根拠。そういうものはやっぱりきちんとしていないと、何か、ちょっと２つ隣のまちまで

行ったら違う金額だなんて。これで言えば、町外の方でも室蘭で受け入れた場合、１万 4,400 円な
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のですよ。ということは、油代かかるかもしれないけど、早い話が、白老から室蘭まで持って行っ

たら、白老より室蘭のほうが町外でも安いということになってしまいますよね。もちろん、年齢が

５歳違うというのはあるのだけれども、その金額が違うというのはよくわかりますけれどもね。そ

こら辺はしかし、整合性を取る必要はないけど、何かちょっと、もうちょっと説得力ある算出根拠

というのはないものなのですか。これ以上言いませんから、これで終わり。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  現状、そこら辺については調べていないというのは事実でござ

いますので、これにつきましては、検証する意味でも設定等の根拠とこれについては調査したいと、

このように思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君）  ちょっとつまらない質問なのですけども。この文言を変えましたよね。

「町の住民ではないときは」と、申請者が。それと、「本町以外に住所を有する者であるときは」と。

これは、意味合い変わらないような気がするのですけど。住所持っていない方も中にはいらっしゃ

るとは思いますけど。これは、どういう理由というかな、どういうことでこういうふうに変えたの

かというのと、年間の効果額はどのぐらい見ていますか。変えたことによって。その２点だけ。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  文言、字句の修正につきましては、他の本町における条例との

整合性と言いますか、記述に沿った中で修正という形でございます。 

 それともう一点、効果額でございますけれども、15 歳以上を想定した場合、うちの平均の件数で

算出したときに、年間約115 万 5,000 円の増加を見込んでございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございますか。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 37 号 白老町火葬場条例の一部を改正する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第37 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第 38 号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する 

            条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 38 号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正
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する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 38―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。１点だけ。議 38―２の産業廃棄物処理手数料の部分。

これは、１万 5,000 円以内というのは、１トンにつき１万 5,000 円以内のは、１万円もあり得るし

という、そういうふうに解釈できる部分もあるのだけど、この「以内」というのは何なのですか。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  これについては、基本的に産業廃棄物でございますので、現状

でも処理する業者が町内にございます。それで、現状、市場価格といいますか、そういうものがい

つも一定ということではなくてですね、変動する場合もございますので、それを想定した中で、で

きるだけ地元業者さんの不利益にならないような金額で設定していきたいと、このような考え方で

「以内」というような表現にさせていただいてございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。ちょっとわからなかったものですから、ごめんなさ

い。そういうことなのですか。ということは、町内に業者さんがいらっしゃると、そこが１万円で、

こちらが１万 5,000 円だったら、向こうに行くからいいよと、そういうことを考慮しているよと。

そういうことではないですね。要するに、業者さんとの関係で下げる場合もあるということでしょ

う、今、言っているのは。それは業者さんよりちょっと高く設定するという、そういう意味ですか。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  これについては、例えば現状ですね、１万 3,000 円とした場合

にですね、町外に持っていくのには運搬費等がございます。これが町内で運搬費をかけないで処理

するメリットが町内業者さんにあるということも考慮しましてですね、町外の料金、例えば１万

3,000 円であれば、１万3,000 円に設定すると。そのようなことでございます。ですから、町外が1

万 2,000 円になれば１万 2,000 円で、町内であるというメリットを業者さんに生かしてもらって、

こちらのほうに搬入してもらうと、そのような考えでございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。よくわかりました。それで、ということは、市場価

格を見ていて、もちろんこれは産廃でたくさん相手業者がいるわけではないから、それはそれで通

知すれば済むことなのかもしれないけれども、それも例えば一月に１回なり、半年に１回なり調査

をして、その金額にしますよというようなことで公示なり何なりをしてやるという、そういうこと

になるのですか。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  当然、事業者としてはできるだけ安く処理したいというのが基

本にございますので、それの調査等を事業者さんのほうでも行ってございます。そして、うちのほ

うでもそういう情報等もありますので、それの情報に合わせてということですので、合わす時期に
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つきましては、大幅な外的要因がない限りは年１回か２回ぐらいの調査で、そこら辺の数字は掴め

るのかなと思ってございますし、また、業者さんにつきましても、うちよりも安いという形であれ

ば、即そのような情報も入ってくるかと思ってございますので、そこら辺の対応は状況に合わせて

していけるのかなと、このように思ってございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほかに質疑はございませんね。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 38 号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第38 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

     ◎ 議案第３９号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 39 号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題に供します。 

 議案書の議 39―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 39 号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第39 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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    ◎ 議案第４０号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に 

             ついて 

○副委員長（近藤守君）  議案第 40 号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題に供します。 

 議案書の議 40―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。介護納付金の限度額が８万円から 10 万円になると

いうことだと思うのですけれども、ここまでの対象になる数、どれぐらいかということと、これに

対する影響額がどの程度かということについてお尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  ２点ほどありました。まず、影響額はですね、前回ご説明したとお

り、２万円アップすることによってですね、算定ですけども、180 万円ほど上がるのではないかな

と見込んでおります。 

 また、対象者については、40 歳から 65 歳の被保険者でございますので、ちょっと人数は今、何

人とは答弁できない状況でございますけども、大方の方が対象になるのではないかなと思われます。

以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。40 歳から 65 歳までの方が対象ですよね。それで、

限度額が８万円から10 万円になると。その影響額が180 万円ぐらい増に、プラスになるよと、こう

いうことですよね。ということは、10 万円の限度までいく人というのは、そんなに逆に言うといな

いと。最高限度額までに到達する人が少ない。少なくなかったら、全体こうならないはずなのです。

だから、逆に言うと、最高限度額２万円の影響をもろに受ける数というのはどれぐらい。それもわ

からないのかな。非常に影響を受ける人で、一番所得の少ない人が一番大変なのですよ。所得が少

ない人で２万円上がるという人が一番大変でしょう。私が言っているのは、そこの部分がどれぐら

いあって、どういう影響あるかということが知りたいのです。国保もみんなそうですけど、限度額

上がったら、そこが一番大変なのですよ。その点。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  対象になる世帯は議案説明のときに説明申し上げましたけど、所得

でいきますと 400 万円を超える方たちが今回の２万円の限度額オーバーに対象になりましてですね、

おおむね230 世帯ほどの方たちがこの限度額にかかるだろうと思われる世代でございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。ということは、ここの限度額、400 万円の人がそこ

までいくということは、国保の限度額までもいく可能性ありますよね。それで、ここで２万円入る

と、全部足せば 60 万円ちょっとぐらいになるのではないかと思うのだけど、400 万円の収入で、こ
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れも上がって、国保払う金額というのは、そうすると、収入の７分の１ぐらいが国保になってしま

すとなりますよね。しかし、これはもうちょっと減免含めて考えないと、実際に 420 万円ぐらいの

所得の人がそれだけの国保を払うというのは・・・。そこでは減免の対象にはならないでしょう。

そこの対応というのは何もないのですか。いつも僕、同じこと聞いているのですけどね。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  限度額のことを言いますとですね、今回、介護納付金の部分が２万

円上がりますので、今までの限度額は 67 万円でしたので、今度は 69 万円が、国の基準どおりにな

るということで、多分この部分にかかわる方たちが 400 万円を超えると対象になってくるのかなと

思われます。 

 それと、減免の対象でございますけども、やはり災害とか、いろいろなことで収入を無くされた

方、もしくはリストラをされた方だとか、今こういう不景気な状況ですから、職を無くした方がう

ちの国保に加入してきた場合はそれなりの減免措置は規則でつくっておりますので、その対象に合

えば減免措置を設けていくと。必ずしも、この金額でいかないと。そういうもので対処していくと

いうような救済方法はございます。 

○副委員長（近藤守君）  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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 40 号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、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。 

 賛成９名、反対３名です。 

よって、議案第40 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午前 １１時０４分 

                                           

再  開   午前 １１時１５分 

○副委員長（近藤守君）  引き続き、会議を開きます。 

                                           

     ◎ 議案第４１号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に 

              関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 41 号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 41―１をお開き願います。 
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 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  討論なしを認めます。 

 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 41 号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第41 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

     ◎ 議案第４２号 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正 

              する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 42 号 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 42―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 42 号 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第42 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

     ◎ 議案第４７号 白老町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

              の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 47 号 白老町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条
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例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 47―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 47 号 白老町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第47 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第４８号 白老町立国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の 

             一部を改正する条例の制定について 

○副委員長（近藤守君）  議案第 48 号 白老町立国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の議 48―１をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。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］ 

○副委員長（近藤守君）  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 48 号 白老町立国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

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］ 

○副委員長（近藤守君）  全員賛成。 

 よって、議案第48 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                           

◎ 議案第１３号 平成２１年度白老町一般会計予算 
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○副委員長（近藤守君）  議案第 13 号 平成 21 年度白老町一般会計予算を議題に供します。議

案書を用意願います。恒例によりまして、歳出から質疑に入ります。一般会計98 ページをお開きく

ださい。 

 皆様のお手元に質疑の区切りページ一覧表を配布しておりますので、それに従って進めてまいり

ます。 

 １番、98 ページ、１款議会費から113 ページ、２款総務費。１項総務管理費、１目一般管理費ま

で。質疑のございます方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君）  15 番、吉田です。107 ページの職員研修経費のところでちょっと伺い

たいと思います。20 年度よりも 90 万円ぐらい削減しているのですが、これは今、昨年から財政が

厳しいということでかなりいろいろなものを削減していると思うのですが、私は職員が大幅に削減

されて、今度は部制にもなります。そういった中で仕事の幅というのがかなりふえてくるのではな

いかなと。そういった意味では、私は、もちろん研修経費ですからサービスとはまた違う経費です

ので、これを削減するということは一番やりやすいと言ったらおかしいですけど、やりやすいのか

なと思ったのですが。私は反対に、そういう少なくなった職員の中で研修を大いにして、町民サー

ビスを少ない人数の中で最大限に効果を出すための研修等というのはかえって必要ではないかなと

思うのですが、その点についてのお考えを伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  お答え申し上げます。職員研修の件でございますが、昨年より相当

下げてございます。これは、新財政改革プログラムの事務事業の見直しの中でも位置づけされて、

効果額としてカウントはされているところなのです。それで、内部として、それではどうしていっ

たらいいかという部分を随分協議しました。現在、これは全道的に、白老町の職員が研修、集合研

修というのですけども、講師になっている職員がいます。まず、初級研修の講師が２名、それから、

中級研修の講師も同じく２名、さらに、法令研修の職員が１名の計５名います。今まで胆振日高管

内でもそういう集合研修のときは町職員が行って、講師を務めているというケースで対応している

ところなのでございます。そういった職員が町職員の研修もしていくという形を取ってカバーして

きた。つまり、職員がきちんと研修できる技術を身につけた者が職員に対しての研修をするという

形で金額を下げました。それ以外の道外に行く部分、それから、町長も査定のときにはかなり決断

していただいたのですが、やはり人を育てていく部分では絶対必要だという中でも財政状況を判断

して、そういう形で対応しようかというところに至った内容でございます。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君）  講師になれる方もいるということなので、力をつけている方がいらっ

しゃるのだというふうには思ったのですが。この間、職員のサービス残業と職員が減ったことでの

負担が増にはなっていないのかというお話もありましたけれども、私は今、本当に国もいろいろな

施策、それから、減税の対策だとか、どんどん次から次と新しいものを出してきていますよね。そ

ういった部分では、こちら側の受け止める側が大幅にそういった受け止める幅を持っていかないと、

町民へそれをサービスとして伝えていくということにはなかなか厳しいのかなというふうに思いな
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がらも、ただ、職員が削減になった中で研修に時間を取れるのかなと反対にちょっと思ったのです。

十分そういう研修等に時間を取りながら、仕事もまた、町民サービスが低下しないようにやってい

かなければいけないのだろうなと思いながら、その辺はどういうふうに工夫されて、今後そういっ

た、いろいろな情報をキャッチするというようなことも含めて工夫されるのかなというふうに思っ

たのですが。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  確かに窓口業務に当たっている職員が、それでは、日中の研修に参

加してくださいといっても、なかなか厳しい現状がございます。それで、各職場から意見をもらっ

て、例えば夜６時以降なら研修に参加できるよと、こういう意見をいただいて、現実に20 年度です

が、夜間研修という対応もしたりしております。ですから、できるだけ研修に出やすい環境をつく

るのも私どもの役目だと思いますので、そういう対応で今後も行っていきたいと思っております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  何点か伺います。まずは、107 ページの職員管理事務経費の 14、住宅借

上料。これは、東京事務所に行く方の職員住宅をお聞きしました。これは、１カ月で割ると、10 万

1,750 円なのですけども、この根拠と、住宅手当の規則があると思うのですよね、この辺の整合性

をどのように整理されているのかということです。 

 それと、109 ページの情報化推進経費の13 の委託料の中で、事務事業委託料で例規更新データ作

成業務委託料ありますけども、これは当初、機械化されたのですけど、私、今、規則等々をよく見

ていると、かなり古いものとか、内容加除されていないものがかなりあるのですよ。この辺が契約

当初のときにきれいに整理するはずの機械化だと思ったのですけど、その辺の経緯、どうなって、

いつ、きれいに整理されるのかということです。 

 それと、111 ページの秘書事務経費です。これを含めて、私は昨年の予算等審査特別委員会で何

点か、こういう部分は次回考慮したらどうですかと。事業執行上どうですかということで何点か指

摘したというか、提案しているのですけども、私は何点か、昨年の予算書とことしの予算書を見た

ら、ほとんど事務改善等はされていません。その額で計上されています。私はそうしたら、議員と

して、そういうことを言っているということは何なのだろうとこう思いまして。余り言わないこと

にしようと思っていますけども。ただ一つ、例として伺います。この秘書事務経費の中で、私は町

長の交際費、旅費を見ても、途中で昨年は補正していますから、金額はそれになっていますけども、

相当、昨年当初から見ると大幅に上がっています。これについては、私は減らせとか云々ではなく、

町長がそれ相当の仕事をやるには必要だろうと、こういう解釈をしました。しかし、町職員がこれ

だけ事務事業、自分の給与含めて厳しい状況にあるから、町長がやっぱり少し自分の周りの経費は

範を示したらいいのではないかということで、ここでいう秘書事務経費の、今、働いている人云々

は別ですよ、秘書の賃金なんかを少し減らして、そういう部分を交際費に回すとかそういうことを

言ったはずなのですよ。しかし、そういうことは一切直っていないのですよね。直せという意味で

はないです。私の言ったことが、予算査定で整理されているのかということで、審議されたのか、

そういう部分ですね。これから４月１日に職員採用しますから、臨時職員を採用していくから、ど
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ういう形でまた、これが変わるかわかりませんけども。そういう部分、どういうふうに予算の中、

あるいは担当課長が議会で示されたものを予算に反映されているのか。当然、町長ここにいますけ

ども、町長のほうにこういう部分があったということで、予算査定中で議論されているのか。それ

を含めてお聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  ３点ございました。まず、１点目の住宅料でございます。確かにこ

れは規則で定めて積算するものでございますが、今回、東京での勤務ということもありまして、こ

れは町外になりますから、それは規則からちょっと外れる部分がございます。それで、今回の算出

根拠は東京都内の見積もりを何件か取りました。そういう中で、これから開設する事務所から通勤

可能であって、とにかく安いところをいろいろあたりまして、本当に 20 万円、30 万円超えるよう

な家賃のところもございますが、今回、10 万 1,741 円という月額の、ある程度価格も抑えられたと

ころが見積もりの結果出てきたものですから、それについて予算計上させていただきました。 

 それから、２点目の委託料でございます。約 280 万円ほどアップしてございますが、これらは今、

ご指摘あった内容の、今まで随分まだ加除されていないものがございます。そういうことも含めて

加除していきたいということに思っています。年、大体４回チェックをしながら更新をしていって

いるわけでございますが、ことし、その辺をさらに踏み込んで整理をしたいというふうに思います。 

 それから、３点目の秘書事務経費です。昨年の予算等審査特別委員会におきましても、前田委員

から今の点についてお話がございました。昨年、実施していく中でもいろいろ苦慮して、この部分

はこうしようということの展開はしました。全体の事務経費としては、確かに改革プログラムの事

務事業等もございまして、例えば共用車の管理を自前でやるですとか、清掃業務は職員でやるとか、

日直もそういう手当てをするとか、そういうものはございますが、前田委員おっしゃっているのは

あくまでも秘書事務経費の一端というふうに考えております。それで、今年度、21 年度にあっては、

今、賃金というふうに計上させてもらってございますが、実際は週５日をやめまして、週３日ない

し４日という短期雇用というふうに切り替えさせてもらうことで、ちょうど相手がいるものですか

ら、その辺のお話を１月、２月で最初詰めまして、短期雇用ということで経費を削減させてもらっ

ております。 

 それで、あと、査定上の議論でございますが、やはり町長も、もう秘書を抜いてもいいぐらいの

お話もちょっと出たのですが、ただ、そうしますと、今、２人体制で、１人が所用で出るとか何と

かしても、どんどん電話は入る、お客さんも来るという部分で、やはり、なかなかその辺がきめ細

かな対応がちょっとできないということもございます。以前は職員が２人張りついてございました

が、今は職員１人と臨時という形で、今後もそういう中で21 年度は対応していきたいとこのように

考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  前田です。そうしたら、住宅手当の関係ですけど、特例ということです

けども、これはちゃんと改正して、規則に定めて修正するという根拠をつくると思いますけど、そ

の辺。 
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 それと、この東京事務所にかかわる経費で、先に同僚議員が代表質問で、東京事務所にかかる経

費、人件費、ほかの商工費の款で出てきますけども、この部分は含まれた総額、全体 600 何万円と

言った部分でいいのかどうか。その２点だけ。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  １点目の関係は、これは規則できちんと定めて金額はこうするよと。

