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平成２２年 白老町議会 広報広聴常任委員会 会議録 

（議 会 報 告 会） 
 

 

平成２２年５月２７日（木曜日） 

   開  会  午後６時３０分 

   閉  会  午後８時３０分 

 

場  所  萩野公民館 

                                          

○議事日程 

  議会報告会 （Ａ班） 

                                          

○会議に付した事件 

 １．新年度予算について 

 ２．町立病院の運営について 

 ３．バイオマス燃料問題について 

 ４．要望への対応・意見書について 

                                          

○出席委員（６名） 

 副委員長 斎 藤 征 信 君      委  員 玉 井 昭 一 君 

 委  員 吉 田 和 子 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

 委  員 熊 谷 雅 史 君      委  員 松 田 謙 吾 君    

                                          

○欠席委員（１名） 

委  員 山 本 浩 平 君 

                                          

○参加町民（１２名） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

事務局書記 伊 藤 沙 織 君    事務局臨時職員 白 綾 美 紀 君 
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   ◎開催の宣告・議会報告会の趣旨説明 
○副委員長（斎藤征信君） 開会の宣告（略）、報告会の趣旨説明（略） 

（午後６時３０分） 

                                           

◎開会のあいさつ 
○委員（吉田和子君） 主催者を代表してあいさつ（略） 

                                           

◎報  告 
１．新年度予算について 

○委員（玉井昭一君） 説明 （略） 

○委員（熊谷雅史君） 説明 （略） 

○町民 地デジ対策なのですが、これは町営住宅だけの対策ですか。それとも一般の住宅、個

人の何軒かの固まったところで電波が届きにくいというところの対策ですか。衛星放送をやっ

ても３局しか入らない。そこまでもやっているのですか。 

○委員（熊谷雅史君） 我々の押さえているところでは、難視聴地区はそんなにないと。それ

で今回の予算につきましては、さらに難視聴がなくなるようにと町内に地デジの鉄塔が建って

いますね、あのタワーを整備していくという話になります。集合住宅が、いま地デジ化という

ことで隠れて前に大きな建物が建っている、取れない、役場も相談にのってくれるとは思いま

すが、地デジ化のセンターに聞いたほうが早いかなと思っています。それから、2011 年の７月

ですかな、あと１年くらいになりますが、もう買っている方もいらっしゃるはずですから、こ

こ入らないよとか聞こえているはずなのです。 

○町民 テレビは確かに買ったのです。新しいの。それでも入らない。今度アンテナを大きく

して、十何万もかけてアンテナを建てて、それでも入らない。だからどうしようもない。 

○委員（熊谷雅史君） それで議会では、そういう対応をされている町民の方がいますよと。

早く手を打ってくださいという話を何回かしています。でも町側の認識はちょっと薄いかもし

れません。でもさらにこれ今回は予算の説明ですから、実態の中では今度はやはり議会の議場

のなかできちっとしたほうがいいよということは言わせていただきたいと思います。 

○町民 クラウン団地のちょっと手前なのです。あそこは全然だめなのです。さっきの電波塔

を建てるというのはどこになるのですか。 

○委員（熊谷雅史君） それは、難視聴ですから、見えない・聞こえないところに立てるので

す。 

○委員（吉田和子君） 白老でも入りにくいところです。 

○委員（熊谷雅史君） それともうひとつ町の大きな取り組みで、光ファイバーが入っていて、

それが申し訳ないのですが、高速から南なのですね。高速道路から北は入らないのですね。そ

れで、光ファイバーが入ると、それによって地デジの放送を引くという違うラインができてく
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るのですね。あの電波でとらなくて、ラインでとるという方法が。そういうこともあるので、

