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平成２１年白老町議会議案説明会会議録 
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◎開会の宣告 
○議長（堀部登志雄君） これより定例会９月会議の議案等に関する議案説明会を開催いたし

ます。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） 定例会９月会議に町長から提案のあった議案は、条例の一部改正１

件、各会計の補正予算５件、工事請負契約の締結２件、一部事務組合等の規約変更等４件、委

員の選任同意２件、認定３件、報告５件、合わせて 22 件であります。順次議案の説明をいただ

きます。 

 日程第１、議案第１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第５号）の議案についての説

明をお願いいたします。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、私のほうから議案第１号 平成 21 年度白老町一般

会計補正予算（第５号）について説明をさせていただきます。 

 まず、今回の補正予算は５億 9,832 万 9,000 円を追加するものでございます。第１表及び第

２表につきましては省略をさせていただきまして、歳入歳出事項別明細書の歳出から説明をさ

せていただきたいと思います。14 ページをお開き願います。 

 それでは、まず、１款議会費、議会運営経費 59 万 1,000 円の計上でございます。７月に実施

しました議員の企業訪問及び研修会の支出により、費用弁償及び普通旅費の不足分を計上する

ものでございます。 

 続きまして２款総務費、ブロードバンド（光通信）整備事業、３億 6,600 万円の計上でござ

います。町民の要望や企業誘致をさらに推進するために、国の経済対策及び地域情報通信網の

拡充を進める国の政策に基づき、高速から下の白老町内全地区に光通信を可能とするための施

設整備を行うものでございます。これにつきましては胆振管内、今年度残っていました本町と

むかわ町が実施するということで、これですべて胆振管内は整備されるということになります。 

 財源としまして、国庫補助金で地域情報通信基盤整備推進交付金が総額の３分の１、１億

2,200 万円、それから地域活性化公共投資臨時交付金が２億 980 万円、これが残りの分の 86％

に相当する額と。その残りにつきましては、地域活性化債の起債を充てることとし、全額特定

財源ということになります。なお、先ほどの起債につきましては、50％の交付税措置がござい

ます。 

 続きまして、町有林枝打ち事業でございます。315 万円の計上でございます。北海道による

緊急雇用創出事業に基づき、本年度の１号補正に引き続いて新規３名を雇用し、石山地区町有

林 20 ヘクタールの枝打ちを行う委託事業でございます。全額道の支出金が充てられます。 

 次に、税等過誤納還付金等でございます。法人町民税、個人道町民税の還付金及び還付加算

金が既に予算額をオーバーしている状況から、今後の見込み額を含めて計上するものでござい

ます。261 万円の計上でございます。 
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 次のページにまいります。ＧＩＳ固定資産管理システム事業でございます。81 万 6,000 円の

計上です。これにつきましても、北海道による緊急雇用創出事業に基づいて、地理情報による

固定資産による管理システムを構築するための作業で、現行の全件調査用図から地域情報図面

に情報を転記する作業でございまして、１名を３月まで雇用するものでございます。これにつ

きましても、ほぼ全額道支出金が充てられます。 

 続きまして３款民生費。地域福祉推進事業経費でございます。平成 22 年度からスタートする

第２期白老町地域福祉計画を今年度中に策定するため、策定委員会を設置することとし、委員

10 名の報酬等を計上するものでございます。17 万 6,000 円の計上です。 

 続きまして、地産地消推進・食の安全安心普及啓発事業、128 万 4,000 円の計上です。北海

道によるふるさと雇用再生特別対策事業に基づき、食の安心安全に加えて、地産地消推進のた

め、大町商店街のアンテナショップに２名を雇用し、普及啓発に努めるものでございます。こ

れにつきましては、ほぼ全額ふるさと雇用再生特別対策事業補助金、道支出金が充てられます。 

 続きまして、消費者行政活性化事業 10 万 3,000 円の計上でございます。北海道による消費者

行政活性化事業に基づき、消費者行政にかかる職員の研修参加費用を計上するものでございま

して、これにつきましても、北海道消費者行政活性化事業補助金、道支出金がほぼ全額充当さ

れます。 

 次のページにまいります。高齢者見守り・生活支援システム構築事業 9,527 万 5,000 円の計

上でございます。高齢者に操作性を向上させた携帯電話を配布し、緊急通報や、いつでもどこ

でも高齢者の生活を支えるサービスを構築するため、システム開発を含めた事業の立ち上げ経

費を計上するものでございます。これにつきましては、全額国の地域通信技術利活用推進交付

金が充てられます。この事業につきましては、後ほど担当部長より追加説明をさせていただき

たいと思っております。 

 続きまして、イオル再生事業関連施設整備事業１億円の計上でございます。北海道によるイ

オル再生事業関連施設整備事業として、ポロト地区の河川改修を含む環境整備とその実施設計、

並びに白老観光商業協同組合からの意向による民芸会館の無償譲渡を受け、解体工事を実施す

るものでございます。ほぼ全額道支出金、イオル再生事業関連施設整備事業補助金が充当され

ます。 

 続きまして、４款環境衛生費、次のページに入ります。地域保健医療推進経費 26 万 3,000

円の計上でございます。インフルエンザの追加対策に充てる経費でございます。 

 続きまして、検診管理事業経費 434 万 3,000 円の計上です。これは、国の政策により子宮が

ん検診にかかる経費を計上するものでございます。全額女性特有のがん検診推進事業補助金が

充てられます。 

 続きまして、国民健康保険事業特別会計繰出金 16 万円の計上です。健康保険法の改正により、

出産育児一時金が４万円増加となったことから、所要額の３分の１を一般会計から繰り出すも

のでございます。 

 続きまして、高齢者予防接種事業経費 200 万円の計上でございます。後期高齢者医療広域連
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合で予防接種事業を行うこととなり、当初国保会計で計上していたものを今回一般会計で計上

