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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） それでは、昨日に引き続き、予算等審査特別委員会を再開いたします。 

本日の会議を開きます。 

                               （午前１０時００分） 

  

○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。 

予算書 300 ページをお開きください。300 ページから２目公民館費から 319 ページ７項給食センタ

ー費全般について。質疑のございます方はどうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。315 ページの財団法人白老体育協会について、ちょっとご質

問いたします。体育協会は指定管理団体として指定されておりまして、スポーツに関してすべて委

託しております。委託費が 6,200 万余りで、それに補助金が 1,370 万。それにスポーツ団体支援事

業として 101 万 2,000 円ですか。7,500 万余りの財団法人白老体育協会として運営をされておりま

す。私は、これに管理運営に対して体育協会にすべて企画も立案も含めて任せているのかというこ

と１つと、体育管理運営について使用する側の町民。この方々から苦情や苦言や要望などがあるの

かどうかということをお伺いいたします。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ２点ほどだったかと思います。体育協会に対する管理、運営すべて任

せているかということでございますけども、管理運営に関しましては、基本的にはそうでございま

すけども、具体的に申し上げますと各事業の展開だとか、そういったものについては当然教育課、

社会教育グループを含めて事前にそういう打ち合わせをしたり、そういったことではすべて任せて

いるというよりも、こちらとしては委託側としてそういった意見だとか、そういうことも含めて助

言だとか、そういうことはしております。それと、特に月１回ですけども、そういったいろんな打

ち合わせまたはこちらからの要請だとか、そういったことも含めてやはり町民に愛される施設づく

りというようなことを含めて、そういう会合を持って議論をしております。それと２点目のいわゆ

る町民ニーズを把握しながらやっているのかということでございます。それにつきましても、正直

申し上げまして昨年の４月から社会教育と学校教育と一緒になって教育課となりまして、私も先ほ

ど言いました月１回のそういう打ち合わせに入っておりますけども、そういった町民ニーズを踏ま

えて、正直申し上げまして昨年数件やはり教育委員会のほうにもご意見は町民の方々から来ており

ます。そういったことも含めて、体育教育のほうにはそういう是正だとか、そういう町民の方々が

使いやすい施設、またはそういったようなご意見をその中で私のほうからも強く要請したりはして

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） 松田です。きのうも白崎教育長が管理、運営に対して、指定管理やらし

ていることが柔軟に行なわれるのだと、こういうお話を話した。私は先日、議長杯のゲートボール

に行きました。出たのは私と玉井委員２人だけだったのですが、ゲートボールの方々が、とにかく
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融通がきかないのだと、管理の人方が。とにかく決まったことをきちんとやらなければ融通がきか

ないのだと、こういうことが１つありました。その前に、今体育協会が管理している施設、どこと

どこなのか、まず１つ。それから、このはまなす体育館の状況を見ますととにかく予約、これはい

いことなのです。満遍なく 100％予約で使われている。とにかく日曜日の 17 時以降これだけ休館な

のです、この冬場は。すべて満杯です。これは本当にいいことなのです。でも、この中で町民解放

というのが、これが本当に自由に使える時間というのは１カ月に２時間しかない。例えば３月であ

れば 28 日。これが 15 時から 17 時まで２時間しかない。もう少し私はあの体育館町民解放もすべき

だと思っているのです。あの体育館の当時できた頃の話は、私はあの体育館、萩野の緑泉郷に見野

町長の時代ですが、ほぼアカデミーのあたりにつくるのだと９分９厘決まっていたのです。そうい

うお話があったときに、私は北吉原の保育所が老朽化したし、保育所の人数も 20 名そこそこだから、

あそこの保育所の統合を萩野にさせて、北吉原に持ってきたらどうだと、こういう裏で話をして、

そのかわり北吉原町民も含めた、町民の解放というのをやはり考えてあげるべきだと。例えば夏も

そうなのですけれども、特に冬。これが 1 カ月に２回しかないのです、解放が。あとはびっしりで

す。ところが、このびっしりも毎月同じ団体なのです。ですからやはり、この同じ団体がびっしり

なのはいいのですが、もう少し余裕というか、町民解放の時間も必要だなと思うのです。それから

もう１点。ここに一番来る人数の多い団体はゲートボールなのだそうです。20 名以上。テニスやな

んかは６名とか４名のときもあるし。このゲートボールの方々は、大変喜んでいるのですが、とに

かく 80 歳以上の方が半分。ですから５月の月と 10 月の月をどうしても解放してくれないかと。こ

れもいくら要望してもだめだと。これだけはぜひ解放していただけないものかと。高齢者の方々が

そういう要望がありました。それからもう 1 つは、あの体育館、雨漏りがしているのです。もうこ

れは、私が気がついて 10 年くらいになる。屋根にビニールを張ったまま。それからもう 1 つは、障

がい者のトイレが物置になっているのです。この間見たら物置状況。この辺も障がい者の方は、今

オリンピックもやっている時代ですから、障がい者の方々も恐らくあの体育館だって使用する方が

いると思うのです。ですから、物置状況がどうしてああなっているのかということも 1 つ。それか

らもう 1 つ、温水プールなのですが、先日私のところに電話が来て、この温水プールも管理はきち

んとされているのですが、例えば２コース借りていると、子供たち、クラブが。誰もいないのだけ

れども、２コースからはみ出して使用したら怒られるのだと。２コース以外はだめだと。誰もいな

のです。こういう管理の仕方が私はおかしいのではないかと。いなかったらどこを使っても、来た

ら戻ればいいわけですから。この辺の考え方もお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ６点ほど出ましたが、まず１点目の管理している施設ということです

けども、現在指定管理である体育協会に委託している施設でございます。町立体育館とはまなすス

ポーツセンター、それと温水プール。屋外施設としてふれあい広場、それとテニスコート、町営野

球場、陸上競技場、緑丘のテニスコートと運動公園といったところでございます。それと、はまな

すスポーツセンターの利用期間でございますけども、これについては昨年一部条例改正をさせてい

ただいて、午前中を休館として午後からというような利用状況と実際には５月から 10 月までという
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ようなことで議会のご意見を伺って、そういう形にしているというのが実態でございます。それと、

はまなすスポーツセンターの雨漏りにつきましては、これも我々もいろいろ現在調べてはございま

す。抜本的な対策についてまだ原因がつかめていないというのが正直なところでございます。した

がいまして、今後早い時期に、その要因をきちんとつかんで、どのくらいの経費がかかるのかも含

めて、早急にそういった対応をして、財源のこともございますけども、これは相当数年こういう状

況にありますので、それは早めにそういう対応、まずは原因をきちんとつかまなければいけないだ

ろうという思いでおります。それから、温水プールの２コースのコース占用の関係でございますけ

ども、これにつきましても先ほど言った体協との例月会議の中で我々のほうからもそういう町民ニ

ーズがあるということで、確かに議員言われたように、一般コースで空いているときがあれば、団

体で２コース占用をしていても、その辺は臨機応変に使わすこともいいのではないかということで、

本来であれば年度当初にそういったコースの占用について、各種団体が集まってコースの使い方だ

とか、そういったようなお話をしているのです、総体的なことで。そういうようなニーズがあった

ものですから、年度当初以外に臨時のそういう各団体の方々にきていただいて、そういったことも

お話をしていただきました。その結果、例えば土日、祝祭日についても団体の占用料についても、

占用は今まではしていなかったのですが、それについては占用しましょうというような各団体の同

意も得て、今現在やっております。ただ、議員言われるように、では平日はどうなのかということ

になりますと、それについては今言われたようなことで、空いているコースがあっても、いろんな

条件があって、それについてはまだ解消されていないということでございます。ですからこのこと

についても、今後もまた教育委員会、体協との話の中、または各団体のご意見を聞きながら、やは

り町民に親しまれ愛される施設づくりという観点から、是正できるものはしていきたいというふう

に考えてございます。それと、これも私のほうから体協のほうにお願いしたのは、いろんな町民ニ

ーズがございますので、各施設の利用について目安箱ではございませんけども、そういったような

ご意見を聞く、無記名でもよろしいから、いろんな施設の利用についていろんな意見を聞く箱を置

いてくれということで、年明け早々だったと思いますけども、各施設にそういったようなお意見箱

みたいなものを置いて、町民ニーズをきちんと押さえて対応できるものはするというような方向で

今体協ともお話をしております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今総括的に課長のほうからご答弁申し上げましたけども、１点北吉原の

スポーツセンターの身障者用トイレ。自分のほうでそこまで把握していなかったですけども、そう

いう状態になっていれば、当然利用目的が違っていますので、それは早急に私のほうも確認して対

応させてもらいたいというふうに思います。私のほうから総括的にご質問の中で重複になる部分あ

りますけども、各施設に課長が答弁したとおり、利用者の声ということで、１つ目の質問でござい

ましたけども苦情、要望。そういうことにつきましては、利用者の声ということを申し出てもらう

ということで今設置して、それを受けて先ほどの月１回の体協との会議の中でも、それを話題に上

げまして調整をしているということでございます。それと、各施設の利用の調整といいますか、こ

れは北吉原はまなすスポーツセンターに限らず体育館もプールもそうですけども、年度の頭に利用
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者調整会議を開いています。それで、いわゆる団体が使う時間帯と、先ほどご質問ありました一般

の人が使う時間帯とその利用頻度。そこら辺の調整もさせてもらっています。なかなか一般に人が

来てすぐ使えない状況もあったり、一般の人が利用の人数が少なかったり、そういうこともありま

すので、そういうことを調整した中で各屋内施設の煩雑さを見ながら調整しているということでご

ざいます。それから、温水プールの話が出ましたけども、そのことについては課長も答弁しました

けども、自分も押さえています。どうしてもスイミング団体がプールを利用するときには、コース

を占用すると。コースの占用料当然かかりますので、その部分については、当初の申し込みの段階

で２コース使いますと。ほかのコースは一般の人が来たときに使う、いわゆる一般解放のときに、

どの程度来るかわからないので、その状況を見ながら、先ほど課長言いましたけど、ある程度臨機

応変に対応できないのかというようなことも体協とはお話をさせてもらっています。ただ１つの基

準としては、やはりプールは何曜日の何時からどこのクラブだとか、そういうような利用調整会議

していますので、その部分と一般開放の部分はある程度当初の段階ではさせてもらっていると。あ

と、その利用混み状況、それを見ながらやっ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） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 私はまちというのは、いいまちだなと町民が思うのは、小さな声を吸い

