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   平成２２年白老町議会決算審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２２年９月１３日（月曜日） 

開 会  午前  １０時００分 

閉 会  午後    ３時５８分 

                                          

○出席委員（１４名） 

委 員 長  及 川  保  君       副委員長  近 藤   守 君 

委  員  前 田 博 之 君       委  員  西 田 祐 子 君 

委  員  山 本 浩 平 君       委  員  本 間 広 朗 君 

  委  員  玉 井 昭 一 君       委  員  斎 藤 征 信 君 

 委  員  土 屋 かづよ 君       委  員  松 田 謙 吾 君 

委  員  熊 谷 雅 史 君           委  員  氏 家 裕 治 君 

 委  員  吉 田 和 子 君       議  長    堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（０名） 

                                           

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長          飴 谷 長 藏 君 

 副 町 長          目 時 廣 行 君 

 教 育 長          白 崎 浩 司 君 

 総 務 財 政 部 長          山 口 和 雄 君 

 総 務 課 長          田 中 春 光 君 

 財 政 税 務 課 長          大 黒 克 己 君 

 企 画 振 興 部 長          高 畠   章 君 

 企 画 政 策 課 長          五十嵐 省 蔵 君 

 産 業 経 済 課 長          岡 村 幸 男 君 

 生 活 福 祉 部 長          辻   昌 秀 君 

 町 民 課 長          南   光 男 君 

 生 活 環 境 課 長          竹 田 敏 雄 君 

 健 康 福 祉 課 長          西   幹 雄 君 

 健 康 福 祉 課 参 事          長 澤 敏 博 君 

 都 市 整 備 部 長          岩 城 達 己 君 

 建 設 課 長          安 達 義 孝 君 

 上 下 水 道 課 長          須 田 健 一 君 

 会計課長・会計管理者          岩 崎   勉 君 

 教 育 部 長          渡 辺 裕 美 君 
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 教 育 課 長          本 間 勝 治 君 

 病 院 事 務 長          丸 山 伸 也 君 

 消 防 長          前 田 登志和 君 

 代 表 監 査 委 員          岡   英 一 君 

 監 査 委 員          大 渕 紀 夫 君 

監 査 委 員 室 書 記 長          板 東 雄 志 君 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長          上坊寺 博 之 君 

 参        事          千 石 講 平 君 
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◎ 開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、ただいまから、決算審査特別委員会を開催いたします。

これから、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                          

○委員長（及川 保君）  委員長として一言、各委員に申し上げたいと思います。 

 議会が議決しなければならない重要な事項として、「決算の認定」がございます。議会が行う

決算審査は、監査委員が行う専門的な立場とは異なって、予算にかかわる行政執行の投資効果

を審査するものでございます。監査委員の意見をもとにして、予算執行の結果が住民の福祉に

寄与しているかどうか、予算議決の目的・趣旨に沿って執行されているかどうか。また、各会

計の財政状況のよしあし等々を審査するものでございます。 

決算審査は予算審査と比べて既に執行されたものであることから、議論が軽んじられる傾向

がございます。町長及び教育長が示した執行方針を的確に行ったかどうかを調べる重要なもの

でございます。 

「地方財政健全化法」が成立し、自治体財政への健全性に対して住民の目も注視されてきて

おり、大きな財政赤字を抱える白老町においても、本特別委員会における決算審査は重要な位

置を占めるものであり、各委員の皆さんの十分な議論を期待するものであります。 

委員会は本日より３日間としております。 

○委員長（及川 保君）  次に、決算審査の日程・審査方法等につきまして、事務局長から

説明をさせます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。決算審査の進め方について、ご説明申

し上げたいと思います。 

 お手元のほうに「審査日程表」を配布させていただいてございます。それはあくまでも目安

でございますので、参考にしていただきたいと思います。 

 審査日程でありますが、本日 13 日、14 日、15 日の３日間で審査を行う予定でございます。 

 次に審査時間でございますが、おおむね午後４時を一つのめどとしてございますが、審査状

況によりましては多少延長する場合がございますのでご了承をお願いいたしたいいと思います。 

 本日、第１日目でございますが、審査に入る前に町長及び教育長から、平成 21 年度の執行方

針及び教育行政執行方針に基づきまして、それぞれ約 15 分程度で総括をお願いしたいと思いま

す。町長及び教育長の執行方針に対する質疑につきましては、各会計の該当する科目のところ

でお受けすることといたします。 

 次に監査委員より約 10 分程度ですべての会計についての監査意見の報告をいただき、ただち

に監査意見の質疑をお受けすることといたします。 

 次に新財政改革プログラムにおけます進行管理につきまして、担当課より説明を受けること

とし、終わり次第、各会計の審査に入っていきたいと思っております。 

 一般会計につきましては、おおむね２日間、特別会計につきましては、最終日の１日を一つ
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のめどとしてございます。 

 次に審査方法でございますが、昨年度まで質問の区切り表を使って質疑を行っておりました

けど、本年度としましては試行として、款ごとに区切って質疑を受けることとしております。

したがいまして、款ごとの区切りとすることから款の中での委員の発言は何度でもできること

といたします。ただし、一度の質疑は３回を原則とし、答弁によっては委員長に申し出ていた

だきまして、委員長の判断で回数を超えてすることも可能といたしております。 

 認定第１号である一般会計及び特別会計につきましては、主要施策成果説明書を中心にしな

がら決算書を併用して審議をいたします。 

 認定第２号及び第３号である水道会計、病院会計につきましては、決算書により審議をいた

します。 

 もう１つですが、一般会計、特別会計の歳入のうち、主要施策成果説明書の歳出科目に充当

されている特定財源につきましては、歳出と一括して質疑をお受けすることとしております。 

 また、町税等の一般財源等につきましては、一般会計すべての歳出科目の審査が終わりまし

てから審議をいたしたいと思います。 

 もう１つ。決算書の 270 ページからの「実質収支に関する調書」、「財産に関する調書」及び

主要施策成果説明書の総括表につきましては、一般会計と特別会計の審査が終了した後に行う

ことといたします。 

 以上、簡単でありますが説明を終わりたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  審査にあたっての説明が終わりました。 

審査にあたって、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。質問事項につきましては、決算書または主要施策等成果説明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、簡潔明瞭にするようお願いをいたしま

す。 

 第２点目として、議会運営委員会において今でも議論がありますように、本委員会は決算審

査でありますから、新年度予算にまで踏み込むような質問は避けるようにお願いいたします。

また、数値のみをお聞きするような質問は、審査の効率性を図る観点から避けていただき、政

策的な議論になるようお願いをいたします。 

 以上、委員長から特にお願いをしておきたいと思います。 

 それでは、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、 

「認定第１号 平成 21 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 21 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 21 年度白老町立国民健康保険病院事業決算認定について」 

「報告第１号 平成 21 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 21 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 21 年度白老町立国民健康保険病院事業決算に関する附属書類の提出につ



 5 

いて」 

の議案６件であります。 

これを一括上程し、順次議題に供します。 

 議案の審査の都合上、最初に町長より「平成 21 年度町政執行方針の総括について」説明を願

います。 

 飴谷町長、登壇願います。 

○町長（飴谷長藏君）  決算審査特別委員会の開催にあたり、平成 21 年度に執行した主な事

業成果について申し上げます。 

 昨年度を振り返りますと、国内経済は依然として厳しい状況が続き、本町においても企業の

撤退、ホテルの閉鎖等により地域経済、雇用情勢が深刻な状況となりました。 

 また、人口動態では、少子化に加え、景気低迷の影響により 11 月末には 41 年ぶりに２万人

を割り込む状況となり、本町にとってはまさに激動の１年でありました。 

 このような中、私は、21 年度を「勇気を持って新たな時代を切り開く大切な年」として位置

づけ、強いリーダーシップをもって「町民生活の安全・安心、さらに次世代につなげる安定の

まちづくり」を目指して邁進してまいりました。 

 その根幹となる財政健全化においては、「新財政改革プログラム」に掲げた目標を着実に実行

し、21 年度決算では連結実質赤字比率が２年連続で解消されたほか、財政健全化法に定める他

の３指標についても、すべての指標で基準をクリアし、「赤字のない、普通のまち」に向け着実

に成果が表れております。 

 また、国の臨時交付金を活用した緊急経済対策として総事業費で６億 6,000 万円、45 の事業

を行ったほか、雇用対策として新たに 14 事業を実施し、36 名、延べ 4,800 日に上る雇用の創

出を図ってまいりました。 

 こうしたことから 21 年度における事業執行にあたっては、緊急性を見定めながら事業の取捨

選択を行うとともに、町費の支出を最小限に抑えながらも、国・道の交付金や補助制度を最大

限に活用した中で、スピード感をもった事業執行に努めてきたところであります。 

 ここで、21 年度の町政執行方針に掲げた重点施策から主な取り組みについて述べさせていた

だきます。はじめに環境についてであります。 

 昨年４月よりエコリサイクルセンターしらおいが稼動し、本町における「人と自然が共生で

きる循環型社会の形成」に向けて大きな一歩を踏み出すことができました。この間、施設の運

営については、もろもろの課題から心配をおかけいたしましたが、一連の改善工事を終え、現

在は固形燃料の生産もおおむね当初の計画量に近づいており、今後も早期に目標達成が図られ

るよう努めてまいりたいと考えております。 

 このほか、白老葬苑におきましては、国の臨時交付金を活用し、火葬炉など老朽設備の改修

を行ったほか、これまでご不便をおかけしておりました待合室のトイレにつきましては、身障

者対応型のトイレに改修を行っております。 

 上下水道につきましては、引き続き計画的な老朽管の更新を行ったほか、下水終末処理場の

汚泥濃縮設備の増設、合流式下水道の改善事業を進めてまいりました。 
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 また、下水道計画区域外の生活排水対策として合併浄化槽の設置経費に対する助成を継続し、

衛生的な住環境の保全に努めてまいりました。 

 公営住宅につきましては、虎杖浜、美園及び青葉団地の屋根、外壁の改修を行ったほか、給

水管の改修、火災警報器の設置を進め、入居者の安全と居住環境の改善に努めてまいりました。 

 また、国の臨時交付金を活用した緊急経済対策の一環として、一般住宅や事業所に対するリ

フォーム費用の助成を行い、全体で 114 件、総額で約２億 4,000 万円の工事を施工しており町

内事業者の活性化に結びついております。 

 道路設備につきましては、引き続き、竹浦２番通りとポロト社台線の整備を行い、鉄北幹線

の整備を進めてまいりました。 

 ポロト社台線においては、本年３月、社台橋の架けかえが完了し、６月 21 日より供用を開始

しております。 

 その他幹線道路・生活道路につきましては中央通り、末広通り、萩野石山線など、国の臨時

交付金を活用し、緊急性の高い箇所を優先して改修を進めてまいりました。 

 国道 36 号虎杖浜トンネルのオープンカットにつきましては、昨年、暫定２車線が開通し、22

年度中には全４車線の供用開始が見込まれており、北海道開発局のご尽力により地域の悲願達

成に向け順調に事業展開が図られております。 

 また、道道白老大滝線につきましては、早期通年通行の実現と、石山西通りの 24 年度開通に

向け引き続き北海道へ要望してまいります。 

 公園・広場につきましては、白老駅北広場の環境整備に着手いたしました。また、老朽化し

ていたふれあい広場の木製遊具について、新たに遊具を設置したほか、桜ヶ丘運動公園の浸水

地の改修を行い、小さなお子さん連れでも安心して水遊びができるよう安全対策を図っており

ます。 

 続いて、防災についてであります。昨年４月から防災行政無線が本格稼動し、９月の南太平

洋地震に続き、本年２月のチリ沖地震に際し、津波警報が発令されたことから、緊急放送によ

り注意を呼びかけたところであります。 

 この結果、自主避難を含め 39 名の方が避難いたしましたが、幸い、津波の程度も小規模にと

どまり、被害の発生はありませんでした。このほか、白老町防災マップを作成し、町内全戸に

配布するなど防災意識の啓発に努めてまいりました。 

 海岸保全につきましては、直轄事業による白老海岸の整備について、21 年度に３基目の人工

リーフが完成し、今年度より４基目の整備に着手しております。また、竹浦地区の補助海岸整

備につきましても、残る消波ブロックの整備が進められており、「安全・安心な災害に強いまち

づくり」に向けて引き続き関係機関に要望してまいります。 

 次に「健康・福祉」についてであります。妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を図るため実

施しております妊婦一般健康診査受診券の発行につきましては、21 年度は前年の５回から 14

回に拡大し、安心して出産に臨んでいただけるよう支援を行ってまいりました。さらに、乳が

んや子宮がんなど女性特有のがんに対する検診費用の助成を拡大し、無料受診券を発行するな

ど受診率の向上を図っております。 
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 また、新型インフルエンザの感染拡大を防止するため、低所得者への予防接種費用の助成を

行ったほか、各公共施設への消毒液の配布、啓発チラシの配布など予防対策を行いました。 

 高齢者福祉につきましては、高齢者が安心して地域で暮らせるよう、「高齢者保健福祉計画」

や「介護保険事業計画」に基づく各施策に取り組み、要支援・要介護になる前からの、運動や

栄養に関する知識の普及啓発、認知症予防や転倒予防教室など介護予防事業を進めてまいりま

した。 

 また、障害者福祉につきましては、障害者の外出・社会参加の一助として、町内の公共施設、

病院、金融機関などのバリアフリー対応の施設を地図で示した福祉マップを作成し、町内在住

の身障者手帳の所持者全員に配布したほか、人工透析患者の送迎車両２台につきましては老朽

化に伴う更新を行っております。 

 次に「アイヌ施策」についてであります。アイヌ文化に対する正しい理解を深めるため、イ

オル再生事業を活用した教職員研修や児童生徒に対するふるさと学習の推進に努めてまいりま

した。 

 イオル再生事業につきましては、教育学習型イオルとして引き続き、アイヌ民族の有用植物

の植栽や伝承者の育成、伝統的なコタンの再生等を進めてまいりました。 

 また、国の補助事業を活用し、オール白老の取り組みとして、北海道アイヌ協会白老支部を

はじめ、白老モシリ、アイヌ民族博物館などが連携して、さまざまなアイヌ文化の調査研究、

ＰＲ事業を展開してまいりました。 

 具体的には移動博物館として札幌、函館、ニセコの各地域において古式舞踊などの公演を行

ったほか、古式舞踊などの映像を収めたＤＶＤの作成、海外向けテレビ番組の放映等を行って

おります。 

 また、調査研究事業といたしましてアイヌの伝統食材やアイヌ文様等に着目した新たな商品

開発、さらに試食会や展示会を通じた市場調査等と行っております。 

 次に「産業振興」についてであります。厳しい経済環境の中にあって、首都圏を中心とした

企業誘致・観光誘客など、将来に向けた種をまくため、昨年４月白老町東京事務所を開設し、

積極的な誘致活動に取り組んでまいりました。21 年度では 600 件を超える企業訪問を行なった

ほか、約 300 社へのアンケート調査の実施、首都圏での企業セミナーやプロモーション事業へ

の参加などを展開いたしました。 

 主な成果といたしまして、町内への現地視察につながった事例が２件、観光面では、都内や

横浜市からの修学旅行誘致、物産では白老牛やたらこ等の食材が都内のレストラン等で活用さ

れるなど販路拡大につながっております。 

 次に商工業につきましては、平成 20 年度に緊急経済対策として実施した中小企業振興資金融

資制度などに対する保証料の補給を継続し、商工会などと連携しながら中小企業者への経営支

援を図ってまいりました。 

 このほか、町民の消費意欲を高め、町内での消費拡大を促すため、国の臨時交付金を活用し

て、３回のプレミアム商品券を発行、額面で２億 3,000 万円を完売し、一定の購買力流出の歯

どめとなり、地域経済の活性化に結びついております。 



 8 

 観光につきましては、円高や新型インフルエンザの影響により厳しい状況にありましたが、

東京事務所を拠点とした誘客活動をはじめ、本町の貴重な文化、豊富な食材、自然環境等を生

かした顧客ニーズをとらえた商品開発等により、積極的な誘客活動に努めてまいりました。 

 ４年目となったＪＴＢ北海道との連携事業では、「フットパス白老を歩こう」と題して、町内

の自然を巡る企画商品を発売したほか、連携事業の波及効果としてＪＲ北海道にある「ＪＲぷ

らり白老」や、ＪＴＢによる「夏休み企画商品」の全国販売など、着実に成果が表れておりま

す。 

 また、昨年８月には中国瀋陽及び上海でのプロモーション事業を展開し、アイヌ文化を核に、

さまざまな白老の魅力を発信したほか、東アジアからの観光客をターゲットとした誘客活動を

図ってまいりました。 

 続いて、白老港につきましては、21 年度の貨物取扱量が 107 万トンと過去最高を記録し、道

内の地方港湾では３年連続でトップを堅持いたしました。 

 第３商港区の整備につきましては、引き続き防波護岸マイナス 11 メートル岸壁の整備を進め

ており、生コンや骨材の町内調達が図られるなど地元経済にも大きく寄与しております。 

 農業につきましては、昨年８月に設立した白老牛銘柄推進協議会を中心に白老牛還元フェア

を開催するなど、販路拡大及びＰＲ事業を展開し、札幌圏を中心に取扱店が増加しており、着

実に「白老牛ブランド」の進展が図られております。 

 また、世界的な飼料等の高騰・景気減速に伴う緊急経済対策として、20 年度より実施してお

りますＪＡの融資制度利用者に対する利子補給について、引き続き支援を継続し、畜産農家経

営の安定化を図ってまいりました。 

 水産業につきましては、マツカワカレイの稚魚放流事業に対し引き続き助成を行いました。

近年は漁獲量も増加傾向にあり、稚魚の放流効果が着実に表れてきているものを認識しており

ます。さらにホッキ貝やウニ種苗放流事業に対し引き続き助成を行ったほか、潜水夫の養成を

行なうなど「海の畑づくり」、「育てる漁業の推進」に努めており、着実に後継者の育成、世代

交代も図られてきております。一方、近年、胆振海域におけるスケトウダラ刺し網漁は、豊漁

により漁期を残して終漁をしている状況にあることから、ＴＡＣ（漁獲可能量）制度の見直し

について近隣自治体と連携を図りながら関係機関に対し要望を行なっております。 

 林業につきましては、引き続き町有林をはじめ、一般民有林の計画的な造林、保育事業を推

進するとともに国・道の交付金等を活用した基幹作業道の整備及び間伐材等、未利用資源の利

活用に向けた調査検討を進めております。また、胆振東部森林管理者のご尽力により、全国滝

百選である「インクラの滝 展望台」のリニューアルを図り、観光資源としての魅力を高めて

いただき、今後、多くの観光客等の誘客を期待するところであります。 

 最後に、「町民活動」「行政活動」についてであります。まず、姉妹都市交流につきましては、

21 年度は国際姉妹都市ケネル市との間で３年ごとに行なっている代表団の訪問交流事業とし

て８月 20 日から 27 日の８日間にわたり、マリー・スキナ姉妹都市協会長ほか、代表団 16 名が

本町を訪れ、アイヌ民族博物館や陣屋資料館といった文化施設の見学をはじめ、学校訪問や体

験交流事業を行いました。さらに隔年で実施しております青少年海外交流事業では、本町から
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小中学生 21 名が９月 11 日より９日間の工程でケネル市を訪問し、ホームステイをしながら、

さまざまな文化体験・交流を通じ、国際感覚を養うとともに、友好と親善の絆を深めてまいり

ました。 

 住民サービスでは、証明書類の発行を迅速化し、窓口での待ち時間の短縮や、事務の効率化

を図るため、戸籍の電算化に着手し、９月 27 日からの稼動を予定しております。また、21 年

度では投票人名簿システム構築事業として本年５月より施行されております国民投票法に対応

するため、選挙人名簿システムの改修も合わせて行っております。 

 最後になりますが、このたび、本町の財政の立て直しと事業執行につきましては、総務省、

内閣府、経済産業省、国土交通省、環境省、農林水産省、厚生労働省、文部科学省、防衛省な

どの各関係機関と北海道及び地元国会議員、並びに道議会の先生のご支援を協力によって成さ

れたものであると認識しており、改めて感謝を申し上げるとともに皆さんにご報告申し上げま

す。 

 以上、21 年度における主な事業成果を述べさせていただきましたが、詳細につきましてはよ

ろしくご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げる次第でございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長より説明がおわりました。 

