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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 建設厚生常任委員会協議会を開会いたします。 

（午前１１時１６分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 生活福祉部のほうから説明をお願いいたします。辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 本日は、生活福祉部にかかわります３課５項目にわたりまし

てご説明いたしますので、よろしくご協議のほどお願いいたします。まず１点目の後期高齢者

医療制度の保険料の改正についてでございます。担当課の町民課になります。平成 20 年４月か

らこの後期高齢者医療制度始まってございますけれども、保険料は２年ごとに見直しをするこ

とになってございまして、この度後期高齢者医療制度の北海道の保険者であります北海道後期

高齢者医療広域連合におきまして、本年４月より改正する内容が 19 日の広域連合の議会で議決

があってございますので、その内容について担当課のほうからご説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） 舛田主幹。 

○町民課主幹（舛田良道君） 私のほうから、今部長のほうから概略等の説明ありましたので

保険料の額等についてご説明させていただきます。まず、骨子につきましてはいま部長のほう

からも説明がございましたとおり、22 年、23 年については新しい保険料になると。これは 2

年ごとに保険料を改正するということになっております。保険料につきましては、皆さんご存

知のように、大まかに言いますと医療費の総額等の費用から国、市町村、若い世代の方々の支

援金等差し引いた中の経費に基づいて保険料を算出するとなっております。22 年度、23 年度に

つきましては、国のほうの指導等もございまして、保険料の引き上げの緩和対策ということで、

北海道広域連合の剰余金 32 億円。これは各都道府県の広域連合とは違うやり方かもしれません

けども剰余金 32 億円と、それとこれが財政安定化基金。これは各都道府県によって違うのです

けども、道と協議の中で 68 億円を、計 100 億円を拠出して保険料の緩和をいたしましょうとい

うことが大きな骨子でございます。22 年度、23 年度の保険料につきましては、均等割４万 4,192

円。これは一人被保険者必ず納めていただくという額が４万 4,192 円。現行 20 年、21 年につ

きましては４万 3,143 円。1,049 円、2.43％の増となっております。所得割につきましては、

所得ある方につきまして、一定の基準に基づきまして、その所得にかけさせていただきまして

所得割額を算出するということでございまして、22、23 につきましては 10.28％、現行 9.63％、

0.65 ポイントの増ということになっております。保険料の額につきましては、皆さんご存じの

ように均等割と所得割の合計額。保険料の軽減につきましては、国等の指導等もございまして、

21 年度と同じ軽減を実施するということでございます。ちなみに一人当たりの保険料ですけれ

ども、軽減前。軽減前ということは、所得割の軽減とか、所得割の２分の 1 とか、均等割の軽

減をしないというときでございます。８万 8,383 円。21 年が８万 4,162 円。軽減後、均等割と
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か所得割の軽減を実施した場合ですけれども、その場合６万 5,319 円。21 年が６万 2,217 円、

4.99％の増ということでございます。先ほども 100 億円の拠出をしない場合、６万 9,650 円と

いうことですので、3,600 円ぐらいの軽減に一人当たりなったということになります。保険料

の増加の要因でございますけれども、まず保険者負担。先ほども若い世代からの支援金という

ことの中で、この率が本年度 22 年度は 10％から 10.26％に上がったと。それと、保険料の算定

月。後期高齢者が始まった 20 年の４月というのは、11 カ月という計算になるものですから、

それが 22、23 につきましては 24 カ月の計算で１カ月ふえたと。それと、一人当たりの医療費

がふえたということが主な要因ということでございます。それと、保険料の軽減。均等割りの

みですけども、それに伴ってそれぞれどのくらいの負担増になるかということの説明でござい

ますけども、９割軽減の方につきましては 100 円の増。8.5 割軽減の方につきましては 300 円

の増。５割軽減の方つきましては 500 円の増。２割軽減の方につきましては 800 円の増と、こ

れはあくまでも均等割の軽減の方ですから、所得割にかかる方についてはそれなりのアップ率

になるかと思います。それと軽減の中には、皆さんご存じのように均等割軽減のほかに、所得

割軽減ということで、個人の所得の中で５割軽減される方がいらっしゃると。それと、これも

従来から同じですけども加入時、社会保険の被扶養者の方につきましては９割軽減ということ

で 22 年度以降も 4,400 円、100 円上がりますけども、4,400 円で推移するということでござい

ます。大変雑駁でございますけども、これにつきましては先ほども部長のほうからもご説明あ

りましたように、２月 19 日の広域連合の議会で議決されておりますので、それに基づいた数字

でご説明させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたけれども、皆さん質問がありましたらど

うぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） これは、私たち市町村のほうでは何ともしがたい問題だと思うのです

けども、新聞の報道によると、今回の後期高齢者医療制度のことについて、北海道は下のほう

から３番目だか４番目ぐらい高い料金だと、そういうふうになったわけなのですけども、今回

の改定で。これは平成 22 年か 23 年、今年度か来年度にかけての金額なのですけども、この格

差が今のような形でいったら、どんどん開いてくるのではないかという懸念も非常にあるので

す。これは北海道全体としてどういうふうな考え方を持っていらっしゃるのか、その辺の情報

とか、もしそういうものがありましたら教えていただければなと思うのですけれども。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 西田委員のご質問でございますけれども、ご存じのとおり北海道

は全国府県の中でも、今回の保険料も相当高い数字になっております。この原因というのは今、

主幹説明したとおり医療費の増です、主な原因は。府県に比べて当然医療費が多いということ

ですから、国の補助金、若い世代の支援金。若い世代というのは各保険者です。国民健康保険

とか社会保険の保険者。それと差し引いた残りが税になりますので、その部分が当然高くなる
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ということで、今回はそのままの計算でいきますと、先ほど説明したとおり 11％。約 12％のア

ップになるということで 100 億円の基金、余剰金を追加投入。これは、本来はないのですけど

も、入れることによって４％下げて、こういう金額になったということなのですけども、この

ままいきますと、次期の改正時においても相変わらずこの医療費の増が伴いますので、当然ま

た上がってくるということになります。そういう中でやはり白老町の国保会計でもやっていま

す３連携という、町民の医療福祉保険の連携による、医療費高騰を防ぐための健康特定検診の

増加だとか、そういうことを各市町村においてやっていかないと、ますますこれは上がってい

くのではないかと。ただ、この制度もご存じのとおり議論されていまして、25 年からは新たな

制度ということが間違いなくされる見込みでございますので、いろいろ批判ありました、この

年齢で区切るという後期高齢者 75 歳からという、これが多分、国民健康保険と同じふうに統合

された場合に、また解決法も出てくるのではないかなと思われますので、その辺の国の議論も

踏まえて、ちょっと見ていきたいなと思っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 医療費の増が主な原因というふうにおっしゃっていましたけれども、

北海道はどうしても広域なために予防するというのですか、医療の予防という部分について、

何とか常に努力していかないと、例えば専門医のところにかかるとしても非常に大変ですよね。

私から始め、専門の病院に高齢の親を連れていくということになりましたら、例えばこの辺で

したら苫小牧くらいならいいのですけど、札幌 1 時間、２時間かかるようなところというのは、

北海道というのはそういうところが非常に大きいのかなと。そうなってくると当然行き遅れた

りして、当然医療費も高くなったりして、いろんな原因が複合されてくると思うのですけども、

今国のほうで 25 年度から新たは制度に移行すると言っていますけれども、そもそも一般の保険

料でさえ、保険患者というのですか、後期高齢者ではなくても一般の人たちでさえも医療費は

北海道は高いほうではないかなと思うのです。そうしましたら、今回 100 億円入れているのは

結構ですけれども、実際にこの保険の中で、さらに基金をこれから先どのくらいまで取り崩せ

るのか、そういう見通しがあるのか。例えば 24 年までですから、これから３年間ですよね。そ

の中で、余り道民に対して負担をかけるようなものをしていくべきではないのではないかと思

うのです。やはり長生きしても結局はこういうことで若い世代に負担をかけるからどうのこう

のという思いもあるし、私ははっきり言って後期医療制度というのは、当初から反対でしたし

今も当然反対ですし、だから病院にかかるかなと言われているような。医療費の増が主な原因

だと言われたら、本当に高齢者の方かわいそうだし、もうちょっと北海道全体で高齢者の方々、

そんなに医療費上げないで、もうちょっと何とかなるようなことを市町村レベルで強く言って

いただければなと思うのですけど、いかがなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） この後期高齢者の財政構造というのは、先ほど説明しましたけど
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も、当初スタートでは国が５割、各保険者の支援金というのが４割、残り１割を税という、こ

ういうバランスというか、財政フレームで５、４、１というスタートを切ったのです。ところ

が今回の改正では、支援金と言われる各保険者が負担する４割の部分が、当然若い人が全国的

に働く人が減っています。老人がふえているということで、バランスも崩れてきまして、今回

４割、残り１割のこのバランスを、実は各保険者の支援金が 39.74 になったわけです。高齢者

の負担が 10.26。結局 0.26％ふえてきたと。これはなぜかというと、若い世代がお年寄りを支

え切れなく、年金構造と同じです。そういう構造になってきましたので、これがますます続く

と、後期高齢者のほうの広域連合のシミュレーションでいきますと、制度改正はあるとは言い

ましたけども、今 2005 年段階で 1 人のお年寄りを約３人で抱えていると、私たち若い世代が。

ところが 2030 年になると高齢者１人を 1.7 人で支えなければいけない。まだ進むと 2055 年に

は 1.2 人。若者１人がお年寄り 1 人というような構造になってくるわけです。ですから、当然

財政的なバランスも、５対４対１のバランスも崩れてくると。ですから、国の支援も５割。こ

の中には国、道、市町村も入っています。５割の中に４対１対１という割合になっているので

すけども、当然町の市町村の負担、道の負担、国の負担を６割と上げていかないと保険料がど

んどん上がっていくというフレームになっていかざるを得ないのです。日本の人口は若い人は

減っていますし、高齢者はふえると。ですから、構造改革という制度自体を、本当に抜本的に

変えていかないと、このままではもう持つような中身になっていかないのではないかなと、私

たちも見た限り思いますので、当然その中の議論として今 25 年の制度見直しがあると思われま

すので、西田委員言ったとおり、この辺は北海道だけの問題ではなく、府県も安いところもあ

りますけども、当然どんどん上がっていますので、そういう見直しを市町村の広域連合の会議

等で意見反映していきたいと思っています。今回財政安定化基金というのも 68 億取り崩してい

ますけれども、これも道のほうの協議の中でこういう数字になりましたので、広域の中では、

もしくは全道各市町村からも道の拠出分をもっとふやしてほしいという要望もあったのですけ

ども、道の財政もご存じのとおり厳しい状況の中ですから、この程度で落ち着いたようでござ

いますので、ただこれが今後どの程度で、次年度の時期時期で、年度のときに繰り入れられる

かというのが、ちょっと見えない状況でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） ちょっと何点か。1 人当たりの保険料のところですけども、軽減

前の８万 8,383 円という数字がありますよね。平成 21 年度では、８万 4,162 円。この保険料の

軽減前というのは、後期高齢者医療制度に移行する前という話。平成 20 年度の話。今までの国

民健康保険料の老人保健という形の中の数字として押さえたということでよろしいのでしょう

か。まずその 1 点お伺いしたい。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 今のご質問でございますけども、あくまでこの制度を発足してス
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タートした段階の計算でございます。ですから、20 年にスタートしたときの２年間を割った場

合に８万 4,000 円で、今回のシミュレーションで計算されたのが８万 8,000 円ということでご

ざいます。以前の制度ではなくて、この制度の当初と今回の比較でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 高齢者の方々の負担についての今後の見通しなのですけども、後

期高齢者医療制度が今後見直しも含めて、平成 25 年度には新たな制度として運用されると。俗

に一般世間で聞きますと、年齢制限やめて前に戻すのだと。国民健康保険の１割負担の中に戻

すのだという話があったときに、これ以上の医療制度の負担が高齢者にかかってくるというこ

とは、僕はそういうふうに思うのです。その辺の推移については、白老町としてどう考えてい

るか、ちょっとその辺だけお伺いをしておきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 国のほうで今の新政権になってから、この後期高齢者の制度改正

に向けた議論というのは２回ぐらい進んでいまして、その議論見ますと、あくまで今後新たな

制度になった場合も、今の水準よりは上げないという大原則で進むという議論をやっているよ

うでございまして、新たな制度できて今委員言ったように、また負担がふえるようなことにな

ると大変な問題ですので、議論の中は今の料金の維持した中でという話でございます。ただ、

国民健康保険等もほぼ７割、８割の市町村が赤字ですから、繰り入れ基準以外の投入もされて

いますので、そういう問題もありますから、どう制度設計されるのなかという今後注目してい

きたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕はそういう面で見るとすごく国の考え方が甘いというかあいま

いというか。後期高齢者の医療制度、この金額は維持するよと、負担は維持するのだと。維持

しながら医療費を国として見ていく、その財源というのはすごくあいまいですよね。そこがす

ごく不安で、ここで今議論する話ではないと思うのだけど、僕はそこがすごく心配なところが

あるのです。それと、後期高齢者だけのことで見ると、年齢がどうのこうという話以前に、今

の僕たち 50 代、その前の 40 代、それから 30 代。この辺からちゃんと予防医学にしっかり取り

組まないと、結局この問題というのは解決しませんよね。ただ単純に目の前にある高齢者の方々

のところに目を行ってしまうと、僕は変なほうに行ってしまうのではないかと思うのです。で

すから、こういったことというのは、白老町でも３連携の中で取り組んできたことをしっかり

定着させることがやはり必要だし、これが白老町だけではなくて全道的に広がっていかなけれ

ば、何もならない話。それが 65 歳以上、70 歳、そういったところにだけ目が行って、医療費

がかかっているから大変なのだよという話になってしまうと、では自分たちの今の生活環境ど

うなのだと。これはそのまま続いていけば結局同じ状態。これ以上に悪い状況を招くことにな

るのだよということを僕たちがまず認識しないと、まずこの医療制度事態のことだけ見て、今
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の現状だけ目を向けたとしても何の解決にもならないと僕は思うのだけども、その辺について

の今後の白老町の取り組み方について聞いておきたいのです。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） ただいまのご質問のことは国のほうも当然検討しておりまして、