上げてやることです。小さな声を吸い上げてやることが、要望されることをやることが、私は最も

いいまちだなと、誇れるまちだなと言える状況だなと思うのです。ですからやはり、こういう小さ

な声を。例えば今体育協会がやっていると、体育協会は財団法人。財団法人でも 100％町民の税金

でやっているわけです、使用料と。ですから、やはり財団法人も経営をきちんとやるのには、それ

ははみ出したり何なり、余り柔軟にやると費用がかかる、そういう面も頭の中にあると思うのです

が、やはりそういうことが一番大事なことだと思うのです。このゲートボールの方々は特に高齢な

方々ばかりなのです。ぜひ 80 歳以上の方々は、５月と 10 月は外は無理なのだと、こう言っている

のです。ですから、ぜひこの方々に強く要望をしたいと思います。体育協会も先ほども言ったよう

に 100％税金でやっているわけですから、もう少し柔軟にその辺よろしくお願いします。それから

もう１つ言っていたのが、この協会の幹部の方々はみんな大昭和製紙の野球部の方々だと。辞めれ

ば次から次来るのが皆その系列なのだと。やはりもう少し一般の方々。今一般の方々も 60 歳から

70 歳くらいまで元気な方々が５、６万の小遣いほしいという人たくさんいるのです。ですから、ワ

ークシェアリングの観点からいっても、私は町長に一言だけお聞きしたいことがあるのですが、こ

の臨時職員や嘱託職員、私はこの方々に固めるのではなく、この方々今 13 万とるとすれば、６万

5,000 円にして、倍くらいの人を使うようにして、とにかくこの層がたくさんいるわけですから、

少し小遣いほしいと言っているのです、この人方。ですから、これから臨時職員や嘱託職員をそん

な考え方でやられないものかなと、町長の考え方聞きたいのです。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 最初のご質問で、小さな声ということで、先ほど言いましたとおり、利

用者の声ということで、できるものできないもの当然ありますけども、いわゆるどういうような要

望があるのかということを聞く耳を持って対応して、これからもいきたいというふうに思っていま
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す。いずれにしても体育施設、こういう公共の施設は、価値観というのは利用されて何ぼというふ

うに思っていますので、利用しやすいような状況をつくるというのが、一方では経費との考え方も

ありますけども、やはり利用してもらうというのが第一なのかなというふうに思っています。それ

と２点目に、職員の採用のことで、非常に自分としては誤解されたら困るなと思うのは、体協の話

ですけども、これは正式に公募しまして、面接しまして、それで採用しているので、結果としてそ

ういう方がいたり、違う企業の方がいる、そういうような状況です。決して片寄った採用の仕方を

しているという状況ではございません。それと、ワークシェアリングのことありましたけれども、

このことについては、前々からよくこういう言葉もありましてやっていますけども、その職種によ

って短くできる部分。それから、やはり人を変えたら困る部分、そういう職種によって、職務内容

によっていろいろ採用の仕方が変わってくるというふうに思っていますので、そういうような状況

の中で対応できる部分については時間を短くして、人数を多くしてやる。そういうような対応の仕

方は今後も検討して、考えていきたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 公共施設全般とワークシェアリング考えたお話。いろんな公共施設あるの

ですけが、確かに使われる利用頻度といいますか、それは多ければ多いほどいいのですが、私が考

えるのは、議員言われたように、多くの町民の方がいろんな形でかかわっていただくというのが一

番だと思います。ですから、特定の団体が要望もあるのでしょうけど、まずはいろんな人に健康維

持管理のために使ってもらいたいと。そして使いやすく、議員言われたようにきめ細かな職員の対

応したほうを、それを目指し対応してもらいたいと。また、ワークシェアリングのことなのですけ

ど、頭数倍にしてやることも可能だと思います。特に 10 時から４時までなのです、嘱託の人は。た

だし、人件費は確実にふえると思います。それを予算上、議会の皆さんも同意してくれるのであれ

ば可能なのですが、議会になると、人件費の関係で議会のほうからも出ますので、それは許される

範囲で、嘱託の時間は 10 時から４時までなので、それを逆に８時半から２時までの人と２時から例

えば５時までの人とか、それは可能だと思います。それは、できることによってサービスが向上す

るのであれば、前向きに検討したいと思っています。ただし、予算が許される範囲ということでご

理解を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。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。307 ページの文化財施設管理についてお伺いします。

埋蔵文化財なのですけれども、今社台の旧公民館に保管されているというお話を聞きましたけれど

も、今後の埋蔵文化財の取り扱いについて、方向性についてお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今社台に保管してあります埋蔵文化財の保管の今後の状況ということ

でございます。実は旧社台公民館に発掘したものを保管しておりますけども、旧社台公民館の施設

の状況もございます。そういったことで、近いうちに実は森野のほうに一部保管しているものを移

設して保管したいというふうに考えてございます。そのあとについては、今後検討していかなくて

はいけないことなのですが、とりあえずは今の旧社台公民館から森野の体験館の一室を利用して、
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そちらに移設させ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） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。現在、社台から今後森野に運ぶということなのです

けども、本当に町の大事な文化財として、将来にわたって展示をするという方向性、そういう長期

的な展望ということは考えておられないのか。それと、私は思うのですけども、25 年から中学校か

ら統廃合されますけども、例えば虎杖中学校小の跡地とか、学校の利用なんかはどうなのか。今現

在森野に持って行っても、展示される方向性がないのだったら、今まで税金を投じてきて、あれだ

けの埋蔵物を発掘した意味がないのではないかと思うのですけれども、その辺の考え方いかがでし

ょうか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 確かに委員言われるとおりでございますけども、今保管しているもの

は、まだ整理をしていないものでございます。今後整理をしなくてはいけないと、整理をしたあと

ではどうするかということでございます。とりあえずといってはあれですけども、今発掘したもの

を整理する前のものを置き場所のこともあるものですから、森野にまず持って行って保管しておく

ということ。そのあとの整理は今後の課題でございますけども、それも委員言われるように、貴重

な町としての財産もでございますから、早急にそういうこともやっていかなくてはいけないだろう

と。それともう 1 点、統合に関する中学校の跡地利用ということでございますけど、それはまたこ

の埋蔵文化財の話とは別に考えていかなければいけないと私のほうでは思っておりますので、それ

と一緒くたの話にはならないのかなというふうには思っております。以上です。 

○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。発掘に携わった方々の話では、もう本当に白老町が

文化財をまちの宝物として取り上げていくのだろうかと聞こえてくるのです。やはり本当に必要な

ものであれば、早急に整理をして展示をする方向に持っていかなければならないのではないかと、

それがまた 1 つまちの発展につながっていくと思うのですけども、早急にそういう対策を進めてい

ただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 今言われたようなことを含めて、今後保管場所または展示場所含めて

内部で検討していきたいというふうに思います。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） まずお伺いしたいのは、高齢者教室事業費の 311 ページなのですけども、

これは高齢者大学のことでよろしいのでしょうか。もしそうだとしましたら、高齢者大学の中で実

はダンスサークルみたいなものをやっているのですけども、そこのダンスの講師の方が資格を持っ

ていらっしゃらないと。なおかつ著作権を払っていないのではないかというような話がありまして、

最近も報道でもありましたけれども、行政が著作権を払わないで、無断でパソコンとかのソフトを

使ったという問題もありましたけども、実際に町として事業をやっているものですから、実際に資

格なしで著作権も払っているかどうかもわからない状態で、こういう状態でいいのかなと、その辺
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のお話を１つお伺いしたいと思います。それと 315 ページの体育館、体育施設の維持管理の問題で

すけども、体育館の隣に武道館ございます。あそこの武道館のトイレのことなのですけども、ずっ

と前から雨漏りがひどいと。特に女子トイレのところがひどいと。そこを利用している方々から、

何度もあそこの雨漏りを直してほしいという要請をしているのですけども、なかなか直してもらえ

ないと。今のままであれば、当然雨漏りがどんどんひどくなって、トイレ自体が使えない状態にな

ってしまうと。このままでいいのかと、そういう声を前々から聞いていたのですけども、何とかす

る何とかするといいながらいまだに直っていない状態であると。何とかしてほしいということなの

ですけど。それと、ふるさと体験館は、体協のほうで関係者の方が管理していらっしゃるのでしょ

うか。体協のほうで管理していらっしゃるのですか。それとも、別なのでしょうか。もし体協が管

理していらっしゃるのでしたら、あそこの森野の体験館、何か犬が５、６匹くらい放し飼いで飼っ

ているというのです。近所の方が雪降ったときに雪かきに行こうと思ったら、犬が放し飼いにされ

ていたのでかじられそうになって、逃げて帰ってきたと。あれはどういう意味で犬を飼っているの

でしょうかと聞かれたものですから、その辺お伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） まず、高齢者大学の関係で２点ほどございました。まず、著作権の話

ですが、例えばダンスだとかやるときの音楽の話なのですが、それは確かに通常のＣＤではなくて、

録音したテープを使っていたというのは事実でございます。それは、早急に著作権の問題もござい

ますので、そういった録音をしたものではないものを使っているということで、すでに是正はして

おります。ダンスサークルの関係でございますけれども、実は講師が資格を持っていないというよ

うなことがございました。これも私自ら日本ダンス連盟のほうにも確認をしております。結論とし

ては、そういったいわゆる高齢者大学だとか、そういう高齢者の憩いの場といいますか、そういっ

たような事業をする中で資格がなくても講師をしていても構わないというような結論をいただいて

おります。ただ、一方では、風適法といいますか、法律上のことなのですが、やはりそういう方で

資格を持っていなくて営業活動、そういうダンス教室を開いたりすることについての講師をするこ

とについては問題ないということです。それと、武道館の雨漏りについては、現状では使える状況

にあるという判断はしておりますけども、それを改修するということになると 250 万くらいかかる

というようなことでございます。そういったことも含めて、各施設のそういう状況も現在把握して

おりますので、財源のこともございますけど、今後そういうことで対応できるものは早急にしてい

きたいと思っております。それと、４点目の森野の体験館で犬の放し飼いがということでございま

すけども、これは管理人が１人常駐してございます。その飼っているという犬なのですが、この辺

については、もし放し飼いにしているというようなことで、迷惑をかけているというような状況で

あれば、ちょっと私のほうも把握してございませんでしたので、早急にその辺の対応はしていきた

いと思っております。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ダンス講師の著作権の問題はきちんとＣＤを買われて、今後そのような問

題を発生させないということだということで理解いたしました。ただ、無資格の講師の方です。や
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はり、ダンス連盟のほうに聞いたらいいですよと言いますけれども、実際には高齢者大学とうたっ