それは、町内の職員は今まである、そういう部分ですが、ですから、東京事務所設置の規則も当然

設けていきますので、それの細則か何かになってくると思いますが、勝手にこうなりますよという

ことにはならないという点がございます。 

 それともう１点の全体の経費でございますが、先の代表質問にありましたとおり、600 数十万円

の中には今回の予算の中にも全部盛り込んだ内容でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  ９番、斎藤でございます。一番最後 113 ページ。一番最後に、投票人名

簿システム構築事業と。これは全額、国費でやるということでございますが、この事業の具体的な

内容、委託する先、委託内容、いつまでにやるのか、伺います。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  まず、投票人名簿システム構築事業関係のご質問でございます。ま

ず、国民投票法という法律でございますが、平成 19 年５月 18 日に日本国憲法の改正手続きに関す

る法律、これが国民投票法と言っていますが、これが公布されました。これで、憲法改正に関して

最終的な意志決定をするため、手続きを定めた法律でございます。そのために国民投票法というも

のを設けて、憲法改正のときは国民の意思も確認するという内容になってございまして、そのため

に今回このシステムを導入するというものでございます。ご存知のとおり、平成 22 年５月 18 日か

ら施行されるということですので、21 年度中にこれを整備しなければならないというものでござい

ます。なお、現在の一般的な選挙事務に使っているシステムは 20 歳以上でございますので、19 歳

以下の町民に当たってはこの手続きが使えないと。今回の手続きの中は、年齢満18 歳以上の者とい

うふうになってございますので、そういう部分でシステムの改修が必要ということで金額を計上さ

せていただいております。なお、国の予算が関係してございまして、入ってくるお金は２カ年とい

うことで予算計上させていただいております。 

 もう１点、委託先はどういうところかということですが、これは数社ございます。ＨＢＡとかぎ

ょうせいとか、いろいろなこういったことのシステム、選挙システムを行っているところなのです

が、入札によってそういったところが落札するかなというふうに考えております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  今、答弁にございましたように、憲法改正のための国民投票法だという

ことは私もわかっているのですが、不思議だなと思うのは、今までこれが決まった後に国の中でど

ういうふうに動きになっていたかということでいうと、これを決められたときの附帯決議の中で義

務付けられた課題なんかがありまして、それで、投票の年齢の設定なんかもしなければならない。

それから、最低投票率の是非なんかも決めなければならない。あるいは、衆参両院で憲法審査会な
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んかも設置しなければならないというような、いろいろなことがあったと思うのです。ところが国

の状況を見ていますと、動きを見ていますと、それらについて、全部、現在、凍結状態になってい

て動きが何も見えていないのです。そのような中で、このシステムだけが先行して動いているとい

うような、肝心要の中身がわからないで、システムだけが動いているということにすごく不思議な

気がするのですけども、そういう状況を課のほうでも掴まえているかどうか、そのあたりはいかが

でしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  国民投票法そのものは国の法律の中で、国会で審議されて、これが

施行されて、展開されていくという中にあるのですが、今回の部分はあくまでも来年５月18 日から

施行されるに当たって、今の選挙システムを改修しなければならないということがあるものですか

ら、そのときになって慌ててやっても、これまた、改修に時間もかかるということもあって、これ

は、国からこのお金全額来ると、こういう約束の中で展開していくというものですので、私どもも

今、斎藤委員おっしゃるような、いろいろな関係の部分でまだまだ整理されていないという部分も

あろうかもしれません。それは、国は国としてのきちんと一定の方針はこれから出されると思いま

すけども、私どもとしては、これがスタートするときに、やはりきちんと、白老町は何やっている

のだと言われないように万全の態勢だけはとっていきたいと、このような内容で予算計上してござ

います。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  国の事業ですから、その準備を自治体がしなければならないという流れ

というのはわかるような気もするのですけれども、実際に憲法改定に伴うものというのは国民の中

で賛否両論たくさんあるわけですね。その中で強引に決められた法だったわけですけれども、それ

が、中身がどういうふうに転ぶのかわからないけれども、システムだけは先行させていくと。それ

を自治体に全部やらせておいて、いざとなったら、それはすぐ使いなさいよと。こういう流れとい

うのは、まさに魂を入れないで形だけをつくっていくと。そして、あっという間に自分たちが考え

られないうちに世の中が変えられていくというような、そういう危険性を伴ったものというふうに

私は考えるのです。したがって、このことについてはもっと中身がわかった上で進めるべきだと、

私はこう思うのです。そういう意味では、自治体としてもかなり慎重でなければならないし、そう

いうことを国に上げていかなければならない、そういような仕組みのものではないかと。私は、こ

れに予算をつけるということは甚だ疑問に思うわけですけれども、そういうことを主張しておきた

いというふうには思います。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  最後に主張というお話でございますが、これが、来年でも再来年で

もまだまだこういう制度があって、いつでも白老町が関係の部分が整理できたら手を挙げて、国か

ら補助をもらえるとこういうことであれば、今、斎藤委員おっしゃっているようなところもわから

ないわけでもないのですが、やはり、ことしと来年の２カ年にわたって来る。ましてや手を挙げる

のは今限りだという部分では、このものがスタートして、もうお金が白老町に入ってこないという
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ことになると、かえって大変になりますので、国から全額来る部分で最低限やっていかなければな

らないというシステム整備でございますのでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  次。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田でございます。まず、111 ページの契約事務経費のところで

消耗品費が、昨年度に比べて、221 万 9,000 円ふえて、444 万 8,000 円ということなのですけども、

倍になった理由というのですか、どのようなことをこれからされるのかということが一つです。 

 それともう一つですが、113 ページのその他一般管理経費の食糧費が昨年度と比べて、42 万 3,000

円ふえています。これは何のための食糧費がこれだけふえるのかということです。 

 それと、戻りますけど、111 ページの秘書事務経費のところの 13 番目の委託料、445 万円ですけ

ども、昨年度、私これと同じことを質問させていただきまして、ほかのところの経費を随分削減し

ているのに、ここの部分が全然変わっていないので、445 万円という金額、これよりももうちょっ

と、例えば退職された職員の人たちを臨時雇用とか嘱託にするとか、何かそういう形で経費削減さ

れるお考えはございませんかというふうに質問させていただきましたときに、検討させていただく

というご答弁をいただいていましたので、今回まるで同じ金額なものですから、そのときの私の意

見と、そちらの検討するとした段階でどうして全然変わらなかったのか。この３点お伺いします。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  私のほうから 111 ページの契約事務経費、ここの部分についてお

答えいたします。トータルでいえば、昨年度、需用費、735 万 1,000 円。それで、今回、690 万 3,000

円ということで、225 万 2,000 円の増となってございます。その内訳としまして、消耗品費、これ

が大きく変わっていると思うのですが、441 万 8,000 円と。昨年の計上が 222 万 9,000 円で、221

万 9,000 円の増となってございます。これは、補助事業などがありますと、その補助事業に一定の

割合、事務費を計上することができる制度になってございます。それで、平成20 年度には大きな国

の補助事業がございました。そこの事業に割り当てられている事業費等と活用しまして、町内で必

要な一般の共通の事務用品、そちらのほうで買っていただいて、結局、予算書ではそういう各課の

補助事業の中の需用費の中に溶け込んでいる状況だったのです、昨年は。それで、ことしは大きな

補助事業が終わったものですから、必要なものは一般財源で、ここで買うというような結果、それ

で数字を押し上げたという状況になってございます。ご理解願います。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  私のほうから２点目、３点目です。まず、２点目の食糧費の関係で

ございます。これは、19 年、20 年と、それぞれの実績見合いで予算計上させていただいています。

補正予算対応することのないように当初から盛ってございますが、実績として過去40 数万円やはり

多く出ているという部分がございます。食糧費、これは主に食事関係になりますが、企業さん  

等々の来客があったときに白老町の特産品、こういったものを試食いただくという部分での食糧費

のアップでございます。 

 それから、３点目。公用車の委託料でございます、これは町長の公用車でございまして、職員が

当たるということになると、それは過去のやり方で、職員が１人専従でドライバーさんをやってい
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たのですけども、そうなると職員ですから、600 万円、700 万円もかかっていくという形で民間のほ

うに委託しているという体制をとらせていただいたのですが、昨年の予算審査にあったとおり、職

員を退職された方で対応はできないかとこういうことで検討してきましたが、まず、法的な部分で

嘱託というものが、勤務時間がはっきり決まっています。それで、それ以上の業務というのはさせ

られないのですね、嘱託職員は。そうすると、町長は札幌や千歳や道内いろいろ公用車で回ること

があるのですが、そうすると、定時で、時間内で帰ってくるということができないということで、

どうしても嘱託の対応ができなかったという部分です。これは、行革の一環としてもあって、行財

政対策室のほうからも委託をやめて、そういう体制をとれないかと内部でも随分いろいろ指摘をさ

れているのですが、法的な部分があって、どうしてもできないという部分があって現在の委託で続

けざるを得ないという形で予算計上させていただきました。以上であります。 

○副委員長（近藤守君）  ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君）  契約事務経費と、それから、その他一般管理経費のほうはわかりました。

今の公用車の件なのですけども、嘱託であれば時間が関係あるのでということですけども、でも、

今、実際に役場職員もそれぞれの時間割を決めて、早出とか遅出とかいろいろやっていますよね。

結局、そういうような形の嘱託の新しいルールみたいなものをつくることはできないのでしょうか。

行革のほうもそういうふうに言ったというけど、私もすごくその辺が素朴なのですよね。そういう

規則があるからできないというのであれば、規則自体が本来の言っている意味の規則と違うのでは

ないかなと。規則というのは、やはり、みんながいいようになるための規則であって、ルールであ

って、その規則が邪魔しているのなら意味が違うのではないかなと私はそう思うのですけども、も

う一度その辺、ルール改正というのですか、規則改正というのですか、そういうことも含めてもう

ちょっとお考えできないものでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  このまま黙って流れてきたわけではなくて、本当に検討していると

いうのは事実なのですね。それで、先ほどちょっと言いました、時間数が相当になってくるもので

すから。もし、西田委員がおっしゃるようなことであれば、２名雇って、勤務体制を変則でやって

いかなければならないということがあります。今、行財政対策室のほうからもそういう部分があっ

て、実は21 年度でその辺の検討をきちんとしなければだめだとこういうことがありますので、私ど

もとしては、それは検討課題というふうに位置づけさせていただいております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、ございませんか。 

 それでは、１番の項目はこれで終わりとして、２番目の項目、112 ページ、２目姉妹都市費から、

121 ページ、８目車両管理費までを議題に供します。どうぞ、12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君）  12 番、です。119 ページの町有林管理事業。私は先日の一般質問の中

で町有林のことをいろいろお話したのですが。先日も話したのですが、白老の町有林は昭和45 年か

ら昭和 59 年まで植栽をして、それから今、保育の段階にずっとあって、７年間隔で除間伐をしてい

るというお話がありました。それで、あの山は１ヘクタール3,000 本植栽をしているはずなのです。

ですから、５・４といって、５メートルを除間伐して、４メートルを残して、そういう作業ですか
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ら、110 メートルで１反なのです。こういう作業なのですが、私、一般質問でも机の上で計算とい

う意味は、補助金も来るからやるのだと、これも一つあるし、それから、継続事業だということも

あるのですが、大体30 年から、もう40 年たった木は、もちろん、もう自立して一本立ちできるし、

それから、昭和 59 年からやった木でももう 25 年になる。ですから、役場の中はいろいろ物を大切

にして、無駄を省くということで電気も消しながらやっているのですが、私はこういう町有林なん

かも、きちんとやっぱり検証して、机の上でやるのだということはそのことを言っていたのですが、

どうしてもやらなければならないものと、もうやらなくてもいいものもあるのです。ですから、私

は、この辺をどのような考えでいくのかなと。あそこに私の計算では、大体46 万 5,000 本の木が植

わっているはずなのです。46 万 5,000 本のうち、１割５分ぐらいは７年間の下枯れのうちに無くな

るのですよ。のこに切られたり、虫に食われたり、ねずみに食われたりして。今は大体、私は植え

た木の３割以上は無くなっていると思う。ですから、30 万本ちょっとかな、今あるのは。それで、

３億円かかっているわけですから、１日30 万本で１本1,000 円分の価値ですよね。３億円かかって

いるわけだから、それだけかけてきたと。ですから、今後、あの木をもう少しきちんと検証して、

もう手をかけない部分はかけないときちんと決まりをつけるような、検証の仕方を１回やってみた

らどうだろうと。ただ、７年間隔でやっていくのだということではなく。私はもうすごく、あの町

有林というのは手入れが行き届いていると。山に行って１回でわかるのですが、手の行き届いてい

ない山は混合林になっているのですね。松の間に広葉樹がいっぱい見えるのですが、白老の山は本

当に手が届いて、高みから見るとすべてトドマツの頭しか見えないように行き届いている。ですか

ら、私はもう少し考えた手入れを、保育の仕方をすべきだと思うのですがどうですか。検証してい

ますか。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  町有林全体では、約 620 ヘクタール。そのうち人工林が 172 ヘクタール

あるような状態です。今、委員おっしゃったように、40 年以下の若い人工林がそのうち163 ヘクタ

ールを占めるわけです。ですから、まだ８齢級以下の人工林に関しては、まだまだ適切な除間伐含

めた保育事業の必要なところと、成熟しているところと分かれているかと思います。そういうこと

を含めて森林整備計画を作成した上で計画的な保育管理を実施しているところですが、最近言われ

だしているのは、森の健康診断ということで、木だけではなくて、外から見てもわからない部分、

下草の状況ですとか、土壌の状況ですとか、そういうことも見ていかなければ森の健康度はなかな

かはかれない。それが結局、保水力の低下とかつながることも予想されますので、そういうことを

考えながら整備計画の見直しは継続的にしていきたいと考えてございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  そのとおりなのですよ。だけども、私は今、森の考え方も以前とは、が

らっと変わってきているのです、京都議定書でも言われるとおり。ということは、昔はとにかく住

宅に供給するために木を植えろとこういうことだったのです。住宅も今から 20 年くらい前までは、

今、住宅を建てている木材の使用量が恐らく半分以下になっているのです。ですから、木材のため

に木を植えろという時代は終わっている。今は環境のために保護をしていく、こういう時代ですか
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ら、今までの考え方をやっぱり変えるべきなのです。ですから、私は机の上で計算しないでと言っ

たのですが。私は、今は木を切るよりも残しておくということも非常に大切なことだと思うのです。

ただ、間伐をして、どんどん切っていくことではなくて、残していくということも大事なことだと

思うのですが。それでどうのこうの言っているわけではないのですが、考えなければだめというの

は、私はそういうことを言っているのです。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  今、委員おっしゃったように、京都議定書の目標達成のために国もいろ

いろな新しい制度、今まで手をつけられなかった部分も含めて、町村もしくは私有林ができるよう

な制度も新しく設けられています。当然、新しい考え方に基づいて私たちも対応していきたいと考

えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  ここで暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午前 １１時５８分 

                                           

再  開   午後  １時００分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 区切りページ、大きく10 番。112 ページから121 ページまでの姉妹都市費から車両管理費までの

質疑を受けます。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  119 ページの職員住宅の管理経費について、伺います。これは教職員住

宅も関連ありますので、ここでお聞きします。これも私、昨年の同じ委員会で質問をしております。

ということは、今、公営住宅退去者が多いということと、家賃の金額の少ない住宅に入りたいとい

うことで、町民の住宅困難を解消しようということを、前から職員住宅、教員住宅の空き住宅を開

放しようということで、昨年もその事業の進捗について質問して、検討する、早急にやりたいとこ

う話していますけども、その関係で現在、昨年に引き続いて、これがどういう状況下に今あるのか。

そして、教員住宅の空き家、そして、職員住宅の空き家、これが何戸あるのか。それと、何が問題

で進んでいないのか。これは条例改正するか、条例を設置すれば、すぐできるはずなのですよ。そ

ういう部分について、お聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  お答えいたします。所管がいろいろまたがっているものですから、いろ

いろな調査ですとか、修理費含めて、私どもの課でなければできないということで、私どもの課中

心に検討委員会をずっと開かせていただいております。それで、まだ全部の決断が出ておりません。

というのは、まず、職員住宅に関していくと、今ちょっと詳細の数字持って来ていませんけども、

全部の建物の調査は一応終わっております。それをモデルに修繕費は過去の分を調べれば平均がわ

かります。そして、改修費がどのぐらいかかるのかということです。それは外回りと、中には床が

抜けたりしているものもありますから、そういうものも全部積算をしています。その代わり問題に

なるのは解体費です。貸すといっても、もう相当古いもの、40 年来の建物相当ありますので、いず

れ、そうならないうちに解体も考えなければならないと。それを全部出したところ、今の現行の家
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賃では全然採算が実は合わないということがやっとわかりました。そして、推測するには教員住宅

のほとんどもそういうような状況になるのではないかと。それで今、検討しているのは、今言った、

修繕費、改修費、解体費のうち、どの部分までは税金投入が可能なのかというようなことになるか

と思います。それで今、そこのところ、実はやっと数字が出て、検討できるような根拠まで出たと

いうところで止まっておりまして、まだ最終結論には至っておりません。ですけども、そう言いな

がらも、もう空いているところについて、申し入れあるところについては貸しつけしているところ

も数件出てきているような状況でございます。そういうことからも、もっと早く、教員住宅も含め

て調査を終えて、コスト計算をきちんとした上で方針を出せるような形に早くしたいと考えてござ

います。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  これは数年来からの課題になっているのです。そして、私もずっと見て