実は将来的な医療費増を防ぐための手段として、平成 20 年から後期高齢者の制度と同時に例の

特定検診。これは 40 歳以上の人から国民健康保険の加入者であれば 74 歳の方まで、１年に 1

回必ず特定検診を受けて。保険者ごとにペナルティーというのが実はかけられています。これ

は国民健康保険の保険料もそうですし、社会保険、私たち入っている共済組合。先ほど言った

財政フレーム４割負担しているという部分で、ここで実はペナルティーかけているのです。国

民健康保険の場合は 23 年に 65％。被保険者の 65％以上受診率高まらない保険者に対してはペ

ナルティーをかけますよと。実は支援金というのは、国民健康保険、各保険者が使用していま

すから、それの約 10％、2,000 万くらい 65％いかないと、これは拠出する形になって。ですか

らおっしゃった趣旨から申しますと、そういう部分で歯どめを片方だけかけているのですけど

も、現実としては私たちの国民健康保険もなかなか受診率上がらないと。これは上げていって

予防医療を進めていかないと、国民的な医療費増になりますので、全保険者がそこの部分を目

指していかないと、そういう問題が発生するのかなと思われますので、立場変わっていろいろ

やっていますので、特定検診の受診率を上げていって医療費の予防に向けて取り組みます。各

保険者どこもそうですけど取り組まないといけないのではないかと。ただこれが問題は、１つ

国のほうも言っているのは、広域されることによって各市町村の取り扱いが今度１本になると

逆にもうしなくてもいいだろうというものが国のほう今で言われているのです。１本化される

と頑張らなくても同じだろうと。今、各保険者にペナルティーですから、頑張るということで

やっているのですけども、そういう逆なことも言われているので、そういう問題をどうクリア

していくのかなというのは、多分何らかの形でペナルティーもかかってくるのかなと。１本化

になった場合、そういうふうになっていかざるを得ないのかなという考え方です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 特定検診の受診率が上がらない現状がありますよね、はっきり言

ったら。僕は将来にわたって、相当数の負担がかかってくることが見えている以上、今ここで

お金をかけていかないと、そのハードルというのは下がらないですよね、もう見えているハー

ドルは。かけるのだったら今だと思うのです。今この時点でかけていかないと、受診率が上が

らないということは、検定受診料、検診料というのは一人当たり 2,000 円かそれくらいかもし

れないけれども、そういったものも国でちゃんと見るだとか、町村レベルでもある程度の補助

をしていくだとか、そういったことに抜本的に金の使うところに使っておかないと、将来とい

うのはもう見えているのに、ここで手をこまねいていてもしょうがないような気がするのです。

やるべきことをやると。そのためには国にもしっかりとした政策を取ってもらう形にしないと、
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見えている将来が変わらないような気がしてならないのです。ですからその辺は白老町も確か

に財政大変かもしれないけども、国にも要望しながら、そして白老町は白老町なりの、独自の

そういったものを取っていかないと、多分これから高齢者社会がどんどん進んでいく中で、何

も変わらないような気が。制度をどんなに変えたって変わらないような気がします。ですから、

確かに財政も大変かもしれないけど、そういったところも白老町らしさも出しながら、そして

元気な高齢者社会を迎えていけるようなまちづくりを進めていかなかったらだめではないかと

思うのだけども、確かに大変だと思うけども、その辺の考え方だけ聞いて。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 実は特定検診も昨年、ことし、ほぼ同じような受診率なのでござ

いますけれども、ただ回りの状況見ても苫小牧市さん実は昨年一部負担金 1,300 円なのですけ

ども、それを補助した中で 30 数パーセントという高い率を上げたわけなのですけれども、とこ

ろがことし見ると、無料なのですけども上がっていないのです。やはり継続性がないのです。

初年度もそうだったのですけども、毎年ＰＲの私どもの方法も悪いのかなと思いますけども、

人間ドックと同じように毎年受けなければだめなのです。去年受けたからことししなくてもい

いということではなくて、毎年受けなくてはいけない制度なものですから、それのこともあり

まして、一概に補助したら上がる。初年度はあったのですけども、なかったということで、や

はり３連携の中で住民の皆さんに予防医療の大切さを知ってもらって、当然やることによって

後期高齢者の医療費も当然ですけど、国民健康保険料も当然医療費下がるということになりま

すので、その辺もうちょっと３連携の中でＰＲ含めて、努力していきたいなと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 特定検診を受けた受診率というのはわかっていらっしゃると思う

のですけども、それちょっとお伺いしたい。これをいうのは、町民は町民の将来の負担、自分

たちが負わなければいけない負担は認識しなければいけないと思うのです。ですからしっかり

そういったものをアピールして、将来こういったものを目指すというものが明確になっていれ

ば、例えばそのために費用が大変であれば、費用を負担しますよと。でも何もしなければこう

なりますよという現実的なそういったものを町民にしっかり示していかないと、僕は変わらな

いような気がするのです。ですから受診率が去年苫小牧が受診料を補助したら一気に上がりま

したよね。上がって今言ったとおりまた下がったという話。これはやはり意識の持ち方だと思

うのです。ちゃんとこういったものをアピールしていかないと、将来自分たちの負担になるの

ですと。また子供たちの負担にまたなっていくのですということを、ちゃんとアピールしてい

かないといけないのではないかなと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 20 年度の実績は 973 人で 21.4％だったのです。ほぼことしもそ

れに近い同数受診者でございまして、いろんな形でＰＲ申し上げているのですけどもふえない
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ということで、23 年度は 65％なのです。23 年度最終目標です。毎年 10％アップずつ目標は組

んでいるのですけども、なかなか上がらないという現状でございますので、さらに努力してい

ま言ったとおり結果町民の皆さんに帰ることですから、ＰＲ含めて進めてまいりたいなと思い

ます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。基本的には、今景気が悪いということも含めて、高齢者が

今言われたように非常に不安持っているからお金使わないのです。でも、私は高齢者の方結構

お金持っていらっしゃると思おうのです。今の医療制度、保険制度含めて見たときに、それが

不安材料になってお金使えるような状況ではないのです。やはりそこのところ改善しないと、

日本の国自体が地方自治体含めて全部だめになるという状況でしょう。はっきり言えば後期高

齢者や国保がもう破綻していると同じです、はっきり言えば。もうこれは何回議論しても僕は

そう思っているのです、現実的には。だから、そこのところの抜本対策をしない限り多分だめ

でしょう、と思います。地方自治体で何ができるかという問題なのです、今の問題は。付け焼

き刃でやったって、こんなもの全然話になりません。ですから、年々2,200 億ずつ削ってきた

つけが今どっと現れたという状況の中で、後期高齢者４年間延ばされてしまったということも

含めて、そういう状況だと思うのです。それで、出た段階で結構ですから、１つは全国の保険

料の状況を一覧表にしていただきたいということが１つ。白老町の均等割りの軽減に９割、8.55、

これの対象者のパーセント。全後期高齢者人口がこれだけで、ここに当てはまっているパーセ

ントがこれだけ。それから所得割の軽減。これのパーセント。その他の人のパーセントでトー

タル 100 と、まずそれを出してもらいたいということ。それから道の広域連合の剰余金と財政

安定化基金の 100 億使われたというのだけど、現在の残高どれだけあるのか。金額としてどれ

だけあるのか。この３つ今答えられれば答えてほしい、答えられないものは後で、もちろん全

国のはまだ出ていないかもしれないから、そういうものを常任委員会に提出してほしいという

ふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 全国のはまだ数字出てございません。ただ、所得割の軽減者の対

象者は実績の部分は出ていますので、後で数字をお教えしたいと思います。あと基金の残高も

含めて３点常任委員会のほうに提出したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉課長（辻 昌秀君） 全国の保険料の状況、もし新しい部分ではなかなか時間がか

かると思うので、現在の状況ということでよろしいですね。また、変わったものが出れば。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。ないようでしたら、この件については終了した

いと思います。町側のほう、ご苦労さまでした。暫時休憩いたします。 

          休憩 午前 １１時 ５３分 
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再開 午後  １時 ０１分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、委員会を再開いたします。町側の説明を求めます。辻部

長。 

○生活福祉課長（辻 昌秀君） 次２点目、循環福祉バス利用アンケート調査等結果について。

健康福祉課の所管になりますけど、ご説明いたします。循環福祉バスのあり方につきましては、

議会のほうにおきましても、平成 20 年９月の議会の財政健全化に関する調査特別委員会の調査

結果の報告の中で運行は将来に向けて継続すること。受益者負担の原則に立ち負担の見直しを

行うこと。委員会の意見が報告として出されてございます。町におきまして、議会の意見も含

めまして、今後のあり方について検討するために昨年の８月に利用者や町民のアンケート調査

を実施してございます。本日はその結果を報告ということでございますけども、今後の負担の

見直しを含めたあり方につきましては、町内部におきましても高齢者の方にも負担をいただき

たいとの方向で検討を進めてきてございますけれども、実施時期につきましても検討課題とい

うことで、引き続き実施時期についてはまだ未定ということでございます。町内のバス運行の

あり方につきまして、ちょっと民間のほうでも検討されつつあるという話も聞いてございます

ので、その辺も含めて今後実施時期等につきまして検討していきたいなと、きょうは取りあえ

ず時間がだいぶたってしまって申し訳ございませんけれども、まずアンケート調査の結果につ

いてご報告させていただきたいなと思っております。内容につきましては、担当課のほうから

説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） それではアンケート調査結果についてご説明申し上げます。

まず１ページ目をご覧ください。実施目的でございますけども、この元気号は平成 14 年 10 月

から町民誰もがいつでもどこでも乗れるということで、コミュニティーバスに転換して現在に

至ってございます。そして今回は、元気号の利用者の状況とより多くの町民が利用するための

参考資料とするための調査でございます。２番目に実施時期でございますけども、平成 21 年の

８月３日から８月 31 日までの約１か月間としてございます。３番目に調査の方法でございます

けども、アンケート調査を元気号の車内、白老町役場、いきいき４・６、町立病院、各出張所

に用紙を配布してアンケート表をいきいきのほうに提出していただいてございます。４番目に

アンケート調査の件数でございますけども、まず年代別に 20 代から 70 代ということで、特に

70 代は 116 名の方で、合計で 220 名となってございます。また地区別については、社台から虎

杖浜まで全地域の町民の方からアンケート調査をいただいております。次に２ページ目をご覧

ください。次にアンケート調査概要でございます。まずアンケートの内容につきましては、５

ページ目、６ページ目にアンケートをいただいておりまして、それを集計したものでございま

す。まず２ページ目の利用頻度でございますけども、全体で 220 名ということで。まず利用頻
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度４回について質問してございまして、月４回以上使う方、月２回から３回、月１回、それか

ら利用なしということで調査した結果、月４回以上使う方が 65 名。全体で 30％です。月２、

３回という方が 31名で 14％。月 1回という方が 20名で９％。利用なしという方が 104名の 47％

となってございます。この中で 70 歳以上を抽出して調査したところ、70 歳以上で月４回以上

という方が 57 名、49％でございます。それから月２、３回というのが 19 人、16％となってお

ります。月 1 回は 10 人で９％。利用なしは 30 人ということで 26％のトータルで 116 名となっ

ております。次に２番目、行き先でございます。これは重複してございます。全部で 294 名の

回答を得てございます。この中で一番多かったのが町立病院といきいき４・６、77 名ずつでお

のおの 26％となってございます。そのほかで多いのが役場 47 名、16％。それから、高齢者学

習センター37 名。以下、公民会、プール、図書館、その他となってございます。これが 70 歳

以上の中で抽出しますと、やはり 233 名のうち一番多いのが町立病院 63 名。そのあといきいき

４・６、役場、高齢者学習センター、ということになってございます。そしてさらにこのうち

月４回以上バスを利用される方の行き先を調査したところ、190 名の内訳でございますけども、

この中でも一番多いのが町立病院 49 名、いきいき４・６、47 名、それから役場、高齢者学習

センター以下となってございます。次に３点目料金改定でございます。料金改定につきまして

確認調査したのは現状のままでいいかどうか。それから、50 円の値上げ、100 円の値上げ、150

円の値上げの計４点についてアンケートしたところ、220 名でございますけども、現状のまま

という方が 76 名、35％。50 円値上げという方が 44 人で 20％。100 円値上げという方が 86 人

で 39％。150 円値上げという方が 14 人の６％ということで、計 220 名となってございます。こ

の内 70 歳以上で調査しましたら、全部で 116 名の方でございますけども、現状のままという方

が 43 名、37％です。それから 50 円値上げという方が 18 名で 16％。100 円値上げという方が

48 人で 41％。150 円値上げという方が７名で６％で 116 名となってございます。また月４回以

上利用する方の中で調査確認であったところ、現状のままという方が 25 名で 39％。50 円値上

げでもいいという方は 13 人の 20％。100 円値上げという方で 23 名の 35％。150 円という方が

４名の６％でございます。トータルで 65 名となっております。次の改定時期でございます。こ

れも全体で 220 名。22 年度改定でいいという方が 111 名、50％でございます。23 年度が 21 名

で 10％、それ以降 88 名ということで、これは 40％です。ですから 22 年度という方が半分、そ

れから 23 年度以降という方がちょうど半分ずつということでございます。続きまして 70 歳以

上の方について調査したところ、22 年度でという方が 58 名、50％。23 年度が９％。それ以降

という方が 48 名で 41％。これも 23 年度以降で同じく 58 名いらっしゃいます。また、月４回

以上利用される方で確認したところ、平成 22 年度 33 名で 51％。23 年度７名で 11％。それ以

降 25 人ということで、38％でございます。これについても約半数近い方が 23 年度以降という

形でのアンケートとなってございます。続きまして、利用者状況でございます。３ページ目を

ご覧ください。18 年度から 20 年度までについては、運行日数、利用者人数、有料、免除人数、
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1 人当たりの利用者数ということで記載してございます。20 年度につきましては 295 名で 6 万

