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平成２２年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２２年 ３月２３日（火曜日） 

開    会  午前１０時１４分 

散  会  午後 ４時１５分 

                                          

○出席委員（１４名） 
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委  員 大 渕 紀 夫 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（なし） 

                                         

○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 
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     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 
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     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     生 活 環境 課 参事    小野寺 卓 司 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    星     貢 君 
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     港 湾 室 長    岩 崎   勉 君 

     上 下 水 道 課 長    須 田 健 一 君 

     会計課長・会計管理者    千 石 講 平 君 

     教 育 課 長    本 間 勝 治 君 

     子 ど も 課 長    渡 辺 裕 美 君 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     消 防 長    前 田 登志和 君 
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○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私のほうから、ただいまお配りのゴミ処理経費全体の収支見

通しという資料についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 昨年の２月に議会の全員協議会だったと思いますけれども、バイオマス燃料化施設を稼動す

ることによるごみ処理経費全体の効果額が一応７億 5,000 万円ほどという形で提示させていた

だいたのですけれども、21 年度の稼働状況、あるいは 22 年度の予算である程度今後の見通し

より見通せるということで今回見直しをかけさせていただきました。この収支見通しの基本的

な考え方でございますけれども、上段から２行目に書いてございますけれども効果額の求め方

については平成 20 年度の収支決算額に対し、平成 21 年度以降 15 年間（燃料施設稼動後）の収

支見通しを対比し、効果額を算定したものでありますということでございます。基本となるベ

ースは平成 20 年度決算ということにしてございます。昨年ご説明している資料では 20 年度の

予算との比較ということで出してございましたけれども、今回は 20 年度の決算が出ましたので

そういう形で置き換えをしてございます。21 年度については決算見込み、22 年度については予

算額、23 年度以降につきましてはほぼ平成 22 年度の予算をベースにそのまま数字を横並びで

一応試算してございます。ただ、登別市のほうにお支払いする一般廃棄物の広域処理経費、こ

れは建設費の負担金とは額が確定してございますし、また後ほど説明します公債費についても

シミュレーションの中で額を出してございます。それでは上段の表<清掃総務費＋塵芥処理費>

でございます。公債費だけ別にして下の段に書いてございますけれども通常のごみ処理経費の

試算でございます。まず支出といたしましては一般廃棄物の広域処理経費、燃料化施設の運営

経費、環境衛生センター運営経費、ごみ収集経費、有料化経費、その他経費ということで、こ

こに記載してございますように、ほぼ 22 年度予算をベースに平成 35 年度まで見通してござい

ます。それで支出の①の支出合計の平成 21 年度から 35 年度までの合計 58 億 5,002 万 9,000

円になってございます。これに対しまして収入といたしましては通常のごみ収集で入ります一

般廃棄物処理手数料、ごみ袋ほかの収入、それと固形燃料の売払収入、21 年度のみ寄付金 2,000

万円を加えて収入合計を出してございます。その合計が②の収入合計ということで 15 年間の合

計 17 億 6,665 万 5,000 円。この対比で支出から収入を引いた分が、収入で補えない一般財源不

足額ということになります。合計額でいきますと 40 億 8,337 万 4,000 円でございます。これを

ベースに 20 年度との対比をするわけなのですけれども、この 20 年度の数値、また平成 26 年度

までの不足額の中に登別市にお支払いする建設負担金、過去にクリンクルセンターをつくった

ときの負担金が入ってございます。この部分については年によって増減、あるいは 27 年度以降

はなくなるということでこの部分をはずしまして、対比の２段目建設負担金を除いた不足額と

いうのを試算してございます。ＢイコールＡマイナスアという部分です。この金額を出して各

年度、例えば 21 年度ですと２億 4,411 万 9,000 円、Ｄの数値ですけれども、これから 20 年度

の２億 8,256 万 7,000 円、これを差し引いた部分が効果額としてマイナス 3,844 万 8,000 円。

一般財源を 20 年度と比べるとかけなくていい金額、減る金額、こういう形で出してございます。

22 年度以降も同様に 20 年度の一般財源の額、２億 8,258 万 7,000 円、これをベースに差し引
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きし効果額を出してございます。Ｅの効果額 20 年度対比の合計額は５億 2,912 万 3,000 円にな

ります。１番右端の数字になります。これが清掃総務費と塵芥処理費を合わせたものでござい

ます。公債費でございますけれども、公債費はいくつか条件設定がございまして、まず燃料化

施設型といわれる部分のシミュレーションの中でバイオマス燃料化施設を稼動させることによ

る焼却灰を埋め立てが必要となくなるということで埋立費について減免することができるとい

うことでございます。そして 27 年度にかさ上げするということで 8,000 万円を起債の借入れを

起こしてやるとすればどのような償還額になるかということで、公債費を支出してございます。

また現状型につきましては埋立地がほぼいっぱいになってきているということで 23 年度まで

に完成させなければならないと、24 年度から償還が始まると。これは昨年の資料と基本的には

考え方が同じでございます。こういうような比較の中で対比してございます。こちらのほうは

公債費の中にバイオマス燃料化施設の元利償還金含んでございますのでトータルとしてはプラ

スになるということでございまして公債費の対比の１番右端の合計の額 7,771 万 2,000 円。こ

れは公債費としては施設型、バイオマス燃料化施設をつくった場合公債費がふえるという 15

年間の額でございます。この上の段の効果額と公債費の差引き、一般財源の額を合計したもの

が施設型の効果額です。下の段になります。あと不足額というのは単純に上の不足額を合計し

ていると、建設負担金を含んでということで参考までに載せてございます。合計の効果額でご

ざいますけれども、この表の１番右下すみにございます４億 5,141 万 1,000 円ということで、

昨年７億 5,142 万 1,000 円ということでご説明してございますけど、約３億ぐらい縮まってご

ざいます。この要因ですけれども、実は昨年燃料化施設の運営経費を見積もるにあたりまして

最初は固形燃料で日本製紙のボイラーで活用していただくと。ただ当時日本製紙のほうでも順

調にいけば粉黛の生成物の状態で燃料としてたけるのではないかというお話もございましたの

で、昨年の見通しの中では平成 25 年度以降固形化しなくても燃料として引き取っていただける

のではないかということで、実はバイオマス燃料化施設の運営経費 25 年度以降ちょっとおさえ

た形で試算してございました。ただ、現段階では昨年生成物の状態で一度燃焼テストをしてご

ざいますけどもなかなか操作が難しいということで当面まだ難しいのではないかということで

現実的な試算としては 25 年度以降も固形燃料をつくってということで、見直しをかけてその分

が効果額の圧縮ということになっているのかと推計してございます。詳細がいろいろな数字が

変わっていますので、先ほどご説明した生成物で燃焼した場合と固形燃料で燃焼した場合、こ

れは固形化するにあたっての電気蒸気のエネルギーコストが下がるか、かかるかという部分で、

単純にそこだけの試算というのはなかなか難しいのでしてございませんけど大きな要因として

は昨年の 25、26 年度以降の効果額が縮まってきているということで後半に縮まっている部分で

ございます。１番右下の 21 年３月 23 日、これは 22 年３月 23 日の間違いでございます。一応

そういうことで、この 15 年間の中の後半のほうの金額がちょっと縮まってきているということ

でございます。ちなみに平成 22 年度予算でいきますと、効果額は 2,593 万 2,000 円ということ

で 22 年度予算の額と 20 年度決算額を比較すると一般財源ベースでは 2,500 万円ぐらい縮まっ

た予算になっているということでご理解いただきたいと思います。以上で説明を終わらせてい
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ただきます。 

○委員長（及川 保君） ただいま説明を受けました。実はこの案件につきましては予算審議

の中でご議論をいただきたいというふうに考えております。 

                                                                                

◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、予算等審査特別委員会に先立ちまして、ひと言ご挨拶を

申し上げます。 

 本特別委員会は本日から３日間の予定で行われることになっております。 

 財政健全化団体入り回避はできました。しかしながら我がまちは依然と厳しい財政状況にあ

るということには変わりございません。私は将来的にもまちのおかれている状況からすると全

体の予算規模も縮小されていくべきものというふうに考えるものでございます。議員各位にお

かれましては、今おかれている町の財政状況を十分勘案の上、活発なご議論をいただきまして、

さらにはスムーズな議事進行にご協力をいただきますようお願いを申し上げ、ひと言開会のご

挨拶といたします。 

 それでは、ただいまから予算等審査特別委員会を開催いたします。 

（午前１０時１４分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 審査に当たって委員長より各委員及び説明員にお願いを申し上げま

す。 

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

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

てください。答弁についても簡潔明瞭に答弁するようお願いします。 

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

会では、申し合わせにより、質疑の回数は本会議に準じて原則３回までの一括質疑方式により

行います。また、各会計の予算につきましては、「区切りページ」をお手元に配付しております

が、１議案を分割して質疑の対象とした場合は、「区切りページ」ごとの３回までの一括質疑方

式となります。ただし、質疑・答弁の内容等により、委員長の判断で３回を超えて発言を許す

場合もありますので、この点につきましてもあわせてご承知いただきたいと思います。 

 以上、委員長からお願いをしておきたいと思います。 

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

案件は、議案第９号から議案第 23 号までの平成 22 年度各会計予算 15 件と、これに関連する議

案９件の、合わせて 24 議案であります。これらを一括上程し、順次議題に供します。議案の審

査の都合上、議案第 24 号から審査に入ります。 

                                         

◎議案第２４号 白老町有一般住宅条例の制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 24 号 白老町有一般住宅条例の制定についてを議題に供し
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ます。議案書の「議 24 の１」をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。今回の公営住宅、一般住宅新しく今３件程度です

けども町有財産として貸しつけるということでの条例の制定になるのですが、ここの１番最初

にこれは公営住宅以外のものということで（入居資格）の中に丸暴に対する対策が項目として

載っているのです。今後、これは厚労省だったような気がするのですけども、公営住宅にも丸

暴対策を入れるような方向性でということで、今回の議会で町では胆振東部のほうではそれを

入れていくという方法を条例の中に今取っているところもあるのです。今回町のものですけれ

ども、今回公営住宅のものはないのですけれども、今後この公営住宅のことに関してこの条例

を入れていく可能性というか、必要性があると思うのですが、その辺のお考えをちょっと伺い

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 丸暴対策のことについてのご質問です。検討はしているところです

が、実際の運用面でいろいろ問題点がございまして今回は見送ったところです。現在のところ

すでに、以前から実施しているところにちょっと聞き取り調査をしてございます。というのは、

すでに入られている方がいらっしゃった場合の取り扱いですとか、その場合立ち退き、空け渡

しの請求がどの程度実効性を持つのかというあたりをちょっと調査したいのと、その方が対象

者かどうかの確認をどのタイミングでどのようにするかということに関して個人情報等の関係

がありまして、実はかなり難しい面もございます。そういうところを含めて運用面の調査を今

しているところです。その結果によって検討はしていきたいと考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 検討しているということですので今いろんな実態、それから空け渡

しの問題等もあると思うのですが、これは苫小牧警察署等が積極的に取り組もうということに

なっているのですが、そちらのほうとの打ち合わせ等とか、そういう問題点についての話合い

をされたかどうか、また今後話し合っていく可能性があるのかどうか、その点を伺いたいと思

います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 文章等でそういう要請は以前からいただいております。その中でお

話はさせていただいたことはございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。１つは、職員住宅、消防住宅、そういうところで

の対象、これは全部対象になっているわけですから、町有住宅全部対象ですので、そういうと

ころの対象がどうなっているのか。それからこの職員住宅、消防住宅、教員住宅、用途廃止の

部分と利用できる部分の割合がどのような状況になっているのか、押さえているのかどうか。
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用途廃止する分は用途廃止する分でしなくてはだめだと思うのです。壊す場合はお金がかかる

かもしれないけれども、そういうところをきちんと押さえた上であとは利用できる分がどの程

度あるのか、ここら辺押さえていますか。それともう１つ、職員住宅この間の一般質問にもあ

りましたけども教員住宅がこんなにも余るのは要するに地域外から通っている人が多いという

だけのことだけのことなのかどうか、その点。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 私のほうから職員住宅、あと消防住宅の関係のことをお答えいた

します。今の職員住宅の関係は、緑丘のほうに７棟 14 戸ございます。さらには末広地区で５棟

９戸ございます。消防住宅につきましては白老の大町地区に１戸建て１戸と１棟４戸建て１戸

ございます。さらには虎杖浜地区に２棟４戸ございます。入居の状況なのですが、緑丘地区に

ついては今 14 戸のうち６軒が入居している状況です。末広地区につきましては９戸のうち８戸

が入居。大町、虎杖浜地区の消防住宅については全戸入居の状況にございます。今後の取り扱

いの関係なのですけれども、前段でもお話があったとおり緑丘地区につきましては建物が昭和

43 年築ということで大変老朽化してございます。耐用年数も平成 23 年度で耐用年数が切れる

という状況にありまして、これを補修するとなりますとおおむね 1,400 万円前後かかってくる

ようなことになりますので老朽化を勘案したときに今後は用途廃止をしていくという考えでご

ざいます。それ以外の末広、大町、虎杖浜地区については建物が 50 年代に建ったものでござい

まして、まだまだ 10 年程度使える部分もありますので、いわゆる職員住宅として、消防もそう

なのですけども、今後も継続して活用していくという考えでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 教職員住宅の関係でお話しますと、今回の条例では教職員住宅３

戸ということですけども、現在 16 戸空き家があります。これについても今後検討していくとい

うことで建設課のほうと十分協議を進めながら進めていきたいというふうに考えてございます。

以上です。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） ちょっとだけ補足させていただきたいと思います。それぞれ調査依

頼は私のほうにいただきまして、大体調査は全部終えていまして工事金額をはじいています。

今、田中総務課長のほうからも話をしたとおり教員住宅も同じく 150 万円程度ぐらいかかる住

宅が多いものですから家賃を想定したとしてもなかなか割りに合わないような状況でございま

す。その上で資金繰りを含めて今後は検討はさせていただきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。16 戸がまだ空き家があるということなのですけ

ど、これは全部今の 150 万円ぐらいかかれば全部入れるということになるのですか。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） その中での正確には７戸調査を終えております。それぞれのところ

が屋根、壁等を補修をしない限り入れそうにもないという状況なものですから、そこの予算を
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見ながらしか判断はできないことになっております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 長年の懸案事項でこのように今回条例化で具体化されたということは、

非常に町の職員が頑張ったと思って評価したいと思います。これからますます頑張っていただ

きたいと思います。 

 議の 24―６で 21 条と 22 条と 25 条をちょっとお聞きしますけども、これは 21 条で住宅以外

の用途に使用することができるとなっています。これは例外規定ですけども、どのような例が

あるのか。そしてそう言っていながら、22 条では工作物を設置してはならないという部分もあ

りますし、25 条で一般住宅の敷地内に工作物を設置したとき云々で自己の負担で原状に回復し

なければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは原状を回復しなくてもいいとい

う解釈だと思うのですけど、これらのほうがちょっと条項としては片一方では例外的な処置を

認めながら、片一方ではまた特に町長が必要がないときは原状を回復しなければいけないと。

これはちょっと条例の行き来が具体的にどういう取り扱いなのか、説明願います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） いろんなケースが想定されますけど、例えばですが原状を変えると

いう意味においてはただ手すりを設置するですとか、そういうことが考えられます。そういう

工事をする場合には届けを出していただいて、基本的にはここに書いてあるとおりなのですけ

ども、認めることは十分ありうると考えております。その住宅に手すりがそのまま存置される

ことが次の方のためにも問題がないという判断があれば、それも認めるということでございま

す。あるいはちょっと間仕切りを変えたいというケースも、子供の数によっては公営住宅など

ではたまに出ます。そういう場合については、原状を見て次の方に不適切だという判断になれ

ば原状を回復してくださいというような処置を講じたいという両方を考えてございます。以上

です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 21 条の住宅以外の用途に使用できるというのは具体的にどういうこと

を言っているのか。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） 最近、公営住宅などでもちょっとそういうことが出てきているので

すが、その住宅を一部変えて宅老所といいますか、そういうものなどを開設することも実は可

となっております。そういうようなことなども含めて一部認められるケースはあるのではない

かというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） これは宅老というのはボランティアではなくてきちんとしたある程度

のルールの中で料金をもらえますね。公営住宅、町営住宅の中でやっていいのかどうか。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 
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○建設課長（星 貢君） 昨年の法律改正で実はそういう部分が認められるようなことに改正

になってございますので、それを受けてのお話というふうに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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 24 号、白老町有一般住宅条例の制定について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 24 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第２６号 白老町墓園造成事業基金条例の制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 26 号 白老町墓園造成事業基金条例の制定についてを議題

に供します。 

 議案書の「議 26 の１」をお開きください。 

 これより本案に対する質疑にはいります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決をいたします。議案第 26 号、白老町墓園造成事業基金条例の制定について、原案のとお

り決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 26 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                                                              

◎議案第２８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する 
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条例の制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 28 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題に供します。 

 議案書の「議 28 の１」をお開きください。 

 これより本案に対する質疑にはいります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 28 号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 28 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第２９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費 

に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

○委員長（及川 保君） 議案第 29 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の「議 29 の１」をお開きください。 

 これより本案に対する質疑にはいります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 29 号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 
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〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 29 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第３０号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に 

関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

○委員長（及川 保君） 議案第 30 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の「議 30 の１」をお開きください。 

 これより本案に対する質疑にはいります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 30 号、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 30 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第３３号 白老町福祉館条例の一部を改正する条例の 

制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 33 号 白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題に供します。 

 議案書「議 33 の１」をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑にはいります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論にはいります。討論はありませんか。 



 12 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 33 号、白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定について、原

案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 33 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第３４号 白老町総合保健福祉センター条例の一部を 

改正する条例の制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 34 号 白老町総合保健福祉センター条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の「議 34 の１」をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑にはいります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論にはいります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 34 号、白老町総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例の制

定について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 34 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第３５号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例 

の制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 35 号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題に供します。 

 議案書の「議 35 の１」をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑にはいります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 35 号、白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について、

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 35 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第３６号 白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条 

例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 36 号 白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

 議案書の「議 36 の１」をお開き願います。 

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 質疑のございます方はどうぞ。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、トンネルの向こうの対象人数はどれぐらいな

のかということと、スクールバスの運行との関係はこの場合はどういうふうになっているのか。

ちょっと間違っているかもしれませんけれども、飛生などはスクールバスが行っていたように

記憶をしているのです。それとの関係、路線バスがあるということなのかどうか。その辺をち

ょっとお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） まず該当者ですけども、平成 20 年度また今年度 21 年度について

はお一人も該当者はございません。それと 22 年度の見込みについても、なしというような状況

でございます。ですからスクールバスについても、そういうことで動かしてございません。ま

た飛生の関係ですけども、飛生の関係については飛生の学校の閉校に伴ってスクールバスを動

かすというお話をさせていただいておりますので、現在のところは確か４，５名、22 年度の見

込みでは３名まだスクールバスで通学するという生徒が見込まれております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。仮定の話をするのではなく、25 年に統合する予

定ですね。そうなると当然中学校はスクールバスの運行になります。そうするとずっと対象が
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ないのかどうかわかりませんが、25 年以降のことを言っているのだから。その場合小学校に対

象者が出た場合、当然中学校のスクールバスに乗せられますね。そういうふうな形で考えてい

いのですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 基本的には小学生についてのスクールバス、統合についてのスク

ールバスで小学生を乗せるというような考えは今のところは持ってございません。あくまでも

中学校の統合に関してのスクールバスの運行ということですから小学生については考えてござ

いませんけども、それについてはその状況によって今後考えていかなければいけないかと思っ

ておりますけども、今のところはあくまでも中学校の統合に関する生徒の足ということでのス

クールバスの運行ということで考え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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第 36 号、白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例の一部を改正す

る条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 36 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第９号 平成２２年度白老町一般会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第９号 平成 22 年度白老町一般会計予算を議題に供します。 

 恒例によりまして歳出から質疑に入りたいと思います。 

 一般会計 100 ページをお開きください。 

 それぞれ皆様のお手元に、質疑の区切りページ一覧表を配布しておりますので、それに従っ

て進めてまいりたいと思います。 

 １款議会費及び、２款総務費に入ります。ページ数は 100 ページ１款議会費から、117 ペー

ジ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費まででございます。 

それではこのページ数にかぎって質疑にはいります。 

質疑のございます方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。区切りページの中から、２点伺いたいと思
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います。まず始めに 101 ページの議員報酬等というところです。次にお尋ねするのが 107 ペー