するものでございます。200 人を想定しており、財源としまして、そのうち 50 万円を後期高齢

者予防接種事業費納入金ということで、広域連合から充当されるものでございます。 

 続きまして、環境衛生センター運営経費 82 万 9,000 円の計上でございます。センター内水処

理施設の水中ポンプ及び電磁流量系の修繕に利用する経費、それからセンター内のブルドーザ

ーの修理に利用する経費を今回計上するものでございます。 

 次のページにまいります。バイオマス燃料化施設環境教育普及事業 91 万 5,000 円の計上でご

ざいます。これにつきましても緊急雇用創出事業によるものでございまして、バイオマス施設

を含む役場地域温暖化対策実行計画の推進のための業務に対し１名を雇用し実施するものでご

ざいます。これにつきましてもほぼ全額緊急雇用創出推進事業補助金が充てられます。 

 続きまして、５款労働費、しらおい経済センター改修事業でございます。186 万 7,000 円の

計上でございます。しらおい経済センターの外壁周りのタイル材等の崩落対策を進めるための

改修工事でございます。 

 続きまして、６款農林水産業費、白老牛消費拡大事業経費 50 万円の計上でございます。安愚

楽牧場様から 100 万円の指定寄付があり、そのうち 50 万円を８月 20 日に発足しました白老牛

銘柄推進協議会に対し補助金として支出するものでございます。 

 続きまして、次のページにまいります。林地残材活用事業 840 万円の計上でございます。北

海道によるふるさと雇用再生特別対策事業によるもので、間伐時の未利用残材の活用方法を実

証実験により事業化を図るため、取り組みをするための委託事業とするものでございます。財

源としまして、全額ふるさと雇用再生特別対策事業補助金、道支出金が充てられます。 

 次に、７款商工費、商工振興対策経費でございます。白老大町商店街に麻の会が出展したこ

とにより、補助金交付要綱に基づき、家賃の一部を補助するものでございまして、33 万円の計

上でございます。 

 次に、特産品普及イベント及び物産交流関係経費２万円の計上でございます。９月から 10

月にかけて開催されます、さっぽろオータムフェスト 2009 の出展負担金が増額となったことか

ら計上するものでございまして、この増額分については事業者負担分を同額負担してもらうこ

ととするものでございます。 

 続きまして、８款土木費でございます。行政情報電子化事業 198 万 2,000 円の計上でござい

ます。これにつきましても緊急雇用創出事業に基づき、昭和 50 年からの建築計画概要書を電子

化するための業務を行うもので、３月まで２名を雇用するものでございます。ほぼ全額道支出

金が充当されます。 

 次のページにまいります。町営住宅等老朽状況調査事業207万5,000円の計上でございます。

これにつきまして、緊急雇用創出推進事業に基づき、町内の公営住宅及び付帯施設の老朽化調

査と、民間賃貸住宅の入居状況等の調査を行い、改修計画を策定するもので、３月まで２名を

雇用するものでございます。ほぼ全額道支出金が充当されます。 

 次に、９款消防費でございます。消防本部運営経費でございます。37 万円の計上でございま
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す。これにつきましては、松田喜代一様から 100 万円の指定寄付があり、そのうち 70 万円を消

防関係資機材の購入に充てるというものでございます。まず、消防本部運営経費の 37 万円につ

いては救急講習会用のノートパソコン２台の購入でございます。それから、次の消防活動経費

17 万円の計上でございますが、これにつきましては有毒ガス測定用検知器の購入でございます。 

 救急活動経費 15 万 4,000 円の計上でございますが、これにつきましても救急活動用の資機材

の購入でございます。 

 それから、火災予防啓蒙活動経費 108 万 2,000 円の計上でございます。これにつきましては

可搬ポンプ、それから、火災炎体験テントを購入するものでございまして、寄付金とあわせて

日本消防協会から女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり推進事業補助金、これが充て

られることとなります。 

 続きまして、消防団活動経費 54 万 6,000 円の計上でございます。これにつきましては携帯の

警報器、それから、活栓警報器、これを 10 台ずつ購入するものでございまして、全額消防団員

等公務災害補償等共済基金からの消防団員安全装備品整備事業補助金が充てられます。 

 続きまして、10 款教育費になります。教育委員会事務局経費 13 万 2,000 円の計上でござい

ます。インフルエンザ対策経費の追加計上でございます。 

 次のページにまいります。スクールソーシャルワーカー活用事業 23 万 7,000 円の計上でござ

います。白老小学校に臨時のスクールソーシャルワーカーを配置する経費でございまして、全

額道の委託金が充てられます。 

 それから、外国語活動教材活用実践事業 30 万円の計上でございます。萩野小学校において外

国語活動における教材研究のための経費を計上するものでございまして、これにつきましても

道委託金の外国語活動教材活用実践事業委託金を充当することとなります。 

 続きまして、中学校教育振興一般経費 28 万 5,000 円の計上でございます。白老中学校吹奏楽

部が全道大会に出場することとなり、児童・生徒の文化活動及びスポーツ大会派遣費助成要綱

に基づき、派遣費等の一部を補助するものでございます。 

 図書等購入経費１万円の計上でございます。佐藤津畄子様からの１万円の指定寄付があり、

図書備品に充てるものでございます。 

 続きまして、次のページにまいります。高齢者学習センター管理運営経費 20 万円の計上でご

ざいます。久恒仰平様から高齢者学習センター経費にという指定寄付があり、老朽化ストーブ

があるためにストーブ１台を購入する経費とするものでございます。 

 次に、給食センター運営経費 20 万 3,000 円の計上でございます。給食センター北側の屋根の

軒先の一部が落下する危険性があるため、緊急修繕のための経費を計上するものでございます。 

 次に、14 款諸支出金、各種基金積立金 80 万円の計上でございます。まず、農業振興基金 50

万円指定寄付分、それから、社会福祉基金、これにつきましても指定寄付分ということで 30

万円を計上するものでございます。 

 続きまして、歳入のほうにまいりたいと思います。６ページをお開き願いたいと思います。

歳入につきましては、特定財源は今歳出のほうで説明させていただきましたので、不足分の一
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般財源について説明させていただきます。今回の歳入補正のうち一般財源につきましては 920

万 5,000 円を計上しております。 

まず、６ページの上段、10 款地方特例交付金、これにつきましては７月普通交付税の算定結

果によりまして特例交付金の額が確定していまして、299 万 3,000 円の差額分を全額今回計上

するものでございます。 

それから、その次に、11 款地方交付税でございます。これにつきましても、同じく７月の算

定結果によりまして普通交付税につきましては当初予算 32億 1,918万 3,000円を計上してござ

いましたが、今回の算定によりまして 33 億 2,557 万 8,000 円となり、１億 639 万 5,000 円増と

いうふうになってございます。そのうちの今回 472 万 4,000 円を計上するものでございます。 

続きまして、10 ページをお開き願います。10 ページの中段、20 款繰越金でございます。こ

れにつきましては、20 年度の繰越金 4,293 万 2,000 円ですが、留保していた分の 148 万 8,000

円全額を今回計上するものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま議案の説明がありましたが、そのうち、高齢者見守り・生

活支援システム構築事業の概要説明につきましては、すべての議案説明が終了した後、詳細に

説明を受けることといたしたいと思いますので、ご了解願います。 

 それでは、これより議案第１号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要がある

方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第１号の議案説明を終わります。 

 日程第２、議案第２号 平成 21 年度白老町国民健康保健事業特別会計補正予算（第２号）の

議案についての説明をお願いいたします。安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 私のほうから平成 21 年度白老町国民健康保健事業特別会計補正予