きました。職員住宅も私の町内会ですから、教員住宅も見てきました。現実に今、課長の言ったよ

うに、修理、解体云々も基本的な計画の中では当然しなければいけないと思うけど、現状の中でち

ょっと加えるだけで貸せるというような住宅もあるのです。それがやっぱり萩野にだってあるし、

虎杖浜にだってあるのです。そういうことをやっぱり、現状の中で１戸でも２戸でも優先していく

と、同僚委員からも出ていますけども、地域にやはり、そういう住宅を開放して、１カ所でも２カ

所でも入れば違ってくるのですよ。やっぱり、そういう部分は住民の立場に立ってスピード感持っ

てほしいと思います。担当課長の言ったように、確かに役所の仕事とすれば、そういう段取りある

と思うけども、今、何が必要かということをやっぱり整理して、できるものはやっていくと。これ

はもう去年も私、言っているのです。もう本来は、その調査は終わっていなければいけないと思う

のです。そうすると、それでは21 年度、どの程度まで担当として中で協議して進められるのか、そ

の辺だけお聞かせ願います。 

○副委員長（近藤守君）  星建設課長。 

○建設課長（星貢君）  外回りの調査については、確かにある程度のところまで実は終わってい

るのですが、実は中に入居者がいらっしゃる状況なものですから、なかなか全部、中の調査まで終

えるという段階にはまだ至っていないということで、少し中の部分だけちょっと遅れたというふう

にご理解をまず、いただきたいと思います。 

 あと問題なのは、今、検討の課題がもう一つあるのですけども、例えば２戸長屋のうち、１戸が

実はもう改修不能な状態でもうずっと貸していないようなところがあります。でも、１戸は住んで

いるのです。そういうところがばらばらに何軒も実はある状態です。そういうものをどうしようか

と思うと、１つのところはもう、簡単に言うと潰してしまってやるのと一緒になりますので、やら

ない建物をどうするのかということと、その際には移転してもらってでも使える建物と使えない建

物の区分けをするですとか、実は今、そういう作業をしてございます。それで、先ほども言ったよ

うに、１軒もそういう対応をしていないのではなくて、そう言いながらも可能なものについては、

去年から開始をして貸しつけ始めたものもありますし、今そういう申し入れあるところについても、

条件なんかも含めて協議しているところもございます。ですから、中の調査が終われば、なるべく
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早くそういう方向性を明確に１戸１戸出せるような形にしていきたいと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  早急にやっていただきたいと思います。私が最初に言った、職員住宅と

教員住宅の入れる入れないは抜きにして何戸ずつ空きになっているのか、数字を教えてください。 

○副委員長（近藤守君）  本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君）  教職員住宅についてのご質問でございます。教職員住宅につき

ましては、現在45 棟、58 戸ございます。そのうち、入居率については40 戸ということで、18 戸が

入っていないというような状況になっております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  職員住宅の関係ですけども、現在、入居しているのは34 軒ございま

す。空き状況を聞いてございません、ちょっと今、手持ちにないものですから、後ほど報告させて

ください。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君）  土屋です。121 ページの車両管理費について、お聞きします。昨年

度から公用車のリースを導入して、今、乗っておられると。25 台でしたか、ことしは。それについ

て、全体の予算でいきますと 100 万円近く削減されているのですけども、これはリースの効果なの

かどうかということ。 

 それともう一つ。高速道路の通行料が極めて20 年度より予算がふえていますけども、この大きく

ふえた要因は何なのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  １点目の効果といいましょうか、これは、役場の横に白い軽自動車

が止まっていると思います。これはリースしたことによって、その効果、現在15 台リースとしてご

ざいまして、その分が効果額として出てございます。約 75 万 1,000 円、効果が出てございます。そ

れと、町長の公用車購入がちょうど終わる年なものですから、その部分でも69 万円ほど下がってご

ざいます。それで逆に、高速道路の使用料が24 万 4,000 円増額になっているという部分ですが、こ

れは実は、19 年、20 年度の実績見合いで計上させていただいています。どうしても旅費を削減する

ので、ＪＲを使っていたのを公用車に変えるということで、札幌まで行って、企業関係もそうなの

ですが、１社で終わることはなくて何社も回るものですから公用車のほうが効率がよくて、また帰

ってきて仕事をするということもあって、高速代を計上させてもらっているという部分でございま

す。 

○副委員長（近藤守君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。今後の予定として、今はまだ旧白老町の公用車を

使っておられると思うのですけども、それをこれから全部リースに切りかえていく方向にあるのか

どうか。 

 それと、軽自動車でなければならないという定義というのはあるのでしょうか。例えば同じリー

スだったら、リース料の問題もかかってくると思うのですけども、エコ車というのですか、ハイブ
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リッド車のようなそういうものを導入する予定はおありではないのか。そのことについてお伺いし

ます。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  何点かございますが、総務課のほうで共用車ということで町長共用

車と、それから、軽自動車、それから、一部ライトバンがあるのですけども15 台管理してございま

す。そのほか、いろいろ健康福祉課ですとか、教育委員会とかでもいろいろ車両は使っていますが、

基本的には車検あるいは耐用年数がきて、車を入れかえるときにやはり切りかえていくと。そのほ

うが今回、効果額が出ているように、やはり安くなっていくという部分がありますので、その辺は

きちんと整理した中で対応はしていきたいなというふうには考えてございます。 

 それから、軽自動車という部分ですが、町内、軽自動車でも十分徴収業務ですとか、いろいろな

ことで行く部分が軽自動車で対応できるということで、車両そのもののリース代も安いということ

と加えて燃費が非常にいいと。昔はよく軽自動車は、雨降ったらエンジンが止まるだとかというこ

とがあったのです。今は軽自動車、すごく機能がよくなっていますので、こういう形で軽自動車で

の対応をしていきたいというふうに思っています。 

 また、エコ車の関係ですが、環境にやさしいハイブリッドカーのことだと思うのですが、非常に

価格がまだ高くて、なかなかリースといってもレンタル、いっときの１週間、２週間はいいのしょ

うけども、長期間というのはなかなか価格が折り合わない、あるいは購入するにしても、やはりプ

ラス数十万円以上価格が上がっていくということもあって、現在リースではなかなか難しい状況に

あると。ただ、環境セクションのほうではちょっと今、検討しているという部分はございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。 

質疑なしと認めます。 

答弁保留について、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  先ほど、前田委員からありました職員住宅の空き状況でございます。

現在、11 軒分が空き状況でございます。 

○副委員長（近藤守君）  区切りページ、３番目。122 ページ、９目企画調整費から、129 ページ、

17 目諸費まで。質疑ある方はどうぞ。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。125 ページです。交通安全対策事務経費について、

お聞きしたいと思います。昨年度ですけれども、同僚委員の質問で、交通指導員の年齢について質

問があったと思うのですけれども、70 歳を制限として検討するというふうになっていましたけれど

も、そのことはどのように検討されて、現在の体制はどのようになっておられるのか。 

 それともう一つ。127 ページの環境衛生推進助成事業ですが、これはまだ必要なのかなという疑

問を私ちょっと持っているのですけども、もうほとんどの家庭で出されるごみなんかを見ましても、

残されているごみが少なくなってきているということで、相当やっぱり町民の中にごみの分別が浸

透してきたのではないかなということで、これは今後のあり方も含めて協議するとあったけれども、

どのような話し合いが行われたのか、お伺いします。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 
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○総務課長（岩城達己君）  １点目の交通安全指導員の関係でございます。40 名、指導員さんが

おられますが、ご質問のあった 70 歳という部分は、昨年、役員会総会を経まして、70 歳定年制と

いうものを導入しまして、この次の改選期からはそういう形での対応になるということです。以上

でございます。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  昨年も出されました、環境衛生推進補助金の関係でございます。

これにつきましては、委員おっしゃられるとおり、かなり、ごみの分別でありますとか、そこら辺

は向上しております。昨年、町連合のほうと協議という形でお答えさせていただいた部分でござい

ます。町連合のほうとは、これについても中身等を議論させていただいてございます。それで現状、

全町内会に補助金でいっている部分と、そういう面もございまして、ある程度町内会として当てに

しているといいますか、そういう活動費的な運用もされている面もございます。それで、こういう

目的、これを踏まえた中で全体の町内会の運営費補助の中でもう少し形を変えた中で発展、解消す

るという形で町連合の事務局のほうと協議してございますので、21 年度の中でそこら辺を具体的に

進めていきたいとこのように思ってございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。122 ページの企画調整費の中でちょっとお尋ねした

いのですけれども、１つは、白老大滝線の通年通行です。これがなかなか、ちょっとまだ来年まで、

去年質問したときにもうちょっと様子見るということだったのですけど、この状況がどうかという

こと。 

 それから、道道白老大滝線、同じように最終部分のオーバーブリッジの部分が、進捗状況どのよ

うな状況になっているか。 

 それと、ことしの新規事業、新たな事業がこの企画調整費中でどう国に対して新たな事業要請等々

を含めてどういう状況になっているかと。 

 あと２つ。１つは、白老川の河川改修というのが、ダムが無くなったときに、これは何回かばら

ばらに質問しているのだけど、これが事業計画に載っていたのですけど。日高のほうの災害がどう

だとか、こうだとかということで延びていると。今、段々、財政がだめになってきているというこ

とで、実際に白老川の、確か 30 年確率だと思うのだけれども、白老川の河川改修事業というのは、

俎上に上がっているものなのかどうか、道との関係で言えば。どのような状況になっているのかと

いうこと。 

 それで、もう一つ、敷生川の河口閉塞の問題。あれも確か二級河川だと思うのだけれども、あの

河口閉塞をたまたま切ったりしていますよね。あれはどこが何を目安に切るのか。それで、将来的

には白老川も実際的に、ああいうふうに堤防つくったけど真っ直ぐ流れない。幌別川もなかなか流

れない。真っ直ぐ切ったけど流れないという状況なのですけど、この敷生川の河口閉塞の問題は将

来的にはどのようなことが計画されているのか。以上、お尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  １点目の道道白老大滝線の通年通行の関係でございます。これに
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つきましては、昨年もお答えしたかと思うのですが毎年要望してございます。それで、道のほうと

しましては、やはり積雪の状況などを見ながら、毎年、通行止めする期間を短くしていくというこ

とで徐々に様子を見ながら、利用状況あるいは路面の状況、そういった状況を見ながら、徐々に通

行止めの期間を短くしていくという手法を取ってございます。今、一番ネックになっておりますの

は、携帯電話がつながらない区域があるということで、ここがやはり一番、今、ネックになってい

るそうなのです。道内の通年通行のところで、携帯電話のつながらないところというのはほとんど

ないらしいのです。新規に通年通行やるときは、それがまず一番重要な条件になるというふうには

聞いてございます。そんな状況から、道のほうも努力しているという状況は伺っております。ただ、

ご存知のとおり、道の予算も非常に厳しいということで、白老を開ければ、どこか１つ閉鎖しなく

てはいけないと、そういようなことも聞いてございます。そういった中でも優先順位からいったら

どうなのだというようなことで、うちのほうで毎年強く要望しているところでございます。 

 それから、石山西通り、最後の港に抜けるところなのですけども、ここは平成20 年度から暫定盛

土開始されまして、そして、21 年、22 年の２カ年で橋梁下部工、そして、23 年で上部工、そして、

24 年で舗装ということで 24 年度末には開通できるのではないかなというようなお話は伺っており

ます。これも予算のつき次第で、24 年が 25 年になるかもしれませんし、ただ現状のところはそう

いう計画でございます。 

 それから、新たな事業要望ということでございますけれども、道に対してはやはり、今、実際、

事業化されていない鉄北幹線道路です。これは、苫小牧登別道路、これの道道昇格を強く要望して

いるところでございます。 

 それから、白老川の河川改修の件ですけれども、これにつきましては、ダムが時のアセスメント

で凍結されたということで、事実上、もうダムはつくらないと。それを受けての改修計画なのです

けども、道のほうも検討していただいて、昨年、従前は 100 分の１だとか50 分の１でという計画で、

そうも言っていられないだろうということで、現実的な計画ということで、高水敷を掘削する手法

を取りまして、30 分の１、秒間当たり 830 トンの流量を確保できれば、過去の経過からしますと、

昭和 56 年に約 760 トン、それが最高の記録だと。ですから、30 分の１でも十分耐えられるという

ような計画書を町に提示されまして、そういうやり方でやりますと、30 分の１ですと、高水敷の一

部を可動掘削するということだけで対処できるということで、国の補助制度を使わなくても道の単

独費でもできるというようなお話がございまして、予算がつき次第かかりたいと。21 年度につきま

しても、まず、河口部のほうからやっていきたいというような話は伺っております。 

 それから、河口閉塞の件なのですが、これにつきましては、道流堤などの設置だとかございます、

候補としては。でも、これは非常に莫大なお金がかかるということと、どこの位置が適切かという

こともございます。どこの位置が適切かという部分では、サケの溯上河川ですので、漁組さんとの

打ち合わせだとか。過去には、漁組さんのほうはやはり自然の状態の河口が一番いいのだという見

解がございます。ですから、そういったことも踏まえまして、実施計画に至るような計画にはなっ

ていないというのが現状でございます。 

 それと、敷生川で切るという部分。大きな雨が降ると切ってございます。それはやはりメップ川
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が一番上流側に押されるものですから、メップ川の堤内で洪水が起きると。そのとき、すぐ切ると

いうような手法をずっと過去からやってございます。そういうようなことで、今、道とは毎年そう

いった部分で協議、検討の場を設けて、定期的に白老町内でのこういうインフラ整備についてはお

願いし、要望しているところでございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。わかりました。まず、白老大滝線の関係なのだけど、

やっぱりこれは通年で通してほしいという意見が随分あるのですよ。もちろん危険度の問題ありま

すから。例えば携帯電話が通じるというのはすごくいいことなのだけど、道路構造上、危険だから

通せないという部分はかなり解消されているという理解でいいのかどうか。それと、例えばオロフ

レ峠は、昼間通行させて、夜は止めるというふうにやっていますよね。そういう手法でも、やっぱ

り昼間、結構雪降らないときがここはありますから、そういうことで通してほしいという意見が随

分あるのだけれども。道路もそういう意味でいえば、12 月終わりから３月ぐらいまでまったく通れ

ないというのではなくて、昼間だけでも通せるという状況がつくられる、そういう安全の確保のさ

れ方にはなっていないのかどうかということが１つです。 

 それから、白老川のこと。ちょっと聞き方が悪かったかもしれません。要するに、そういうこと

でいえば、河床整正をすればいいというふうに受け止めたのだけど、それは白老川の河川改修の関

係、河床整正は、ひょっとしたら、今年あたりからやれるということですか。実際、事業として採

択されて、やっていくという理解をしていいのですか。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  まず最初の道道白老大滝線の件でございます。これは今、試験的

に段々と通行止めの期間を短くしていく、その次の段階だと思うのです。それでいろいろ、一番冬

場の厳しい時期に道路のどの部分に吹きだまりができるかだとか、日陰などの関係で路面凍結する

時間帯、幅、そういったものはどの時期にあるかと、そういったもののデータを集めまして、それ

で、ほぼこれで行けるのではないかといったときに、初めて次の段階として時間で区切るというや

り方に多分なると思います。それで、道の考え方は、割りと今、森野のほうも雪が少ないので通年

除雪したほうが安くつくのではないかという考え方もございます。ある期間止めておいて一気に除

雪するという除雪経費と、常にちょっと降ったときにちょっとやると、そのほうが安くつくのでは

ないかという考え方がございます。それか、門扉を閉めて、その管理をするための委託費もかかり

ます。それだったら、ちょっと除雪して済むのだったら、そのほうが安くつくだろうとか、そうい

ったいろいろなことを今、検討しているようです。いずれにしましても、まず、次の段階では、時

間制限に踏み切るのではなかろうかなというようなお話を伺っております。 

 それから、次の白老川の件ですけども、白老川の件につきましては、もっぱら今、川が流れてい

る部分ございますよね、低くなって。一段堤防の手前に、一段高く、白老牛肉まつりをやる、ああ

いったちょっと高いところ、あそこの部分を、今、うちでイベントで使っているところはやりませ

んけれども、そういういわゆる高水敷というのですけども、そこの部分を掘削することによって、

低水敷の幅を広げると、これで流下能力を上げるという手法を取ると。この手法であると、河畔林
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や何かも、あまり痛めなくても自然にやさしい状態で改修できるというような計画でいるというふ

うに伺っております。それで、まず、ことし、やるかやらないかというお話なのですけども、これ

についてはうちのほうも強く要望しておりまして、道のまるっきり単独費なものですから、この管

内の大枠の予算は押さえているという情報はもらってございます。ただ、年度途中に大きな雨で日

高方面に降られて、そちらのほうに使われるだとか、そういったことになれば、100 メートルやる

ところを50 メートルで終わるかもしれないというようなお話は伺っております。ですから、基本的

には今年度中に着手するというお話は伺ってございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  15 番、吉田です。123 ページの移住・定住促進事業について、伺いたい

と思います。町長の執行方針の中で、実績として本町に移住した方が８世帯16 人いましたと。お試

しということで滞在された方が 13 組で 28 人、延べ滞在日数が 183 日となっていて人口増加と経済

対策につながっているというお話がありました。これは、この予算書を見ますと、負担金として、

道の移住・定住策に納めておりますけれども、このことから今、全道的に各自治体でこの定住・移

住策は取り組んでいると思うのですが、白老町の現状というのは道内の中にあってはどの位置と言

ったらいいのか。いいほうなのか、悪いほうなのか。その辺どのようにとらえていますか。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  本町の定住・移住策について、道内ではどのような位置づけに

なっているかということでございます。新聞報道等でも出ておりますけども、やはりおためし暮ら

しの日数については、全道のほうでも高いほうに位置づけられているというふうに考えてございま

す。今、委員からお話のあったとおり、実際に居住されている方、完全に住民票を移された方は２

世帯４人ございますし、それから、住民票は移しておりませんけども、こちらのほうに住宅を構え

た方が５世帯９人いらっしゃいます。さらに、おためし暮らしという中では、平成20 年は 13 組 28

名が合計 283 日間お泊りいただいているという、そういう状況でございます。そういう状況からす

れば、道内でもいいランクのほうについているのではないかというふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  13 組 28 人の方、今まで滞在された方が今度どのような意向を示されて

いるのか。 

 そして、もう一点は、平成20 年度の町長の執行方針の中で、白老町移住滞在交流促進協議会を立

ち上げて、関係団体と連携を取りながら積極的に進めていくということだったのですね。それで、

21 年度の執行方針の中にも民間と連携をした白老町移住促進協議会を立ち上げるというふうにな

っているのですが、このものは内容的なものが違うのかどうなのか。今までの成果を見て、さらに

それを進めるための協議会になるのか。その辺、滞在型というのは、やはり滞在を促進するという

ことは白老町のいいところ、そして、ぜひ、白老にということ、そういったことをきちんと知って

いただくためのものだったと思うのですが、この次またつくっていくというふうに言われている、

移住促進協議会というのは、また違った意味のものなのか。その点を伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 
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○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、その方たちの意向はということでございます。これも実