てしてやっているものなのですから、資格がない方が自分たちのただサークルだけでやっている問

題ではなくて、町としてちゃんとやっているところなのですから、やはり資格のある方が町内にも

たくさんいらっしゃいますので、その辺はきちんと資格のある方にお願いをするというのが、私は

本来の筋ではないかなと思います。２つ目にトイレの雨漏りですけど、250 万くらいかかると言っ

ていますけれども、はっきり言って武道館はそんなに古くないはずですし、立派な建物ですし、今

後ともちゃんと使っていけるような維持管理さえすれば、立派な施設だと思いますので、早急に町

としても修繕する方向性を持ってぜひ考えていただきたいなと思っています。それと最後の犬の放

し飼いの話なのですけども、そこに常駐している方が飼っている犬かどうかわかりませんけれども、

少なくても犬が５、６匹放し飼い状態にいるというのは、あそこは森野の体験館、管理しているだ

けであって、犬をあそこに自由に飼っていいという話ではないと思うのです。その辺あたりももう

ちょっときちんと管理していただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） まず、高齢者大学の話ですけども、いわゆる大学のサークルといいます

か、そういう状況の中で講師をお願いしていますけども、先ほども課長お話しましたとおり、営業

行為としてそれをやっているわけではないので、今有資格、無資格の話ありましたけれども、私は

全然問題ないというふうに思っておりますので、このまま続けさせてもらいます。それから、武道

館の話ですけれども、北吉原のスポーツセンターの話もありましたけれども、公共施設の永次修繕。

これにつきましては、私どものほうも他施設も押さえながら計画的に対応していきたいと思います。

それから犬の話ですけども、課長も私もちょっと状況押さえていませんので、そこら辺は状況を確

認して対応をしていきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ダンス講師のお話ですけれども、無資格で別に営業活動していないという

ことは、つまりこの講師の方には謝礼は一切払っていないというふうに理解をしてよろしいですか。

もし払っているのだとしたら、違ってくるのではないかなと思いますけれども。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 謝礼は時給何百円という、いわゆる手間賃みたいなもので、いわゆる報

酬とかそういうような状況の報酬額ではなくて、手間賃ということで、時間給いくらとことで支払

いはしていまけども、営業的な金額ではないというふうに押さえています。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。それでは次進ます。320 ページから 351 ページま

での 11 款災害復旧費、12 款交際費、13 款給与費、14 款諸支出金、15 款予備費及び給与費明細書・

地方現在高見込額調書・債務負担行為に関する調書について。これら全般について質疑を受けたい

と思います。ございましたらどうぞ。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ここの債務負担行為のことで確認だけさせていただきたいと思ってますの

でよろしくお願いいたします。ここの 344 ページのところで、水産業魚村振興推進事業の 4,500 万
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限度額というところで、先般から私お伺いしておりますように、この債務負担行為というのは大体

わかりましたけれども、債務負担行為をするに当たっての白老町水産業振興対策補助規則というも

のに使って債務負担行為をされているわけなのですけれども、先般申し上げましたように、17 条の

２項ここのところ、町長が前項の規定により、補助金の交付の全部または一部を取り消すことがで

きる場合は、次の各号の１に該当するときとして、１この補助金を他の用途に使用したとき、２補

助事業の執行に関し、この補助事業の交付の決定の内容またはこれに付した条件、その他法令もし

くはこれに基づく町長の処分に違反したとき、３虚偽の申請その他不正な行為があったときとなっ

ているものですから、これ以外はこの補助規則がある限りは変えられないと思っています。先般、

ご答弁いただいた中に、組合のほうからきちんといりませんよと、話し合いしましたよと言ってお

られますけども、実際に書面でその辺はこれに対していりませんよという書面は交わしていらっし

ゃるのでしょうか。もし交わしていなければ、私が聞いた話では何か言いに来たけど、耳遠くてよ

くわからなかったと組合長言っておりましたけども、そうなりましたら言った言わないの水掛け論

になってしまいますよね。この補助規則に手続き的にいいのかどうなのか、その辺の見解をお伺い

します。 

○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） 西田委員のおっしゃるとおりです。決定内容については変更する

ことはできません。そういうことで、規則の第８条の内容を変更しなくてはいけないのです。第８

条によって決定の内容の変更、これを行なわなくてはいけません。これにつきましては、補助事業

者は補助金の決定内容に関して、これを変更しようとするときはあらかじめこの要綱に基づく申請

書を町長に提出し、承認を受けるとなってございます。今後、書面というお話も出ましたけども、

書面というのも変更の申請書を出していただいた中で事務処理をするという予定になってございま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） つまり、今後されるということで、今般はどうなってしまうのですか。よ

くわからないのですけども。 

○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） 組合のほうでは、組合長に限らず専務理事だとか参事だとか、そ

ちらの方にも今般のことは伝えております。そういった中で組合長からは話はわかったというふう

に伺っておりますので、あとは事務手続きだけの話なのです。ですからあとは、町は結局補助金の

申請は変更処理を受理するという考えを持っていますから、当然そこの行動と、新年度の予算の整

合を図るためには、予算を今年度は落とさなくてはいけないということで落としているということ

で、計上しないということでご理解をいただきます。 

○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。322 ページの公債費のところでちょっとお尋ねをした

いのですけど、１つは高利の借りかえをずっと進めてきましたよね。これが一応ひと段落つきつつ

あるというふうに理解をしているのですけれども、今高利の公債費というのはどれくらいあるのか。
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また一番高いもの。例えば６％、７％というのは多分確かなくなっていて、今５％台くらいではな

いかなと思ってはいたのですけど、それはどれくらいあって、今後国のほうではその借りかえにつ

いては全く考慮されていないのかどうか。高利の起債の状況がどうなっているか、まずお尋ねをし

たいと思います。 

○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） 公債費の関係のご質問にお答えいたします。まず公債費、高利５％

以上の５％、６％、７％以上で借りた起債の、あくまでもこれは政府資金になりますけど、これの

繰上げ償還ということで、本来であればこの繰上げ償還をする場合は、利息を支払えたであろう想

定額を保証金として国に支払わなければならないことになってございます。しかしながら、確か３

年前だと思いますけど、国のほうでその保証金は免除しましょうということで、地方公共団体に有

利な施策が出されたということでございます。それに伴いまして、本町の場合は一般会計で７％以

上の額。ちょっと記憶が確かではないのですけど、何百万という単位だったと思うのですけど、そ

のほかに水道、病院あるいは非常に助かったのが下水道会計。これについては何億というお金がご

ざいまして、かなりの効果が上がったというふうなことでございます。一応その部分については、

21 年度で終了ということにはなって、３カ年の計画ということだったのですが、今般、新政権に変

わりまして、新たに 22 年度以降さらに公的資金の保証金免除の繰上げ償還が制度として出されまし

た。今回その部分について、前回と何が違うかといいますと、いわゆる対象がちょっとゆるくなっ

てございます。それで、下水道ほか他会計につきましては、ほぼ今般の 21 年度までで終了してござ

いますが、一般会計の５％、６％で借りた起債が、これが今回 22 年度の新たな制度で該当になりま

す。それで、あくまでも概算で見積もった部分でございますが、利率 5％以上の起債が現在約１億

7,400 万程度ございます。これを借りかえ対象にできるということになってございます。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。これは要するに借りかえきちんとさえすれば、ある意

味収入を生み出すことができると同じことですよね。こういうものをどれだけ見つけて、補助もそ

うなのですけど、どれだけこういうことをやって、そこで節約するかということというのは、すご

い大きなものになると思うのです、結果として。それで、例えば 1 億 7,400 万もちょっと少ないな

と思って聞いていたのだけれども、これで金利としてはどれくらいになるのか。今の状況でいけば

政府資金の５％以上ということなのだけど、政府資金以外のものは全然対象にならない状況なのか。

縁故債だとかいろんなものあるとは思うのだけども、そういうところの対象になっていかないと、

政府資金との割合がどれくらいになっているよくわからないのだけども、ここでやっぱり高利なも

のを全部借りかえていくということは、こまめにきちんとやっていくということが、財政上は非常

に大切だと思うのですけど、そこら辺もう一度。 

○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） 大渕委員のおっしゃるとおり、私ども財政担当といたしましても、

この制度を活用して、かなり今年度の公債費負担を軽減したいというふうには、一応考えてはござ

います。それで、その前に今縁故資金の話も出ましたので、その辺についてお話いたしますが、割
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合については何対何という部分までは押さえてございませんけど、縁故資金のほうがかなりやはり

低い状況でございます。最近、国のほうもなるべく政府資金よりも縁故資金にというシフト変えを

してございますが、まだまだ政府から借りた部分が多いということになってございまして、それで

今回制度の対象となる部分については、あくまでも政府資金ということでございますが、これは政

府資金は先ほど申しましたとおり、保証金が必要だと。それを免除するよという部分での対象と。

縁故資金につきましては、これは銀行さん等々との話し合いになりますので、保証人は必要ござい

ません。ということで、実際のところこれは古く平成一桁台のときから、これは財政上少しずつ繰

上げ償還を行なってきてございます。それで、現在５％以上のそういう高利の縁故債というのは全

くないというような状況になってございます。それで、今後のこれを活用したらどうなるかという

ような状況でございますが、これはあくまでも現在の我々担当の試算ということでお聞きしていた

だきたいのですけど、先ほど申し上げましたとおり元金で約１億 7,400 万程度あるというお話でご

ざいますが、実はこういう５％以上の起債というのは、平成の最初の年に借りた起債でございます。

ちょうどバブルが全盛期といいますか、そういったときの借りたもので、かなり利率も高かったと

いうような状況でございますので、それから考えましても 20 年、25 年という償還があれば、そろ

そろ終わるという状況ではございます。それで、例えばあとは返済が 23 年しかないというものまで

借りかえるのかどうなのかという状況もありまして、あくまでもこれは試算でございますが、そう

いう 23 年度で終わるようなものは逆に財源を確保した上で、もうすべて繰上げ償還したらどうだろ

うかというような話はしてございます。ただ、それを行なうに当たっては、約 6,000 万円程度の財

源が必要となりますので、それの確保が前提ということになります。そういった中で残りの約１億

2,000 万分を借りかえて、6,000 万につきましてはそのまま財源を確保した上で繰上げ償還するとい

うことになった場合は、おおむね 2,000 万程度の効果か出るというふうな今のところ試算をしてご

ざいます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。2,000 万といったら膨大な金額ですよね。ぜひそれを