算（第２号）でございます。今回の補正につきましては 84 万 3,000 円の減額補正でございます。 

 続きまして、歳入歳出事項別明細書の歳出のほうからご説明申し上げます。 

８ページをお開きください。２款保険給付費、４項１目出産育児一時金でございます。48 万

3,000 円の補正でございます。本年 10 月１日から健康保険施行令等の改正により、出産一時金

の支給が４万円引き上げられます。内訳につきましては、本年１月１日に 35 万円に引き上げら

れまして、それから今回の４万円で 39 万円。それと、１月に 12 月議会で議決いただきました

３万円、産科医療補償制度を含めて 42 万円になります。あわせて、支払方法が、医療機関に直

接保険者とできるようになったことから、北海道国保連合会を経由する請求方法に変わります。

そのため、手数料の 3,000 円を計上するものであります。また、出産育児一時金 48 万円につき

ましては、10 月以降来年３月分までの４万円増額となる分、12 名分を計上いたしました。 

 続きまして、８款保健事業、２項１目保健衛生普及費でございます。国保ヘルスアップ事業

255 万 9,000 円の補正でございます。これにつきましては特定保健受診者の訪問勧奨者への訪
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問指導事業及び早期介入保健指導事業が、21 年度国民健康保険調整交付金の交付が決定されま

した。それにより２事業を展開するものであります。事業概要は、特定保健の結果において血

糖、脂質、血圧要治療域になった者のうち、受診者に結びついていない者に対し、早期受診と

生活改善を促し、重症化を予防する目的の事業と、特定保険指導に非該当のうち高血圧、高血

糖で受診勧奨値となった者に対し受診を促し、重症化を予防する２事業でございます。 

 続きまして、10 ページをお開きください。11 款諸支出金、１項４目高額療養費特別支給金で

ございます。10 万円の補正でございます。これにつきましては平成 20 年４月から施行されま

した後期高齢者医療制度が運用されまして、月の途中で 75 歳になられた方が後期医療保険のほ

うに移行するにあたり、入院していた方が高額療養費、自己負担限度額を両方の保険制度で支

払わないとだめだという結果がございまして、限度額の一番最低４万 4,400 円なのですが、月

の途中でなった場合、両保険のほう、国民健康保険と後期のほうで４万 4,400 円負担したと。

それを今回、そういう是正するために４万 4,400 円の２分の１、２万 2,200 円をお返しする制

度でございます。なお、自己負担の限度額の特例措置は、21 年１月、今年１月からは、またい

だ場合はどちらかのほうで２万 2,200 円ずつの負担となりますので、今回の支給の該当月は、

昨年４月から昨年の 12 月まで診療された被保険者に対して、人数的には少ないと思われますの

で、10 万円の計上でございます。 

 続きまして、13 款繰上充用金でございます。398 万 5,000 円。21 年５月 25 日の第１号補正

で平成 20 年度の繰上充用金を現実いただきましたが、５月 25 日以降 31 日までの出納閉鎖期間

に国保税の収入がありましたので、それに基づいて最終的な決算が確定しました。20 年度まで

の繰上充用金２億 755 万 1,000 円、20 年度の単年度収支でございますが、5,317 万 3,000 円。

差し引きしますと１億 5,437 万 8,000 円が最終的な繰上充用金になってまいります。 

 続いて６ページをお開きください。１、歳入でございます。１目財政調整交付金につきまし

て 639 万 6,000 円の減額補正でございます。これは先ほど言った繰上充用金と、次に説明する

205 万円も含めてでございますが、それを本来は次に説明するもの、介護従事者処遇改善臨時

交付金 200 万 5,000 円でございますが、本来は税のほうで調整するべきでありますが、本年の

国保税も住民税等等しく歳入欠陥起こしておりますので、財政調整基金のほうでこの財源を振

りかえさせていただきました。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特定交付金 200 万 5,000 円でございますが、これにつきまして

は 21 年度介護保険報酬改定がございまして、これは従事者の人件費３％の部分でございますが、

それに伴い国民健康保険税の介護分の上昇を抑制するために、激変緩和措置として国から交付

されるものでございます。 

 続きまして、３目調整交付金につきましては先ほど説明申し上げましたヘルスアップ事業、

高額療養費特別支給金の財源でございます。 

 ４目出産育児一時金補助金も、先ほど歳出のほうで４万円の引き上げのうち２分の１が国庫

補助の対象となります。 

 ９款繰入金、１目一般会計繰入金でございますが、16 万円。これは出産時に伴う、繰入基準
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に伴う出産費用の３分の２を一般会計から繰り入れいただくものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第２号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第２号の議案説明を終わります。 

 日程第３、議案第３号 平成 21 年度白老町墓園造成事業特別会計補正予算（第１号）の議案

についての説明をお願いいたします。竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、白老町墓園造成事業特別会計補正予算（第１号）

の議案説明を行います。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ 197 万 3,000 円を追加

し、総額を 425 万円とする補正でございます。 

補正内容については、事項別明細書、歳出の７ページをお開きください。平成 16 年に借り

入れをした起債の未償還金の全額を繰上償還する補正でございます。元金償還金 200 万 3,000

円の増額と、利子償還金３万円の減額補正であります。この財源につきましては、前のページ、

５ページになりますけれど、前年度繰越金 197 万 3,000 円を充てるものであります。これによ

って本会計の起債償還額が終了するものであります。 

以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第３号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第３号の議案説明を終わります。 

 日程第４、議案第４号 平成 21 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１

号）の議案について説明を願います。丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 介護老人保健施設「きたこぶし」の初めての補正予算でござい

ます。今回の補正につきましては 30 万 6,000 円の増額補正となっております。 

中身につきまして、歳入歳出別事項別明細書の歳出のほうから説明を申し上げます。６ペー

ジをお開きください。総務費の中で一般管理費、正職員の福祉協会負担金５名分を補正するも

のであります。１万 5,000 円の補正となっております。 

 ２款のサービス事業費のうち施設介護サービス事業費、これにつきましては、12 節の役務費、

他科受診料 6,000 円掛ける２名掛ける６カ月、７万 2,000 円程度見込んで補正をさせていただ

きました。なお、この他科受診につきましては、今想定されておりますのは、１つは脳血管障

がいを持っておられる方が結構入っておられますので、脳神経外科にかかる場合、それともう
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１つは、認知症の問題がございますので、精神科等の病院にかかる場合、こういった場合施設