 次に、白崎教育長より平成 21 年度教育行政執行方針の総括について説明を願います。白崎教

育長、登壇ねがいます。 

○教育長（白崎浩司君）  決算審査特別委員会の開催にあたり、平成 21 年度に執行いたしま

した主な教育行政の成果等について申し上げます。 

 はじめに、家庭教育についてであります。第２期家庭教育支援推進計画の推進に努めるとと

もに、新たに「訪問型家庭教育相談体制充実事業」を実施し、育児の悩みや必要な支援への相

談に対応したほか、小中学校の保護者へ家庭教育に関する話題提供などを行なってまいりまし

た。 

 次に子育て支援についてであります。白老地区のＮＰＯ法人が運営する「子育てふれあいセ

ンター」また、萩野地区の「子ども発達支援センター」では、それぞれ１日平均 13 名程度が利

用しており、子育て支援の拠点としての役割を果たしているところであります。 

 また、次世代育成支援行動計画の後期計画は関係機関等と協議を重ね、平成 22 年２月に策定

し、今年度からスタートしております。 

 次に幼児教育についてであります。幼児教育を担う私立幼稚園及び保護者に対して運営費や

入園費、さらに、就園に対する助成を行い、保護者の負担軽減に努め、幼児教育の振興を図っ

てまいりました。 

 次に児童相談についてであります。21 年度においては実人数で 30 人の相談に対応し、相談

件数は、延べ 39 件と減少傾向にありますが、複雑かつ深刻な緊急対応を要するケースがふえて

きており、児童相談所等の関係機関との連携を強化し、ケース会議等を通じて適切な支援を行

なうなど、児童虐待防止に努めてまいりました。 

 次に青少年健全育成についてであります。子供たちをねらった不審者情報が多くなっている

ことから青色回転灯によるパトロールを実施し、子供たちの安全確保に努めてまいりました。
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また、各校区においても学校、ＰＴＡ、地域の方々の協力を得て見守りが実施されているとこ

ろであります。 

 次に児童福祉についてであります。町立保育園３軒での入所率は 96.2％、私立保育園の入所

率は 110％となっており、児童数は減少傾向にありますが、各保育園では特色ある活動に取り

組み、子供たちの心身の発達に努めてまいりました。 

 また、町立小鳩保育園の民間移譲については、学校法人白老日章学園と移譲に向けての協議

を重ね、本年４月から「白老小鳩保育園」としてスタートしたところであります。 

 放課後児童クラブにおいては町内５カ所で開設し、児童数 83 名を受け入れ、児童の健全育成

に努めてまいりました。 

 次に早期療育についてであります。子ども発達支援センターの母子通園部門「エミナ」では

一日平均６人の療育指導を行い、早期療育の推進を図るとともに、専門機関のスタッフによる

保育園、幼稚園への指導にも努めてまいりました。 

 次に、学校教育について申し上げます。はじめに中学校適正配置についてであります。「三中

学校統合準備委員会」を設置し、協議・検討を重ねた結果、統合時期を平成 25 年４月とし、統

合場所を現萩野中学校とすることで決定いたしました。今後におきましては、新中学校の基本

構想等を含めた協議、三地区の小学校児童の交流学習など統合へ向け準備を進めてまいります。 

 次に学校施設の整備についてであります。国の学校ＩＣＴ環境整備事業を受け、児童生徒用

コンピューターの更新と電子黒板を設置いたしました。また、地上デジタル放送移行への対応

のため、アンテナの整備及びデジタルテレビを配置いたしました。 

 さらに安心・安全な施設整備を図るため、学校施設耐震化計画を策定し、順次改修・改築工

事を実施し、施設整備に努めてまいりました。 

 次に教職員の資質向上についてであります。教育委員会指定の公開研究会を実施し、本研究

会を通じ授業並びに研究内容についての協議を重ね、教職員の授業力向上と校内研修の活性化

を図り、教職員の資質の向上に努めてまいりました。 

 次に心の教育についてであります。児童生徒に対する指導の徹底を図るとともに５月と２月

に「心の教育強調月間」を設定し、道徳授業の公開、児童会や生徒会と地域の人たちとのかか

わり合いを通した活動を行なうなど「豊かな人間関係」の構築に努めてまいりました。 

 次に確かな学力の向上についてであります。各学校においては、全国学力・学習状況調査の

結果を分析し、学校改善プランを作成して学力向上のための手立てを講じてきております。 

 特に、家庭学習の重要さを周知するため、学校だより等で保護者へ呼びかけるとともに教科

や指導内容に応じて工夫、改善を図り、わかる授業を展開し、確かな学力の定着に努めており

ます。 

 次にアイヌ文化を学ぶふるさと学習についてであります。本事業は６年を経過し、体験学習

だけでなく講師を招聘し学習を行なっている学校もあり、授業の意義が学校に定着して来てお

ります。教職員研修については、半日講座選択制に替え、学校現場での具体的実践指導に役立

つよう研修内容の充実を図ってまいりました。 

 次に地域から信頼される学校づくりについてであります。各学校においては、地域住民を対
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象に授業参観を行うなど地域の実態に応じた特色ある学校づくりに努めているところでありま

す。また、学校評議委員からの意見を学校運営に反映させ、信頼される学校づくりに取り組ん

でおります。さらに、萩野地区において 19 年度より３カ年事業として実施しております「学校

支援地域本部事業」では、「げんき学校応援団」が組織され学校と地域の協働による教育活動が

推進されており、地域との連携に大きな効果を上げております。 

 次に特別支援教育の充実についてであります。特別支援教育支援員を２名増員し、４名を小

学校に配置し、通常学級において不適応を起こしている児童に対し支援するための体制づくり

に努めてまいりました。 

 また、障害を持つ子供や不適応を起こす子供への適切な支援について研修を行なうなど、教

職員の専門性の向上に努めるとともに特別支援教育基本計画を策定し、幼児期から高校期まで

の「白老町版個別の支援教育計画」を策定いたしました。 

 次に生徒指導の充実についてであります。不登校児童生徒については、学校、教育支援セン

ター、スクールカウンセラー等による連携を図り教育相談の取り組みを行なっております。 

 また、いじめ等を含む問題行動については、学校と関係機関との連携を密にし、ケース会議

で協議するなど事態の改善に努めてまいりました。 

 次に学校図書館活動の充実についてであります。学校司書２名を配置し、各学校の図書ボラ

ンティアと連携して学校図書館の環境整備や推薦図書リストの作成など、学校図書館活動の充

実に努めてまいりました。 

 例年と比較し、図書貸し出し数及び図書館を利用する児童生徒数が増加しております。 

 次に食育についてであります。食に関する指導を推進させるため、「しらおいっ子 食育の推

進」を基に、各学校の食育指導計画作成に向けて、教職員を対象に研修を実施いたしました。 

 次に学校給食についてであります。児童生徒の心身の健全な発達と、食に関する生きた教材

としての重要な役割を果たすものとして安全・安心な給食の提供に努めております。給食費に

ついては、食材価格の高騰から 10 年ぶりに改定を行ないましたが、保護者負担に配慮して２カ

年で実施することとし、21 年度の給食費については約 10％の改定をいたしました。 

 次に給食センターの施設整備についてであります。衛生管理基準に沿った調理環境の中で安

心・安全な給食の提供に努めているところでありますが、施設の老朽化が著しく、部分的な補

修や修繕で対応している現状から改築は急務ととらえており、改築に向けて基本構想を策定し

ているところであります。 

 次に、社会教育についてであります。はじめに青少年教育についてであります。ふるさと体

験事業「ゲンキッズ探偵団」の活動をはじめ、姉妹都市の歴史や文化を学ぶ「つがる市の歴史

にふれる旅」「ケネル市青少年海外交流事業」、さらには「道南ジュニアリーダ養成事業」への

派遣等を推進してまいりました。 

 また、白老町青年団体連絡協議会等との共催による「白老町成人式」を開催するなど、自立

を、社会性を育み、心豊かな地域づくりを実現する青少年教育を進めてまいりました。 

 次に芸術鑑賞学習機会の提供についてであります。町民の豊かで潤いのある生活の実現を目

指し、「ほくでんファミリーコンサート」や「オーケストラ探検コンサート」などの音楽鑑賞の
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機会を提供するとともに、ＮＰＯ法人しらおい創造空間「蔵」への委託により、社会教育事業

として「子供鑑賞事業」や「紙フェスティバル」「コンサートツアー」などの事業を実施してま

いりました。また、町民の学習機会として学びあいバンク総合講座の充実を図り、地域に根付

いた文化活動や芸術鑑賞の提供を行なってまいりました。 

 さらに、白老町文化団体連絡協議会をはじめ各団体との連携協力による「白老町文化祭」の

開催など町民が芸術や文化に触れる機会を提供してまいりました。 

 次に社会教育施設についてであります。白老コミセントイレのウォシュレット化を実施した

ほか、スポーツ施設、公営施設については、ふれあい広場への遊具の設置、桜ヶ丘運動公園親

水地の整備、野球場フェンスの改修を行い、一層の利用促進を図ってまいりました。 

 次に文化財についてであります。陣屋跡の積極的な活用を図るため、各種団体との協力のも

と、「陣屋の日」事業を継続して開催するとともに特別展「絵図から巡る仙台藩白老元陣屋の秘

密展」をはじめ、年５回の企画展の開催など博物館活動を推進してまいりました。 

 次にスポーツの振興についてであります。白老町体育協会や総合型地域スポーツクラブ、「Ｇ

ｅｎキングしらおいクラブ」など各種スポーツ団体との連携・協力を図り、町民が気軽にスポ

ーツに親しむことのできる場や機会を提供してまいりました。 

 特に国保事業と連携して大人の生活習慣病の抑制を図るため「水中体操教室」や子供の体力

向上を目指した「楽しい子供体力づくり教室」を実施してまいりました。 

 最後に図書館についてであります。町民に親しまれる図書館を目指し、蔵書の充実とともに

「移動図書館車」の運行や「宅配ボランティア事業」及び「各種特別展示コーナー」の設置な

ど読書環境とサービスの充実に努めてまいりました。 

 特に「第２次白老町子供の読書活動推進計画」に基づき、学校図書館司書との連携・協力に

よる学校図書館の整備・充実と「おはなし会」「親子工作教室」の開催、「ブックスタート事業」

の実施など親子のふれあいによる読書環境の充実を図ってまいりました。 

 以上、子供たちが夢や希望を持ち、目標に向かって努力を重ね自己の目的への達成感を感じ

ることができるよう、また、町民が文化・スポーツ活動などをとおし、生涯健康で明るい充実

した生活を送るための環境整備など、21 年度に執行いたしました教育行政の取り組みと成果等

についての報告といたします。以上であります。 

○委員長（及川 保君）  白崎教育長より説明が終わりました。 

 次に、岡代表監査委員より平成 21 年度の全会計に係る監査意見について説明を願います。岡

代表監査委員、登壇願います。 

○監査委員（岡英一君）  それでは、平成 21 年度一般会計、特別会計及び企業会計の決算に

ついての審査意見を申し上げます。審査意見書に記載しております結論の部分に従って申し上

げたいと存じます。 

 最初に一般会計及び特別会計についてであります。お手元に写しがあると思います。白老町

歳入歳出決算審査意見書と題されている意見書の２ページをお開きいただきたいと存じます。

この部分を読み上げる形でご説明申し上げます。「審査の結果及び意見」平成 21 年度白老町一

般会計及び特別会計歳入・歳出決算額は法定決算資料、関係諸帳簿および諸書類ならびに白老
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町指定金融機関の預金残高証明書と照合し、相違ないことを確認した。また、予算の執行およ

び収入・支出、財産の管理、財務に関する事務等は総体としておおむね適正に執行されたもの

と認める。しかし、次に掲げるような留意または改善を要すると認められるものがあった。 

 税収または税外収入についてであります。税または税外収入の徴収に努力していることは認

められ、下記のとおり前年度に比べ収納率向上の著しいものも見受けられるが、依然として収

納率が低いものがあるので、引き続き納税・納入意識の喚起を図るとともに、滞納の実情に応

じた適切な徴収対策を講じ、収入の確保に努めることが望まれます。以下、前年度に比べて収

納率向上の著しいものおよび現年度分で収納率の低いもの、もう１つ、滞納繰越分について収

納率の低いものを例示してございますが、説明は省略いたします。以上でございます。 

 次に、水道事業会計について、ご説明いたします。同じく資料をご覧いただきたいと思い

ますが、白老町水道事業会計決算審査意見書の７ページをお開きいただきたいと思います。「審

査の結果」。この決算の計数は正確であり、財務事務及び経営に係る事業の管理については、お

おむね適正に執行されたものと認める。経営状況については、給水普及率は 99.1％（人口比）

と高く、また損益や財政面も堅実で比較的良好に事業運営がなされているといえる。すなわち、

近年の傾向として、給水人口減、有収水量減、給水収益（売上）減の傾向が認められるが、依

然として収益・費用の均衡は保たれて、経常損益で利益計上を続けており、損益の黒字体質は

維持されているといえる。ただし、給水人口の減少は今後も続く懸念があり、また、大口需要

者の節水志向もあって、給水量の減少が見込まれること、さらには、施設の老朽化や水質基準

の強化等への対応も必要なことから事業環境の厳しさは今後も続くものと見込まれる。それゆ

え、町民に対する良質な水道水の安定供給を継続するためには今後とも長期的視点に立った上

での経営努力が望まれるところである。以上でございます。 

 次に町立病院について申し上げます。同じく書類です。白老町立国民健康保険病院事業会

計決算審査意見書と題した資料でございますが、その９ページに記載してございます。「審査の

結果」、この決算の計数は正確であり、財務事務および経営に係る事業の管理については、おお

むね適正に執行されたものと認める。しかし、当病院の経営は依然として健全とは言い難く黒

字体質には至っていない。すなわち、当年度は「白老町立国民健康保険病院経営計画」の初年

度に当たり、公立病院としての役割と採算性と両立させるために損益の単年度黒字化を目指し

て経営が進められたが、利用者は伸びず、むしろ減少となったため、医業収益は前年度比 17.2％

の減少となった。このため種々の経営改善努力にもかかわらず、計上損益段階で 3,800 万円の

損失計上を余儀なくされ、特別損益段階で公立病院改革プラン経費 7,500万円を含む１億 1,500

万円の一般会計からの繰入金を特別利益として計上することによって、最終の当年度純損益段

階で 7,700 万円の利益を計上し得ているものである。公立病院の経営が種々の困難な事情を抱

えていることは論を待たないが、その存続を確実ならしめるためには経営の健全化が望まれる

ところである。上記の経営計画がある意味では二律背反にも見えるこの２つの目標を克服する

べく、計画を立案したことに敬意を表するとともに、せっかく立案したこの計画の趣旨が達成

されることを期待いたしたい。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  岡代表監査委員より説明が終わりました。 
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 それでは、ここで監査委員に対しての質疑がございましたら、お受けしたいと思います。ど

うぞ。ございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に移ります。平成 21 年度決算に基づき、新財政改革プログラムにおける進行管

理の報告を願います。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君）  それでは、私のほうから平成 21 年度決算に基づきます、白

老町新財政改革プログラム進捗状況調べについて説明をいたします。事前にお配りしている資

料でございます。この進捗状況調べにつきましては、白老町新財政改革プログラム進行管理実

施要綱に基づき、進捗状況を議会に報告するというものでございます。 

 まず、１ページをお開き願います。まず、１番目、決算比較概要ということで、平成 21

年度における健全化判断比率の状況についてでございます。この比率につきましては、今回の

議会の報告第４号、５号におきまして承認をいただいたところでございますが、すべての指標

におきまして早期健全化基準をクリアしているということでございますし、資金不足比率につ

きましても、工業団地会計のみ数値があるということで、ほかについては資金不足なしという

状況になってございます。ここで若干説明させていただきますと、実質公債費比率と将来負担

比率につきましては、当初のプログラム見込みに対しまして若干数値が上がってございます。

この状況につきましては、実質公債費比率につきましては、20 年来の繰出金の追加繰り出しを

大幅に行なっているという状況におきまして準元利償還金が多くなっているということで数値

が高くなってございます。また、将来負担比率におきましても同様の考え方で繰入見込額の増、

これが要因となって当初見込みよりも数値が大きくなっているという状況になってございます。 

 続きまして、大きな２番目の財政収支比較ということで普通会計以下、特別会計ずっと、こ

れから若干説明をしていきますが、あくまでも当初プログラムで見込んだ数値に対して 21 年度

の数値がどうだったのかという状況で説明をさせていただきます。 

 まず、普通会計でございます。数値につきましては次の２ページに歳入歳出それぞれ記載を

してございますが、まず、町税につきましては、地方財政の配慮から地方交付税におきまして

も増というようなことになってございます。また、国庫支出金につきましても、経済対策にか

かわる交付金が今回追加されたということで増になってございます。歳出につきましては、補

助費等で定額給付金の給付などにより増になっており、また、普通継続事業につきましても国

の交付金に基づく経済対策を実施したことでこれも増というふうなことになってございます。 

 続きまして、３ページでございます。３ページ２、国民健康保険事業会計でございます。こ

の会計につきましては、一般会計から 7,000 万円を繰り入れて、歳出においては経費の節減が

図られたことから赤字額が 8,800 万円となり、１億 2,100 万円の赤字が解消されたということ

になります。 

 続きまして、３番目、公共下水道事業会計でございます。数値につきましては次のページに

記載してございますが、歳入歳出ともにプログラムとほぼ見込みどおりでございますけど、赤

字額は２億 2,3100 万円ということになってございます。 

 続きまして、４番目、工業団地造成事業会計でございます。赤字額、これにつきましては８

億 500 万円ということでプログラム数値から大きく赤字が減少しているという状況になってご
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ざいます。  

 次のページ、５ページになります。５の臨海部土地造成事業会計。これはほぼプログラムど

おりの推移している状況でございます。 

 ６番目、港湾機能施設整備事業会計。これにつきましてもプログラムどおりに進行されてお

り、数値については次のページでございますが、資金不足額は発生してございません。 

 ７番目、水道事業会計でございます。水道事業会計につきましては、平成 20 年度に４億円を

一般会計に貸し付けたことで資金剰余額が１億 2,300 万円とかなり減少したところでございま

すが、今回その部分につきまして、21 年度についてはかなり回復し、３億 400 万円というよう

な状況になってございます。 

 ８番目の国民健康保険病院事業会計につきましては、一般会計から１億 2,000 万円を３月補

正で繰り入れたことによって、不良債務、資金不足額は発生していないという状況でございま

す。 

 ７ページの９番目、全会計の収支でございます。21 年度におきましては、普通会計、それと、

赤字の会計を合計しますと 16 億 2,400 万円ということで、プログラム数値と比較し、８億 7,500

万円が減少しました。また、20 年度との比較においても、２億 2,200 万円赤字が減少したとい

う状況でございます。 

 続きまして、８ページになります。３番目の対策の比較でございます。まず、歳出削減とい

うことで１番目の人件費削減につきましては記載のとおりでございますが、ここでは一般職員

の削減について、勧奨退職者数が若干ふえてございまして、4,200 万円の削減というふうな状

況でございます。 

 また、次の２番目事務事業の見直しにつきましては、これは内部管理経費について 20 年度と

同様でございますけど、施設の老朽化に伴う修繕等が増加し、これも逆に 2,600 万円の減とな

っている状況でございます。 

 投資的経費の見直しにつきましては、数値につきましては９ページで示してございますが、

逆にプログラムで見込んだよりもさらに削減が図られているという状況でございます。 

 次に、歳入の確保。１番目、収納率の向上でございます。町税につきましては、21 年度の収

納率 90％ということで 0.01 ポイントの減ということでございますが、あくまでもプログラム

では平成 18 年度の収納率 88.8％を基礎としておりますので、それよりはかなり収納率は増と

いうようなことでございます。その他の比較については記載のとおりでございます。 

 ２番目、使用料・手数料等の見直しでございます。これは 20 年度と同様でございますが、特

に手数料について、事業系一般廃棄物処理の料金改定による効果額に対し、減量化が進んでい

るという状況から目標に達していない状況でございます。 

 ３番目の下水道使用料につきましては、目標額に対し 400 万円の減少という状況でございま

す。 

 ４番目、町有財産の売却。これにつきましては、プログラムよりさらに効果を上げている状

況でございます。 

 次に５番目、超過課税の実施でございます。21 年度からの実施ということになりますが、課
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税客体の増により実施額も２億 8,900 万円ということで実績も増加してございます。 