進めていただきたいのが 1 つと、全く素人が聞きますからあれですけど、例えば今５％の縁故債含

めてありますよね。これが今通常金利幾ら、３％もなっていないと思うのだけど。そういうところ

の借りかえというのは、銀行となら銀行と話をして、政府資金別です。例えば銀行なら銀行と話を

して５％のやつを、今普通預金２％だとしたら３％くらいに借りかえと、そういうことはできない

ものですか。そういうことができるのであれば、やはり私はうんとはじいてやれるものはどんどん

やると。例えば１億何千万で 2,000 万くらいの効果があるとすれば、財政的にみたらものすごい。

節約の中では最高のものになると思うのだけれども、そういうことは考えられないかどうか。 

○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） ただいまの大渕委員の話のとおり、できれば 22 年度の財政運営、

どのようになるかまだはっきりしておりませんけど、なるべく財源を確保した上で、このような制

度にのった形で効果を出していきたいと担当のほうでは考えております。それで、縁故資金の借り

かえの関係でございますが、委員言われるように、実際今まで例えば５％で銀行さんから借りたも
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のを、途中で借りかえしてというようなことも、実は実際これまでもやってきてはおります。そう

いう関係で実際はやってきておりますので、先ほど申しましたとおり、銀行縁故資金のほうにつき

ましては、そういう高利なものはすでに残っておりません。それで、実際のところは最近銀行さん

から借りている部分はかなりふえてきてございますが、そのうち数年前から入札制度も導入してお

りますので、あとは指定金さんというような今借入をしてございます。そういう中ではかなり低い

利率２％台、あるいは２％切るような利率で現在はやってございますので、それ以上かなり相場が

下がりますと、借りかえということも今後あり得るかもしれませんけど、今のところは借りかえと

いうような部分については考えてございません。 

○委員長（及川 保君） それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前 １０時 ５９分 

  

再開 午前 １１時 １３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。ほかございませんか。これで歳

出がすべて終わりました。そこで歳出全般について、特に質疑もれのございます方はどうぞ。３番、

西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 海難救助についてお伺いしたいと思います。先般消防署の関係かと思いま

したら、これは水産課だというものですから、水産関係のところでお伺いしたいと思いますけれど

も、特にここ中では載っていないような気がするのです、水産関係については。ありました。救難

所運営対策経費ということで、白老救難所と虎杖浜救難所が 25 万ずつ予算ついているわけなのです

けどれども、昨年も苫小牧のほうで、プレジャーボートで大きな事故がありましたし、白老何かで

もときどきあると思うのですけども、実際にどういう活動をされているのか、またこの救難所の営

業に対して、25 万ずつ補助しているわけなのですけども、実際どういうようなものを用意されてい

るのか、その辺お伺いしてみたいと思います。 

○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） 救難所の活動の内容ということだと思います。委員も承知だと思

いますけども、これは非常にボランティア活動ではあるのですけども、当然尊い人命を救う崇高な

ボランティア精神に基づいた救難活動でございます。昨年、虎杖浜の救難所では、21 年度ですけど

も、件数的にはなかったのですけども、白老のほうでは３回ほど出てございます。これは白老港で

の港内での、例えば遺体の引き上げですとか、そういう捜査関係にも協力をしていただいていると

いうことでございます。当然そういう海難事故が起きた場合、そのような活動を行なっているとい

うことでございます。それと、補助金を支出してございますが、どのような内容でそれが使われて

いるのかということでございます。内容的には、上部に対する負担金の納入ということも当然ある

のですけども、そのほかに訓練費、こういうものに使われておりましたり、機材関係の点検に要す

る経費ですとか、そういうようなものに使われてございます。詳しいどういう機材を持っているの

かということについてまでは、ここで把握してございませんので、その辺についてはご理解をして

いただきたいと思います。以上でございます。 
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○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） この件につきまして、古い議事録読み返しましたら、救難所員の身分補償

について、今だ法的な位置づけがないというようなことを、平成 15 年のときに議事録に載っていた

ものですから、いぶり中央漁業組合は第３種国の直轄に種目変更にもなっていますし、実際に白老

のほうは違うのかもしれませんけれども、実際に救難に当たる方々というのはほとんど組合の方々

で、漁業関係の方々だと思うのです。そういう方々が、正直言ってきのうまでわからなかったので

すけど、てっきり消防関係の方々、消防団員と同じような扱いなのかなと、ずっと思っていたので

す。でも違うということになりましたら、この方々の実際の救助に行かれたときの補償というので

すか、身分というのですか、そういうものは今どうなっているのでしょうか。その辺ちょっとお伺

いしてみたいと思います。 

○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） 先ほどもお話したとおり、この救難所の所員の皆さんはボランテ

ィアということでございまして、身分補償制度ということにつきましては、これはかねてから町長

のほうからも国等にも要請はしているのですけども、身分補償制度の確立ということで。しかし、

やはり国の考え方は、あくまでもボランティアとして自発的に活動しているということで、出動義

務をそういうことで身分補償することによって、出動義務を課すというようなことがあったり、ボ

ランティア活動といった性格から消防団員と同様の、いわゆる非常勤の公務員化を諮るというとい

うことは困難だという考え方なのです。それで、法制化を図るより、基本的にその所員に対する処

遇の改善ということを目的にしたほうがいいのではいかと、こういう考え方がされてございます。

そういう中では、さらなる情報組織というのがありました、日本水難救済会というのがございます。

ここでは、例えば４時間以内の出動であれば、１人に対して手当てが出ますよと。これは 6,000 円

の出勤手当が出るですとか、それから４時間を超えて 24 時間と、こういうようになれば、さらにそ

れがまた 7,200 円になりますだとか、こういう手当等は、これは水難救済会のほうから出るという

形になってございますし、さらに例えばけがをしたりですとか、それから万が一そういう活動の中

で亡くなられるとかそういうことも考えられます。そういう場合についても、そういう災害補償制

度というのは設けられてございまして、そういう場合にはそういう制度によって補償がされるとい

う形になってございます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 長い間この関係、国とか道のほうにお願いをしていますが、全道一連の市

町村が加盟できればいいのですが、実は内陸部。例えば札幌とか千歳、恵庭あります。ああいうと

ころが要するに沿岸に接していないというだけで加入してくれないのです。実態はどういう人かと

いうと、海岸の人ではなく内陸部の人達がプレジャーボートを持って、そういう事故起きて。そう

いう実は実態なのです。ですから、内陸部のそういう実態を理解してくれれば、消防団と同じ身分

補償になるのですが、その辺がなかなかないという、関係ないというか、海に面していないから関

係ないというか、そういうことなのです。だから、加入するということになると、自治体の負担も

出てきますので、粘り強くその辺を訴えるしかないということです。あと、先ほどの出動手当のほ
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う出ましたが、これはまた海上保安庁の何か承認があったはず。昔はそうだったのですが、それも

ややこしくて今なくなったらしいですけど、そういう大きな問題があってできないと。我々は、そ

れは粘り強く国にお願いしたいと思っています。 

○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。昨日ちょっと席を外したものですから、お聞きしたいなと思

ったのです。244 ページの港湾費なのですけど、市場の裏にずっと空いている空き地の塀をしたの

です。単管のパイプずっと。相当な金がかかっていると思うのだけど、あの用地はどうなって何の

目的があって塀をしたのか。町民から電話が来たのです。何のためにあのパイプをしたのと。相当

の金がかかっていると思うのだけど。何のためなのか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） あれは、実は当時第２商港区をやるときに埋め立てた国の土地、新たに生

じた土地ということで、北海道財務局。要するに、国の土地ですよと。要するに、使いたかったら

買ってくださいということなのです。あそこに港祭りとかそういうときは外したりもしているので

すが、国がきちんと国の土地ですということを明示するために柵をしているということです。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。15 番、吉田和子副議長。 

○１５番（吉田和子君） 295 ページの社会教育で引いたほうがいいのか、それとも各課にまたが

ることなものですから、歳出全般で質問させていただきたいのですが、今月がちょうどキャンペー

ンということで、道のほうの取り組みとそれに対して白老町もどういうふうに取り組んでいくのか、

ちょっとお伺いしたいと思って質問したいと思いますが、自殺対策についてなのです。自殺対策強

化月間というのが今月ということで、３月が一番１年間の中でも自殺をする方が多いという、そう

いったデータのもとから今月を自殺防止月間にしたのです。そういうことでは、先般補正予算のと

きに、国で地域活性化臨時交付金の中で、地域自殺対策緊急強化基金というのを 47 都道府県に基金

として３年間設置をしなさいと、相談体制とか、それから亡くなった家族のための、支援のための

資金として 100％支給するというふうになっているのです。そういったことを含めて、白老町でも

プライバシーのことがありますので、亡くなった原因というのはなかなか公表はされませんけれど

も、いろんな話を聞いていくと、やはり亡くなっている方が多いということで、その原因がやはり

仕事がない。それから生活苦、病苦、最近多いといわれているうつ病の症状で亡くなるということ

で、国もそうなのですが各全病院、それからいろんなことにまたがってやっていかなければならな

いという、そういう施策になるということで今回聞いたのですが、その中で１点。１つはほとんど

亡くなった方の自殺の関係の調査をしている会社があるのです。そこで調査をしたところ、７割の

人がやはり相談をしようという気になって行動を起こしているというのです。ですけれども、救い

切れなかったというのはあると思うのですが、そういったことで相談体制をきちんとつくっていく

ということが、今各自治体に求められているということなのです。そういうことで１点目は、道の

ほうで基金として、北海道も積まれているのかどうかということと、それから白老町がこのものを

利用して相談体制。広域的なものも必要だと思いますし、白老町独自で取り組まなければならない、

不足している点もあると思うのですが、そういったことで何か今後予算。今回どこを見てもなかっ



17 
 

たものですから、そういったことで考えられていることがあるかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 自殺対策に対する基金に関するご質問でございますけれども、北

海道のほうで平成 21 年度北海道地域自殺対策緊急強化基金というのを設定してございます。それで

その中の、その基金を活用した事業ということで、相談支援の事業。あるいは人材養成。いろいろ

自殺対策にかかわる人材育成ということです。それと、普及啓発事業等のメニューの中で、この基

金を活用するということでございます。それで当町につきましては、22 年度予算でまだ予算化はし

ていませんけれども、この基金からの助成金を活用して、今吉田委員ご質問で特に原因としては苫

小牧警察署管内の 19、20 年度の自殺の要因として 140 人くらいの方亡くなっているみたいなのです

が半数が健康問題。これは精神的なものを含むと思いますけど。４分の１が経済、生活問題という

ような形になってございます。そういうようなことで、現在は当町の検討としては、特に経済問題

の中では多重債務という問題が非常に多くなっております。この多重債務の問題点、その要望ある

いは相談という部分で、こういう部分の消費生活相談窓口がその辺の対応できるというような考え

方でございますので、その部分を広く知っていただくためのＰＲするためのチラシ、そういうもの

を検討できないかということで現在検討してございます。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほどのご質問でございますけども、当町でも自殺については憂