1,295 名の方が利用されておりまして、免除の方は４万 9,127 人ということで、1 日当たり 207

名でございます。それと、今年度でございますけども、21 年の４月から 12 月末までの人数で

ございますけども、４万 6,789 名でございます。そして、免除にあたっては３万 8,651 名で 1

人当たりの利用者人数は 209 名となってございます。１日当りは 209 名です。利用者につきま

しては、昨年と比較して若干落ちてございますけども、利用者人数についてはさほど変わって

いないということになってございます。続きまして、４ページは先ほどのアンケート調査表の

サンプルをそのまま全体、70 歳以上、月４回以上の調査結果を記載してございまして、それを

抽出して先ほど２ページ目で回答してございます。続きまして５ページ目、６ページ目につい

ては、そのアンケート調査の内容でございます。続きまして７ページ目でございますけども、

これは平成 21 年度の循環バスの月別利用者数。これはそれぞれの行き先の利用者人数を記載し

てございます。合計は先ほど言いましたように４万 6,789 名、12 月末現在です。続きまして８

ページ目でございますけども、それと比較対象するために平成 20 年度の月別利用者数を記載し

てございます。続きまして９ページ、10 ページ目につきましては、停車の位置とルート図とな

ってございます。以上で説明、終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 質問を受ける前に、利用者状況の中で３ページ。これは平成 21 年

12 月末だから、日数少ないのですか。日数が少ないから数も少ないということですね。委員の

方で質問のございますは方どうぞ。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） ８ページ目のところの平成 20 年度、白老町福祉バス月別利用者

数の一覧表というのがございます。これは、利用時間別の人数の把握もされていると思うので

すけども、前回消費者協会での循環バスの時間別の利用者数だとか、利用者の意見等々の調査

を含めたものを取り行なっていると思うのですけども、そういったものが今回こういった、こ

れは町独自の調査だと思うのですけども、他団体さんとのやった調査結果を含めた形の、そう

いった総合評価みたいのを出す予定というのはないのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほど、氏家委員が質問された消費者協会の調査でございま

すけども、これについては低炭素の兼ね合いの関係で、産業経済課のほうで消費者協会に委託

して調査したということで、これについては集計が産業経済課でされているということで、ま

だ現実的には私どものほうではいただいておりませんけども、今後そういう意見も加味しなが

ら総合的に判断していきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この調査を見ると、６万以上乗って 220 人ですね、アンケ

ート調査をしたのは。なおかつ 100 ちょっと乗らない人ですよね、そのうちの。これを資料と

するのはちょっと無理ではないかなと。私はこの福祉バス、前から言っているのですが、全員
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からお金取るのも１つ。それから６万人の６分の１ですから約、お金払っているのは。ただに

する方法も１つ。これも１つだと思います。今福祉バスというのは大変重要だし、重要な施策

になってきたし、もっともっと重要になると思っています。それからいくと、この福祉バスの

傾向をがらっと変えて、全くただにするという方法とすべてからいただくという方法、この選

択肢もあると思う。それよりももっと大事なことは、私は白老の人口減少、高齢化現象。こう

いうことを見ますと、この福祉バスをもっと充実させて、そして今の 2,000 万程の助成ではな

く倍かけてもいいと私は思います。すべてただにする方法もお金取る方法もいいのですけども、

これをもっと充実させてやはり白老町全体の景気浮揚対策。それから町外の購買力阻止という

か、こういうのを含めたものの考え方にもう一度考え直したらどうかなと思っているのです。

バスの考え方を、根本から。ですから簡単にいうと、まち全体を福祉バスをいつの時間でも乗

れるような体制にするか。そして町外の購買。これを町内に戻すような方策もバスをもう少し

考え方を変えたらどうかなと、私は前から思っているのです。どうですか、そんな考え方は。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉課長（辻 昌秀君） 今循環バスのあり方について、ご質問でございますけども、

まず今回の調査については、確かに数は少ないのですけども、実際月４回以上とかの方という

のは、70 歳以上の方が利用されているということで、傾向的に大体どのように今後の費用負担

の在り方含めて受けとめていただけるかなということで、1 つのおおよその傾向はつかまえら

れたのかなと思います。これらを受けて、今後のバスのあり方について、特に議会のほうから

も意見いただいていましたので、費用負担のあり方について検討してきたと。結論としては 22

年の４月からということはちょっと待って、この福祉バスに限ればもう少し時間かけて検討さ

せていただきたいと、そういう考え方でございます。それで、今ご提案を含めてお話ありまし

た、もっと充実してはという部分については、福祉バスという部分で見ればもっと利用されて

逆になかなか乗り切れないような状況とか、あるいは路線的な部分のご意見あれば、そういう

ものを今後大いに検討していきたいなと思うのですけども、松田委員のほうからもお話ありま

した、まち全体でのいろいろなバスの乗り方のあり方。そういう部分では、循環バスに限らず

民間で通勤バスだとか買い物バスとかいろんな動きの中で、これも含めて検討してはというご

意見がちょっとあるようでございます。私どものほうではまだ具体的なそういう話は来ていな

いのですけども、町としても大きな交通政策として活用の検討をしていきたと聞いていますの

で、そういうものがもし進むとすれば、その中で費用負担についても今後検討していく方向に

なるのかなと思っております。ただ、今の時点で具体的にこういうような形になるという部分

では私ども担当としては聞いていないものですから、今後のあり方としては検討が進んでいく

のかなと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今言ったことと、もう１つは、今の福祉バスはすべて虎杖浜発から白
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老に向かって来ているバスばかりなのです。私は社台発、白老発から虎杖浜に向かった、風呂

に入ったり何なりする余裕のある時間帯をほしいという方随分いるのです。ですから、こうい

う時間、向こうからばかりではなく、向こうに向かって風呂入ったりして帰るような体制の時

間帯にぜひやってほしいという方結構おります。例えば白老の方が虎杖浜の温泉に入っても、

入った後の時間帯がうまくないのです。結局行ってもタクシーで帰ってくるとか、そういう時

間帯になっているから、私はその辺の時間帯も見直したらどうかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉課長（辻 昌秀君） 循環福祉バスの運行経路とか時間について、これも議会の中

でもＪＲとの接続とか、そういう部分で実はご意見承っているのですかども、全町的には運行

していますけども、当初からの考え方というのは町立病院あるいはいきいき４・６の利用とい

う部分が時間帯等の中心になっていると、そういうことでございます。それ以外の利用という

部分では確かに使いづらい部分があろうかと思いますけれども、この辺は実際の利用者数の実

態とご意見、この辺今回のアンケートだけではなかなかわからない部分ありますので、今後そ

の辺のニーズを組んで、どこまで財政的に組み立てできるかというのは別ですけども、今後の

課題としてもっと利用者の声。利用していない人の声というのは、なかなか把握しづらい部分

なのですけど、今回利用していない人も半分くらい聞いていますので、こういうことも引き続

き検討してまいりたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 100 円値上げというところが一番パーセンテージで多くなっています

けども、利用されていない方も今回伺っているということから、こういう数字になっているの

かと思うのですけども、最後のご意見、ご希望のところ、参考までにどんなものがあったのか

というのは、説明願えればと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ご意見ということでございますけども、質問の内容はアンケ

ート調査に載っていることについて聞いてございまして、そのほかで意見ということでござい

ますけども、大きく取りまとめますと現状のままを希望する方ということと、それからそのほ

かの要望、値上げをしてもいいという方とそのほかで要望あったとしては、例えば先ほど松田

委員からもあったとおり、役場ばかりではなくて、ほかも行けるような運行ルートにしてほし

いだとか、一番中でも多いのはやはり便数ふやしてほしいということが多いということです。

やはり特にバス停においてはちょっと離れているので、そのバス停を少し間につけてほしいと

か、そういう意見が特に多かったようでございます。それで、その中で萩野のところなのです

けども、萩野の駅前に停まるバス停があったのですけども、昨年要望がございまして、萩野大

町のほうで停めてほしいというアンケートがありましたので、これについては道南バスとも協

議して、停留所を変えたり、町民の利用のついては今諮っているところでございまして、一番
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多いのがやはり便数をふやしてほしいというのが、意見のトータルとしては多いということで

す。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 便数ふやせば可能なのでしょうけども、例えば停車場の数をふやすと

いうのに関しては、いわゆる路線バスですから法的なものの縛りもあると思うのです。その辺

はいかがなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 基本的に、これは道南バスとも協議して決めさせていただい

ておりますので、停まるところをふやすということは、例えば 36 号線のところについては時間

帯と月水金、火木土で取り決めをしてございますので、その時間帯を大幅に変えるということ

はできないのですけども、その間で多少ふやすとしても、今言ったように停留所を変更すると

いうことで、極端にふやすというような形にならないのは現状でございまして、やはり先ほど

部長からもありましたように、これはやはりもしそういうことを全面的に見直すということに

なれば、新たに台数をふやすということにはなろうかと思うのですけども、当然今現在 2,000

万弱の費用かかってございますので、その兼ね合いで今後どうしていくかということも踏まえ

て、総合的に検討していかないといけないのかなというふうに思っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 1 つだけお聞きしたいのですけども、今道南バスに旅客法の関係で委

託という形で運行をお願いしていると思うのです。町単独で、町が運行者になるという考え方

はありますか。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今熊谷委員の質問でございますけども、現在は道南バスにバ

スのほうも含めて委託してございまして、今現在は町独自でそれをもって運行するということ

になると、バスの取得から含めると、今以上の費用がかかるということですので、今現在は町

独自という考えは持ってございません。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の形態の中では無理だと思うのです、課長もおっしゃったように。

1 つ提案なのですけども、いま 11 名から 12 名乗れるバスタイプの乗用車ありますよね。乗降

口がついて。それで今松田委員もおっしゃっている中身も関係してくるのですけども、やはり

便数も多くしてほしいというアンケートもあったというのですけども、もうちょっと小回りに

回るためには、そのくらいの大きさで車で運行したほうが、僕はいいと思うのです。もう 1 つ

メリットというのは、乗り降りのサポートもできるのではないかと、そのドライバーが。そう

なれば、やはりいろんな福祉施策の中で、安否の確認や身体の状況というのも、少なからず掌

握できると思うのです、利用者の。高齢者を言っているつもりなのだけど。そうなると、いろ
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いろなそういうネットが張れて逆にいいのではないかと。ただ、経費がかかるという、そうい

う断片的な見方があるかもしれないけども、トータルでいけば、かなり安心安全のキーワード

が達成できるのではないかと。これは検討するに値すると思うのですけども、原価で必要経費。

それからドライバーの配置ですね。うちのまちには、やはりタクシーの会社もあるわけですか

ら、そこにお願いするという手もあるし、それからバスもやられている会社もあるわけですか

ら、そうなると地元の雇用の浮揚というものにもつながっていくかなと。管理者は町でやると。

当然今道南バスもそうなのだけども、よりこまめな利用者からの声を反映できるようなシステ

ムを、もう大きなバスを走らせるというのは 1 つの過渡期で区切ったほうがいいのではないか

なと思うのです。提案も含めてなのだけども、今後の考え方として、何かあれば部長話聞かせ

てください。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 資料の 7 ページ見ていただきたいのですけども、一番右はじ

に日平均というのを載せているのです。これは日平均と書いていますけども、何かと言ったら、

路線が大体合計何人乗られているかというようなところで、結構多いところで 10 人以上のとこ

ろもあります。10 人未満のところもあります。この辺でうまく切り分けが可能であれば、そう

いうことは検討あり得るかなと思うのですけども、この辺については逆に利用の少ないところ。

例えば社台駅から役場というのが、真ん中より中段ちょっと上になるのですけど 1.3 人。これ

は通常の路線バスとまるっきり競合しているというか、そういうところはやはり利用が少ない

とか、実際運行しているけども、こういうのがありますし、その辺の見直しも含めていま検討

しているのですけども、ただ民間に委託という部分では、これはちょっと記憶が定かではない

のですけども、民間にお願いする場合。これは道南バスの路線ということで町が補助をしてや

っているという部分で、単純にもしバスが何らかの故障で動けなくなったら代わりのバスを常

に用意しておかなければならないとか、そういうような状況が必要だということで、実際町内

にも貸し切りバスの業者さんありましたけど、現実的にはそういう体制とれないという中で道

南バスになったと、確かそのように記憶しています。ただ、人数少ないような路線については、

そういうことも今後検討できるのかなと。ただ、万一乗り切れないということがないようにと

いうことで、1 つはそこは考えなければならないのかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 補足でございますけども、先ほど熊谷委員からと松田謙委員

からももっとこまめにというお話の、循環福祉バス以外のそういうこまめなバスというか、10

乗りとか検討してはということでございますけども、それにつきましては、まだ正式ではござ

いませんけども、今商工会も含めてそういうことについて、どういうあり方がいいのかという

意見がありまして、全体でまちの企画政策課が中心となって、町の交通機関全体的、今後です

けども、まだすぐではないのですけども、計画しながらそれを進めていくということもありま
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すので、それに合わせて私どもの課もそこに入って、一緒にそういうことを考えていくという

ふうにいま考えております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ご苦労さまです。アンケートの中で気になりましたのが、元気号を利

用されていない方という人も一緒に入ってはいるのですけども、元気号のアンケートの中で裏

のページの元気号を利用するときの主な行き先はどこですかというふうな書き方をしているの

ですけれども、私は利用するときの目的は何ですかというような書き方をどうしてしなかった

のかと。例えば病院に行きたいとか、買い物行きたいとか、銀行に行きたいとか、どうしてそ

ういうような聞き方をしなかったのか。これを見たら、町立病院、役場庁舎、いきいき４・６、

図書館、温水プールとかと書いていますけども、では私たち日常生活において、こういうよう

なところに行くという人は確かに高齢の方だから病院は多いですけども、そのほかに銀行にも

行きたいし、買い物も行きたいし、お友達のところにも遊びにも行きたいし、いろいろな目的

があると思うのです。それなのに、こういうような書き方をされて、一番最初のところに平成

14 年 10 月から地域住民からの要望に基づき、いつでもどこでも誰もが利用できるコミュニテ

ィーバスに転換してと言っているのですけども、やはり循環福祉バスの考え方がそのままなの

です。公共施設にだけ行くという考え方。この現状から打破しない限りは、本当に白老のまち、

今高齢者たくさんいらっしゃいますので、今まではお友達の車に乗って買い物に来ましたとか、

例えばスーパーくまがいさんで買い物バス出していますけども、それに乗って買い物きました

とかという人たちも、今現在でもぎりぎりの感じなのです。私いつも家の前、高齢者の人とか

いろんな人方が買い物して歩くのを見ていると、買い物してお友達のところに寄ってお茶飲ん

で帰りたいなとか、そういうような声を聞いたりすると、本当にこれはコミュニティーバスな

のかなと。それとも役場の前とか、そういう公共施設のところを回る福祉循環バスなのかなと、

私はその位置づけというのですか、そっちをどっちに持って行くのかなというところに来てい

るのではないのかなと感じているのです。私は前から住んでいる方の生活スタイル、そういう

ものをサポートするような路線とか便数とか経路とかぜひ考えていただきたいなと思うのです。

例えば、陣屋とかに行くのですけども、なぜ陣屋なのだと。私たちは毎日買い物に行きますし、

銀行に行ってお金も降ろしたいし、郵便局も行きたいし。でもそういうのは全然日常生活の中

で大部分占めているのもかかわらず、何か入っていないなと。昨日もちょっと、話それるよう

ですけども、白老の方で萩野の娘さんのところに遊びに行った人が、自転車で行って自転車で

帰ってきたのを見たのです。そうしたら結局萩野の娘のところに遊びに行くのに、松田委員で

はないですけども、便が悪いのだと。それであの雪道なのに自転車に乗って行くのです。自転

車に乗って帰って来るのです。だから、私は本当にそういうような公共施設ではなくて、住ん

でいる人たちがこのまちの中でぐるぐる回って歩けるような、そういう考え方はできないのか。

やはり無理なのでしょうか、これは循環福祉バスだから、そういう考え方はできないのでしょ
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うか。どうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） このバスのスタート当時の部分というのは説明抜けています