ジの庁舎等管理費というところを伺いたいと思います。まず議員報酬等のところでございます

けれども、今マスコミで大変大きく取り上げられておりますけども名古屋の市長が議員の報酬

も半減、数も半減するということで条例を提案しようとしております。議会は猛烈に反発をし

ている。確かに政令指定都市ですから 1,600 万円の報酬を約半分の 800 万円にするということ

でございます。白老の議会と金額は全然大幅にもちろん初めから違うわけでございますけれど

も、私は議員の数を半減あるいは報酬も半減なんていうことにもしなった場合、地方議会その

ものが私は死滅すると。質の高い議会が本当にそういったことでできるのか、あるいはいろい

ろな団体、いろいろな関係の方々からそういう地方議員になるという人達が本当に出てくるの

か。これを非常に危惧しているところでございますけれども、河村市長は税金を下げるという

ことを片一方でやっているわけですから、こういったことを賛成の市民派の方々は恐らく市民

受けはするというふうに思います。こういった中でもしこれがマスコミに取り上げられ、もっ

ともっと話題になれば全国津々浦々の市長、町長、村長が同じようなことを考える人が出てこ

ないとは限りません。私は非常に地方議会にとって、これは大変大きな問題だというふうに考

えております。それでこの議員報酬等も今議会のほうでも報酬等審議会の諮問をいただきまし

て議会も継続的にいろいろと審議をしておるところでございますけれども、私どもの会派は若

い人たちが挑戦をできる、そしていろいろな各種団体、たとえば主婦の方も挑戦できるような、

そういう議会があって初めて議会改革であり議会の活性化だというふうにつながると思ってお

りますので、私どもの会派は信念を持って今答申を受けているものを 100％成就したいという

考え方でおりますけれども名古屋の市長のような考え方は非常に私は困ると思っております。

ここでもしこの町もそういった条例提案等があったら大変だと思っておりますので、まず町長

のこのことについての考え方をお尋ねしたいと思います。 

 次に 107 ページでございます。この庁舎管理費のところで、議案説明会のときに議案説明を

いただきました。港湾室の移転費用として 48 万 3,000 円をみていると。そして現港湾室は現場

事務所として使うという説明でございました。一体いつからそういう現場事務所の体制を取る

のか。また現場事務所というのは、どういう意味なのか。これは私はよく理解できませんので、

この点を伺いたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まず議員報酬の関係です。私も名古屋の河村市長をテレビでやってい

るのを聞いておりまして、私と議会に対する期待とか、そういうものがまるっきり乖離してい

るのかと実は思いました。特に議会の果たす役割を、私はもう２期目の半分を過ぎましたけど

ますますこれから重くなってくると思います。ですから名古屋市長が言われた根拠が私は丸っ

きり理解できなかったということなのです。今名古屋の市議会議員が 1,600 数十万円もらって

いるというお話でございました。あれ以上ふやすというのはないのかと思っていても、一般的

な地方議会と県議会もあります。市も町もありますけど、議会の開催日とか拘束日を考えると

多分白老町は周辺の市よりも多いのではないかと思っております。それと将来のまちづくりの
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いろんな各界、各層、いろんな世代から出て議会運営というのはあっていいのかと実は思って

おります。そういう若い人から熟年、壮年の話を聞いてまちづくりは進めるべきものだと私は

思っております。ただ、一方では地域住民が議会に対する期待というのもあります。それぞれ

皆さん地域なり住民の代表の方が出ておりますから、私の段階では今の白老町の議会の現状を

考えると報酬は上げるべきだと。これではまともな生活ができるような報酬ではないと思って

いるのが、まず１点です。それと議員数の削減については、これは今議会の皆さんで判断する

ことでございますので報酬とはまた別なものかと。ただし、報酬については、皆さん後 20 年、

30 年やられる方もいると思うのですが、次の世代のことも考えて、次の後継者がそれぞれ出て

くるわけですから、それを考えるときちんと次の世代が少なくても生活ができるように、そし

て議会活動をどんどんできるようにするには専業とはいわないまでも、今の拘束日からいった

らもう専業に近いと思います。200 日ぐらいですから。あと 20、30 日足すと公務員の 230 日ぐ

らいです。ですからかなり専業化に近いので、その辺も議員削減については議会の中で検討す

べきだとは思うのです。ただし、報酬については、今の議会の皆さんの判断ではなく、判断も

もちろん必要ですけど、次の世代のこともきちんと念頭に入れて判断していただきたいと思う

のが私の見解でございます。以上です。 

○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） ２点目の庁舎管理から港湾事務所の関係のご質問であります。

まず、どんな改正かという点ですが、実態は今室長を含めて職員が４名、それから臨時職員１

名の５名体制であります。私は昨年４月から今の部署に入りましていろいろ港湾との打ち合わ

せをやったり、行ったり来たりしていますが、例えば室長が出張なり会議、そうすると残り４

名。現場で船が入ると職員がすぐ対応で２人行ったりとかあります。そうすると事務所に残る

のが正職員１人と臨時職員という状況です。実はことしの４月から臨時職員は廃止します。で

すから職員は今度４名体制だけでの事務所の対応になるのですが、そのときもいろいろ状況は

あったのですが、例えば電話を取っているときにほかの電話が入っても電話が取れない状況で、

もしくは今話をしている方とちょっとお待ちくださいと言って電話を取らなくてはならない。

あるいはお客さんが来てもそういう対応をしているとお客さんを待たせなければならない状況

があるということがあります。その点をまず改善しなければならないというのが大きくあった

ものですから撤退というイメージではなくて、さらに強化をするということで今の建設課内、

建設課港湾室ですので建設課のほうでも電話が取れたり、それから職員もこちらに来て仕事を

したりという２局間できちんと仕事ができると。電話が港湾室に入っていて誰も取れないとき

は建設課で電話が取れるというふうに改善したいという部分がございます。ですので今までの

ように電話がかけてもつながらないということのないように対応したい。現実に事務所を全部

空けるときは風除室に携帯電話を置いてお急ぎの方はこれにという体制も取っていますが、そ

れは余りにもちょっとお客様に不便をかけているということもありますので、まずは建設課で

も電話を取れるようにすること。それと会議等があってもやはり今の建設課港湾室ですから課

の中にもきちんと席を設けて、そこでのいろいろ執務をできるという体制も取ります。ですか
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ら役場のほうに来られてもそのときはきちんと対応ができるということの体制強化のために今

回一部費用を計上させていただきました。また期間でございますが、そういうふうに両方での

対応できるという周知期間もある程度必要でございますので、その辺の期間をおいてできるだ

け早くそういう体制を取っていきたいと、このように考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。１点目の質問につきましては今後、実は議

会運営委員会の中で政策研究会、そして議決権の拡大、これを今継続的にいろいろと調査をし

ております。積極的に取り組もうというような方向性であるというには認識しておりますけれ

ども、先ほど町長がおっしゃいましたように 180 日を超えていますけれども恐らく本当に皆さ

ん公務員の方々と変わらないような会議日数、出席日数にこれをやることによって近づいてい

くのかというふうに思っております。ですから今後こういったことを踏まえて報酬等のあり方

については今後とも議会運営委員会の中で議員のメンバーと本当にいろんな角度から審議をし

てまいりたいというふうに思っております。この件はもう結構でございます。 

 港湾の関係なのですけれども、平成４年の４月に企画経済部港湾課として大町１丁目１番１

号、ここで港湾課というのが始まりました。白老町の港湾課として独立するのは平成 10 年の８

月ですけれども港に移ったのが、白老町港湾課として平成 13 年の 12 月ということで事務所を

新設されております。内容としては港湾の管理、振興、港湾整備促進ということで業務が行わ

れています。そして平成 17 年４月１日にこれも機構改革でございますけれども、水産部門と一

緒になりまして白老町水産港湾課ということになりました。わずか４年の間に機構改革でさら

に再度これがまた都市整備部建設港湾室になったのです。いつの間にか昨年の４月に格下げに

なっているわけです。私も昨年の段階で個人的にはどうしてそういう形になるのかというふう

には考えておりました。今現在白老港は地方港湾で実績ナンバー１でございます。そして本格

的に第３商港区として供用開始となるのは私の記憶の中では平成 24 年というふうに記憶して

おりますけれども、これが平成 24 年で供用開始が一部できるのか 25 年になるのか。まずそれ

も１点ちょっとお伺いしたいと思っておりますけれども、今現在いわゆるＪＲの上を通る  

オーバーレーンも着々と工事も進んでおります。そういった中で道路も整備され海の交通量も

陸の交通量も間違いなく増大が見込まれる中で、このような機構改革というのは非常に逆行す

ると、このように思っているところでございます。また、昨年の 12 月末に通年議会のほんのわ

ずかな空白の１日でいぶり中央の関係で特別委員会をつくりました。いろいろとこれは本当に

白老にとっても大きな痛手というふうに私は思っておりますけれども、このときは水産港湾課

ではなくていわゆる産業経済課というところの中の位置づけでございました。私はこの水産港

湾課という１つの課でもっとじっくりとやるべきであったのではないかというふうに感じてお

ります。その特別委員会の中でいぶり中央から来られた専務がその総会等々で考え方等々は町

の職員には伝わっていたというふうに思っているというような発言もございました。町として

は寝耳に水、議会としても寝耳に水。しかしながらどこか情報不足の面も私は否めなかったの

ではないかと、このように認識しているところでございます。せっかく出発したこの水産港湾
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課としてやったわけですから、なぜこういうような機構改革にするのかと。もっとやはり精鋭

化されたような形の中で続けるべきではなかったのかと、このように考えているところでござ

いますので、この辺のところの見解をお尋ねしたいというふうに思います。 

○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） 山本委員がおっしゃったとおり機構を相当変えてきておりま

す。総論でちょっと申し上げさせていただきますが、機構をどうして変えていくのかというこ

とですが、大きなものでは平成７年に相当な機構改革をやって、今回また部制を引くことにな

って機構改革をやってきていますが、役場の機構というのはその時代に合わせたニーズがどこ

にあるのかということで変遷をしながらつくり変えてきているというのが実態でございます。

そういった総論的な考え方の中で、では港湾の関係はこの間どういう論議をしながら機構をつ

くってきているかということを申し上げさせていただきますが、まず第３商港区をつくるにあ

たってのいわゆる建設に重点をおいた機構のつくり方が初期の目的でございます。その中で、

では水産と今度くっつけまして１つの課にしたわけでございますが、そういった状況の中で水

産が産業をとらえたときにやはり産業のほうに置いたほうが機能を発揮するだろうということ

で、前回水産のほうを経済のほうに持って来たと、こういう形です。それから今回建設課のほ

うに事務所を引き上げてくるわけでございますが、これは先ほど岩城都市整備部長が言ったと

おり事務の体制強化とともに、ある程度港の建設がめどが立ってきているということと、それ

からもう１点はポートセールスを建設課とともに強化したいという意味合いもございまして、

そういった連絡を部のほう、あるいは課のほうと取りながら業務を進めてもらいたいと。こう

いう中で今回そういう業務のほうにウエート置きながら業務を置いてもらおうということでの

考え方で今回１部機構をいじるということではなくて、現場の事務所をこちらのほうに持って

来たと、こういう状況でございます。したがいまして総体的に言いますと港湾ばかりではなく

てどこの機構についてもいろいろと変えてきていますが、そのニーズに合わせたやり方と、そ

れから役場の職員の人員構成、そういったことも加味しながらどういったことの機構が１番有

効なのかということの前提で内部では論議しながら機構をつくってきているという状況でござ

いますのでご理解をお願いしたいと思います。 

○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） ２点目の供用開始年度はいつごろになるかというご質問です。

今までも議会の皆さんにも平成 24 年度中に供用開始という話をさせていただいておりますが、

今回 22 年度予算ですが、前年度に前倒しという部分もありましたが、今年度の約 15 億円がベ

ースになって 23 年、24 年というふうに総体事業費が下がっていくと 24 年度中の供用開始は非

常に厳しい状況になるかということでとらえてございます。ですから目標の 24 年度供用開始は

例年どおりの事業予算が確保されればその見込みでいけるのですが、さらに削減がされるよう

な状況になると 24 年度中の供用は非常に厳しい状況になるということで今はとらえてござい

ます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 
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○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。先ほど時代のニーズに合わせたというご発

言がございましたけれども、確かに第３商港区の建設の見込みはできたと思います。供用開始

が予算によっては 25 年にずれ込むかもしれないというお話でございましたけども、管理上のニ

ーズというのは私は逆ではないかと思います。白老町が白老町の港を管理するわけでございま

す。苫小牧は道と市議会と一緒になって港管理組合というのがございますね。比較的港の近く

にある。やはり私はこれから、最初にお話をしましたけども海も陸も交通量も増大する、また

これからポートセールス、あるいは臨海部の土地もいろいろ売買をしなければならない。そう

いった中でやはり港湾課港湾室というものは、その場所にあるべきではないのかというふうに、

どうしてもそのように思います。管理するのが国や道なら別かもしれません。しかし管理する

のは白老町で管理しなければならない。そういったところの港湾室がこちらのほうに移動して、

しかも現場事務所としてはありますと、何かわかりにくいのです。これは経費を削減するため

に全部が全部移して、そしてきちんとした体制でできるから安心してくださいと。この分を削

減しますというならわかりますが、現場事務所として残すのであれば別に経費として削減にな

らないわけですね。そういった中で、わざわざなぜそのようなことをやらなくてはならないの

か。私は港にあるべきだと思っています。それをいうなら、いきいき４・６に入っているとこ

ろの健康福祉課等があります。そちらがどうしてあそこにずっといなくてはならないのかと、

こういう議論になっていくわけです。この辺で私はちょっと理解できないのでもう１度、理事

者の考え方も含めて答弁を願いたいと思います。３問目なので最後にいたします。 

○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） まず部長がお答えしたとおり、現場事務所にしますというこ

とは常駐ではなくて必要が生じたときには行ったり来たりするという形です。ですので常時そ

こに、現場事務所に人を配置して分散して配置をするという考え方ではないと。したがいまし

て経費については、その間のものについては、当然のことながら経費はかからないということ

で削減にはなるというふうには考えてございます。ただ、先ほど言いましたとおり、ちょっと

繰り返しになるかもしれませんが、山本委員もおっしゃったとおり、やはりこれから港がめど

がたってきて臨海面でどういったことを企業をよびながら展開していくか。これが重要になっ

てきているということでございます。したがいまして、そういった意味からすると、そちらの

ほうにウエートを置きますという考え方です。もう１つは、確かに山本委員がおっしゃったよ

うに現場も重要ではないかと。船の利用があれば、そういう業務も必要ではないか。それはそ

のとおりだというふうに思います。ですので、限られた人員の中でどういった仕事のウエート

をおきながら効率的に進めるほうがいいのかという視点で論議をし、今回こういう体制にした

ということでございますので、重ねましてご理解をいただきたいというふうに思います。 

経費の削減にはつながるといっている意味でございます。ですから常時、常勤しているとす

れば、例えば１日８時間とすれば 365 日ではないですけど、休みの日もありますから 240 日ぐ

らいです。その分については当然 100 だとすれば、常時常駐するわけではございませんので 100

はかかりませんと、こういう意味でございます。そういう意味からすると、そこに置いていた
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100 の経費が 100 までかからない状態にはなります。こういうことで削減にはつながるという

ことでございますので、ご理解をお願いします。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午前 １１時 ７分 

                                         

再  開  午前 １１時１９分 

○委員長（及川 保君） それでは休憩前に引き続いて、会議を開きます。 

 ほか、ございませんか。７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。117 ページの（18）地上デジタル放送難視聴対策事

業についてですけども、この説明では地デジの見づらい所、電波の悪い所に説明をして歩きま

すということでした。しかし、今の状況で町民がどれぐらいの人たちに普及して説明をして歩

いたのか。きちんと説明ができているのか。説明がわからない人たちは自分たちで電波が悪い

のだと思い込んで何万もかけている人が既にいるのです。その辺ができるだけ個人的な負担が

少ないようにするためにも説明が早くされないと無駄なお金を使うという状況になりかねない

ので、私はその辺がもっと早めにお知らせできればというふうに思うのですが、その辺の状況

をお知らせいただきたいと思います。 

○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） 白老地区、社台から虎杖浜の間、アナログ放送時代にかなり

いろんな方向にアンテナが向いております。そしてもうかなり電波が非常に薄い部分がたくさ

んあります。今回デジタル放送開始を契機にそういったことをほとんど解消しましょうと。映

らない部分も、映る部分を 99％ぐらいまでにしましょうということで、今般この部分につきま

してはこの 9,000 万円の予算なのですが、これはそういったことも含めまして、すべてのエリ

ア、99％ですけども、に対して良好な受信状態を実現するということでやってございます。そ

れでその調査にかなり半年ぐらいかかりまして、それでどの手法でいくかという結論、これを

出すのに相当時間がかかりました。それでこのたび、総務省の総合通信局と協議をした結果、

こういう形で町内に 14 基建てるということで予算化したところでございます。今の状態でほと

んどのところが室蘭だとか苫小牧で映ると。結構映ります。ただ、今後夏場を迎えると八戸局

がかぶるだとか、それと苫小牧と室蘭のＮＨＫのチャンネルが同じだとか、そういった混線の

状況の中で、天気のいい星空のきれいな夏場だとか、そういうことが予想されます。そういっ

たことも含みまして、解消するということでございます。この説明につきましては、この 14

基、要するに 14 のチャンネルが町内に登場することになります。そういった説明はこの対策の

方針が立てなければ説明ができなかったというような状況があります。そういったことを考え

ますと、どうしてもこういうスケジュールになってしまったというところでございます。今後

は総合通信局と、それから町と共同で説明会に、電波を発信する局が設置されて、では皆さん

チャンネルを変えてくださいというときの説明。それと、それ以前にこういう方向で進めます

という説明会。年が明ければすぐ説明会に入る予定になっております。その時点では確かに電
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波の薄いところ、ちょっとアンテナを高くしたり、大きなアンテナということでちょっと高い

値段で受信しているというところは確かにあります。そういったことの町民に迷惑をできるだ

けかけないように４月に入ったら、早速地区の説明会に入りたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。もちろん、この予算が決まらないと説明ができない

という意味はわかりますけども、新年度になれば早急にと言っていますけども、本当に今既に

もう無駄にお金をかけた方がかなりいるように聞いております。ですからその辺もできる限り

早いうちにお知らせ願いたいと思います。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） 玉井委員がおっしゃっるとおり、できるだけ早いうちに体制

を整えて地区の説明会を開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。議会費の１款１項１目９節をご質問いたします。

この９節については、私は具体的に内容が理解できませんので、改めて質問をいたします。費

用弁償468万3,000円の中に、説明で議員の自己研修旅費を新たに予算化したとありましたが、

468 万 3,000 円の内訳として事業名、金額等ごとに説明願います。またもう１つ、自己研修旅

費の目的、主旨、使途の範囲、議員１人当たりの金額、単年度のみの研修旅費なのか、あるい

は継続するのか。継続する場合、何年ぐらいを見込んでいるのか。予算が議決された場合、議

員は必ずこの研修旅費を使わなければならないのか。この点がよくわからないので、ご説明を

願います。 

○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） 考え方だけ大きくお話をしたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。内訳については後ほど大黒財政税務課長のほうから予算を持ってきて

明細をお話しようと思います。私のほうから主旨等々についてお話をしたいと思います。今回

このいわゆる目的につきましては、会派でも結構ですし、個人でも結構ですし、１つ先進地の

視察研修を行っていただきたいと、こういう形でつけさせていただきました。これは従前から

言われているとおり、町側と議会と十分論議をしながらと、こういうふうに言われてございま

す。したがいまして、そういう主旨からすると職員のほうには当然研修費用というのはつけて

おりまして、それは職員についても研修をしているという状況でございます。それから議員の

皆さんには３年間に１回、全国の視察研修ということでついているわけですが会派だとか個人

ごとにはついてございません。したがいまして、その目的によってはそういったものを利用し

ていただきたいという主旨でございます。総体的に大黒財政税務課長のほうから雑駁言うと思

いますが、１人８万円程度の旅費という形で、今回予算を計上させていただいてございます。

今後の考え方でございますが、そういう主旨で今回予算計上をしてございますので、単年度と

いう話ではなくて、やはり継続的に行っていただきたいというふうに思っています。当然のこ

とながら研修をしていただきましたら、町側としては議員さん皆さんで研修してきたことを報
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告していただきながら議員皆さんで共有していただければ、より活用されるのではないかとい

うふうに思っています。その中でそれを活用しながら議会の皆さんと町側も政策的には論議を

していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。私がなぜこの質問をするかというと、先ほど山本委員が