そういうことも踏まえて町側にきちっと整備しなさいという話をしていかないといけないです

ね。 

○委員（吉田和子君） 白老町では入りにくいところを調査しています。それで光ファイバー

の工事と一緒に地デジ対応のアンテナも立てていくということで、それが終わっても入りにく

いというところがあれば、言っていただくといいと思います。いまのところはほぼ入るのだと

いう計画でやっています。 

○町民 今月号の広報で西田議員の給食センターに関する質問に対して、町側の答弁では 10

億円という数字が出ている。この給食センターに 10 億円かけるということは、もう既に早い段

階から議員さんたちは知っていたのか。 

○委員（熊谷雅史君） 議員の立場としては議会ではその話は西田議員が質問するまで聞いて

おりません。 

○町民 学校側との問題については、補助金が削られる恐れがあるからとありますよね。この

計画は場所やらは未定であるけども、こうだということはすでに陳情にかかっているじゃない

ですか。青写真ができているじゃないですか。これはこういう新しい案をプログラムに書いて

ないじゃないですか。 

○委員（熊谷雅史君） 新財政改革プログラムには給食センターの改築については入っていま

せん。理事者側が我々に言っているのは、大きな財政改革プログラムに影響する大きな事業を

するときには相談するということ。今回は、そこを聞くまでは、我々に何の相談もないです。 

○委員（玉井昭一君） 正式には議会には出ていない。町側も西田議員の質問に答えただけで、

それ以上のことは一切なにもない。 

○町民 未定ではあるけどもね、大体こうであるという答弁で、この白老町の財政の苦しいと

きに学校を統合したあとで、こういうことはしたくないのだ。 

○委員（松田謙吾君） 青写真はね、もうできているのですよ。策定計画策定中ですから。学

校給食センター計画策定中と書いてありますよね。我々議会には何にもお話はありませんし、

町民にも公開していません。学校給食センターを大変不思議に思っている。理事者側がこの学

校給食センターについて言っているのは、学校給食センターが老朽化したと。給食センターは

昭和 45 年に建設されたのです。当初作ったときは 3,900 万円で 4,000 食の能力の給食センター

を作ったのです。学校の生徒が一番多かったときは昭和 57 年、4,052 人で、平成 22 年度の３

月の生徒数は白老町の小中学校の生徒数は 1,378 人、約 40 年前と比べると３分の１以下になろ

うとしている数なのです。学校給食センターの規模の策定計画は 1,600 食の能力の策定計画が、

これまでに２回答弁されております。この 40 年たったのが老朽化しているのであれば、ほかの

町立病院、白老小学校、役場がずっと老朽化しているのです。白老は今もう大変厳しくて、財

政再建中なのです。町民負担をさせて、それからさまざまな町民サービスを削ってですよ。そ

れから職員の給料は 20％削減している。19 年からこの 10 年間で、一般会計と特別会計の借金

を 200 億円にする。これが今、財政再建の目標なのです。小中学校はいま統合やっていますし、
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緑小学校もこれからやらないといけないし、保育所もみんな統合する。平成 31 年には小中学校