はアンケート調査等を行ってございますが、やはり白老の魅力は何と言っても温泉であったり、そ

れから、やっぱりおいしい食べ物がたくさんあるという中で、やはり住んでみたい所という位置づ

けはされていますが、実際のところ、それでは、必ず白老にずっと住み続けるかという中では、ま

だ、やはり踏ん切りがつかないという状況でございまして、状況的にはやはりアンケートの中では

２地域間を行ったり来たりするという、こういう状況のほうが多いのかなということですから、定

住というよりも長期滞在型という方のほうが多いのかなというふうにとらえております。 

 それから、協議会の関係でございますが、実は昨年もそのような取り組みを行ってございますが、

正直申し上げまして、協議会の設立が遅れてございます。それで今、十分検討しまして、先ほど委

員がおっしゃられたとおり、再度民間も含めて協議会を立ち上げるという考え方で行っております。

この考え方というのは、実は移住体験にかかった費用のアンケートですとか、そういうものも実施

してございまして、町内でこの方たちが使われたお金が約 300 万円近くになるのです。それをもう

少し広げいくことができないのか。つまり、ビジネス化にもっていけないかという、そういうこと

を考えてございまして、今、立ち上げようとしている協議会は、例えば不動産の部会であったり、

おためし暮らしの部会であったり、それから、もしかして、２地域間の居住であっても家を改修す

るという部分では建設部会だったり、そうようないろいろな多面的部分で部会を設けながら、でき

るだけお金をそういう事業者間に利益のあるような形で、ビジネス化を図っていくことができない

かという協議会を立ち上げる準備を今、進めているということでございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、斎藤征信委員。 

○１０番（斎藤征信君）  斎藤です。どこで聞いていいかわからないのですけれども、財源の問

題として企画のときに聞けばいいのかなというふうに思うのですが、道路特定財源の問題。 

○副委員長（近藤守君）  斎藤委員。この件は歳入でやってもらえれば。 

 ほか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  123 ページの企画調整費関係と政策推進と２点聞きます。今、同僚委員

から話があったので、私もこういうところではなくて別な中で担当のほうでお聞きしようと思った

のですけど。今、話に出たのですけど、地元のかかわりの中で白老川の河床の関係、今年21 年度か

らめどが見えたという話だったのですけど。地元として、もし、そういう部分があれば、霊園の前

のあたりの白老川はかなり河床下がっているのです。そして、地域の農家の方に聞くと、牧場が侵

食されて、河床が下がっているものですから、雨とか降ると沢水が勢いよく流れてきて、土地も侵

食されるという部分で、できれば、ああいうところを堰堤とかそういう形でもう少し流れを緩くし

てくれないかという話もあるので、こういう部分、先ほど担当課長のほうで道の意向の話をしてい

ましたけど、もし、そういう部分であれば、やはり地域の人方の声も少し聞いて、それを反映して

いただきたいなと思いますけども、その辺の考え方をお聞きします。 

 それと、広報広聴の関係ありますので政策推進事務費で聞きますけども、町長が町政執行方針で

町政モニターの制度を導入すると、こう言っていますけども、これについては21 年度で事業化する

のか。もし、事業化するとするのであれば、その概略。それと予算等にその部分のかかる経費が計



 - 41 - 

上されているのか。その点をお聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  白老川の上流部の河床掘削の件なのですが、これにつきましては、

ダムができるという想定のもと、河床勾配等を決められているものですから、ああいう形になって

いるのではなかろうかなと思います。その件につきましては、地域の要望を十分受けた中で、現実

的にやはりそういう河川の荒廃、そういったことにつながるものについては、地元としては責任も

って要望をかけていきたいと思っております。 

 それから、ちょっとこれは、今、答えいいのか。町政モニターの件ですけれども、今年21 年度で

制度等を構築して、もし、それにかかわる予算等が必要な制度、そういうような制度になった段階

で別途補正かけさせていただいてやっていきたいなというふうに考えております。基本的には 21

年度中に何とか制度化したいというふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  前段の部分はよろしくお願いしたいと思います。 

 それで今、町政モニターの関係ですが、やることに対してはいいと思うのだけど、ちょっと言い

たくないのだけれども、町長が執行方針でうたっているということは、当然、今、途中でやって補

正やるという、この姿勢がどうなのかなと思うのです。私も前回の３月の補正予算で、補正多いよ

と。本来、こういう政策的なものを、今、新年度予算の議論をしている中で補正予算でやりたいと

いう言い方自体が、私は姿勢を問われると思いますよ。まして、これは町長の執行方針で施策と言

っているのですよ。それがそういう姿勢で途中で出てくる。それで私は、今、どういう概略でこの

制度はあるのと言ったけど、そうしたら、それすら議論されていないということでしょう。非常に、

予算を組む、あるいはそういう事業を制度化する、私、３月の一般質問でもしましたけど、政策形

成過程で、それでは、どういうことを議論されているのだろうと。私、町長と栗山町議会がこうい

う順序で政策形成議論しましょうという一つのマニュアル的なものを議論しましたけど、本来、そ

ういうものがあって、出てきて、ここで今、私が質問したものについて明確に４月なら４月、こう

いう議論されて、こう決定していますと。それが補正予算で出てきますなんて、ちょっと信じられ

ないのだけども、その辺の事業形成、町でどういうふうに議論されているのか、ちょっとその辺。

担当課長になるのか、副町長になるのか、わからないけども、大事な問題ですよ。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  言葉足らずで申しわけございません。基本的には、この制度はボ

ランティア活動としてやってもらうというふうに考えてございます。ですから、そういう意味では

計上していないのです、当初の予算に。ただ、私が申し上げたのは、もし、制度を構築していく中

で経費が必要となるという部分も今の時点で 100％ないとは言い切れませんので、その場合はとい

う意味で申し上げたところでございます。基本的には、今の段階ではボランティアでやっていただ

くというふうに考えてございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  今の答弁もちょっと取ってつけたような、釈明的な答弁にしか私は思え
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ませんけども。ボランティアならボランティアで、そういう形でこれから決める話しでいいと思い

ますよ。そうすれば、執行方針の中でそういう部分の文言があったり、今、担当課長が言ったよう

に、当初は、初めからそういう形の中で、こういうスタイルで、ボランティアでこうだよという説

明があってしかりではないかと私は言っているのですよ。それと途中で、構築されて、必要であれ

ば補正予算にしますなんて、そんな話にならないでしょうと。その姿勢を、やはり企画担当課長で

すから、やはり、そういうことをちゃんと明確に一つの軸を持って議論していかないと、今後その

施策に対して、ここで議論するときにそういう流れの中でいいですよ、どうですよという話になら

ないと思うのですよ。いかがですか。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  まず、この町政モニターの関係です。これについては、21 年度でやっ

ていくということは町長の執行方針の中で述べてあります。それで、予算の関係については、先ほ

どボランティアでやるとか、まだちょっと検討しなければならない部分があるものですから、まだ

はっきり決まっていないということで、もうちょっと中身を詰めてからということでご理解いただ

きたいというふうに思います。町政モニターはやると。ただ、中身について、まだはっきり決まっ

ていないものですから、この部分について、場合によっては規定の予算の中でできるかもしれませ

んし、中身によって場合によっては補正を組まなければならないというこういう事情があるもので

すから、この点についてご理解いただきたいというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  私は、当初から補正を組むというそういう姿勢もそうですけど、本来、

町政執行方針ですよ。これは重いものなのですよ。町長が町民に約束しているのですよ、１年こう

いうことをしたいということを。それを今言ったように、ボランティアであろうと何であろうと、

まだ組み立てができていないから途中から21 年度やります、私はそういう政策形成の姿勢について

ただしているのですよ。私は、そうしたら何のために町長が１時間もかけて町民に向かって、私、

こういうことを１年やりたいのだと言って、最後に希望の持てるまちづくりを実現しますとしめて

いるのですよ。私も今言ったように、この町政モニターということについて、そういう制度内容を

聞いて、私が言ったように、町長が身近に町民と接して生の声をこういう時代だから聞けるのかと、

そういう期待をして私は言ったのですよ。それを今、途中で補正予算する、今、組み立てできてい

ない、これは町長にだって失礼ですよ、職員の皆さん。町長がこういうことやると言ったら、ある

程度やっぱり公の場でこうやって、こうなりますという希望的なもの、あるいは、ああ、そうかと

言えるものがなければ、僕は挙げるべきではないと思いますよ。 

○副委員長（近藤守君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  前田委員のおっしゃる意味はよくわかります。ただ、町政モニタ

ー制度を新年度やるということ、このことについては、その制度の中身、それらもいくつか選択肢

がございます。そういった選択肢をどのように組み立て、あるいは町民の皆様方の声をどのように

反映させてこういう制度をつくっていくかという部分でございます。ですから、そういうやり方、

あるいは制度の内容、それらがしっかり整理されていないと執行方針に挙げられないというような
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ことには、僕はならないと思うのです。これは総合計画にしたってそうです。総合計画をやります

という予算を計上するときに、それでは、その中身、やり方、全部すべて決めていないと挙げられ

ないということにもならないと思うのです。それはある程度想定の中でやりたいという意向をきち

んと伝えるというのが執行方針だと思います。そして、その執行方針にあるもの、すべて何が何で

も全部、制度がすっかり設計されていないと挙げられないというようなことにはならないと思いま

すのでご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  これは政策的な判断で、見解の相違と言われれば、それはそれで終わる

と思いますけども。私は総合計画云々と比較で議論される話ではないと思います。１つの町政モニ

ター制度という具体的な項目の中で町長がどうしたいということを言って、私が言っているのは、

途中で補正予算上げますとか、途中から制度を明確にして皆さんにお知らせしますというから私は

言っているのですよ。こういう細かい、細かいと言ったら失礼だけど、そういったものがこういう

形の中で政策みたく見えますよというぐらいのものも持っていないのかということを私は言ってい

るのです。そういうことです。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  同じ答弁を繰り返す形になるかもしれませんが、骨格はできているわ

けで、あと細部についての肉づけの部分とか、そういった部分の検討が必要だということなのです。

それで、そのことによって若干、もしかしたら出てくるというようなことをご理解いただきたいと

いうふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、ございませんか。 

 それでは、３番はなし。４番に入ります。128 ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費から、140

ページ、６項、１目監査委員費までの質疑をお受けします。吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  15 番、吉田です。131 ページの賦課事務経費の中でちょっと伺いたいと

思います。これ通ったのかどうなのかということを一つ確認なのですが、2009 年度の税制改正で過

去最大の住宅ローン減税をしていくというそういった方針が出ておりますけれども、これはもう今

月年度変わりできっと３月末になるのかなというふうには思うのですが、こういった情報的なもの

は入っていますでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君）  現時点においては入っておりません。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  入っていないのであれば、次の質問に続かないのかなと思って、ちょっ

と一瞬考えたのですが。2008 年まで住宅の減税がありましたよね。そういった中で 2009 年度から

はかなり率的にアップした税制改正があるということなのですよ。これは今後、その最大になった

分、中低所得者に対しても恩恵があるようにということで住民税も対象になってくるという話を新

聞等で見たのですが、そういったことも含めて今後、リフォームも今、白老町で地域活性化の予算

の中でリフォームに補助を出しますよね。20 万円以上のリフォームに関しても、そういう減税も対
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象になるということなのですよ。ですから、これは今年の４月から実施されるような方向性でのこ

となのです。ですから、今、リフォームのほうを進んでおりますし、そういった情報が町民の方々

に早く流れることで、今、建設も不振ですよね、住宅の建設関係も。そういったことでは、この一

つの朗報としては、私は町民に早く流すべきだなというふうに思ったものですから、その点につい

て質問いたしました。 

○副委員長（近藤守君）  野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君）  リフォームにつきましては、広報等で周知していますし、あと、建

設課とも協議していますし、そして、今、ちょっと数はきっちり押さえていませんけども、結構、

職員はじめ町民の方からも申請は上がってきております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。135 ページの戸籍の電算化の関係なのですけど、こ

れまで電算化というのがものすごく進んで、専門の人も配置をするという状況です。今回もこの部

分だけ見ても約 800 万円、約 778 万 4,000 円のお金をつぎ込むわけですけども、実際に各課にパソ

コンがたくさんありまして、皆さんパソコン開いて見て仕事をやられているわけなのだけど、情報

伝達ということで言えば極めて効果があるということはまったく否定はしません。ただ、この電算

化の効果というのは、私は前にも１回聞いたことあるのですけど、人にはなかなか変えていけない。

例えば 778 万 4,000 円ということは、新しく入った人だったら、もちろん、これは１年間だけだけ

ど、２年分ぐらいの給料になると思うのですよ。どれだけこういう省力化が進んでいくのかという

あたりが見えない中で、一つは電算化ということでシステムを変えなくてはいけないということで

どんどんお金がかかるというふうになっているのだけど、これの導入と今までの導入と効果という

のはきちんと明確にわかるものなのでしょうか。ここら辺どうですか。狙いは一体何なのかという

あたりをちょっとお尋ねしたいのですけれども。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  ただ今の戸籍の事務電算化でございますけども、効果についてでご

ざいますけども、本事業はまずことしが初年度でございまして、約７年かけて行う事業でございま

す。この一般会計で予算計上された700 万円のほかに債務負担行為で27 年までの議決をいただきた

いと思いますけども、総額１億 2,000 万円ぐらいの事業でございます。それは戸籍の今まで手書き

だったもの、もしくはタイプライター打ちだったものを電算化するという事業でございまして、こ

れを全国的に、73％ぐらいの全国の市町村でも既に実施済みでございまして、北海道的にはまだ導

入されていない市町村が多いのですが、胆振管内では私どのも白老町が一番最後と。今回、計上さ

せていただいて、胆振管内全市町村が達成する結果になります。それで、本題の効果でございます

けども、導入後は行財政対策室とも協議をしておりまして、人件費、省力化に相当なりますから、

現員、今、６名の職員、正職員は４名ございますけども、臨時職員２名配置して事務を行っている

ものを、導入後は正職員４名の範囲ぐらいでできるような体制を組んでいくということですから、

２名分ぐらいの人件費は削減、現状から比べると削減できるものと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 



 - 45 - 

○委員（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。そういう明確なものがあれば結構だと思うのですが、

もし、そういうことになれば、効果はすごく大きいだろうと。例えば７年かかったとしても、それ

は将来そうなっていくと。 

 それで、もう一つ。ここまできている中で、例えば 400 円入れれば、ぱっとボタン押せば印鑑証

明出てくるとか、住民票出てくるとか、それぐらいのものはできないものですか。僕は必ずそうな

るだろうと思っているのですよ。今はまだ無理かもしれません。食券だって、そうやってやったら

出てくるのです、何百円というのは。そうしたら、400 円入れて、名前入れたら出てくると、その

ようなものというのは開発されていないのですか。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  一部もう大都市では、そういう住基カードとか、本人の身分証明の

できるものを差し込めば、住基カードが一番大きなあれですから、そういうもので発行できるシス

テムはございますけども、件数、コストを考えると、現状、うちの白老町では導入はちょっとまだ

いかがなものかなと判断いたしますけども、実際にやっている市町村も現実ございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。そこはわかりました。私が聞きたかったのは、この

件について言えば、もちろん、これだけの効果があると。ほかのところで保守点検含めてやらなけ

ればだめなお金があるから、丸々この分が浮くというふうにはならないと思います。ただ、どこの

担当かわからないけど、今まで電算化してきてトータル的にこういうような、全体として見たとき

の効果というのはやっぱり検証されているものですか。仕事の何かそういうものあるでしょう、検

証するもの。 

○副委員長（近藤守君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君）  情報化全般にわたってということですので、私のほうからお答えさ

せてもらいます。毎年こういう機器が整備されて、システムが更新された、その内容の中では各年

度それぞれの決算等も振り返りながら押さえてございます。そういう中では、平成14 年に当時で１

億 1,293 万 4,000 円かかっていたのが、今年度予算 7,841 万 6,000 円。3,451 万 8,000 円、これだ

け下降、下がっているという部分がございます。これは機器整備も全部含めた体制でございますが、

現在、役場の中にはパソコンというのが 467 台ございます。これは職員含め、臨時、嘱託、それか

ら、議会のほうにもいろいろ置いてございますが、それら全部機能していますが、何と言っても今

は、こういうデータをきちんと国、道もこういう情報が電子情報で入ってきます。申請行為から何

をプリントする、全部これを使わなければならないというこのような時代に入っているものですか

ら、こういうものを使わないと仕事にならないというのが現状なのです。ですから、紙ベースで何

かを書いてというのはもうほとんどなく、ほとんどパソコン上での仕事になってきているものです

から。ただ、そういう部分は経費も下げていって、先ほど言った、約 3,400 数十万円、こういった

部分の削減というものが出てきているという状況でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。それでは、暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午後 １時５８分 
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再  開   午後 ２時１４分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ３款民生費に入ります。大きく５番。142 ページ、１款社会福祉費、１目社会福祉総務費から、

151 ページ、２目老人福祉費まで。質問のある方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  先日、一般質問でちょっと出ていたのですが、ページ数 145 ページの中

の緊急通報システムの件なのですが、これは一人暮らしだとか、単身世帯、お二人で高齢者で病気

がちだとか、そういった方に対して通報システムの利用ができるようにして、いろいろなものから

守っていくというものなのですが、この在宅老人を緊急の出来事から守るということなのですが、

必ず近隣の方の協力を得て、その通報がその近隣の方に行かなければならないですよね。その手法

は変えられないものなのかどうなのか。その点ちょっと伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  緊急通報システムの関係でございますけれども、第一報として