議員報酬のことで町長がご答弁をされています。私は今、白老町の再生のために新財政計画に

よる財政再建に向け町民が多くの負担をしいていて、また公僕とはいえ職員の大量退職と給与

の削減、特別職の給与、また議員自らの給与の削減と厳しい町内外の雇用状況もあります。そ

れを踏まえて議会が、行政が優先すべきことが緊急性を優先し、そして財政再建プログラムの

確実な実行に、私は進むべきときなのだと、こう思うものですから、多少小さい金額になるか

もしれませんが質問をしているわけです。そこで２問目にいきますが、議員の自己研修旅費に

ついて町長は議員にかかわる予算なのに、なぜ質問をするのかと思っていると思います。町長

もご承知のとおり、議員の報酬引き上げについては１月６日開催された平成 22 年白老町議会定

例会１月会議において、実施を見合わせたばかりであります。ところが１月 25 日の議会運営委

員会で平成 22 年度予算の議会の説明の中で新たに議員政策研修費として、ただいま答弁があっ

たように議員も了承をしたことで予算が計上されていることになったと経過を聞きました。議

会運営委員会で議論されたようですが賛否両論で議会の総意には至らなかったわけであります。

われらの会派はこの旅費については反対をしております。私の議長経験や前例からしても議会

や議員にかかわる経費は本来必要とあるならば議会が提案をして、そして要求をして、まちが

予算をつけるのが通常であると私は思っております。今回予算計上された議員自己研修費のよ

うに、前もって町長が議会の総意を確認せずに正、副議長だけの了承だけで先に予算をつける

など従前は私はあり得なかったことだと思っております。代表質問、一般質問でも財政健全化

について、いまだ猶予すべきであると指摘が多く出されました。財政再建中にもかかわらず新

規自己研修旅費を町長が積極的に予算化した理由をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 松田委員の言われるとおり、確かに財政改革の途中でございます。私

は職員についても研修費はやはり時代を先取りというか、今の時代がなるべく削らないでくれ

と、これは職員にやっています。それと議員さんの中にも、今３年に１回議会の旅費がついて

いますが、これは議会が財政が厳しいということから自ら決めたことなのですが、３年に１回

といったら今の時代結構変わっている部分が多いのです。それと実態をみると個人的に視察、

研修をされている方も私は何人か聞いています。それと委員会で決まったことのみ皆さん視察

に行って研修をしてくるわけです。ただ、例えば福祉で行っても、産業でこういうのができる

のではないかとか、こういうことを個人で思った場合にどうしても公費として出ないものです

から個人的な予算で行っている方が見受けられます。そういうことから、我々と議会というの

はたえず情報はきちんと開示して議論しなくてはならないというものはあるのですが、職員は

行っています。これは百聞は一見にしかずという言葉がありますけど、やはり同じ目線で見て
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いただいたほうがいいのではないかと。それで私は平成 19 年、我々も方針を出すので議会もき

ちんと我々と同じ場所へ行って見てきてくださいと。いいもの悪いものがわかりますと。実は

その発想からきているのです。ですから委員会で行くところのみ視察勉強できないというのは、

これはちょっとかなり対等な議論をするには議会のほうが不利ではないかということもござい

ます。個人的に研修をしているということもあります。確かに議員の報酬を削減していますの

で、大変厳しい中でいいのかという言葉もあると思うのですが、私としてはこういう厳しい時

代だからこそ我々も見てきますから議員さんも見てくださいと。そこで対等的な議論、まちづ

くりの議論をできるのではないかと思っております。そういうこともあって議長と副議長にご

相談申し上げたということでございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。厳しい町内外の経済雇用状況など町民の日々の厳しい暮

らしを直視したとき、議員個々の行う自己研修費は私は自主で賄うべきだと。公費を今使う、

私は環境にないと思うのです。町長は公費での自己研修費が絶対に必要とするのであれば、従

来からいっている研修旅費として別立て本年度予算に計上されている道外研修費 348 万 3,000

円の中で対処するよう、私は逆に町長が議会に今こういう状況だから議会の意志を確かめると

言って議会の意志を確かめて出すべきではなかったかと思います。そして議員研修旅費にかか

わる 120 万円は緊急性があり優先度の高い他の事業の財源に回し、まちの活性化や福祉の向上

を図るべきだと、私はこう思うのですが、もう１点町長この見解についてお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 財政再建途中で議会の皆様も自ら報酬を削減していると、そういう意

味合いも確かにわかります。ただ、１つだけ議会研修の個人的なやつは自費で賄うべきだとい

う、それが私は今松田委員からそういう提案がありましたが、今削減をしている中で自費でま

たその分を出すということになるとなかなか難しいのではないかと思っています。ですから私

は議員の皆様も日常的に調査だとかいろんな勉強をしておられるわけですから、この削減の中

からまた研修費を持っていかれると本当に、１年間のうち 180 日も 190 日も日にちを拘束され

て、そのほか報酬を削減をして、そして勉強をする分は自前でといったら本当にこれは議会の

果たす役割は重い役割があります。重い役割があるのですけど、それにしては余りにも負担が

多すぎるのではないかと私は町長としての立場、皆さんの日常的な議会活動を見てそういうふ

うに思いますので、これは予算的にはこういうふうにつけさせていただきましたが、ただし個

人的な研修費も認めますと。ただし、こんなにはかからないということであれば、それを皆さ

んの努力で削減していただければいいのかと思っております。ただ、これからはこういうこと

を当然認めなければならないのではないかと思っております。というのは市議会でも政務調査

費というのはあります。今は時代の中で政務調査費についていろいろ議論されていますけど、

私は本当に我々もそうですけど議会も資質と言いますか、勉強をしながらやはりあしたのまち

づくり、将来のまちづくりを考えると当然、この研修、勉強というのは必要なことでございま
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すので、その辺も加味していただきまして、もちろん議会の皆さんは全部使いきるということ

はあり得ないと思います。必要な分だけということです。それはそれで余ればその分はまた次

の翌年度に使わしていただくと。ただ、はっきり言いますけど委員会のみで行く研修ではなく

個人的にいろいろ思いがある方がいらっしゃると思います。私も議員さんからいろいろ提案を

受けています。例えば、本州でこういうまちが、こういうものを使って産業で結構振興してい

ますとか、底上げしていますという話も聞いていますので、逆に個人的というよりも議員さん

と職員が一緒に行ってそのものを見てくるというのも１つだと思いますので、できれば山口総

務財政部長が言ったように継続的にやりたいのですが、まず１回今回このことについて皆さん

で使っていただいて勉強していただいて次に反映したいと思っています。これで不必要と、い

らないということであれば、またその時点で、私自身は今回は皆さんと全員と議論をしたいと

思っています。今回はこれでできれば理解していただきたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 大変申し訳ございません。先ほどの研修費の内訳でございま

すが、先ほどご答弁申しましたとおり、自主研修につきましては１人８万円の 15 議員分という

ことで 120 万円を計上してございます。そのほか、４年に一度の東京以南研修ということで、

これにつきましては１人 15 万 2,600 円の 15 人分ということで 229 万円、これを今回計上させ

ていただいております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） まだ３点もあると思うのですが、議員１人当たりの金額を言いまし

たね。単年度のみの研修なのか、あるいは継続するのか、継続する場合何年ぐらいを見込んで

いるのか。 

○委員長（及川 保君） 研修の部分ではいいですね。よろしいですね。ほか、ございません

か。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 今、松田委員から質問がありました、私も同じ項目の中で２点ほど質

問をさせていただきますけども、私も今松田委員のほうからルール説明がありましたけど、私

もやはり議会も議員報酬の引き上げを見送ったばかりに、またなぜすぐに議員自己研修の予算

化をするのかということでありますので、私もなぜ予算化をしたのかと、私はすべきではない

と思っているのです。それで、今私は町長がこの予算をつけたことに対しての姿勢をちょっと

伺いたいと思います。ということは、執拗にも松田委員も言っていますので重複して言いませ

んけども、１点として非常に町内の厳しい町民の生活、経済状況をかんがみると金額の大小は

別にして 120 万円とありましたけど、こういう部分をもっと先に優先してやる事業があったの

ではないかと、そういう部分から町民の目線に立つとこの事業はどうなのかと、予算がどうな

のかと思います。具体的にちょっとお話をさせていただきます。これは非常に町長も議員と職

員とで対等な議論をするのだと言われましたけど、その辺の受け方が、では議員がもう少し勉

強をすれという言い方だと思うのです。それは違いますね。それは私の見解ですので後で引い

てください。私は 16 日の代表質問を聞いたのです。そのときに大変重要な答弁をしています。
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これは町長が町民の声に謙虚に耳を傾けている姿勢だと、私自身も共感を覚えたのです。それ

で具体的に言いますけども、代表質問で氏家委員の質問にこう答えているのです。重度心身障

害者および一人親家庭の医療費助成の一部負担を廃止したことでごうごうの非難を浴びている

と。そしてこの制度を復活させたいとこう町長言っていますね。それで私は振り返ってみたの

です。非常にこれは町民にとって大事なことですから。そうするとこの医療費の一部助成の廃

止は 20 年の 11 月の議会で審議されて賛成、反対同数のために議長の賛成でこの制度が廃止さ

れたのです。これは私は廃止に反対しました。このときの乳幼児と重度心身障害者および一人

親の医療費を合わせて一部助成額はまちの負担が 82 万円だったのです。このとき議会でもあり

ました、82 万円をなぜ落とすのと。それでこの 82 万円を削減するために医療費の助成を廃止

されたのですね、町長。そうすると、町長は今になってこの制度を復活させたいと答弁があり

ました。これは私はいいと思います。それで私も１日も早くやるべきだと思いますし、緊急の

課題だと思います。町長の姿勢も同じだと思いますけども、政治のもっとも大事な目線は命を

尊重することにあります。私はそう思っていますけども、財政が厳しいことをかんがみ、この

議員の自己研修費 120 万円を優先して予算化する前に、私が今１つの例として言いましたけど

も、そういうような医療費とか福祉の充実の政策に率先して予算に反映するという判断がなか

ったのかどうか、町長の見解を伺います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） やらなくてはいけないものがたくさんあるのです。ただ、それと比較

して今回議論をするというのはいかがかなと思っております。要するに我々だけで決められる

ことではないのです。議会の議決があって我々できる話ですから。ただ、ここで私の思いを言

わせていただくと、私も任期があと１年半です。皆さんも１年半。次に受かる人が勉強するの

は自分の金で行きなさいと、委員会で行くのみしか勉強はできないのだとか、報酬も議会は削

減しています。この中で議会をやらなくてはならないと。こういう下地の中で果たして本当に

これからの議員さん達、これから何歳の人とかいろいろ出てくると思いますが、これで本当に

公平な機会を与えられるということになるのでしょうか。前田委員も勉強ぐらい自費で行くも

のだと言っていても、これはやはり地方へ行って勉強をするといったら先進的な取り組みとい

ったら全国でやっているわけですから、私は素直な意味で、逆に過去のやり方であれば我々だ

けが見てきて皆さんに説明をして、これが１番いいのだということで果たして、我々もそうで

すけど、私の部下が行って見てきてこういうことをやっています、これはすごいことなのです

と言っても私は部下に簡単に言われてもなかなか納得できないし理解できないです。これから

いろんなまちづくりをやる上で。そういうことを考えるとやはり同じ目線で同じものを見てき

て議論するというのが、これからのまちづくりに１番重要な部分、大事な部分ではないかと思

っております。ですから今回は私は必要だと思って提案させていただきました。ですからその

辺はあと議会のほうで必要がないということであれば、これはそういうことになると思います

ので、ただ、今だけではなく私は将来に向かって提案させていただいたということを、まずご

理解いただきたいと思います。以上です。 
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○委員長（及川保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 私も議員個々での資質向上でも研修、勉強は必要だと思っております。

ただ、それがどの範囲で公的にみるべきか、自費でみるべきか。そして今この経済情勢におい

た環境の中で、それが今なぜ優先しなくてはいけないかという私は町長の姿勢を聞いているの

です。今言ったようにもっと命をみるとか、どうするかというそういう今白老の中におかれて

いる政治的な判断の中で優先すべき事業はあったでしょうと。そうすれば今必要であるけれど

も私たち自ら勉強をする、あるいは一般質問で質問をする、何をするということは、ある程度

は私たち自分達でやりますと。そうであればもっと私たちにつける 120 万円があったら町民の

苦しい事に予算をつけていきませんかと。そういう視線でできませんでしたかということを私

は質問をしているのです。それはあとは町長が言ったことについては個々の見解がありますか

ら、ここで議論する何者でもないし、今後どういうような形でなるかわかりませんけど、私は

そういう観点で質問をさせてもらっていますので、議員の資質の向上のためにするのはもっと

もです。ただ、公費で会派や個人のほうにつけるべきかどうかという問題の論点であります。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 要するに、私の出した予算と、今やらなくてはならない事業がたくさ

んあります。議員報酬もゼロにして職員もゼロにしても足りないぐらいやらなくてはならない

ことがあるのです。ですからそれを個別の事業と全部比較してやられると、私があたかも心身

障害者のを削ってこちらをやったとか、そういう個別の議論にされると、これは町民に聞いて

何だと我々はどうでもいいのかということになると思うのです。まちの皆さんに聞いていたら。

そういうことではなく、要するに我々も絶えず勉強なのです。議員さんも勉強でしょう。多分、

前田委員も個人的に何回か勉強しに本州のほうに行かれていると思います。本当にではそれで

いいのですかと。皆さんも議員さんというのはそこまでしないと議員としての存在が成り立た

ないのかといったら、私はそうではないだろうと。要するに委員会で行く研修はその委員会に

よって決まっています。総務は総務のエリアがあります。それ以外のこともやはり勉強をして

議員からも提案を受ける、指摘を受ける。そういうことで日常的にまちづくりをやっているわ

けですから、私は本当にこの勉強する機会にあえて、では１回２回、１年に２回３回行ったら

もう大変な金額になると思うのです。それで本当にいいのかと。５回行かなくては６回行かな

くては研修にならないと、そういうまた極端な議論にもなりかねないので少なくても皆さん真

剣にやられているわけですから、やはり少なくても個人の部分と公費で行く部分、これはまち

づくりのためにやっているわけですから、それは当然公費で行くべきではないかと私は思って

います。この部分と、今抱えている福祉関係、教育関係の予算と比較されると、それがどちら

が優先するのだと、私はどちらも優先しなければならないことだと思っております。ただ、そ

の中でできる範囲の中でやっているということですから、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。 

○２番（前田博之君） 町長は比較してものを、質問をしないでくれと言いましたけども、こ

れは私も個人的にはそうです。議員として町民から選ばれた１人として、そういう声をお話し
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ているのです。それの判断は町民がどう見るかという問題であって、比較ではなく私の政治姿

勢として命を大切にするほうが必要ではないかと、我々が勉強するのは自分達でやりますと、

そういう公費をつけるのは後回しにしてもいいから、今先ほど町長も代表質問でああいうこと

を現実に言っているのです。そうすればそういうことを先につけたほうがよかったのではない

かと、そういう政治姿勢の政策を今議論しています。そういうことです。それともう１点は、

個人、会派と言いますけども、ことし道外研修をもっていますけども、具体的には別にして、

その中で本当に必要であれば、松田委員も質問しましたけど、その中で１つどうですかと。仮

に３泊４日を２泊３日にして１泊２日分を個人的なものにまわしたらどうだと。そういう全体

の予算の厳しい中で、そういう運用も図れる可能性があるのです。そういうことがもっとあっ

てもよかったのではないかということです。そういうことで言っていますので、町長が答弁で

言ったように比較論でものを言っているのではなくて、私はそういう立場で、町民の立場にた

って予算をつけるときにそういう政策論議をして議論をされたのですかということを聞いてい

ます。そういうふうに単純にあげないでください。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 町民の立場からいったら、今命を優先と。それを言われたら我々の旅

費も議員の旅費も全部ゼロでいいということになるのです。そういう極論を言われると。ただ、

私が言いたいのは、今前田委員が言われたとおり３泊４日を２泊３日でもいいのです。ただ、

３泊４日が２泊３日になっても、これは宿代の１万円なのです。これは大半が飛行機代にいく

わけです。ですからその辺の議会の皆さんが自ら調整をしていただいて、１人８万円が１人３

万円になりましたとか５万円になりましたと。私はそれはそれで議会が本当に努力をして、や

はり使う部分で使っていただいてそれが執行残として残ったと。それは理想的な形だと思いま

す。ですからこれを全部使いきってくださいとは私は言っているわけではない。この範囲でや

ってくださいと。ですから残った分はどうぞ残して次の翌年度に繰り越してくださいというの

が私の考え方ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩をいたします。 

休   憩  午前 １１時５９分 

                                         

再   開  午後 １２時５８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、先ほどの続きで、まだご意見がございましたらどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。107 ページと 108 ページで若干聞きたいのですけ

れども、港湾室の問題については今同僚議員が聞きましたので、事実関係はわかりました。た

だ、ここにいらっしゃる方々もその当時いたのですけども、これができるときに、こういう懸

念がないかという主旨の質問を私は一般質問でかなり厳しくやった経緯がございます。13 年は

確認はしていませんが、先ほどの同僚の議員でいうと建物が建ったのが 13 年だとしたら、まだ

10 年たっていないのです。私はそのときにあの建屋の横に建物があって、そこに電話もあるし
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休憩所もあると。それで、当初から１千何百万円から２千万円ぐらいかかったと思うのですけ

ども、そういう必要がないのではないかということでかなり厳しいやり取りが現実的にあった

のです。しかし、そのときは絶対必要だと、もちろん状況は変わりますから全部だめだとか、

そのときのものが全部とは言いません。ただ、少なくても 13 年だとしたら 10 年たっていない

中でこういう政策変更が行われるということになると、私はやはりその見通しが甘かったので

はないかと。もちろん今の町長ではないです。だけど少なくても前の前の町長さんだったので

すけれども、そのときに自信を持ってそういうふうにおっしゃっていた。答弁の中で港の考え

方はいろいろあるのだけれども、24 年か 25 年の完成の後ならまだ私もわかるのですが、その

前にこういう処置を取るとしたらそのときの政策的な見解というのは総括反省をする必要がな

いのかどうかということで、やはり政策の継続性の問題でどういう考え方をもっていらっしゃ

るか。ここだけはきちんと聞いておきたいというふうに思います。私はそのときかなり頑張り

ましたけど、結果としては見解の相違か何かでするっといきましたので、私はやはりそうでは

ないと思っております。もう１つ、次のページ。臨時職員の関係なのですけど、非常に私も矛

盾していると思います。私の言っていることも。それはどういうことかというと、人は減らさ

なくては、本棒を減らさなくては、まちはなかなかうまく運営できないというのは十分承知し

ています。しかし、現実的に郵政は 10 万人になるかどうかわかりませんけど再雇用をするとい

う方針を出しました。そういう中で正規の職員がどんどん減って、非正規の臨時や嘱託の職員

の方々がふえていくというのは本当に白老町の役場にとって将来いいのかどうかと。これは役

場の仕組み、将来の方向、それから地方自治体のあり方、こういうことが議論されて、こうい

うふうになるから正規職員がこれだけでいいと言うなら、それは理解のしようがあるのですけ

れども、今の状況の中で正規職員を減らし非正規をふやしていくというのは、まさに今の国の

やり方と企業の生き残りと変わらないようになってしまうのではないか。そういうことが非常

に危惧されるのです。それは前提としてきちんとこういう地方自治体というのはこういう仕事

を将来していくのだと、そういうものがきちんとあった上でやる中身のものではないかと思う

のですけど、私も質問をしていて矛盾があるということはわかっています。そういう矛盾をど

う理解して、どうこれから解決していくのかというあたりでお尋ねしたいと思います。 

○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） では１点目の港湾事務所の関係でお答えいたします。平成 13

年 12 月に事務所のほうが新たに開設されたという経緯でございますけれども、その時代時代で

いろいろな状況の変化があるというのは当然のことなのですが、今回こういう経緯に至ったと

いうのはやはり機能性を重視したというのが１番にあります。６名いて、５名いて、ことし４

月から４名の体制になります。そのときに空き家になってしまったら困るのです。事務所を空

っぽにしてての対応になったら困るのです。それで事務所とどうする、このような状況で人も

少なくなった中でどうしたらいいかということをよく議論しまして、その中で今回の、では電

話は取れるようにシステムを変えたらいいかとか、それからこちらで会議があるときはすぐこ

ちらで対応ができるように机もあって作業ができると。あるいは漁師さんなども相談にくると、
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そうなればやはり現場なのです。そのときも職員が対応できるように、朝行ったら現場のほう

にも行けるように、そういう機能をきちんと重視したことを１番に考えました。もう１つは、

やはり管理体制、４名の職員だけで事務所にいるということが本当にいいかどうかという部分。

やはり管理体制のこと、職員のことも考えて、今回の体制を取ったということで、決してマイ

ナスイメージにはとらえないでいただきたいというふうに思います。 

○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） 臨時職員の関係でございます。今の矛盾を感じながらという