の生徒は、大体 900 人を切るといわれています。この厳しい中で、老朽化したから単に、1,600

食くらいの能力のセンターを作る。再建計画３年目になるのですが、あと７年残っていますか

ら、再建計画に向けて町民これだけ苦労していますから、そして人口は 28 年には 1 万 7,000

人になるだろうといわれていますから、人口が減少して、学校生徒が減少して、きちんと見据

えて、努力を重ねて普通のまちになった時点で、私は学校給食センターの計画をしても遅くは

ないと思います。議会には、何にもお話はありません。そしてこれはまちの中でうわさになっ

ているだけの話なのですね。こういう機会に議会がきちっとして、本当に給食センターがいま

必要なのか、こういう機会にご意見をどんどん出していただいて、そして議会が持ち帰って議

会でお話しするのが議員の役目ですし、私はこういう懇談会の意義があるなと思っております。 

○町民 私の息子が遊びにきて、これを読んだのです。それで給食センターはどうなっている

のだと。これに 10 億円かけるくらいなら、白老の病院を前倒して建てかえたほうがいいのじゃ

ないかと。町立に行ったら、あんな幽霊の出そうなところ。それなら苫小牧に連れて行くぞと。

そうやって町立の心配をしているのですよ。給食センターが古くなってだめになったのだった

ら、修理する。こうして我慢して、何とかできたときにこうやるというなら話はわかる。私の

理解力がないのかな。議員さんは我々の代弁者だと思っていた。お聞きしたら、西田さんが質

問して初めてそれがわかったって言うならね、議員いらなくなるのだね。私はこう思う。でも、

いまの松田さんのご説明で納得したけれども。 

○副委員長（斎藤征信君） この財政難の中どうしても手を抜けないのは町立病院の改築、学

校給食センターが古くなってだまして使っている状態だということは私たちも聞いていたので

す。でもこの財政状況の中で、はい建てます、計画はこうなりましたということはいっさい聞

いていないということなのです。だけど、こういう財政状況の中で、建物をどうするかという

のはこれから論議しなければならないという問題なのですね。給食センターが 10 億円かかるか

もしれませんという話であって、10 億円かけてやりますという話ではないのです。国の補助金

をどこまで引き出せるのか、そのことにかかるのだというように聞こえるのですね。国がたく

さん出してくれるのだったら、なんとかそれに手を出せるし、その手当てがないのだったら手

はつけられない。それが現状なのです。 

○町民 この問題が審議される場合、しっかりとした対応をしてもらわないと、いまこれに対

しては私個人としては絶対に許されないからね。 

○委員（吉田和子君） 議員はもちろんいろんな情報をもらいながら、きょうもそういう話が

出ているのだけれどもということで話を聞いてきました。町は今後必要なものとしては、計画

はもちますと。病院もそうですし、給食センターも老朽化で十分な施設としての役割を果たせ

なくなっている。そういう部分では検討しなければならないと。ただし、いまの財政状況で、

町としては、全部持ち出してやるということはできない。補助制度がいろいろとあるのですが、

その時、その時で使えるものがあるのですね。そういうものが使えるときに、議会に提案され

た時に、町の負担はどうなのか、国がどこまで持ってくれるのか、それで町としてはやってい
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けるのかどうか、今後抱えている病院・学校の統廃合の問題も含めて財政的に将来の子供たち

に借金を残さない形でやっていけるのかどうなのか、そういう議論が出されなければ、私たち

が質問をしても答弁で終わるのです。具体的にもっと議論ができる場ができたら、私たちも全

部調査をして、給食センター独自のものがいいのか、これから食育がすごく大事になるので、

学校に栄養教諭をおくこと、子供たちに対して食の教育が必要だと言われています。あとは地

産地消・食の問題とかの総合的な研究を行い、いろんなものを統合するべきなのかを考えなく

てはなりません。これから議論の場に上がってくるのだと思っています。ですから、給食セン

ター独自では難しいだろうなと思っています。 

○町民 西田さんがこういう質問ができたということは、町にうわさがあったのを聞きつけて

質問したのではないだろうかと。まちにうわさがあるということは、白老の町の中で誰かが漏

らしたということでしょ。あなた方が知らないで、西田さんが知っていてね、質問するわけが

ないと。まちの有志に誰かが漏らしたからこういう質問が出たのですよ。質問してくれて、私

たちも気づいたわけで、大変よかったと思いますよ。 

○委員（吉田和子君） 私たちも給食センターに関しては、いろいろなところで質問していま

す。これから具体的になったら、町民の皆さんが一番心配されることは、必要なものは必要だ

ろうと。だけど財政と町の状況をきちっと把握した中でやっていきなさいということだと思う

のですよ。そういったことを含めて、これからの食育・給食のあり方、それから高齢化が進む

中で食の宅配もあるでしょうし、保育園の統廃合を各保育園でやっていたのをどうにかしない

といけないとか、病院も第３セクターでやっているのを含めて、これからそれぞれの考えの中

で調査をして、質問をしていくようになると思います。 

○副委員長（斎藤征信君） 補足はいいですか。これから子供の数が３分の１になったときに、

本当に 10 億円のセンターが必要なのか、率直な疑問だと思うのです。ただ、これからの論議に

なっていくだろうと思います。 

 次の報告に移ります。 

                                           

２．町立病院の運営について 

○委員（土屋かづよ君） 説明 （略） 

○町民 今の町立病院で、あれだけの検査体制や専門医が本当に必要かどうか。個人病院なら、

1 人であれだけ診ているし、事務職員だって３人くらいでやっている。あれだけの人数がいて、

当然赤字になって当たり前と見られる。そこのとこもっと考えたほうがいいじゃないかと思い

ます。事務職があんなにいりますか。確か生田病院には３人しかいない。 

○副委員長（斎藤征信君） 公立病院の役割というのは、あくまでも救急第一次の医療と、そ

れでだめだったら、大きな病院へ送ると。救急の病院、週末の医療、金儲けにならない小児科

体制、金にならないからよそでやらないということを全部やらなきゃいけないのですね。今大

きな問題は、14 日たつと大きな病院では出されてしまうのですね。苫小牧で、これでもうやる

ことがないから帰りなさいというときに、どこで引き取るのかという問題。そういう問題が絡
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んだときにどうなのかなということなのです。 