のほうで、施設がその受診料を払うということになっております。その分も含めて介護サービ

ス費をいただいておりますので、その分７万 2,000 円を増額するという中身になっております。 

 それと、備品購入費ですが、21 万 9,000 円。中身としましては、センサーマットが４台、ポ

ータブルトイレが３台ということになっています。センサーマットにつきましては、特に夜間

徘徊をされる場合、場合によってはベッドから転げ落ちて転倒するということもございますの

で、そういった事象をいち早くキャッチするために、ナースコールに連動させたマットをベッ

ドの脇に引きまして、異常があった場合、あるいは動いた場合、ベッドから起き上がった場合、

これをすぐに感知することになっています。それと、やはり相当歩行に困難を来たす入所者が

若干ふえておりますので、夜間人数が少なくなりますので、ポータブルトイレを３台入れると

いうことで考えてございます。なお、センサーマットにつきましては今回補正をいただきます

と、全部で８枚を予定しております。トイレにつきましては 11 台、定員が 29 名でございます

ので、大体３分の１程度の充足になるかと思っています。 

これらの備品購入等の財源につきまして、４ページでございます。介護サービスの中からこ

の分の財源を見込むという、こういう中身になってございます。 

以上、説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第４号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第４号の議案説明を終わります。 

 日程第５、議案第５号 平成 21 年度白老町水道事業会計補正予算（第２号）の議案について

説明を願います。須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） それでは、私のほうからご説明させていただきます。 

 平成 21 年度白老町水道事業会計補正予算（第２号）についてご説明させていただきます。今

回の補正は、収入１万 8,000 円の増額と、支出 467 万 4,000 円の減額の補正でございます。 

補正の内容につきましては、３ページをお開きください。補正予算説明書をもって説明させ

ていただきます。まず、収益的収入でございますが、車両の廃車により保険料の中途解約返戻

金が１万 8,330 円発生しましたことから、２目その他の特別利益を申請するものでございます。 

 続きまして、収益支出でございますが、給与費でございますが、本年４月から正職員１名を

嘱託職員への変更に伴いまして、給与費 467 万 6,000 円を減額するものでございます。給与費

の減額の内訳でございますが、そこの節に記載されている金額のとおりでございますので、説

明は省略させていただきたいと思います。 

 次に、３項の特別損失についてですが、これにつきましては平成 20 年度に提出されていた給

水工事承認申請の取り消しが本年度に提出されたため、事前に納付されていた完成検査手数料

600 円の還付金が発生したことに伴いまして、１目過年度損益修正損の増額を行うものでござ
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います。また、短期他会計貸付金受取利息の利率の変動に伴いまして、その差額分 726 円を戻

入するために、その他特別損失を新設するものであります。 

 次に、１ページにお戻りください。第３条の予算第９条に定めた経費のところでありますが、

これにつきましては議会の議決を経なければ流用することのできない経費ですが、今回給与費

467 万 6,000 円の減額に伴い変更するものであります。 

 ２ページ目の予算実施計画書につきましては、今回の補正に伴いまして変更になったもので

ありまして、記載のとおりとなりますので説明を省略させていただき、以上で説明を終わらせ

ていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第５号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第５号の議案説明を終わります。 

 日程第６、議案第６号 白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての議

案について説明をお願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 議案第６号をご説明いたします。 

２ページの議案説明をお開きいただきたいと思います。少子化対策の一環として出産育児一

時金の支給額を一定期間引き上げるべく健康保健法施行令等の一部が改正されたことに伴い、

本町の国民健康保険加入者についても同様の措置を講じるため、本条例の一部を改正するもの

でございます。 

先ほど安達課長のほうから国保会計の補正予算でご説明したとおり、出産育児金の出産育児

一時金の額は、現在出産費分が 35 万円、産科医療補償制度加入分が３万円の合計 38 万円とな

ってございます。この度の改正により、出産費分が 35 万円から 39 万円となりまして、支給額

の合計は 42 万円に引き上げされるものでございます。実施時期につきましては 10 月１日から

の出産分ということで、平成 23 年３月までの期限付きの措置となってございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第６号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第６号の議案説明を終わります。 

日程第７、議案第７号 工事請負契約の締結についての議案について説明をお願いいたしま

す。千石会計課長。 

○会計課長（千石講平君） 議案第７号 平成 21 年度施行ポロト社台線橋梁新設工事（上部工）

でございます。 
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契約の方法ですが、期限つき一般競争入札。８月 18 日に制限つき一般競争入札の公告を行

い、８月 18 日から８月 26 日まで入札参加資格の申し込みを受けつけたところでございます。

その結果、川田・古仲特定建設工事共同企業体、丸幸鈴木・長谷川特定建設工事共同企業体、

ヤマテ三美・タマイ・田中特定建設工事共同企業体、岩崎・道南綜合特定建設工事共同企業体、

以上の４企業体によりまして９月８日に入札を行ったところでございます。 

落札率でございますが、予定価格 8,207 万 8,500 円に対し、落札額が 7,959 万円でございま

すので、落札率 96.9％となってございます。 

契約の相手方につきましては、岩崎・道南綜合特定建設工事共同企業体で、代表者、構成員

につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、次のページです。議案の説明でございます。１、工事場所、白老郡白老町字社

台 292 番地４地先。 

２、完成期限、平成 22 年３月 10 日。 

３、工事概要でございます。橋梁上部架設、延長 42.4 メートル、幅員 7.5 メートルでござ

います。ＰＣプレテンション中空床版桁が 22 本、防護柵（Ｃ種）104.9 メートル、落橋防止装

置 14 組、伸縮装置・支承一式、床板防水工・舗装工 310 平方メートル、排水工・踏掛版一式で

ございます。 

 次、図面でございますが、１枚目が位置図でございます。２枚目の図面が橋梁一般図でござ

います。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第７号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。

ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第７号の議案説明を終わります。 

日程第８、議案第８号 工事請負契約の締結についての議案について説明をお願いいたしま

す。千石会計課長。 

○会計課長（千石講平君） 続いて、議案第８号について説明させていただきます。 

平成 21 年度施行白老町合流式下水道改善管渠布設工事第２工区でございます。 

契約の方法ですが、制限つき一般競争入札。７月 28 日に入札の公告を行いまして、７月 28

日から８月８日までの受付期間内に４企業体からの申請があり、去る８月 27 日に川田・古仲特

定建設工事共同企業体、丸幸鈴木・ヤマテ・長谷川特定建設工事共同企業体、道南綜合・タマ

イ特定建設工事共同企業体、岩崎・田中特定建設工事共同企業体の４企業体によりまして入札

を行ったところでございます。 

落札率でございます。予定価格 8,736 万円に対しまして、落札額が 8,505 万円でございます

ので、落札率は 97.3％なっております。 
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契約の相手方につきましては、丸幸鈴木・ヤマテ・長谷川特定建設工事共同企業体で、代表