 ６番目、退職手当債の活用は見込みどおりの結果です。 

 次のページ、７番目、保育料の改正につきましても、ほぼ見込みどおりの結果。 

 ８番目、国民健康保険税の改正につきましては、これについては税率の改正等は行っていな

いということで、今回、効果を出してございません。 

 ９番目の赤字会計に対する一般会計の財政支援につきましては、今回、国保会計について若

干の繰り出しを行なっておりますが、あとはほぼ計画どおりに推移しているというような状況

でございます。 

 続きまして、特別、企業会計独自の対策のまず１番目、国民健康保険事業会計ということで、

これにつきましては効果額のみを説明いたしますが、あくまでも、ここの効果額に繰上充用金

の縮減ということが入ってございますので、これは赤字が解消されると繰上充用金もかなりそ

の分下がっておりますので効果額は逆に上がるというような状況になります。国民健康保険事

業では、１億 2,100 万円の増、次の公共下水道事業会計につきましては、１億 7,800 万円の増。

３番目の工業団地造成事業会計は、４億 5,600 万円の増。次のページ、臨海部土地造成事業は

1,000 万円の増。５番目、港湾機能施設整備事業会計は、ほぼ見込みどおりの効果額と。水道

事業会計につきましては、逆にマイナスの 8,100 万円の減ということになっています。続きま

して、７番目、国民健康保険病院事業会計についは、１億 8,200 万円の増ということです。 

 最後の項になりますけど、４番目、財政健全化指標の比較ということでございます。実質赤

字比率、それから、連結実質赤字比率、これについてはともに赤字は発生していないという状

況でございます。実質公債費比率につきましては、プログラムとの比較においては先ほど説明

したとおり若干増ということでございますが、実質公債費比率はあくまで３カ年平均というこ

とになってございまして、20 年度については 18 年度が単年度 14.5 という低い数字だったもの

ですからこの数字になってございますが、21 年度は 20 年度と比較して約 0.9 ポイント増とい

うような形になっています。将来負担比率につきましても、これは増の要因につきましては、

病院特例債に対する繰り入れの見込額の増ということで、これも 20 年度と比較して増という形

になってございます。最後に資金不足比率でございます。それぞれの数値につきましては 17

ページに示してございますが、ここではあくまでも工業団地会計のみ資金不足を出してござい

ますが、これも大幅に昨年と比較して減少しているという状況でございます。が以上、簡単で

ございますが、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君）  ただいま、説明を受けました。 

 新財政改革プログラムの進行管理についての質疑は、各会計の該当する科目の審査時間帯で

受けることといたします。 

 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時００分 

                                           

再  開   午前 １１時１５分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 
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◎ 認定第１号 平成２１年度白老町各会計歳入歳出決算認定について 

○委員長（及川 保君）  次に、認定議案に入ります。 

 認定第１号 平成 21 年度白老町各会計歳入歳出決算認定についてを議題に供します。決算書

及び主要施策成果説明書により、各款ごとの審査に入ります。本年度は試行として款ごとに質

疑を受けたいと思います。 

 一般会計、２款総務費から入ります。主要施策成果説明書は 15 ページから 36 ページまで、

決算書は 103 ページから 118 ページまででございます。質疑のございます方はどうぞ。ござい

ませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。総務費の９目、移住・定住促進事業についてお

伺いします。ページ数は 26 ページです。予算書の中ではこの定住促進事業に対して 13 万 4,000

円の予算がつけられているのですけれども、決算で 156 万円となっております。それで、この

移住定住に関して現在どのような進捗状況なのか。また、お試し暮らしなど現在も続けられて

いるのかどうか。そのことをお聞きします。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  移住・定住の進捗状況でございますが、平成 21 年度につき

ましては、まず、状況ですけども、お試し暮らしの参加者が全部で 18 件ございまして、43 名

の方が延べ日数 675 日間白老に滞在してございます。それから、完全移住をされた方なのです

が、平成 21 年度につきましては２世帯５名の方が完全移住。白老町に住民票を移されたという

ことでございます。それから、二地域居住ということで、これは白老に住んだり、もともとの

所に住んでいたりということでございますけども、この方たちが３世帯６名の方が白老のほう

に二地域居住されているということでございます。それで、私ども何とかこれをビジネスのほ

うにつなげていきたいという考え方がございましてアンケート調査を行ってございますが、そ

の中では、この方たちは 21 年度の方ですけども、お試し暮らしに参加した方のアンケートを取

ってございますが、町内での消費額が約 360 万円ほど消費されているということで、20 年度が

160 万円ほどですから若干参加者もふえてきてございますけども伸びているのかなと考えてご

ざいます。ですから、このお試し暮らしのほうにつきましては、やはり物件を確保しながら多

くの方が来ていただくと。その中でやはり白老の素晴らしい環境、これを理解いただいて、完

全移住のほうに結びついていければなというふうに考えてございます。しかしながら、21 年度

の状況としまして、実は移住促進のための協議会を 21 年度中に立ち上げたいということでお話

をさせていただいてございました。これにつきましては３月に準備会を開催し、ことしの４月

になって協議会を設立し、今、専門部会等を設けて進めているということでございますのでご

理解をいただきたいというふうに思います。 

 予算がふえている分につきましては、これは補正予算で臨時職員の人件費分を上げさせてい

ただいてございますのでその分がふえてございます。 

○委員長（及川 保君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。白老町の人口が２万人を割ったということで今
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後やっぱり移住定住対策というのは、本当に慎重にやらなければならないと思うのですけれど

も、今後の対策と課題について、どのようにお考えになっているのか伺います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  これは経過からいいますと、平成 17 年に当時政策推進室の

ほうで移住に向けた取り組みを行なってきまして、最終的に今、産業経済課のほうで行ってい

るわけでございますが、やはり移住をされるという方の状況を見ますと、なかなか最終的な移

住まで進んでいっていないというか、完全移住まで進んでいっていないというのが実態でござ

います。ですから、先ほどお話したとおり、お試し暮らしの方には 18 件で相当数の人数の方が

実は参加をしていただいているのですが、どうしても最終的な完全移住までに結びついていな

いということがございます。そういうことはどうしてもやはりもともとの住んでいるところに、

いろいろな親戚の関係ですとか、いろいろな関係があるということでなかなかそこまで最終的

な決断をいただいていないということでございますが、ただ、私ども、今年度に入りまして実

は物件として土地を旭化成ホームズさんのほうからも寄贈していただいてございますので、で

きればこういう物件を移住定住のほうに向けて売り出すことによって何とか移住者をふやして

いきたいと、このように考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほか。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  15 番、吉田です。17 ページの職員研修経費のことでちょっと伺いたい

と思います。職員研修経費は 91 万 6,664 円の計上になっておりますけれども、全体的な考え方

をちょっと伺いたいと思います。毎年、予算計上するときにマイナスシーリングで経費を削減

しながら予算を組み立てておりますけれども、白老町は職員の独自研修、合同研修も含めた人

数も掲載されておりますけれども、今の時代、地方分権の時代と言われて、職員の力量が本当

に行政に大きな、また、執行にも大きな影響するというふうに私は考えているのですが、1 つ、

職員の削減がありまして、このことが受けるべき研修を受けに行くということに支障になって

いないのかどうなのか。その点を伺いたいと思います。 

 それから、もう１点。22 ページの東京白老会のほうなのですが、東京白老会の総会が行なわ

れておりますけれども、昨年は 87 名の出席ということだったのですが、これはやっぱり各企業、

または白老町の情報交換の場として、また、いろいろな情報提供があり、毎年開催をされて、

その中から本町に本当にいい影響を与えるような情報を受けとめていくということであるので

すが、ここの出席状況なのですが、東京白老会のメンバーがこの運営をしているというふうに

は考えているのですが、今後の考え方として、白老町から東京近辺に就職等で新しく行かれた

方々に対しての東京白老会の対応というのはどのようにされているのか、ちょっと伺いたいと

いうふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  まず、私のほうから職員研修の関係をお答えしたいと思います。

ご質問としましては、職員数が削減されてきている、こういった中において研修の機会に支障

が出ていないかとこのような話だったのかなと思うのですが、ここの主要成果のほうにも成果

として記載されてございますが、毎年年度当初に研修計画として年間のスケジュールを立てて
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ございます。そういった中において、各研修において適合する職員について指名制の中で参加

を募っているということになっておりまして、年度当初からその辺承知してございますので、

その中で業務を組み立てしていっているということからいけば職員減によっての研修機会が損

なわれているということはないというふうに認識してございます。さらに言えば、指定以外の

部分として希望を募っての研修の機会も設けてございますが、積極的にそちらのほうにつきま

しても、税務であるとかそういった専門職の方々、率先して研修に参加しているとそのような

状況にございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  東京白老会でございますが、委員のほうからお話あったと

おり、非常に情報交換の場として大変有意義な会になっているかというふうに思ってございま

す。そのほかにも例えば東京事務所を借りられるですとか、ふるさと納税をしていただけるで

すとか、そういうような機会の提供の場にもなっているということで私どもも会員の拡大に向

けた取り組みを行なってございます。それで、会員向けに実は紹介していただきたいというこ

とでそういう案内を差し上げて、東京近郊にお住まいの方でまだ会員になられていない方の加

入についてご案内を差し上げて、今回も５名ほど新たにふえてございます。ご質問の中にあり

ました新卒者ということでございます。その分につきましては、今後そのことも含めてやって

いきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  職員研修なのですが、今、伺ってちょっとほっとしたのですが、その

とき必要なものがあれば、専門的なものも含めて希望があれば上京しているということなので

ちょっと安心したのですが、やはり今、グループ制もとりながら部制になって職員が削減され

ている中で本当に町民サービスを下げないと、そういった基本的な考え方で行政側は取り組ん

でいるのですが、やはり先進的な行政を運営していくためには理事者にそういったいろいろな

情報を、勉強してきたことを提言できるような、そういった力を職員がつけていくと。今、本

当にそういう一番大事なときにきているのではないかなというふうに思いますので、積極的な

参加ができるような体制を組む。それから、お互いにそういった仕事の関係で行くときには、

やっぱり研修に行くときには仕事を譲り合いながら、職員同士の協力も、また、そのことが負

担かかるのではないかなと思いながら積極的な研修をこういうときだからこそ図っていただき

たいというふうに考えているのですが、その点について理事者の考え方を伺いたいと思います。 

 それと、東京白老会なのですが、私は地元から地方へ行くときに一番わかるのは住民票のと

ころの移動だと思うのです。そういったところでこういった仕組みがありますということでや

はり地方へ行って今いろいろな問題がありますし、東京等都会というのは孤立化する可能性も

ありますので、やっぱり地元出身ということでは心を開けるという部分があると思いますので、

そういった部分では住民票を移行するときにこういった組織的なものがありますということも

情報として提供していくべきではないかなというふうに思うのですが。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  まず、研修の関係について私のほうから答弁をさせていただきた
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いと思います。研修につきましては、どこの職場でも研修は大事だというふうに考えておりま

す。できるだけ機会があれば、まず、研修を受けるように。皆さんがいろいろな研修を受けら

れる、そういう機会をつくっていきたいというふうに考えています。人材をいかにつくってい

くかということが将来のまちづくりにつながるということは皆さんもご承知のとおりでござい

ますので、これは本当にできるだけ研修機会をつくっていきたいというふうに考えております

し、町長も常々そういったことを職員に話をしておりますので、ぜひ、積極的に進めていきた

いというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  東京白老会の新たな会員を募るという１つの手法として、私

たち、町民の方たちのお子さんが就職したときにそこを機会に会員にしてもらうというような

勧誘、それをしたらいかがかというようなご質問かと思うのですけども、それにつきましては、

結局、高校まで、あるいは大学までとか、スタートラインの場所がそれぞれ変わるのです。で

すから、じかにここからスタートであれば転出のとき、住所を移すとき、東京に行かれるので

したら東京白老会がありますから、ぜひ、そこに入会してくださいというようなこともＰＲで

きるかなと思います。今の現状ではやはり、お盆だとかお正月だとか皆さん里帰りしたときに

クラス会等同窓会を開いてございます。そのとき、やはり口コミで東京白老会に入っていると、

だから、お前も入らないかとかそういうような感じで現在のところは口コミ程度なのです。で

も、今、吉田委員がおっしゃったような部分、そこについては検討させていただきたいとこの

ように思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。まず１つ、20 ページの投票人名簿システムについて。予

算のときにもちょっと質問をしましたけれども、もう一度お聞きしておきたいと思います。去

年の５月、国民投票法が施行されたと。そして、国が 481 万円でこのシステムを整備するとい

うことになって、この 481 万円というかなりのお金を使ってやったわけなのですけれども、き

ょうの町長の報告の中にもありました、国民投票法に対応するために選挙人名簿システムの改

修も合わせて行いますとこうなっているのです。国民投票法で考えたときに、選挙人名簿とい

うのは前からあるわけです。今までも国政選挙何かで使われてきた。それとの関係というのは

どうなるのか。それがあれば十分役割が果たせるものではないのかというふうに見ていたので

すけれども、今までの選挙人名簿と、それから、新しく言われている国民投票法の対応システ

ムと、どのような関係にあるのか。このあたりちょっと１つ伺いたいというのが１つでありま

す。 

 それから、ここはどこで尋ねればいいのかちょっとわからない。今の職員研修のところで言

えばいいのか、21 ページの職員福祉厚生で言えばいいのか。これも１つ聞いておきたいのです

が、21 年４月から４部局制を導入した。この４部局制にしたことの効果というのはやはりまち

の中の話の中にも本当にこれで効果が出たのかどうなのかという話というのも出るわけです。

それで、機構改革をどうしてやったわけで。ただ、職員数が大幅に減じられている中でどうい

うような効果になって表れるのか。だから、そこの中で指揮系統というのが完全に確立されて、
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そして、職員全体が町長の発言のもとに全職員まで行き渡っていく、そういう機構というのが

確立できたのかどうなのか。そのあたり、庁舎内の会議と合わせて伺いたいというふうに思い

ます。 

○委員長（及川 保君）  田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  まず１点目の選挙人名簿のシステムの関係でございますが、従

前の選挙人名簿の登録の仕組みと違いまして、従前は一般的な選挙であれば投票権としては 20

歳以上、さらに言えば、住所要件としましては３カ月以上の定住が基本となってくるわけでご

ざいました。これに対しまして、国民投票法に基づく要件としましては、一般的な言われてい

るところで言えば、年齢要件で言えば 18 歳を基点としているところ。さらに言えば、住所要件

であれば 14 日以内が基点となることから従前の選挙人名簿の登録要件と、今回の国民投票法に

よる要件はまったく違う要件であるので新たにシステム構築が必要と。こういうふうになって

ございまして、そこで 481 万 6,000 円、このような費用が必要になってきたとこういうことで

ございます。 

○委員長（及川 保君）  山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君）  部局制のいわゆる組織機構に改革にともなって効果が見え

ているのか、見えていないのかとこういうことだと思います。それで、例えば役場で横断的に

課題処理する場合に、外部の人間から部長制を引くことによってスムーズになりましたねとこ

ういうお話をよく聞きます。それはやっぱり対応するときに部長同士で協議する、そういった

ことで課題を解決していく。これがスピーディーになっているというふうに思います。それで、

機構改革の目的がいかに行政課題にスピーディーに対応していくかとこういうことが課題とし

て機構改革を行なってございますので、そういった意味では種々部長会議等を開く中で課題と

してはスムーズに解決していくものというふうに思っていますし、そういう評価も受けている

ところでございます。それで現在、指示命令系統もそういった形で町長から、あるいは副町長

から指示受けたことについては部長会議で開いて結論を出し、全町のほうに指示を出す。ある

いはそういったものをまた町長にフィードバックする。こういう形になってございまして、現

在の機構改革ではスムーズにいっているという認識に立ってございます。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  投票人名簿のシステムは今までの選挙の名簿とはまた違うシステム

ということになりますと、それをやるのと合わせて一緒に選挙人名簿システムも同時に行って

いるのだというふうな町長の言い方なのです。今までの選挙人名簿をもっと合理的にしていく

のも一緒に合わせてやっていくという意味かなというふうに今、思ったわけなのですけれども。

まったく違うのかどうか分かりませんけども、違うシステムであれば、これだけ金をかけて、

国民投票法は決まったわけだけども、具体的な中身というのはさっぱり分からないのだけど。

これは今つくってしまって、これが発動するのはいつなのか。つくっておいて、それが国会で

決まるまでずっと置いておくのか。それが別な面で利用できるものなのか。そういうことでは

いかがでしょうか。 

 それから、指揮系統の話、わかりました。分かったのですが、多分理事者の会議だとか部長
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会議だとか庁舎内のそういう会議というのは順次行なわれてこうなっているのだと思いますけ

ども、そういうものを指揮の中で課長会議だとか係長の会議だとかそういうようなところまで

きちんと下りているのかどうなのか。それは一発、部長会議の中で決められたことがただ課長

を通じてずっと下りていくのか。また新たに課長会議が横断的に持たれて、課長会議の中でや

られるとかそういうような仕組みというのがあるのかどうなのか。そこのところだけ聞かせて

ください。 

○委員長（及川 保君）  田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君）  名簿のシステムの関係でございますが、町長のほうで、総括で

申し上げました「合わせて」という言葉、ここの部分は従前の選挙人名簿のシステムの部分と

の重ね合わせという意味合いではなくて、戸籍の電子化、こちらの部分に着手してございます

ということでお話申し上げてございますが、これと合わせて選挙人の名簿のシステムのほうも

改修いたしましたとこういうことでございます。 

 それと、発動の時期はいつになるのかとこういう話でございますが、正直申し上げまして、

これがいつということは国の仕組みの中でどのように動くかによって変わってくるのかなと思

ってございます。そちらからの何かの指示行為、そういったことがない限り現状の中では町独

自でこれを発動するような流れには当然ならないのかなとこんなふうに押さえてございます。 

○委員長（及川 保君）  山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君）  去年も同じような質問を受けたと思うのですが、まず、会

議の中の部長会議、それから、いわゆる理事者含めた庁議、それから、部内会議です。部内会

議の下に課内会議という形で組織的には段々下に落ちていくとこういう形でやっております。

なぜ、課長会議、それから、係長会議を廃止して、こういう形態にしたかというのは、課長相

当数あります。施策論議をするときには当然部長が中心になって課長の意見だとか部内の会議

をまとめてきて部長会議で協議するとこういう形です。ですので、当然十分な論議をするとき

には少数人数でならなければならないという、こういう形の中でこういった合理性を持ちなが

ら、こういう形態にしていっているということでご理解を願いたいと思います。ただし、全町

的に協議しなければならない、指示していかなければならない、いわゆる予算編成会議であり

ますとかそういったものについては担当者あるいは担当課長含めて指示をしているとこういう

状況にあります。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  投票人名簿システムについては分かりました。前にもお聞きしてお