は消防のほうに通報が入るような仕組みになってくるわけでございます。消防のほうで緊急通報を

受けた中でどのような対処という形になるのかなと思うのですけれども。その周りには協力員の

方々もいらっしゃるわけでございますが、必ず協力員の方々が何があっても行かなければならない

とか、そういうような強制的な話にはならないのかなとこう思っています。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  確か、協力員の要請をしてつけないと、もし、いなければ、地域の民生

委員さんにお願いしてでもなってもらいなさいということになっていたはずなのです。それで、実

は何人かから相談を受けるのですが、今の高齢者の方々って人に迷惑をかけたくないということな

のです。そういう方々が近隣の方をお願いするのであれば、日中、具合悪くなるという保証がある

のならお願いすると。ただ、夜中、いつ具合悪くなるかわからないのときに、そうやって協力員に

行くということがすごく迷惑をかけたくないということで手続きをしないという方が何人かいたの

です。消防にいくのは知っています。だから、私も消防にいけばいいのではないかというふうに考

えたのですけども、それと同時に、もし、介護認定を受けている方であれば、自分がお世話になっ

ている介護施設に通報がいくようにするとか、何か手法を変えていかないと、せっかくいい施策が

生きてこないのではないかと。せっかく使いたい人が使えない。本当に見ていて、この人、絶対必

要だなと思う方がそういった理由で断るのです。ですから、その辺をやっぱり改正していかなけれ

ばいけないのではないかなというふうに思うのですが。 

○副委員長（近藤守君）  前田消防長。 

○消防長（前田登志和君）  緊急通報システムによりまして、消防車または救急車が出動する状

況について、お話させていただきます。緊急通報で、ワンタッチボタンは２つありまして、緊急と

いうものと相談というものがありまして、何か具合が悪くなったりしましたら緊急というボタンを

押すようになっております。その場合、うちのほうに入ってきますので、そこで話ができて、お腹

が痛いですとかそういうような状況がわかればいいのですけども、ただ、入ってはくるけどもわか
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らないということがあります。そのときにつきまして、協力員という方にお願いをして、当然、救

急車も同時出動するのですけども、ちょっと見てきてくださいというようなことの確認をお願いす

ることもありますが、中にはそういうふうな協力員または民生委員の方がどうしてもいらっしゃら

ないというふうなことに関しては、それは 100％どうしてもということではありませんので、そう

いうような部分に関しては仕方がないのではないかなと思います。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  どうしてもいなければ、いいということであれば、私はいいと思うので

す。ただ、今はどこの家も施錠していますから、近隣の方にもし確認してくださいと言っても、鍵

開いていないし、本人倒れていたら確認はできないのですよね。だから、そういったこともありま

すし、やはり今の一人で暮らしている方は特に頑張ろうとするのです。だから、そういった方々を

守るためにつけているものですから、極力そういった形で。協力員がいる方はいいのです。ただ、

いないのに、今度、自分がお願いするのに迷惑かけたくないという方に対しては消防だけでいいで

すよというと、本人も割りと気持ち楽に申請することができるというふうに思ったものですから。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  すみません、ちょっと私のほうでも勘違いしていた部分があっ

たのですけども、仕組みといたしましては、該当する方の近くの方々の見守りが必要であろうとい

うことの中で、いち早く駆けつけるためには身近な方々で協力員の方を募って、行ってもらって安

否を確認するという仕組みのようでございました。それで、その仕組みを崩さないでいくというこ

とからいけば、やはりお互いの見守りという体制の中での近場の方、近隣の方々の協力はある程度

必要になってくるのかなというふうに思います。 

○１５番(吉田和子君)  だから、それで申請をしない人がいるということです。24 時間ですし、

今言ったように施錠していますから、夜中に押して、その人たちに駆けつけてもらうということに

対して、本人が申しわけないから私は申請しませんという方がいるということで、絶対、協力員が

いないとだめなのかということなのですよ。それを言っているのです。協力して見守っていただく

という体制が、本当に仲良くて24 時間いつでもいいよと言ってくれるような友達がいる人はいいの

です。ただ、その方は近隣に迷惑かけたくないということで、何かあれば、札幌の妹さんが来るの

ですよ。だけど、夜中に通報したって札幌からは来られないですよね。だから、私は、民生委員の

方にお願いしたらはと言ったら、そんないつ起きるかわかないことを迷惑かけられないという現状

があるので、そういう決まりはある程度必要なのですけど、特別そういう者がいない人は消防でい

いのではないかというふうにできないでしょうかということなのですけども。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  繰り返しになってしまうのですけども、やはり緊急的に対処し

なければならないということになれば、ある程度見守りされる方がいらっしゃらないと、なかなか

通報システムの役割が薄れてくる部分もあるのかなと、こうは考えます。 

○副委員長（近藤守君）  山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  私から若干、前任の経験もありますのでお答えさせていただ
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きます。今、田中課長が言ったとおり、基本的にはそうなのです。それで、今、地域で問題になっ

ているのは何かというと、見守り対策がいかにできないかということが問題になっているわけです。

ですから、当然そういうことも踏まえながら、協力員がなかなかいないですという方については、

申請を受け付けてもらって、こういう方はどうですかとか、本人と協議をしながら協力員を見つけ

てという、これが実態なところもあるのです。全部が全部、近所付き合いのいい方ばかりではない。

ただ、緊急通報システムの効果を求めるということは、誤報があったりなんかしたら、すぐ行って、

ノックして、反応なければ、すぐ救急車とともに、鍵も開けて入って行かなければならないという

そういう対応もあるものですから、そういうことからすると、いろいろな手法でやっぱり協力・・。

基本的には協力員を役場と協議しながら、社協さんと協議しながらでも探し出して、やっぱり、そ

のシステムをつくっていくということが現在必要だというふうに思っています。それが、基本的な

地域づくりにもつながっていくものだなというふうに思っていますので、そこのところはそういう

ふうに申請を嫌がらないでご相談くだされば、ご相談に応じて、協力員を含めて体制を整えていき

たいと、こういうことでございますのでよろしくお願いいたします。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤です。151 ページ、後期高齢者医療事業特別会計の繰り出し金のこ

とについて、若干お聞きしたいと思います。今、広域連合議会の中でも問題の一つにされているよ

うでありますけれども、市町村の事務費負担の１割を同額均等で自治体で払わなければならないと

いうふうになっているそうですけれども、そのことによって、例えば札幌みたいな大きな都市と郡

部の町ではすごい差ができているということが問題になっているようです。すごく差が大きいとい

うふうに、具体的にはいくらというふうにはちょっとわかりませんけれども、そのことが白老にお

いてはどういうふうな状況になっているのか。どう、とらえているのか。そのあたりをお聞きした

いと思うのです。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  後期高齢者の事務費の負担金でございます。広域連合に支払う金額

でございますけども、ここに載せている6,400 万円の内訳として事務費は、白老町では624 万 8,000

円でございます。あと、保険料軽減に当たる部分が 5,100 万円。これは、道が４分の３、町が４分

の１負担があります。あと、広域の運営に対して、事務費ではなくて広域の体制に対して運営とし

ての負担金が 720 万円ほどございます。委員がおっしゃるとおり、これは私どもでいけば 620 万円

ですけども、大都市はそれ相応の金額になりますので大変な負担額にくると思われますけども、そ

れなりの財政規模、町村の規模がございますので、私どもの 620 万円は何とか、保険料とか、これ

は町が負担でございますけども、何とかできる範囲内で推移されていますので。大規模はちょっと

わからないのですけども、うちの町とすれば、この金額程度で妥当なところかなと認識しておりま

す。以上でございます。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  均等割ですので、人口１人当たりに直すと、大変な比率の違いだという

ことが現実にあるわけですけども、制度の中にいろいろな問題点がありまして、また問題になって
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いるのがもう一つだと思うのですが、保険料は個人払いであって、軽減措置は世帯の単位であると

いうふうになっているわけです。保険料に格差が生じてくるだとか、それから、低収入の人たちと

の間に逆転現象が起きているというようなことも言われているのですが、そのような事態というの

はここにないのかどうなのか伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  後期高齢者の保険料に関しましてはマスコミ等でも報道されていま

して、確かに委員おっしゃるとおり、国保税と違って、世帯単位で見ないところがございますので、

同じ収入ある方ですと、ご主人と奥さんと収入がある方で申しますと、保険料、相当な差が、開き

がございまして、それが制度上、欠陥があるのではないかなと今、言われておりまして、これも今

後、是正されるのか検討されて、後期高齢者医療制度自体が検討されていますので、その辺がちょ

っと私ども見ても、保険料に対しては均衡が取れていないのかなと思うところでございます。 

 それと、軽減については、これは国のほうも20 年度から制度開始されて、通常の２割、５割、７

割の軽減のほかに、20 年度でいけば、8.5 割という軽減を設けました。それで21 年度は、8.5 割と

今度９割と。２割、５割、７割、９割の方、それと一部所得制限も相当軽減していって、保険料の

軽減を、皆さん大変な方たちのために講ずるという手段を講じますので、何とかその範囲内で収ま

るのではないかと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斉藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  この問題は連合議会の問題ですから、払うとか払わないとかと言えるよ

うなものではないような気がするのですけども。制度そのものを今、話されたように、若干の改善

をしながらも、かなり多くの矛盾を、制度矛盾というのですか、そういうものを抱えていて、一度

は参議院で廃止法案が通ったというような制度なわけです。それで、余りにも矛盾が多くてどうい

うふうに手直ししていいのかわからないような状態だと思うのですけれども。いちいち細かいこと

は言いませんけれども、こういう矛盾について、連合議会に任せておいていいのか、これは自治体

からそういう話を上に上げていくというルートというのはどんなふうにあるのか。もし、あれば聞

かせてもらいたいと思うのです。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  後期高齢者の制度に関しては、国のほうでご存知だと思いますけど

も、高齢者医療制度に関する検討会というのが昨年来、塩川元大臣を座長に検討されていまして、

１年の議論を踏まえて、後期高齢者自体の制度について、議論の中身はもう国保と後期高齢者、道

単位、県単位にまとめていこうという提案がございますけども、それに対しては知事会のほうで相

当議論ございまして、反対の知事さんが相当あるというお話を聞いていまして。ただ、賛成のとこ

ろもございまして、今後そういう単位で、75 歳で切るのではなくて、国保と後期高齢者一体型の制

度改正に多分なっていくのではないかなと思われます。そういうことで広域の中でも、私どもの議

会からも今回議長が選出されますので、そういう議員さんを通して意見反映をしていければ、少し

でも議論していただいて、制度改正に向けた道筋も立っていくのではないかなと考えます。以上で

す。 
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○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございますか。 

 それでは次、区切りの６番に入ります。150 ページ、３目身体障害者福祉費から、165 ページ、８

目ウタリ施策推進費まで。14 番、氏家委員。 

○１４番（氏家裕治君）  14 番、氏家です。先日も代表質問の中で質問させていただいた中で、

ちょっと聞き漏らしたといいますか、そういった部分もありましたので、今回、一度確認だけさせ

ていただきたいと思います。155 ページ、地域生活支援事業経費の中の委託料のところです。ちょ

っと聞きたいということは、今、いきいき４・６の２階で行われております「つくしむ白老」、その

開設が昨年から行われているわけですけども、この「つくしむ白老」、例えば精神的な部分、また、

心の病を持った方々の相談体制の充実を図るための開設ということでお伺いしておりました。そし

て、また、町長の執行方針の中からも今年度は精神衛生面に趣きを置いた福祉政策を展開していく

のだという話も聞いております。ということで昨年から実行されています、この開設された「つく

しむ白老」の実態といいますか、今までの経過をお伺いしておきたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  「つくしむ白老」の実態というお話でございます。実態といい

ますか、今までの評価というふうに受け止めてよろしいのかなと思うのですけども。この事業その

ものにつきましては、ご承知かと思いますが関係団体から要望を受けるような形の中で試行的に昨

年 10 月からの実施ということで進めてきているわけでございます。月２回、第２と第４水曜日の午

後からということでやってはいるのですが、当初は、私どもといたしましても本当に心に不安を持

った方々が来ていただけるのかどうか、そういったところにこちらとしての不安もあったわけです。

それで、実際にふたを開けてみますと、毎回３、４名の方々、多いときは５名、６名という方々、

心に不安を持った方々が集っていただいて、予想以上の反響といいますか、あったのかなとこんな

ふうには押さえております。それで、こういったことから言えば、そういった当事者の方々が気軽

に集える場といいますか、そういったものを求めていたことの証であったのかなとこんなふうには

考えております。それで、ここに新年度の中にも、今度は自分たちの一般財源の中でまずは、また

やっていこうかなとこういうふうな状況に考えているところでございます。 

○副委員長（近藤守君）  14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君）  14 番、氏家です。わかりました。前回は道の補助メニューの中で執り

行われてきて、今回は一般財源からの予算措置ということで、こういった精神面の、また、心の病

を持った方々の相談体制、集いの場というか、そういった場づくりについては前課長のときからも

いろいろな部分で相談をしていて、今回こういった実施、開設に至ったという経緯も私も存じ上げ

ております。それで、そういった今までの経緯を見ていった結果、予想以上のそういった反響があ

るということであれば、これから精神衛生面、それから、精神的な心の病というのは、誰がかかっ

てもやっぱりおかしくないという一つのことを、町民の方々に周知させるためにも町長の執行方針

の中から言っていらっしゃった、町民の理解だとか、それから、当事者の心の病のケアに対する施

策が今度、段々、必要になってくるのだろうなと。今後、この開設された「つくしむ白老」がどう

いった展開をし、また、目指すところはどういったところを目標にしているのか。目標という言い
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方がどうなのかはわかりませんけども、そういった一つのやはり目指すものがあって、こういった

ものを展開していると思うのですけども、それについての考え方があればお伺いしておきたいなと

思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  最終的に目指すところ、または目標という話になるのかなと思

いますけども、先ほども申し上げましたが、今までは町内にこういった精神における面でのケアす

るための仕組みといいますか、施設といいますか、無かったわけでございます。それで、最終的に

は、私どもとして考えているのは、そういった不安を抱えている方はたくさんいらっしゃるわけで

ございます。そういった中でケアする仕組み、システム、そして、最終的にはそのことが社会参加

のほうへつなげられるような手助けをできるものとして構築できていければよいのかなと思います

けれども、まずは21 年度の中でもそういった参加の状況なども見極めながら、最終形にどのように

近づけていけばよいのかというのは考えていきたいなと思っています。 

○副委員長（近藤守君）  ほか。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤です。165 ページ、イオル再生事業について伺います。このイオル

の再生事業につきましては、推進機構の嘱託事業という形で事が進められているということはわか

っていますが、今年21 年度のイオル再生事業の主な事業計画、簡単に述べていただきたいと思いま

す。 

○副委員長（近藤守君）  高野生活環境課参事。 

○生活環境課参事（高野末保君）  21 年度については、今、検討会議で進めているところですけ

ども、ただ、継続的に今まで進めております植栽の管理だとか、あと、これもまだ検討段階なので

すけども、チセをことし建てているのですが、チセの設置、あるいは20 年度から進めております担

い手伝承育成事業、これも３年スパンでやっているので、そういった事業が主になろうかと思って

います。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  今、検討中、大骨しかできていないのかもしれないですけども。去年あ

たり、植栽事業のほかに伝承者というような人材育成だとか、指導者養成だとか、あるいは体験事

業なんかの環境整備というようなことにようやく手がけることができたということで、初めはなか

なか一番大事な人材養成まで手が回らないでいた、そういうようなことが大分改善できているので

はないかなというふうに見ているわけですけども、そういう面からいって、人材育成だとか、体験

学習だとか、そういう方面まで予定どおり計画が進んで実践されてきたのかどうなのか。そういう

面で残された課題というのはどのようなものなのか。そのあたりを伺います。 

○副委員長（近藤守君）  高野生活環境課参事。 

○生活環境課参事（高野末保君）  まず、体験学習からお話しますけども、体験学習については

19 年度から実施してございます。19 年度については海のイオル１件ということで、昨年は海のイオ

ル２件、あるいは川のイオル２件、あと、山のイオル１件ということで体験学習を５件実施してご

ざいます。この中でまず大事なことは、川のイオルでございますが、萩野小学校で学年単位で先生
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共々出席していただいたと。これは３年生、４年生ということで、非常に結果といいますか、先生

方のご理解も得てきているのかなと思っております。 

 それと、担い手育成事業でございますが、これは今年度からの事業でございますが、全国から８

名の方が白老町に来ていただいて、すべて今、８名の方、順調に３年間の教育を全うするように頑

張ってございます。それで、この８名の方々については、３年間終わりましたら、それぞれの地域

に戻りまして、アイヌ伝承の担い手として逆に指導者の立場でアイヌの伝承をしていく形になろう

かと思ってございます。 

 課題といいますと、やはり今、白老支部あるいは博物館等々と白老町も当然、３者で協議してい

るのですが、それらが連携して次年度以降、いかにイオル事業をスムーズに進めていくか。それと、

先日、大渕委員のほうから挙がっていましたけども、そのほかに当然、町内にアイヌ工芸サークス

だとか保存会、それぞれの団体がいますので、一丸となって事業を進めていきたいなと思ってござ

います。 

○副委員長（近藤守君）  ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君）  斎藤です。あともう一つ、私たちにはなかなかよくわからない部分なの

ですが、中核イオルというふうに事業として進めていってほしいという願いというのは、そういう

位置づけがぜひ、ほしいというふうに思っていたのですけども、なかなか、その中核イオルという

のが消えたり出たり、私たちには見えないのです。よそへ行くのか、ここへきちんと位置づくのか

ということでは、なかなかわからないわけなのですけれども。それで、どこまで、今、道段階、国

段階、そういう段階でそういう中核イオル、今そういうのかどうなのかちょっとわかりませんけど

も、そういう位置づけというのがどこまで進んでいるのか。あるいは、別な言い方をすれば、その

証になるような事業、よそのまちに負けない、ここが中核だといえるような、そういう事業がどん

なふうに進められているのかという点ではどうでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  高野生活環境課参事。 