慮をしているところでございますけども、その対応としては保健所を中心として、昨年も３回ほど

の精神的なうつの関連の講演を開いて、そこには当然当事者だとかその家族の方も来られて、その

ときにはどうしらたいいだとか、そういう形で広くそういう病気のことについて勉強していただい

て、また当町では心の広場、集いの広場というのも開催してございまして、やはり地域にこもって

なかなか出られない方もそういうのを開いて、約１月末で 120 名の方がその広場に来られてお話さ

れて、なかなかお話できなかったことがその場に来てお話できたということで、大変精神的にも少

しずつ安定されているということで、今後健康疾患としてもそういう集いの広場または相談体制も

充実しながら、そういう方のために対応していきたいというふうに考えております。以上でござい

ます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 集いの広場の話は伺っていますので、これは健康面の障がい的なものを

持っている方の集まりだと思うのですが、やはり原因としては病気、うつ的なものが半分でありま

た財政債務、それから生活苦、いろんなことがあると思うのですが、ですから今消費生活の相談員

がいらっしゃいます。多重債務とか本当に懇切丁寧に相談にのってくれているというのは私もわか

っているのですが、やはり全体的な対応もできるという制度も必要なのかなと。専門医のそういっ

た体制も今後必要になってくるのではないかなと思うのです。そういった面では、今お話があった

ように、苫小牧保健所を中心にしたものがあるということなのですが、やはりこういうことで悩ん

でいる方、なかなか行動が広範囲に苫小牧でもどこでも向いて行けるのであればいいのですけども、

こういったことを 1 カ月のうちの第３何曜日はこういった相談を白老町でも受けつけていますよと、
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全体的な相談にのれますよというような形のものをつくり上げていくほうが、苫小牧保健所なら保

健所から来ていただいて、そういった形で白老町でも年間に何回かはそういった体制の日程を設け

られるとか、そういった形で身近に相談ができる。これは社会的、実際の取り組みでとめていける、

防げるものであるということも言われているのです、そういう調査した中では。ですから私は、身

近の相談ができる体制。それともう１つは、残された家族の支援体制が精神的な部分、心の部分の

相談体制、支援がすごく必要になってくるということなのですね。これはいろんな精神的な分野の

お話の中でちょっとあったことなのですが、私も大変気になったのですが、親とかが自殺をした家

庭の中で、割りとお子さんが自殺をすると例が多いということを聞いたことがあるのです。そうい

った部分ではやはり心の中にそういったものがしっかりと根づいてしまうのだというふうに私もと

らえるのです。そういった面からは、やはり身近でその後の対応、相談体制と、それからプライバ

シーのこともあるので表だったことにはならないと思うのですが、影の中で静かにその人たちを支

えていくしっかりした体制が必要ではないかというふうに思うのですが、その辺をとらえながら今

後対応をしていかなければというふうに考えるのですが、その辺を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 相談体制等のご質問でございますけども、相談という部分で自殺

対策、あるいは自殺という直接ストレートなそういうような窓口というのは、ちょっとなかなか難

しいかと思います。そういう部分では大きな要因であります心の部分、それと特に経済的な問題、

生活の部分。これは２つの課に分かれておりますけど、一応相談窓口ということで、しっかり対応

しようということで設けております。特に消費生活相談ということで名前をつけてございますけど

も、いろいろここに投げ込まれる問題を受けております。そういう部分では違う部分についてはあ

るいは関係する課、あるいは関係機関にまたご紹介するということも含めて、相談の内容として自

殺という形でははっきりはうたいませんけども、やはり生活に困るあるいは心の部分、その辺はそ

れぞれの相談窓口で相談項目としてはっきりわかるような形で周知していきたいなと思います。あ

と、残された家族の部分についてということで、これが実際町のほうで相談を受けないとなかなか

対応できないのかなという部分でございます。実際死因としていろいろ戸籍にも出てきますけれど

も、そこの部分はなかなかご家族の方の心のケアとかも含めてということになろうかと思いますの

で、これは申し出あるいはご相談あった部分について、それぞれその個別の問題についてというこ

とでご相談させていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 109 ページの職員研修経費について、全般の旅費の関係についてお伺いま

す。きのう、おとといの議員の研修の関係についてご質問しました、町長に。町長は職員研修の部

分と職員研修の旅費を落としていませんと。現状維持の中のままでやりますと、こう言っていまし

たけども、町長もご存じだと思います。我々真剣にも改革プログラムをやってきました。改革プロ

グラムの中で内部管理業務の見直しということで、職員研究の凍結 98 万 3,000 円あります。私は町

長が町長になってから、職員研修経費を見てきました。これは、職員が減っているということもあ

りますけども、逆算すると職員一人当たりの単価は下がっていますから、そういうこと踏まえて答
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弁願いたいのですが、16 年度には 326 万ありました。19 年度には 213 万 1,000 円。去年は 116 万

5,000 円。ことしは 120 万 4,000 円。かなり下がってきています。これは行革の一環だと思います

けども。そういう中にあって、職員は非常に私は勉強しなければならないと思っています。そして

先般、私もこの関係で職員研修のことで聞いたら、職員研修計画に基づいてしっかりとやっている

と、こういう答弁もありましたし、研修計画も見てきました。そうするとこれだけの額が減ってい

るということは、当然職員も今まで行っていた研修もできない、そういう部分の多々あると思うの

ですけども、町長は減らしていないと言っていますけども、こういう中にあって、行革の中に占め

る部分については理解します。しかし職員研修は減らしていないと、こう言っていました。そうい

う部分で議員研修計画と整合性がどういうふうに保っていっているのか。実際にどういう部分にし

わ寄せきているのかということを質問します。私は実態を理解して言っていますので、その辺を踏

まえて答弁してください。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 職員研修の経費の関係でございますけれども、昨年とことしの額の中

では若干下がっているのもあるわけなのですけども、この中身については外部講師による研修、人

事評価の関係なのですけども、２回行なっていた部分を１回に定着もされてきておりますので、１

回の研修に変更したという部分での削減が実態ではございます。それと、それ以前の部分から徐々

に減ってきてございますけれども、ここらについては、庁舎内で内部講師による研修。さらにいえ

ば、町村会による研修等々に派遣もしておりまして、余りお金がかからないといいますか、そうい

う形の中で研修を行なっているということでございます。さらに、道外の研修等々については従前

どおりアカデミー等には派遣も同様な形の中で行なっているということになっておりますので、内

容的にはそうそう落ち込んだ形のメニューになっていることではないということでご理解を願いた

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） 内部でやっていますよと、自らやることは非常にいいと思います。私は職

員研修は大いにやるべきと思いますけれども、もう１点旅費の見直しをして改革プログラムで 91

万 4,000 円減らしています。これはもっと実際の拾っていくと減っていますけども、現実に町長も

ご存じだと思いますけども、出張に行って今職員は赤字なのです。ということは、会議の負担金も

今までは出していましたけども、懇親会の含むものもそれは自分で出しなさいよと、そういう部分

でかなり押さえていますから、今まで従来あった他の自治体、それらとの情報交換の機会も段々な

くなってくると。この負担金は自費で出して出席しなさいと、こういう部分もありますし、まして

町長もご存じかと思いますけども、企業誘致なんか行くと、かなり旅費が赤字になってくるのです。

そういう職員の部分を考えると、非常に委縮するというか、研修を兼ねた中でも本来の目的の部分

が、非常に職員が消極的になってきている部分もあるのです。そうすれば私は財政改革プログラム、

これは皆さんで決めたとことですから、こういう中で減っていくのはやむを得ないと思うけど、も

っと有効的に、私は一昨日言ったことにからめませんけども、またあとで出てきますけど、そうい

う部分で私たちは自分たちでやります。職員がもっと勉強しなければいけないし、そういう機会を
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与えてあげなくてはいけないのです、町長。私たちより。そして言わせていただきますけど、余り

僕は長々質問したくはないのだけど、我々職員や議員に資質の、それこそバイブルバブである地方

自治法。今各課にないのです。昔は各課に置いておいて、問題があったときに引っ張ってきて、す

ぐ勉強した。あるいは、これは財政課にあるかどうかしりませんけども、地方財務実務提要とか地

方自治法の関係の実務提要とか、そういうのをみんな持ってました。今は 1 つの課へ行ってみると

今はもう管理していませんと、総務課に行って見てくださいと。こういうものこそ削らないで、身

近に置いて勉強する、自治法を読める。そういう体制をつくるのが私は役場の中だと思うのです。

すべて行革の名に変えて落としていますけども、もしそうであれば、そういう部分はちゃんと町長

が議会や町民に訴えて、こうだと言って予算をつけるぐらいのものがあってもいいと思います。そ

の部分を町長がおととい個別の事業と比較して議論するものではないと言ったけれども、そうであ

れば優先課題、集中選択と言っていますけども、その中で私たちの旅費をつけるなら、職員のほう

につけるぐらいの気持ちを持って説得してもよかったと思うのです。こういう部分で、現実的に数

字減っているのです。そこで、職員研修、旅費、参考図書等々は職員も耐えて、一生懸命自分自身

の自費の部分ありますけども、能力向上に努めていますけども、町長としてはそればかりに頼るの

ではなくて、もう少しそういう環境を整えてやるという部分が必要だと思うのですけども、町長か

ら答弁ではなくてもいいです。副町長どう考えているのか、１つ伺います。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、職員研修あるいはそういったことを研修とか研究する環境ですね。

これについては、本当に前田委員がおっしゃるとおり大事なことだというふうに思います。また、

職員自ら自己陶冶というか自己研さんすることもこれは当然必要であります。一例で事情の逐条解

説とか、こういったものはある程度インターネット等でも引っ張ることも可能でございますし、ど

うしても必要であれば、これは当然図書購入するべきでありますし、これは職員からそういう意見

があれば当然購入しなければならないというふうに考えていますし、全体的に職員がこれから政策

的な能力を身につけるということは大変重要でありますし、またそういう旅費の部分、当然他の自

治体職員と交流を持ちながら自己研さんをしていくということも、当然これは大切なことというふ

うに認識しておりますし、そういったものが必要であれば、それは経費として見ていきというふう

に考えておりますし、今後そういう補足があれば、これは考えていくというふうに。まず何でもか

んでも辛抱しなさいということはやっておりませんので、この辺はご理解をいただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。それでは、次に進みます。 