けど、確かいきいき４・６ができて、ああいう入浴施設も設置したと。一応町内の高齢者の方

が来れるような形でということで、さらに町立病院の利用の促進ということも含めてスタート

したのかなと。現在も一定の年齢以上の方無料ということで、高齢者に限ってということでス

タートしたと。それが説明の平成 14 年という部分は、高齢者以外の方は 100 円払っていただけ

れば乗れるようにしますということで、一応コミュニティーバスという考え方も加味してきた

という部分です。やはり高齢者の方をかなり意識したバスなので、一般のいろんな地域でやっ

ているワンコインバスというのですか、一般の路線のないようなところで自由に乗り降りでき

るようなバスとはちょっと、白老町の温泉まちがあるという構造からなかなかそうはいかない

のかなと思いますけれども、今後高齢者の方にもある程度負担していただくという方向の中で

は、よりコミュニティーバスということで利用者の実態、使いたい目的。質問項目の中に目的

というのが入っていないというのが、確かにそういうご指摘でしたらそうだったのかなという

ことで、ちょっと反省しなければならないのですけども、今後のあり方としては高齢者の利用

の方というのはかなり多いのですけども、コミュニティーバスにいかに転換していくのかなと。

その中でほかの民間での今提案もあるようですから、そういうものも入れて検討していかなけ

ればいけないのかなと、そのようの思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ぜひ検討していただきたいなと思うのです。先ほどからもバスの便数

をふやしてほしいという話なのですけども、今元気号バスは隔週なのです。月水金と火木土と

分かれているのですけども、実際にサークルやっている高齢の方々の話を聞きますと、やはり

どこかで場所を決めてやるにしても、隔週なものだから例えばほかに習いごとしているのなら

別なのですけども、いろいろな団体あるますよね。そういう団体、白老地区全部を網羅するよ

うな、そういうようなボランティアの団体みたいなものだとか、自分たち必要とする団体に会

合に行きたくても、隔週なのでどの日合わせるかというのも非常に大変だという声をよく聞く

のです。ですから月水金の虎杖浜のほうから来るバスに合わせるのか、それとも萩野のあの辺

からのバスに合わせるのか、やはりその辺もこれからどんどん高齢化していくわけですから、

高齢者の方々のコミュニティーというのですか、そういうものを促進するためにもぜひできれ

ば毎日というふうな考え方も視野に入れていただきたいなと思いますけどもいかがでしょうか、

その辺は。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 路線の系統と便数の話。これはちょっとお金に絡む話ですか

ら、今後の費用負担のあり方も含めて、その辺の方向性が出たら検討させていただきたいなと
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思いますけれども、実際ワンコインバスという部分で説明しなかったのですけども、もしどこ

から乗っても料金同じだと、今の方式に決めるとなると、実は路線バスとの競合という部分が

金額決めるポイントになっているようで、今路線バスの最短区間の料金というのは 160 円なの

です。役場から駅までとか。もしワンコインバス、ワンコインというか、料金均一ということ

でやると 160 円以上負担していただかないと。今後のあり方として長距離になればもう少し負

担していただくとか、そういうようなことももし考え方として出てくるとようであれば、そう

いうことも含めて便数ふやせないかとか、そういうことはあり得るかと思うのですけども、こ

の辺はやはり負担いただく金額との兼ね合いの中で路線の系統をふやすとか、あるいは本数ふ

やすとか。それは今後の検討課題になってくるのかなと。当面、先ほど課長のほうからもお話

しましたけども、民間でのそういう動きもあるようですから、検討の。そういう動きの中であ

わせて検討していきたいなと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほどからこのバス、どこから始まったという話があるのですが、私

の記憶では、緑泉郷の方々が道南バスを入れてくれと。これを入れてくれということで陳情が

あって、そして当初はまちが 200 万円負担するから始まったのです。次の年は 300 万、次は 400

万、次は 600 万までいったのです、道南バスの要求が、赤字だから、人が乗らないから。そこ

から福祉バスが始まって。福祉バスは道南バスの緑泉郷行き、発のバスの赤字分を補てんさせ

る。600 万も補てんするのだったら、町内の福祉バスをやったほうがいいだろうと。これは見

野町長のときです。この道南バスは山手町長のときなのです。そんな経緯があるということだ

け今私の知っている範囲で教えておきます。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私も一時企画課にいたときに担当していたのですけども、採

算路線の補助制度というのが国の制度の中にあって、国も道も補助するからということで、そ

れで緑泉郷については町も補助してということでいたと。ただ、その後道南バスの経営全体の

ことだと思うのですけど、ある程度それ以外の路線が採算あってきたということで、実は不採

算地区の路線が外れて継続するとなると町単独で補助するかしないかとかという話になりまし

て、確か一時町の補助もやめてしまったと。道南バスに自力で、道南バス今もありますけども

やっていただいた、そんな経過があるのかなと思っています。この循環福祉バスについては、

一時道南バスの補助を休んだそのあとに、いきいき４・６も含めてまた温泉団地の足の確保と

いうことでスタートしたと、そういうふうに受けとめております。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど、民間でいろいろとというお話が辻部長からございました。先

般私も違う立場で出席させていただいた地球温暖化に絡む低炭素の交通のあり方みたいな協議

会。委員として参加をさせていただきました。1 つ感じたことは、所管がいろいろ多岐にわた
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っていると思うのです。産業経済課の立場からすると、やはり石山工業団地に誘致いたしまし

た、天ぷら油だとか回収して燃料にする。あれを有効に使った中でそういうのをやりたいとい

う考え方。そしてまた生活環境課の違う立場で言うと、同じようなことでぜひＣＯ２を削減し

なければならない。こういったことでそういうのを利用したいという考え方はあるとは思うの

ですけども、残念ながら製品として確立されていない。実証実験を行なったときに、現実的に

冬場は凍ってしまって、地元のスーパーさんのバスにご迷惑をかけたようなこともあり。実は

私どもも、私は大分暖かくなってきていたから大丈夫だと。そのまま行けと。もし何かあった

ら札幌のジャンボの会社すぐ走らせるから行けと言ったのだけども、担当者ベースで話をして、

実はうちも抜いてしまったらしいのです、油を。そういったようなこともあるので、まだ製品

としても確立されていない。またあるいはどうしても匂いの問題もある。こういった町の形の

中で、これはエコですから、こういったものを利用しますよということであれば、町民も納得

されるかもしれないけど、それをほかで利用されるケースもあると思うのです。バスにしても

私どものジャンボタクシーにしても。旅行会社とも提携の中で出すときがある。そういったと

きに 1 回 1 回入れかえたり何かしたときのことですとか、いろいろまだクリアしなければなら

ない問題があると思うので、その辺をやはり町民の足としていかにどうするかというのを、僕

は念頭においていただきたいなと。そこが健康福祉課さんの西さんのところでしっかりとその

辺は踏まえた中で、中心になるのはそれは中心になるべきであって、すべてがクリアされれば

一番いいのですけども、まだそこには問題もあると思いますので、その辺のところを庁舎内で

よく協議をされて、なかなか 1 粒で２度も３度もおいしいということには今の状況ではならな

いと思いますので、その辺の実態をよく把握をされた中で進められたほうがいいのかなと、こ

のように思います。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） バイオ技術というやつですね。その燃料については。お話あ

りましたように、確かにちょっと信頼性というか、品質の面でもう少しかなと、そういう部分

ございますので、その辺は民間の事業でもありますけども、町のほうも原料となる天ぷら油の

回収。これは行政としても温暖化対策になりますので、そういう形でいろいろ協力しながらや

っています。品質については民間会社により一層努力をしていただいて、本当に問題なければ、

こういう循環福祉バスで利用できるような方向を今後考えていきたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） もう１点だけ。いろいろ今議論されていますけども、循環福祉バ

スの利用時間体の利用者数というのは出ていますよね、こちらの８ページのほうですか。先ほ

ど言ったデータを元にして、僕は理想論を言ってしまえば、それこそぐるぐる回せばいいとい

う話ではなく、それは確かに理想かもしれないけど、それはできないと思う。何時何分ここに

来るとかいう時間、ちゃんと時間帯を確定しないと利用する人も利用しづらいだろうし。例え
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ば時間体によっては大型バスを出さなければならない時間帯の利用人数もあるかもしれない。

でもある時間帯の中では、本当にあまり使われていない時間帯をわざわざあの大きいバスを回

す必要はないですよね。そういったバスの経費の軽減を諮るためにも、そういった時間帯別の

人数だとか、そういったものも把握して、なおかつそういったものに視点をおきながら、違う

路線をふやしていくというか、利用する路線をふやしていくという考え方のほうが、僕はすご

く合理的ではないかと思うのですけども、僕もたまたま元気号を使わせてもらうのです。何か

あったときに経済センター、役場に車を置いて家に帰って朝の８時半だとか、９時近い元気号

に乗って役場まで来るとか。そのときは混んでいます、すごく。50 人乗りのバスがびっちりに

なっています。ですから、それ以外の時間で利用するときもあのだけども、そのときは本当に

何人かしか乗っていない時間帯もある。ということは、一日一日、また何曜日何曜日という、

曜日ごともあるかもしれないけども、それだけ時間帯によっての利用者数というのはすごく影

響してくるのかなと思うのです。ですからそういったものも加味して、小さいバスで回せるも

のは小さいバスで回すと。そして今までの経費をそのまま継続をして、もしやっていけるのだ

とすれば、浮いた分を違うところの路線に回すだとか、そういう考え方のほうがすごく合理的

なような気がするのです。そういったことを加味して今回行なわれたアンケート調査も大事。

委託された消費者協会もそういったアンケート調査も先ほど見ましたけども、踏まえた形の中

でこの福祉バスのあり方というのを考えていくのも必要なのかなと、私はそういうふうに思い

ます。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ご質問ありましたように、１便１便乗っている人数がちょっ

とまちまちと。中には極端にいけば 1.3 人とか 0.8 人何というバスもあるのです。でもこれは

何かといったら、路線バスと競合しているところです。ただ、それから先の部分とかあったり、

また運行しているバスが道南バスなので、どうしても室蘭から朝来て空き時間をなるべくつく

らないようにということで運行している部分もございます。そういう部分では、人数の違うバ

スを何台か持って、そしてきめ細かく運行できればいいのですけども、やはりバスの数をふや

せば、基本的にそれが運行経費になってしまうものですから、なかなか対応しきれないと。た

だあり方については、皆さんお話ありましたように路線の系統とか便数、時間帯。そういうも

のは、やはりもっとこういうデータとかあるいは利用者の声、民間団体でそういう調査をされ

ているのでしたら、そういうものを聞きながら十分見直す必要はあるのかなと。私も社台、白

老間は特にこれだけ路線バスがあるからいらないのではないかということで、見直しの検討し

てもらったのですけども、運行経費にほとんど影響しないということで、そんな話もちょっと

あったり、そうはいっても乗らいないで油をたいているよりも、そういうことは必要かなとい

うこともありますので、そういうことも今後も検討してまいりたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 私から１つ。質問ではないですけども、今皆さんの質問を聞いてい
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ると、今運行している最大限はそれを逆行するのがいいのですよね。もちろん経費はかかる。

今例えば２台で運行していると。それを逆行するとなると４台いるわけですよね。時間帯を逆

行してしまうと。一番最大限だけれども、これは経費がかかると。それで今氏家副委員長が言

われたように、その辺の時間帯をよく考えて逆の運転をするというふうな言い方ですね。だか

ら、そういうことをよく考えてできるだけ費用がかからないようにしつつ、皆さんが便利なよ

うにということに尽きると思うのだけれども、その辺で考えていただければなということを皆

さん言っているのだなと思います。ほか質問なければ。以上でこの件については終了したいと

思います。どうもご苦労様でした。暫時休憩いたします。 

休憩 午後  １時 ５４分 

                                         

          再開 午後  １時 ５６分 

○委員長（玉井昭一君） 時間ですので、委員会を再開いたします。幌内福祉館の廃止につい

てということで、町側の説明を求めます。辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 資料をお配りしておりますけども、幌内福祉館については後

ほど細かく説明あると思いますけども、平成元年に民間の方から一般住宅を寄贈されて、平成

４年に福祉館として条例に入れて利用してきたものでございます。利用状況の表ついています

けども、近年利用件数が減ってきており、コストというのは一定程度かかるものですから、地

元の町内会のほうに、町のほうで管理人を置くということではなくて、地域の中で管理してい

ただけないかと、町の無償貸し付けとか、そういうことで協議していたのですけども、冬季の

暖房費がかかるとかそういうこともあり、自分たちで管理できるかということで、町内会でご

検討いただいたのですけども、それもなかなか難しいということで、地元のほうから廃止もや

むを得ないということで、そういうような利用状況であれば、そういうことで地域の合意も得

られたものですから、本年３月末をもって廃止をしたいということでございます。あとの利用

については、基本的には一般民家の構造ですので、普通財産ということで今後何らかの、例え

ば移住者があれば受け入れだとか、そういうことも含めて、一般住宅的なものとして利用可能

かなと思うのですけども、施設も大分老朽化してきておりますので、その辺については今後普

通財産に切りかえた中で検討していきたいなと思っております。地元との協議の経過について

も後ほど担当のほうから合わせご説明いたします。以下、担当課のほうからご説明します。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） それでは、幌内福祉館の廃止についてご説明いたします。資料