○生活環境課参事（高野末保君）  今、中核イオルということかと思いますけども、当初は中核

イオルということで走っていたかと思います。ただ、国のほうでは今、現状として学習型イオルと

いうことで進めてございます。というのは、これは北海道の中心となるべく、アイヌ民族博物館の

ほうで学芸員の方々が５名配置して、アイヌ文化を正しく伝えている、そういった部分で先ほどお

話した伝承者担い手育成事業、これは白老町でなければできない事業かなと思ってございます。そ

ういったことで学習型イオルということで進めていっているところでございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 それでは、次に入ります。次、大きな区切り７番。166 ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉

総務費から、177 ページ、６目児童館費まで。質疑のある方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  167 ページの子ども育成支援事業の中でちょっと伺いたいと思います。

平成 20 年度の第２次補正予算において、子どもを安心して育てることができるよう「新待機児童ゼ

ロ作戦」ということで平成 22 年度までの集中重点期間として15 万人の保育所の待機者、それから、

認定子ども園の整備を推進することを目的として各都道府県に安心子ども基金 1,000 億円を予算と
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して計上されることになって道にも配分がきていると思うのですが、この基金はやはり一応待機児

童のゼロ作戦ということですので、ほかの市町村に配分、白老町は特に待機して待っているわけで

はありませんので、どちらかというと減っていって、そのためにどうするかというほうが多いので

すけども、そういった部分ではこの基金の使い道に白老町が配分されるということはないのかどう

なのか、その点伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  今の件につきましては、今、お話のとおり、うちのほうは待機児

童がいるという状況にはないものですから、そこのところでは道のほうからの特別のお話というの

はいただいていない状況にあります。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  ただ、この中に家庭的保育事業を推進するものも入っているのですね。

私もこの間、質問していた途中で時間的終わったのですけども、竹浦・虎杖浜あたりは働くお母さ

ん方がもしかしたら、はまなすと一緒になるかもしれないということもありますよね、前提として。

そうなったときに、この保育ママ事業等を進めていく必要性がないのかどうなのか。そういったも

のにこれは使うことが、２年間ですから、22 年までにはもう終わってしまっていることなのですけ

ど、そういったことも含まれないのか。 

 あと、保育さんの育成のための資金提供もあるのですよね。そういったことでは、白老町として

は何も言ってこないから何もないではなくて、調査をして、そういったことにどんどん加わってい

くというお考えはないのか。該当しませんといったら、それまでなのですけども、こういった基金

がある以上は、何かやっぱり町に持ってこられないものなのかどうか。その辺の研究、調査をされ

たのかどうなのか。その点を伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  先の保育ママ制度につきましても、これも待機児童の多いところ

に関して保育ママ制度を活用して保育園等に入れないお子さんへ対しての保育というところがある

ものですから、そこについてはちょっと該当にないという考え方を持っております。 

 また、保育士の資質の向上ですとか、そこのところにつきましては申しわけありません。私もち

ょっとそこの細かいところまでは把握ができていないものですから。ただ、今のところでは、白老

町としては該当にはなかなかならないのかなというふうには押さえております。ただ、もう少し状

況を見まして、必要であれば、もちろん町としても手を挙げていきたいというふうに思います。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  171 ページの緑丘保育園の運営費を聞きます。緑丘保育園に7,918 万 9,000

円計上されていますけども、この内訳をまず、措置費でいくらか。そのほかに町単費として何にど

れだけ出しているのか。それと、あそこの施設がかなり古くなってきて、施設が老朽化されていま

すけども、それにかかわる修繕の大掛かりな部分というのは計上されているのか、見ているのかと

いうことです。それと、後日、総務文教常任委員会の協議会で説明あると思いますけども、小鳩保

育園の民営化に対して緑丘保育園が辞退したと言っていますけども、その辞退した理由を述べてい
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ただきたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  7,900 万円の運営費の内訳につきましては、申しわけありません、

細かい割り振りの数字のところはちょっとお待ちいただきたいと思います。それで、基本的には国

が２分の１、道が４分の１、自治体が４分の１という考え方で運営費のお支払をしております。 

 修繕等についてなのですが、18 年でしたか、屋根、それから、外壁等の改修を行っております。

その後、現状の中では特別改修等についてというような計画は持ってはいない状況にあります。 

 それと、小鳩保育園の民間移譲の関係なのですが、これにつきましては、先日の教育長の行政報

告でも述べましたが、文章で応募をしないという回答をいただいておりますが、それ以外につきま

しては、町のほうでは話としては聞いていない状況にあります。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  措置費の道、国、町が持つのはわかります。だから、措置費として、ル

ール算定でいくらですと。それ以外に町として施策的にやる、こういうことに出していますとか、

そういう部分で町の持ち分の施策的なもの分はありませんかということで。だから、町が何ぼとか

ではなくて、措置費ではルール算定でいくら、そういう話です。 

○副委員長（近藤守君）  渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  措置費以外でということになりますと、保育料の部分で町がこれ

まで国基準より軽減をしてきている部分、そこの部分について緑丘保育園のほうで保護者の方がお

支払いいただいている保育料、そこのところの軽減分を町が負担しているという状況にあります。

それ以外の部分では、現状の中ではないというふうに押さえております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 それでは、４款環境衛生費に入ります。区切りの８番。178 ページ、１項保健衛生費、１目地域

保健費から、193 ページ、２項目環境衛生費、１目環境衛生諸費まで。どうぞ。10 番、大渕紀夫委

員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。182 ページから 183 ページの高齢者特定健診事業経

費なのですけれども、説明では、高齢者の健診だということだったのですけど、これは後期高齢者

の対象者の部分の健診、全員ということなのでしょうか。中身をちょっとお願いします。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  昨年スタートしました後期高齢者医療の特定健診でございまして、

本年度より75 歳の後期高齢者の人方を対象に、当初は300 人で対象者を見ております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。300 人見ているということなのですけど、大体これ

ぐらいで間に合うという計算ですか。それとも、オーバーした場合はどうするかとか、そういうこ

とはありますか。 

 それから、広域連合からお金が来るという状況なのでしょうか。その割合だとか、財源内訳どう

なっているか。 
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○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  実は、広域連合からは、この事業に対しては見られないということ

で、全額一部負担金、諸収入をもってやっている事業でございまして、ただ、300 人と当初予定組

みましたけども、ご存知のとおり、75 歳の対象でございますので、ほぼ慢性期の病気をお持ちの方

がおりますから、それ以外の病院へ行っていない、健康の方の健康診断ということで 300 人見まし

たけども、この人数が多く上がってくれば、それはまた補正して対応したいなと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。後期高齢者の連合会からは何もないということにな

ると、個人負担はいくらになって、町がどういうふうな形で負担をするのかというあたりはどうで

しょうか。それで、後期高齢者広域連合で将来的にいくらかお金を出すとか、もちろん町から出し

たものが戻ってくるだけの話なのだけども、そういう考え方というのはないのですか。これは町が

単独で予算を組んで、後期高齢者の健康診断をやりたいと。そういうことであれば、非常に積極的

なことになるだろうし。それで、諸費ということは多分一部負担があるのだろうけども、その分が

下がっていけば、これはとてもすばらしいことだというふうに思うのです。ただ、後期高齢者だか

ら、使用料が高かったらなかなか受けられないということが考えられると思うのです。そういうと

ころの配慮をどういうふうにしているかというあたりも含めて。 

○副委員長（近藤守君）  安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  対象者の方々のご負担でございますけども、一応、予算でお１人、

5,400 円をお願いするという形で実施させてまいりたいと考えていますけども。そのほかに広域連

合のほうではいろいろなメニューがございまして対象になる部分もございます。実は、インフルエ

ンザの予防接種でございますけども、20 年度からは、実は一律1,000円でやらせていただいて、2,800

人ほど受けたうちに 2,700 人ほどが後期高齢の方です。ほとんど占める、人数的に見ますとです。

そういう人方の補助メニューも今、広域のほうで検討されていますので、そういう人方の分はそち

らのほうから今度はいただくという。この特定健診は個人負担いただきますけども、違ういろいろ

な医療費抑制に対する予防に対しての補助金は、うちで実施できる中でまた検討しながら３連携の

中で取り組んでいきたいなと考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  15 番、吉田です。181 ページのがん検診と、それから、同じ 181 ページ

の妊婦健診のことについて、ちょっと伺いたいと思います。がん検診の受診率、この間の補正の中

で 89 万円減額補正がありましたけども、これは検診率が下がっているということなのか。その辺の

ことをちょっと確認したいと思います。 

 それから、もう１点。妊婦健診については、以前から２回から５回にと。国の制度、公費負担の

率が上がる回数が多くなったときに町は即対応をしていただいていまして５回までになったのです

が、今回、９回分をプラスして公費の措置がされるようになっているのですが、これは22 年度まで

の２年間の措置なのですね、一応。それで、国庫補助金２分の１と地方財政措置によって２分の１

で支援されるということになっているのですが、他の市町村にも聞きましたら、首長はずっとやっ
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ていくという決意を述べられているというのは聞いているのですが、白老町としても、この２年間

の間には何か措置をされるのではないかという、国のほうもまた新たな措置を考えるのではないか

ということ、公的支援という面だと思うのですが、そういった部分では、白老町は今のところは２

年なのか、それとも、ずっとされていくという考えなのか。その点伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  まず、がん検診の実績の関係でございますけれども、実は若干、

昨年から見ると、受診された方の数としては残念ながら下がってしまったというのがあります。そ

れで、予算的には最大限大きな枠の中で取っているということから、若干減額補正もせざるを得な

かったとこういう状況にはあります。 

 あとは、妊婦健診の22 年度の公的補助抜けた後の、以降の考え方になりますけれども、現状の中

では正直申し上げまして、継続するとか、どうであるとかということは考えておりませんけれども、

国の中でも今後は自治体の実施の状況、そういったものを見定めながら次の対処をどうするかとい

うことを進めていきたいとこのような話が伝わってきておりますので、正直申し上げたら、そこの

部分を継続されることを期待しているということが実態です。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  ３人に１人の人ががんで亡くなっているという時代です。それで、がん

に対する基本法というのができているのですが、がんの早期発見のために検診率を2007 年度６月か

ら５年以内に50％以上を目標にするということ、これは３連携にもあったような気がしたのですけ

ども、この点は、生活習慣病とかは確か５年とかでその率にいかないとペナルティーがあるのです

が、がん検診の場合はそれがないのかどうなのか。その辺をちょっと伺いたいと思います。 

 それから、妊婦健診に関しては、本当に国の制度がいい状況になっていってほしいなというふう

に私も思って、これは２年で終わるということではなくて、少子化が進んでいる以上は、これは対

応として国も頑張ってもらいたいなというふうには思っておりますけれども、その中で無料となる

基礎部分に血液検査も含まれているという予定であるというふうに伺ったのですが、その辺はどう

なのでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  先にがん検診の50％を下回った場合のペナルティーの関係のお

話でございますが、私どもの中に入ってきている情報といたしましては、具体的にそのような話と

しては伝わっている部分はございません。 

 あと、妊婦健診の検査の関係。ちょっとお待ちください。 

○副委員長（近藤守君）  15 番、吉田和子委員。 

○１５番(吉田和子君)  ３回目の質問をします。がん検診でちょっと減っているけれども、こと

しの予算は最大限の予算を持ったということなのですが、総務省はこのがん検診を本当に力入れて

いまして、2009 年度の地方交付税措置として、前年度より倍の金額を持っているというのです。649

億円から 1,298 億円に倍増していると。それだけがん検診に力を入れているということなのです。

もちろんペナルティーがないということですので、率が下がっても別にその分が来るか来ないかと
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いうことには何も関係ないのかもしれませんけれども、ただ、地方交付税措置されているというこ

とは、使い方は市町村なわけですよね。ですから、そういったことではがん検診に使うかどうかと

いうのは色ついてきていませんのでわからないということなのですが、私はがん検診の、やはり上

昇というか、受診率を上げていかなければいけないというふうに思うのです。それだけ国が力を入

れているということですので、やはり白老町としても、毎年同じ予算、最高の予算を持っても、そ

れが減っていっているということであれば、このがん検診の中に戸別訪問での呼びかけや、あとは

休日受診の実施などに取り組むことに対しても含まれているというようなことも書かれていたので

す。そういった意味では今の白老町におけるがん検診体制がいいのかどうなのか。この今の状況で

がん検診率が上昇していくのかどうなのかという検討をされたのかどうなのか。今後されていく必

要が私はあると思うのですが、その点に伺いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  田中健康福祉課長。 

○健康福祉課長（田中春光君）  先に妊婦健診の検査項目の内容でございますけども、血液検査

の関係、これは含まれてございます。 

 それと、がん検診の関係でございますけども、３連携の中でも目標数値というのは掲げておるわ

けでございまして、先ほど申し上げたとおり、ちょっとその辺に届いていないという部分がありま

すので、新年度の中ではがん検診のみならず、総合健診も含めての話になるのですが、あらゆる手

法、例えば、今、考えているのは、ただ、来るのを待つだけではなくて、受診率の低い地域である

とか、職種によっては低い業種の方々よっては余り受けていただけていないという部分もあります

ので、そういった方々の事業所であるとか、組織立ての方々とタイアップしながら、極力、受診率

を上げていけるようには取り組んでいこうということで、実際、今の段階でもうそのような話は進

めておりますので、結果がどう出るかわかりませんけども、21 年度の中ではちょっと期待も持って

いる部分ではあります。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  先ほど、大渕委員の質問に対して、町民課長より答弁の訂正がありま

すのでお願いします。安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君）  大変申しわけないです。私の答弁にちょっと誤りがありまして。先

ほど、大渕委員に答弁いたしました、個人負担はいくらかということです。実は、これは特定健診、

１人当たり 6,000 円かかります。そのうち、個人負担は 600 円いただいて、残り 5,400 円は広域の

ほうからの受託事業収入ということで委託を受けてやるという事業でございます。大変申しわけな

いです。訂正いたします。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕委員。このことについて何かありませんか。 

○１０番（大渕紀夫君）  いや、いいです。 

○副委員長（近藤守君）  わかりました。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。環境問題について、ちょっとお聞きします。193

ページ。大気汚染測定事業の質問ではないのですけども、それに関連して。今、地球温暖化対策と

して、全国的に家庭から排出されるＣＯ２削減のいろいろな事業が行われていますけれども、町内

でも一般家庭において削減目標を掲げて予防などをとるような事業というのですか、そういう活動
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を推進することはできないのでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  家庭におけるＣＯ２の削減、これの方策というか、推進ですね。

これについては、昨年度からもいろいろご審議いただいています、地球温暖化対策の中で地域のＣ

Ｏ２の削減、これの取り組みの中でも当然取り組むという形で現在も進んできてございます。それ

で、この家庭におけるＣＯ２削減、これについては、だいぶ前からお願いしています環境家計簿、

これの取り組みという形で町民の方々にご協力方お願いしている部分がございます。また、昨今の

エコの関係で、この取り組みによって、いろいろな経費の削減、エネルギーの削減等につながると

いう形で、家庭においては例えば節電とか、電気の関係以外にも温度の関係とか、あと、エコドラ

イブの関係、また、消費活動における過剰包装の禁止、マイバッグの持参とか、細かな取り組みの

中で家庭においてできるところからＣＯ２削減に協力いただきたいということでお願いしている部

分がございます。 

 また、先般の環境町民会議においても、今後において、各家庭において、どのような取り組みが

できるだろうかということを議論していただいている部分がございますので、今後具体の方等につ

きましては、そのような会議を通じまして広めていきたいなとこのように思ってございます。 

○副委員長（近藤守君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。そういう取り組みがなされていることはわかっては

いるのです。ただ、それをやっぱり全町に広げていくことが一つの啓蒙活動であり、そして、今や

っぱり、24 時間稼動している自動販売機がありますよね。そういうものに関してもやっぱり、これ

から私たち、気をつけていかなければならないのではないかなということです。そして、実際に今、

ＣＯ２削減のために活動されている方々もおられるということなのですけれども、それが私たちの

目に見えてこない。どこでそういう発表がなされるのか。そういう直接目に見えるような推進活動

にしていただきたいなと思います。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  これは当然、委員おっしゃるとおり、これは個々で取り組んで

もなかなか効果が上がらない事業でもございます。これについては、１人でも多くの方がそういう

意識を持って取り組んでいただくということが大きな最終的な目標でもございますので、それを具

体的にどのような形で、今回の場合は家庭でございますが、家庭の中でそれを実践していくのが効

果的なのかというものにつきましては、今後とも会議または広報等、いろいろな媒体を通じまして

皆さんのご協力をいただきたいと、そのような形で推進してまいりたいと思ってございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 それでは、ここで暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ３時１４分 

                                           

再  開   午後 ３時２９分 

○副委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 区割りの９番。192 ページ、２目公害対策費から、203 ページ、５項上水道費、１目上水道施設費

まで。質疑のある方はどうぞ。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  ２番、前田です。199 ページから 201 ページにかけての塵芥処理費の関