それでは、歳出全般が終わりましたので、次に債務負担行為、地方債及び歳入に入りたいと思い

ます。始めに６ページ、７ページ第２表、債務負担行為及び第３表地方債について質疑を行ないた

いと思います。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。ありませんね。 

それでは次へ進みます。14 ページから 19 ページまでの１款町税全般について、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） 18 ページの入湯税の減少についてお尋ねをいたしたいと思います。770 万
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くらいの減少になっております。想像するにはヴィラ・スピカあるいはビュラメール等が想像でき

ますけども、そういうことなのでしょうか。まず 1 点目はそれで伺います。 

○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） ただいまのご質問でございます。入湯税の減少についてでござい

ます。まず、あくまでも 21 年度の決算見込みをもとに 22 年度の当初予算組んでございますが、今

山本委員の言われたとおり、ヴィラ・スピカしらおい、ビュラメールの閉鎖の影響ということで、

宿泊数につきましては 820 人、日帰り客については 2,150 人という見込みでございまして、これを

考慮した上で今回の 1,275 万 6,000 円という予算を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） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 大きな施設が２つほど閉鎖ということで、虎杖浜のほうは定山渓パークホ

テルさんが営業されるということで、決まったということで本当に喜ばしいニュースだなというふ

うに思いますし、１日も早く営業していただければその辺もふえていくということでございますけ

ども、問題は神戸物産さんの建物、ヴィラ・スピカさんのほうですね。１つちょっと例に出したい

のですけども、層雲峡にあるホテルが建物の固定資産税を逃れるために、建物の真ん中に穴を空け

て、建物の固定資産税を払わないような形にしているというような実例が過去にあるわけですけれ

ども、神戸物産の建物。あれは、あのままでしばらくいくのか、それとも跡地利用をこれから何か

計画みたいなのがあるのかどうなのか、この辺をお尋ねしたいなというふうに思います。今白老の

議会も通年議会ということで、毎週水曜日に全国の市町村の方々が白老町の議会改革について研修

に来られております。しかしながら泊る施設がなかなか白老には少ないというか、そういう状況の

中で食事はされていくのですけども、泊るところは登別のホテルに泊まられたりあるいは苫小牧の

ビジネスホテルや札幌に流れているという、こういう現状でございまして、スピカさんやビュラメ

ールさんあったときは、率先してそういうところを紹介していたという状況もあるのですけど。観

光協会も議会としてもあったのですけども、そういう状況でございます。そういったことで１日も

早い宿泊施設というのが白老にやはりあるべきだなということも考えているわけですけども、そう

いった観点からもお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） ヴィラ・スピカの関係かと思います。我々も地域振興に限りなく貢献でき

るような、そういう利用ということも実は町側としては考えております。そういう中で若干引き合

いといいますか、相談もありますので、これは我々のほうであえて町側で方向性を出すよりも、公

にすると今はちょっといろいろまずい部分がありますので、あらかじめ議会のほうと相談しながら

戦略といいますか、今後の地域振興を前提としましたあり方といいますか、方策をご相談したいと

実は思っております。近々議会のほうに、私のほうからそういうお願いはしようと思っていますの

で、この件についてはそれでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一君委員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。今同僚議員の言われた税のこともそうなのですが、トー

タル的に町税が約１億 4,650 万ほどマイナスのなっていると。この主な要因を教えていただきたい
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と思います。 

○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） 町税の今回減収になっている部分の要因ということでございます。

まず、町民税のうちの個人町民税。これにつきましては、委員の皆さんもご承知のとおり、やはり

景気の低迷というようなこともございまして、かなりそれぞれの所得が落ちてございます。それで、

町民税につきましては、21 年度の所得に対して、22 年度分がかけられるということになってござい

ますので、21 年度の状況を見ますと、かなり厳しい状況というような中で、例えば給与所得者であ

れば、通常の減少であれば３％程度減少率見るものを５％で見たりとか、そういうような状況の中

の積算ございます。また同じ町民税の法人のほうにつきましても、かなり営業の部分で減収になっ

ているという状況がございまして、今回新財政改革プログラムで 21 年度からの法人町民税の税率改

正というようなことでやってございますが、この影響というのが 22 年度から実際出てくるというこ

とでございますが、これの影響額が約 1,700 万程度ということでございますけど、これを入れて 20

年度よりも下回るような状況になってございます。また、逆に固定資産税につきましては、これは

若干町民税よりも減収の幅は実は狭いような状況のでございますが、今回土地家屋につきましては、

それほどの増減というものはございませんが、大きく影響するのは償却資産でございまして、昨年

21 年度につきましては、日本製紙のボイラーの入れかえということで、かなりの増収を見込めたも

のでございますが、22 年度におきましては聞き取りもふくめましてそのような大きな設備投資とい

うものはないという状況のから、大体 5,000 万程度の減少になっていると。これらと軽自動車につ

きましては、これはこういうような不景気の中でも逆に若干でございますが、年々増加していると

いう状況。それからたばこ税。これにつきましては、非常に税率改正、10 月からのたばこ税の改正

もあります。その中でどのくらい禁煙される方が出るかというような予測も非常に難しいところで

はございましたが、一応 10 月からの値上げに伴って３割程度やめるのではないかというような予測

を立てた上での積算でございますが、これにつきましても、やはり前年度から比較しますと減少と

いうようなことで、比較しまして約 1 億 5,000 万程度の減ということで、今回見込んでいるという

ことでございます。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

           休憩 午前 １１時 ５７分 

  

           再開 午後 １２時 ５９分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続いて、委員会を再開いたします。それでは先ほどの町税

全般について、ほかございましたらどうぞ。ありませんね。 

それでは、次に進みます。20 ページから 33 ページまでの２款地方譲与税、４款配当割交付金、

３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７

款ゴルフ場利用税交付金、８款自動車取得交付金、全般についてお聞きしたいことがありましたら

どうぞ。ございませんね。 

それでは次に、34 ページから 43 ページまでの９款国有提供施設等所在町助成交付金、10 款地方
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特例交付金、11 款地方交付税、12 款交通安全対策特別交付金、13 款分担金及び負担金全般につい

て質疑がございましたらどうぞ。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。34 ページ、国有提供施設等所在町助成交付金で

ございますけども、前年度から比較いたしまして 750 万円もダウンをしおります。昨年度は白老町

主催の講演会あるいは青年会議所主催の講演会あるいは町民でつくる実行委員会主催の港まつりで

のミサイル艇の誘致あるいは白老港も防衛省のほうには利用していただいていると、こういう中で

750 万円ダウンするということは、白老町が防衛省からどのような評価をいただいているのかなと

いうところをちょっと感じました。防衛予算が北のほうから南のほうへシフトして北海道全体の予

算が削られていて、このようになっているのか、どういうことなのかを含めて。それと防衛省との

町との関係を含めてお尋ねをしたいと思います。 

○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） ただいまの質問にお答えいたします。これの交付金につきまして

は、実は毎年年々減少している傾向でございます。この交付金の趣旨といいますか、これにつきま

しては、あくまでも自衛隊のいわゆる固定資産税みたいなものということでとらえてございますが、

あくまでも評価額、土地あるいは建物等、そういったものを積み上げた上での交付金ということで

ございます。それで評価額につきましても、年々対応年数等がありまして減っていくという中で、

町の固定資産税と同じなのですけど、新たな施設が建設されればその分またふえるというような状

況でございますが、その辺も見込めないのであれば、やはり毎年落ちていくというような状況で、

このような予算組みとしているところでございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 理解はいたしました。そういう性質のものであれば、確かにそのようなこ

とになるということですけども、では毎年毎年大体これくらいの金額、何もしなければ、新しいも

のが建てられなければ大体このクリアの予算でどんどん減っていくような試算になるわけでしょう

か。 

○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） 基本的には、そのようなことになろうかと思いますが、現在の白

老町の駐屯地におきましては、建物も老朽化している施設等のもあろうやに聞いておりますので、

その辺が建てかえということになれば、その分についてはまた評価額が上がりますので、最終的に

はゼロになるような減り方はしないというふうには押えてございますが、先ほど申しましたとおり、

やはり新たな施設整備というものがなければ、年々減少していくというふうに押さえてございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 理解をいたしました。これのほかに入っている交付金ありますよね。今ち

ょっとページもわかりませんしあれなのですけど、名前も出てこないのでそれは前年度と並みとい

うことで押さえてはあるのです。しかし、前年度並みではなくて、少しでもふやしていただけるよ

うな、そのようなお願いを今後と続けていただきたいと、このように思うわけでございますけども、

いかがでございましょうか。 
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○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） 防衛関係の補助金一般ということで、私のほうからお答えをさせ

ていただきます。特防の町政交付金だとかそういったものにつきましては、いろんな基地を抱える

協議会とかありまして、そちらのほうで全道的な要望活動を展開しております。それとまた個別に

今山本委員のおっしゃったように、そういう防衛セミナーだとか、そういったことによる自衛隊と

の協力関係、それを強く持つことによって、より一層ふやしていくよう努力していきたいと思って

いますので、ご理解を願いたいと思います。 

○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。２点お尋ねをしたいと思います。1 つは今の国有提供

施設等所在町助成交付金の関係なのですけれども、この評価はどのような形で。例えば、750 万減

ると。その評価をどういう形でやるのか、その仕組みを質問いたします。もう 1 つは、交付税の関

係なのですけれども、一般的には基準財政重要額から収入額引いた額が交付税と、こういうことに

なるわけなのですけども、優良起債といわれる起債何かの後年度負担の関係がありますけども、そ

の後年度負担の上積み、そういうものを全部積み上げた金額が、今回の金額だというふうに私は理

解するのですけども、それでいいのかどうか。もう１つは留保財源、この交付税の中での積み上げ

てきた中で、予算にまだ見ていない分があるのかどうか、この点。 

○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） 国有財産の国有所在交付税の件ですけども、仕組みということな

のですが、詳しい内容今私手持ちないものですから、考え方なのですが、ああいう施設があること

によって、基本的にはあそこは非課税なのです。税金課税することはできません。ですからそのこ

とによって迷惑をかけているよ。それのかわりの措置としてこういう交付金制度を設けているわけ

なのです。これはそういう意味で固定資産見合い分なのです。そういった固定資産税が入らない分

の迷惑料として試算されているわけです。ですから、固定資産税の課税と同じような計算の仕方だ

とご理解をいただきたいと思います。 

○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） 交付税の積算の課税についてお答えいたします。交付税の歳入の