につきましてはＡ４判の資料が６枚とＡ３の資料が１枚ついたものでございます。まず最初に

１幌内福祉館の概要です。（１）の施設概要ですが、福祉館条例では４つの施設を福祉館という

ふうにしております。緑丘福祉館、東町福祉館、飛生福祉館、幌内福祉館でございます。その

中の幌内福祉館を廃止するものでございます。①に幌内福祉館の概要を記載させていただいて
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おります。施設の場所につきましては、白老町字竹浦 144 番地 41 であります。位置図につきま

しては４ページの次に位置図とその次に写真を添付させていただいております。札幌市の方か

ら寄付を平成元年に受けております。土地としましては、番地につきましては竹浦 144 番地の

41。それから 96。敷地面積 660 平方メートルです。一般住宅昭和 48 年建設です。建物の面積

につきましては、92.57 平方メートル。コンクリートブロック２階建てでございます。最初の

ほうの資料にまた戻っていただきたいのですけども、平成４年９月の定例会で福祉館として条

例化された施設でございます。次②、他の施設の関係を参考に、そこに載せさせてもらってい

ます。（２）の福祉館の利用、収支状況についてご説明していきたいと思います。まず①の利用

状況についてですが、平成 17 年度、利用件数が 34 件です。利用人数が 280 人。平成 18 年度が

28 件、259 人。平成 19 年度が 30 件、203 人。平成 20 年度が 20 件、185 人。平成 21 年度、18

件の 129 人となっています。20 年度までは実績の数字でございます。平成 21 年度につきまし

ては４月から 12 月までの数字となっております。年々利用件数、人員が減少している状況でご

ざいます。次のページお開き願います。②としまして、収入状況を記載させてもらっています。

平成 17 年度が 2,200 円。18 年度 8,700 円。19 年度 4,880 円。20 年度 4,640 円。21 年度が 4,110

円となっております。その下に支出の状況を記載させてもらっています。平成 17 年度につきま

しては管理人の経費、報酬と賃金。これらを合わせますと 41 万 8,092 円でございます。その下

に施設の維持管理経費を記載させてもらっています。燃料費、光熱水費等を合計しますと、16

万 4,234 円。これらを合計しますと、58 万 2,324 円の支出となっています。大体 50 万円台で

推移して今日まで来ております。次に２としまして、廃止に向けての地元町内会との協議経過

を報告いたします。ここで訂正を２カ所ほどまたお願いしたいのですけども、（１）の幌内福祉

廃止方針の次に平成 21 年 11 月 19 日とありますけども７日に訂正お願いします。それともう１

点が、次のページの（２）地元町内会との協議経過、①幌内東、西町内会長への協議申し入れ。

その下に日付が書いております。平成 21 年 11 月 19 日となっていますけども、７日に訂正をお

願いしたいと思います。それでは、説明に戻らさせてもらいます。（１）の幌内福祉館の廃止方

針から３ページ、４ページにつきましては、町内会との協議事項について記載させてもらって

います。まとめてご説明していきたいというふうに思います。２ページになります。２ページ

からは、町内会との協議事項書かれておりますので、それについてまとめてご説明していきた

いというふうに思います。平成 21 年 11 月７日に幌内東、西町内会の会長さんに対し、施設の

廃止及び町内会への移管等の協議を行なったところでございます。幌内東町内会につきまして

は、平成 15 年９月に東西町内会が分離してからは、距離的な問題から当施設の利用はしていな

い。また今後の利用も考えてはいませんというご回答でしたが、町内会役員会を開催し結果を

報告したいという意向でございました。一方、幌内西町内会につきましても、１月の町内会総

会で決定したいということでございました。結果、両町内からは幌内福祉の廃止について承諾

をいただいたところであります。このことから幌内福祉につきましては、定例会３月議会に廃
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止の提案をさせていただきたいというふうに思います。最後に参考資料といたしまして、一番

最後に町内福祉館、施設の管理経費一覧表を参考として載せさせてもらっています。福祉館の

利用状況、収入、支出、収支等の状況について参考までに添付させていただきました。以上で

幌内福祉館の廃止についての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。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。委員の方の質問をお受けいたします。

山本委員。 

○委員（山本浩平君） 内容見ますと、東西の両方共の町内会が合意の上で、また町内会費の

値上げもできないという中で、近くの今後は生活館とか温泉ホテル等々を利用し会合を実施す

るということで、全会一致で決められたことということでございますので、私は異論はないの

でございますけれども、その他の東町、緑丘福祉館。いろいろ利用件数あるいは収支利益等々

も書いてありますけども、ほかのところの町内会の反応、その辺はいかがな状況になっている

のか。また具体的にどういったことで利用されているのかも含めてお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） ほかの福祉館の状況についてご説明いたします。まず、廃止等

について協議、町内会で移管できないでしょうかと話をしている福祉館につきましては、東町

福祉館。平成 20 年に町内会の皆さんにお集まりいただきまして、関係する町内会は東町第２、

第３。日の出第２町内会にお集まりいただきまして、２回ほど説明をしている経緯がございま

す。その中では町内会での経費負担、ちょっと無理がありますということで、修理等はしない

中で現状維持で使わせていただけませんかということで要望がありまして、現在に至っていま

す。それから緑丘、飛生の福祉館についても現状維持の形で使用させてくださいという形にな

っておりますので、今の段階では今の形のまま継続的に使っていきたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（玉井昭一君） 野宮主幹。 

○生活環境課（野宮淳史君） 今言いました平成 19 年度の決算でございますけれども、まず

東町福祉館につきましては、東町第３、第２、連合町内会と東町町内会、町内会４団体で 11

回の利用回数でございます。あと、サークル活動といたしまして、書道サークルでありますと

か、健康サークルが３団体なのですけども 78 件ご利用があります。その他の団体といたしまし

て、花と緑を守る会でありますとかあけぼの会という高齢者クラブ等が使ったということで、

３団体で 12 団体、12 件です。合わせますと 10 団体で 101 件の利用がありまして、2,318 人の

利用となっております。続きまして緑丘福祉館でございます。緑丘福祉館につきましては、町

内会関係で緑丘第 1、第２、末広第１、第２、第３、緑町３区町内会さんのほうで、６団体で

27 件の利用がございました。あと、サークル活動でございますけれども、着つけのサークルで

ありますとか、ヨガのサークル、健康のサークル等含めまして、５団体で 25 件の利用がありま

した。その他の団体といたしまして、高齢者クラブなのですけれども、緑樹会、のぞみ会、末
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広会等の高齢者クラブの方々。ないしは山岳会でありますとか、緑丘ファイターズ、バレーボ

ール少年団等が利用がございまして、11 団体で 96 件の利用がござました。総計といたしまし

て、20 団体の 148 件利用がございまして、2,752 人の利用実績がありました。幌内福祉館につ

きましては、幌内町内会が３回。サークル活動はございません。その他の団体といたしまして、

明大交友会という幌内福祉館を中心とする高齢者クラブの方々、ないしは温泉組合の方々が利

用がございまして、４団体、20 件の利用で、185 名の利用でございます。飛生福祉館につきま

しては、平成 16 年の 12 月 30 日に飛生福祉館との管理運営による協定に基づきまして、飛生町

内会が地域管理を行っているということで確認したところ、20 年度の実績といたしましては、

町内会で年間 17 回、飛生町内会を中心とする高齢者クラブの方々が９回利用ということで、全

部で 26 回の実績がございました。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 高齢化社会になってまいりまして、高齢者の方々の生きがいですとか、

いろんなサークルでご利用されるということは素晴らしいことかなというふうに思うのですけ

ども、通常の生活館との違いと申しますか、定義を見ますと、地域住民の社会福祉及び健康福

祉並びに児童福祉の増進と生活文化の向上を図るために設置された施設であるという福祉館は

定義になっているのですけども、通常の生活館とのすみ分けというか、特に厳しいあれはない

わけですよね、貸してくれと言ったら貸すような形だと思うのですけども、そこで伺いたいの

は、収支利益がどこもこういった形で、マイナスの金額は年々減っているというか、21 年度は

随分 30 万ほどですけど、どこも減っているようですけれども、今後町としては福祉館を町民あ

るいは町内会の希望があればそのまま残していくという考え方なのか、それとも生活館がある

ようなところを生活館で利用していただきたいという考え方なのか、その辺の方向性というか、

その辺はどのような考え方を持っていらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず生活館との関係でいいますと、生活館はウタリ対策とい

たしまして、運営費も補助ある中でこれまで整備してきていますけども、一応そういうような

違いはありますけども、実質的にこれは町内、地区の集会施設といいますか、そういう要素を

あわせ持っていますので、基本的には福祉館も生活館も、実際町民に対して利用していただく

という部分では、基本的には同じような考え方の中で実際運営しているのが実態かなと思いま

す。そういう部分で会館的に地区のすみ分けといいますか、これはこれで名前が生活館、福祉

館とありますけども、引き続き町民の方の利用があるものについては、現行こういう体制の中

で維持していきたいと。その中でポイントとなるのは、利用されているのは、ある程度いくつ

かの町内会で、ある程度範囲広く利用されているかという部分かと思います、利用件数もあり

ますけど。実は幌内町内会、幌内会館、該当する町内会は西と東の町内会があるのですけども、

現実にはもう西の町内会と西の町内会に関わる高齢者クラブの利用していただくというという
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ことに限定になって、かなり件数も少ないということで、実は似たような施設としては、町が

普通財産として町内会にほぼ無償に貸しつけしているという施設があるのです。竹浦の駅の近

くに竹浦本町町内会。本町会館。そういうような施設もございまして、実質的に 1 つの町内会

としての利用が主体であれば、決して私どもも廃止前提の協議ということではなくて、類似す

る施設として竹浦のほかの施設もございましたので、町内会で管理していただけないでしょう

かと、そういうことで今回局協議を持ったと。結果的には光熱水費含めて町内会で維持してい

くのはちょっと大変なので、それもちょっとできないということでここまで至ったのかなと、

そういうような形になっています。それと今後の運営経費のご質問ございましたけども、こう

いう形で町のほうの当然不足分は税金で一般の町民の方の負担で運営していますけど、そうい

う部分ありますけど、公益的に利用されている施設ですから、現行としては、生活館は私の所

管ではないですけども、大きく町民の方が使うこういう会館というふうにとらえると、現行の

まま当面は管理して多くの方に使っていただくと、なるべく多く使っていただくと、そういう

ふうに考えていきたいなと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 単純なことをお伺いしますけど、最近葬儀で生活館ですとか、福祉館

使われるのは、かなり白老も少なくなってまいりまして、葬儀場を使われるというケースは多

くなってきていると思うのですけども、福祉館でまだ葬儀等々の使用の実績というのはござい

ますか。これで最後にします。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 大分前に緑丘福祉館であったというのは聞いております。現段

階では葬儀等はないというふうに捉えております。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今お話聞いていて、私はこういう会館、今高齢化になってきて、そし

て四、五十万ですよね。この四、五十万の会館経費は、このくらいはそれこそやさしいまちで

す。安心できるまち。こういうためには、こういう会館を。これはあなた方負担できますかと

いったらできないですよね、高齢化になってお金もかかる。このくらいは負担してもやってあ

げるのがやさしいまちではないですか。私は森野の小学校跡地。あそこだって 40 万です。費用

上がってくるのは、40 数万。700 万かかっているのです。それでも私たちがやめるべきだと言

ったって、必要だとやっているでしょう。ましてや瀬川さんがあの地域を見て、自分の行為で

自分の財産をここに寄付したのです。そしてあの人方に使ってくださいと。こういう行為を無

にするような。四、五十万金かかる。しかしながらあなた方できないといったらやめます。こ

ういう政策は町民にやさしいまちではないと思うのです。こういうことばかりやっていると、

やがては今生活館も確かに葬式はなくなった、前の 10 分の 1 くらい。ではいろいろなたくさん

の問題でてくる。やはりまちというのはそういうものではないと思うのです。わずか 50 万のお
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金を。あの人方、あそこがなくなったら、ものすごい不便になります。それはやさしいまちづ

くりではないです。私はそう思うのだけど、どう思いますか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 町内会で持っている会館も含めて、町内で使う集会施設のあ

り方いう部分で、私どもも決して段々減らしていくという方向ではなくて、今回は結果的にこ

ういう形になったのは、いろいろお話していく中で、1 つの町内会の関係の方々で使われてい

るという部分が実態としてあり、毎年どんどん利用件数が減ってきているということで、もっ

と使っているというのであれば、それはそれで件数が落ちでいなければ維持していくという方

向については、もうちょっと考えられたかと思うのですけども、町内会でも独自に会館を持っ

て経費かけて管理している町内会もございます。また普通財産を借り受けてやっているところ

もある。そういう部分で、どちらかというと、1 つの町内会の利用に結果的になってきている

と。そういうこともあったものですから、実はご相談させていただいて。私どもは最初から廃

止ということではなくて、地元町内会で維持して行ってくれればというとことでご相談したの

ですけれども、結果的にはそれもままならないということでございます。利用者が利用が少な

くてもいくつかの地域で共同で使っていくという部分に対しては、やはり行政としての役割、

公益的な役割というのはあるのかなと思うのですけども、今回の場合地域限定型ということで、

こういう形で結果的になってしまったということで、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） これを逆行して、萩野旭団地に今２軒集会場にしますよね。すると聞

いている。やはり一方ではあの集会場は 40 数年たった耐火年数過ぎた住宅ですよね。しかも廃

止を含めて耐火年数過ぎた住宅。それも長寿会で今回直して使うと言っているのです。一方で

はこういうところに集会場つくろうとしているわけです。つくるのは決まっていると聞いてい

る。一方ではましては高齢化ばかりの、あそこに住んでいる住民のこの地域に対するそれもあ

る中でこういうところはやめます。片一方では先ほど言った耐火年数超えたところ、集会場に

するという話もある。これをもう少しきちんとそういうことは統一してやらなければだめです。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今の会館については、私どものほうに情報が入ってきていな