者、構成員につきましては記載のとおりでございます。 

 次のページ、議案の説明でございます。１、工事場所につきましては、白老郡白老町本町２

丁目。 

２、完成期限、平成 22 年１月 20 日。 

３、工事概要でございます。管渠工（小口径推進）管径 500 ミリメートルでございます。中

心間延長 234.72 メートル。管渠延長 232.44 メートル。推進延長 224.30 メートルでございます。

マンホール工でございますが、組立１号マンホールが３箇所、路盤工一式、舗装工一式、構造

物撤去工一式、仮設工一式でございます。 

 次に図面でございますが、１枚目が位置図でございます。太線で表示されています箇所が工

事施行箇所でございます。２枚目の図面が縦・平面図でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第８号の議案に関しての質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどう

ぞ。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第８号の議案説明を終わります。 

日程第９、議案第９号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についての議案について説明

をお願いいたします。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、議案第９号でございます。裏面の議案説明でご説

明を申し上げます。 

 本年 10 月５日に紋別郡湧別町と同郡上湧別町が合併することに伴っての規約の変更でござ

います。なお、規約の変更箇所につきましては、記載の新旧対照表のとおりでございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第９号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第９号の議案説明を終わります。 

日程第 10、 議案第 10 号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての議案につい

て説明をお願いいたします。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 議案第 10 号でございます。同じく裏面でございます、議案説

明によってご説明いたします。 

 先ほどと同じように、湧別町と上湧別町の合併に伴って規約の変更をするものでございます。

改正前、改正後は記載のとおりでございます。 
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○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第 10 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 10 号の議案説明を終わります。 

日程第 11、 議案第 11 号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についての議

案について説明をお願いいたします。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 議案第 11 号でございます。裏面の議案説明によりましてご説

明を申し上げます。 

 同じく本年 10 月５日に紋別郡湧別町と同郡上湧別町の合併に伴って規約の変更をするもの

でございます。規約の変更につきましては、改正前、改正後の新旧対照表を参考にお願いいた

します。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第 11 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 11 号の議案説明を終わります。 

日程第 12、 議案第 12 号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減

少についての議案について説明をお願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 議案第 12 号 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方

公共団体の数の減少についてでありますが、先ほどから山口部長がご説明している内容と同様

のものでございますが、広域連合の協議事項として、紋別郡上湧別町及び同郡湧別町を脱退さ

せ、同郡湧別町を加入させるというものでございます。これについて議決をいただくというも

のでございます。 

 議案説明でございます。次のページをお願いします。291 条の 11 の規定に基づきということ

になってございますけれども、この規定につきましては、本文にあります 291 条の３で、広域

連合はこれを組織する地方公共団体の数を増減するときは、関係地方公共団体の協議によりこ

れを定めるということになってございまして、また、291 条の 11 では、協議については関係地

方公共団体の議会の議決を得なければならないというふうになってございます。このことから、

両町の合併に伴い、加入自治体数が 180 団体から 179 団体に減少となることから、町議会の議

決が必要となるものでございます。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第 12 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 
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これをもって議案第 12 号の議案説明を終わります。 

日程第 13、 議案第 13 号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて、

議案第 14 号 白老町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。こ

の２議案は人事案件であることから、議会運営基準の規定に基づき、審議する当日に配布され

る議案であります。よって、本日の議案説明会においては議案説明ができないものであります。

審議当日の説明になりますので、ご承知願います。 

日程第 14、認定第 1 号 平成 20 年度白老町各会計歳入歳出決算認定について。認定第２号  

平成 20 年度白老町水道事業会計決算認定について。認定第３号 平成 20 年度白老町立国民健

康保険病院事業会計決算認定について。報告第１号 平成 20 年度白老町各会計歳入歳出決算に

関する附属書類の提出について。報告第２号 平成 20 年度白老町水道事業会計決算に関する附

属書類の提出について。報告第３号 平成 20 年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算に関

する附属書類の提出について。 

この６議案は、特別委員会を設置し審議することとなっております。例年においても、議案

の提案のみで、特に議案説明されるものではありません。よって、本日の議案説明会において

は、議案説明は省略するものといたしますのでご承知願います。 

 日程第 15、報告第４号 平成 20 年度白老町財政の健全化判断比率についての議案について

説明をお願いいたします。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 報告第４号でございます。財政健全化法の施行によりまして、

平成 20 年度から白老町の財政の健全化判断比率を議会のほうに報告するという、こういう形に

なってございます。従いまして、この法律に基づいて初めて報告をする形になってございます。 

実質赤字比率でございますが、これは実質的に赤字が生じていないということで比率が、表

示がございません。なお、下の括弧書きでございますが、これは法律に基づくところの上段の

部分が早期健全化基準、下段が財政再生基準でございます。 

 続きまして、連結実質赤字比率でございますが、これも実質的な赤字がございませんので横

棒の表示になってございます。括弧書きについては先ほどのとおりでございます。 

 続きまして、実質公債費比率でございますが、16.2％でございます。括弧書きでございます

が、記載のとおりでございます。 

 将来負担比率 199.5％、括弧書きにつきましては先ほどのとおり、記載のとおりとなってご

ざいます。なお、この数値の説明につきましては、決算審査特別委員会で時間をいただきなが

ら、プログラムとの関連でご説明をしたいというふうに思っていますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより報告第４号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 
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これをもって報告第４号の議案説明を終わります。 

日程第 16、報告第５号、平成 20 年度白老町公営企業の資金不足比率についての議案につい

て説明をお願いいたします。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 報告第５号でございます。先ほど報告第４号でもご説明した

とおりでございますが、財政健全化法に基づきまして、平成 20 年度の会計から議会に報告する

ものでございます。 

会計の名称、水道事業会計、資金不足比率、実質的に資金不足を生じておりませんので、横

棒になってございます。 

国民健康保険病院事業会計、資金不足比率、同じく横棒でございます。 

公共下水道事業特別会計、同じく資金不足比率は生じておりません。 

工業団地造成事業特別会計、17.2％でございます。 

臨海部土地造成事業特別会計、資金不足比率は生じてございません。 

港湾機能施設整備事業特別会計も同じく資金不足比率を生じてございません。 

なお、経営健全化基準につきましては、それぞれ 20.0％でございます。この詳細につきまし

ても、先ほど言いましたとおり、決算特別委員会の中でプログラムとあわせましてご説明した

いというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより報告第５号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって報告第５号の議案説明を終わります。 

以上をもって定例会９月会議の議案説明はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして議案説明会を終了いたしますが、先ほどお話しいたしました議案第１号で

の高齢者見守り・生活支援システム構築事業の概要説明につきまして、この後行いますので、

ここで 10 分間休憩をして、その後詳しく説明を受けることにいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５９分 

                                         