見積もりにつきましては、まず一応交付税算定方法。これに基づきまして、22 年度の想定される数

値。これをある程度試算した上ですべて数字を当てはめて、それで基準財政需要額及び収入額を算

出した差引額が交付税というような形の中で計算はしてございます。ただし、その辺もあくまでも

試算ということなものですから、その数値をその地財計画の増減率。その辺も含めた中で想定して、

ある程度を固めてございます。先ほど申しました、公債費の関係でございますが、一応基準財政需

要額の中には、個別算定経費というものと、それから包括算定経費、それと公債費という、この３

つがございます。公債費につきましては、これはすでに借りた起債の元利償還に対するものでござ

いますが、この辺についてはある程度確定されているものでございますので、その辺の実際の増減

は非常に少ないものというふうなものと考えてございまして、これにつきましては一応限りなく正

しい数値で算定しているというようなことで考えてございます。それで一応今回出した数値をまず
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検討するにあたりましては、やはり総務省のほうからも、地財計画には何パーセントという数字は

出しているけど、それをそのまま使うなというようなお話。それから、過大な見積もりはするなと

いうような指示がございますので、ある程度予算でございます固めに見ているというような状況で

ございますが、一応６月の補正予算も想定される中で、その辺の財源確保という部分も考慮してご

ざいますので、一応留保しては 5,000 万程度。この辺を留保した上で今回の予算を計上したもので

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。前段の部分、そのことは理解しております。私が言っ

ているのは、例えば 750 万減るでしょう。減ることに対しての評価方法がどういう形で評価を。要

するに、言われっぱなしなのかという意味です。向こうから言ってきたら、減ったよと言ったらそ

れで終わりなのか、評価が何か評価基準があって、そして評価しているのかと、そのことだけなの

です。固定資産税見合い分ということは十分承知しておりますので、その部分どういう形で。750

万減った根拠、評価方法。そのことだけがもしわかれば聞きたかったということだけです。それが

１点。２点目はわかりました。5,000 万固く見てということなわけですけれども、5,000 万の留保財

源、これだけ持てるということは、特交はどういうことになりますか、ということだけ聞いておき

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） まず 1 点目の件ですけども、総務省のほうから積算根拠をつけて

町のほうには通知が来るような仕組みになってございますので、うちのほうはどうして減ったかと

いうことは常に把握できるようになっております。ですから、それは一方的ではなくてうちもちゃ

んとチェックできるような体制で向こうから通知来ている状況になっています。 

○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） ただいまの国有提供施設の部分について若干追加で説明させてい

ただきますと、今回の本町の歳入の見積もりについては、21 年度の逆に予算に対する実際の額の減

少率。これをある程度 22 年度に想定して見積もったものでございまして、逆に評価の手法といいま

すか、そういう部分を使ってやったものではございませんので、逆にこの辺につきましては多少の

増減があろうかというふうに押さえてございます。それから、特別交付税につきましては、昨年同

額２億 8,000 万で今回も計上させていただいておりますが、これにつきましては、特別交付税のい

わゆる計算に仕方という部分について、普通交付税みたいに明確なものというのは余りないと。特

に３月交付分というのは非常に中身がわからないような状況であるということ。それともう 1 つは、

いわゆる災害等の経費を補てんするというような大きな意味合いがありますので、もし大規模な災

害等があれば、そちらの市町村に変な話、交付税を持っていかれるというような状況もございまし

て、この辺はある程度想定した額というのは非常に今段階では厳しいというようなことから、昨年

同額で計上してございます。また逆にそれが上回って交付されれば、その部分については最後の財

源として積み立て、あるいは赤字が出ればその穴埋めというような、財源として使っていきたいと

いうふうに考えてございます。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

それでは次進みます。44 ページから 53 ページまでの 14 款使用料及び手数料全般について。何か

ございましたらどうぞ。ありませんね。 

次に、54 ページから 73 ページまでの 15 款国庫支出金及び 16 款道支出金全般について。お聞き

したいとこがあればどうぞ。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本です。これは、どうしようもないことなのですけども、考え方

だけ伺っておきたいなと思ったのですけども、56 ページの土木費国庫補助金というところなのです

けども、これは大幅に国のほうからの補助金が削られているわけですよね。58.3％も減になってい

るということでございます。政府の考え方が、コンクリートから人へということになっている関係

で、このような形にもなりますし、あるいは子ども手当ですとか、いろいろなことで財源を確保し

なければならないというようなことで、このようになっていると思うのですけれども、私の持論と

しては、経済のパイが大きくなって、初めて税収だとかそういうものが入ってくると。それによっ

て福祉や教育に回せるお金も出てくると、このような考え方も持っているわけですけれども、これ

だけ削られると、本当に白老町の土木行政と申しますか、どうしてもやらなければならないことも

懸案事項となって手つかずで、何年も見送られると、このような事態が発生してくるのではないか

と心配しているわけですけれども、今後の見込みと申しますか、来年もさらに半分とかなってしま

ったらどうなっていくのかなというふうに思っているわけですけれども、この辺についてもし見解

をいただければと思います。 

○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） 国庫補助金の土木費の国庫補助金についてお答えいたします。こ

の補助金につきましては、当初の説明でも申し上げましたが、確かに額としては前年比1億強の58％

減ということになってございますが、あくまでも補助率等の変更があったわけではございませんの

で、国補助金はあくまでも事業費の補助金ということで、事業量に応じて補助額が決定するという

ことになりますので、そのときの事業が国のほうで採択されれば、その分の補助金が必ず何割とい

うような率の中で交付されるということになります。今回の 22 年度の場合は、昨年計上していまし

たバンノ沢川の砂防事業。これが事業費として１億くらいで、ほぼ 100％国の補助金という部分で

ございましたが、この事業が 21 年度に完了したということで、この部分が減少になったということ

でございますので、ご理解を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。 

それでは次へ進みます。74 ページから 83 ページまでの 17 款財産収入、18 款寄付金、19 款繰入

金全般について。質疑のございます方はどうぞ。 

それでは次へ進みます。84 ページから 97 ページまでの 20 款繰越金、21 款諸収入、22 款町債全

般について、お聞きしたいこと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。町債の関係でちょっとお尋ねをしたいのですけど、1

つは約８億 5,000 万の町債と。そのうち、臨時財政対策債５億 1,900 万ということのなのですけど

も、当然これは交付税の不足分をここでみるということで、今年度交付税でみてくれるというふう
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になっているわけなのですけど、これの仕組みをもうちょっと詳しく教えていただきたいのです。

ということは、どういう形で今年度は交付税をみていくのか。例えば、この起債の償還のすべてそ

れが交付税としてみられてくるのかいうふうに一般的には思うのだけれども、この起債の償還期限

とはどれくらいで、どういう形で、先送りにするというのはいま交付税改正が赤字だから先送りす

るのだということなのだけども、実際先送りされたあとの交付税は一体どうなるのか。どんどん膨

らんでいったらどうなってしまうのかというふうに思うのですけど、そこら辺はどんなふうな仕組

みになっているのですか。 

○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） 臨時財政対策債についてお答えいたします。今回の本年度の経常

費５億 1,900 万。これにつきましては、国の私財計画に基づいて算出したものでございまして、お

おむね 50％の増と。1.5 倍というような数字になってございます。この根拠としましては、政権が

変わりまして、あくまでも地方に対する国からのお金。この辺については基本的に確保すると、こ

のような原口大臣のお話もございまして、それをもとに交付税含めて臨時財政対策債もふやしてき

たということで私どもとらえてございますが、あくまでも今大渕委員おっしゃいましたように、交

付税特別会計のほうにつきましては、酒税等も含めていわゆる国税の５税といわれるものの財源が

少なくなってきてございますので、やはりその辺は交付税に対する財源というのは赤字でございま

す。その部分を含めて、上乗せも含めて、その辺をいわゆる地方にお金を交付するという中にあっ

て、その不足分をまずは、地方は起債として借りてくださいというものが臨時財政対策債というこ

とになります。これにつきましては、今年度の地方交付税のいわゆる公債費という中で、基本財政

重要額に 100％参入するということになってございます。償還期限は一応 15 年で３年据え置きとい

うような形の中の計算になってございます。それで、今の段階でございますが、逆に国の臨時財政

対策債の償還財源も逆に足りないような状況でございますので、これにつきましては、私どもの方

も懸念するところではございますが、その償還財源についても国で何らかの処置で借り入れをして

捻出しているという、今の状況ではございます。今後どのような形でやられるか、あるいはこの臨

時財政対策債がこれからもずっと続くかというようなことは、まだ決まってございませんので、基

本的には臨時財政対策債もまずは３年だと言いながら、どんどんどんどん延ばしてきているという

ような状況でございますので、その辺の財源対策についても今の状況であればどんどん先送りとい

うような状況になってくるのかなという部分で、私どもの方も国のお金ですけど、ちょっと懸念す

るところはございます。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。国の議論をここでしようとは全然思っていないです。

ただ、借り得なのかということにもなるでしょう、言えば。将来どうなるかわからないけど。去年

３億で、ことし５億です。延びているのです、どんどんどんどん。どんどん借りたほうが、地方自

治体が得なのかどうかというふうになってしまうでしょう。本当にこのままでいって、交付税でみ

てくれて、地方が何でもないならいいです。ことしなんか見たら、８億 5,000 万の町債のうち、5

億 1,900 万が財源対策債で、残った３億何がしの中の２億 6,000 万が港なのです。事業できなくな
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ってきているのです、現実的には。起債は抑制すべきだと考えだから、現実的に地方財政が今どう

なってきているかというと、ここにはっきりと現れているのです。８億 5,000 万の起債のうち５億

1,900 万は臨時財源対策債で残った分の２億 6,000 万が港だったら、ほかの事業なんかできるわけ

がないです。ですから本当にこれ借り得で仕事やったほうがいいのだったら、これ以上借りられる

のかどうかわからないけど、うんと借りてやった方がいいというふうになってしまうのではないか

と思うのですけど、そこら辺は聞くのは無理ですか。 

○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） 今の議論でございますが、臨時財源対策債はあくまでも当町の考