いので詳しくわからないですけども、町として設置するということではなくて、多分地域の町

内会が改造して使っていくのかなと受けとめたのですけども、そういう部分ではある意味で、

地域で自主管理するという意味であれば、集会施設の補助金もあります。そこはそこでもし要

望があれば応援していく形になるかと思います。できるだけ単体の町内会等で使う地域につい

ては、何とか管理維持していただきたいというのが町のほうの考え方で、そこのところは応援

するものは応援するけども、ただ町で 1 つの町内会のために全部見るというのは今後の時代と

してはなかなかちょっとほかの地域含めて理解しづらいのかなと、そういうふうに考えていま
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す。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 大きい表を見ていてちょっとわからなかったのですけども、飛生福祉

館のほうの町内会管理になっていますよね。そして真ん中のほうの歳出現状というところで金

額入っていますけれども、これは収支利益下のほうに行きますと、白老町でこれだけ負担して

いるということなのでしょうか、町内会管理で。ですから、今回幌内福祉館についても町内会

で管理するけども、需要費は白老で出しますよという話で持っていったのでしょうか。その辺

ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 幌内の福祉館については、先ほどもお話しましたけども、実

態としてはほとんど 1 つの町内会館的な運営なので、そういう形の中で管理人さんは町でも置

かないですよと。年間の維持費は負担していただけませんかと、そういうことの中でお話をし

ています。町内会のほうでほかの竹浦本町町内会みたいな形で地元として負担していただけな

いかということでお話はして、結果的にはそれが財源確保できないということで、今回廃止に

至ったということでございます。今、飛生の話が出ましたけど、飛生についてはある意味では

幌内福祉館と似たような性格はあるのですけども、実は飛生地区というあそこの学校を廃止し

て、そしてその中の唯一の地域のより所といいますか、そういう過去の経過の中で管理人さん

は当然町は置かないのですけども、やはりそういう部分の現地対策といいますか、そういうこ

とでは飛生福祉館については一部燃料費等は町で持って現在運営しているということになって

ございます。飛生地区については地区的そういう位置づけの中で、ほかの町内会館とは同列に

位置づけできないという判断の中で、こういう形の中で現在も飛生福祉館については町が負担

しているという状況になっております。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 飛生福祉館の経費についてご説明いたしたいと思います。平成

20 年度の 20 万 4,340 の内訳でございます。まず消耗品、３万 4,020 円。それから燃料費、灯

油です、３万 3,690 円。光熱水費、電気料になります、５万 911 円。電話料金、火災保険料が

それぞれ３万 6,505 円と２万 4,434 円。それから消防設備の点検、２万 4,780 円。これを合計

しますと、平成 20 年度ですけども 20 万 4，340 円のほうを町のほうで負担しているということ

です。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は飛生福祉館のほうも、幌内福祉館と同じように、非常に維持して

いくのにはこれからは大変になってくるだろうなと思うのです。やはり幌内福祉館の管理人さ

んだけ置かないで、今言ったような飛生福祉館のような、そういうもろもろの施設管理の経費

については出しますよと言ったら、多分続けていくと町内会のほうで言われたのではないかな
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と思うのです。これから白老のまちづくりをするうえで、果たしてそういう不便なところを利

用者が少ないからといって減らしていっていいのかな、どうなのかなとちょっと思う部分はあ

ります。といいますのは、東町福祉館ですけれども、ここは利用者がたくさんいますといいま

すけども、実際問題としては近くに大きな建物もあって、当然町内会の人達が集まれる場所と

いう場所というのはあるわけです。でも、幌内福祉館をこのようにして潰してしまいますよと、

やめてしましますよと言ってしまったら、ほかの福祉館もそれに右ならえするようなところ結

構あるのではないかと、当然今回も決めてしまったらそれに準じてしまうようなところがふえ

てしますのではないかなと。果たしでそれで高齢化になってしまって、本当に高齢化になって

しまって、例えば非難する場所とかを考えたときに、これでいいのかなと。町内会の集まりが

それでいいのかなと、非常にその辺を危惧するのです。幌内福祉館かもしれないけど、わずか

ここがあることによって、ほかの町内会のお互いの連携というのですか、そういうコミュニテ

ィーとしての機能がちゃんと保たれているのであれば、やはり少なくても半分くらいは白老町

で面倒みてあげて、もう少し様子見るとか、やはりそういうことをしていかないと、地域のコ

ミュニティーがちゃんと果たして守られるのかなと。やはり白老のまちはすごくだだっ広く人

口がばらばらいるところですから、私の田舎に住んだことありますけれども、隣のうちから 1

キロとか３キロとか、そういうような田舎に住んでいる人からしてみたら、そこの明かりが消

えてしまうということは非常にさみしいのではないかなと思うのですけども、その辺について

のコミュニティーという考え方からいってどうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 地域のコミュニティーの中で、そういう集会施設の果たす役

割というのはあると思います。それは私たちも理解しています。ただ、その範囲が一町内会の

利用にある程度限られてくるという部分については、町が自治振興条例の中で集会所の補助制

度を設けるという趣旨というのは、基本的には単独の町内会でそういうような施設をつくると

すれば極力地元でやってくださいという、そういう考え方の中で補助制度を設けていると。こ

の福祉館については、一町内会を超えるある程度大きな範囲のそういうものを行政としてやっ

ていくというのが１つの考え方かなと思っております。結果的にこの会館については、町内会

が分かれ、また分かれた町内会が 1 つしか結果的には使われていなかったということも含めて、

できればコミュニティーという部分では確かに必要なのですけども、ほかの町内会との兼ね合

いも考えて、何とかほかの町内会並みに管理していただきたいなということで、実は今回相談

したということでございます。結果的には当面の財源はあるのだけども、長く見たらやはり管

理していくのは自主財源だけでは大変だと。当面はできるというお話ありましたけども、そう

いうことも含めて、ほかの施設の利用も考えられるということで、今回ご了解いただいたのか

なというふうな考え方をしてございます。決して集会施設についての必要ないということでは

はなくて、ある程度町が果たす役割、あるいは町内会が負担していただくというふうに、それ
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を考えて今回話を進めさせていただいたのかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。飛生の関係なのだけど、これはあそこに人がいますよね、

いま。福祉館だけでこれだけの施設管理費がかかるとはちょっと思えないのです。全体のもの

なのか、全く福祉館だけでこれだけ施設管理費がかかっているのか、そこはどうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 実は、平成 20 年度までピンク電話を設置しているのです。

なぜというのは、過去投票上になったりして、ずっと設置してという部分で、集まったりして

連絡が必要だとしてピンク電話も設置していたのですけど、今回こういう見直しの中で携帯が

十分飛生地区で使えますので、見直しをしていく中では今回 21 年度はかなり８万 9,000 円に金

額減っていますけども、経費としては光熱費、そこの部分は町のほうで負担するということで、

今回は通信料といいますか、電話代の見直しをしていくと、そういうことで額的には押さえら

れる予定になっております。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） だから、これはこの管理費というのは福祉館だけなのか、それともあ

そこには飛生アートコミュニティーがあって、それ以外の方がいるでしょう。そういうものと

の関係はどうなっているのですかということです。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） あくまでも会館だけの経費で、飛生アートコミュニティーの

経費は一切入っていません。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。私から１つだけ。幌内の町内会長さん、西と東

あるのですか。この会長さんとお話をされた。それぞれ会長さんらは町内会で集まりをして、

そしてその回答を出したと。そういう中で、今後の町内会運営の会合をどこでやるとかいう話

は出なかったのですか。そこでやらなくても、どこかでやれるという話なのか。辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 新年会とか、そういう部分についてもこの会館でやっていた

という実績はあるようなのですけども、今後の利用という部分については、富士の湯温泉ホテ

ルさんとか和秀さんですとか、それも過去に使っているということも含めて、そういうものを

利用していきますということを聞いてございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかなければ、これで終了しますけどよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、この件について終了いたします。ご苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

          休憩 午後 ２時 ４５分 
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再開 午後 ２時 ４７分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。４番目の防災行政無線の運

用状況等についてということですね。お願いします。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 防災行政無線の件ですけども、昨年４月から運営開始してお

りますけども、その運用状況に運用の体制等につきまして、最近の状況等も含めて報告をさせ

ていただきます。担当のほうからご説明いたします。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 白老町防災行政無線施設の運用状況についてご報告いたします。

資料といたしまして、Ａ４版３枚の資料でございます。まず最初に１、防災行政無線施設の整

備等の経過についてであります。①目的・必要性、②設備機器、③施設の概要。２ページ目に

④としまして関係例規と書かれております。一括してまとめてご説明させてください。ます②

と③の概要が記載されております。親局につきましては、役場に１局です。それから、遠隔制

御装置、消防署に１局ございます。それから屋外拡声装置、社台から虎杖浜の間で 49 局ござい

ます。スピーカー方式であります。それの概要につきましては③に記載されております。それ

から個別受信機につきましては、全町で約 170 台ございます。避難場所、公共施設、屋外拡声

子局の声が届かないところに、これらに設置されております。それから、屋外拡声子局のうち、

双方向で通信できることが６局ございます。１つ目としましては、虎杖浜小学校の敷地内、２

つ目が竹浦消防分団の車庫前、３つ目が萩野公民館の敷地内、４つ目は萩野児童館の敷地内、

５つ目が白老霊園駐車場、６つ目が社台消防分団の車庫前、この６カ所に設置されております。

緊急災害時の対応や夕方の子供の帰宅時間の合図。町民に関係する重要な情報の周知に昨年の

４月から活用されているということであります。次に２ページ目のほうに、運用状況（報告）

というのがございます。運用状況についてご報告していきたいと思います。４月から現在まで

の運用状況については次のとおりになります。（１）災害非常時の放送については行なっており

ません。（２）津波の注意お知らせ。平成 21 年９月 30 日の津波放送を 1 度放送しております。

（３）防災訓練につきましては、竹浦連合町内会、石山新生町内会、若草町内会で実施してお

ります。（４）平常時の放送。定時のチャイムにつきましては、４月から８月 31 日までが午後

６時です。９月１日から翌年の３月 3１日までが午後４時のチャイム放送をしております。そ

れから、定時の行政放送ですけども、役場からのお知らせということで、５月に開始しまして

３ページ目の２月までの期間で延べ 107 回の放送を行なっております。次に３の町民からの意

見を記載させてもらっています。肯定的な意見もありますけども、反面うるさい、聞こえない

などの苦情等の電話連絡が届いてございます。その１部を記載させてもらっています。次に運

用会議でございます。庁舎内にこの行政無線の関係する課で集まりまして、運用会議を設立し

ています。今まで４回会議を開いておりまして、その中で決定したことをご報告していきたい

と思います。まず最初に４ページ目の第２回運営委員会と第３回運営委員会の中で放送するこ
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とを 10 項目放送することを決めさせてもらっています。①としまして、チャレンジデー実施の

お知らせからずっと下のほうに行きまして、最後議会関係の開催のお知らせ。この 10 項目を委

員会の中で基本的に決めております。今後新たな放送等の希望があります際は必要に応じて委

員会を開催して協議をしていきたいというふうに考えております。次の５ページに第４回の運

営委員会で決めた事項を何点か記載させてもらっています。まず１つ目としまして、（２）の屋

外拡声子局の町内会の活用についてです。５のほうに地域での活用促進ということで書かせて

もらっていますけども、今後拡声子局を活用した地域での防災訓練や地域での活動。これの利

用していきたいというふうにしております。３つ目としまして、チャイムの放送時刻について

です。４月から半年間が 18 時。９月から半年間が 16 時に固定するということで決めさせても

らっています。それからもう 1 点、（４）としまして、一般放送の開始の言葉についてです。最

初は、こちらは防災白老というふうにしておりましたけども、役場からのお知らせというふう

に変更させてもらっています。最後にＪアラートの導入の予定についてでございます。導入の

時期なのですが、受信機の完成が平成 22 年８月ころになるという情報がありますので、ご報告

だけさせてください。繰越明記につきましては、１月の議会の中で議決をいただいております。

以上が防災行政無線、施設の運用状況についてのご報告であります。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたれけども、委員の方の質問をお受けしま

す。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 済みませんけど、２ページ目の運用状況のところに（２）の津波注意

のお知らせと書いているのですけども、これは全町的にやったわけではないのですよね。私は

全然記憶にないのですけども。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 全町的に注意を促せていただきました。 

○委員長（玉井昭一君） 中村主幹。 

○生活環境課（中村英二君） ９月 30 日当日、津波注意報、白老海岸で 0.5 メートルという

ことで、大きな津波は来ないという注意報が発令されました。これについては、午後１時ころ

に到達するであろうということが早い時間に出まして、午前９時以降検討しまして３回ほど全

町内に 49 局からお知らせ。当日、当時海岸でサケ釣り等の釣り客が大変多かったものですから、

そういった方を主にお知らせするということを３回ほど海岸から離れていただくようなお知ら

せをさせていただきました。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 本当に申し訳ないのですけど、全然記憶にないのです。ということは、

つまり町民の方々も私と同じように聞いていても記憶に残っていたのかな、注意していたのか

なと、今ちょっとこれを見たときに、本当にこれが緊急時のものであるのか、危ないですよと
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言われているものなのか、それとも通常の 12 時 30 分からの放送されているのと何ら変わりな

く町民が聞いていたとしたら非常に問題かなと思いまして、実際にはどうなのでしょうか。関

係ないから覚えていないのかもしれないけども、実際に沿岸に近い人たちはそれで避難したと

か何とかとちゃんとあるのでしょうか、どうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 中村主幹。 

○生活環境課（中村英二君） 今回のものは、注意報ということと実際にいわゆる非常時、そ

ういった緊急時のものと違って、一応お知らせという位置づけで、放送もチャイムを上げてい

るお昼の放送と同じ体制でさせていただきました。防災無線で聞こえない部分、消防等の巡回

だとか呼びかけだとか、公安室の職員による呼びかけ、そういったものも合わせて行なってい

ました。ただ、結果としては 0.5 メートルの津波も押し寄せず、ほとんどなかったと。そうい

う状況も実は気象台とのやり取りの中でありましたので、今回はお知らせという位置づけで聞

こえる範囲で周知をさせていただきました。西田委員おっしゃるとおり、非常事態との違いに

つきましては、非常時につきましてはサイレンを鳴らすこと。そして音を最大限に鳴らすこと。

それから繰り返し必要な場面については音を鳴らすということで、状況としては全く違う状況

になろうかと思います。そういった状況を持って運営をさせていただく考えです。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。なければ以上で４番の防災行政無線の運用状況