○町民 町立病院には、期限はないの。 

○委員（吉田和子君） 大きな病院では入院日数が平均何日ということで、診療報酬がすごく

上がる。大きな病院は争うようにして、入院日数が平均何日というのを競っています。そうい

った意味では、それを受け入れる、救急医療として白老で一旦受け入れて、大きな病院へ送り

ますけども、２週間たって「出なさい」といわれたときに、自宅に戻るまでの力がまだついて

いないといったときに、それを受け入れていきたいといったことを踏まえて、公立病院の役割

というのは、不採算部分をもっているということなのです。それと先ほど無駄な部分があると

いうことですが、病院はかなり事務職を派遣し、町の職員はほとんどいませんし、看護体制も

本当はもっとふやしたいですよ、それじゃないと医業収益が違うのですね。先ほどありました

けども、今は 13 対１でやっています。それを 10 対１にすると医業収益はもっとふえるのです。

ただ、いま白老町立病院は看護師さんの給与を 10％削減していますので、この部分を改善しな

いと看護師さんは集まってこないだろうと。いつも議論になることは、赤字が出ると町立病院

はいらないのかということで議論になります。ただ、そこは苦しいところなのです。高齢化で

33％を超えていますので、今、町立病院がなくなることで、行き場のなくなる方がたくさんい

らっしゃるということなのです。もちろん、受診率は低いです。低いですけど、まだまだ町立

病院を必要としている方がいますので、この中でどういった手法がいいかということで、こと

しから３階の入院病床を減らして、29 床の老健施設を作ったのですね。ここは満床になりまし

た。待機者がでてきている話もあります。少しでも採算をあげるために、努力をしながら、な

おかつ今は老朽化で新築もしなければならないという課題も含めながら、病院運営には取り組

んでいくという議論を今、盛んにしているところです。中には診療所にしたらいいという方も

います。ベッド数を減らして診療所にすれば、赤字は減ります。だけど、ベッドがなくなるこ

とが町民を守ることになるのかという議論もあります。そういった難しい選択を迫られている

っていうところがあります。 

○町民 最後の駆け込み寺ってことだろうね。 

○副委員長（斎藤征信君） そうなのですよね。強制退院という２週間でかならず戻されちゃ

うので、戻る場所を確保しなかったらどうにもならんと。２週間以上置くと診療報酬が落ちて

いくわけですから、大きい病院はどんどん出したがるというのが一つ。もう一つは、ベッドの

問題ですけれども、ここは 13 対１、13 人の患者さんに看護師さんが１人。それが３交代でで

きれば 1 つのベッドで１万円くらいの診療報酬というのがあるのですよ。10 対１にすると 1 万

2,690 円にふえるのですよ。７対１にすると 1 万 5,000 円以上になるのですよ。大きい病院は

看護師さんをどんどん集めてそういう体制をつくって、国からどんどんお金が入る体制をとっ

ているのです。ところがこの町立みたいな場所では、なかなかその恩恵によくさない。看護師

さんが少ない、医者だって医者の勤務条件でいうと、６人ぐらいは必要なのですね。それが、

４人集めるのが精一杯という状況の中では、国の制度の中で、非常に苦労しながら維持をして

いるとこういう条件が一つあるのです。 
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 他にございますか。では次に移ります。 

                                           