りますので中身はわかりました。 

 あと、職員の福利の問題からちょっと１点言いたいのですが。指揮系統がそういうふうに十

分に役割を果たしているとこう評価できるのであれば、私も安心してお任せしたいというふう

に思うわけですけれども。最近、職員の中で体調を崩されて退職された方もいるというような

話も聞いているわけですけれども、仕事を見ていますと電子自治体といいますか、みんな機械

を前において一日中それとにらめっこするような仕事の状況があるのではないかなというふう

に思いまして、その情報の処理だとか、それの活用だとか大変な仕事だろうなというふうに思
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うのですが、過労ではないのかどうなのか。職務の中で人数が減る中で過労を生んでいないか

ということと、それから、日常の健康管理というのは特にどんなふうに進めているのか。その

部分だけ伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君）  先ほどの研修の話もそうなのですが、職員がこれだけ減っ

ているということは当然職員に負荷かかっているのは間違いない、事実です。それで、当然そ

の中では十分健康管理あるいは研修含めてコントロールしていかなければならない、あるいは

加味していかなければならないことは十分承知をしています。それで、当然のことながら毎月

時間外を各部各グループ、セクションごとに統計を取っておりまして、そういった中では十分

時間外の多い部署については担当課とも協議しながら適切な処理をお願いするとこういう形に

なります。 

 それから、そういったものも含めながら、そのために年に 1 度の人事異動がありまして、そ

ういった中でもそういった問題の解決をそういう機会にとらまえながら解決していくだとか、

そういう手法の中でいろいろな種々工夫をしながら進めていっているのも実態です。ただし、

やはり人員管理の問題について言えば、やはり負荷がかかってきているのも事実ですし、対町

民からの相談もふえている。一時ほど以前みたく相談が少なかったということからすると、こ

れだけ社会が複雑化していますので相談件数も相当数ふえていると。そういったことからする

と行政サービス上にもやっぱり相当数の相談含めての業務量がふえていると。これもまた事実

でございます。そういった中で種々課題を見つけながら、課題解決に向かっているとこういう

状況でございます。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  それでは、まず、24 ページ。公用地の収得状況と財産の売り払いで

す。これは条例でも 5,000 平米、かつ 2,000 万円以下については議会に上がってきませんので、

実際、日常の実務の中で処理されます。こういうことに記載されているということは、非常に

我々も参考になるからいいと思います。そういう部分でお聞きしたいのですけども、まず、公

共用地の取得状況の中で建物の取得事業とありました、若草町。これについてはどういう物件

なのか。そして、どれぐらいの評価額があったのか。そして、取得した内容。それと、使途。

どうなっていくのかということを伺います。 

 次に、町有財産の売り払いですけども、白老の 804 番地の６と。これは目的が採草放牧地と

なっていますけども、これらの売り先。そして、目的が採草放牧地ですからもう現実に土地改

良してから採草になるのか。今現状のまま使えるような状況になっているのか。 

 それと、東町５丁目の施設用地。これについては先ほど言ったように目的等。そういうこと

をまず伺います。 

 次に、26 ページの企画調整事務経費の中で伺います。町長、今、決算委員会で総括しました

けど、その中で触れていませんでしたけど、私、21 年度の当初予算のときに町政モニターにつ

いてお伺いしました。町長の公約です。このときにかかる経費はモニターですので 21 年度中に

設置してからかかるかわからないと。あれは委員ですからボランティアだと。こういうこと言
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っていたのですけれども、町長、今、触れていませんけども、これについては非常に町民参加

という形の中で１つの事業だと思いますし、私は今、同僚委員から行政サービス云々で相談あ

ったと言っていましたけど、これこそ行政サービス向上するためにも民意を反映できるモニタ

ーだと思うのです。これが 21 年度にできたのか。あるいは、できなかった場合はなぜ、できな

かったのか。それ以降どうなるのか。この 

２点について伺います。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  それでは、私のほうから２点目の町政モニターの件について

お答えさせていただきます。この町政モニター、実はパブリックコメント、それから、町政モ

ニター制度ということ、この２点以前にも議会の中でご質問いただきまして、それで、できる

だけ早い時期に制度設計して制度をつくり上げるということでお答えしてございますけども、

これはパブリックコメントのときにご質問いただいたものと同じなのですが、やはり 21 年度は

非常に優先すべき政策課題がメジロ押しだったということもございまして、これについては今

のところ、まだ制度が実はできておりません。それで、これもレベルは今、パブリックコメン

トと同じようなレベルのところまでしかまだ行政では検討されてございません。これにつきま

してもなるべく早い時期に制度設計して、制度として確立して、町民の皆様方のサービス向上

に寄与したいとこのように考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎勉君）  公共用地の取得状況についてでございます。建物取得事業での建

物についての取得でございます。これについては、ポロトのミンタラの部分でございます。そ

の中の白老観光センターとして使っていた部分、その部分がここでございます。これにつきま

しては、イオル構想とかの関係でその部分を無償譲渡していただいた中で、今、現状で使って

いるという形でございます。評価額についてはちょっと今、資料がないものですから、それに

ついては後でご説明したいと思います。 

 続きまして、町有地の売り払いの関係でございます。字白老の 804 番地の６でございます。

これにつきましては採草地ということでございます。場所につきましては、浄水場の下側の所

でございます。そこの所で牧場地が牛を飼っている方に借地としてお貸ししていた部分を売り

払いしたという形でございます。 

 次に、東町５丁目の部分でございます。これについては下水の中継ポンプ場の横でございま

す。中学校の海側という形でございます。そこの部分は下水の昔の職員住宅があった部分とか

を売り払いしたという形でございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  町政モニターの関係ですけど、これはやっぱり自治基本条例の１つ

の精神なのです。やっぱり、こういうことは町民がいち早く行政に意見を言える、要望できる、

そして、行政サービスの不服、こうしてほしいとかそういう部分が常に受けるということは非

常に大事だし、町民もそういうことを期待していると思うのです。できるだけ早くこれはやる

べきだと思います。町長の公約でありますからすべきだと思いますけど、いつ頃をめどにして
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いるかということを伺います。 

 それと、２番目の財産売払収入。過去にいろいろ課題あったものを解決されたということは、

一所懸命職員が努力されていることだと思いますので、いいことだと思います。ただ、建物収

得状況の観光センターの関係ですけども、これは、それでは、誰が持ち主であったのか。それ

と、私もそうですけど、私たちの知っている部分の人方、せっかく前のミンタラ壊して緑地に

なってきれいになったのですけど、今、残っている部分が非常に多くをふさいでしまって、せ

っかく後ろのほうにチセ何かがあって景観を阻害しているのですけども、これは将来的にどう

いう・・・。今の現状のままいくのか。将来的にどう考えているのか伺います。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  町政モニターの件ですが、これは本当に議会のほうから再三

再四言われてございますので、また、町長のマニフェストにもございます。そういうことから

考えまして、今、できるだけ早くということで、できる限り 22 年度中あるいは 23 年度の早い

時期には制度設計して制度を確立したいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎勉君）  建物の関係でございます。建物については、白老観光商業協同組

合さんから譲渡いただいた、寄付いただいたという形でございます。それで今、残っている建

物につきましては、財団のアイヌ文化振興研究機構で使ったチキサニで使ったり、あと、白老

観光写真社とか、白老観光商業協同組合の事務所として使っていると。そういう中で今、お使

いいただいているという形でございます。その部分につきましても、将来的にはイオル構想が

ある程度決まった中でどのようにしていくかということが決まっていくのではないかなという

ふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  高畠部長に伺いますけども。イオル構想が決まったら今の建物の処

置というか、使い方等を決めると今、財産処分の担当の課長言ったのですけども、イオルの部

分については私、前回質問しましたけども、そういうような答弁を町長からもらっています。

今言った全体の中の部分で今の建物がそういう解釈でいいのかということです。あそこは建物

とかいろいろと用途をかえていましたけども、全体的にはそういう上物の計画は大体イオルで

はできなくなったと。後、ソフトの部分はやれますというような現状にあると言われていまし

たので、その辺実際どうなってくるのかと思いますけども。 

○委員長（及川 保君）  暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時５６分 

                                           

再  開   午前 １１時５７分 

○委員長（及川 保君）  会議を再開いたします。 

 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  当初、ミンタラの民芸会館、あれと一緒に解体をということ

でせっかく道のほうから交付金制度がありましたからそういう考え方もございました。しかし、
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あそこにはチキサニというイオルの機構が設置したイオルの現場を管理する事務所、そこがあ

りまして、そこの場所をどうしてもほかに動かすという適当な場所もなくて。もっと言います

と、昔、経済センターの所というふうにも考えていましたけども、結局あそこよりやっぱりよ

り現場に近いところということで現在の位置に事務所が設置されている状況にあります。その

ようなことを考えますと、また、遠くに移すだとかそういうことも難しいので、とりあえず当

面は今、機構と相談した中で今後のあそこ全体のイオル構想、新たな段階に 23 年度から入りま

すので、それを見据えた中で建物の行方については検討させていただきたいとこのように考え

ているところでございます。 

○委員長（及川 保君）  前田委員の質問の中では保留しているところがありますので後ほ

ど提示をお願いしたいと思います。 

 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時５８分 

                                           

再  開   午後  ０時５９分 

○委員長（及川 保君）  会議を再開いたします。 

 それでは、答弁保留の件です。岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎勉君）   午前中の建物の評価額についてご説明いたします。評価額につ

いては、建物合わせて１億 4,377 万 3,459 円になっております。それに償却資産としまして 250

万 448 円。合わせて１億 4,627 万 3,907 円という形でございます。 

○委員長（及川 保君）  前田委員、よろしいですね。 

 それでは、ほか、ございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  14 番、氏家です。１点だけお伺いしておきたいと思います。24 ペー

ジ、町有林管理事業。それから、25 ページに渡りまして・、・、・までの、今回の町有林整備

に予算が約 5,300 万円ほど与えられています。その多くが、4,150 万円ほどが町有林の基幹作

業道の整備工事に与えられている。これは本当に緊急雇用対策、また、地域活性化生活対策臨

時交付金、また、森林・林業・木材の産業づくり交付金等々の本当に大きな、21 年度緊急経済

対策としては大きな事業だったと思います。それで、今後もこの事業については、本当に私は

大事な事業になってくるだろうと思っている観点からちょっとお聞きしておきたいと思います。

白老町の今後の、将来の森林整備に向けた役割を今回のこの町有林の基幹作業道、こういった

ものがどういった役割を担っていくのか。今回、森林の保育だとかそういったものにある程度

の雇用、枝打ちだとかです。そういったものに与えられていますけども、今後、この森林整備、

これはこれからの環境問題を考えたときにも特に都市部ではない町村、そういったところには

大きな環境問題として取り組むまちづくりに役立つものだと私は考えておりますけども、その

辺の考え方。今回のこの成果をどうとらえているか。その辺だけお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君）  安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君）  昨年実施しました国からの補助金を得て基幹作業道の整備をし
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ましたけども、これについては今後の町有林の将来そこから搬出される材料、材木のために今、

交付金いただきましたので将来に向かっての搬出路の整備が整ったということで今後そういう

整備が着実に行なわれますので材料、材木のいろいろな維持管理ができるということで大変助

かった事業でございます。あと、ほかの交付金を得て枝打ちも合わせて相当量やりましたので、

町に自生している針葉樹の生育のためには相当よかったのかなと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  14 番、氏家です。私もこれからの白老町にとって、この森林の管理、

町有林の管理というものがすごく大きな役割を担っていくものになるのではないのかなと考え

る一人ですけども、今後もこうした地域活性化、また、森林、それから、林業、木材の産業づ

くり交付金等々が今後も地方に回ってくるということが私は考えて今後の整備も進めていくべ

きではないのかなと思うのですけども。今回のこれがすべてではなくて町有林の整備そういっ

たものについても今回だけに限らず、やっぱりこういった交付金を充てながらしっかり整備を

進めていかなければならないと考えますけども、今回のこの基幹作業道というのはほんの一部

のものだと私は思うのです、町有林全体として考えれば。その中でもやはりこれからまだまだ

必要な作業道というのは多分出てくるのでしょうから、そういったものにしっかり予算立てを

しながら進めていくべきではないのかなと思いますけどもいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  ただいまのご質問でございますが、確かにいろいろ交付金

をうまく活用して未整備の部分はしていかなければならないという部分はあると思います。た

だ、昨年いただいた交付金の中で基幹作業道３キロ強を整備したところなのですが、町有林に

関しては約 80％行政面積の割合を占めている中の町有林というのは 1.8％、森林の中の。ごく

わずかなのですけども、大体去年の事業で基幹作業道は終えているという状況です。まだ、ま

ったく手をつけていないというところも一部、人工林は大体終わっているのですけども、天然

林等がまだ若干あるのですけども、そういったところにまた交付金がうまく今後あれば活用を

図っていきたいとこのように考えております。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。ほか、ございませんか。全体では特にございま

せんね。それでは、15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)   26 ページの企画調整のほうでちょっとお聞きしたいのですが。今、

同僚委員の氏家委員から公共施設等に関しての地域活性化公共投資対策臨時交付金と、それか

ら、地域活性化経済対策交付金、それから、臨時交付金等を含めて、町長の報告にもありまし

たけれども６億 6,000 万円の効果があったということでお話がありました。これにふるさと雇

用再生特別事業というのを含め、それから、緊急雇用創出事業と。21 年はこのように臨時交付

金、国庫支出金の予算措置でかなりいろいろな雇用がされたと思うのです。この中で私、この

ものを受けて 21 年は道がふるさと雇用再生特別交付金を積み立てて、北海道ふるさと雇用再生

特別基金として３年間でそれを措置していくということで私はとらえていたのです。というこ

とは、21 年度からですから、22 年度、23 年度へまたがって使えるものが来るのか。それとも、

政権が変わりましたのでこういったものは一切なくなったのか。その辺ちょっと伺いたいと思
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います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  緊急雇用の事業でございますが、これは 21、22、23 年度と

いうことで年度配分が決まってございまして、21 年度が 1,580 万円ほど。それから、22 年度が

1,300 万円ほど。23 年度が 1,000 万円ほどということになりまして、実はこの中で事業を組み

立てるということになってございます。それで、今のご質問はまたがってということ。３年間

続きますので、これについてはまた 23 年度の予算として事業を上げたいというふうに考えてご

ざいます。 

○委員長（及川 保君）   15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  わかりました。ということは 22 年度も、1,300 万円と今おっしゃって

いましたけれども、そういった予算措置がされるということで、この 21 年度からこういったい

ろいろな臨時対策の交付金等が組まれておりまして、かなりの雇用、延べ人数、延べ日数も先

ほど報告がありましたけれども、こういったことが 22 年度まで波及しているのかどうなのか。 

 それともう１点。そのことが切れたとき、終わったときにそのことで採用されて大変助かっ

た方がたくさんいると思うのですが、今後こういった雇用の部分についての予算措置というの

はあるのかどうなのか。その点どのようにとらえているか伺っておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、ふるさと雇用再生特別事業特別いうのがございまし

て、これは枠配分がなくて市町村が事業化を道に申請しまして、それが認められたものについ

ては基本的に３カ年継続してできるというものでございますから、これは継続性のあるものだ

というふうに考えていただいて結構だと思います。 

 先ほど言いました緊急雇用については、その年度、年度ごとでその枠配分に応じた事業を道

のほうに出しまして、それが認められれば枠配分の中で事業を実施できるということになって

おります。したがいまして、緊急雇用についてはなかなか継続性という部分ではどうしても難

しい部分がありますが、しかし、23 年度も枠がございますのでそれを使ってできるだけ有効な

緊急雇用対策を実施したいとこのように考えてございます。 

 また、ふるさと雇用再生特別事業につきましては、引き続いてこの事業について採択のあっ

たものについては継続してやっ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（及川 保君）  よろしいですね。ほか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。32 ページの戸籍台帳の整備についてお伺いします。時の

問題になってしまうくらい最近はにぎやかなのですけれども、それはことしの問題ですからそ

の分について云々するつもりはありません。ただ、我々、素人目から見て戸籍台帳と、それか

ら、住民台帳というのですか、それとの関係でどういうことになっているのか。普段、戸籍台

帳何ていうのは極めて慎重に管理されているものだというふうにとらえてはいるわけですけど

も、そういう住民台帳とつけ合わせだとかきちんとそういう整備をするという、そういうシス

テムになっていないのかどうなのか。それをきちんと合わせていくというような法的なあれは

ないのかどうなのか。そのあたりはどうなっているものなのでしょうか。 



 29 

○委員長（及川 保君）  南町民課長。 

○町民課長（南光男君）  今のご質問なのですけれども、戸籍につきましては家族単位で管

理されているのですけれども、結局住民登録のほうはその人が本当にそこに所在しているとい

うことで住民登録されるわけです。それで、住民登録と戸籍、本籍があるところは、その人に

よっては違います。白老町に住んでいるのですけども、戸籍は道外にあったりすることもあり

ます。ですから、白老に戸籍がある方が例えば苫小牧に転出しましたと。そうしたら、苫小牧

から白老に、戸籍のある所に通知が来るわけです。それに基づいて戸籍を再編するわけです。

ですから、住所、本人がいる場所と戸籍が置かれている場所は違うということです。だから、

届けがあって通知があった場合、戸籍を訂正するのですけども、それ以外は、情報はないとい

う状況です。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  分かるような気がするのです。本籍があって動いた場合に住民登録

がそこからされて、そして、こちらへ連絡があると。それによって整理をすると、こういうこ

となのですね。ただ、考えれば、私たちもよくわからないのですけども、本籍がここにあると

いう、本籍を扱うのは、例えば白老に本籍がある場合、もともと白老にいた人、白老で責任を

持たなければならない人たちです。その人たちがどこへ行ってしまったかわからないと、こう

いうような場合に追跡調査だとか何とかというのはそういうものでしか、相手側の自治体から

の報告でしか整理ができないということになるのでしょうか。そこの中に白老町に本籍がある、

白老町の責任としてそれを調べるだとか、調査するだとかというようなそういうことというの

はあり得ないのかどうなのか。そういうことをしなければ今回みたいないろいろな問題が起き

るわけです。そうすると、追跡調査をしてみたけどもさっぱりわからないと。もう長年わから

なくなった人の分については審議会か何かを開いて、記録を残しながら除籍するとか何とかと

いうようなそういう法的なものというのはないのかどうなのか。そのあたりどうなのでしょう

か。 

○委員長（及川 保君）  南町民課長。 

○町民課長（南光男君）  今の斎藤委員のご質問なのですけども、戸籍、結局、その関係す

る人たちが、もう古い話になりますけども例えば戦争だとか災害で本来親族の方が届出をしな

ければならないのですけども、そういう届出をできなかった状況が過去にあろうかと思います。

それで結局は、その方が他市町村で白老に戸籍がある方についてはやはり届出がなければ戸籍

のほうでは修正とか除票だとかそういうことはできません。ただし、今回いろいろ全国的に騒

がれているのですけども、白老町でも 100 歳以上の戸籍のある方を抽出しました。やはり最高

齢で 144 歳の方がいらっしゃいます。それで今回、法務省のほうから見解が出たのですけども、

戸籍の附票とあるのですけども、それに記載が一切ないもの。ですから、どこに住んでいるか

わからない、所在がわからない。120 歳以上の人はそういう記載のない方でも法務局と協議を

して削除できますという見解が最近通知されました。ですから、そのほかは 100 歳以上で附票

に記載がない方につきましては、これから血族全員、孫、ひ孫までを確認してその 100 歳以上

の方が本当にいるのか、いないのか。その調査をしなければならないという状況であります。 
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○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に進みます。３款民生費に入ります。主要施策成果説明書は、39 ページから 60

ページまで。決算書は 117 ページから 132 ページまででございます。質疑のございます方はど

うぞ。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  ただいまの同僚委員の質問にちょっと関係のあることなのですけど