についてを終了したいと思います。ご苦労さまでした。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時 ５８分 

                                         

再開 午後 ３時 ０８分 

○委員長（玉井昭一君） それでは協議会を再開いたします。町側の説明を求めます。辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それでは５番目のバイオマス燃料化施設の運営状況等につい

てご説明いたします。資料のほうはなるべく新しいデータということで、本日配布になってし

まって、事前配布できず申し訳ございません。昨年の 11 月末の議会の全員協議会でバイオマス

燃料化施設の運営状況と機能改善対策についてご説明いたしましたけれども、その後の状況含

めまして本日担当課のほうからご説明させていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） それではバイオマス燃料化施設の運営状況等についてご説明し

ます。資料としましてはＡ４版３枚と図面、写真等のＡ３版の資料が４枚用意させていただい

ております。まず１つ目、バイオマス燃料化施設機能改善対策の進行状況について、２月 19

日現在です。機能改善工事の進捗状況についてご報告したいと思います。工事としての出来高

は約 70％程度まで進んでおり、今週中にすべての機器据付が終了する予定であります。今後の

工程につきましては、３月１日から試運転を兼ねた固形燃料生産の体制に入りまして、できる

だけ早期に機器の不都合を調整し、改善しながら安定稼働の確保の努めていきたいというふう
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に考えております。なお、機能改善工事の状況につきまして、別紙１の工事写真でご報告をさ

せていただきたいと思います。まず資料１の機能改善工事計画平面図を見ていただきたいと思

います。Ａ３判のカラーで印刷している最初の資料です。機能改善の場所を４つのゾーンに分

けております。まずＡのゾーンにつきましては生成物の選別フローです。Ｂのゾーンにつきま

しては、生成物を洗うフローになります。Ｃのゾーンにつきましては、副資材を乾燥させる設

備になります。最後にＤのゾーンですけども、臭気対策のフローになります。平面図の次に写

真を載せさせてもらっています。まず最初にＡのゾーンです。ここは生成物を選別する設備に

なります。①にふるい選別機がございます。ステンレス製の円筒状のものです。これは振動式

です。網の目は５ミリ。それで不適物と生成物分けるという装置でございます。直径につきま

しては、約１メートル。動力につきましては、時間当たり 4.5 立方メートルの生成物を分ける

と、選別できるものでございます。２番目としまして、磁気選別機。赤色で囲ってある青い機

械です。これは、現在生成物ヤードの１と２のスペースを使ってこの設備を設置しております。

②の写真のところの上のほうにスクリューコンベアがあります。高温高圧装置から出てきた生

成物をふるい選別機にかけまして、ピンク色の点線で囲ってあるところがふるい選別機がある

ところです。手前のほうに円筒状のダクトが降りていますけども、ここから不適物がフレコン

に詰められるという方式をとっています。③です。生成物投入コンベアです。ここで生成物を

ふるいにかけたものをこのスクリューコンベアを使って今までありました生成物受け入れホッ

パというところに直接入れるという形をとっています。次にＢゾーンです。ここは生成物を洗

うフローになります。①戦場タンクの写真を載せてあります。ここで生成物を洗浄するという

ことになります。右側にいきまして、濃縮脱水機の写真を載せさせてもらっています。赤色で

囲っているのが濃縮脱水機になります。これの中を拡大したものが右側のほうに写真がでてお

ります。回転ドラム式の濃縮でスクリュープレス機です。断水率につきましては、35％まで脱

水する計画でございます。生成物は約 85％くらいが固形物として残るという計算がされており

ます。次に２枚目の写真でございます。これは副資材を乾燥させる乾燥機の写真です。①が乾

燥室の上屋の写真です。左側のほうに受け入れホッパ。右側のほうに乾燥機が入ると、こうい

う建物でございます。ホッパはまだ納品されておりませんので、写真はないことになります。

③乾燥機のほうに写真が載っております。乾燥機はベージュ色をした四角い装置が乾燥機にな

ります。１日に 13.3 トン。300 日の稼働計算で約 4,000 トンのチップ、木くずを乾燥させるこ

とができます。その乾燥機の後ろ側のほうに集じん機バンフィルターが設置されております。

この乾燥機は蒸気を使って乾燥させる方式をとっておりますので、ダイオキシンだとか硫黄酸

化物、窒素酸化物。これは発生しないということになります。最後に触媒脱臭装置なのですけ

ども、まだ機材がすべて揃っておりません。まだ組み立てが終わっていないという状況でござ

います。次のページに脱臭装置の図面をつけさせてもらいました。平面と立面になります。人

をちょっと載せまして、こういったような大きさ、形になりますよということを資料として提
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示させてもらいました。大きさとしましては、縦が 1.6 メートル、横が約４メートル、高さが

2.7 メートルほどの機械になります。以上で工事の 19 日現在ですけども、進捗状況をご説明い

たしました。また最初の資料に戻っていただきたいと思います。２としまして、平成 21 年度ご

み処理・固形燃料生産量の見通しということで、載せさせてもらっています。これは 12 月の議

会全員協議会でご説明した数字とほぼ変わっておりません。ごみの受入量が 6,600 トン。全量

高温高圧処理いたします。生成物発生量が約 4,000 トンとなります。約 1,000 トンの生成物を

使いまして、3,260 トン固形燃料をつくっていきたいというふうに考えております。残る生成

物につきましては、3,000 トンほどが一時保管されるということになります。22 年の 1 月末現

在でできあがっている固形燃料は 2,090 トンです。残りあと 1,170 トン。これを２月、３月で

生産することに努めていきたいというふうに考えております。次のページをお開きください。

次のページには、平成 21 年度燃料化施設運営収支の見通しを載せさせてもらっています。この

数字も 12 月の全員協議会でご説明している金額と大きくは変わっておりません。まず収入です

けれども、固形燃料の販売収入と食品加工残渣の処分収入。それと指定寄付金合わせますと、

見込みで 3,829 万 7,000 円です。当初予算と対比しますと、5,437 万 8,000 円の収入減という

ことになります。一方支出のほうは燃料費、役務費、委託料、使用料等合わせますと、見込み

で１億 6,228 万円です。予算と対比しますと 3,750 万 1,000 円の減ということになります。差

し引きしますと、③のところに差引額を載せさせてもらっています。支出から収入を引いた額。

見込みで 1 億 2,398 万 3,000 円でございます。これが所要一般財源ということになります。21

年度の当初の予算のときが 1 億 800 万 6,000 円でしたので、1,597 万 7,000 円所要額がふえて

しまうということになります。なお、減額補正につきましては、定例会３月議会に提案してい

きたいというふうに考えております。それから、増額となった 1,597 万 7,000 円につきまして

は、残っている生成物で 22 年度以降、固形燃料として生産することで増額となった文の回収に

努めたいというふうに考えております。次に平成 22 年度燃料化施設運営の見通しの中の固形燃

料の生産量です。平成 22 年度につきましては、9,700 トンというふうに計画しております。基

本的には達成 8,800 トンが基本の数字でございます。これに余っている余剰生成物、900 トン

を足した生産量となっております。その下に基本生産量 8,800 トンとした場合に計画。当初の

計画が1,100トンでございましたので、2,200トン減となる理由を記載させてもらっています。

まずごみの搬入量なのですけども、可燃ごみ、食品加工残渣合わせますと、機能改善後約 6,600

トンになります。当初の想定が 7,240 トン。638 トンのごみ減量という状況となっております。

その下に生成物の量で減る量を表させてもらっています。生成物の発生量につきましては、機

能改善後は 3,906 トン。当初の予定が 4,700 トンです。差し引きますと 794 トンの生成物が減

となるということになります。不適物の除去した量でございます。生成物から缶だとかそうい

ったものを除いた時の量が 3,594 トンです。当初が 4,510 トンほどあるという計算をしており

ましたので、約 916 トンの不適物が発生することになります。今回、当初が４％程度の不適物
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というふうに考えておりましたけども、今回８％ぐらいになるだろうというふうに考えており

ます。理由としましてはふるい選別機の網目。今までの 15 ミリを５ミリ変更すると。洗浄する

過程で５ミリにして余分なものを取ってしまいたいということで、その変更がありましてふえ

るのではないかというふうに予測しております。それから、洗浄後の生成物の量になります。

②です。①から生成物を洗ったあとに 3,055 トンになります。約 500 トンの固形物が回収でき

ないということになってしまいます。合わせますと 2,200 トンの減となる理由でございます。

次に５としまして、平成 22 年度で実施する燃料化施設の算定稼働に向けた取組です。２つ載せ

させてもらっています。まず１つ目は、北海道グリーンニューディール基金事業。廃棄物由来

再生可能エネルギー利用促進事業を活用します。バイオマスボイラーの導入でございます。余

剰生成物を直接燃焼できるバイオマスボイラーを設置する計画でございます。乾燥機における

低圧蒸気使用量の削減。それから保管されている生成物の早期解消を図るほかに、二酸化炭素

削減の効果を見込んだ対策となります。それともう１つ、バイオマス燃料化施設の副資材調達

システム構築事業でございます。ふるさと雇用再生特別推進事業を活用させていただきます。

内容としましては、固形燃料を生産する際に用いる廃プラスチック等の副資材を安定的に提供

できるルートをつくり上げたというふうに考えております。町内・町外の排出先、処理業者等

に対してどのくらいの量があるのかという調査とか、実際に調達の交渉等を行なうと共に副資

材の成分分析、形の確認、施設での２次破砕が効率的に行なえるかどうかということも検討し

て、場合によっては一次破砕の実証実験も行なっていきたいというふうに考えております。そ

れともう１点、生成物を活用した一般家庭向けの燃料。これらをつくれないかという実証実験。

またそれに必要なデータの採取だとか、そういうものを例えば売却するとした場合の販路。使

用されている方の状況だとか、そういった可能性を調査していきたいという事業でございます。

以上で燃料化施設の運営状況等の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。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。委員の皆さんの質問をお受けします。

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 前回の全員協議会の中でも説明を受けているので、大体の数字的

な中身については把握しているつもりでいます。ただ、この平成 21 年度、２ページ目の燃料化

施設の運営収支の見通しの中の 1,597 万 7,000 円。これはごみの減少だとか生成物にできなか

ったいま残っているやつとか、そういったものも積み重ねの金額だと思いますけども、これが

22 年度以降その増額となった額の解消に努めるということになっているけど、これは大体どれ

くらいの期間の中で解消をしていこうとしているのか。日本製紙さんの中で、いつでも持って

きていいのだよと。持ってきて 1 年間なら 1 年間の中で受け入れるよという話になっているの

か、それともそれはあくまでいまのバイオマス燃料化施設の中の施設の運営状況というか、機

械の運転状況の中で解消していこうとしているのか、その辺の考え方だけちょっとお伺いをし

ておきたいなと思います。 
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○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 氏家副委員長のご質問にお答えしたいと思います。22 年度以降

に余剰生成物を燃料化していきますということの計画を立てています。大体多分２年はかかる

というのではないかというふうに計画しております。今回予算のほうには 900 トンという数字

を載せさせてもらっていますけども、これは生成物だけの量でございます。900 トンだけでは

当然 1,500 万はカバーできませんので、それに加える副資材というのが当然必要になってきま

す。900 トンに必要となる副資材等を見て、その中で 1,500 万を２年かけて何とか解消してい

きたいというふうに思っています。それと、日本製紙の受け入れの関係につきましては、基本

的に１万 1,000 トンまでは大丈夫ですよということでございますので、その範囲以内、そうい

った中で納入することは可能になるようにすでに協議はしております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかにありませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） これと直接は関係ないのですけが、大変ごみが減ってくる。先ほど課

長さんの話なら間伐材の活用のことも考えているという話がありましたが、今町内の世帯で庭

木があるのです。木くずは結構高いのです。廃棄物を持って行くと。ですから、相当出ると思

う、庭木の剪定したあとの木くずが。これはあそこに入れられる計画というのはないのですか。

相当あると思うのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 一般家庭から出る庭木とかについては、あの施設で破砕できる

形あれば直接ということは可能だと思うのですけども、今の分別の方法では破砕できるような

形で出てくるのですけども、ちょっと今別に考えていることは、あの施設で受けるというより

も環境衛生センターとか、そういったところで一度受けてみて、破砕かけなければだめだと思

うのです。１次破砕しないと、うちの施設では破砕しきれないと思いますので、チップをよく

つくるように移動式の破砕機というのがございますので、そういったものを活用して受けて、

できるだけ一般家庭からそういうものを排出してもらって有効につかっていける方法も実は考

えていきたいなというふうには考えておりました。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） ぜひ、相当な量があると思いますから考えてください。お願いします。 

○委員長（玉井昭一君） ほかにありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけど。１つはバイオマスボイラーの導入をすれば、ここでは

当然３％以上の今残っているもの。それもここでは燃やせるというふうに理解していいのかど

うか。低圧蒸発するためのボイラーを導入した場合です。これのもし導入するとしたら、グリ

ーンニューディールの基金事業でできるというのだけど、町単費どれくらいのものになるのか、

うちで出すお金がどれくらいになるかということ。それから、ふるさと雇用再生特別推進事業

で行う今出た話なのですけども、結果としては１次破砕の実証実験やると、ここに入ってくる
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と思うのだけれども、これでは資金的な問題はどんなことになっているのですか。補助率何パ

ーセントで町単費何ぼくらいになるということなのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） まずグリーンニューディールの関係ですけども、町の持ち出し

はございません。合わせてふるさとに関しましても99％、予算額に対して1,000円のはずです。

ほとんど 100％のものです。それと今保管している生成物は燃やせるのかという件。今保管し

ているのは燃やせます。それを使っていきたいというふうに考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、先の部分、燃やせるか燃やせないか。日本