３．バイオマス燃料問題について 

○委員（吉田和子君） 説明 （略） 

○町民 登別や苫小牧でバイオはしていないのですか。 

○委員（吉田和子君） 日本で初めてです。 

○町民 苫小牧のごみは集めてこられないのか。 

○委員（吉田和子君） 苫小牧は苫小牧で独自でやっていますので、白老は登別と広域的にや

っています。いまは登別もボイラーを持っていますが、いずれは白老でできないのかという議

論は出ていますけれども、規模的にははっきりしませんが、ごみ量が減ることはいいことなの

ですが、生産量は減るということになります。 

○町民 そうしたら、無駄なもの、費用対効果のないものを作ったということなのか。 

○委員（吉田和子君） ごみ処理にはこのまま黙っていてもお金はかかります。それで、登別

で燃やしても灰は白老に持ってこなくてはいけないのですね。最終処分場におさめられている

のですが、いま使える限度が平成 24 年度ぐらいまでだろうとなったのですが、このことで灰が

出なくなりますから、平成 28 年度ぐらいまで延命するだろうと。その後はかさ上げだけで済む

と計算をしています。そうでないと、11 億円くらいまで、また新たに最終処分場にかかるとい

う計画でありました。そういった効果もありますし、それから登別市に持っていくにもすべて

お金がかかっていましたし、ダイオキシン対策で２年おき。３年おきかな、2,000 万円ずつだ

さなければならないとか、そういったものがごみの焼却に関してはお金がかかるもので、４億

5,000 万円の経済効果が是非続いてもらいたいと私たちも思っております。 

○委員（松田謙吾君） 14 億円お金をかけるから、バイオマス作って、15 年間で８億円の効

果があるよっていう触れ込みなのです。しかしながら、この１年で８億円が４億 5,000 万円に

減っちゃったわけですよ。15 年でやるやつを、１年間で４億円も減っちゃったのですよ。バイ

オマスのごみは単純に言うと、日本製紙に 6,800 万円で売るやつを、21 年は 480 万円しか売っ

てないのですな。今思ったよりごみがなくなりました。本来ね、ごみを焼いてお金を稼ごうと

したやつが、焼くごみがなくて、ごみを作っているのです。今白老から集めるごみは 6,400 ト

ンなのです。6,400 トンのごみを焼いたら、5.8～14％の塩素がある。これを薄めるのには 6,800

トンのごみがいるのです。簡単に言うと、20 度の焼酎をコップに半分入れたら、半分以上水で

割らないと飲めないような強さがあるのだ、こんな状況なのですよ。22 年度４億 5,000 万円し

かなくなったということは、15 年計画が１年間で、３億 5,000 万円も減っているのです。です

から、本当にタヌキの皮算用なのですね。ですから私は、これから 14 年間で４億 5,000 万円な

んか全くなくなるなと思っています。白老のごみが予想以上に少なくなっているのですね。一

昨年 8,100 トンくらいあったものが、去年は 6,400 トン。薄めるのに 6,800 トンのごみがなく

て困っている。これがバイオマスの現状なのです。ごみがないと探している。ですから、日本

一の事業だといっているが、あれは本当にいい加減な事業だったのです。私はそう思っていま
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すよ。 

○副委員長（斎藤征信君） その辺の見通しはちょっと甘かったのでは、という話も出ていま

したがね。そのほかにバイオ関係でないでしょうか。 

では、最後の報告になりますが、今まで出ていた要望なんかについてどのような回答を受け

てきたかということについて報告いたします。松田議員より報告いたします。 

                                           