も。41 ページの地域包括支援センター、これ絡みのことでちょっと伺ってみたいと思います。

今、個人情報保護法のもと、なかなか把握するのは難しいということもあると思います。まし

て、今、お答えあったように通知以外の情報は役場としてはなかなか情報がありませんという

お答えでした。しかし、やはりどこまで追跡調査を行うかというのは重要なことでありまして、

それは行政がやるのか、ほかがやるのかは別にして事件性のあるようなこともございます。そ

ういったことでやはり追跡調査をどこまで行う考えがあるのかということをお尋ねしたい。 

 それと、地域包括支援センターとのかかわり合いです。このようなことというか、いわゆる

全体的な把握について、この地域包括支援センターの位置づけと申しますか、そういったこと

について伺ってみたいなと思います。 

○委員長（及川 保君）  長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  高齢者の関係でございます。地域包括支援センターのほ

うでは、まず、65 歳以上の方が対象ということでいろいろな相談業務ある中でその都度訪問等

が必要であれば訪問させていただいて、その家族の状況等を把握させていただいております。

それで、90 歳以上の方につきましては、このたび全国でいろいろな問題が起きましたので、包

括支援センターのほうで 90 歳以上の方で住民登録のある方を対象に介護保険のサービスの利

用、それと、病院にかかっている状況等、そういう情報が得られる中で所在等を確認させてい

ただいて、４名ほどまったく病院にもかかっていない。病院にかかっていても、昨年かかって

いた方、そういう方がいらっしゃったわけなのですけども、その方々につきましては電話及び

訪問のほうで所在を確認させていただいて、90 歳以上の方については所在が確認されたという

ふうに包括支援センターのほうでは把握してございます。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  ということは、100 歳以上の方で 25 名の方が所在不明というのが出

ておりましたけれども、ことし。一応これは全部基本的には把握できて、特に事件性というか、

そういったものはないということもわかったということで理解していいですか。具体的にいう

と、国から出ているお金をいわゆる身内の方がいただくようなことですとか、あるいは亡くな

って大分たっていたとか。そういうような若干事件性にかかわるようなことは一切なかったと

いうことで把握してよろしいですね。そこまでの追跡は行なったということで把握してよろし

いですか。 

○委員長（及川 保君）  南町民課長。 

○町民課長（南光男君）  先ほどの高齢者の所在不明者なのですけども、戸籍上の 100 歳以

上の所在不明でありまして、行政サービスを受けるときは住民登録のほうでいろいろサービス

を受けますので、すでに 90 歳以上の方は全員所在確認されていますのでそういう意味では不利
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益というのですか、そういうことはあり得ないです。戸籍上、今、残っている人たちの調査を

しなければならないということでありまして、住民登録のある方については所在確認がされて

いますし、行政サービスは住民登録上でサービスは受けられますので、サービスは受けられな

いとかそういうことにはならないと思います。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  全国的なこのようなことが非常に問題になりましたけども、地域包

括支援センターの重要な位置づけと申しますか、そういったようなことも言われておりますけ

ども、この点についての考え方についていかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  高齢者の関係につきましては地域包括センターが相談窓

口という形でいろいろな関係者、ご家族含めた関係者のほうからいろいろ相談を受けておりま

すので、今後につきましても包括支援センターの位置づけというのは、今、委員お話あったよ

うに非常に大事なものというふうに当方も認識しておりますので、いろいろな相談業務等につ

きましても包括支援センターがやりますというような形での広報も含めた形で、それと、萩野

と竹浦のほうに地域型の在宅介護という形で委託をしている在宅介護支援センターが２カ所ご

ざいますので、そちらのほうもある程度そういう相談業務も町から委託を受けていますという

形での広報活動も今後もしていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  主要施策成果説明書 49 ページと 50 ページ伺います。49 ページのイ

オル再生事業の中で報酬の関係です。これは当初、ポロト地区コタン再現基本計画策定委員会

を開催するということで。当初５回みていますけども、５回開催する、しないは別として。こ

れはどういうことをされて、何回開催して、策定委員会の開催ですからどういうことをやられ

たのかということ。初期の目的ができたのかどうかということです。 

 次に 50 ページのアイヌ文化の地方の元気再生事業。町長の決算報告でもありますから多少わ

かりますけども、この中で実際の事業、金額大きいのですけど、デジタルコンテンツ作成業務

委託、アイヌ文化の商品開発、それと、誘致活動、それと、魅力向上・発信、若干町長も触れ

ていますけども具体的にどのようなことが行なわれて、その成果はどうだったのか。 

 それと、これは国の再生事業の委託金ですから、国にこれらの成果品が実物として提出され

ていくのか。あるいは写真か何かで報告終わるのか。その辺がどうなっているのか。 

 それと、町長７ページで商品開発、さらに市場調査等行っておりますとなっていますから、

今後、次年度以降、これが単独事業として継続されていっているものが、予算審議はしていま

すけど、その中でちょっと私も特にないなと思っていたのですけど、そういう継続されている

部分があるのかどうか。その辺伺います。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  それでは、まず、１点目のイオル再生事業の報酬につい

てお答えいたします。委員報酬なのですが、これにつきましてイオル再生事業の白老地区の検

討委員会の報酬ということで 21 年度につきましては４回開催しております。それで、延べ 18
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人分の報酬額となっております。中身につきましては、年度ごとのイオル事業がありますので、

それの内容の検討をしまして、それを研究推進機構のほうに要望すると。白老町の要望をまと

めるという委員会になっております。 

 続きまして、地方の元気再生事業の具体的な事務事業委託料の事業の内容ということですが、

まず、１つ目のアイヌ伝統食・工芸品開発販売支援業務委託なのですが、これにつきましては

アイヌ伝統職を活用した新商品ということでオハウのレトルト、いわゆる商品化。それから、

あと、山ブドウのアイスクリームを試作しております。 

 それから、デジタルコンテンツ作成業務委託というのは、これはＪＩＢというＮＨＫの関連

会社の国際放送があるのですが、そちらに 45 分の映像制作を依頼しまして、ヨーロッパ・中東・

アジアを中心に 80 カ国、約１億 1,000 万世帯に昨年 11 月 15 日に放映しております。それと合

わせてＤＶＤの作成を行なっております。また、ホームページもその映像で作成しております。 

 それから、アイヌ文化体験誘客業務委託なのですが、これにつきましてはアイヌ語地名マッ

プを３万部作成しております。21 年度各関係等にも配布しております。 

 それから、移動博物館特別体験学習というのもやっております。これにつきましては、札幌

オータムフェスタの中で講演しておりますが、それと、函館、オーストラリア人を対象にニセ

コでもやっております。 

 続きまして、成果品につきましては報告書という形で国のほうに報告しております。 

 それから、商品開発について 22 年度以降につきましては、地方の元気再生事業が平成 20 年、

21 年で事業仕分けの関係でなくなりましたので、22 年度につきましては北海道の加速事業をい

ただきまして、それで商品開発等を継続しております。移動博物館も含めて継続しております。

以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  今、商品開発続けていますということです。これは具体的に今、品

名聞きましたけど、これに対する製品化は現時点で可能性があるのか。流通的なものに耐えら

れるのかどうか。ただ開発したというだけで終わってしまうのか。その辺が今度どう生かされ

ていくかを伺います。 

 それと、アイヌ地名マップ。これは非常にいいことだと思います。本当はもっと早くから別

な形でつくるべきだったのですけども。それで、これはどれだけ町内のマップとして名前が網

羅されているのか。それと、ある程度学術的な部分に対応できるようなものにつくられている

のか。それと、今、お話ありましたけど、各関係機関に配布したと言っていますけど、町内あ

るいは近郊の各小中学校、高校あたりに配布されてそういうものに活用されているのかどうか。

その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐企画制作課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  まず１点目の商品開発についてですが、商品開発、先ほ

どオハウと、それと、アイスクリームの話もしましたが、まず、その２点については今後、味

も含めてもう少し研究の余地があるということになっております。それと同じく商品開発で携

帯ストラップを２種類つくっております。タマサイとアイヌ文様の木彫りのストラップなので
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すが、それにつきましては実際商品に発展しまして、今、博物館等で販売しております。 

 それと、地名マップなのですがどのくらいのボリュームがあって、内容と配布先というのは

今ちょっと手元に資料がございませんので後で答弁したいと思います。 

アイヌ語地名マップなのですが、委員さんの皆さん見られた方もあると思いますがこのような

ものが配布しております。それで、カ所数については、正確にはちょっと今数えていませんが

大体 40 カ所ぐらい地名が出ております。もし、終わった後、必要であれば配布することできま

す。あと、学校については配布しておりませんので今後ちょっと検討したいと思います。以上

です。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  ちょっと補足説明させていただきますけれども、商品開発に

つきましては当初３カ年事業ということで、それを念頭にして開発してございました。それで、

商品化されたのは今２点。タマサイ、アイヌ文様の木彫りのストラップ。これは完全に商品化

されて、今、販売されております。それと、食品関係２点。これにつきましてはやはりもうち

ょっと時間を要するだろうということで引き続きことしは北海道からの補助金をいただいて、

それを開発しているということで何とか商品化に結びつけたいと考えております。 

 それと、マップの件なのですが、先ほど委員のほうから学術的という部分ございましたけれ

ども、そこの部分についてはちょっとそこまで検証はしておりませんけれども、実は、これを

つくった目的というのは、このマップを使って観光客に実際現地に案内して、この言葉が発す

る名称、地形はこういうものなのだという、そういう理解を深めてもらうことを目的につくっ

てございます。ですから、観光誘客活動のアイテムとしてつくったということでご理解いただ

きたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  ぜひ、この商品開発、頑張っていただきたいと思います。タマサイ

については、聞くところによると引き合いも多いということですので、ぜひ、やっぱり白老町

からこういう形で発信するのはいいことだと思いますので頑張ってほしいと思います。 

 ただ、地名マップについて、今、部長話したのだけど、観光客相手だというのですけど、こ

ういうものをやっぱり地元の人が十分に理解して、そして、私は初めてそれを見るのですけど、

やっぱりもうちょっと地元の人がそういうアイヌの地名を理解して、まちを愛して、それが観

光客来たときに生きてくるのかと思いまして。まるっきり分からない観光客に配ったって、字

ずらだけは追うかもわからないけど、本当にそこに文化あるいは生きている生活のにおいとい

うのはやっぱりそこに住んでいる人方がそれを理解して説明したり、聞かれたときに話すのが

生きてくるものだと思うのですけどもその辺いかがですか。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  当然、これのできあがりを見まして、中身を見ますと、私も

白老に来て 30 年以上たっていますけども、地名とその由来、わからないものがあったのですが、

これでわかると。本当に理解しやすいということで地元の方もそういう意味では十分新たにア

イヌ語の地名がこういういわれがあるのだということが非常にわかりやすくなってございます



 34 

ので、委員おっしゃるとおりに町民の方にもこれからより一層ＰＲして、これをもってして白

老町の一人一人が観光のためのセールスマンになっていただくように、そのようにこれを使い

たいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。ただいまの同僚委員の質問にからみますけども、50 ペー

ジのイオル再生事業についてであります。去年、21 年度がイオル再生事業が始まって４年目、

ことしが５年目になるわけです。一応５年目になると一つの大きな節目になるのではないかと

いうふうには思っていますが、これまでのイオル事業の成果をまとめてみる必要があるだろう

と。きっとまとめているだろうというふうに思いますけども、この４年間、植栽だとか伝承者

の担い手づくりだとか、それから、コタン環境整備だとかいろいろあったわけですけれども、

それらをどう評価するのか。計画の目標でいったら何割方達成しているというふうに判断され

ているのか。そのあたり大まかにお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  イオル事業の成果、何割くらいかということなのですが、

平成 18 年度から始まりまして、一応白老町が先行地域ということで 18 年から始まっておりま

す。それで、平取町が 20 年から同じく先行地域で始まり、一応平成 22 年度で先行地域が終わ

ると。23 年からは本格実施ということで札幌、新ひだか町が新たに入る予定になっております。

それでまず、先行地域と本格実施は何がというと、実際的にそこで大きく変わるものは余りな

いのかなと。それで、イオル事業そのものが伝統生活空間の再生ということでアイヌの人たち

が普段必要な物を植栽なり、植えてそれを使おうという考え方が一つあります。それからいく

と達成率はまだもっともっと長い、20 年、30 年先まで見据えた事業なのかなと思っております。

ですから、達成率については今時点でどのくらいというのはなかなか難しいのかなと考えてお

ります。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  長い目で見なければならないということはよくわかるのですが、イ

オルの中核地域として本当にどんどん計画が進められていってほしいなと思うのですが、いろ

いろ名称がいろいろなことが言われて腰が落ち着かないなという感じもあるわけですけども。

それで、さまざまやっている取り組みの中で、先ほども出てきましたけども、いろいろな取り

組みをやっていることは知っていますけれども、それらの取り組みが他の地域と比べて白老町

の実際のアピール度というのはどうなっているのか。どういうふうに押さえているのか。白老

はよそと比べてこれだけ頑張っているのだというような、そういうものというのはどういうふ

うに押さえているのか。そのあたりを伺います。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  課長申し上げましたように、白老は平取とともにイオル事業

の先行地域ということで当初から国及び道のほうから、白老、平取以外のまちがこれからイオ

ル事業に入っていくわけです。ですから、当然そのお手本となるような整備のあり方、そこに

非常に期待されて事業を展開しているところでございます。ですから、先日、新聞にも載りま
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したけども、新ひだか町でも次のイオルの展開のために基本計画を策定したと。それから、札

幌市でも基本計画を策定したと。それはやはり白老町がどのような形で基本計画を策定して、

それに基づいて事業を実施しているかというようなことを参考にさせてくださいというような

形で町にも訪れ、あるいは関係者との懇談会等を開いてやっている、そういうような部分がご

ざいますので、白老町としてはその先行したイオル事業を道、国から評価されているというふ

うに考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  今、部長お答えしましたが、特にどのようなという具体

的なご質問がありましたので。イオル事業につきましては、平取町においてもチセ等の建設、

環境整備等もしております。それから、植栽等もやっております。ただ、うちのイオルにつき

ましては教育型イオルということで特に体験交流事業、海、山、川のイオルですとか、あと、

教職員を対象にした研修会等が特にほかのまちと違うのかなと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  あと１点だけ。白老がさすがに白老だなと言われるような、手本に

なるような、そういう実践を続けてほしいという応援団のつもりで聞くわけですけども。当初

から植栽ということでかなりの経費をかけていろいろなものを植えてきました。それがあちこ

ちに散らばって、今、植えられているのだろうと思います。それで、実際にはそれらをどんな

ふうに生かしていくのか。今後どんなふうに生かしていくのか。これも相当な長い時間がかか

るのだろうというふうに思いますけども、そういうような植栽にかかわる部分でどんなふうに

見通しているのか。そのあたりお伺いします。 

○委員長（及川 保君）  五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君）  植栽についてでありますが、５地区で植栽等の事業を行

なっておりますが、すぐ使えるものと２、30 年かかるものもあります。例えばポロト休養林奥

に植えていますオヒョウ等はすぐ使えるものではないということがあります。それから、仙台

陣屋に植えているガマだとかにつきましては、１年草ですのである程度使えますが、たまたま、

まだ細いから使えないという状況であります。それから、森野地区に植えているキビ等につい

てはその都度毎年使っておりますので、植えるものによって使う年月が違うということでご理

解願います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。ありませんね。 

 次に進みます。それでは、４款環境衛生費に入ります。主要施策成果説明書は 61 ページから

73 ページまで。決算書は 131 ページから 140 ページまででございます。質疑のございます方は

どうぞ。ありませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  吉田です。きょうは答弁席にグループリーダー等もたくさんいらっし

ゃっていまして、いつもと顔ぶれが違いますので質問するほうも大変緊張しておりますけれど

もお聞きしたいと思います。 

 平成 21 年度から妊婦健診の受診券の発行、14 回発行されるようになりました。21 年度の成

果を見てみますと、母子手帳の交付人数が 118 人であると。妊婦健診を受けられているのが延
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べで 923 人ということは、21 年度の後半に妊娠しますとまだ健診は受けていないので数えると

人数的には少ないなと思ったのですが。私はこの無料健診だけが子供がふえる要因になるとは

思っておりません。ただ、前に質問したときに、出産数が 100 名を切っていたのです。それが

118 名と。自然減が今、人口問題で白老町も大変厳しくなっておりますけれども、こういった

ことも１つの出産数が、母子手帳の発行数がふえているということでは効果があったのかなと

いうことが１点。 

 それから、もう１点は、こういうふうに無料になっても５％ぐらいの方は健診を受けていな

いのではないかというデータがあったのですが、白老町ではそういった心配、地元に産婦人科

がありませんのでそれを検証するということはできないのかもしれませんけれども、そういっ

た心配等は今のところ見受けられないかどうか。その点について伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西幹雄君）  ただいまのご質問でございますけども、私どもについては母

子手帳交付時にいろいろご相談も受けながら、当然健診を受けていただくようなご説明もして

ございますし、また、当然住民登録している方については私どものほうにも来ますけれども、

それ以外の方についても相談では来ますし、また、当然来られた方については全員がそういう

健診を受けるように指導もしていますし、私どもで承ったところでは、基本的には受けられて

いるというふうに押さえております。以上です。 

 やはり、これは大変費用のかかる健診のものでございますので、当然これが無料になったと

いうことは子供を生むにあたって一つの障害になっていたお金がかかるという面について、国

のほうで軽減されたということは大変大きな要素の一つというふうに考えています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  大変安心の出産に臨むということでは、大変安心な施策であるという

ふうに私もとらえております。これは 22 年度までの予算書で書いていますけど、国のほうから

来年度以降について、こういったことに対しての考え方とか支援策、補助体制とか何かありま

すか。それとも、もう今年度で一応。白老町としてはどのようにとらえているのか。その点伺

いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  22 年度以降、特に情報としてはまだ入ってきていませんけれど

も、当然少子化対策ということの重要な１つの事業かなというふうにとらえています。ちょっ

と今、国のほうでどういうふうに考えているか、どういうふうに取り組もうとしているか、把

握を今後してまいりたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君)  この妊婦健診委託で 1,044 万 7,000 円出ているのですが、これは、全

額町負担は何もないということでとらえていいのでしょうか。それだけちょっと伺っておきま

す。 

○委員長（及川 保君）  西健康福祉課著。 

○健康福祉課長（西幹雄君）  これは国がメインで、補助金でやってございますけども、一
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部は町負担ございますので、その一部は町が負担してございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  67 ページの不法投棄の問題なのですけれども。67 ページの・のとこ

ろで 81 万円の支出があります。14 番に２万 2,000 円の支出があります。それで、17 番のとこ

ろにも 15 万 5,000 円の支出がございます。これは当初の予算と比較してみましたら、例えば不

法投棄対策のところ 81 万円使っているのだけども、118 万円の予算ついているのです。それか

ら、不法投棄防止対策。これは６万 5,000 円の予算のうち、２万 2,000 円になっているのです。

全部足してみますと、予算が 140 万円に対して決算が 98 万円ぐらいにしかならないのです。不

法投棄がふえているのではないか。あるいは地デジの対策のためにテレビが投げてあったとか

何とかという話も聞くのですけれども、こういう状態の中で予算がまるまる使われなかった理

由というのはどういうことなのか。そのあたりを伺います。 

○委員長（及川 保君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）  不法投棄の関係についてご説明いたします。予算の対比に

つきましては、今ちょっと手元に予算対比のものも持っていませんので、ちょっと時間をいた

だきまして後でもう一度答えたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  答弁保留といたします。ほか、ございませんか。２番、前田博之