再開 午前１１時０９分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第 1 号の高齢者見守り・生活支援システム構築事業についての説明をお願いいたします。

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それでは、説明資料として別に配布しております資料をお手

元に置いていただきたいと思います。 

事業名称は、高齢者見守り・生活支援システム構築事業でございます。 
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補正予算のほうのご説明にもありましたが、１、補助制度といたしましては、国の補正予算

による地域情報通信技術利活用推進交付金（補助率 100％）を活用して実施するものでござい

ます。 

 ２、事業のねらいでございますけれども、町内の 65 歳以上の高齢化率は 20 年度末で 31％と

なってございまして、北海道の高齢化率 23.3％、全国高齢化率 21.5％と比較すると、高い値に

なってございます。 

また、要支援を含めた要介護認定者数は、平成 20 年度末で 1,021 人、65 歳以上の高齢者に

占める割合は 16％でございますが、要介護認定者以外でも独居や高齢者のみの世帯も多く、高

齢者が自立した生活を送ることができるようにするためには、高齢者の生活を地域で支援する

仕組みづくりが強く求められてございます。 

このため、社会福祉協議会が提唱して、町内会が主体となった声かけ、見守り、お手伝い等

の小地域ネットワーク活動が進められておりますが、課題としては、その拡大や支援の仕組み

の拡充が課題となってございます。 

 今回のこの国の情報通信関係の補正予算を活用いたしまして、携帯電話を活用した高齢者の

安否確認や、買い物等の生活支援の仕組みの構築、あわせて町内会の支援者との相談や、高齢

者の生活を支えるシステムをモデル事業として構築するものでございます。 

 また、この事業の実施作業の中では、行政、社会福祉協議会等の福祉団体や事業所、商工関

係の事業者、町内会連合会や町内会等が共同して、地域の中で高齢者を支える仕組みづくりを、

なお一層検討を進めようとするものでございます。 

 ３、事業の概要でございますけれども、後ほどイメージ図を見ていただきますけれども、高

齢者に操作性を向上させた携帯電話を一定数公募して配布し、いつでも・どこでも高齢者の生

活を支えるサービスを構築して、高齢者が１人でもいきいきと安心・安全に暮らすことができ

る地域づくりのモデル事業として、ＩＣＴ、このＩＣＴという言葉は、以前はＩＴという言葉

を使われてございましたけれど、最近インフォメーションテクノロジーの間にコミュニケーシ

ョンという言葉を入れてＩＣＴというふうに使うのが一般的だということで、今国のほうでは

ＩＣＴという言葉を使ってございますけれども、このＩＣＴの利活用を図り実施するものでご

ざいます。 

 具体的なサービスといたしましては、高齢者の安否を常時確認する「見守り」と、買い物等

を初めとした「生活支援」を軸にこのＩＣＴの利活用を図り、コンタクトセンター、コールセ

ンター的な意味合いなのですが、後ほどご説明いたします。コンタクトセンターや支援者によ

る支え合いの仕組みを構築しまして、自助・共助・公助による地域福祉の推進を図ろうとする

ものでございます。 

 また、119 番通報の緊急通報機能と支援者への相談機能を確保するため、携帯電話の簡単な

操作で利用できる音声通話機能を活用いたします。 

 ４、事業内容といたしましては、今回この事業はあくまでもモデル事業として初年度仕組み

をつくるということで実施するものでございますが、(１)今回システム導入で想定する利用者
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等は、①サービス利用高齢者数として 100 人、独居の高齢者 10 人程度、おおむね 70 歳以上の

一般高齢者 90 人程度と想定してございます。 

また、この高齢者を支える②支援者につきましては、既存の携帯電話をお持ちの方にという

部分でのお願いになりますけれど、200 人程度というふうに考えてございます。 

③支援機関といたしましては、町内会、社会福祉協議会、商工事業者、消防署などというこ

とになってございます。 

次、(２)事業対象地域と利用者数でございますけれども、①事業対象地域につきましては、

考え方といたしまして、白老町内を３地区に分けまして、高齢化率が高い地域を中心に事業対

象地域を絞り、原則町内会を単位に対象モデル地域を選定したいと考えてございます。地域区

分としては、町内を３地区に分けてございます。 

②利用者数といたしましては、地域の高齢化率の実情等々の表が載ってございますが、現在

社台・白老・森野地区については高齢化率 26.6％、石山・萩野・北吉原地区では 36.4％、竹浦・

虎杖浜地区では 37.3％いうことで、全町平均 31.7％と比較して、石山・萩野・北吉原並びに竹

浦・虎杖浜地区がかなり高齢化率が高くなってございます。このことから、想定している利用

者 100 人の配分といたしましては、石山・萩野・北吉原と竹浦・虎杖浜を重点に利用者を募る

という形で考えてございます。 

次に、(３)携帯電話の機能、活用する機能といたしましては、①「見守り」機能でございま

すけれども、携帯電話にはいろいろなセンサーつきの携帯がございまして、今回はＧＰＳセン

サー、また歩数計センサーというのを活用しようということでございます。このＧＰＳセンサ

ー、また歩数計センサーから１日に１回、その持っている方の動きが、データとしてセンター

のほうに送っていただくと。そのようなことから、特定の場所から移動しないというような異

常が検知された場合には、本人からの連絡がなくても、一応安否必要な高齢者というようなこ

とで、確認するような仕組みをつくりたいということでございます。 

②「生活支援」機能といたしましては、なかなか外出がままならないという高齢者の方がお

りまして、要介護認定を受けている方についてはヘルパーさんに買い物をお願いするというよ

うなサービスもございますけれども、なかなか、やはり要支援という枠の中でどこまでサービ

スを供給できるかという限界もありますし、要支援に至らない独居の方もおられるということ

で、そういうような方々に対する生活支援のメニューとして、宅配等の「買い物支援」のサー

ビスを民間事業者、商工事業者と連携して構築して、高齢者の利便性向上を進めたいと考えて

ございます。 

また、宅配時に高齢者の安否の確認とか、生活状況の把握を行えることから、民間事業者の

協力によりまして、見守りと異常時の情報提供というものが可能となるというふうに考えてご

ざいます。 

また、対象範囲を、これは 22 年度以降の課題ということでございますけれども、高齢者以外

にも拡大することで、地域住民の利便性向上と、地域商店街の活性化にもなることから、あわ

せて検討を引き続き行っていきたいというふうに考えてございます。 
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③「音声通話」による機能（支援者への相談及び緊急通報）でございますけれども、これは