ふうな話ですが、私もジレンマを感じながらやっていますが、いずれにしても総人件費の部分

を抑えていかなくてはいけないというのは、これは行政にとっては命題だというふうに最大の

課題かというふうにも思ってございます。そういった中で臨時職員の職につきましては正職員

との職のあり方と、それから臨時職員のあり方でいっときの臨時職員と違いましてかなり業務

的にはやっていただいているというのも事実です。以前の考え方は、10 年ぐらい前からすれば

コピーの職員の補助だとか、そういったものが多かったわけですが、今の臨時職員は職員の補

助というよりも、それに匹敵するぐらいのものをやってきてもらっているのも事実でございま

す。ただ、先ほど言ったように行政課題はそういう形です。どこの自治体もやはりそう見なが

らそういうふうにやってきているというふうに思ってございます。そこのところはそうはいっ

ても臨時職員の待遇改善をしながら、そういったものをまたやっていかなくてはいけないとい

うのもまた事実でございますので、今回一部に臨時職員の健康診断を実施するだとか、賃金単

価でございますが時間給にすると 20 円ほど上げてもございます。そういったことを踏まえなが

ら、その辺の念頭もおきながら改善をしながら、そこは進めていかなくてはいけないというふ

うに思っています。ただ、いわゆる委託でありますが、そういう部分を含めて極端に職員の減

った部分を臨時さんにお願いしているわけではなくて、最小必要限度臨時さんにお願いする、

採用していくという形にしていますので、そこのところはご理解いただきたいというふうに思

っています。回答になっているかどうかわかりませんけど、１つよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫君。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。深くは言いません。町長にお尋ねをします。今の

山口総務財政部長の言ったことは私はよく理解できます。ただ、私が言っているのは言えとい

っている意味ではなくて政策的に少なくても８年、９年でそういうことになるということは身

の丈に合わない町政、財政運営を行ったことによって今の財政危機というのがきたという町長

のご認識だと思うのですけども、そういうことからいうと言えとか言わないとかではなくて、

私はそこは継続性の上での政策のあり方をどう評価するかと。間違っていると言えということ

ではないのです。そこをやはりきちんとしていかないと財政運営上の問題で、あのときも私は

大変だと思ってそのことも言っていますから、だからそこはやはり政治家として見たときにい

かがなものかと私は思っておりますので、その点のご見解だけ。だめだと言えと言っているの

ではありません。もう１点、今の話です。そこもわかります。ただ、これからの自治体の仕事
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をどう、もうちょっと集約していくようなことを考えないと仕事量は同じなのだけれども正規

職員を減らして臨時にかえていくというのは、早晩無理がくるのははっきりしているのです。

ということは、地方自治体の仕事とは一体何なのかということがやはり役場の中できちんと議

論されていかないとだめではないか。単純にどこかの部署を委託に出すとか、民間委託とか、

そういうことだけで本当に解決できるのですか。例えば、保育所の問題も現実的には町が最後

は責任を負うわけですから。ですからそういうことを含めて仕組み、システムを考えなくても

いいのかという、この点だけです。根本的な分だけです。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まず、職員のほうからいきます。今、確かにバイトがふえていますけ

ど職員ではなくてもできると。それと非正規の人もかなり資質の高い人もいます。それで山口

総務財政部長が言ったように職員を採用すると一生ものです。ただ、職員でなくてもできる。

要するに行政でなくてもできる。これは絶えず、永久に我々はコストを効率効果を考えた場合、

これは永久に伴っていくのかと思っております。今のところ、やるとすれば非正規職員の待遇

改善をもう少しすべきかということです。ただ、今郵政のほうもやりましたけど、ああいうふ

うにすぐ社員にするというのは、うちの財政事情からいったらちょっと考えられないでしょう。

穏やかにやっていっても、まずできるのは職員ではなくても非正規職員でもできるものは非正

規職員にやってもらって、そのいた課にはまたいろんなところに行くわけですから。その調整

はありますけど、そういうことで考えております。また、港の関係なのですが、大渕委員、私

は港のことで当時課長でしたのでかなり議論したのを知っております。その際も、先ほど質問

がありましたけど、白老の財政本当に大丈夫なのかという質問もしたことを私は当時知ってお

ります。ですから、その当時理事者がどういうふうに答えたかもここにいる人より１番知って

いるので、その点については私は答えなくても、当時の理事者はそういう認識はないという、

確かご答弁だったやに私は記憶しております。これは財政の関係です。それで港湾の事務所が

こちらに移ったことについては、効率もあるのですが、そのほかに考えられるのは、よく部制

したときにこういうふうにするのだという話はしていましたが、これから道路も出てくるでし

ょう。港湾課長はほとんど毎日こちらに通っています。係りもこちらに通って話をしています。

それで人も減らしました。要するに、１つの課で考えた場合、港湾課も道路をつくるし、建設

も道路をつくったりするのです。ですからこれからは多分部長の権限で港湾課の道路をこちら

の建設課の人間がつくったり、そういう臨機応変に仕事を均一にするようなそういう部長の裁

量でやられると思います。そういうことも１つの効果として出てくるのかと思っています。頭

数にしてはまずまず効果がありました。それと部内会議にしてもいろんな調整を図れます。こ

れは向こうにいるときと、こちらにいるとき、それぞれメリット、デメリットがあるのです。

ただ、今のまちの事情におきかえた場合、港湾課をこちらに持ってきたほうがより効率のよい

仕事ができると。そしてこのデメリットの分を、どうクリアするかということでございます。

そのデメリットの分を岩城都市整備部長が言ったようにクリアできるわけですから、まずは効

率のよい仕事をということを考えた場合は、今の体制がベストかと思っています。また、第３
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商港区が完成したときの状況をみてまた考えなければならないと思っています。私は絶えず、

つくったからそのままでずっとやらなくてはならないという考え方はないです。ただ、１点投

資をしていますので、あそこについては有効な利用も図る必要があるのではないかと思ってい

ます。今のところ、これからどのように忙しくなっていくのか、港も第３商港区をつくると結

構変貌してくると思うので、それによってまた対応を考えようと思っています。現在のところ

は、今の移った段階がベストだ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） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に進みます。 

 116 ページ２目姉妹都市から、125 ページ８目車両管理費まで。 

 質疑のございます方はどうぞ。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。117 ページから 119 ページにかけましての

姉妹都市交流のあり方について、建設的な意見交換というか、議論をさせていただきたいとい

うふうに思っております。ことし、国際姉妹都市ということで、ケネル市の訪問ということで

理事者の方も、また議会からも参加をすると。そして一般の町民の方、学生の方々もすばらし

い体験交流をするということで、私はある意味教育関係のことでいうと非常に意義のあること

だと、このようには思っているわけでございますけれども、長年続いたこの国際交流でござい

ますけれども、やはり見直すことも必要かと。見直すということは、今やっているところとや

めるということではなくて、続けながらもボリュームを少しずつ減らしていくというのも１つ

でありまして、温故知新という言葉がございますけども、私は新しいところと姉妹都市を結び、

それが白老町の発展のためにつながるようなところ。しかも白老から近いところ、そういった

ところで気軽に一般の町民の方も３泊４日とか、２泊３日で旅行の行けるようなところと姉妹

都市を結ぶ、これも１つの考え方かというふうに前から思っておりました。特に具体的に申し

上げたいのは中国ですとか香港ですとか台湾ですとか、そういったところの交流をやはり今行

うということが大切ではないかというふうに思っております。今定例会の議論の中で博物館の

公立博物館というお話も出ておりましたけど、まだまだハードルとしては非常に高いというふ

うなお話もございました。そして観光と文化の伝承というのは必ずしも一致していることでは

ございません。どうしても観光は観光、文化の伝承は文化の伝承ということで、切り離してや

らなければならない部分もございますので、その部分で、今中国の方々が日本に来られて非常

にお金も使っている。日本の超高級ホテル等もかなり中国人の方が、富裕層が来られている状

況でございますし、北海道にもたくさん来ている。そういう中で、今白老で１番大変なのは私

は第３次産業が１番大変なのではないかと、こういうふうにみているわけでございますけれど

も、財団や商協への税金投入に関しても、私は限界があるのかというふうに思います。仮に商

協にいろんなことに手を差し伸べる、これは大切なことではありますけれども、仮に手を差し

伸べた後に、では側はできるけど販売体制がどうできるかと、こういったこともあるわけです。

建物はできました。だけど買ってくれる人がいないと、これは全く意味がないわけでございま
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すので、そういった意味で私はＪＴＢさんを使っているわけですから世界に支店がいろんなと

ころに必ずありますから、そういうところを有効利用いたしまして北海道のどこかのまちや村、

小さなところでもいいから、そういうところと姉妹都市を結びたいと思っている中国あたりに

目を向けて、そういうところを戦略的に、産業的な面での戦略的姉妹都市締結、これをやはり

検討してみてはいかがかと、こういう考え方をちょっと思っておりましたので、そういった部

分いかがかということをちょっと、ご意見を伺いたいと思います。そしてもう１点は、この隔

年で行っておりますケネルとの交流事業でございますけれども、これも同じようなやり方でい

つまでもずっと続ける所存なのかどうなのか、これも合わせて伺ってみたいと思います。 

○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） ケネル、それから仙台市ですが、姉妹都市で来年 30 周年、

こういう節目の年という形になります。今、山本委員がおっしゃったとおりの切り口というの

はかなり国際交流の場合、教育の面から始まって、それから産業、観光等々いろいろあります。

１つには、そういったことの切り口をどういうふうに取られるかによってもかなりの交流の仕

方が違ってくると思います。正直現在までそういうのを具体的に検討したことがございません

ので節目の 30 周年のケネル、仙台を合わせまして来年 30 年を迎えるという年でもありますの

で、ここのところの部長職の中で少しじっくり検討させていただきたいというふうに思います。

そういう意味からすると、先ほど言ったとおり切り口がかなりありますものですからトータル

的に意見をすり合わせながらちょっと考えさせていただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 日本の国の１番残念なところは近くの国と、今韓国とは大分交流を図

っていますが、余り隣国とのそういう交流関係がないというのが、今までは実は課題でした。

ただ、ここに至って中国のほうに日本の企業がどんどん出ている。そして韓国との交流もかな

り活発になってきているということなのですが、それもあるのですが、例えば白老のアイヌ民

族博物館、あそこは私の記憶ではフィンランドとロシアと姉妹博物館ということで盟約を結ん

でおります。ただ、中国のどこかとは交流はあると思うのですが、以前中国の少数民族の高砂

族とかいろんな民族がおりますけど、そことの交流はやっていたやに記憶はあります。そうい

う部分でヨーロッパのほうとはそういう姉妹博物館を結んでいるのですが、アジアの中で結ん

でいるのかといったら、私はちょっと記憶がないので、まずは文化面でいくとそういうきっか

けが必要ですから多分民族的なつながりのもとにやる以外にないのかと。たまたまケネルは経

済的な、当時大昭和製紙の工場がありましたので経済を前面に出したきっかけが交流だったの

ですけど、仙台も歴史姉妹都市と、森田村も歴史的なものです。ですからきっかけが必要なの

で、多分これからのきっかけというと民族的な交流をきっかけとしたそういう姉妹都市しかあ

り得ないのかと思うのですけど、またそれをやるといろんな予算がかかってきますので経費が

かからないように、今みたいにかからないようにしてもこれだけかかるわけですから、そうい

う部分では民族文化を前面に出すしかないので、それは財団も今大変な状況なので、これから
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の課題だとは思うのですが、今すぐというわけにはなかなか難しいのかと思っております。私

は以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 町長の考え方はわかりました。私が申し上げたいのは戦略として産業

の関係で白老町が発展するきっかけになるようなところを戦略的に探してやってみてはいかが

かというふうに思っているわけでございます。ニセコの例を出しますと、今円高で非常にオー

ストラリアの観光客が 30％減りました。しかしながら円高がおさまっていくとまた復活してい

きますでしょう。今現在はオーストラリアの観光客は減っているのですけども香港の投資家は

どんどん円高でも進出している状況です。そういったところでやはり今アジアに非常に力のあ

る国が日本だけではなくて近隣にたくさんできている状況の中で、そういうところと何とか日

ごろからおつき合いできるようなことを考える。このことによって白老の第３次産業、サービ

ス業、あるいはそういった観光だとか、そういった部分、商業関係も発展する可能性があると

いうふうに思いますので文化的な面だけではなくて、そういった視点からもそういったことを

検討はしていただけないのかというふうに思っておりますので検討していただけませんでしょ

うか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） ご指摘のとおり、今これから、今朝ほどもニュースでやっていました

けど、要するに日本の野菜を沖縄経由で上海、香港に持っていくという話も実はエアカーゴ   

でやっておりました。これからは中国が大市場でございますので白老の特産物を送って白老の

例えば、農業者が安定的に経営できるのであれば当然そういうことは考えなくてはならないの

ではないかと思っております。私の記憶では、和牛ですけど、今から６年前にほとんどの肉を

国内市場で中国に持っていっているという、そういう和牛のブランドをやっている国内の産地

もあります。当然勉強をしなければならないし、調査をしなければならないと思っています。

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に進みます。 

 124 ページ、９目企画調整費から、131 ページ、17 目諸費まで。 

 質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕紀夫です。125 ページの企画調整費でちょっとお尋ねし

たいのですけれども、１つは政権がかわりましたけれども、このことによる国の政策的な部分、

今まで町が取り組んできた政策的な部分での変化がないかどうか。それから現実的にトンネル

だとか、ＪＲをまたぐ萩野の道路、これは一応計画は聞いていますからわかりますけど、イオ

ルもわかります。それ以外の国や道の事業で継続的にどういうふうな状況にことしはなりそう

なのか、そのあたりの感触。それともう１つは 127 ページの移住・定住、これは今回大幅にふ

えているのだけれども、どこか違うところからこちらにきたのですか。ちょっとよくわからな
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いのですが、別な戦略でこういうふうになっているのか、そこら辺あたり。 

○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） 私のほうから前段の政権交代による部分と、それから国、道

の事業、その２点について。あと移住・定住については岡村産業経済課長のほうからとしたい

と思います。政策的変化ですが、これにつきましては極端な違い、そういったものは今のとこ

ろ顕著にはありませんので町のほうもそれに伴うような政策変更、そういったものは今現在出

ておりません。それから次に、その他の先ほど申しました虎杖浜トンネルだとか、そういった

話題性のあるもの以外のものの国の事業といたしましては白老川の河川改修、これにつきまし

ては平成 20 年に計画、21 年に 30 年確立で工事をやるということで河口から約 2.2 キロ低水路

を掘削しまして 30 年確立で事業を開始されております。21 年に引き続き、ことしも継続して

やるということでございます。それからフシコベツ川、これも同じく２級河川で道の事業でご

ざいますけれども、これは平成 22 年度、ことし竣工の予定です。それとブウベツ川は、まだ竣

工の見通しはついていませんが引き続き改修工事をやってもらうということになってございま

す。それから胆振の補助海岸、敷生川から西方向でございますけれども、これにつきましては

平成 23 年に竹浦海岸が完成という状況になっています。その後はやはり道のほうも厳しい財政

状況の中で虎杖浜地区については、特に被災するだとかそういう状況があれば早急に対応する

というような考え方をもってございます。それと人工リーフについては町長の執行方針で、行

政報告で報告したとおり、ことし 22 年度から下水処理場、そこで４期目の人工リーフの整備に

着手するというところでございます。主なところは、そういうところでございます。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） 移住定住の関係での予算がふえているがということでござい

ます。これは前年度当初、予算では臨時職員の賃金をみていなかったものでございまして、今

年度は当初から臨時職員の配置して対応していきたいということでございます。その分が、臨

時職員分がすべて皆増となってございますので、前年度対比が大幅にふえてございます。前年

度の実績を申し上げますと、お試し暮らしの中でいえば、18 件 43 名、延べ滞在日数が 1,622

日という、そこまで実は移住・定住をお試し暮らしの中で実績を残してございます。今年度も

これに向けて努力をしていきたいということと、もう１点、かねがね実はご説明させていただ

いておりました移住・定住促進協議会、これについては 26 日準備会を開催しまして、新年度に

きちんとした形で組織を立ち上げるということになってございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 後段はわかりました。前段のほうで１つだけ。ケイホクさんの前の

海岸、あそこは今も人口リーフをこちらからせめていっているというのはよくわかるのだけれ

ども、あそこは例えば、あれぐらい内側に入っていて、あそこに人口リーフが必要だというふ

うには、国ではなかなかあそこは人家がないからだめなのですか。それだけ。 

○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） 国のほうでは一応１期目の胆振海岸が直轄事業の区域という
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ことが平成 21 年度でひとまず終了してございます。それで、その次どこをやるかということで

苫小牧と白老海岸、全部費用対効果というものを測定しまして、その結果最後に選択としてあ

ったのが白老の市街地を守るという部分と、それから錦岡の部分なのです。費用対効果として

それらが同等のレベルで最後はこちらのほうに軍配が上がって白老町が２期目の工事に着手す

るという結果がございます。そういった選択の中であるものですから、またこれは非常に人工

リーフというのはお金がかかるのです。ですから国の決められた財源の中でやはりあれもこれ

もというわけにはいかないというような説明を受けてございますので、そういった観点からこ

のような選択になったかと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。127 ページの移住・定住促進事業のことで今大渕

委員も伺いましたけれども、これは促進協議会の設置というのは平成 20 年度あたりから町長の

執行方針でずっとのっていたのですが、いろんな連携の取り方、それからどこといろんな協議

会を結ぶのかということで検討をずっと重ねてきたのかというふうには思っているのですが、

ことしいよいよできるということなのですが、それで私は臨時職員をおいたのはその協議会を

立ち上げるためにおいたのかと思ったら、そういう移住・定住策の促進の今までの経過の必要

だということでおくという説明でしたね。ですから私はこれから白老町も人口減で大変厳しい

中にありますし、その中で最終的には商工会、民間事業者と今までいろいろ言ってきたのです

が、今回最終的には商工会、観光協会、建設協会を始め町内の商工業者と協議会を設置すると

いうことなのですが中心的な場は役場になると思うのですが、私はそういったことで臨時職員

をおくのかというふうにはとらえていたのですが、本当に全国的にこの移住・定住策はやって

いますので、体験で今ずっとやっていますけれども、これがなかなか定住に結びつかないとい

う、今のところ苦しい状況にあると思うのですが、これを促進協議会ができることで期待する

ことというか、こういった面では違ってくるのではないかというのがあればお聞かせ願いたい

と思います。それから 129 ページの町内会の活動育成経費のことなのですが、21 年度までは環

境衛生推進助成事業経費が 200 何十万かあったのですが、それがなくなって内容を見てみまし

たら町内運営費が昨年度よりその分ぐらいアップしているのかと思ってちょっと見ていたので

すが、この衛生推進の仕事が各町内会での仕事が役目を終えたのかと思いながら、今後また分

別の関係とかゴミ処理計画などもできますね。そういった中での必要度はないのかどうなのか、

その辺をちょっと伺いたいと思います。 

○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） どのようにかわっていくのかというご質問だと思います。昨

年も移住・定住の中でご質問をいただいております。協議会が今年度も少し遅れておりますけ

どもやっと目鼻がついてきたということでございます。吉田委員がおっしゃったとおり、今団

体では商工会、観光協会、商業振興会、萩野の商工振興会、建設協会、白老の金融協会、消費

者協会、そういうようなところも団体に入っていただこうと考えてございまして、なおかつこ

の団体に加盟している事業者さん、今希望では 16 事業者ほど年末に意向調査をさせていただき
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まして 16 事業者ほどが参加したいという希望ももってございますので、そういう中で進めてい

きたいというふうに考えてございます。どういうふうにかわっていくかということでございま

す。これまでは実は民間レベルでという部分がなかったものですから、町が直接お試し暮らし

の窓口となって、例えばお試し暮らしの案内を差し上げていたものをこれからはやはり生活を

サポートする委員会ですとか、それからお試し暮らしの委員会ですとか、それぞれのそういう

委員会組織、これに民間の方が入っていただきましてその中でスムーズな対応していただきた

いというふうに考えてございます。ですからワンストップでサービスをし、そして白老を気に

入っていただき、そしてそれが定住に結びついていけるような体制を行いたいと。もう１つ大

事なのが、そこでビジネスをしていただくということが非常に大事だと思っておりまして、そ

の辺を今回協議会を設ける中できちんとした体制にもっていきたいと、このように考えてござ

います。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは環境衛生推進助成補助金の関係でご説明いたします。