係で、主にバイオマス燃料化施設の運営管理経費の部分について、お聞きします。これは私も、建

設工事が資源の循環型社会の構築から、政策的には、基本的には理解しますよということは変わり

ません。ただ、事業の採算性になると別だと思います。これは今後、非常に大きな採算性の中で町

民を巻き込んで大きな議論になると思います。そういうことで、やはり過去にも議会の責任論がい

ろいろと事業の中で言われてきましたので、私はこの部分については、ある程度の部分で事業の採

算性がこういう厳しい中どうかという立場でお聞きしておきたいと思います。また今回、初めて予

算が承知されましたので。そういうことを踏まえて質問いたします。 

 まず、バイオマス、予算化されたということは、登別市とのごみ処理施設の維持管理経費の負担

方法について、私も前、副町長にお話しましたけども、覚え書きを交わすまでの事務レベルの話だ

ったのですけど、覚え書きを交わしたという行政報告もないし、その内容がどうなっているのか、

まず１点伺います。 

 次に、事務的な部分ちょっと入ります。予算書を見ると、製品の売り上げ、6,352 万 5,000 円。

それに、食品加工の残渣処分手数料が 825 万円。これを歳入として予算計上し、あと、固定経費が

あります。その残りを町が負担していますけども、これから事業始まりますけども、ただいま、言

いました、製品の売り上げ及び食品加工残渣が予算計上している額を下回った場合では、この差額

は一般会計から出るのだということを間違いないかどうか、まず確認をしておきます。 

 次に、るる一般質問もありましたけども、今後これは、理事者も認めていますけども、初めての

機械ですのでトラブルある場合もありますというようなことを念頭に答弁もされていましたけど。

ここでちょっと確認させていただきますけども、もし、機械のトラブルで製品が製造できなくなっ

て、予定の数量を確保できない場合はプラント設置したメーカーが何らかの保証をするようになっ

ているのか。 

 それと、その影響でごみが運搬されてきて、仮に保管されると思います。それが３日なのか、１

週間なのかわかりませんけども、その間の保管状況がそのままで許されるものなのか。 

 それと、このごみが仮に登別のほうにどうしても運ぶことになったときの経費についても、原因

のいろいろな関係あると思いますけども、メーカーがそういう形で保障することになっているのか。

その辺の契約条項について、お聞きをいたします。 

 次に、今、お話しているように、非常にこれから会計が厳しくなると思いますけども、今、一般

会計の中にこうやって入ってしますと、歳入を見るにしても歳入、歳出も全部積み上げないとトー

タル的な数字がどれだけかかっているのかということが一目瞭然にならないのです。それで、この

バイオマスの会計の透明性、費用負担の明確化を図るために、当然、独立による採算性も考慮に入

れなければいけないと思います。当然、一般財源に出ていますけども。形上は、企業とすれば、１

つのものを売り上げしてやっていくのであれば、やっぱりそういう採算性も考えなければいけない

と思いますけども、こういうことを考えて、特別会計を設置して、今、言った理由が町民にわかる
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ようにするという、特別会計を設置するという議論がなされなかったかどうかという部分をまず、

お聞きします。 

 次に、病院いきます。203 ページ。繰出金の関係です。数字的なことは病院会計の中でお聞きし

ますけども、考え方だけ整理しておきたいと思います。先般の補正予算でも20 年度の３月補正で一

般会計からの赤字額が不良債務解消分として３億 6,800 万円議決されています。それと、病院のほ

うでは赤字対策として新たな借金を入れるということで、特例債４億 5,000 万円ですよね。合わせ

て、８億いくらになりますけども、この中に 20 年度の赤字分、事務長に聞いたら、20 年度は２億

2,600 万円の赤字が出る可能性ありますと言いましたけど、この２億 2,600 万円が今言った、不良

債務の部分の中にすべて入って処理されたのだというふうに理解しておいていいのかどうかの確認

であります。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  ４点ほどございました。まず最初に、登別市との覚え書きの関

係でございます。一応、基本的には緊急時に全量を今までどおりに受け入れてもらうということで

ございますので、基本的には協定の変更はございません。それでこのたび、２月10 日に覚え書きを

提携してございます。これの主な中身につきましては、若干の前の覚え書きの字句の訂正等はござ

いましたけれども、大きな変更部分につきましては、今まで搬入量で負担していたことを、今後４

月１日以降、処理量に応じて負担するというふうに変えている部分でございます。今までは可燃、

不燃という大きなごみの搬入量で、それぞれに応じた負担金をお支払したわけですけれども、今後

につきましては不燃物でありましても破砕処理機を通した経費、また、資源化施設を通す経費、さ

らに、そこから発展して可燃の焼却炉に入るものもございますので、それに伴う焼却炉にかかわる

経費、これの負担と、処理施設を通すごとによる負担区分に変更するという変更が主な覚え書きの

改訂部分でございます。 

 ２点目の製品の売り上げ。これが予算計上を下回った場合、これについて補てんするのかという

ことでございます。これにつきましては、委員おっしゃられたとおり、最初の年度でありますので、

なかなか機器の状況等を見ていく必要がございます。また、食品の残渣とかが入ってくるかどうか。

そこら辺を見極めていく必要もあるのですが、最終的には収入、売り上げということではなくて、

支出の抑制とか、それら等を図った中でできるだけ均衡を図っていくと。収入に見合った支出、そ

のような形で考えてございます。年度中に委託のほうにも申し上げてございますけれども、できる

だけ歳出削減の取り組みをこの期間内でやってもらうという形でございます。極力、一般会計から

の繰り入れをこれ以上という形で当初から想定するのではなくて、この予算の中で支出等で調整し

てまいりたいとこのように思ってございます。 

 それと、３番目の機器等のトラブル、これの保証の関係でございます。性能保証、これが２年間

ございます。機器につきましては、１年間の保証でございます。この保障期間の中のトラブルにつ

きましては、当然メーカー等に保証していただく。その原因が機器等にあるものにつきましてはメ

ーカー、または運転その他につきましても、その期間内についてはメーカーのほうで保証していた

だくということを基本に持ってございます。 
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 あと、それに伴うごみの保管、または登別市に緊急応援を頼む場合の費用負担。これについても

保証の範囲内という形で基本的には持ってございます。 

 あと、特別会計、これの議論がされたかどうかということでございます。これについても、でき

るだけ消費税等も含めた中で特別会計の議論等は内部等でも行ってきてございます。ただ、このバ

イオマス施設だけですべてうちの廃棄物処理が完結するというようなものでないものですから、例

えば収集運搬、または環境衛生センターとの兼ね合い、そこら辺のやりとり、廃棄物をトータルで

考えなければならない部分等がございますので、現状、その一部分という形の、今回、一般会計で

の予算措置という形にさせていただいた、そういう経緯でございます。 

○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君)  病院の関係です。先の補正予算のときにもご説明しましたが、この

２億 2,600 万円含めて、今回、全額処理をしたと。特例債 4,500 万円、それと一般会計の繰り入れ

金３億6,800万円借りまして、不良債務額は20年度末でゼロになるということになってございます。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  このバイオマスの部分だけでいくと、私自身も予算書を見たら、非常に

わからないのです。また後日、何か機会あるときにその数字を整理して、また議論したいと思いま

すけども。そういう部分でやはり、もし、今後もこういう部分で予算出すときに、バイオマスはや

はり収支はっきりしなければいけないので、そういう部分は別紙刷りでこうだということで、やっ

ぱり我々もわかるような形でやらないと、結果的に世代というか、議員のほうもいろいろ代わって

いくと、結果的に会計上のものがどんどん一般繰り入れされていって、初期の目的でなくなったと

きに、結果的にまた財政に響いて、先ほど私が言ったような議論に戻ってしまうのです。ですから、

そういう部分はぜひ整理していただきたいと思いますし、もし、できれば、いいかどうかは別にし

ても、特別会計もやっぱり議論されていたのかと思いますけど、もう少し熱を入れて議論をしてい

ただいて、やっぱりはっきりわかると、大きな額ですから、そういう部分も必要かなと思います。 

 それと、病院の関係で今、20 年度分、２億 2,600 万円入れているということは、結果的に 21 年

度持ち越さないでその中で処理されてしまったということですね。そうすると、前に丸山病院事務

長は、財政改革プログラムが11 月頃に見えていますから、そういう部分で処理してしまうというこ

とになると、もうその時点から20 年度はそれ相当の赤字をもう不良債務に突っ込んで、一遍に処理

してしまえというような考えで来られたということに解釈していいか。なぜ、私が聞くのは、これ

は完全に今回の不良債務の中に入れてしまって、言葉悪いけど、経営責任とか、病院のあり方どう

だったということがすっかりそのお金で、20 年度でもう隠れてしまったのです。僕はそのことを聞

いているのです。やっぱり行政として病院経営をやっている以上は、それはもっと、２億 2,600 万

円を明確した中で、そして、こういう形で処理するということが僕はやっぱり説明があってもいい

のではないかなと。もし、私がここで言わなければ、ほかの委員さんわかっているかわからないし、

町民がわかっているかわからないけど、私は透明性がわからないのです。いつのまに、その２億

2,600 万円がどこに行ってしまったか、20 年度の赤字が。その辺の処理の仕方がどうだったのかを

伺います。 
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○副委員長（近藤守君）  丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君）  病院の赤字につきましては、財政改革プログラムに基づいて最終的

には 28 年度までの処理をしますということで、これはずっと話をされてきている状況になっている

かと思います。今般、私ども、当然 20 年度終わった時点での見込みというのを立ててございますが、

最終的に資金不足の関係もございますし、新たに 21 年度から経営計画に基づいて新しい体制を取り

ましょうということになったときに、この２億 2,000 万円の処理をどういうふうにするかというこ

とも問題ございまして、これは一般会計のほうからこの際、財政改革プログラムを早めに処理をす

るという観点から、最終的に町立病院の赤字は全部ゼロにして、新しいスタートを切らせようとい

うぐあいにご理解をいただいて、最終的にはこの処理が行われたということになってございます。

決して私どものほうで２億何がしを隠してどうのこうのという形ではございません。最終的にやっ

ぱり身軽になって、医療設備費の新規な投資等も含めて、やっぱり新たに出発をしてくださいとい

うことで激励を一般会計のほうから受けたということになっていくかと思います。まして、21 年度

こういう形になりますので、赤字がゼロという体制の中スタートになりますので、より21 年度以降

は逆に言うと、病院側の経営姿勢、今回、計画の中で繰り出し基準も明らかにされてなってきます

から、今度、逆に言うと、本当の意味での病院の経営姿勢なり、あり方なりが今度逆に問われてく

るということについては、今般、医局会議含めて皆様方にもきちんと説明をしてございます。そう

いう形では新しいスタートを逆に切らせていただいたことについて、ご理解をいただいていること

については理事者含めて議会の皆様にも感謝申し上げる次第でございます。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  会計上のわかるような形での表記でございます。今後とも、で

きるだけわかりやすい表記ということで基本的には考えてもらいたいなと思っております。また、

今の時期にこれだけを特別会計とか、そういう形につきましては、ちょっと今後の、例えば環境衛

生センターの形であるとかそういうところも見据えた中で検討させていただきたいなとこのように

思ってございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。201 ページのバイオマスの関係の１点だけちょっと。

商標登録業務委託料というのがあるのですけど、これは中身何ですか。 

○副委員長（近藤守君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君）  これにつきましては、今回うちのほうでつくります固形燃料、

これについては今までの定義にない固形燃料という形で、今まではＲＤＦまたはＲＰＦというごみ

からつくる燃料、またはプラスチック等を主体とした燃料という既存の固形燃料という姿がござい

ますけれども、うちで今つくる固形燃料については、今までの概念にない固形燃料という形で、こ

れは新しい表記が必要ではないだろうかと。ただ、これを新しい表記にするにしても、既存のそう

いうネーミング等があれば、そこら辺の特許との関係等がございますので、そこら辺を確かめた中

で白老町の固形燃料という形でそういう呼び名で、また、製品を取り引きしたいというそういう趣

旨でございます。 
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○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。私、専門家ではないからちょっとよくわからないの

ですけど、要するにつくっている装置と出てきたものがございます。つくっている装置については、

以前に私、質問をしたことがございますから、クボタさんとの関係でいろいろあるのではないかと

いうことで質問をさせていただきましたから、その点について言及する気はありません。ただ、商

標登録をするということは、ほかのところがつくるとかということは全然関係ないということです

ね。単なる名前をつけるだけですか。それだったら、何で名前をつけなければだめなのかというこ

とになると思うのです。私が言いたいのは、これがほか、これからつくるところとの関係でどうい

うふうになっていくのかというあたりをもうちょっと詳しくご説明願いたいと思います。 

○副委員長（近藤守君）  萩原生活環境課参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君）  お答えいたします。まず、先ほど課長のほうから答弁ありま

したように、ちょうど固形燃料というのはＲＰＦ、ＲＤＦというのがあるのです。そして、ＲＰＦ

というのが、今現在、日本製紙で使っている廃棄物でも木くずだとかプラスチック、紙でつくった

ものです。それから、ＲＤＦというのは、私たちがやるように一般の家庭系の可燃ごみですとか、

そういったものを中心につくった燃料をいいます。それで、今までは、その家庭の可燃ごみを使っ

たものというのは、単純に乾燥だけをする工程だけであって、それでは水分がうまく調整できない

で、いわゆるメタン発酵だとか、水分があれば発酵しますので、そういう形でなかなか製品として

の認知性が低かったと。ところがそこを解決するのに、私どもは高温高圧で黒い粉ですね、議員さ

んに見ていただきましたけども黒い粉にした上で固形燃料にすると。こういう新しい手法を用いて

やってございますので、そういった意味で今までのＲＤＦに概念に入らないものですから、新しい

形での固形燃料ということで、名称を申し上げますと、ＳＢＦＰと。白老バイオマスフエルペレッ

トというＳＢＦＰという名前で商標登録をします。これはやはり廃棄物いろいろ、業界もなかなか、

いろいろな業者さんがございます。それでやはり、同じような類似品というのが一番、実は私ども

の施設は国まで協議をしてオーケーをもらった施設なのです。ということは、やっぱり類似品が一

番怖いわけです。そういうことがあって、今までの概念とまったく違う、しかも新しい工程を踏ん

でいる白老独自の方法だというところを表すために商標登録を取るというところでございます。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  意味はわかったのですけど、それを例えば、今、類似品が出るという

お話あったけど、つくるときに多分あの装置はどこかが部分的にばらばらと特許を持っているので

しょう。それをまとめたのがそうだとなったら、それをつくれないとなったら、白老が特許を取る

ということにならない、装置そのものはそうならないということになると、そこの関係がちょっと

よくわからないのですよ。できたものは、言えば、白老の名前も入ったものが特許として取られる

のに、この後つくるとしたら、今度、今のような同じものがどこでもつくれるということになるの

ですか。もし、ならないとしたら、白老町か、クボタかどこか、白老町は少なくてもかなりな協力

や努力もしているのだから、何か恩恵があっても、そういう言い方はおかしいけど、恩恵があって

もいいような気がするのですよ。まねたらだめということであれば。だって、白老町が開発したの
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ではないかもしれないけど、少なくてもその一時を担ってやってわけですから、そういうことを僕

は聞きたいのです。だから、ほかのところでつくってもいいのだったら商標登録する必要がどうし

てあるのかなとこうなってしまうのですよ。そこら辺がちょっとわからないものですから。 

○副委員長（近藤守君）  目時副町長。 

○副町長（目時寛行君）  今のところ、うちの燃料と同じものをできるということは、まず、考

えられません。ただ、ある程度原理がわかって、どこそこのメーカーが似たようなもの、同じよう

な原理を使ってということになって、ややこしい話、例えばうちが先につくっているのだけれども、

ほかの後発のメーカーが白老のまちでその特許を使ってやってしまっているのではないかというト

ラブルも考えられるわけですよ。それを保護するために、まず、商標登録を取りましょうとこうい

うことを考えていただければご理解できるというふうに思うのですが。まず、余計なトラブルは避

けたいということです。先にもう登録をしておいたほうが、まず、勝ちですから、その後にけんか

を売られても、うちはこうですよという、こういう準備をしておきましょうとこういうことです。

おわかりでしょうか。 

○副委員長（近藤守君）  大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  そこはわかりました。だけど、そうだとしたら、ほかのところがつく

るときに、うちのシステムと同じようなものでやるとしたら、うちが特許持っていれば、200 億円

か、50 円か知らないけども、売るということだってできないのかなと思うのです。真似たらだめだ

ということは、うちのやり方というのはすごいということで、全日本、全世界に普及していくとし

たら、それを売る、そういうことというのはできないのですか。だって、特許取るということはそ

ういうことにならないのですか。 

○副委員長（近藤守君）  萩原生活環境課参事。 

○生活環境課参事（萩原康政君）  お答えします。特許ではないのです。当然、高温高圧の釜、

釜自身は既につくったメーカーという、これは北海道の中小企業ですけども、そこでもう既に特許

取っているのです。それで、今、我々がやろうとしているのは、つくった燃料が白老地域でつくっ

たというそういう名称を、名前を残したいのです。ですから、例えば今の我々と同じような高温高

圧の釜でよその地域がやる、それで似たような方法を取るといったときには、例えば私どもはＳＢ

ＦＰとつけましたけれども、どこかＫでも、Ｃでも、Ａでもいいのですけど、そういうような名前

で登録は取れるということは間違いないのです。だから、特許も機械そのものの、いわゆる工学的

な特許と、それから、ビジネスシステム特許とあるのです。ビジネスシステム特許というのは、使

った素材だとか、集めてきた原料だとか、そういったものを含めてやる工程も入ってしまうわけで

す。それで、商標登録というのは、あくまでもつくったものが地域で、白老の独自性がありますよ

というところを表したいというところでございますので、そこのところの違いがございますので、

特許とちょっと違うところがあります。私どもには、利益はないです。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 それでは、次の項目に入ります。５款、労働費及び６款、農林水産業費に入ります。ナンバー10

でございます。204 ページから 215 ページまでの労働費及び農林水産業費全般について。10 番、大
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渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。215 ページの水産業費でちょっと何点かお尋ねをし

たいのですけれども、１つは、登別漁港に屋根がかかりましたよね。それで、これはトレーサビリ

ティ、出どこをはっきりさせると。それと、いろいろな雨だとか、鳥のふんだとかということをき

ちんと防ぐのだよと。出どこはっきりさせるということはすごく大切だし、食材王国との関係でい

えば大切なのだし、虎杖浜たらことの関係でもそういうふうになると思うのだけれども、現実的に

は、この成果というのはどのような形で表れて、どう評価しているかということが１つ。 

 それから、次の負担金・補助金及び交付金の水難救難所の関係なのですけど、これは以前から何

度も問題になっているのですよ。今、特にプレジャーボートがふえて、それに対する出動の関係で、

消防とは違いまして、ここはまったく保証がないという中で、町の補助金プラスある意味で言えば、

ボランティアのようなことでやっているということだったのですけれども、白老町としても議会か

らかなり意見が出まして、これをやっぱり消防と同じような待遇改善を国まで求めるべきだという

ことでちょっと大きな運動を以前にやった経緯があるのです。それで、現実的には白老港にも今、

プレジャーボートがあります。その事故があったときには、もう出られるのは海上保安庁とか、こ

こしかないのです。そういうことからいって、漁業者の皆さん方の負担が以前と比べてどういうふ

うな状況にあるのかというようなところの調査をされているかどうか。 

 それと、もう一点。水産業振興対策費の中の漁業専門員。成果をどのように考えて、今後どんな

ことを重点的に活動されるのか。確か記憶では、この人は苫小牧から来られたホッキの関係の専門

家のような印象だったのだけれども。この前の中ではホッキ貝はかなりいいというようなことだっ

たのだけど、きのう聞いたら、エビはことしはさっぱりだめで、全然だめだという状況だったとい

うふうに聞いたのですけど。タコもだめだということで、業業者の人はちょっと、この期に及んで

大変な状況というふうに聞いたのですけど、漁業専門員の果たしている役割というのはどういうふ

うに認識されていますか。続けるのであれば。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  ３点の質問だったと思います。最初の登別漁港の屋根つき岸壁の