委員。 

○委員（前田博之君）  72 ページのバイオマスの関係で伺います。忙しい中、職員の方、多

くの資料を出していただきましてありがとうございます。ただ、バイオマス燃料化施設の決算

状況、収入支出の資料出ていますけども、肝心な 21 年度の総生産量とか、そのうちの規格もの、

規格外のもの、いくらというのが記載されていないのです。これはやっぱり主要成果説明書で

すから、ちゃんと残しておかなければならないと思います。量的なこともある程度聞いていま

すけども、もう一回担当のほうからはっきりその数量を示していただきたいと思います。それ

があればコストも出せたのですけども、それによって当初、議会でも十分に議論されていまし

たけども、当初の製造コスト、トン当たりのコストと、最終的な決算で数字が出た場合のトン

当たりのコスト単価、これがいくらになったのか。そして、もし、それがかなり差があれば、

どこに原因あったのか。私も過去はその後の部分は言っていますけども、これはこれで一つし

てください。 

 それと、バイオマスの管理業務委託仕様書の中の１ページに、これも処理能力が固形燃料化

の施設が 24 時間で 36.6 トンとこうなっていますけど、ほかの委託契約の契約を見たら、この

容量は書いているのですけど、今まで議会でも議論されていますけども、実際にこれだけの生

産ができなかった場合のクボタの責任のとり方、補償の仕方、そういう部分がこの契約書にそ

れらしくここでうたっていないのですけども、それらはどうなっているのか。これは私も含め

て議会で再三議論されていますので、その辺整理されているのかということです。 

 それと、管理委託仕様書の５ページ。この中に７で生成物の品質とあるのですけど、この中

に「乙が製造する生成物の品質はバイオマス燃料化施設建設工事実施設計図書云々」で、「記載

されている品質仕様と日本製紙株式会社白老工場との品質基準覚書を遵守するのだ」というこ
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とになっています。そうすると、このときにいろいろな経過の中でいけば、生成物できるのが

0.3 いっていないわけです。そして、副資材をやって 0.3 を下げているのですけど、この辺の

解釈の兼ね合いはどうなるのか。だから、日本製紙がこういっていることですから、0.3 をク

リアさせるのが副資材ではなくて、それも含めてクボタがその製品をちゃんと入れるという解

釈なのかどうかということです。前回、課長に聞くと、副資材は白老町が買って与えて下げれ

ばいいという話をしましたけど、その辺の条項というのか、条文はどういうふうになっている

のか、ちょっと伺います。 

○委員長（及川 保君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  ３点ほどご質問ありました。まず、生産量あるいは処理量です。

これはちょっと明記していなかったこと申し訳ございません。それで、21 年度の数値的なもの

でございますけれども、まず、高温高圧処理したゴミ処理の総量、これは約 6,613 トン、その

ようになってございます。あと、高温高圧処理をして生成物をつくり、そして、固形化して燃

料をつくるという工程になるのですけども、最終的にでき上がった製品でございますけれども、

総量 2,620 トンでございます。このうち、規格外 1,236 トンという形になってございます。規

格内 1,383 トンです。四捨五入の関係でちょっと合いませんけど、そのようになってございま

す。 

 それであと、製造コスト等という部分でお話ございましたけれども、まず、処理工程が２工

程に分かれているということで、それぞれ分けなければならないということでエネルギー関係

も一応基本的な当初の計画の案分で計算してございます。それでまず、高温高圧処理のほうの

ゴミの処理という部分での１トン当たりの価格につきましては、１万 3,764 円。あと、燃料の

ほう、固めていく部分につきましては、昨年度の先ほど言いました 2,620 トン、これをベース

に計算をすると２万 6,300 円という形になってございます。当初見込んだ部分との違いという

ようなこともご質問にありましたけれども、21 年度の予算を組んだときの数値での見込みとし

ては、高温高圧処理では１万 7,160 円、１トン当たりの処理を見込んでいましたから、ここの

部分では約 3,000 円ちょっと下がってきているということになります。ただ、固形燃料の生産

につきましては、当初一番最初の計画では１万 1,000 トンということで見込んでいました。こ

のときの製造コストとしては 7,810 円ということでしたから、ここの部分では量的に何分の１

かになったということでかなり結果的には上がっているということです。この部分は昨年十分

な運営ができなかったということで反省してございます。 

 次に委託契約書の仕様書の関係で何点かご質問ございますけども、まず、仕様に関する責任

の部分でございますけれども、処理能力につきましては一応建設したプラントの能力、これを

ベースに昨年度は仕様書をつくってございます。これは当初、工事の仕様書をベースにやって

いるということでございまして、十分な能力が発揮できない場合の責任の部分というのは、も

ともとつくった建設工事の部分での性能保証ということになろうかと思いますので、ここの部

分は機能改善工事等を昨年度から行ないまして十分クリアするように努めてきているというこ

とでございます。まだ最終的な検証は終わっていませんので補償期間をいつからとするかとい

う部分もございますけれども、ここの部分は今、確認等を進めているところでございます。 
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 次に、品質基準につきましては、これも工事とのかかわり合いがございますけれども、品質

基準を順守するということで当然プラント自体もつくるときはそういう目標、そういうような

基準で。または実際、建設でできたものが、そういうものが確保できたと前提の中の今回の委

託契約ということにしてございます。そういう部分で関連する部分はございますけれども、こ

れにつきましてもプラントの最終的な検証、そういう中で当然確認等を行なって、もし、つく

ったプラントが最終的にその能力に達していないということであれば、そこの部分はきちんと

最終的な対策を講じていただくという考え方でございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  私が質問しているのは、この事業が始まるときに町長にもお話した

のですけども、莫大な町税を投入してやるので、そのときは、かかる経費以外は中で効率的に

し、今、部長も話あったように、クボタと十分話をしてなるべくランニングコストの補正はし

ないとこう言っています。だけど、決算書を見るとかなりの数字出ていますけども。そこまで

言いませんけど。私が言うのは、財政厳しいですからできるだけ、絶対かかる経費は縮減して、

税金をなるべく投入しないという形の固い意志で運営してほしいと思います。当然、今、部長

言ったように、クボタのほうにもいろいろな委託契約とかそういうものをひも解いていけば、

それなりの部分もありますので、そういう責任分担をはっきりした中でぜひやっていっていた

だきたいなとこういう意味で言っておりますので、その辺の考え方を後で答弁いただきます。 

 それと、ちょっと変わりますけども、環境衛生センターに積んでいる生成物は何トンあるか

伺います。 

○委員長（及川 保君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）  現在、環境衛生センターにある生成物の量についてですが、

約 2,500 トンでございます。 

○委員長（及川 保君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  １点目のこの事業に要する、また、この施設の運営に要する経

費を極力少なくと、そういう部分のご質問でございますけれども、今回 20 年度は広域処理とい

うことで、登別で処理していると。それで、21 年度は新たな施設をつくってスタートしたとそ

ういうことでございますけれども、実際 20 年度と 21 年度のゴミ処理全体に要する経費がどう

いうふうになったかとそういう部分でちょっとご説明しますと。20 年度の決算でいきますと、

運営面では一般財源の投入している額、ゴミ処理全体では約３億 5,000 万円ほどでございまし

た。そして、21 年度の決算、この燃料化施設も含んでいますし、そのほかの燃えないゴミの広

域処理とかそういう部分も含んでございますけども、それらを合わせると約３億円ということ

で 5,000 万円ぐらい縮まってございます。ただ、ここの縮まった部分としては 21 年度、日本製

紙からの寄付分 2,000 万円ありますので、実質的には 3,000 万円以上縮まっていると。そうい

う部分では当然ゴミ処理経費全体の中でこの仕組みをつくることによって経費をかけないよう

な形で進めているということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  トータル的な部分は私も前、10 何億円の部分でかなり減りましたと。
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トータル的にいけば、そういうふうに逆に落ちていっているわけです。今の部分ではわかりま

す。ただ私はあの施設としてそういう効率的なコストをかけないような形で運営していくよう

な気持ちが大事でしょうとこういうことを言っています。トータル的な部分はわかります。 

 それで今、環境衛生センターの 2,500 トン聞きました。私はあそこへ行ってこの前見てきた

のです。その前にも行っていますけど。そうすると、あの置き場所、かなり広範にわたってい

ます。そして、ブルーシートをかけているのです。ですけど、ブルーシートはもう劣化して飛

んでしまっているのです。そして、じかに地面に置いているのです。そうすると、詳しい生成

的な話は別にして、あれをやると、あの保管袋ももう劣化してきているのです。多分、雨水が

浸透というか、浸入しているはずなのです。そうすると、生成物の成分が流出して、成分が溶

けて地下に浸透し、あるいは周辺に流れているのではないかと思います。多分こちらから、右

から行けば、課長は大丈夫だというけど、左側はまるっきり。わかりますよね。通路から行っ

て左側にかなり置いているのです。あれはやっぱり溶けて出ると地下に浸透するし、地域に、

川等に流れる可能性も十分にあるのですけども、その辺の公害的な、設置場所によっての心配

あるのですけど、その辺の現場を見てどういうふうに理解しているのか。あるいは今後の対策。

あれはやっぱりブルーシートではなくて、もっと頑丈なシートで保管をし、下のほうにも浸透

したものが漏れないような形でやっておかないと、今後大きな問題になる可能性もあると思う

のですけどもその辺いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）  環境衛生センターに置かれている生成物の関係ですけれど

も、定期的にこちらのほうで見に行ったりとかそういうことは実際しておりますけれども、今、

委員言われたとおり、シートがはがれている部分とか劣化している部分が当然あります。これ

につきましては随時、改善していくと、直していくというふうにしていきたいと思っています。 

 それと、雨が降って生成物が濡れた段階で流出するということが考えられますので、今使っ

ているシートとかはちょっと弱いタイプなのです。ですから、もう少し強いタイプのものに変

えて流出をしないように対策をとっていきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  やってくれるというのですからいいのですが。あそこに結構、町民

の方がごみを投げに行くのです。そして、奥に行くと見えてしまうのです。そういうことで町

民の方が見て、私のような不安を感じる場合もあるので、事前にそういうことを不安なくして

おかなければいけないかなと。そういう意味で私は言っていますので、ぜひ、そういう対応だ

けはしておいてもらったほうがいいかなとこう思います。 

○委員長（及川 保君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  この生成物は施設の稼動が順調にいけば、なるべく早く再生し

て使うということで保管しているというものでございますけども、一応ぬれている部分につい

ては、燃料として質の部分では水処理等と行ないますので水分的なものはそういう形で特に問

題ないと思いますけど、ただ、今、委員ご指摘の環境面ですが、ここの部分はしっかりと現地

も確認しながらきちんと保管してまいりたいと思います。 
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○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ２時０８分 

                                           

再  開   午後 ２時２０分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

それでは、先ほどの斎藤委員の質問に対しての答弁でございます。竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）  先ほどの不法投棄の不用額の関係についてご説明いたしま

す。ページが 67 ページの・の不法投棄対策経費についてでありますけども、当初予算が約 120

万円です。執行額が 80 万円。差し引きますと約 46 万円ほどの不用額となっていますけれども、

この不用額につきましては不法投棄のゴミを回収する委託料でございます。それで、ぎりぎり

までそれを持っていたと。例えば３月 31 日に投げられた場合に対応するために持っていたとい

うのが理由でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  斎藤です。わかりました。先ほど不法投棄がふえているのではない

かという話をしたのだけども、最近の不法投棄の状況、傾向はどうなっているのか。そのあた

り、どういうふうにつかまえていますか。 

○委員長（及川 保君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）  不法投棄の平成 21 年度の実績ですけども、不法投棄の件数

としましては 180 件、前年より２件ふえています。それで、不法投棄の回収量につきましては、

４万 3,450 キログラム、約 43 トンです。前年より約 1.8 トンふえております。傾向としまして

は、前年とそんなに大きく傾向が変わっているということはございませんけども、以前として

大規模ではないですけども、小規模な不法投棄があるということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  わかりました。こう見ていて、不法投棄の重量のあるもの、重機を

借り上げて処理をしている状況があります。それがかなり少なくなったのではないかなという

ふうに見えたのですけども、そういうような重機をもって片づけなければならないというよう

なものが減っているというのは事実でしょうか。 

○委員長（及川 保君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君）  重機を使って不法投棄を回収するということは年々減って

おります。大規模で、なおかつ、例えば道路下というのですか、川の中に投げられるとかそう

いったことで不法投棄がされるというのは、少しずつは減っています。ただ、虎杖浜のほうに

いきますと、アヨロ川、あちらのほうですとテレビがそのまま投げられたとかということがあ

りました。これはうちの職員が重機使わないまでも川から引き上げているという現実はありま

すけども、大規模な重機を使って収集するということは減っているという状況です。以上です。 

○委員長（及川 保君）  それでは、次に５款。 

○委員（斎藤征信君）  委員長。次のところへ行く前に環境衛生のところでもう１点だけ聞
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くことはできませんか。 

○委員長（及川 保君）  それでは、元に戻ります。環境衛生費の中で斎藤委員の質問を認

めたいと思います。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  70 ページの浄化槽のところで浄化槽の設置について、21 年度で 11

基つくって、ことしは 12 基を予定しているというふうになっていましたよね。それで、下のほ

うを見ますと 20 年に申請が 16 件、合わせると 32 件の申請がある。32 件申請があったうちの

11 件が整備されたと。それでは、残りは次の年になると、次の年にまた申請が出てくるという

ような状態が生まれるのではないかと。これは公共下水道が中心になって浄化槽になった。こ

れは申請があれば、できるだけ早く実現してあげなければならないものなのだろうというふう

に思うのですけれども、あの地域の申請数というか、必要数、需要数というのがどういう状況

にあって、そういう需要に答えるためにはどのぐらいかかるのかというふうに押さえているの

か。そのあたり聞かせてほしいのです。 

○委員長（及川 保君）  須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君）  今の浄化槽の推進の関係でお答えいたします。今、気がつ

いたのですが、大変申し訳ございませんが浄化槽の設置状況の数字に誤りがあります。大変申

し訳ございません。それで、ちょっと訂正をお願いしたいと思います。１番下部の部分になり

ます、70 ページの。設置申請件数が 32 件ということになってございますが、これにつきまし

ては 21 年度末現在 21 件になります。大変申し訳ございません。「内、20 年申請云々」と書か

れてございますが、そこが「内、21 申請件数で４件」になります。大変申し訳ございません。 

 それで今ご説明した数字に改まったということで、この内、11 件の浄化槽の申し込みがあり

まして進めてございます。平成 22 年度に 10 件ということで、残りがほとんど解消されている

現状にございます。なお、平成 22 年度新たに新規の申し込みが３件ということですので、23

年度の予算は 10 基の予算をもちまして、その年度の合わせた申し込み件数を含めても今の状況

でいけば、希望者には全員その年度内で助成できるというような見込みで考えてございます。

それで、この浄化槽につきましては、非常に現在住まわれている方も高齢化していたり、いろ

いろな条件で、例えば下水道の受益者負担金の関係で折衝したりする際に、やはりもう高齢で

水洗もいらない、浄化槽も必要ないという方は確かにふえてきていることは事実でございます。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  わかりました。この数字が本当に満たされるまでにあと３年も４年

も待たされるのではないかという心配をしたものだから、今、伺ったのですけども、その年度

内に大体完成していくのであれば、それはそれで満足です。それはいいと思います。 

 ただ、前に浄化槽をつくりたいけども庭がなくてできないとか、場所がないのだというのが

かなりあったと思うのです。そういう相談何かで全部そういうものは片付いたのかどうか。そ

のあたり。 

○委員長（及川 保君）  須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君）  設置場所の問題等で実際に設置する場所がないような方に
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つきましては数件私どものほうでは押さえてございますが、現在のところは進んでいないとい

うのが状況でございます。それで、これにつきましては、道路用地の下につくるわけにもいき

ません。ただ、その方の土地の利用場所、それがかなり管整備、こういったものも含めるとお

金が非常にかかるために現在の助成の金額では到底まかなえないということで進んでいないの

が現状でございます。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  14 番、氏家です。ここで聞くべきなのかちょっと迷ったのですけど

も。町内の草刈りのことなのですけども、ここでよろしいですか。町内の草刈りというのでは

なくて、白老町に河川が海に向かって流れています。これが道の管轄の河川が多分小さい河川

だと思うのですけども、例を言いますと、今、新しく萩野にコープさっぽろというものができ

まして、そこから日本製紙寄りの所に細い河川が１本流れているのです。昔、北斗総建さんと

いう会社があった所の脇の河川です。あれは道の管轄だということで聞いていたのですけども、

それに間違いないかどうか確認したいのですが。 

○委員長（及川 保君）  安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君）  今、氏家委員の言った場所はまだ道の河川で、フシコベツ川が

ことし完了しますので、その後、町に移管になりますけども、現在のところは道所管でござい

ます。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  私がなぜ、今その話をしたかというと、本当にまちの中なのです、

あそこは。それが、河川が見えないほど木が生い茂り、そして、草がそれこそ１メートル 50

センチメートルからそれぐらい覆いかぶさるようにしてあそこにあるというのが余りにも見栄

えがよくない。これは北海道に言うべきことなのでしょうけども。ましてや、あそこには住宅

がございます。そして、その河川の脇を人が歩く道があるのです。それで今、不法投棄問題何

かも出ていますので、そういった面ではああいった住宅街の本当に細い河川なのですけども、

やっぱり北海道に言うべきことは町から言っておくべきことではないのかなと私は思うのです。

白老町内、本当にいろいろな方々の協力をもらいながら草刈りだとかそういったことはやって

いますけども、町でできないものについては、北海道に言うべきことは言っておくと。これが

また山の中の河川ではないので。まちの中に流れ込んでいる、住宅街にある河川でありますの

でそういった面に関しては、私は言うべきことは北海道にしっかり言って、例えば定期的に２

年に１回なり、そういった維持管理にしっかり努めてもらうくらいのことは言っておくべきで

はないのかなと思いますけども、その辺についての考え方だけお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  場所の確認をきちんとしたいので、後ほど図面をもって、

間違いがあったら大変なことになります、場所をきちんと確認したいと思います。また、北海

道管理とあれば、当然北海道のほうにお願いはきちんとしていきますし、町の管理であれば、

こちらのほうで対応しなければならないと思いますので場所の確認を一つお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 
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○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  私、せっかく白老町、今、環境の問題だとか、不法投棄の問題で一

所懸命取り組んでいる中で、本当に住宅街の中で例えば防犯上も余りよくない、そう思うので

す。できれば、そういった場所を確認して、今、部長言われたとおり、道の管轄であれば、や

っぱり道にちゃんと物を申しておく、また、町でできるものであれば、町でしっかり対応して

いくことが防犯上、また、不法投棄上必要なことだと思いますので、ぜひ、21 年度決算で聞く

話ではなかったかもしれませんけども、今後の対応もありますのでしっかり取り組んでいただ

きたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君)  今、河川の例ということでご質問ございましたけども、市街地

の中で実際管理がどうなっているかわからないところでの茂みとか立ち木とかそういう問題が

あろうかと思います。一般的な草刈りは各町内会に毎年照会して、その分は不在地主に連絡す

るように努めておりますけれども、こういうような部分についても町内会あるいは地元からそ

ういうようなご指摘があればきちんと所有者を確認する中で要請してまいりたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  それでは、次に移ります。５款労働費に入ります。主要施策成果

説明書は 74 ページから 75 ページまで。決算書は 139 ページから 142 ページでございます。質

疑のございます方はどうぞ。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  74 ページのワークステーションについてちょっとお伺いします。一

時的には白老のワークステーション、求人倍率も１を超えるほどの成果は上げていたというよ

うな時期があったと思うのですけれども、今はどうなっているのでしょうか。以前、求職者と

求人の間でミスマッチがかなりあったと。職はあるのだけども、なかなか人が見つからないと。

話をしても、その辺の違いがあって、なかなか思うように進まないという状況があったと思う

のですが、最近の傾向はやっぱりそれが続いているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  ワークステーションの状況でございます。21 年度の実績で