吉田委員のおっしゃるとおり町内会活動の経費の中に今回は含まさせてもらっています。環境

に関する役目を終えたという意味ではなくて環境に関する活動はやはり継続してやっていって

もらう形の中で統合したということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 定住・移住策は先ほども言いましたように、こういうふうに委員会

を設けて積極的に取り組んでいかれるということで、1,622 日、43 人の方が滞在していたとい

うことはかなり大きなビジネスにつながることだと思うのですが、そのビジネスが定着になか

なかつながらないというのはちょっとあると思うのですが、でも消費をしていただくというこ

とではかなり拡大をされるということなのですが、私はこの連携がすごく大事だと思うのです。

ですから先ほども確認をしましたけど、ちょっと答弁がなかった。その臨時職員をおいたとい

うのは連携をする中心的な連絡協議会を推進していくための、連携は課長が取られるのか、そ

れとも臨時職員がいろんなことで連携を取られていくのか、その辺をどのようにお考えになっ

ていますか。 

○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） 吉田委員のおっしゃるとおり連携、非常に大事だと思ってお

ります。臨時職員も頑張っていただきまして対応もしていただいておりましたが、事務局体制

をもっと強化するということになれば臨時職員ということだけではならないと。そういうこと

でグループで対応するという形になります。ただ、その部分では臨時職員もかかわっていただ

いて事業者間の調整をきちんとしていくと。最終決定を、では臨時職員が全部判断できるかと

なると、そうではありません。ですので、そこら辺についてはグループがきちんと判断をして

対応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。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君） 次に進みます。 

 132 ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費から、143 ページ、６項１目監査委員費まで。質疑

のございます方はどうぞ。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に進みます。 

 ３款民生費に入ります。 

 144 ページ、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費から、155 ページ、２目老人福祉費まで。

質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。153 ページ、特別養護老人ホームの特別会計の件

なのですけれども、指定管理者制度になりまして、町長がこれを建てるときに何度も言ってい

ましたように、ここでボランティアの育成や町民教育、福祉高齢者対策に対する町民教育をす

るのだと。こういうふうに言っておられましたけれども、この点どのような運営が図られてい

るか。もう１つは、この指定管理者、特に寿幸園の場合は民間業者さんですから町の意見がど

の程度入るような仕組みになっているのか。この２点についてお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ２点あったと思いますけども、１点目の寿幸園における町民

教育の件でございますけれども、実はこれは昨年も議員のほうからご質問がありまして寿幸園

のほうとも開催にむけて協議をしていたところなのですけども、ところが昨年新型インフルエ

ンザの関係がありました。そして寿幸園でもお祭り等の開催も中止をしまして、そんな関係が

ありましたので昨年は実施できなかったわけなのですが、今年度に向けてはそういうこともな

いものですから在宅福祉についての町民研修は行っていく予定になってございます。また、２

点目の件ですけども、常日頃から私どもと寿幸園の受託者であります天寿会のほうとは月１ぐ

らいで打ち合わせをしまして、やはりお互いの運営がうまくいくようにこちらからも何か相談

があればそちらのほうにも聞いていただきますし、天寿会のほうからも何かあればこちらで予

算の範囲以内でできるように双方で連携をして、入っている方の福利厚生に努めております。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） もちろんインフルエンザ等々のことがあるというのはよく理解でき

るのですが、姿勢としてそういう姿勢がきちんと確立されているかどうかという問題なのです。

私が言っているのは。時間があるからあるとか、こういう問題というのはそういうことでは私

は全然ないと思うのです。指定管理者になったということはどういうことかというと、例えば

帯広などの場合は、私は何でも例にあてはめて全部やりなさいと言っているのではないです。

例えば指定管理者というのは町がやるかわりにやってもらうわけですから、そこに入っている

資材だとか、そういうものがどうなっているのか。地元優先にきちんと使われているかどうか。

給食などもそうです。なかなか今は給食は難しいみたいですけど。町側がそういう姿勢に、例

えば人件費などはどうなっているか。これは、今まで町立だったわけですから指定管理者にな
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ったとしても相手の経営範囲に入るのではなくて、どういう姿勢でここをやるかと。ですから

働く人たちの労働条件や雇用拡大の問題。当然あそこの場合ですから雇用通知書などは出され

ているとは思いますけれども、そういうことがきちんと町のほうで確認をする。また資材など

はどういう形で白老のものが使っているのか。使っていないとしたら使えるものは使ってもら

うというようなことも含めて指導がされていかないと指定管理者、これは全体ですけれども、

私は意味がないと思うのです。町がやっていたのだから。そういうところできちんとした打ち

合わせや、きちんとした対応が取られているのかどうか。そこら辺なのです。ですからそうい

う、帯広の場合は委託業者で指定管理者ときちんと契約を結んで、話し合いをしてやっている

のです。やはり今の経済状況の中ではそれぐらいのことは私は考えていくべきだろうと思うの

ですけど、いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほど大渕委員の言われましたとおり、確かに雇用につきま

しても、この雇用につきましては町民を主に採用しておりますし、食材についても当然地元か

らも食材を納入しておりますし、また町長が以前申しましたとおり、ことしもそうなのですけ

ど、従前から町内を活用という形の中で指定管理は結ばせていただいておりますので、先ほど

言いましたように個々の契約というわけにはなっておりませんけども、私どもは常に町内の雇

用も含めて食材の活用については強く寿幸園のほうに申し入れをして、寿幸園のほうもそれに

受けてきちんと対応していただいているということでございますので、ご理解願います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。労働条件などの確認もしているということでいい

ですか。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） そのとおりでございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。147 ページの循環福祉バスの件について、お伺い

いたしますが、この福祉バスの、先般一般質問でもありましたけれども、私はこの福祉バスの

考え方を一度かえるべき時期にきたのではないかと思うのです。おおまかにいうと６万人乗っ

て１万人だけ料金を払う。いうなれば２千万円かけて 120 万円だけお金をもらっている。こう

いうことなのですが、私はこの際、高齢化にもなって、そして人口も減少傾向にある。思い切

ってすべてを無料化にするか、それからもう一方では料金をすべてからもらうか。私はやはり

どちらかに主軸をきちんとおくべきだと思うのです。それから高齢者の方々から聞かれる声は、

以前はいきいき４・６にお風呂を入りに行った。萩野、竹浦の方々です。しかしお風呂がこう

いう状況になってから虎杖浜にお風呂を入りに今はハイヤーで行っているという方が随分いる

のです。ですから今すべて虎杖浜発、白老に向かっている。今度は社台発、虎杖浜に向かう時

間帯も私は必要ではないかと思うのですが、この２点についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず１点目の循環福祉バスの費用負担のあり方について、無

料化、あるいは全面負担か、はっきりすべきではないかと、そういうお考えでございます。議

会の財政健全化の特別委員会でも、この循環福祉バスについてはご意見をいただいておりまし

て今後のあり方について委員会等にも報告させてもらいましたけど、アンケート等もやってご

ざいます。利用者の半分以上の方は特に高齢者、現在無料の方の半分以上の方は負担してもや

むを得ないのではないかと、そういうような意向もいただいてございます。基本的にはこの福

祉バス、最初は高齢者ということで始まりましたけど現在は一般の方も乗れるような形になっ

てございます。そういうことからいくと方向性としては循環福祉バスという位置づけの中で運

行するとすれば、やはり皆さんに負担をいただくと。そういう方向かと考えてございますけれ

ども、ただ、高齢者に負担をいただく時期について、これをすぐということか、もう少し検討

してということにするかということで若干検討の時間をいただきたいということで、今回は現

行どおりということにさせてございます。あと、路線、あるいはバスの便についてのご要望だ

と思いますけども、これについても基本的には利用者の意向を聞きながら、確かにそういう別

な方向でのニーズが高くなるようであれば、そういうことを今後も組み入れをしていかなけれ

ばならないのかと考えております。ますます高齢者の方がふえてきますので利用者のニーズ、

それとまた高齢者の足という部分でほかのバス路線、あるいは別のバスとの組み合わせ、そう

いうことも含めて今後も検討してまいりたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。関連して循環福祉バスのことについてお聞きし

ます。循環福祉バスの停留所の除雪の委託に関してなのですけども、これはどのようなところ

に委託をされているのか。また除雪をした後の調査をきちんと行っているのか。そのことをお

聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 除雪につきましては高齢者事業団のほうに委託してございま

すので、これは３回分なのですけども、それによって終わり次第報告を受けてございます。以

上でございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。特にことしなのですけれども降雪量がやはり例

年より異常なくらい、特に虎杖浜地区はかつてないぐらい雪が降ったわけです。その中で元気

号のバス停の除雪がされなかったと。それともう１つは除雪者が入れば入るたびに道路幅が狭

くなるのです。どういう除雪をしているのかわかりませんけど。そのことによって結局ことし

の道路状況を見ると歩道が危なくて歩けないということで皆さん車道を歩くのですけど、車の

交差できないところでバスが来て今度危険な思いをすごく皆さんされているのです。そういう

部分ではもっときちんとした形で除雪後の調査も含めてやられたらいいのではないかと思うの

ですけど、私が見たかぎりでは、ことしは余りされていませんでした。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（西 幹雄君） 今回その除雪につきましては、足りなかった点については、

今後十分地域のほうにも確認しながら対応していきたいと思っておりますのでご理解願います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） やはり同じく 147 ページの循環福祉バスのことなのですが、１点は、

今回の新聞等でアンケート調査の結果を公表をしましたね。そういったことで高齢者の方々が

大変不安に思っているところもあるのです。本当に上がるのだろうか、いつ上がるのだろうか

とか、どのぐらい上がるのだろうかということに対しての不安があります。ですからこれはい

つ頃きちんと明確になるのか、私はこういった記事が載った以上はきちんと示していくべきか

というふうに思います。私も今回福祉バスに乗って、実際これは今回のアンケートは乗ってい

ない方が、利用していない方が半分でしたね。利用している方々の声というのはどのように受

け止めているのかとちょっと思うのですが、私もバスに１日乗らしていただいていろんな声を

受け止めました。本当に 90 歳近い方が病院へ行くのだということで福祉バスのことをちょっと

お話したら、このバスがなくなるのですかと、即そういう声なのです。本当に手を合わせて拝

むのです。私びっくりしたのですけど、本当にありがたいと、これで私は命をつなげています

というお話もあるのです。そういったことをしっかり受け止めながら、今後の負担割合につい

てはしっかりと確認をしてやっていただきたいというふうに思います。それともう１点は、バ

スの時間帯の組み方なのですが、これはどのように組まれているのか運転手さんにお話を聞く

と、大変時間が短くて乗るのが高齢者なのです。本当に乗るのに時間がかかるのです。杖をつ

きながら。するとどんどん遅れていくのです。次、次へ行く間に。そうすると病院の予約の関

係とかがありますので、この時間帯の組み方がちょっと無理があるというお話があったのです

が、その点どう検討されているのかということと、通勤に使っている方がいらっしゃるのです。

これは仕事で使っていますので、仕事へ行くのに使っているので私は有料でいいと思っている

のですが、時間が遅れたときに何のあれもなくて、その人は携帯を持っていたので役場のほう

に問い合わせたそうです。そうしたら１時間近く遅れたそうです。それでそういった、たまに

そういうことがあっても仕方がないよねと思いながら、中には高齢者で寒い中待っていて病院

へ行く時間が間に合わないとか、中には列車をつないで行く方もいらっしゃったみたいなので

す。そういった関係で何かしら連絡の方法が取れないものだろうかという声もありましたので、

そういう点を今後検討していただきたいというふうに思うのですが、その点が１点と、それか

らもう１点は、153 ページの後期高齢者医療事業制度ありますね。これは今回保険料の値上げ

等の見直しがされているのですが、これは政権がかわる前は、今回の新しい政権を担った方々

は後期高齢者医療制度を否定して政権がかわったのです。ということはこの制度の見直しとい

うことが始まっているかどうなのか、まだ現行のままでいくということになっているかどうな

のか。その辺の確認をしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻昌秀君） 循環福祉バスの２点ご質問があったのですけども、まず１点目、

今後の方向性についてきちんとご利用者の方にお伝えすべきではないかということでございま
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す。アンケートをやって、その後の扱いについては特に町民の方にもお知らせしていないとい

う部分があったかと思います。今後の方向性については、いろいろ町内の民間からも通勤バス

も含めて地域全体としての足の確保ということでのご提言もいただいておりまして、これにつ

いては循環福祉バスも含めての全体的な交通体系という部分です。今年度いろいろ検討されて

いくのかと思います。そういう中で１つの方向が出れば、また新たな形での組み立てになって

くると思いますけど当面は現行を続けていくと。そして 22 年度については、現在の高齢者の方

の無料という部分は引き続き続くということでございますので、この部分については早い段階

で広報等で、もしそういう疑問があるとすれば何らかの形でお伝えするような形にしてまいり

たいと思います。時間帯の組み方については、西健康福祉課長のほうから答弁いたします。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西幹雄君） 吉田委員のほうから言われました２点ほどでございまして、ま

ず時間帯の件でございますけども、これについては委託しています道南バスのほうと打ち合わ

せはしてございますけども、道南バスのほうからやはり時間的に先ほど言いましたように混ん

で遅れるということがあれば、そこら辺時間帯をどうするか、町民の時間に合わせるような形

の中で範囲の中で対応していければと思っております。また２点目の、遅れたときの対応でご

ざいますけども、従前余りそういうことがなかったのですけども、ことし特にちょっと雪の関

係で雪の降り方が朝方に降ったということもありまして、ただ、そういうことにつきましても

不測の事態に対応するように、こちらのほうで対応していきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 後期高齢者の制度改正のことのご質問だったと思いますけども、

新政権になってからニュース等ではすぐ制度を廃止ということになっておりましたけども、現

在国のほうでは制度改正に向けてすぐやめるといっても混乱を招くということでございますの

で、今議論をしております。予定では 22 年度中に制度をつくって、23 年中に国会のほうで議

論をして、24 年度にシステム改修等、どういう広域になるか市町村単位になるかわからないの

ですけども、前回の後期高齢者ではシステム的に相当トラブルがございましたので、そういう

経過を踏まえて、平成 25 年度から制度を開始という予定で議論をされているということでござ

います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） すいません。福祉バスのことなのですが、もう１件料金の設定の仕

方なのですが、商店街の活性化、消費者協会ともお話をしたのですが、大町商店街がなかなか

人が通らない、集まらないということで福祉バスのあり方をもうちょっと考えると、あそこで

人が降りるのではないだろうか。もっと利用していただけるのではないかというお話もあった

のですが、私も乗っていて一緒にお話を伺っていて大変上手に使われているのです。先ほど虎

杖浜の温泉に行くのにも必要ではないかとお話しをされていましたけど、病院へきてからそこ

らからまた福祉バスに乗って、また大町で降りて、それから用事を足して帰るという。乗って

降りてつないで時間帯をきちんとみてやっているのです。そうなると１回乗って 100 円、１回
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乗って 100 円ということになると、かなりうまく利用されていた方々にとっては大変なことに

なるのかとちょっと思ったものですから、１回行くときに乗ったら乗りかえをしても帰りは別

というような形にはできないのかどうなのか。そういった点、また定期のようなものにするの

か、そういう点に工夫が今後必要かと思いますので、これはそういうこともあったということ

で答弁はいらないです。今、初めて言いましたので。そういう活用の仕方、いろんなことで利

用して少しでもそのバスを利用して、買い物バスのツアーも利用するということでしたので、

そういうことではなくてご夫婦で本当にこれから買い物に行くのですということで乗っている

方もいらっしゃっいましたので、そういった本当にどういったことで多く使われているのか。

どういったことで高齢者がこのバスをうまく活用しているのかということをもうちょっときち

んと、アンケート調査では病院とか利用先だけですけども、どういった使い方をしているのか

ということまでちょっと検討されたほうがいいというふうに思います。それと後期高齢者のほ

うはわかりました。それと、もう１点 147 ページの地産地消推進・食の安全安心普及啓発事業

ということがあるのですが、これの委託先と事業内容と、それから臨時事業になっていますけ

れども、これはことし１年限りのものなのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○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） 地産地消の食の安全普及の事業について、ご説明いたします。

事業期間につきましては、平成 21 年から 23 年までを予定しています。道のふるさと雇用再生

特別対策事業交付金を活用しております。事業内容につきましては、消費者協会に委託してお

ります。地場産品の販売とか食の安全安心等の啓発、これらの事業を進めるということになっ

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。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 147 ページの今言われましたところの関連なのですけども、消費者協

会に委託しているということなのですが具体的にどういうことをされるのか、３年間の事業と

いうことなので具体的な内容を教えていただければと思います。 

○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） 事業の具体的な内容になります。まず、人件費が主な支出に

なりまして、そこで消費者協会のほうで物を販売したり、そういったことをする、そのための

人件費でございます。実際に商品を売ったり、そういった活動、事業をするといったものでご

ざいます。今年度から開始しておりますので、ここの部分につきましては年度が終わった段階

でどうのような効果があったかということは整理していきたいというふうには考えております。

以上です 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 ２時０４分 

                                         

再  開  午後 ２時１８分 
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○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 次に、154 ページ、３目身体障害者福祉費から、169 ページ、８目アイヌ施策推進費まで。 

 質疑のございます方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。167 ページのイオル再生事業の基本計画の策定委

員会なのですけれども、メンバーは 19 年にやったものと同じメンバーになるのかどうか。１回

１回メンバーが違ってやるようなことを考えてらっしゃるのかどうか。この再現基本計画です

から具体的な予算の処置というのはこの中と、それから次のページの８のアイヌ文化保存・伝

承・調査研究事業 1,930 万 9,000 円がついているのですけれども、これとの関わり合いがどう

いうことになるのか。博物館の運営上の点で理事会等に対する町とのかかわり。今までは議会

に何かの関係で報告書とか全部きていたのですが、今は確かきていない。債務負担行為が終わ

ったのかな。それで今は来ていないのです。ですから状況がよくわからないのだけれども、教

育委員会と以前はかなり綿密な連絡の中でこういうことを行われていたような記憶があるのだ

けれども、博物館の運営上、要するに財政的なものではく運営上で理事会等とのかかわりでの

指導いうのが違うとしたら協議というのですか、何かの中に書いてありましたけど博物館の展

示だって何年間も全然変わらないとかいろいろなことがありますね。そういうことに対する援

助、助言等々を含めた理事会の中での発言や、理事会自体がどのような議論をされているのか

ということは町はきちんと掌握した上でやってらしゃるのかどうか。その点。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） 今、大渕委員のほうから受けてまいりましたが、まず

委員会のメンバーでございますが土地利用計画 19 年に策定してございます。それを引き継いで

昨年についてはコタンの再現ということで博物館、あるいはアイヌ協会白老民族保存会、町と

４者で協議してございます。２点目の（８）のアイヌ文化保存・伝承・調査研究事業でござい

ます。これについては国のふるさと雇用再生特別対策事業推進事業でございまして、21 年度か

ら実施してございます。実施の目的については伝承者の高齢化ということでご存知のとおり、

そういったことで伝承者の育成ということで博物館のほうにアイヌ古式舞踊の伝承者の養成と

配置、あるいは伝統工芸のござ編みであったりアイヌ文様刺繍の技能者の養成と配置、そうい

ったものを委託してございます。博物館の理事会の運営についてということでございますが、

この理事会については年に５回ぐらい実施してございます。理事会の出席については教育委員

会、町も私どもが出席してそれぞれの検討課題について、オブザーバーという形なのですが出

席させていただいております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。要するに、そうすると今の計画策定委員会のメン

バーと同じメンバーですか。同じメンバーということでいいのですか。それと、そうなるとあ

の土地を計画書の中での絵はこの 500 万円の予算の中でやるということになるのかどうか。私

が理事会のことで聞きたいのは単なる入り込みの問題だとかではなくて、この間の一般質問の

中にもあったように博物館を国立化にしたいのだというようなことを含めて、どのような議論
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がされていてアイヌ民族博物館、要するに財団の理事会、財団自体がどのような方向付けをき

ちんと持ってやられているのか。そこら辺が我々に見えてこないのです。理事会の。理事会の

責任というのはきっとあるはずですね。町はオブザーバーで参加していて、どの程度のことを

物を話しているかわかりませんけれども、もちろん単に補助を出してほしいというだけの議論

ではないと思うのだけれども、そこら辺博物館の理事会自体がどんな役割りを果たして、どん

な議論をして、どんな方向づけを持っているのか。まして今回１人町からも執行するわけです

から、そこら辺ちょっと博物館の考え方、これがやはりもっと明確にならなければだめではな

いかと思うのですけど、どうですか。 

○委員長（及川保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） メンバーの関係ですけども、同じでございます。ただ、