４．要望への対応・意見書について 

○委員（松田謙吾君） 説明 （略） 

○町民 港をつくってから、いくらかかったのか。 

○委員（松田謙吾君） 740 億円かかっています。かかったうち今、67 億円借金が残っており

ます。そのうち、白老町が負担したのは、141 億円です。で、この 141 億円のうち、いま 71 億

円借金があるのです。いま作っている港はですね、第３商港区というのを作っているのですが、

４万トンクラスの船です。これは 140 億円かかるのです。本当はもっとかかるのだったのだけ

れども、今、140 億円でやっているのです。平成 21 年度末に 111 億円で終わっている。あと 29

億円、22 年度、23 年度、24 年度でかかるとあの港は一応完成するのです。ですから、22 年度

予算では９億円です。そのうち白老町の一般会計出しているのは、２億 6,000 万円。あとは国

費もありますから。ですから、24 年度あと 20 億円ほどかければ完成しますから。問題はです

ね、完成すると同時に日本製紙がチップを入れる、石炭を入れるといっているのですが、我々

議会からするともう再来年ですよ。チップヤードの１つもつくっていないし、石炭はある程度、

１万トンクラスの船がきたら置けるのだろうけど。チップは相当な量は使うし、白老は独特な

山からの風が吹くと粉も飛ぶし、きちっとした対策も必要だと思うのですが、その辺に一つも

手が掛かっていないのが、私ら不思議だなって思っているのですよ。ただ白老町の考え方は 24

年度に今の民主党政権で仕分け作業を行っておりますが、それがうまくいけば、24 年度に完成

するだろうとこのような報告を受けております。 

○町民 当初予算は。 

○委員（松田謙吾君） 当初はですね、57 年には漁港をつくるとしかなかった。しかし、国が

商港をつくったほうが、早くつくれるよという指導があったようなのです。それがよくなかっ

た。私はですね、常に議会で港は凍結するべきだと言ってきたのですが、第３商港区はつくら

ないよりつくったほうが間違いないのですよね。日本製紙が使えば便利なのですから、やっぱ

り日本製紙が受益者負担するべきなのです。我々はつくるから受益者負担だよという話はあり

ません。日本製紙が使うから払えではなく、我々はつくるときに自分でつくれと言ってきたの

です。あのチップ船が入っても、本来港というのは絶対儲けないのです。一泊しても白老町が

もらうのは１トン当たり９円なのです。２万トンがきたって白老町がもらうのは、18 万円しか

もらえないのです。港は絶対わりに合わない。なぜ港をつくるかって日本製紙がうんと大きく

なって、たくさん人をつかってもらって、たくさん税金をもらおうっていうのが根底にあるの

ですが、いろんな問題があるのです。 
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○町民 お願いがあるのですが、今政権がかわってお願いしたいのですが、漁港は水産省の認

可でよかった、港湾は建設省の認可だ。港湾にすれば早くできるという一つの駆け引きがあっ

て、山手町長、見野町長には何かの駆け引きがあったと確信しております。いまがチャンスで、

これからの港を管理していく、維持していくのは大変だから、国直轄にしてもらえるようお願

いしたらどうなのか。 

○委員（吉田和子君） そういう考えもでております。 

○町民 私が聞いているのは、これをつくるのに、森野の道路、最悪の所は、１メートル 100

億円をかけてでもどうしても通さなければならんのかということを先生から聞いている。私の

ような者が聞いたと言っても、人に笑われる。弾薬庫から 36 号線を走られないのだ。日本海に

抜けるのにどうやっても森野に道路を 1 本つくらないとだめだということがあった。 

○委員（松田謙吾君） だからね、我々も今、重要港湾は北海道で 13 あるのです。中央港湾

は 25 ある。25 ある中で、北海道一なのだ。重要港湾の中でも６番目になる。ですから、私は、

（以下、聴取不能。） 

○副委員長（斎藤征信君） 時間が近づいてきましたので、せっかくですから、何か一言でも

皆さんからお話をいただければと思うのですが。 

                                           

◎全体での質疑応答 

○町民 私、ゲートボール協会に入っているのですが、はまなす体育館で、５月から 10 月ま

で夏は午前中休みなのです。僕が 73 歳で若い方なのです。皆さん 80 歳以上、独居老人が８名

いらっしゃる。そのうち車を持っていない方が２名いらっしゃる。雨風吹けば寒いからやめよ

うという状態なので、せめて６月から９月までの休みにしてほしい。５月と 10 月は開館してほ

しい。 

○副委員長（斎藤征信君） 開放を縮めてほしいということですか。 

○委員（玉井昭一君） ５月から 10 月まで午前中は休館にしているが、それを午前中縮めて

もいいから、使えるようにしてほしいということですよね。 

○委員（吉田和子君） 議員の皆さんもこんがらがっていますので、町が決めたことなのであ

れば、きちっと調査して、要望があること、希望に沿えない理由は何なのか、調査して必要と

判断されれば、私たち議会として町側に要望します。よろしいでしょうか。ちょっと調査させ

てください。 

○副委員長（斎藤征信君） これもご意見として調査してみます。 

 そのほかありませんか。ちょうど時間になりました。 

                                          

◎閉会の宣告 
○副委員長（斎藤征信君） 閉会宣告（略） 

（午後 ８時３０分） 