関係でございます。これにつきましては、北海道のマリンビジョンという中でのやり方という形で

ございます。マリンビジョンは地元商店街とかそういう中で一緒に水産物を販売していくと。そう

いう中でいけば、ある程度今はマリンビジョンの協議会の中に登別の商店街の方等が入ってきて、

それなりにその中で直販店とかそういうものをやったりしながら、漁業振興に努めていると。そう

いう形である程度成果が上がってきているのではないかなというふうには考えております。 

 あと、２点目の救難所の関係でございます。これにつきましては、先ほど言われたとおり、ちょ

っと身分保障の関係があると思うのですけども、ある程度それなりに保険の対応が出動したときに

対応できるということもちょっと聞いております。その中で平成19 年度とかの出動実績をいいます

と、うちのところは虎杖浜もここも実績はないと。今のところはそういう救難事故はないという形

でございます。 

 あと、水産の専門員の方でございます。先ほど言われたとおり、若干タコとか、エビとか、ちょ
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っと取れない状況にあります。それでも一応、漁業の価格とか上がりまして、今のところは漁獲高

はそれなりに入っているという形でございます。その中で今、漁業専門員の方がやっているという

ことは、近間で漁ができる、そんなに遠くに行かないで漁ができるものという形で、今、人口リー

フとか、港の中でウにとかナマコとか取れるようにならないかと、そういうことをまずやりながら、

あと、ホッキにつきましても資源調査をやりながら、保管資源の漁獲を上げていくという形で今や

っているところであります。それで今、実績等を考えれば、それなりにナマコにつきましては上が

ってきておりますので、もうちょっとそれなりに専門員の方に任せてやっていきたいなというふう

に考えております。以上です。 

○副委員長（近藤守君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君）  10 番、大渕です。１点目なのだけど、これをやったときに例えば見に

行く、見に行って、なるほど、すごく衛生的だよと、トレーサビリティはっきりしているよという

あたりがすごい売りだったような気がするのですよ。それで、私もそう思うのだけども、そのとき

はツアーも、１年に何回かはわからないけど、ツアーも来てみたりというようなお話も実はあった

のですよ。だから、ここら辺の生かし方をもっとしないと、去年、私たち見に行ったのだけど、津

波来たとき、ここの上に上がるのだよというような役割では全然話にならないので、もうちょっと

生かし方があるのではないのかなという気がするのだけど、そこら辺が一つどうかと。 

 それから、水難救難所。プレジャーボート、そうしたら、去年は余り事故なかったのですね。無

いのは結構なことですから、それはそれで結構です。 

 それから、漁業専門員の関係なのですけども、もちろんプロですからそういうふうにやられてい

るのだと思うのですけど、本当に漁業をやっている中小の漁民の皆さんとのお話し合いなんかも、

この方は積極的にやっていますか。前の方のことをいうのではなくて、そういうことが前は随分聞

こえたのです、実を言えば。全然、漁業者の話を聞かないでやったって、漁業専門員って一体何な

のだという意見は、僕、１回、２回、３回ではないくらい前回は聞いたのです。今回余り聞いてい

ません。そこら辺はシステムできちんとやっていらっしゃるのかどうかわかりませんけど、そこら

辺はやっぱり本当に大切なことだと思うのだけど、意識してやっているかどうかというあたり。 

○副委員長（近藤守君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎勉君）  お答えします。１点目の登別漁港の屋根つき岸壁につきましては、

言われたとおり、トレーサビリティとかという形の中で、観光客も呼んでという話がございました。

それで、それは、今はもう若干言ったとおり、地元商店街の方も一緒にしながら、登別温泉に泊ま

っている方を呼んだり、そういう形である程度、回数は少ないのですけどもやっている状況ではご

ざいます。それを少しずつ多くしていきたいなという形を考えています。それと、朝市とか夕市を

やりまして、その中でいけば、札幌の方とかも来ている中でいろいろ買ってもらっているというこ

とでは、それなりに成果はあるのではないかなというふうに考えております。 

 あと、漁業専門員のほうは、前任の方の話ではないのですけども、今の方はやはり、うちの事務

所にいるのではなくて、それぞれの漁組のほうに行っていろいろ話たり、岸壁へ行って漁師の方の

話を聞いたり、その中でこういうことをやったらどうかとか、あと、こういう苦情があるのだけど
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という形でいろいろとうちの水産港湾課のほうに話をされている状況でございます。そういうこと

を考えれば、今はもう漁組さんとか漁師さんとそれなりにそういうコミュニケーションは出来上が

っているのではないかなというふうに考えております。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  ２番、前田です。211 ページの白老牛の消費拡大に関する白老牛のブラ

ンド化と、その前の公共牧場管理の部分についてお聞きします。いろいろ伺って提案したりもして

いるのですけども、どの程度まで反映されていくかわかりませんけども、めげずにしゃべりたいと

思います。今、同僚委員から水産ありましたので、私ちょっと農業のほうをいってみたいなと思い

ます。 

 まず、白老牛のブランド化の推進事業。これの21 年度の主な内容を伺います。そして、前はこの

中で肉の日の事業もやっていたと思うのですけども、最近、肉の日が自然消滅したみたいですけど

も、その辺も。 

 それと、これから白老牛のマークを使ってシールの作成したり、パンフレット作成していくと言

っていますけども、これらの印刷等々の経費の案分、受益者負担のほうはどうなるのか。そして、

これらをどういうような形で配布して、逆に、貼付というのか、貼ってもらったりするのにどうい

うふうな拡大を考えているのかということであります。 

 次に、執行方針でもありましたけども、全国ブランド化に向けた増産対策として、白老牛の銘柄

を多く、広くするということで、先般、新聞報道ありましたけども、白老牛を白老以外、これまで

町内に限定した出生地を道内に広げて、白老で肥育した牛も対象とすることができるとこうなって

います。それで、ここで言う、それでは白老牛の定義。それと、誰がこれを証明するのか。その辺

を具体的にお聞きします。 

 それと、４点目ですけども、町長は繁殖牛、素牛ばかりではなくて、これから肥育しなければい

けないとこう言っています。それで、肥育を増産していかなければ確かに今後の畜産経営は不可欠

だとこうは思います。そこで、個人農家の肥育牛の増産の目標頭数を持っているのかどうかです。

これは何頭ぐらいにしているのかなということです。この前は 1,000 頭ぐらいと言ったかな。700

頭が大型畜産企業で、個々が 300 頭ぐらいといいますけども、これは目標ですけども、今後、今言

ったような形でどのような頭数で経営安定を図っていくのかということです。それで、これから、

いろいろな条件があります、前も飼料の関係とか。そういう詳しいことは言いませんけども。そこ

で、町として、これはやっぱり儲からなければいけないのです。それで、行政指導、あるいは農協

もそうでしょうけども、和牛生産組合ありますけども、やっぱり１頭当たり何％ぐらいの上げ利益

を見るのだと、そういうような形の中で農家の人がこれだけやれば大体何％ぐらい利益あるのだと、

そういうようなものも含めて、そういう振興するための体制、指導方法等々について、どうプログ

ラムされているのか伺いたいと思います。 

 次に、公営牧場の管理ですけども、非常に牛がふえてくると、町営もそうですけども、放牧地、

それと、採草地が不足してきているのです。それと、ある大企業の副産業者が出てきたら、白老の

離農した人の土地を買ったり借りたりして、そこを自社の採草地にしているのです。ということは、



 - 68 - 

地元の個人の農家が規模拡大して、採草地を広げようとしても、そういう状況に陥っているのです。

そうすると、振興と採草地の確保、ちょっと反比例するのですけど、そういう部分は十分認識して、

町営牧場等を含めて、放牧地、採草地の確保についてどう考えているのか。 

 それと、ただ開放してもだめなのです。牧草の質をどう高めるかということなのです。そうしな

いと、牛がよく育ちませんから。その辺の部分の認識をどうされているのか。これがことしの執行

方針でいう振興の中で、どう具体的に指導あるいは振興させようとしているのか、お聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず１点目、ブランド化の推進事業の中で肉の日というのがな

くなっているのかということでございます。これは、実は、町内の中でも直接食べられますお店が

ありまして、その中でのれん会という形でつくりまして、肉の日という中で取り組んでおりました

が、現在はそういう設定をされていないように聞いておりまして、各自のお店で独自の特売を行っ

たり、または、特色あるお肉の販売を行っていると、このように聞いております。 

 それから、白老牛のいわゆるマークですとか、パンフレット等の作成です。どのようにしていく

のかということでございますが、これは白老牛銘柄推進協議会の中で進めていく形になってござい

ます。当然、この中でパンフレットを作成し、それから、商標登録しました商標、これらのマーク

も作成し、パンフレットは無料で配っていきますけども、マークについて１枚当たり２円で販売す

るという考え方でやっていきます。 

 それから、白老牛の定義でございますけども、３点目です。白老牛の定義につきましては、まず、

品種としては黒毛和種ということでございまして、出生地につきましては、白老町内及び白老牛銘

柄推進協議会が認める地域という形になってございます。ただ、認める地域というと、かなり広く

とられるのですが、今、白老牛を広めていかなければならないということで基本的には今のところ

道内ということで出生は認めるという考え方になってございます。ただし、ゆくゆくはできるだけ

白老で生まれた牛をということで考えてございます。それから、もう一つ大事なのが、肥育対象地

域は白老町内で肥育をということになってございます。 

 それから、対象牛については、未経産雌牛、及び去勢牛で月齢36 カ月以内の牛。それから、枝肉

格づけが日本食肉格づけ協会の定めるＡ３、Ｂ３以上のものということになってございます。格づ

けにつきましては、とちく場については日本国内の中としまして、それから、とちく証明書、それ

から、出荷情報ですとか、生産履歴、それから、そういう格づけを提出するという、こういう義務

を負うという形にしてございます。そして、さらにＡ４、Ｂ４というような高品質のものにつきま

しては、特別に今、特選というような表示をできるような形にしてございまして、これらについて

は銘柄推進協議会の中でこれらの定義にあっているかどうかということの確認を行うということに

なります。 

 それから、肥育をしなければならないという中で個人農家の目標頭数を持っているかどうかとい

うことだと思います。先日の代表質問の中でもお答えしましたけども、今、肥育して出荷されると

いうのは、年間約 900 頭ぐらいということなのですね。その中で、企業が 700 頭で、農協通した生

産農家からの出荷が約 200 頭ということになってございます。これら 900 頭をやはり銘柄推進をし
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ていくという、ブランド化を推進していくということになれば、1,300 頭から 1,500 頭ぐらいまで

引き上げていくということが必要になってきてございます。そういう中で実は、企業さんにも努力

をしていただかなければならないということが１つ。それともう一つは、個人生産農家さんもふや

していっていただかなければならないということで考えてございます。これがやはり一貫した繁殖、

そして、肥育という中で経営の安定化に結びついていくとこういうふうに考えてございます。ただ、

現在のところ、それでは、頭数を各生産農家が何頭ずつ持てばいいのかという部分については、具

体的な目標数値はまだ定めてございません。ただ、今の素牛価格の低迷からいきますと、実際のと

ころ、肥育牛を自家保有すると、つまり、素牛を売らないで自家保有するということは、当然お金

が回らなくなるわけです。そういうことがありまして、今の状況からいけば、かなり厳しい状況に

なっているということでございますので、その辺については、苫小牧広域農協白老支所のほうとも

いろいろと相談をしている段階でございますが、そういう中で検討していきたいというふうに考え

てございます。 

 それから、行政指導というか、１頭当たりの利益をどう見ていくのかということになります。今

の素牛相場でいきますと、例えば去勢牛でいくと平均 35 万円とか 36 万円ぐらいまで下がってきて

いるのが実態であります。ですから、生産農家にしてみれば、やはり40 万円ぐらいの価格でないと

利益が取れないのかなという、そういう厳しい状況になってきてございます。もしくは、いわゆる

生産管理にかかる費用を削減していくというか、経費を見直していくという、そういう努力も必要

な状況になっているかと思いまして、そういう部分については当然、営農指導等が必要になってく

るということでこの辺についても農協とも十分お話をしながら、普及協会のお力も借りながら、そ

れについては相談を持ち上げているという、そういうことが今の現状でございます。 

 それから、公共牧場の管理ということで、採草地、放牧地が足りないのではないかということと、

それから、牧草の質を高める必要があるのではないかということで、まず、牧草の質を高めるとい

うことは委員のおっしゃるとおりでして、この辺については、今、各農家でも、やはり私も個人的

にいろいろ農家の皆さんとお話をしまして、今やはり課題は何なのかと。やはり、いい餌を食べさ

せる、いい草を食べさせると、こういうことが一番必要だということを言われております。ですか

ら、やはりその部分については、牧草の質をどう高めていくのかということは、個々の農家さんの

当然、経営努力ということも必要だと思いますが、その部分については今後も行政のほうも相談に

乗りたいなというふうに考えてございます。 

 それと、公共牧場の管理で、それでは足りないのかということになるのですけども、これらにつ

いては、現状持っている牧場がこの面積でございますので、その中で放牧をしていただくというこ

とが今の町としての考えでございます。 

○副委員長（近藤守君）  ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君）  銘柄の白老牛の定義、今、お聞きしたのですけど、これは現実にお店で

買うと今はどういうふうに売っているか、多分わかっていると思いますけども、白老牛と道産牛と

分けて売っているのです。当然、白老牛のほうが高いです。今、言われた話でいくと、非常に誤解

される部分が出てくると思います。それでどういう形で認定するのかとまず聞いたのです。 
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 それと、肥育の月数は聞きましたけど、仮によその市場に行って子牛を買ってきたときに、その

牛が何カ月まで持って来てから育てるのが白老牛になるのか。複雑な話、今、白老家畜市場では、

子牛出して、売ってきて、よそへ行って育てて、何々牛になるわけですよね。そのときにある程度

の生まれて何カ月ということを指定していかないと、ある程度月数たって、ここに一時牛舎に入れ

て、先ほど肥育期間何カ月と言っていますけども、その間に当てはまってしまったら白老牛になる

可能性もあるのですよね。そういうことがちょっと心配されないかどうかだけちょっとお聞きした

いと思います。僕の解釈がちょっと間違っているのかもわかりませんけど。 

 それと、もう一つは、今、白老牛がかなり浸透して、私も友人や知人に内地のほうに送っても、

かなりの評判、好評な電話が来たり、札幌から知っている人方がかなり白老に来て食べていますか

ら、かなり努力して普及されていると思いますけども。先般、家畜市場が安平に移るということで、

もう安平が、家畜市場が白老から移転してくるから、安平は牛のまちだともう言っているのです。

新聞等で公に。そして、安平は和牛も含めて牛のまちだということで、クッキーをつくったり、い

ろいろな情報を発信しているのです。そうすると、白老にもあり、非常に今まで知名度の高い家畜

市場から白老牛が発信されていたのですけど、これからはそういう部分というのはかなり新聞報道

されないし、別な形では宣伝していると思いますけども、その辺の今までに効果あった分を少しで

も少なくしないように白老牛という形の発信の仕方、考えていると思いますけども、どうなのかな

ということをお聞きします。 

○副委員長（近藤守君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、白老牛の定義の関係でのお話ですけども、大体、素牛は

月齢 10 カ月程度です。それで、素牛として出荷されますし、それが肥育で約20 カ月ちょっとです。

それが肥育されて、大体 36 カ月ぐらいで牛として、成牛として出荷されるということになります。

その中で一番、産地表示としては、地元で白老産といわれる部分としては、その期間が一番長いと

ころということになりますので、白老で肥育される期間が長ければ、それは白老牛という形になる

ということでございます。使い方として、道産牛もしくは白老牛と分けているのは、当然、道産と

いうのはいろいろな地域で出されるものだと思います。特に十勝あたりでいえば、そういうところ

で出されているのは道産牛だとかという形で書かれているかと思いますが、白老の場合は、この定

義に当てはまれば白老牛という考え方になるということでご理解をいただきたいと思います。 

 それから、安平がそういう、家畜市場が移転することによって、和牛のまちだという、そういう

知名度が高まるのではないかという中で白老の取り組みはということでございます。それで、白老

には 50 数年の、昭和29 年に導入して以来の50 数年の歴史があります。それと、この白老牛を改良

してきていると。つまり、いい牛を育ててきているということでございまして、やはりその品質と

いうのは非常に高い。それがサミットでも使われたという、そういう結果に結びついているという、

高く評価されているということですので、今後もやはり白老牛をメインにＰＲしていくということ

になれば、やはり肉質のいいもの、そういう牛をつくっていくということが大事で、なおかつ、今

回も２月23 日でしょうか、枝肉の共励会がございましたけども、その中でもＡ５の脂肪交雑という

のが 12 という素晴らしい牛が２頭ほど出てきてございまして、そういう評価も高い状況になってご
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ざいます。今後とも、生産農家にはそういう品質の高い白老牛をつくっていって、そして、これを

ＰＲしていくということが必要だというふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤守君）  ほか、質疑ございませんか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（近藤守君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって、散会することに決定いたしました。 

                                           

     ○散会の宣告 

○副委員長（近藤守君）  本日はこれをもって、散会いたします。 

 なお、明日も午前１０時より委員会を開催いたしますのでご承知願いたいと思います。 

 ご苦労さまでした。 

 

（散会 午後４時２７分） 

 