今まで土地利用計画の中で、例えば博物館であれば３名程度出ていたのですが、若干縮小して

代表２名とかということで検討会議をさせていただいております。今、500 万円という話なの

ですが、このイオル再生事業の検討会議で、あくまでも事業については国あるいは道、機構等々

の検討会議の中で地元から上げていっていただくということで、この役目については運営とい

うか、そういった事業の計画を立てる場でございます。それと理事会の関係でございますが、

あくまでも我々はオブザーバーということで参加をさせていただいておりますけど、町に対す

る運営費の補助だとか、学芸員の活動経費の補助だとか、そういったものについては理事会の

中で決定されて町のほうに要請されている、そういう経過になってございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。土地利用計画の絵というのはわかります。ここに

書いていますように、あそこをアイヌの人たちのチセをつくったりして再現をするのだという

部分と学習の部分は別になっていますね。ですから教育施設ではない部分、そこの部分はどこ

のお金でどういうふうにやるということになるのか。その土地利用計画の中でいっているのは

教育型イオルの勉強をやったりいろんなことをやるという施設はずっとつくられていますけれ

ども、現地をアイヌの人たちの昔の物を再現するというのはどのような形でやられるのかとい

うことが１つと、どうも見えないのは博物館の理事会と町の関係、もちろんそこへ出てらっし

ゃるのだからわかっていると思うのだけれど理事会の責任はどういうことになるのか。町との

関係で。私はそこの理事会の運営方針がいろんなものが出た中で、本来からいったら理事の皆

さんがきちんと責任を持つという中で町が援助をしたり、いろんなことをするのではないかと。

ですから今までは教育委員会もかなりいろんなことで出ていろんなことをやられたという経過

もありますね。今は何か財団が主導ではなくて町が主導みたくなっているような気がして、ど

うにもならないのです。ですから本当にアイヌ民族博物館の主体性というのはどこにあって、

理事会がどのような議論をして、あそこをどういう施設にしたいのかと。そのためにこれだけ

お金が足りないのだから、これだけ学芸員のための補助をしてくれというなら話がわかるのだ

けれども、ここをこういうふうに改善するとか。誘客のためなら誘客のためにこういうふうな

施設の改造をする。こういうふうに展示物を変えるとか。そういうのがあるのなら、見えるの
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ならいいのですが、どうもそういうのが見えない中で調査研究・保存・伝承というのは極めて

大切ですから、それは私は必要だと思っています。だけど、では理事会の責任とは何なのかと。

私は理事者の責任というのはものすごく重いものがあると、ここがきちんとしなければ町がい

くら援助してもだめです。人がいってもだめです。ここがどのような方針を持っているかとい

うことが最大の問題だと私は思っています。そこら辺がみえてこないということなのです。そ

こをちょっと整理してください。 

○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） イオル事業で箱物、園路と整備する、そのことについては高

野アイヌ施策推進室長ほうから答えていただきます。理事会の責務、ここの部分でございます

けども、もう理事会のほうは当然その責務については寄附行為に書かれているとおりでござい

ますので、そこの責務を果たすという意味では、今何が１番大きいかと言いますと、やはり財

団の運営費に対する補助、助成制度というのは世の中にほとんど存在しないのです。それは今

１番欠乏していると。そこが危機に瀕しているということを理事の方たちが十分認識した中で、

ではどのような助け方があるのかということで、ここに出てきているイオル事業、この 500 万

円というのは町のまちの中でイオル事業を展開するときの町の事務経費的なものです。それと

チキサニの維持管理的なものです。実際、イオル事業での機構から博物館に委託すると。委託

された中で、今の運営費を捻出するという部分。それから 169 ページのアイヌ文化の保存・伝

承・調査研究事業。これは、ふるさと雇用再生事業ですけども、こういったものもうまく利用

して今の博物館の職員だとか、伝承課の職員だとか、学芸員だとか、そういった人たちの研究

の中に、この事業を組み込んであって、運営費を捻出するだとか、実際そういうことでかなり

運営を助けるというような行為をやってございます。ですから当然理事の方たちと町がその辺

のところ、阿吽の呼吸でやっていかなければできないことなのです。ですからそういう意味で

は従前にもまして理事の考え方、それと町の考え方、ここは深くかみ合った中で今動かしてい

るというのが実態でございます。そういうことからして、どうしても町のほうで学芸員の人件

費を補助しなければいけないと、そういうような経過に至っ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） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 前もお話はしているのですが、今回の運営については過去からずっと

国がまずは１番その辺の運営の支援については北海道にできれば第１番目にお願いしたいとい

うのは私はその気持ちです。それと過去から他市町村、例えば静内だとか平取だとか釧路もい

ろいろありますけど、そういうことでアイヌ文化に対する支援といったら、白老の博物館が自

立できただけに全部お任せだったのです。極端に言うと、口も出さないから金も出さなくても

いいみたいな、そういうことだったのですが、よそのまちはきちんと支援をしてきているので

す。これは要するに支援すべきだと。これは、まち独自で本来やるべき。まち本来やるべき事

業をアイヌ民族博物館がやっていたということからして、これは今回経営的な部分で大変にな

ってきたと。経営が大変だからという考え方もあるのですけど経営が大変だということは文化
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伝承・保存、調査研究が大変になるということなのです。ですから、そういう重き部分に町は

支援したということなのです。円滑な運営ができないですから。そういうことでありますので

今回は支援したと。ただ、理事会についても今、担当参事、高畠企画振興部長のほうからも言

いましたけど理事会も十分このことについては承知していただいていると。理事会の総意で町

のほうにお願いしましょうということで議会のほうにも要望書が上がっていると思います。十

分、理事会は大変だというのをわかっていて町にお願いしたということできていますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） 今、大渕委員のほうからコタンの再現等々の仕組みと

いうことなのですけども、まずコタンの再現を例にしますが、地域で再現、例えばチセが何棟

必要です、道路が必要です。そういった地域で必要なものを予算組みします。それで国、道、

機構等々と協議をして、できるものからやっていくと。そういう仕組みになってございますの

で、すべて上げたからできるということではないです。というのは、今ご存知のとおり平取と

白老町と並行してやってございますので、その辺が若干年度にずれが生じる場合もございます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 理事会は経営がこういうふうになったということは責任は皆さん十分

に感じていると思っています。それで経営が大変になったから理事全員が何百万ずつ出してと

いうこともありますけど、そういう方法もないわけではないと思います。ただ、町としては十

分努力をしてこういう状況になったと、いろいろ背景あります。ということですから町もそれ

を理解して支援をするということでございます。 

○委員長（及川保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。私も先般も一般質問もしていますし、今大渕委員

の言われたことは非常に大事なことばかりだったのですが、中核イオルが白老に指定をした、

あれからもう８年になるのです。８年になって、あの８年前はイオル構想が指定になったとき

にもろ手を挙げてみんなが喜んだ。イオル構想を含めて、白老の観光も含めて、これはすごい

ことになったというのが、あの８年前です。しかしながら８年経った今、全くイオル効果とい

うのが１つも見えないのです。多少見えているのは生活空間の再現は木を植えたわけです。そ

ういうものは多少見えている。それ以外は何も見えていないのです。このイオル構想から。そ

れからもう１つは、アイヌ文化財団法人が私は 80 万人来たときからずっと経過があるのですが、

その頃は白老は、まちは口は出してはいけない。見野町長のときに、考えてみたらアイヌ協会

をタブーしていた。触らないできていた。こういう反省にたったのだといって、それほど触れ

ないほど財団がきちんとしていたし、運営もできていた。しかしながら、ここ２、３年入場者

がどんどん減少してきたら、あそこの運営資金が約２億円必要だと。単純に計算しても 20 万人

で、確か今 780 円ですね。そうすると１億５、6,000 万円しかないわけです。そうするとどの

ようなことをしても 4、5,000 万円のお金が足りなくなってくる。それをつないでつないでいく

から運営しているというのだけれども、ですから私はこの１番の責任は北海道アイヌ協会、こ
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こが北海道アイヌ文化保存伝承機構ありますね。こことの、先ほど絡みがという言葉が出てい

たのですが、白老と財団の絡みと出ていたのですが、本来はこの機構とアイヌ協会の絡みがき

ちんとしていないからなのです。このきちんとしていないのは、ではどうしたらいいかといっ

たら、こういうときにこそまちが口を出していくべきであって、運営費が足りないからまちが

補助していくやり方というのは私はこれは限りなく、先ほど言った単純にいって１億４、5,000

万円しかない入場料で賄いきれないのははっきりしているのですから、これはことし 1,500 万

円、来年も 1,500 万円という言い方をしているようですが、これはこのようなものでも合わな

くなってくる。ですからやはりこの辺はきちんとまちとしてアイヌ協会に物を申していく、財

団に物を申すのではなく協会に物を申していくというのが私は非常に大事だと思うのですが、

どうですか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まず、平成３年、４年だったと思いますが 87 万人入ったとき、あの

頃は何もかにもいい時代だったといえばいい時代だったのかもしれません。今とは比べものに

ならないといいますか。ただし、今回の町が支援する以前に国、そして北海道に対してきちん

とそういうことで、まず国、北海道が先に支援すべきではないかと。今回は先に町が支援しま

すということも伝えてきてあります。ですから私は１番先に支援するべきは国だと思っており

ます。それと国立化の話も、今の政権にも伝えてあります。国のほうでも前向きに聞いていた

だいておりますので、これは長い運動になるのですが国立化になるとそれだけまた興味を持っ

ていただけるし、国、北海道もやはりアイヌ文化をきちんと今の社会の中で認めて、そして理

解していただくという行為を考えるのであればやはり国立の博物館が１番いいわけでございま

すから、将来安定的なことを考えるとやはり国立化であって、文化伝承の部分から考えても国

立化というのは絶対外せない１つの必須の条件だと思っております。それで今回財団に対する

支援なのですが理事の方たちも本当に一生懸命職員も頑張っております。町と同じ給与も昇給

も恐らくとめていると思います。そういう中で皆さん一生懸命あそこの職員が頑張っているも

のですから、これはやはり国レベルの本来話なのですが、すぐには国もそういうふうに支援と

いうのはなかなか難しい部分がありますので、とりあえずは町がすると。少なくても２、３年

以内には毎年国、道からそういう支援があるべきだという考え方でおりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） そのとおりなのです。結果的に結局は本来白老がイオル指定になっ

たときは日本一の博物館だ、世界一の博物館だと言ったわけなのです。それが大きなインパク

トとなってアイヌの経費も採択されたわけなのです。ですから私はやるべきところは北海道ア

イヌ文化機構であって、それから今の財団が苦しければ求めるところは本来まちではないので

す。機構とアイヌ協会なのです。アイヌ協会が国に求めるわけですから。この順番が私は違っ

ていると思うし、もう一度言っておきますけども、もう間違いなく入場料では成り立たないと

思います。ですからこの入場料でやるこの考え方を 90 度変えなければ、いつまでたってもまち
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がかかわっていくような形になりますから、強くこの辺をまちがやるべきことだと私は思って

いるのです。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） イオル事業もちょうど私が町長になって２年目ですか、10 年ぐらいか

かっているのです。予算がつくまでです。かなり国ともやり取りをしました。最初は１億円ぐ

らいから出発したと思うのですが、そういう中で今回国会で先住民等を求める決議が採択され

ましたので、動きが国の認識もそうですし、国全体の動きが変わってきたということなのです。

それで我々にしてみれば、そこまで決議したのだから、今まで苦労して苦労して経営してきた

わけです。それに対していち早く国が文化もそうなのですが、文化を守っていたのは博物館な

のです。今回も博物館で育った人間が北大の事務教授で行くみたいなのですけど、その文化を

忠実に残すために帯広にも学芸員でいた人が職員で行っています。静内にも行っています。あ

ちこちに、白老が一生懸命やっていたからできる技なのです。白老のためにやっているのでは

なく日本のアイヌ文化のためにここは頑張ってきたということでございますので、国がいち早

く、まず経営できないということは先ほども申し上げましたが、文化・伝承の危機でございま

す。ですから円滑に国立化にして、文化・伝承・保存をきちんとやっていただくということに

するのが１番いいのかと思っております。それとアイヌ文化研究推進機構、いわゆる機構でご

ざいますが、あそこは文化の部分に特化してやっているところです。今現在イオル事業で国が

あそこに集まるのですが、国が半分、道が半分出しているのです。ですから、私に言わせると

本当は国が全部持つべきなのです。ところがなかなか国も時間がかかっているものですから、

今後引き続き国が即アイヌ民族博物館に対して、国として支援することを考えてもらいたいと

いうことを今の政府にお願いもするし、北海道にも北海道全体で、松田委員が先ほど言われた

ようにアイヌ協会がそういうことを全体的に今やろうとしていますので他市町村とも連携を組

みながらその辺については進めていき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） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。たまたま関連質問になってしまいますが、

よろしくお願いしたいと思います。先ほどお二人の委員の議論を伺っておりまして両者とも本

当にごもっともだというふうに思います。そのとおりだというふうに考えています。それで今

回このアイヌ文化調査研究強化対策事業、これは議案説明会のときに学芸員の４名分の費用と

いうことで今年度と来年度の２カ年だけということというふうには伺っておりますけども、平

成 21 年度に関しましては世界同時不況、あるいは新型インフルエンザということで非常に悪い

ことが大変重なったと思います。今年度の入り込み目標はどれぐらいでみているのか。これを

まず、目標設定されていると思うので、この辺をまず伺ってみたいと思います。それともう１

点は、財団自体の考え方も本当に１番大切だと、これは同僚委員のおっしゃるとおりだと思い

ます。そのほかに私は外部の役割も私は非常に大きいものがあるのではないかと思っておりま

す。１つは、東京事務所の役割は大きい。もう１つは、白老の観光協会の役割も、これは私は
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大きいというふうに思っております。世界同時不況の中で東京事務所が企業誘致に本当に一生

懸命、高橋所長も孤軍奮闘されていると思いますけれども、なかなかでは企業、こういう今の

状況の中で白老に１社でも持ってこれるかというと現実的にはなかなか難しいと思います。し

かしながら修学旅行の生徒に関しては何とか新型インフルエンザの関係はクリアされますので、

その辺で１つ実績を上げていただきたいと、このように考えております。それと観光協会、観

光協会は白老全体の観光を担うわけでございます。ベーグルですとか、バーガーですとか、あ

あいう新しい試みも非常に成果を上げていると思います。しかしながら、やはり今１番大変な

のは財団である。これを何とかやはり外部の東京事務所も、東京事務所は白老町ですけども、

観光協会も本当に力を入れてやっていただきたいと、このように考えているわけでございます。

今年度の入り込み目標と、それと東京事務所、観光協会の役割、これについて伺ってみたいと

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） 入り込み目標ですが、まず入り込み数で自主運営できるとい

う数値、それがまず目標になります。今さまざまな委託事業等やっておりますから、そういっ

たものを運営費に回すという部分を含めまして 20 万人から 21 万人ぐらい、そのぐらいが収支

とんとんというような数字になっております。ですからそのぐらいの目標を考えてございます。

それと入り込み客数を、よりたくさんあそこにふやすための施策、ここの部分につきましては、

今山本委員がおっしゃったように観光協会、それから白老町東京事務所、そこの役割が非常に

重要かと思っております。それと先ほど松田委員からありましたイオルの効果がみえないとい

った部分、この部分でございますけども、従前やはりアイヌ文化伝承保存の部分がビジネスに

結びつけるという考え方が結構タブー視された時代がありました。しかしイオル事業を展開す

ることによって、彼ら自身が成業を立てるためには、ある程度のビジネスに結びつけるという

ことが非常に大切だと、そういうような認識を持ってきたという部分が非常に高いです。です

からこういう入り込み客数をふやすという部分では、非常に観光協会と、あるいは町の観光事

業と結びつけた、それを連動した活動が非常に今スムーズにいっている状況でございます。で

すからこれからもそれを積極的に推進して目標を達成できれば来年 1,500 万円はいらないのか

と思っておりますけども、そこの辺は外的要因も、先ほど山本委員もおっしゃったように外的

要因もありますからその辺は余り期待はしないということで考えておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） 入り込みの関係でちょっと補足させていただきます。

実は 21 年度の入り込みでございますが、２月現在で 18 万 8,072 名でございます。傾向でござ

いますが４月から 11 月まで１千人から、多いときには 5,500 名まででございます。12 月以降

傾向が上がりまして、12 月については 492 名増となってございます。１月については 3,528 名

増、２月については 3,465 名増になってございます。今月３月については 22 日現在で 1,965

名増ということで傾向的には増加のほうに上向いてございます。以上でございます。 
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○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 増加のほうに向いているということで少しは安心、安心まではいきま

せんけどもそうなのかと思いました。先般、新聞で私は非常に驚いたのですけども、議長と一

緒に写っていましたけど、一国の首相鳩山総理がわざわざ白老の物産展に大変忙しい中をぬっ

て来ていただいているということで大変我がまちに対しての関心も、選挙区であると同時に非

常に関心も高くお持ちになっているということで私も非常に敬意を表したいと思いますし、あ

りがたいと思っています。今回このアイヌの伝承文化にことについては力強く政府一体となっ

て支援をしていただきたいというふうに思っていますので、今後とも１つ理事者の皆様方にそ

の辺をお願いしたいというふうに思います。仮に、国のほうの支援がもし 24 年以降も得られな

い場合、そして外的要因もいろいろあります。そういうときに、とりあえず 22 年、23 年の施

策ではございますけども、仮にそういう状況ではないときはさらにまた同じように 1,500 万円

になるのか、いくらになるのかわかりませんけど、そういう支援を行う気持ちなのかどうなの

か。この１点だけ、確認をしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 国、道の説明。まずは国なのですが、国の支援がなければ引き続き支

援をしたいと思っております。ただ、何回も申し上げておりますが、今国のやるべき仕事を白

老のアイヌ民族博物館がやっているというご認識でいただきたいと思っています。我々はこれ

は堂々とこれからもそのことを言って対外的には言おうと思っています。そういうことなので、

まずは国がしっかり支援するべきだと、これは当然のことだという認識でおります。ただ、そ

れができなければ引き続きまちとして支援はせざるを得ないでしょうというのが私の基本的な

考え方です。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 同じく 169 ページですけど、大きな議論は理解しました。ただ、今予

算の査定をやっていますが、ちょっと具体的なことを伺いますけど、私は議会の立場として総

務文教常任委員会がこの陳情について所管事務調査で意見を付しています。４項目出していま

す。そして２項目については、各議員さん方で議論されていましたし、町長が政策で判断され

てわかりました。ただ、あと２点、１つには入館者の増加対策を始めとした財団のさらなる自

助努力を求めますと言っていますけども、これはこの委員会から指摘を受けて予算査定をする

中で具体的にどういう項目、どういうことが必要なのだろうと、そういうことをまな板に上げ

て議論されたのかどうか。あればその項目について伺いたい。それともう１つは、先ほど大渕

委員も質問されていましたけども、もう１点は博物館の使命、役割について十分果たしなさい

と言っています。これについても入館者をはかるために博物館をやっているのですけども、現

実には主なお金がかかっています。町もそうですけど、他の地域にかけた誘客的な部分につい

てはお金がかかっているのですけども、本来博物館の原点である学術的なものとか魅力的な展

示、あるいはがらりと展示物を変えなければいけないし、企画もしないといけないけど、そう

いう部分について使命、役割について十分果たすように指導をしなさいと言っていますけども、
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この辺についても予算査定の中で議会がこういうことを指摘されていますから、どういう問題

点を整理されて 1,500 万円になったのかということについても予算の組み上げの中で、今おの

おの大きな議論はされましたけども具体的にどういう認識のもとで町がこの 1,500 万円をつけ

たことになったのかと。そして総務文教常任委員会が意見審査を付した部分について、どのよ

うな認識で議論されたのか、その辺をまず１点伺います。 

○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） 1,500 万円を出すというに至って、これをずっと出し続ける

わけにはいかない。ですからそこの部分ではまずは先ほど来、町長が言っているように国の責

務として何とか国立化をお願いしたいという方向性、それと具体的にその間も１年かかるか、

２年かかるかわからないと、そういった中でもやはり入り込み客数、この収入で運営しなくて

はいけないという部分がありますから当然入り込み客数をいかにしてふやすかという手法、こ

れについては外国人をターゲットにしてもとの数字に戻すということ。これがやはり１つのポ

イントかということで去年瀋陽にプロモーションに行っただとかあります。ことしもそういっ

た方面での取り組みも強化すると。それとなおかつ修学旅行、そういったものを入り込み客数

をふやすために財団とともに町の東京事務所とタッグを組んで入り込み客数増を図るというよ

うな、当然そういうような取り組みも強化するということで考えております。それと本来の役

割なのですが、ここがやはり１番頭の痛いところで展示物もかなり古くなっております。本来

ならしっかりとリニューアルしてという部分もあります。そういった中でもイオル事業だとか、

ふるさと雇用だとか、再生事業だとか、そういったものを活用して新たな商品開発だとか、必

要な備品等を最低限取り替えるということで、本来機能を維持するという部分も何とかいろい

ろな財源を確保した中でやるというような議論、そういった議論の中で 1,500 万円、ここの学

芸員４人分が必要だという判断で予算計上に至ったところでございますので、ご理解いただき

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 本来は町長が答弁されていますから大きなことはいいのですが。ただ、