先ほどもご説明のように、一応原則町内会を単位ということでモデル地域を選定し、おおむね

200 人程度、高齢者１人に２人程度の支援者ということで登録していきたいという考え方でご

ざいますけれど、地域の音声通話による相談機能としては、地域の支援者がオペレーターとし

て対応するバーチャルなコールセンターシステムをつくりまして、事前に登録された支援者の

待機スケジュールに従い、システムが支援者のほうに自動的に電話を転送して、連絡がとりや

すい体制を確保したいというものでございます。 

この携帯電話、後ほど絵を見ていただきますけれども、１、２、３の３つのボタンのついた

携帯電話を使いたいということでございますけれども、３つのボタンを用途に応じて、１回押

すだけでコールセンターにアクセスできるようにしたいという考え方でございます。 

また、体の不調などの緊急連絡につきましては、簡単な操作で 119 番通報ができるようにし

て、消防署が対応するというような考え方でございます。 

④「インターネット（メール）」によるサービスでございますけれども、高齢者の方でもメー

ル機能を使っている方が一部、これは現実におられるということで、社会福祉協議会等からお

話を聞いてございます。そういうような方々については、このメール機能で要件等を支援者の

ほうに自動転送するとか、そういうようなことも付加のサービスとして実施したいという考え

方でございます。 

（４）のコンタクトセンターでございますけれども、いわゆるコールセンター的なものなの

ですけれども、一般的にはオペレーターが特定の場所に待機するという従来型のそういうセン

ターというものがございますけれど、その場合人件費等かなりの固定経費が維持費としてかか

ってくるということで、今回はＩＣＴの技術を活用して、なるべくそのような経費がかからな

いように、システムが登録された地域の支援者の個人電話に転送するというような、バーチャ

ル・コールセンター方式によりシステムを構築したいということでございます。このことによ

りまして、設備コストが不要というような形になってございます。 

５、事業費でございますけれども、国のほうから内定いただいております事業費については

9,527 万 5,000 円ということで、国の交付金 100％でございます。 

６、対象経費の内訳でございますけれども、①ＩＣＴ関連機器・設備ということで、ハード

ウエアの部分、一部ソフトウエアも含みますけれど、電話交換装置、システムサーバ等 1,932

万円。 

②が一番大きな部分でございますけれど、ＩＣＴシステム設計・開発ということで 7,479 万

8,000 円、システム開発費用、あるいは後ほどご説明します協議会の運営経費ということでご

ざいます。 

③ＩＣＴ人材育成・招へい、このシステムを維持していくための地域の人材を育成するとい

うことで、専門家の招へいも含めまして 115 万 7,000 円ということで見込んでございます。 

７、事業の実施体制でございますけれども、地域協議会を設立して実施していきたいという

ことで、白老町高齢者生活支援検討協議会という名称を予定してございます。構成団体といた
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しましては、白老町、行政としては健康福祉課、情報担当の企画政策課、商工事業者の窓口と

いうことでの産業経済課，緊急通報を受ける側の消防本部ということでございます。このほか

に福祉関係では、社会福祉協議会、民生委員協議会、福祉サービス事業所ということになって

ございますけれど、在宅介護支援センターの業務をいただいている町内２カ所の事業所に参画

いただく予定をしてございます。地域の支援者の仕組みをつくるという部分で町内会の果たす

役割が大きいということで、町内会連合会とモデル地域として選定いたします単位町内会が入

ります。そのほか商工関係団体、また、商工事業者にも協力いただくということでございます。 

８、事業のイメージ図としては記載してございますけれど、携帯電話の音声通話、あるいは

インターネットのデジタル情報での申し込み、また自動連絡といたしましては、見守り通知の

位置情報、歩数情報。こういうものを一度携帯電話も使って、応答システムあるいはメールシ

ステムというサーバーを経由して、それぞれ振りわけていくということでございます。 

一番上のコンタクトセンターというのは、センターという名称はついてございますけれども、

あくまでも地域支援者の電話につながるというような意味でございます。また、緊急通報につ

いては消防、メール通知等については、一部社会福祉協議会あるいは地域事業者。これは買い

物等の部分でございますけれど、そういう部分に振り分けされるということでございます。 

最後に４ページの９、携帯電話端末のイメージということでございますけれども、携帯電話

の機種はいろいろ毎年変わってございますけれども、この上の部分で、「よやく」、「そうだん」、

「きんきゅう」の矢印の下に１、２、３というボタンがございますけれども、この１、２、３

というこういう簡単な操作で使えると。そしてさらに先ほどご説明したＧＰＳセンサーあるい

は歩数計センサーを持っている携帯電話を選定していこうという考え方でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 事業の概要の説明がありました。何かお聞きしたいことがあればど

うぞ。 

14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番氏家です。このシステム自体はすごくすばらしいものだと思い

ますけれど、先ほど議案説明にありました、光ファイバーのケーブル網の整備についての議案

説明がありました。これと連動させる考え方というのは、また違う考え方なのでしょうか。 

私が思うのは、この考え方というのは、私達健常者だったり、40 代、50 代までの方々、60

代前半の方々は、確かに携帯電話を持ってボタンを押せば何かつながるみたいな話は理解でき

るけれども、対象年齢として考えたときに、果たしてこれが、ましてや 9,500 万円とか、１億

円近いお金をかけてやるシステムとしては、実際どうなのかと。 

これ以上深い話は一般質問等々でさせていただきますけれど、そういった整合性をちゃんと

考えてこういった予算措置をされたのかどうか。ちょっと確認をさせていただきたいと。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 対象年齢という部分では、私どもも福祉の現場としていろい

ろ議論してございます。この途中経過の中で、これに類似するシステムとして、現在固定型の
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緊急通報システムというのを独居等の年齢の高い高齢者の方、見守りが必要だという方に 100

世帯ほど、配してございます。それを使っている方の年齢が 70 代から 90 代ぐらいということ

で、この部分について、固定の緊急通報の、さらに付加価値を高めたシステムという検討も行

いましたけれど、将来的にはやはり携帯電話というのがいろいろな生活の中心となる道具にな

るであろうと。そういうことからいくと、ある意味では先取りという形にはなろうかと思いま

すけれど、あくまでも今回の募集事業というのは、１つのモデル事業という位置づけなもので

すから、これからの、現在 65、70 歳の方で携帯をお持ちの方が、ゆくゆくそういうサービスが

必要になったときに備えてという部分も含めて、こういうシステムをあらかじめ準備、開発し

ていこうと、そういうことから検討したということでございます。確かに開発経費の部分、こ

れはある意味では、携帯電話をこういう緊急通報で使うというのは、国内でもまだ数少ないと

いうことで聞いてございまして、そういう部分では開発費用が、いろいろ新たにつくるものが

ほとんどだということで、経費的にはかかるということでございます。 

 光ファイバーとの関連という部分では、あくまでも無線の携帯電話というものを使うもので

すから、直接的にはこの光ファイバーの事業とは関連してこないというふうには考えてござい

ます。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） わかりました。これ以上の議論はまた後にするとして、西興部村な