製紙が休転した場合、今の石炭ボイラー、バイオマスボイラーが休転したときに、違うボイラ

ー回した場合は、今の生成物でも燃やせる部分がありますよね、確か。それは年間の使用料と

いうには。急転時間が短いから余りないとは思うのだけど、ここではいくらか、要するに３％

超えたもので燃やせるのかどうか。うちの施設としてのバイオマスボイラーがもし稼働した場

合は、どれくらいの量が。例えば１日何トン、何キロかわからないけど、どれくらいの料の燃

料が燃やせるような状況になるのかというのが１つ。それと、２つとも町単ないと。国か道の

資金でどの程度までできるものなのですか。やれるものならどんどんどんどんというわけには

いかないだろうけれども、やれる範囲でごっそりやってもらったほうがいいに決まっているわ

けで、それはどういう資金になって、どんなことになっているものなのですか。その中身。す

ごくいいことだからいいのだけど。すぐ例えばお金が出るとか、計画つくったら出るとか、そ

ういうことになるものなのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 小野寺参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） グリーンニューディールの基金についてご説明いたしま

すけれども、前回の議会のときに太陽光発電とＬＥＤ の関係を説明させていただきましたが、

そのときにまだいくつかの申請しているものがありますけれども、まだ決定はしてないので、

この場では申し上げられませんという説明をさせていただいたと思うのですが、それがバイオ

マスボイラーの関係でございます。あの頃にはおおむねこういう原因があるだろうと。塩素の

問題と水分の問題と。それをどういうふうに解決していったらいいであろうということで、ク

ボタといろいろ協議している中で、バイオマスボイラーということが１つ上がってきたと塩素

濃度が高いものについて、自分の施設で処理ができるのであれば、もちろんそっちのほうがい

いことであるし、それを町の持ち出しもなく新たな施設ができるというのであれば、これはも

う願ったり叶ったりであるということで、その時点で申請をさせていただきました。ただ、決

定が大分遅れましたので、町議会にご報告するのが今の時点になるということでございます。

一応当初から申請はさせていただいていました。ふるさと雇用再生事業についても、これも 21

年度の緊急対策ということでやっていたというのはご承知のとおりだと思いますけど、これの
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22 年度版でございます。ふるさと雇用再生、大枠の額は私のほう承知していないですけどもあ

りまして、全道から各市町村におおまかな割り当て分があって、その中で競争して勝ち取った

というのが正直なところです。特にバイオマス燃料化施設の副資材については、当初の計画と

だいぶくずれ込んでいるというか、大きく食い違いが出てきているというのはご承知のとおり

かと思います。町内の廃棄物の事情だけではなくて、全国、世界的な廃プラの不足であるとか、

あるいは骨材関係の高騰だとか、いろんな状況があって、副資材となる廃プラと木質材につい

ては、流通経路がさまざまに変わったりしているので、そこを安定供給するためにぜひこのシ

ステムを構築していきたいというふうことで申請をさせていただいて、その結果承認していた

だいたというところでございます。何でもかんでもということでやっているわけではなくて、

私どもなりに一生懸命考えながら、最低これだけは必要であろうというものを申請をしたとい

うことでございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） ふるさと雇用の関係でございますけども、国の補助をもらって

100％の補助事業となっています。事業の中身として人件費だとか車両関係の借入、分析関係の

手数料とか、そういったもので事業を組み立てております。日本製紙の休転時の生成物を日本

製紙のボイラーで燃やせるかということだと思うのですけども、１号ボイラーではないボイラ

ーで一度試験しています。ハンドリングが悪くて生成物だけではやはり投入するときに支障が

ありまして、実は燃えることは燃えるのですけども、取り扱いづらいということで、ちょっと

テスト的には何か工夫しないと無理なのかなというふうに思っています。それともう１点、バ

イオマスボイラーで燃やせる量でございますけれども、年間で約 360 トンの生成物というふう

に計算されております。全部バイオマスボイラーで燃やすというわけではございません。その

一部はちゃんと燃料にしなければなりません。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。もし差しさわりがなければ、このニューディールとふるさ

と再生の金額、もう言っていいのだったらどれくらいの金額が出るのかというあたり。だめだ

ったらだめでいいです。もし言っていいのだったら、どれくらいの。補助率 100 だから、こん

ないいもの余りないと思うのだけど、それは今基準オーバーしている燃料をバイオマスボイラ

ーで燃やすということでいえば、360 トン燃やせば、それはそれでつかえればオーケーなわけ

だから、それでいいのですけど。そのあと例えばオーバーしたものがなくなるでしょう。基本

的にはなくなるという考えですよね。そうしたら何を燃やすのですか。うちでできた生成物を

燃やすのか、それともほかのものを燃やして、バイオマスボイラーを回して日本製紙に売った

ほうが得なのか、そこら辺はどんなことになっておりますか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 質問の第 1 点、事業費の関係ですね、これはちょっと新年度
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の予算発表との関計もありますので、できましたら予算の発表まで待っていただければと思い

ます。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 生成物のつかい終わったあとの関係ですけども、保管している

生成物についてはいずれなくなってしまいます。それまでいいのですけども、そのあとにつき

ましては発生する生成物、これを燃やすしか、今のところそれが燃えないボイラーでございま

す。ですから、基本的に洗う前の生成物をつかってボイラーを動かしていきたいというふうに

考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 小野寺参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） 歩どまりもいいですし、当然洗浄もしなくていいので、

コストパフォーマンス的には非常に安上がりです。ただし日本製紙に供給しなければいけない

量はある程度押えなければいけませんので、何でもかんでも全量燃やせばいいということでは

ありません。その辺のバランスはうまくとりながら、バイオマスボイラーをできるだけ使いた

いなというふうには考えていますけが、バイオマスボイラーが止まった場合でも、日本製紙に

からの蒸気は供給できるようになっていますので、その辺はハンドリングでできるだけ効率的

に動かしていきたいというふうに考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。当然、低圧蒸気だったら日本製紙から十分供給もらえる、

パイプさえつながっていたら大丈夫だと思うのだけども、そうなると先ほど話されていたよう

に、白老町の一般ごみをふやせという意味ではないですよ。そうではなくて、1 万 1,000 トン

をつくるということ、要するに副資材ではなくて、ほかのものを入れてごみの量を確保する、

それが採算ベースに合うような形で 1 万トンなり 1 万 1,000 トンを確保する方策を、今度は逆

に。これは成功すれば、そこのところは考え方として持っていないと、ちょっと今のバイオマ

スボイラー動かすとしたら、そこが必要になってくるような気がするのだけど。例えばほかの

ところのごみ含めて考えるだとかということも含めて、将来展望として考えられないのかどう

かというあたりはどんなものですか。 

○委員長（玉井昭一君） 小野寺参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） おっしゃるとおりだと思います。今白老町の中で排出さ

れているごみの中で、一般廃棄物として処理されるものがどのくらいあるのか。例えば道路と

か公園とかで剪定をした剪定芝、あるいは草刈りをした枯れ草。こんなものもバイオマスでは

あるので、こういうものを実際には混合処理できないのかと、そういうようなことをこれこれ

から逐次やっていきながら、白老町の中から出てくるいわゆるバイオマスの不存量を 100％処

理できるようにしていくというのが行政としてやらなければならないことだというふうには自

覚しております。多分それだけでも 1 万 1,000 トンにはちょっといかないかなという感じがし
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ます。もう 1 つあるのは、副資材の収集能力です。今白老町で産業系の一般廃棄物として回収

しているものの中には、紙であったり廃プラであったりというものが一緒に回収されてきてい

るということがあって、これを混合処理している部分があります。それを副資材のほうに転換

すると総量としては余り変わらないのですけれども、エネルギーコスト、要するにコストパフ

ォーマンスとしては大分抑えられると。さらに町外の一般廃棄物にある廃プラであるとかある

いは紙類であるとか、そういうものを受け入れれば、副資材の確保というのは非常に高まりま

すので、そういう意味では固形燃料の量もある程度ストックできる。変わるわけではないです

けども、少しずつ上げることは可能だと思っています。そういうことを行政としていろいろ工

夫をしながらやっていくことによって、1 万 1,000 トンに近づけるようにするべきだとは思い

ます。ただ、もう 1 つあるのは、これからどういうふうになっていくのかわからないですけど

も、固形燃料 1 トンつくるのにいくらかかるのかというところのコストパフォーマンス。消費

税抜きで 5,500 円で売ってはいるのですけども、それをつくるのにどれくらいかかるのだろう

ということがあって、それが 20 倍も 30 倍もコストパフォーマンスかかるのだったら、わざわ

ざ 1 万 1,000 トンまで持っていく必要がないであろうということもあるので、そういうことも

含めながらどの辺が落としどころなのかということも探っていかなければならないとは思って

います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ふるさと再生の場合の資金でやれる範囲というのは、どこまで。例え

ば破砕機何かもこの予算でできるかどうか。先ほど言われたのは、人件費だとか車両費だとか

分析にかかるものだとかというのは、そういうものではないのだけれども、ここで言っている

２次破砕や１次破砕をやるときの施設整備費、そういうところまでこれでつくれますか。 

○委員長（玉井昭一君） 竹田課長。 

○生活環境課（竹田敏雄君） 破砕機等の設備等には使えないです。ただ、テストをするとき

にリースで借りてくるとか、そういったことは可能だと思います。ふるさとの条件が総事業費

の 50％以上が人件費でないとだめだということになっていますので、その範囲内で借りれる必

要があるものについては借りてテストしていきたいというふうに思っています。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） どうも理解できないのだけども。バイオマスボイラー、今のセンター

は蒸気で燃焼しないで蒸気でやっていますよね。今度は、これは燃焼するのでしょう、燃やす

のでしょう。そうするともう 1 本煙突立てるのですか。そうすれば硫黄酸化物何かも出ますよ

ね、燃やすのだから。そういうのは対策きちんと立てているのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 小野寺参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） ただいまの質問にお答えしますが、まず規模自体が大気

汚染防止法の対象になるほどの排ガス量を要しない施設ということで、届け出上は対象外の施
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設になっているのですけれども、施設全体の環境アセスをやってシミュレーションした結果、

そこから硫黄酸化物あるいは窒素酸化物が出たとしても、周辺にかかる影響というのは極めて

少ない。というのはそのバックグラウンドである日本製紙のボイラーであったりの排ガス量が

膨大な量ですので、比べものにならないくらいの量がすでに出ていますので、そこに今のバイ

オマスボイラーの排ガスが出たとしても、それは影響を及ぼすような量ではないという判断で

す。アセスをそういうふうにして道のほうに申請しましたけども、道のほうでも了解をしてい

ただいたというところでございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 皆さん、ある程度意見も出されましたので、このバイオマス燃料

化施設ができて白老町が取り組む環境問題全般のことでお伺いしたいのですけども、白老町で

は下水道汚泥の脱水汚泥処理されたものが、苫小牧のトマウェーブさんでもって焼却処理され

ていますよね。他の地域に持って行って、焼いてもらって、他の地域ではＣＯ２の削減の云々

ではなくて、そちらでは一方やられていると。これはバイオマス燃料化施設の中で、仕組みが

どうのこうのではなくて、燃料に置きかえたり、この間も何かのインターネット上の話なので

すけども、堆肥化したり燃料化する実験を行なっているだとかという話が出ていました。どう

せやるのだったら、白老町から出ているものだったら、わざわざほかのまちに持って行ってお

金かけて、あれで 1,500 万くらいかかっているのですよね、運搬費から委託してどうのこうの。

それだったら町内でできるものだったら町内でやって、もし燃料化にできるものだったらいく

らかでも負担に耐えうるような形の中で処理したら、町に帰ってくる見返りだってあるわけで

す。税収面だとか雇用だとか。いろんな部分でそういったものというのは、またそこでできる

のではないかと思うのだけども、それについての考え方というのは。汚泥処理についてはずっ

と昔から僕は議員になった当時から言っているのだけども、なかなかそれが実現化してこない。

堆肥化するといったら、そんなに堆肥つくったって使い道がないでしょうみたいな。ただ、実

際人口はどんどん減っていくかもしれないけども、汚泥処理として出てくるものは最終的には

残ってくる。これはお金をかけて投げなければならないという現実がある。これを白老町の中

で処理できるのだったら、それに越したことはないのではないかと思うのだけども。せっかく

ここまでバイオマスの燃料化施設、環境問題についての考え方が白老町で固まりつつあるので

あれば、そこまで踏み込んだ考え方の中で進めるべきではないかなと思うのだけども、その辺

についての考え方はどうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） この下水汚泥、過去にバイオマス燃料化施設計画する段階で

活用できないかという検討はされたようなのですけど、当時水分濃度との問題も含めて、ちょ

っと対象にはならなかったというふうに聞いてございます。これは最近の動きなのですけども、

日本製紙も極力石炭以外のＣＯ２をカウント上出さない燃料を少しでも使いたいということで、
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試験的に町内の民間と組んで、試験的に直接乾燥させるような方法で燃料化できないかという

検討を始めつつございます。これは直接私ども担当ではなくて、一応上下水道課の担当なので

すけども、別立てでそういう動きというのは今出てきてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕はそういう考え方が、白老町はせっかくここまで環境問題につ

いて取り組んできている。本当に全国的にアピールしているまちですから、一部はうちでやっ

ています、できるかどうかはわからない。確かにがん数量も多いし、そういったものでバイオ

マス燃料化施設の中では多分無理でしょうという話だったのかもしれないけれども、でそうい

った技術を持っている企業そして日本製紙という 1 つの媒体があって、そこでのいろんな研究。

やっていますよね、今までも動物のふん尿処理何かの関係で。それは確かに燃料ではなかった

のかもしれない、堆肥なのかもしれないけども、そういったいろんな取り組みの 1 つの方向性

として燃料化というものも考えられるのではないかと思うのです。ですから、それは 1 企業同

士の話で白老町さんに持ってくる話なのかもしれないけども、白老町は白老町でそれだけのお

金をかけて苫小牧に持って行って焼いてもらっているというのは現実にあるわけだから、やは

りそういった企業との連携というのを深めつついろんな情報収集の中でぜひ前向きに取り組ん

でいただきたいと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほどお話あったように、かなりのコストをかけて汚泥を処

理していると。そういう部分のコスト削減にもなりますので、上下水道課のほうではそういう

１つの試験研究に対してまず資材として提供して研究して実験していただきましょうと、そう

いうことで前向きに取り組んでいるというふうに聞いてございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかにございませんか。なければ以上で協議会を終了したいと思い

ます。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

   ◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 終了いたします。きょうはご苦労様でした。  

（午後 ３時５５分） 

 

 