申し上げますと、ワークステーションでの求人があったものにつきましては、企業数 229 で、

求人数が 631 というそういう数字になってございます。実際、４月から３月までに登録された

方が何人いるかということですが、372 名の登録があります。ですから、単純にいいますと登

録者数、いわゆる求職者数が 372 名ですから、委員おっしゃるとおり１以上の数字があると、

倍率としては。単純にいうとそういう形になってしまうわけです。ただ、委員のほうからもお

話あったように、実は採用の決定者はこの年、21 年度は合計で 54 名になってございます。で

すから、登録した方の中の 372 名のうちの 54 名ですから、まだまだ職に就いていない方がいら

っしゃるということは事実でございます。その理由が今、委員おっしゃったようなミスマッチ

という部分でございます。やはり求職者からすれば、やはり時間単価ですとか、もしくは休み

の日ですとか、そういうものがなかなか企業さんが要望されているのと合わない。直接ワーク

ステーションの担当者とよくこういう実態がどうなっていることの話をするわけですけども、

やはりその辺がうちのほうからもご紹介してもなかなか結びついていかない、そういうような
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実態にあるということでございます。ただ、やはりこの辺、私どももせっかくこれだけの求人

があるわけですから何とか結びつけていけるように、それは相談に応じて対応していきたいと

このように考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  企業のほうの要求が難しいのか、そこを求めるほうがわがままなの

か、ちょっとその辺はよくわかりませんけども。できるだけいい職が見つかればいいなという

ふうには思っているのですが、そんな中で企業訪問をやりながら求職者を開拓してきたという

ことでは、21 年度はどのくらいの数字になって、そのうち正職で納まった人というのはどのく

らいで、長続きしているのかどうなのか。そのあたり聞かせてください。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  21 年度の訪問企業数は合計で 1,007 件です。これだけ歩き

まして最終的には先ほど言いました求人数が出てきたということでございます。それと、先ほ

ど 54 件の採用決定ということでお話しましたけども、この内 21 名が常用での雇用、それで、

33 名がパートでの雇用、このようになってございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。ございませんね。 

 それでは、次に進みます。 

 元へ戻ります。５款労働費の中で。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  14 番、氏家です。１点だけちょっとお伺いしておきたいと思います。

ワークステーションに絡むのですけれども、苫小牧の職業訓練センター、これが今後どういっ

た方向性になっていくのか。運営の方向性がまだ定まっていないと、そういう状況にあると報

道でも聞きます。白老からも職業訓練センターを活用して就職活動されている方が何人かいら

っしゃるのではないかと私思うのですけども、その辺の実態と、それから、この胆振管内に苫

小牧しかないのです、職業訓練センター。それで、国からの、厚生労働省だとかからの支援制

度だとかそういったものを職業訓練センターを使ってやりましょうというふうにして訴えてい

るのに、なおかつ、それを廃止に追い込むというのは、前にも私、何かの場面でお聞きしたこ

とがあったかと思いますけども、白老町として苫小牧市さんといろいろな部分での連携はして

いるのではないかと思いますけども、その辺についての考え方をちょっと聞かせてください。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  まず、実態のほうからお話させていただきますと、平成 21

年度で職業訓練センター、こちらのほうを利用されている方が 9,500 人ほどいらっしゃるとい

うことなのですが、そのうち白老町の部分では 82 名ほどが利用しているということで、パソコ

ンであったりですとか、それから、フォークリフトの資格ですとか、そういう訓練を受けてい

らっしゃるということですから、100 人弱の町民の方が訓練センターを利用されていると、職

業訓練のためにです。ですから、私どもはやはり訓練センターの存在というのは必要ではない

かというふうに考えてございます。 

 それと、その方向性でございますけども、委員おっしゃるとおり、道内では苫小牧、それか

ら、北見、釧路、滝川の４カ所でございますが、すべて 22 年度中に国はいわゆる廃止というこ
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とです。これは一度、道が委託を国から受けて、地元の市なりが補助金等を出しながら、近隣

の町村と合わせながら補助金を出して運営協会というところで運営委託を受けて実施している

とこういう状況になってございまして、今、私のほうも苫小牧市の商工のほうに課長のほうと

もお話していますけども、私どもも当然利用している町民がいますので、一体となって、もし、

運動が必要であれば行ないたいということのお話は伝えてございます。先だって、センターの

事務局長さんが見えられておりまして、この内容についても確認をさせていただいております

が、基本的には、国はその建物の評価額と壊す額、この差額、例えば壊す額のほうが多くなれ

ば、いわゆる無償でその建物を譲渡すると。できれば、地元自治体に譲渡するという考え方を

持っているという中なのですが、ただし、苫小牧の場合は年数がかなり古いということで、問

題は今後の維持管理、いわゆる修繕にかかるお金等が今後発生するだろうという中で第１次的

には道が委託を受けているのだから、道との協議を今、進めているというそういう状況にある

ということです。その辺のお金を最終的に地元自治体だけで負担するのか、道も負担するのか、

近隣町村も含めて負担していくのかどうかというこういうところで今、交渉をしているという

状況でございます。苫小牧市のほうからのお話では国に対してもその辺の維持管理の部分につ

いても何とかならないのかと、こういう要望を上げているとこういうことでございます。４つ

のセンターが連携して、今、取り組んでいるとこういう状況になっているということでござい

ます。当然、私ども、これらについては注視していますし、町としても出て行く部分があるの

であれば協力してやっていきたいと、このように考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君）  わかりました。ぜひ、この大事な、白老町から 80 数名が行って、そ

ういった職業訓練を受けながら頑張っていらっしゃるということを考えれば、本当に大事なセ

ンターだと思います。今後もやっぱり期待されるセンターだと思いますので、ぜひ、白老町だ

けではなくて近隣の町村はそういった協議会を早めにもし、持てるものであれば、しっかり苫

小牧市さんあたりと協議をしながら維持に努めてもらいたいと思います。 

 それで、１点だけちょっとお伺いしておきたいのですけども、厚生労働省のほうから生活支

援給付、月額給付、訓練センターに行きながら給付を受けられるという制度があります。大体

10 万円から 12 万円ぐらいの給付額を受けられる制度になっていると思うのですけども、この

制度というのは今後もまだ続いていく形では、廃止にするとかという話は聞いていないのです

けども、もし、そういった情報があればお伺いしておきたいなと。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  具体的に今の支援制度が継続される、もしくは廃止される

という具体的なお話としては私どもも聞いてございません。もし、そのようなことが直近で入

れば、それらについては当然町民の皆さんにも周知しなければならないことだと思いますので、

そのときにはすぐに周知したいとこのように考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  それでは、６款農林水産業費に入ります。主要施策成果説明書に

ついては 76 ページから 81ページまで。決算書は 141 ページから 146 ページまででございます。

質疑のございます方はどうぞ。２番、前田博之委員。 
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○委員（前田博之君）  78 ページの白老牛消費拡大事業に関連して、白老牛ブランド化推進

銘柄協議会ですけど、いただいた資料あります。肥育牛の頭数の推移と肉牛価格の偏差。これ

を見ると、町長はじめ職員の方が畜産の関係、白老牛肥育に力を入れようということの数字が

18 年から端的に数字が表れて、今、236 頭、21 年はおります。ただ、残念ながら価格を見ると

下がってきているのです。これは非常に厳しい部分あるのかなと思います。そういうことを含

めて 22 年度に新たな振興対策を打ち出していますけど、それは別として。これが一つ一つつな

がっているのかと思いますけど。実際に和牛センター、去年、非常に厳しい状況にあったので

すけど、今これだけ和牛も地元で消費されるようになりましたけれども、昨年の和牛センター

の現状と、それに付随して白老の和牛肥育の生産頭数が今 236 頭になっていますけど、現実に

これを一般の農家飼っていますけれども、企業は別として実際に消費と対応できるだけの数を

確保できているのかどうか。その２点を伺います。 

○委員長（及川 保君）  高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君）  最初に２点目の消費の関係なのですが、まず、委員ご存

知のとおり 236 頭ほど肥育してございます。ただ、今、銘柄推進協議会の中で企業畜産も入っ

てございますので、企業畜産のほうでは 800 頭ございますので、需要と供給ということでは今

後銘柄推進協議会の中で検討してまいりたいなと思ってございます。 

 それと、和牛センターの現状ということです。昨年の状況でございますが、平均価格ですが

85 万 1,000 円ほどになってございます。平成 17 年、16 年当時は高く引き取りもあったようで

すけども、現状としては、昨年は最悪の状況で 17 年、18 年当時から見ると 25 万 7,000 円ほど

マイナスになってございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  私も農家のところをいろいろ歩いていくと、現実に本当に非常に厳

しい状況があるのです。一方では確かに行政のほう、あるいは協議会で努力して浸透している

ことは私も評価します。ただ、現実問題として非常に厳しい状況あるのですけども、その辺で

農家の方が、22 年度に予算臨時として政策組んだということは別にして、現実の問題として非

常に資金繰りとか、牛の逆に頭数がふえることによって品質がいつできるのだろうかとそうい

う懸念も出てきているのです。ですから、そういう和牛センターの中で多分そこに預けている

農家の人方の持ち出しが結構多くなっているのです。経営ですから対策云々ではなくて、その

辺の認識の部分がどういうふうに農家の方と話されて、どういう経営改善をしなければいけな

いのかと。22 年何ぼの補助は別にして根本的に。あるいは頭数をふやさなければいけないのか。

どうあるか。そういう部分を今現在、農協も入って議論されているのかだけちょっと押さえて

おきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  今の現状なのですが、21 年の４、５月ぐらいまでは素牛価格

も 50 万円近く、48 万円とか 49 万円。それが昨年の６月、７月ぐらいから大きくダウンしてご

ざいます。そのためにはやはりコストダウンを図るということが急務だということでえさ代だ

とか子牛を１カ月程度育てるわけですから、そこにかかる経費をできるだけ削減するというこ
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とは話し合いによって、皆さん方一番苦労しているところです。例えば、敷きわらをどうする

だとか、えさはこういうものが安いだとか、いろいろそれは話し合いをされて、町はそれを受

けまして町でできる範囲内での助成制度として今年度の予算に反映させていただいたところで

ございます。 

 しかし、ご存知のとおり、牛肉の価格、この間、宮崎県の口蹄疫の問題もありまして、実は

枝肉がダブついている状況なのです。まず、輸出がとまりましたから。全く在庫がだぶつきま

して落ちてきていると。そして、それがやっぱり子牛のほうまで響いてきていると。一時期、

子牛のほうが宮崎県、鹿児島県等で市場が閉鎖されたということで価格が高騰した時期も若干

ありました。それで今はそれよりちょっと下がって、それでも最低価格よりは若干上がってい

るような状況にはございますけども、まだ横ばいというような状況です。そういった中でこと

しの補正予算でもありましたけれども、いかにしてうちの出荷する、白老が出荷する素牛が市

場で高い値段がつくかということで血統だとかえさだとか飼育の仕方、それと、値段の相関関

係、その相関関係をきちんと整理するのが大事ではないかと。それが議論の糸口ではないかと

いうことで６月に補正予算上げさせていただいたものでございます。そういったことで農家の

方の考え方、それから、育て方、そういったものをみんな科学的に、そういった統計学的に処

理して、今後どうしていくかという話し合いについては今そういう形で進んでいるところでご

ざいます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君）  担当の職員がよく農家を回って一所懸命やっているということは私

も聞いています。ただ、大きな問題は農協が合併したことによって、非常に農協の営農指導体

制が脆弱になってしまっているのです。本来は、白老にもそういう営農指導あるいは和牛等に

長けた人がいて、毎日現場に足を運び指導していたのです。しかし、今どれだけ農協が白老の

支所に農家の人のために営農指導で入っているかということなのです。そして、部長が今、私

たちも補正予算認めましたけど、コンピューターでいろいろな数字を出して、相関関係やって、

それを生かすと言っていますけど、現実にそれを使えるのは農協の営農指導員あるいは道の農

業普及員ではないとだめなのです。私はこれをもって町の職員に現場行って何かすれというこ

とはちょっと酷だと思いますし、数字的なものをどう農家の人方、あるいはそういう関係団体

が使うということだと思うのですけども、その辺の営農指導の農協の体制が白老町としてはど

れだけ認識して、どれだけ働きかけていて、農家の人に応えるだけの指導をしてくださいとこ

う言っているのかどうか。あるいは、町の職員も農協あるいは道の農業普及員と一緒について、

白老の現状を話して改良するというような部分がどこまでにいっているのか。その辺のところ

を伺います。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  ただ今の質問で私、課長時代もちょっと担当していましたので。ま

ず、今のご議論なのですが、確かに５、６年前にだいぶ高い時期があって、どんと落ちたので

すが、実はその時期に私のほうからも、これは素牛が今、大変なのです。ですから、素牛に特

化してやると、こういうときがあったら、当時、今の価格は本物ではないと、絶対落ちますか
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らという指導もしていました。それと、その分肥育もバランスよくやるべきだということをか

なり私も農家の人に言ったのですが、何せ素牛が高かったものですから手間のかからないほう

でもうけるほうに特化してやったと。これは農家の人たちも今回は教訓だと思います。 

 それと、営農指導体制です。私は当時の農協の体制を見ていますし、今の実は見ています。

農協も先週、私も６回か７回は農協のほうへ行って、いろいろ話をしてきます。農家の人と話

もだいぶするのですが、営農指導体制はその辺が農家の方が言われるのであれば考えなければ

ならないなと実は思っています。 

 それと、普及員です。農業普及員、結構こちらへ来てやっているのです。ですから、その辺

ももう一度農家の人たちと話をしたいと思っております。ただ、一番はこの白老のブランドの

価値を、まず、肉の価値をどんどん上げて、その辺農家の人たちに協力してもらって、肉の価

値が上がると肥育の素牛までいくものですから、そういう手立てをやるにはもうちょっと時間

かかるかなと思っています。総じて、今、農協と役場、そして、ＪＡ、普及所ともうまくいっ

ています。実態調べて対応したいと思っていますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。 

 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ３時００分 

                                           

再  開   午後 ３時１５分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 ６款農林水産業費。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  ５番、山本です。80 ページから 81 ページにかけましての水産振興

費の中でちょっと伺ってみたいと思います。ウニの種苗放流事業ですとか海の畑づくり事業、

非常に力を入れておりまして、今、潜水漁法も若手の漁業者が率先して潜水漁法に励んでいる

という状況でございますけれども、前に一般質問させていただきましたけども、各地の港湾を

素潜りで渡り歩いて高価なナマコですとか、高価なバフンウニをねらっているという状況が今

でも相当続いていて非常に困っているというお話も漁業関係者から伺っているわけですけども、

法的な措置がない港湾内での素潜りということでございますけども、現状どのようになってい

るのかということを伺ってみたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君）  白老港の素潜りによるウニ等の採取でございますけども、

これについてはもう５年ぐらい前から素潜りで相当量のウニが取られていると。その中で先ほ

ど委員がおっしゃっているように、平成 19 年から潜水部会を設けて、ウニ、ナマコ等の特別採

捕で取っているわけですけども、当然、あの方々については素潜りということで潜水機等は用

いていないですから法的には何ら問題ないと、そういった部分がございますので胆振振興局、

道と協議してございます。それで、その中で今やっている場所、漁港区については漁業権を放

棄しているのです。そういった部分で再設定というのも可能ではないかということまでは伺っ

ているのですけども、最終調整は漁組のほうで漁業権再設定というふうになりますので、先日
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も支所と調整して早急に、早めに漁業権の設定をしてまいりたいなと思ってございます。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  今の点なのですけども、私が一般質問で質問させていただいたとき

に同じような答弁でございまして、次の日の報道には漁業権設定へというような見出しも出た

ぐらいです。ですから、その辺の進みぐあいというか、やはりこれは町と漁協と道と本当に強

力に推し進めるというようなことでやっていただきたいなというふうに思っておりますけども、

ハードルが非常に高いという話も聞いております。この点について、高畠部長どうですか。見

解をお聞かせ願いたいのですが。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  一応、漁業権を放棄してございますので、確かにそれを再復

活ですからハードルは高いというふうに話は聞いております。ただ、金銭補償をして漁業権を、

あそこを放棄したわけではございませんので、そこの部分は金銭補償をしていないという部分

では、その復活については道のほうも前向きに対応していただけるということのお話は伺って

ございます。そういったことを受けまして、今、当事者である漁組と話し合いの場を設けて事

務的に今後進めていくという、今、そういうところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  今の港湾内の漁業権の設定のお話はわかりました。 

 それで、この間ちょっと、これも報道での話ですけども、道東のほうですけども、海水温の

関係でマグロが取れて、サケが取れないということで、海水温の関係だということで聞いてお

ります。白老の定置の影響、どのように今のところ想像されているか。今どういう状況なのか

ということだけちょっと伺っておきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君）  高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君）  アキザケ定置の話かと思いますけども、もうすでに定置

は始まってございます。それで、白老地区については１回目の引き上げでございますが、例年

の４分の１ということで非常に少ない状況でございます。虎杖浜についても同じような状況で、

実は土曜日に定置に立ち会ってきたのですけども、やはり例年ですと 1,000 本、2,000 本とい

う水揚げでございますが、土曜日については 400 本弱ということで今、非常に少ない状況にあ

ります。ですから、当分の間、海水温が上昇していますので、そういった部分では台風だとか、

底と上とが温度差あるものですから、そういった部分で漁業者にとっては台風だとかそういっ

た底荒れが少しないかなとそういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。畜産振興についてお伺いします。先週、白老牛

の日が全町で行われまして、それを含めて質問いたします。78 ページの・畜産振興推進事業に

ついて。これは担い手事業となっていますけども、今どのような状況になっているのか。 

 それから、79 ページのしいたけ戦略プロジェクト開発事業。この進捗状況がどのようになっ

ているのかお伺いします。 

○委員長（及川 保君）  高野産業経済課参事。 
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○産業経済課参事（高野末保君）  担い手対策事業かと思います。これについては国の事業

と道の事業、町費ももってございます。その中で装置の改良ですとか、また、装置に対する肥

料の添付だとかそういったことの事業でございまして、これについては具体的に申しますと、

個人農家さん４名、あと、企業農家さん１ということで、今、申しました装置の改良、あとは

肥料等の事業をしてございます。それで、道の補助分については 230 万円ほどございます。町

については 1,000 円ということで事業を展開してございます。 

○委員長（及川 保君）  安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君）  しいたけ戦略プロジェクトでございますけども、昨年、ふるさ

と雇用再生特別対策事業費をいただきまして、雇用者３名をしいたけを開発する業界に採用し

まして行いました。３人で 220 日雇用しております。３人の雇用はその後、１人の方は退社さ

れましたけども、同じ業界のほうにまだ退職された方もおりますし、２名の方は昨年採用され

た企業にそのまま残って継続的にやられているということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。ことし、春の気候が非常に悪くて牧草がなかな

か刈り取りできなかった状況があったわけなのですけども、それの被害額というか、秋になっ

てから少し回復した部分というのはあるのですけど、結構皆さん大変だったということの話を

お聞きしました。実際に牧草被害が出ているのかどうか。それを教えていただきたい。 

 それから、今、しいたけ戦略プロジェクトの話を聞きましたけども、白老は割とたらこもブ

ランド化され、白老牛もブランド化され、結構いろいろそういう部分では恵まれた環境になる

のかなと思うのです。それで、これからやっぱり農林水産も含めてなのですけれども、本当に

地元にあるいい食材などをもっともっとブランド化させていくような方向でもって開発研究に

取り組んでいかなければならないと思うのです。卵もそうです、ブランド化されたものもあり

ます。それで、ここにはアスパラとかそういうものもあるわけなのです。もう少し白老の名を

高めるためにも、もっといろいろな部分でＰＲが必要だということもあるのですけれども、そ

の点についていかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君）  牧草の関係でございますが、委員おっしゃるとおり、前

半は低温と雨ということで牧草の成長は遅かったと押さえてございます。ただ、春先以降、天

候も回復しまして牧草も順調に成長して２回ほど取れたということを伺っております。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  本町の農畜産関係の特産物のＰＲについてでございますけど

も、これは白老町の特産物、最大の農畜産物の特産物と申しますと白老牛と。ですから、白老

牛を売り込むときにセットで売り込むレールに乗せるという形で、実際はそういう形でＰＲさ

せていただいております。それで、一例をあげれば、ことし、東京の丸の内で１軒フランス料

理の店から白老牛を使いたいという話がありまして、そのとき、やはりフランス料理ですから

アスパラを手に入らないかということで、ことしの気象状況が非常に悪くて、もう東京でアス

パラが手に入らなかったのです。それで、うちのほうは、それでは、セットでアスパラも提供
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しましょうということでアスパラのほうも一緒に送りまして非常に喜ばれたと。そして、なお