んかでやっている光ファイバーを活用した高齢者の見守り関係、私はどうしてもその辺がちょ

っと引っかかるものだから、今聞いたのです。同じことをやるのだったら、そういったことも

１つのモデルケースがあるわけですから、新たなどうのこうのと、そこに何かがあってやる問

題なのかどうか。その辺、確認だけしておきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 光ファイバーというのは、ご存知のとおり容量を転送するこ

とが非常に早いということで、それで、音声のほうは携帯でと。これは、あくまでも将来的な

話です。今辻部長のほうでご紹介いたしましたこのシステム、まずこれを有効に活用できると

いうことを前提にして、将来的には光を利用しますと、音声は携帯と。そして画像ですね。直

にパソコンを介して、あるいはテレビに、もう今インターネットの接続できる部分もあります。

それから、テレビを介してだとか。直にお年寄りのお顔を見ながら見守りをできるという、そ

ういうシステムが将来的に簡単に構築できるというようなことになります。ですから、簡単に

言ってお金が非常にかかりますから、それはまず音声を利用した携帯電話で先に確認してと。

広く普及して。その後は、そういう画像を直に見ながらお年寄りと会話すると。そういうよう

な発展性というものは当然視野に入れながら、この光ファイバー網を整備するというふうに考

えてございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本です。何点か単純なことを伺ってみたいと思います。モデ
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ル事業ということですけれども、いつからいつまでのモデル事業なのかというのがまず１点。 

２点目が、この事業のイメージ図を見ますと、インターネット等で買い物依頼ですとか、食

事宅配、健康管理とかいろいろ載っていますけれど、事業費そのものは、システムの対象経費

がすべて事業費になっています。実際に例えば、買い物依頼ですとか、食事宅配とかになると、

これは利用する方が当然金額を支払ったりするというようなことに多分なるというふうに思う

のですけれど、この利用者、とりあえず 100 人ということでモデル事業で絞っていますけれど、

対象者の数は、白老の高齢化率を考えると 6,000 人以上になるわけです。ですから、60 分の１

の確立での対象者ということでスタートするということですけれど、これが画期的だというこ

とで、利用者がふえていった場合、町としていろいろな今度費用もかかるでしょうし、また、

お金がかかることによって、今度利用する人が少なくなるかもしれません。そういったような

ことの、町として今後ふえていったときの事業化をどのように考えられるのかなと。まずその

２点お聞きしたいと思います。期間と今後のことです。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） この事業については、まずいつからという部分では、一応町

議会の今内定という段階ですので、準備行為として進められる部分をまず進めて、交付決定、

今月末ということで聞いてございますけれど、それが決定になって正式に動き出すと。地域協

議会等はある程度準備を進められるということで、現在構成団体等にはお願いし、協議会を開

けるよう今準備を進めてございます。それで、９月末から 10 月というのが開始時期ということ

になりますけれど、一応このシステム構築と、使えるような仕組みをつくるという部分では、

３月末までと。あくまでも国の補正予算によるということで、期限つきですので、半年間の中

でこの協議会の関係者からのご意見、ご要望を承る中で、できるもの、できないもの、当然技

術的にありますので、そういうものを整理しながら仕組みをつくっていくということでござい

ます。２月、３月にある程度モデル的にこの部分を動かし、これが十分活用できるということ

になれば、22 年度以降さらに一般の利用者の参加を募っていきたいと考えてございます。本年

度につきましては、携帯電話端末の配布も含めて、国のほうで 100％でございますので、100

台分は無償で、町のほうで貸し付けという形になろうかと思いますけれど、本格的な活用は来

年度以降ということになりますと、新たな利用者につきましては、自分でこの機能を使える携

帯電話を買っていただくと。そのように考えてございます。また、通信費用、電話料等につい

ても、これは今回モデルとして参加していただく方も含めて、通常の携帯電話の音声として使

えますので、その部分については利用者に、普通の方と同じく負担していただこうと、そうい

うことでございます。 

 今年度の経費の負担という部分についてですけれど、基本的には今回導入する機器等は、こ

れはセンター的な部分のサーバーとか、コンピューター一式ということで、これは利用台数が

ふえても、基本的には今年度導入の部分で対応していけるというふうに考えてございます。た

だ若干ソフトウエア等の保守料というものがかかりまして、その部分では通信料を別にして約

200 万円かかってくるのかなと。 
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これも、この協議会の中で議論していただきますけれど、実際一つのビジネスとしてつなが

っていくものとしては、買い物、宅配という部分になろうかと思います。この部分については、

事業者さんに一定の負担を、例えば買い物１件につきいくらとか、そういうようなものをいた

だけないかどうかも含めて、この運営していく費用の一部としていただけないかどうか、この

ような協議会の中で議論していきたいなと考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、よろしいですか。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田祐子です。単純なことをお伺いしたいのですけれど。これ

は、見守り・生活支援システムということなのですけれど、基本は緊急通報システムを中心と

して考えられているのか、それとも本当にただ見守り・生活支援と考えられているのか。これ

で見ると、ちょっとその辺がよくわからないのです。例えば、私の家族なんかのことを申し上

げますと、ある程度高齢になってくると 119 番に電話すればいいとわかっているのですけれど、

救急車に電話したらいいとか。ところが 119 番というのが思い出せなくて、私に電話がかかっ

てくるのです。「消防署に電話したいのだけれど、何番だった」と。そういうふうなもので考え

ているのか、それとも買い物だとか、日常の不安なこととか、そういうようなことを相談する

ためのシステムとして考えられているのか。その辺だけちょっと教えていただければと思うの

ですけれど。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ご質問の、買い物等の生活を支援すると。見守りと合わせて

緊急も町内会等の支援者との連絡も取れるということで、そのすべて一応対象にしたいという

考え方でございます。 

緊急通報という部分では、実は、この書き方として補助金の制度上いずい部分がございまし

て、音声機能という部分については、基本的にはこのＩＣＴというＩＴの対象にはなりづらい

と、ならないと。通常の今までの技術ということで、そういう部分ではこの１、２、３のボタ

ンを押していろいろ携帯電話のウエブ機能といいますか、インターネットにつながるという部

分を入れることによって初めてこの事業の対象になるという、そういう組み立てというのがあ

ったものですから、非常にわかりづらいかもしれませんけれど、３つの機能を同時、あわせて

整備していくのだと。そういうような考え方をしてございます。 

○議長（堀部登志雄君） よろしいですか。ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） ないようですので、これをもちまして高齢者見守り・生活支援シス

テムの構築事業の事業説明について終わらせていただきます。 

（午前１１時３８分） 