私は町長が政策判断する段階までに、予算査定をするときに事務レベルのほうがこういう問題

点がありますと、そういう部分の整理をして町長のほうに上げて、こういう具体的に指導しな

ければいけないとか、こうだと、そういうことを認識されたのかということを伺っていますの

で、それでお願いします。あと、具体的に 165 ページにもアイヌ文化調査研究助成費 500 万円。

これは何年か前に結果的には博物館の人の人件費だったのですね。これを合わせると５人にな

るのです。今回４人。そういう認識でいいのか。そしてもう１点は、仮に学芸員が退職したに

して人員が減った場合は、これはきちんと精算されるのか。あるいは今財政が厳しいというか

ら１人辞めても全体で人件費に含めなさいとなるのか。その辺だけきちんと明確に確認してお

きます。 

○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） 当然財団のさまざまな経費節減、そういったものをチェック
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した中で、それで出張の規程だとか、出張旅費だとか、細々、それと人件費、これが他の団体

との整合。それとうちの職員との年齢と職務、それと照らし合わせて妥当なのかどうなのかと。

そういったことをすべて緩和した中で町長がこういった政策判断をしていただいております。

それと人件費の件ですけども、それにつきましては一応退職した人、それから途中で異動する

人がございます。そういったことはその中で調整をして、最終的には人件費にあてるという考

えでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 入館者増に対する自助努力をしているのか、これはしております。さ

まざまな、例えば登別に行って出張講演をしたり、先日も真冬にニセコに結構外人の方が来て

いらっしゃるのでニセコまで行って講演をしたり、札幌で講演をしたり、かなり厳しい限界の

人数の中でやっているということはまず理解していただきたいと思います。その中で経営もし

なくてはならないものですから、目先ではなく、こういうことをやることによって来年、再来

年につながるのだということで今回もパナソニックにも５名ぎりぎりで行っていただきました。

その旅費はパナソニックから出たのですが、あと上海にも北海道の事業としてこれから中国の

誘客も観光客もどんどんふえるのでやりましょうということで宿泊費は向こう持ちで、これか

らそれも進めようと、あらゆるできることはやりましょうと、効果のあることを選択しながら

やっております。それとアイヌ民族博物館の役割は、大きな役割があります。これはアイヌ民

族文化の伝承・保存・研究・推進・普及、いろんな義務と責任のもとやっていただいているの

ですが、それはあえて事細かに言わなくてもいいのですが、当面今１番大変なのはアイヌ民族

博物館の中に２千点以上のまだ研究をしていない資料があるのです。それすらまだ手付かずの

状況だということで平常な学芸員の勤務の状況ではない中で今頑張っているということもまず

ご理解いただきたいと思います。私のほうからは以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 私は否定しているわけではありませんので積極的にやっていただきた

いと思います。ただ、高畠企画振興部長に確認しますけど、今あいまいな答弁だったのですけ

ども、説明では４人の学芸員の人件費と言っているのです。今の答弁でいうと何か全体の人件

費の中で薄めるような言い方をしていましたが、これはきちんとはっきりしておいてください。

それとこの前に言った 500 万円についての取り扱いも答弁をいただいておりませんので、その

辺もきちんと整理をして答弁をしてください。 

○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） はっきりさせます。500 万円について、それと 1,500 万円、

これは足して５人、こういう考え方でございます。それで結局、例えば退職して１人辞められ

ると。新たに若い方を採用するといった場合、確かに人件費に差がつきます。そういうような

差額が出たとします。そのとき、では入り込み客数がどんどん減っていって 16 万人とか 15 万

人とかになって、そういうルールを設けた中で、人件費部分はこれだけだから差額これだけは

精算させてもらいますといった中で結局は赤字になるという部分もあります。ですからそこは
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柔軟に私は対応すべきではないかと思います。それは入り込み客数とも連動してくる部分もあ

りますので、そういったことも踏まえた中で対応させていただきたいということで、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。 

○２番（前田博之君） 今そうしたら高畠企画振興部長の答弁と、予算説明の中で担当課長が

きちんと説明したのと違うでしょう。もう少し最初にはっきり整理をして言える額を言わなく

てはだめではないですか。人件費としてみんな議論しているのです。それを、結果的には５人

だと言うのでしょう。こちらは４人ですが。私が言っているのは５人やっていて１人辞めたと

きに、仮に新しい人がきて人件費の差額はこちらに戻してもらうとか、それは出しますとか、

補充にならなかったら３人分にしますとか、その人件費と説明をされているのに最後の答弁に

なってきたら、その分１人辞めて浮いたお金は経営が厳しいからそのほうにまわしますという

話になります、その性格から。補助指令はではどういうふうに出すのですか。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休   憩  午後 ３時０７分 

                                         

再   開  午後 ３時１９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、前田委員の４問目にあたりましたけども。飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 予算説明と若干受けとめ方で違っていたと思うのですが、あくまでも

学芸員の業務に対する人件費の支援ということでございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次進みます。 

 168 ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費から、181 ページ、６目児童館費まで。 

 質疑のございます方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。169 ページの子育て支援センターの件で伺いたい

と思うのですが、今年度次世代育成支援高度計画が後期のができ上がりましたけど、教育長の

執行方針 21 年度虎杖浜・竹浦地区に１つ設置をしていきたいと、ニーズを確認をしたいのだと、

環境がどうかということをしたい。22 年度も同じようなことを言われているのです。町長はそ

の中で後期の子育て支援高度計画の中にそってやっていきたいということなのですが、ニーズ

調査等はまだできないのかどうなのか。できたかどうなのか。教育委員会としてそれを設置す

べきというふうに考えてのニーズ調査なのか。その辺どのようにお考えなのか、伺いたいと思

います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今年度、竹浦・虎杖浜地区においてアンケート調査を実施して
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おります。実施をした状況から言いますと、虎杖浜地区につきましては６カ月からお子さんが

保育園に入れるという環境等もありまして、子育て支援の施設等の利用というのは余り多くな

い状況にありました。ですが、竹浦地区につきましては実際に保育園というところもないとい

うこともありましてニーズとしては高いというふうに調査の結果として行政としても押さえて

おります。それを踏まえまして、実際に子育ての活動をするというところで言いますと、大き

く今萩野・白老地区にあるような拠点としてといいますか、そこへ入る前にもう少しやわらか

い利用の仕方ということを考えていきたいというふうに思っておりまして、竹浦地区につきま

しては地区の会館等を活用させていただきながら月に１回程度の開始からスタートをしていき

たいというふうに考えております。また、虎杖浜地区につきましては保育園が園開放という形

で子育て支援の事業をしておりますので、そこのところをもう少し充実をさせていって拠点と

いうところまではいきませんが、その子育ての事業を保育園に担わせるという考え方で 22 年度

はいきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） ニーズ調査とか環境調査ということばかりで２年間も続けてやって

くるとやはりこういう執行方針をきちんと見ながらいる方も、町民の方もいると思いますので

１年間は必要なのかと。でも次の年には今おっしゃったように具体的なことをきちんと執行方

針で環境を考えて整備をしていきますということなのですけど、そのことが今言われたことな

のかと思うのですが具体的に、ある程度なっているのであれば具体的なことをきちんと示すべ

きではないのかというふうに思うのですが。だからどこまで判断されているのか。必要だと判

断されて調査をしているのか。ただ、そういうニーズがあるから、それを調査をしながらずっ

と今後考えていくことなのか。その辺がちょっと明確ではないので、子育てというのは今現在

子育てをしているのですね。そういったことでは明確にきちんとしていただきたいというふう

に思います。それともう１点聞くのを忘れたのですが、175 ページの小鳩保育園の民間委託も

正式に整いまして 27 日に閉じれるということになっているのですが、この中で私は前に第３評

価の者を設けるべきだということで、それは考えていくということなのですが、その辺はどう

なったのか、伺いたいと思います。それと 173 ページの子ども手当て給付費について伺いたい

と思うのですが、これはちょっと確認だけなのですが、２億 878 万円の予算措置になっており

まして、確か予算説明では一般財源より 2,039 万円の繰出しがあるという説明があったような、

これにも書いてあるのですけども、全額国費ではないのですか。その辺ちょっと確認をしたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 21 年度の教育長の執行方針の中では調査をしていくという考え

方で示させていただいていたかと思います。22 年度については、その事業について進めていく

という。ただ、先ほどもお話をしましたように大きな施設等を設置してというところではなく、

今あるものを有効に活用しながらというところだったものですから、そこの辺では余り大きく

教育長の執行方針には載せていなかったというところです。それと第３者の評価の件です。こ
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れにつきましては、今小鳩保育園との覚書の締結の中でも評価をしていくという考え方では入

れてあります。ただ、ある程度評価をするには当然題材となるものという、どれぐらいの保育

の内容で、どういう形のものにしているかというところの土台になるものが、ある程度でき上

がらないと評価というのがなかなか難しいというところがあるものですから、その辺につきま

しては今すぐということではなくて、何年か期間をおいて基盤ができた時点で評価を入れてい

くということで法人側と協議をしております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 子ども手当の財源でございますけども、２億 8,078 万円のうち、

一般財源 2,039 万円。これは本来は子ども手当が創設される際は全額国費ということでござい

ましたけども、今年度に限り児童手当の財源手当と同じような考え方で、今年度は実施すると

いうことで一般財源が入ることになりました。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 民間委託、これからまた続けてあると思うのですが、そういった中

で、では緑丘保育園はこういった第３評価を設置されているのかどうなのか。私はやはり何年

か後に評価ということなのですが、移譲した時点でそういったものはきちんと設置をして、最

初からきちんと見守っていくというか、そういったものが必要ではないかというふうに思うの

ですが。ある程度のものができ上がって、すべてやってから何年かたたないとやらないという

ことになるのですか。緑丘保育園はどういうふうになっているのか、その点を伺いたいと思い

ます。それと子ども手当のことに関しては、これはではやはり児童手当の拡充ということでと

らえていいのですね。そういう議論が国会でもあったということなのですが、あくまでも子ど

も手当は国費で賄うということだったのですね。それが町の一般財源の持ち出しがあるという

ことは児童手当の拡充であるというふうな確認でいいのですね。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今の吉田委員のご質問の中で第３者評価、それは評価をするの

はつくるのではなくて、その評価をする機関がありまして、そこのところから人を入れて評価

をしていただくという形のものが第３者評価の形になるのです。ですので現状の中ではまだ小

鳩に関しましてはこれから実際に事業を進めていくということですので、そこのところはある

程度形ができるまでの期間をおきたいと。それと緑丘についてはどうなのかということなので

すが、緑丘につきましては現状のところでは、まだ評価をしていただいていないというふうに

おさえております。これは期間がある程度限定されるということと、それから経費的にも相当

かかるところがあるものですから、その辺のところでは小鳩と同様、この後緑丘保育園につき

ましても、ある程度運営上のことについての覚書を交わすということになっておりますので、

そこの中で協議をし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） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 子ども手当の財源構成は吉田委員がおっしゃったとおり児童手当

の考え方拡大ということで、当初はあくまでもこれは国庫負担 100％で走るという予定でござ
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いました。ただこれも暫定措置でございまして、１万 3,000 円ですから、来年度以降２万 6,000

円になった場合財源も今いろいろ議論をしていますけども、どうなるかわかりませんけども、

そのときにまた新たな国庫負担 100％になるような議論もされているみたいです。また 2,000

万円町で持ち出しはありますけども交付税措置がございますので、丸々負担ということにはな

らないかと考えております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 後からまた伺います。 

○委員長（及川 保君） そのほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 175 ページの保育園について運営等経費について質問しますけど、私

一般質問で債務負担行為のことについて伺ったら担当課長のほうで予算審査特別委員会までに

処置の仕方を話がありますといいますが、私のところに個人的にきていないし、どういう場で

それがなるのか。それを聞かなければ具体的に質問に入っていけないと私は思うのですけども、

予算の関連がありますので。その辺をちょっと伺います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 白老小鳩保育園運営経費の債務負担行為の関係でございます

が、この間前田委員より一般質問等でご質問された件につきましては、戻りましていろいろ内

容を確認しました結果、やはり債務負担行為を議決すべきだというような結論に達しておりま

す。それで前田委員のおっしゃるとおり債務負担行為を取るべきということで 21 年度の補正予

算にて、本来であれば契約を結ぶ前に議会の承認を得て債務負担行為を取って、その後に契約

を締結するということが本来の姿であるということで今回そのような行為を省略したという部

分については大変ご迷惑かけましたのでお詫びを申し上げます。それで今度の 26 日の補正 12

号にて債務負担行為ということで審議をお願いしたいというふうに考えてございます。以上で

す。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） ありがとうございます。今の件ですけど、緑丘保育園も前に質問した

ようにもし必要であればもっと検討してその中に入れておかなければいけないのかと思います

ので、その検討をしてください。今の答弁をいただきましたので、その辺を踏まえて一般質問

でもしませんでしたのでちょっとお聞きしますけども、保育料の分については大黒財政税務課

長も知っているように国が２分の１、道が４分の１、町が４分の１ですね。保育料を引いてそ

の分を出しますと。そうすると今の予算書の数字を見るとかなりの額が多くなっているのです。

ですからこれは多分支弁額の国で出す部分と、その他の補助金で出さなくてはならない部分が

あると思うのですが、その辺の仕分けはどういう額になっているのか、その辺を教えていただ

きたいということと、それとこの前の一般質問でも大黒財政税務課長が答えていましたけども、

渡辺子ども課長わかっていると思いますけど、運営費の負担金と欠員になった部分はきちんと

補助金としてルール計算をするということを仕分けをしておかないとはっきり予算上でわから

なくなると思います。その辺の整理の仕方はどうなのかと。よその町村などを見ると条例の中
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にあたって規則でもきちんとうたっているのです。そういう部分を参考にして整理をしておか

なければ今後同じような議論になってくるのかと思うのです。その辺の整理の仕方を、補助金

と負担金の分け方をきちんとしておかないといけないと思うのですけど、その辺をどう考えて

いるのかをお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） １点目の緑丘保育園、それから小鳩保育園の運営費の経費等と

いうことですが、緑丘保育園につきましては予算をたてた当初から 70 名定員を超えるという考

え方をしておりましたので年間の、あくまでも途中入所のお子さんを試算という形になります

が、そのお子さんたちを入れた年間の運営費として試算をして 7,130 万円という形で出してお

ります。それと小鳩保育園につきましては、予算の時期にはまだ児童数が 60 名定員に満たない

という予測がありましたので基本的に 100％といいますか、定員分の運営費という考え方をし

ております。それと２点目の、先日の一般質問でも民間保育所の運営費の支弁要綱というもの

をつくってということでしたが、今前田委員のお話のように、できるだけわかりやすくどなた

が見てもご理解ができるような形が必要であろうというふうに考えております。要綱はでき上

がりましたが、この後もよりわかりやすいものということで調査をしていきたいというふうに

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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次、進みます。 

 ４款、環境衛生費に入ります。 

 182 ページ、1 項保健衛生費、1 目地域保健費から、199 ページ、２項環境衛生費、１目環境

衛生諸費まで。 

 質疑のあります方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 189 ページになるのかちょっとわからないのですけども、環境行政推

進経費、環境全体のことでお伺いしたいのですけども。昨年度町民環境会議というのですか、

会議というかメンバーというのですか、環境審議会のメンバーの方の中で７月ぐらいだったと

思うのですけども、町もかかわって海岸線のごみの調査をされたのではないかと思うのです。

そのときの調査した内容というのが確か地球レベルというか、世界レベルのごみの調査をする

というようなやつのシートに沿って調査をしたのではないかと思うのです。というふうに私は

聞いているのですけど、そのときに問題点とか、また今後それによって調査することによって

見えた行うべき対策、それをどのようにとらえているのかというのが１つ、２つ目が今年度は

また昨年度に引き続いて、再度調査をするのか、今後毎年再度調査をやっていくのかというこ

と。３点目に、今国会議員から地方の市議会議員、県会議員も全部含めて、ごみ対策議員連盟

なるものができているのです。これは日本海側のごみとか、そういうものが結局海というもの

を使って日本全国の海岸線に漂着する。それはもう地球規模でおきていると。ところが実際に

ごみというのは海岸線のない陸地のところからも山の上のほうからまちがあったら、そこから
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も出てくると。やはり国全体で行うべき対策ではないかと、そういうようなことを考えて対策

をしているのですけども、その辺の全体の白老のまち自体もそういうものに取り組んでいくお

考えがあるのかどうか、この３点をお伺いします。 

○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） それでは最初の環境行政推進経費の全体の形の中で海岸のご

みの清掃の関係をご説明いたします。これは環境町民会議で取り組んだ事業でございます。ヨ

コストの周辺の海岸のごみを拾って、それぞれのゴミ質を調査したものでございます。この事

業につきましては 22 年度も継続してやるというふうに町民会議のほうでは、取り組んでいくと

いうふうに聞いております。それからごみ対策、海岸全体の関係なのですけども、よく韓国の

ほうからポリ容器が流れてくるという状況があります。幸いこちらのほうは日本海ではないの

で個数は少ないですけども何個か漂着しているという事実はございます。これにつきましては

道のほうで調査等を行って対策というところまではまだいっていないですけども、調査等は行

っている状況でございます。最後の質問なのですけども、不法投棄対策という形の中で今回の

予算にも上げておりますけども、パトロールだとか不法投棄を事前に撲滅するとか、そういっ

た事業として今後取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 今年度も行っていただけるということで、ぜひ環境町民会議のメンバ

ーの皆さん方も含めまして頑張っていただきたいと思うのです。今回これを問題に取り上げさ

せていただきましたのは、ごみは海岸線は道のものですね。道の管轄ですね。そしてごみが上

流から流れてきて拾ったら市町村の経費で結局やらなくてはならないです。簡単に言ってしま

うと上流にどんな大きなまちがあっても、下流に小さなまちであったらとてもではないけどそ

んな経費はできないというごみも拾ったところの町村がやってしまわなくてはいけないですね。

処理しなければいけない。ということは結局ごみとして拾わないで投げておいたら道の管轄だ

けども、１個拾ってしまったら白老町で責任を持って処理をしなければならないという問題が

あると思うのです。やはり白老町はかなり広い部分で海岸線を持っていますので、この辺は道

のほうに言ってきちんと北海道全体で、このごみというものを、北海道は広い海岸線を持って

いますから、やはりやっていってもらいたいということを町側からどんどん言っていかないと、

上流の市町村はいいですけども海岸線をたくさん持っている市町村は本当にやっていけなくな

るのではないかと思うのです。その辺は、ただごみの不法投棄という問題だけではなくて、北

海道全体でやはり市町村が協力し合って、道と協力し合ってやっていってもらいたいと思うも

のですから、そういうふうにお願いしたいと思うのですけれども。 

○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） 海岸線に漂着するごみなのですけども、基本的というか、く

くりとしては一般廃棄物というくくりになっています。そういうふうになりますとどうしても

市町村の責任ということにはなるのですけども、ただ道のほうとも協力した中で、将来どうな

るかはまた別にしても今まで全部が白老町で負担してやったわけではなくて、道のほうもある
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程度お金を出してくれて処理ということはしています。例えばクジラが漂着したときには道の

ほうの費用でやってもらったという事実もありますので、ごみではないでしょうけども、そう

いったこともありますので、今後協議をした中で必ずしも白老町だけというふうにならないよ

うに努力はしていきたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 185 ページの子宮がん、乳がん検診の医療クーポン券の結果につい

て伺いたいと思います。本年度無料クーポン券が配布されたのですけども、このことによる受

診率の向上につながっているのかどうなのか、その点が１点と、それからこれは１年が確か時

限的なものだったと思うのですが、本年度も予算を見るとまた同じような形でやられるのか。

それとも町の持ち出しが多くなっているのか。その点を伺いたいと思います。それから妊婦の

一般健康診査の無料券のことなのですが、21 年度から 14 回無料券が発行されておりますけれ

ども、これも時限立法で 22 年までだったと思うのですが、これは 1,300 万円ちょっとの金額に

なっていますけれども、これが 22 年度までは国が全部出していると思うのですが、これがなく

なると全額町負担ということになるのかどうなのか。前回までは、20 年度までは５回でしたね。

そういったことでの何回かの国の負担はあるのかどうなのか。その点を伺いたいと思います。

それから 189 ページのＨｉｂ（ヒブ）の予防接種助成事業、これは私も昨年の９月に質問いた

しまして子供の命を守るということで質問させていただきましたけども、きょうもちょうどテ

レビで子供が脳髄膜炎になって、本当にこのＨｉｂ（ヒブ）ワクチンを早くやってくれればう

ちの子供がこういうふうにならなくて済んだという、そういったニュースや報道が流れていま

したけれども、そういったことでは本年度から白老町も助成制度をやっていくということで、

この周知はどのようにされていくのか。またどういった方法で、白老町の小児科等で受けられ

るのかどうなのか。その点を確認したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 何点かあったと思いますけど、まず１点目でございますけど