かつ、卵も本当に全道一に近い出荷額を誇るまちでもありますということで新たなそういう認

識もしていただいて、うちの卵も使っていただくと。このような形で白老牛を核にして一緒に

セットで売り込んで使ってもらうというような形をとって、どんどんそういう浸透を図ってい

る状況でございます。 

○委員長（及川 保君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。大変いいお話をお伺いしました。ただ、そのこ

とが、ほとんどの町民の方が知らないということがやっぱり、本当に地元にこういうものがあ

るのだということが知らない。それで、そのフランスレストランで使用されたということも私

も余り知りませんでしたし、やっぱりそういう部分ではもっと町民の中にＰＲも必要なのかな

と、今後含めてそう思います。やっぱり本当に白老でと、独自に差別化されたものをつくり出

していくというような、これからそういう取り組みが必要かと思われますのでよろしくお願い

いたします。終わります。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  当然、地元の方たちに支持される、これが一番特産物として

広く他の地域に浸透していく上では大事なことだと思います。町民一人一人がセールスマンに

なっていただけるわけですから。ですから、そこは今、私が言った一例、この部分でも新聞報

道されるようにお願いして、ちゃんと北海道新聞さん等、室民さんだとか各紙で取り上げられ

まして、東京事務所ができたということで、そこを媒介にしてそういう売り込みをして、企業

誘致のみならず、そういう食材の売り込みも図れることができたというようなことで新聞報道

もされておりますので、そこはまだまだ町民の方もそういった事実が知らないという部分もご

ざいますので、これからもより広く町民の方々にも、自分たちのまちにもこんないい特産品が

あるのだということをやっぱりさらに浸透していく努力はしなければならないと思っておりま

すのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  ３番、西田でございます。78 ページの林業費についてお伺いいたし

ます。先ほど町長の総括の中でもありましたけれども、町有林、民有林の計画的な造林という

ことで総務費のほうでも緊急雇用創出とか地域活性化事業ということで約 4,700 万円。この 78

ページのところの林業費のところでやはり私有林対策とかそういうもので 4,400 万円以上。

9,000 万円以上臨時事業で行なわれました。これはほとんど臨時事業だったのですけども、そ

の経済効果とか雇用効果、先ほどしいたけのことはお伺いしましたけど、それ以外のものでど

のような効果が上がったのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君）  経済効果でございますけども、全部で相当量、臨時事業で入っ

ていまして、私有林の造林対策事業に対しましては各個人の造林作業。当然、造林作業をする

ことによっては人夫さん使いますので、その人件費等効果があると思われます。また、しいた

けも先ほど答弁しましたけども、これは３名の雇用をいたしました。それと、林地残材活用対
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策事業。これも雇用を実は２名しました。昨年は相当量の、これだけではなくてほかの事業も

含めて経済効果はあったものと思われます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  西田でございます。経済対策として昨年度大幅に出たわけなのです。

これは緊急雇用創出事業とか地域活性化経済危機対策臨時交付金とかという形で出たのですか

ら、やはりそれらのものをきちんと精査してというのですか、やはりこれだけのものがされた

のだと。金額的に大きいです、約 9,000 万円近いですから。やはりその辺きちんと精査してい

ただきたいなと思います。それが１つです。 

 それと、もう１つです。改めて、白老町の町面積の中で大部分占めている森林という部分が

あるのだなと思いました。先ほど町長もこちらの総括の中で、ちょっとこの私どもがいただい

た資料に入っていなかったのですけども、インクラの滝など国のほうで整備していただいたと。

そういうようなことをこうやって伺いましたけども、その辺、私たち実際、白老町民として自

分たちの土地でありながら、意外とそういうことがわからないのですけれども、そういうこと

を何かの形で私たち議員も知るような機会がいただけないのかどうなのかなと思いまして。そ

の辺はいかがなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  ２点ほどご質問ございました。まず、それぞれ昨年、先ほ

ど課長が答弁しましたけど、いろいろ緊急雇用対策等で事業採択いただいています。それぞれ

雇用人数も３名から５名、そういった数での雇用もあるのですけれども、特に民有林は先ほど

ちょっとご説明しましたが、私有林、これらの関係も 21 世紀北の森づくり植栽に対する間接補

助なのですけども、私有林に対しての補助、それから、森林整備にかかわる活動事業というこ

とで森林管理署のスタッフさんが実施しているもの、今までなかなか森林というのは、自分の

ところでお金を出してやっていかなければならなかったので厳しい状況だったのですけども、

そういう部分の支援があったことによって、そのきっかけでできていっていると、こういう事

業もございます。また、美しい森づくり。これは私有林内の人工林に対する間接補助でござい

まして、これも 18 ヘクタールというふうに大きな面積を８件の事業でこれも展開してございま

す。個々についてはそれぞれ担当のほうでもそうですが、所管からきちんとそれは押さえて、

目的は緊急雇用経済対策があって人を雇ったというのが一番目的大きいのですけど、効果とし

ては今説明したとおり、今まで手をつけられなかったところが手をつけられることができたと

いうことで森林に対する大切さと、私有林であってもそこをきちんと維持していこうという展

開をしてございます。 

 それから、２点目のインクラの滝の整備でございます。これは町予算が通らなく、直接、森

林管理所で事業展開していただいた事業なのですけども、この内容は、ことしになりましたが、

６月号か７月号の広報に道というテーマで展望台が駐車場から約 600 メートル歩いて行けます

ということで町民の方もお知らせしてありますので、そういう効果の中で結構車で行ったり、

また、札幌からおいでのお客さんもバスで駐車場まで入って 600 メートル実際歩いていただい

て、インクラの滝の眺望の素晴らしさを体験していったとこういう事業展開はしているという
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状況でございます。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君）  今の効果でわかりました。やはり白老町の土地ですので、以前に台

風 19 号で樽前山のふもとから全部森林とか倒れてしまってひどい状況になりましたとき、やは

りそれは将来必ず水産業とか、そして、私たちの普段の生活の中で災害とかそういうものにか

かわってくる。特に最近は災害という部分で大雨とかそういうもので非常に危険な部分もあり

ますので、やはり自分たちの町有林とか民有林とか国有林ではなくて全体的に森も白老の土地

なのですから、そうやって包括的にやっていくという視点も大事なのではないかなと思うので

す。その辺をぜひこれからも行政のほうで考えていただきたいなと思うのです。これで質問を

終わります。 

○委員長（及川 保君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君）  確かに森を育てることによって水産業まで影響してくると

いうことは常々言われていることです。私たちもそういうふうに、ただ森林だけではなくて産

業全体のやはり活性化といいましょうか、振興策も十分とらえながら事業展開していきたいと

考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

 なければ進みます。７款商工費に入ります。主要施策成果説明書は 82 ページから 87 ページ

まで。決算書は 145 ページから 150 ページでございます。質疑のございます方はどうぞ。５番、

山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  ５番、山本です。87 ページ、アイヌ文化海外プロモーション事業と

滞在型観光拠点づくり整備事業について伺ってみたいと思います。きょう、町長の冒頭のお話

の中にも昨年の８月の中国・瀋陽及び上海でのプロモーション事業を展開して、東アジアから

の観光客をターゲットにした誘致活動を図ってまいりましたというお話がございました。この

アイヌの文化海外プロモーション、これは瀋陽のことだと思いますけども、これと、滞在型観

光拠点づくり整備事業、これは具体的に何をやったかとちょっと今、頭の中に整理されていな

いのですけれども、この２つの事業で今後どのような成果が見込まれるのかということをお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  ２つご質問であります。アイヌ文化発信事業でありますが、

これは委員おっしゃられたとおり、アイヌ文化の海外プロモーションということでございまし

て、昨年の８月 26 日から 30 日までの間、瀋陽を中心に上海も含めて、実行委員会が瀋陽市は

じめ上海市において表敬訪問、それから、観光プロモーション活動を行なった経費でございま

す。内容につきましては、上海旅遊局への表敬訪問ですとか、日本政府観光局への表敬訪問、

それから、在上海領事館への表敬訪問、それから、上海旅行会社への営業訪問、それから、瀋

陽国有博物館での古式舞踊の披露、こういうことを行なってきてございまして、総額 222 万

2,000 円の経費がかかっているということでございます。これで期待できる部分というのはも

う委員もご存知だと思いますが、今、中国からの旅行客、これはやはりターゲットにしなけれ
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ばならないという状況でございます。７月１日からのビザも緩和されまして、今まで富裕層で

あった中国人の旅行客がかなり中間層まで下がってきているということがございまして、何と

かこういう部分で中国からの旅行客を獲得できないかということで動いているのが実態でござ

いますのでその分について今後ふえることを期待して、さらにプロモーション活動を売ってい

きたいとこのように考えてございます。 

 それと、滞在型観光拠点づくり整備事業でございますが、これにつきましては、主な経費は

観光協会の事務所の移転でございます。７月に観光協会のほうにポロトのほうから大町のほう

に移ってきておりますし、一方で観光サイン、これは一般質問の中で観光サインが一部、高速

道路のところで見づらくなっているのではないかということがありまして、そこの大型の看板

を撤去したと。間違いやすい道路に行ってしまうという部分があるということで撤去した経費。

それから、まち案内ランチョンマップというマップをつくってございまして、それらの経費で

ございます。当然、滞在型観光拠点づくり整備というのは、まちの中での観光客の皆さんにい

かにきちんとした観光案内をできるかということがございまして、これを整備したものでござ

います。今、案内所での窓口の件数、平成 21 年度で何件あったかということでございますけど

も、昨年７月に設置しておりまして、統計的には８月からことしの３月まで押さえてございま

すが、この期間で 1,206 人の観光客に対する案内をしてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  わかりました。ありがとうございます。わかりやすい説明でした。

本当に身近に今、中国系の方々の観光客とふれ合う機会というのは非常に北海道ふえてまいり

まして、ことし、ニセコの駅前の盆踊りにちょっと出ることがあったのですけども、中国人の

観光客がいっぱい来ていたのです。本当にびっくりするくらいおりました。それでまた、きの

う、おとついと白老八幡神社のお祭りがございましたけども、その神社のお祭りのお茶会の席

にも、外でやっていたのですけども、中国系の方々がたくさんいらっしゃっていて、だいぶ、

やっぱり変わってきたなと思って。やっぱりその辺をこれからどんどん変わっていく。そして、

今、錦岡で造成しまして、それは何の造成かというと、中国人向けの富裕層ねらいの分譲マン

ションの宅造がこれから始まる。具体的にもう進む話になっているのですけども、そういうふ

うになってきている状況の中で東京事務所も展開されて、修学旅行生もまた確保しなければな

らないとかいろいろ努力をされていると思いますけども、やはり海外の方々の集客も非常に財

団にとっては大きなことだと思いますので、これからも力を入れていただきたい。それと同時

に、前に私、お話をさせていただいたのですけども、姉妹都市のあり方なのです。ケネルとず

っとやっております。これも青少年の語学の勉強にもなりますし、体験としては非常に素晴ら

しいことだというふうに思いますけども、戦略的に東アジアとの姉妹都市等も検討してみては

いかがかなと思います。ことし、町長も及川委員長も韓国のほうに行かれて、いろいろと積極

的にやっていると思います。この辺も含めていかがでしょうか。見解をお聞かせ願いたいなと

思います。 

○委員長（及川 保君）  飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君）  中国資本のお話が出ました。千歳のほうはすでに一戸建て分譲して、
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20 数戸即日完売だということでございます。中国マネーが中産階級までビザがおりましたので

大体 1,600 万人くらいといわれております。ただ、受け入れのほうの体制なのです。先日もテ

レビに出ていましたが受け入れするところが、案内表記が全部日本語だったり、中国語併記が

ほとんどなかったと。エージェントが中に入るわけですから、まちとしてもそういうことを戦

略的にもうやらなければならない時期にきているということは確かでございます。ちなみに言

いますと、アイヌ民族博物館の案内看板、そして、資料の案内、もうすべて韓国語の併記はし

てありますが、今、中国からも緊急雇用で雇っていますので、その作業を進めているというこ

とでございます。これからまだまだ中国の国民が日本のほうに来ると思います。今は千歳、札

幌、旭川、阿寒とぐるっと道東のほうを回ってきているのですが、これから道南のほうも戦略

的にすぐ、中国の方も１回、２回、３回目という方が多ございますので、戦略的に組み立てて

取り組む時代にもうなっているのかなと思っております。 

 それと、韓国のお話がありました。実は委員長と一緒に行ってまいりましたが、その中で日

韓未来財団の理事長さんともお話されたのですが、何か向こうから言われたのは、日本のどこ

かの中都市と、白老ぐらいのまちと韓国の同規模のまちと何か交流できないかというような投

げかけを公式ではないのですが、非公式にされております。その件については、今はまだ韓国

の方のほうが白老に訪れている観光客はまだ多ございますので、これからさまざまな意味で例

えば近い国と、隣国ともっと友好関係を深めることによって、また韓国からの観光客もふえる

と思いますので、その辺もトータル的に検討した上で戦略を練っていきたいと思っております。

以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  今の質問とからむかもしれませんけども、86 ページの入り込み数な

のですが、ここ数年ずっと数字を並べてみますと、ほとんど入り込み総数、それから、道内外

のお客さん、日帰り客、かなりの数字で健闘しているのだなという数字なのです。若干の目減

りがあるかなと思うのですが、これだけ浮き沈みがある中でそれでも相当健闘しているなとい

うふうには見ているのですが、宿泊数だけはかなりの落ち込みなのです。それで、21 年度の８

万というのは前年比で 61％。５年くらい前から見ると半分になっているのです。これでは旅館、

ホテルもたまらないだろうなという数字だと思いますけども、そういう中で何が不足なのだろ

うと。２つの大きなホテルが閉鎖したという原因があるのだけども、果たしてその閉鎖だけの

せいなのかということなのです。今、話にありました外国人のお客さんも相当数来ているわけ

です。そのお客さんを引き止めるだけのものがないのかと。その人たちがどこへ行って泊まっ

ているのか。そのあたり、もう少し考えてみたら、ここで引きとめる方策がないのかどうなの

かということ。今、話を聞いたら、時期の流れというのがあるのかなと。それに取り組むチャ

ンスというのはそのうちにくるのかなというような話なのですけれども、本当に今これだけの

人数が、宿泊数が落ちてしまっている中でそういう戦略が遅くないのかどうなのか。それはど

うなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  委員おっしゃるとおり、宿泊が相当数減ってございます。
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もうご存知だと思いますけども、虎杖浜地区ではビュラメールさんが閉鎖をされた。それから、

白老地区においてはヴィラ・スピカが閉鎖したということで。特定せずに虎杖浜地区だけでの

宿泊客がどれぐらい減っているかといいますと、21 年度の入り込みでは約３万 9,500 人ほど虎

杖浜地区で減っております。それから、白老地区では約１万 5,000 人ほど減ってございまして、

やはり主要施設の閉鎖に伴う宿泊客の減というのが大きいということでございます。それで、

おっしゃるとおり、やはり何とか宿泊客をふやす必要があるということでございますから、当

然、両大型施設については再開をしていただくと。幸いにもふる川さんが虎杖浜では９月１日

からオープンしましたけども、引き続いてヴィラ・スピカのほうも再開してもらえれば、この

人数というのはやはりかなり確保できるのではないかと思っています。ただ、白老町の観光に

つきましては、どちらかというと旅行のコース的にはやはり登別・洞爺にお泊りになって、そ

して、白老でお食事、もしくは体験、もしくはアイヌ民族博物館を見られるというこういうコ

ース設定が多くなってございます。ですから、そういう意味ではやはり宿泊に目を向けた取り

組みも必要だということもありまして、これまではなかなかそういう手立てをしづらかった部

分があったのですが、今年度になりますけども虎杖浜地区へのいわゆる誘客、それも地元の特

産費、地場の産品を地産地消も含めた取り組みを今、展開していると。これは町長のほうから

もかなりそういう部分での虎杖浜地域の状況を見た場合に、行政として手厚く対策をとる必要

があるのではないかということで、今、それらを進めているということでございます。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）   斎藤です。状況わかりました。２つのホテルの閉鎖というのは、

やはりかなり大きいものなのだなということがよくわかるし、それから、話を聞いていて、白

老というのが途中通過する土地なのかという気もするわけなのですけども。それにしても、白

老に泊まっていただくというそういう条件というのは、我々が考えても「食材王国しらおい」

がそこでいろいろなものを売り出してきた、そのことというのはよそのまちでもすごいなと驚

くくらいやっぱり価値を上げているわけです。そういうふうなものと、それから、温泉地であ

るということ、そういうことを含めるともっと戦略的にそこのところはやっていく方向という

のはあるのではないかと。だから、まず１つは白老にそういう宿泊を勧めていく条件があるの

ではないかという点ではどうなのかということ。その条件を最大限生かすのには、まず、お客

さんを呼ぶのにＪＴＢや何かのどの連携の中で成功を一応はしてきている、それを今度は宿泊

に向けての戦略的なものがぜひ必要なのではないかと、私はそう考えるのですけどもそのあた

りのことについてもう一度。 

○委員長（及川 保君）  高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  本町のやっぱり滞在型観光にきちんと向けていくというのは、

実は本町の長年の悲願なのです。そういった中で一時期は伸びていく時期もございました。し

かし、今はいろいろな要因が重なって、昨年の新型インフルエンザの問題だとか、それとか、

先ほど課長言いましたように、大型施設の２つの施設が閉鎖されたとか、そういったことで滞

在型観光については本当に大きなダメージを受けているのが現状です。ただ、今、委員おっし

ゃいましたように、滞在型の観光をきちんと発信するための素材は、そのとおり、温泉も豊か
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な温泉、泉質も豊富な温泉がそろってございます。そして、食材。海の幸、山の幸、もう本当

に豊かなものがそろってございます。ですから、基本的には施設の受け地側のあり方なのです。

そこのホスピタリティとそこでどんなものを提供するかということで、先日、補正予算で計上

させていただきましたように、やっぱりご当地のものをきちんと特色を出してやると。そこに

価値観を持って来ていただく人に積極的にＰＲするということが大事なのです。実は、ホテル

のほうの力としては、白老牛を使った料理を出す、そこまではできるのです。問題はそれを誘

客するためのセールスマンがいないのです、営業マン。そこまでが手が届かないというような

状況でございます。ですから、そこの部分につきましては、従来からやっぱりターゲット、虎

杖浜・竹浦地区の温泉外のターゲットは町内会だとか老人クラブだとかそういう固定客がずっ

とおります。ですから、そこの固定客をきちんとまた復活させることが１つ。もう１つは、先

日、ふる川さんがビュラメールの跡を再開されました。それで、あそこはやっぱり最低の料金

でも１万 6,000 円とか１万 7,000 円とかそういう料金でございます。そこで出される料理等に

つきましても、かなり白老牛で例えれば一般のところはＡ３を出す値段の設定ですけども、あ

そこは多分Ａ５だとかそのぐらいの設定はできるのかなと。わかりやすく言えば、そういうよ

うな感じでそういう顧客をねらうと。ですから、顧客を、今回ふる川さんができたことによっ

て、顧客層を幅広くとらえることができると。本当に老人クラブの人たち、町内会の人たちか

ら、それから、ハイグレードのものを好むような顧客層も誘客できるというような、多角的な、

広角的な戦略が今後、まちの観光誘客活動として求められるところではないかなと思っており

ます。今、これから、そういうことを踏まえて関係者とも協議しながら、その辺のところをし

っかり取り組んでいきたいとこのように思っているところでございます。 

                                           

◎ 延会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、お諮りいたします。本日のこの程度にとどめ、延会い

たしたいと思います。これにご異議ありせんか。 

［「意義なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

 

（午後３時５８分） 