も、クーポン券による子宮がん、乳がんの関係でございますけども、実際今までなくて今年度

初めて行われてございますけども、最終的な人数は確定してございませんけども、今現在２月

末ぐらいでございますけども、クーポンによる乳がんでは 175 名の方が受診されておりますし、

子宮がんについては 76 名ということと、あと従来やっている検診と合わせると、非常にクーポ

ンによる受診率はふえているということで、また今年度も同様に実施していくことにしてござ

います。ただ、この予算についてはまだはっきり国のほうからまた全額になるかどうかについ

ては、まだ道を経由して情報をいただいてございませんけども、当町としてはそれも見込みな

がら実施していきたいというふうに考えてございます。また、妊婦健診でございますけども、

これについては吉田委員が言われるように 22 年度までは全額国のほうでみていただくことに

なってございます。23 年度につきましては、まだ決定してございませんけども、これにつきま

してはやはり国のほうで全額みていただくように町のほうも道を通して国に要請してまいりた

いと考えてございます。次にＨｉｂ（ヒブ）の関係でございますけども、これは４月に広報に
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掲載しまして町民全員に周知いたしますけども、そのほか母子手帳を取りに来られた方には随

時そういう制度ができるということで周知してございますし、これについては基本的には小児

科ということですので町立病院にお願いしながらやっていただくのですけども、ただこれは非

常にワクチンがまだ認可になって間もないために、それ以外に苫小牧市内の小児科にも受診し

ていただいてその分を半額助成していくということになってございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今西健康福祉課長のほうからご説明がありましたＨｉｂ（ヒブ）

の関係ですけども、町立病院の小児科も毎週火曜日の午前中に受けれる体制に整ってございま

す。ただ、西健康福祉課長のほうから説明がありましたとおりワクチンの供給数が極端に少な

いという状況になってございます。１カ月３回接種分程度しか入ってきません。それで予約を

いただいてワクチンを発注しまして、きた順番にきちんと親御さんと相談をさせていただきな

がら接種量を決めていきたいというふうな形で今体制を整えている最中でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 乳がん、子宮がんの無料クーポン券なのですが、前回は国で決まる

のが遅かったということもあって、確か 10 月頃からの配布になったと思うのです。それ以降だ

ったと思うのですが。冬季期間になるということでやはり受診者もかなり厳しい状況だったと

いうふうに思うので、ことしは早く早期に予算が通りましたら配布の形にしていただければと

いうふうに思います。そうするともっと効率がよくなるでしょうし、それからセットで受けれ

るような形にもしていっていただきたいというふうに思います。それから妊婦健診なのですが

23 年以降は決定をしていないということなのですが、これは町独自でもやっていくというお考

えにはならないのかどうなのか。その点を確認をしたいと思います。それとＨｉｂ（ヒブ）の

ほうなのですが、これは一斉に苫小牧関係も全部助成制度が導入されまして、一斉に始まるの

です。白老町が不足するからといって苫小牧等で、ある程度受け入れられるような状況になる

のかどうなのか。それとまだＨｉｂ（ヒブ）の予防ワクチンは定期健診でいろんな三種混合と

か受けなければならないという、そういうものにはまだなっていないですね。そういったこと

では周知の仕方が大変手を細かくしていかないとなかなか行き渡らないのではないかというふ

うに思いますけども、乳幼児健診などがありますね。１カ月、３カ月とかあると思うのですが、

そういったところでもきちんと周知をするべきだというふうに思うのですけども、その辺のお

考えも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） 子宮がん、乳がんの検診時期でございますけども、これにつ

きましては対がん協会とも打ち合わせをして、なるべく気候のいい時期にできるような対応を

していきたいというふうに考えてございます。また、先ほどのＨｉｂ（ヒブ）の関係でござい

ますけども、確かに丸山病院事務長からもお話があったとおり数的には大変少ないということ

になってございますけども、この製薬元が国の認可を受けて７月くらいから今までの３倍ぐら

いのワクチンの生産を始めるということを聞いてございますので、秋口までには大体いいとこ
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ろ揃うのかということで予想してございますので、いずれにしても近隣で受ける状況になるか

と思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私のほうから妊婦健診、23 年度以降もといったご質問でござ

いますけども、制度が定着して継続されるということは非常に望ましいと思います。ただ、制

度の定着のためにはその財源はどう確保するか。これはちょっと町の財政を考えても大きな課

題でありますので引き続き検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。不法投棄の件でお伺いしたいと思いますが、197 ペ

ージ 15 番、17 番、前後しましたが 195 ページに（10）からありますね。この辺に不法投棄の

ことが書いています。金額的には 300 万円から 400 万円ぐらいの程度で予算をしていると思う

のですが、現況、不法投棄の今どんな状況であるのか。大まかで結構ですのでお知らせ願いた

い。それからもう１つ、細かなことで申しわけないのですが、道でいうと阿部牧場へ行くとこ

ろの、元阿部春雄さんがいたところの道路、高速道路のこちらは舗装だからわりかし投げてい

かないと、しかしあれから向こうに物を投げていく人が多いと。そうすると自分で片付けない

といけないという苦情を一度聞いたことがあるのです。それで今見ても雪があるからわかりま

せんでしょうから、雪が溶け次第、それをちょっと調べていただければと思いますので、その

２点だけ。 

○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） 不法投棄の件数と量についてご報告します。平成 20 年度は

177 件です。重さとしましては約 41 トンでございます。今年度につきましては９月末までの数

字しかもっておりませんけども、件数としては 82 件です。量についてはまだ集計が終わってお

りません。それで次に、阿部牧場の奥の件ですけども、雪が溶け次第こちらのほうでパトロー

ルさせてもらいたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。193 ページからちょっと何点かお尋ねしたいので

すが、１つは有害鳥獣の関係で鹿の対策が非常にふえているように思うのです。ことしは余り

交通事故は聞いていませんけれども、非常にここ何日間かも見ているのだけれども、それから

ウヨロトラストに行ったときにもこの話を聞かされたのです。この対応策、北海道的にも考え

ているようですけれども白老町ではどのような形になっているのか。それから２点目に、次の

ページ地下水対策で飛生の水の状況ですね。これはどうなっているか。それから３つ目に、そ

の次のページ 197 ページ、アライグマの対策なのだけれども、外国からきたもの。ここはアメ

リカザリガニもいるのです。摩周湖でウチダザリガニの非常に問題になってウチダザリガニ、

今全滅作戦をやっているのです。アライグマ、アメリカザリガニ、それからブルーギルという

魚、そういうものがまさに地球環境。そして生態系を脅かすという状況にまできているのだけ

れども、このアライグマの関係で 300 万円というお金、これは道かどこからのものなのかどう
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か。最後に、ヨコストの関係なのだけれども自然環境調査事業、今国道から社台側で砂を取っ

ているのではないかと思うのだけれども、この環境調査事業というのはどこがどういう形で内

容はどういうふうにやるのか。内容をちょっと知りたいのですけれども。 

○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） まず最初に鹿の関係をご説明します。鹿の頭数ですが、去年

もことしも道のほうで調査をしております。その結果 20 年度が 77 頭、社台の奥のほうで調査

していますが、今年度が 149 頭ということでかなりふえてきています。これにつきましては農

協のほうで駆除を８月から３カ月ぐらいやっております。このときに大体 300 頭ぐらいの駆除

という形は行っております。それからまずアライグマの関係でございますけれども、これも町

のほうで捕獲機を貸し出ししたり、町のほうで獲ったりしておりまして、19 年度が 51 頭、20

年度はまだ年度末になっていませんけども 52 頭ということでだんだんとふえてきているとい

うことになります。事業費、今回の予算の中でアライグマの対策ということで予算を計上させ

てもらっていますけども、その中ではまずアライグマの生息状況を調査することと合わせて駆

除も行っていくという予算でございます。これは道の補助でやる事業でございます。それから

ヨコストの調査の関係なのですけども、これも道のほうの補助金を使ってやります。各環境団

体が調べたものが、実はあるのです。それをとりまとめるというような形の中で不足する分に

ついて補足していくということと、それから補足した部分を整理していくと、そういった事業

というのですか、それを取り組んでいこうということです。これも補助金でございます。地下

水については資料を出しますのでちょっと時間をもらえますか。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。シカもアライグマもいいのですが、ただ、やはり

これは本当に生態系が変わってきているのではないかというふうに思われる節が結構あるので

す。ここはやはりもうこれ以上聞いても仕方がないから道なり全道的にやるしかないとは思う

のだけれども、そういう連絡協議会的なものを含めて全体的に取り組むというような状況にな

っているのどうなのか。例えば知床などは草を全部食べてしまったら食べるものがなくて木を

食べているという状況でしょう。本当に私は大変なことだと思うのです。地球温暖化の問題も

含めて。ですからそこら辺の対応策を全道的に考えるようなことになっているのだと思うのだ

けれども、そこら辺。それからヨコストの問題なのですけど、これは実際には将来として何を

目指しているのか。ここを私はちょっと聞きたかったのだけど、要するにあそこに、ヨコスト

の湿原を守るためにネットをかけるなり、道なり町なりの独自のネットをかけるなり、あそこ

を残していくというような考え方の中での調査なのか、単なる補助金がつくから調査なのか。

新たにやるとしたら、どのような形での調査になるのか。そこら辺をもうちょっと詳しく。そ

れから向こうのほう、先ほど言った、砂を採っていなければいいのですが何か砂を採っている

ように私には見えるのだけど、あそこら辺との関わり合いというのは一体何なのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） ただいまの質問にお答えします。まずヨコスト湿原の今
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回の調査の主目的でございますが、白老町の環境基本計画の重点政策に載っておりますように、

まずは保護の必要があるのかどうかというところの調査をしたいということが第１点でござい

ます。ただ、平成 17 年に一度ヨコストの湿原の調査は実施しておりまして、地元の環境団体が

やっておりますが、その中で実施している調査項目はトンボですとか、特定の種についてのみ

行っているものですから、今回それ以外の種についても調査をやっていきたいということでご

ざいます。それを踏まえて保護の必要性があるのかどうかというところを再度確認をさせてい

ただいて、その後具体的にどういう対策を取っていくのかということになろうかと思います。

既に一部の土地を町で購入しているという事実もございますので、その辺との兼ね合いも含め

て検討させていただきたいというふうに考えております。それからヨコスト湿原の周辺の土砂

の砂利の採取の関係ですけれども、白老町で指定しております自然環境地域というのがござい

ますが、そこからは外れている地域でございます。一応ヨコスト湿原の主となる部分について

は土地を購入する際に平成 10 何年かちょっと出てきませんが、そのときにヨコスト湿原の全体

の状況を押さえまして、なおかつ土地の所有者等々の押えた経緯がございます。そのときにこ

こまでヨコスト湿原として最低必要であろうと、要するにここまで土地を購入するべきであろ

うというところというのは押さえておりますが、今回砂利採取をしているところはそこからは

外れているところということになります。ただ、ここからは環境担当の意見ということになる

のですけれども、外れているから何をやってもいいのかということになると、それはそうでは

ないというのはもちろん皆さんご承知のことと思います。釧路湿原も国立公園になっている部

分だけを保護すればきちんと湿原として機能するのかというと、実はその周辺で大規模な砂利

採取をやったことによって水位が極端に低くなったりとか、水の質が悪くなったりというよう

なこともおきていますので、ヨコスト湿原も同様のことかと思いますので、その辺も踏まえて

22 年度の調査を有効に活用し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） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 先ほどの飛生地区の地下水の関係でございます。20 年度の結

果なのですけども、浄水器の設置世帯につきましては、大腸菌が１カ所出ております。原因は

塩素切れによるものでありました。それと浄水器の未設置世帯についても大腸菌が１世帯出て

おります。以上であります。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。簡単に、今の飛生の話ですけど、それは全部で２

世帯しか出ていないということで、ほかのところは水は大丈夫になったということでいいので

すか。その点１つ。それからヨコスト湿原の関係なのですけど、私も実はその調査のときいろ

いろ聞いていたりしたのですけど、例えばあそこの国道から社台側に２本抜けるようになって

いますね。その水のバランスによって湿原そのものが形態が変わるというような、多分調査結

果などもいろいろあると思うのです。あそこの国道がバイパスができたことによってかなり変

わっていっているのです。ですからあそこを本当に守るとなったら今おっしゃったように、私

は砂利の話をしたかったのですけど、周りを掘ると地下水が下がりますから、当然変わるので
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す。そこら辺はやはり、あの当時と今の経済状況が全く違うために自然環境を守るということ

になるとなかなかちょっと大変な時代。そちらのほうをいうと時代的には大変な時代なのだけ

れども、私はやはりあそこは将来的には萩野里公園と同じように相当広範囲を残すべきだろう

という考え方を持っているのですけど視点として先ほどそういうような形での視点での答弁の

ように受けとめられたのですけど、そういうふうに考えていいのかどうかということと、将来

的にあそこにネットをかぶせるとしたら道の自然環境のネット、そういうものがかぶせられる

ような状況になるのかどうか。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） ご質問にお答えします。まず、基本的な考え方としては

白老町の環境基本計画の中ではやはり計画の書き方の中では保護するという立ち位置に立った

書き方だというふうに私は理解しております。さればどのように保護していくのかというとこ

ろについては大渕委員ご指摘のようにいろいろ経済状況もございますし、町としてどういう対

応ができるのか。またこれは町の行政だけで解決できるような問題でもなく、道の自然公園に

ついてもボランティアレンジャーを入れたり、そのようなことでいろいろ対応していますので、

そういうような枠組みをどういうふうにつくっていくのかというのも環境町民会議をうまく活

用して意見を集約して体制をつくっていくとかということも場合によっては必要かというふう

に考えています。以上です。 

○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） 先ほどの飛生地区の地下水の件なのですけども、大腸菌のほ

かに亜硝酸性窒素が 20 年出ています。ですから継続して 21 年度も、22 年度も調査はしていく

ことにしています。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。先ほど大渕委員が質問していましたけど、鹿の対

策について何点かお伺いしたいと思います。今、調査、道の調査のほうかわかりませんけど、

社台の奥でやっているという話を聞きました。ただ、白老町の現状をいいますと、例えば萩の

里周辺、それから竹浦、虎杖浜、この山沿えの被害がすごくふえています。これを定住・移住

策をうたっている白老町にとっても、定住・移住策でもって白老町に来る方々というのは温泉

が１つのメインであったり、それから温暖な気候目当てに、例えば家庭菜園、そういったもの

を目指して来るわけだと私は思っているのです。来ている人たちの話を聞くと、そういう形で

来ています。そういう方々がせっかく生きがい対策としてやっているものがかたっぱなしに鹿

の被害にあって、もうこんなにやっても何も意味がないみたいな話になっていると何のための

定住・移住策なのかということにもつながってくると思うのです。そういった面ではきちんと

した調査をしなければいけないと思うのです。確実にふえているのです。それで北海道だとか

国というのは調査に向けては前向きではないです。この間の新聞等での報道を見ていましても

本当に前向きではないというのが実感としてわかるのです。ですからそういった面については

町としても、ハンターの高齢化というのもありますね。昼間は撃てますけども、結局昼間なか
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なか鹿というのは出てこないと。夜出てきて、結局は夜出てきたものを銃で撃つわけにもいか

ないものですから何だかの手法を考えなくてはいけない。でも先ほど 300 頭近くの鹿を捕らえ

ているということは何らかの手法でやっていると思うのです。思うけども、実際問題そういっ

た各地域の問題を把握した中で考えると、今後のハンターの高齢化、それから先ほども言って

いましたね。交通安全上の問題等々あります。私も一昨年、石山大通で本当にもう１歩のとこ

ろでシカとの接触さけることができましたけど、これから高齢化が進んでくる白老町のまちの

中でやはりそういった面での安全対策も考えたときにはしっかりシカの駆除と言ってしまうと、

またいろいろ問題が出てくるかもしれませんけど、そういった対策についてはしっかり考えな

くてはいけない時期にきているというふうに思いますが、その辺についての考え方をお願いし

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） 先ほどご説明した社台の数値というのは実は鹿の生息数の１

つの傾向を見るために夜間にライトを当てて数を数えると。それによって経年変更を見るとい

うライトセンサスという調査結果ということで、白老町の場合は社台地域で道からも来まして

行っているという状況です。それで鹿の被害という部分なのですけども、全道的には平成 18

年度が 50 億円をピークに、その後減る傾向にあるということで 19 年度は 30 億円ということで

６割ぐらいの水準だということなのですけど、実は白老町を含む北海道の西部地域、胆振支庁

を含めて、こちらは逆に被害が増加しているということになっています。この被害額というの

は、実は農業被害、産業被害の被害額なのです。それで多分今ご質問の部分としては家庭菜園

的な被害なのかということでこれには入ってございません。ここの部分については、まず被害

額がなかなか押さえられるような対象ではないということで１つはご理解いただきたいのです

けども、やはりここの部分については、農業関係については先ほど農協がということで１つの

そういう協同組合が実際取り組んでいるということでございますけども、家庭菜園については

基本的には各個人の方が、ある程度の高さの塀というか、そういうものをやって自衛策を講じ

ていただくというのが現在の、ある意味では、施設整備というのはなかなか大変かと思います

けどネットとか、そういう形の中で一定の 2.5 メートル以上のそういうような網を張っていた

だくとか、そういうような形でやられているのが現在実情になってございます。そういうこと

でこの産業被害以外の部分についてはなかなかやはり自衛策を講じていただくというのが当面

それぞれの家庭菜園をやられている方の対策としてお願いしたいという部分になりますけども、

町としてもどの程度の高さのものを設けなければならないか、そういうものが１つの示されて

いる資料がありますので、ここの部分はやはり町として情報提供できるのかと思ってございま

す。それと実際の有害鳥獣駆除という部分につきましては、猟友会に現実的にはお願いしたり、

猟友会が実施していると、農協との絡みの中で。また狩猟は猟友会の会員の方が行っていると。

そういう実情になってございます。ハンターの高齢化という部分では道のほうも何らかの対策

を講じるというようなこと、実際こういうハンター育成ということも必要だということで取り

組んでいるようでございますので、ここの部分も含めて町としてどこまでこのシカ対策に、白
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老の場合産業被害というのは現実には出てきていませんので、ここの部分は今後の検討課題と

いうことで調査方法も含めて検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） これ１回にします。別に私は産業被害のことをいっているわけでは

ないのです。これからの白老町がどういったまちづくりを進めていく中で、例えば高齢化が進

んでいくと。そして定住・移住策も進めますと、そういった政策をいっていながら、環境はそ

うだという話になったら自分達でそれを防いでくださいと話には私はならないような気がしま

す。その中で白老町のこれからのまちづくり全体を考えていったときに、そういった鳥獣被害

というか、そういったものに遭われている個々の家庭です。定住・移住で来られた方々がそう

いった被害に遭っているということを考えれば、別にその被害額がどうのこうのという問題を

今ここで議論している話ではないですから、そういったものをどうやってまちづくりの中で、

やはり考えなくてはいけないことは考えなくてはいけないです。北海道がどうだとか、国がど

うだとかではなくて、きちんと実態をきちんと把握しなければいけないというのは、それに対

しての対策をとっていかなければいけない。それはやはり各自治体の問題だと思います。それ

についてしっかり物事を理念としてもっていないと私はだめだと思うのですけども、その考え

方だけ１点だけ聞いて終わります。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 被害調査については１年に一度先ほどの特に産業被害の関係、

これは関係する役場の部下が調査すると。その集約を生活環境課のほうで行ってございます。

各家庭での部分というのは、これはどういう形での調査があるのか、それも含めて、やはり地

域の課題であるというのは私どももそういう町民の方から声が寄せられておりますので認識し

ておりますので、その調査、そして町としてできること、また各家庭でやっていただくこと。

この辺も含めてちょっと検討させて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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎散会の宣告 

○委員長（及川 保君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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散会することに決定いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

 なお、明日も午前１０時より委員会を開催いたしますので、ご承知願います。 

（午後 ４時１５分） 