え方としましては、今年度負担につきましては、100％国が補償してもらえるというようなことで、

これは私どもだけではなくて、全部の地方そういうような考え方の中で借り入れを起こしていると

いうふうに考えてございますので、その辺は私どもは心配してございません。それと、この額とい

うのは、実は交付税算定のときに借り入れ額というのは計算上出てくることでございまして、これ

以上借りれるものではございません。逆にこれまであったのですけど、これは限度額というような

形で示されますので、逆に借りなくてもよかったわけです。財源のある団体は借りていないと。し

かし、交付税措置はされてきたと現状があったのです。だから、裕福なところは不交付団体あるの

で、交付税はもらえませんけど、若干お金があるところは、逆に借りないで交付税をもらうという

ようなことも、これまでやられたそうなのですが、そういうのも国のほうである程度押えまして、

その辺については出さないという方向になっております。あくまでも借りたところだけにもちろん

元利償還相当の交付税措置はするということに変わってございます。それともう１つ、新財政プロ

グラムでいう、いわゆる借り入れ額という部分で、今７億円という想定をしてございますが、これ

はあくまでも事業にかかわるものということでとらえてございますので、臨時財源対策債について

はその中には含めてございません。ですから逆に言えば、７億の枠のうち今回３億 3,000 万という

ことなものですから、残り３億 7,000 万程度まだ枠内であるというような状況にはなってございま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

それでは、これで第２表債務負担行為、第３表地方債及び歳入がすべて終わりました。この中で

特に質疑もれがありましたらお聞きしたいと思います。ございませんか。よろしいですね。 

○委員（西田祐子君） 動議。 

○委員長（及川 保君） 動議の趣旨を簡単明瞭にお願いいたします。 

○３番（西田祐子君） 白老町水産業対策補助規則の 17 条２税補助金をカットできないと。先ほど

高畠部長は変更ができる条件は漁組からの変更届けと種類が必要であると。あとで書類の手続きを

行なうと答弁されましたけれども、今現在その手続きは完了されておりません。この議会でチェッ

ク機能機関として、書類がまだでき上がっていない、完了していない段階で議決を取るというのは

非常に難しい。チェック機関として否決するしかなくなりと思いますので、書類上の手続ききちん

としていただいてから、議会が議決機関として議決できるような状態にしていただきたいと思いま

す。それの動議をいたします。 
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○委員長（及川 保君） ただいま西田委員のほうから、動議が出されました。ただいま説明がご

ざいましたが、この動議に賛同される方がございましたらどうぞ。暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 １時 ２９分 

  

再開 午後 １時 ３０分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 １時 ３１分 

  

再開 午後 ２時 ５８分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続いて、会議を開きます。ただいま、西田祐子委員の動議

につきましては、休憩前から本人から真意を詳細に求めました。その結果、行政の手続き行為を求

めたものでありまして、動議としては成立しておりますが、会議の意思決定を諮るものではないこ

とから、取り上げないということになりました。ご理解をお願いしたいと思います。    

 これをもって、平成 22 年度白老町一般会計予算の質疑を終結いたします。 

 それでは２番前田博之委員及び 10 番大渕紀夫委員、ほか２名より平成 22 年度白老町一般会計予

算に対する予算組み換え動議が２件文書によって提出されております。それぞれ提出のあった動議

は、本案と関連がありますので、併せて議題として動議の提出者それぞれから提案の説明を願いし

ます。最初に２番、前田博之委員。どうぞ。 

○２番（前田博之君） ２番、前田でございます。議案第９号、平成 22 年度一般会計予算に対する

予算組み換え動議を提出いたします。次のページでございます。議案第９号、平成 22 年度白老町一

般会計予算に対する予算組み換え動議であります。議案第９号、平成 22 年度一般会計予算に対する

予算組み替え動議を次のとおり求めます。１款議会費、１項議会費、１目議会費、９節旅費の中の

費用弁償 468 万 3,000 円のうち、議員自己研修分 120 万円を削除。以上の科目において予算案に計

上した金額のうち、議員旅費、費用弁償の一部を減額し、減額に伴う一般財源相当額は、財政再建

の財源や福祉、教育等の活用に資するよう財政調整基金積立金に組み換えること。以上でございま

す。議員の皆さんも賛同よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） それでは、ただいま提出者から説明がありました。前田委員の動議に対

する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。ございませんね。 

それでは、次に 10 番、大渕紀夫委員。どうぞ。 

○１０番（大渕紀夫君） 議案第９号、平成 22 年度、白老町一般会計予算に対する組み換え動議。

提出者、賛成者は記載のとおりでございます。上記の組み換え動議を別紙のとおり提出をいたしま

す。議案第９号、平成 22 年度白老町一般会計予算に対する予算組み換え動議。議案第９号、平成

22 年度一般会計予算に対する予算の組み換えを次のとおり求める。（１）２款、総務費において。

①１項総務管理費、１目一般管理費、13節委託料中、投票人名簿システム構築業務委託料259万5,000

円全額削除。②１項総務管理費、17 目諸費、19 節負担金補助及び交付金中、白老町自衛隊協力会連

合会補助金９万 4,000 円全額削除。（２）８款土木費において。４項港湾費、２目港湾建設費、19
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節負担金補助及び交付金中、白老港建設事業費２億 8,900 万円中、１億５千万円の減額。以上の科

目において、予算案に計上した金額のうち、それぞれの事業の全額及び一部を減額し、起債総額を

抑制するとともに、減額に伴う一般財源相当額は財政調整基金積立金に組み換えること。以上であ

ります。 

○委員長（及川 保君） ただいま提出者から説明がありました。大渕委員の動議に対する質疑を

許します。質疑のございます方はどうぞ。ございませんね。 

これをもって２件の動議に対する質疑を終結をいたします。 

これより討論に入ります。まず最初に２番、前田博之委員の動議から討論をいたします。討論は

ありませんか。まず反対討論から始めたいと思います。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ただいま提出されました議案第９号、平成 22 年度白老町一般会計予算に対

する予算、前田委員の予算組み換え動議に対する反対の討論をさせていただきたいと思います。白

老町議会は、議会改革の大きなテーマの１つとして、議員の資質向上がございます。狭いフィール

ドの中で議論するよりも、広いフィールドを見聞、体感することで資質も向上し、目指すところの

地方の議員の姿になっていくものと信じております。白老町議会は白老町にとりまして、最高の議

決機関でございます。議員の資質向上は、議会全体のレベルアップにもつながります。また、通年

議会の研修で来られる方々の多くの議員の皆さまは、費用弁償らしい費用弁償がない我が町に議会

の状況を見て驚いて帰られます。会議日数がふえ、費用弁償がふえることを懸念し、うちでは通年

議会などできないというふうにバックしてしまう議会の方々も多くみられているのが現状でござい

ます。子育て世代の方々、年金支給前の方々は自費で研修しなさいと言われても難しい一面もござ

います。あらゆる世代、あらゆる団体、あらゆる個人の方々で議会が構成できる環境づくりのため

にも自己研修費予算を批准し、組み換え動議に対し反対をいたしまして、私の反対討論といたしま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは次に動議に対する賛成討論の発言を許します。12 番、松田謙吾

委員。 

○１２番（松田謙吾君） 私は前田委員に対して賛成の立場で申し上げます。22 年度一般会計予算

組み換え動議に賛成する立場で意見を申し上げます。ただいま前田委員より、予算組み換え動議が

ありましたが、前田委員は無会派のためか意見に賛成する意見がいないようですが、前田委員の組

み換えを問う議案の内容については、私も同様の考えにありますので、賛成して意見を申し上げま

す。さきの 1 月６日の１月会議で、議会報酬の引き上げを見合わせる報告があったばかりなのに、

１月 25 日突然議会運営委員会で町長が議長と合意の上、議員自己研修旅費をつけることになったと

の説明があったと聞いています。議会報酬の引き上げをやめたばかりなのに、なぜ急遽 

議員自己研修費を予算化するようになったのか、私は非常に疑問に感じています。私は議会報酬の

引き上げに関して、通年議会等で議会の活動日数が、かなりふえたので報酬を引き上げるべきだと

の意見もあることから、私は活動日数について調べてみました。すると議会招集 132 日の中で、定

例会開会日数 26 日、委員会開会日数 106 日の中で、委員会開催回数が 155 回ありました。そして、

午前終了の会議がそのうち 70 回、約２時間程度で終わっております。午後１時から会議されたのが
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48 回開催されて、２時間以内の会議が 34 回でありました。午前、午後の会議で２時間以内の会議

が 104 回になっております。全国自治体に先駆けて通年議会を導入して、定例会日数回数がふえた

こと。委員会の開催日数の回数がふえたことは間違いありません。通年議会導入によって、議会の

中身が大きく変化して町民にわかりやすくなった議会が、町民に近づいたと言い切れるだろうか。

また町民が受け入れているだろうか、こう思っております。議員政策研究会のあり方について委員

会が開催されましたが、５月７日から政策研究会のあり方についてだけでも 12 回議論して結論が出

ていません。議員報酬のあり方と議長の諮問事項を含めると、８月４日から 22 年２月 16 日まで 15

回この議論をして、そして結論に達していない。私は堂々めぐりではないかなと、このように思っ

ております。このことから議員報酬の大きな引き上げの理由の 1 つにはなりません。会議の内容や

日数を効率的に濃密にしていけば、活動日数を大幅に短縮できます。現在の議員報酬に換算すると、

決して８万円の額は低い額ではないと思われます。このことからも議員自ら自己研修として先進地

視察する旅費は現在の議員報酬の中から出しても、決して大きな負担にはなりません。まして白老

町は新財政改革プログラムによって、財政再建中であり、そのために町民に多くの負担を強いてい

る。その内容は皆さんも承知しているので割愛いたしますが、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いとき、議員が個々が行なう自己研修費は自費で賄うべきで、

公費を使う今の環境には私はなっていないと思います。自己経費での自己研修費が絶対に必要とす

るのであれば、従来から行なっている研修旅費として、別立てで本年度度予算に計上されている道

外研修旅費 348 万 3,000 円の中で対処すべきと考えるものであります。財政再建の楽観視は決して

許されるものではありません。事業にかかわる予算額の多い少ないに関係なく緊縮財政の中、議員

自ら襟を正し、財政を監視していくことが議会議員の責務であります。このような立場で、私は提

出された組み換え動議案に賛成の意を表わすものであります。以上であります。 

○委員長（及川 保君） ほかに討論はございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 前田委員の議案第９号、平成 22 年度白老町一般会計予算に対する予算

組み換え動議に対しての反対討論をさせていただきたいと思います。私は今までの議会運営委員会

の中で、いろいろ議論されてきた内容については、議員のあるべき姿、また議会のあるべき姿を第

３次議会改革の中で考えていこうという形の中で、ずっとお話を進めてきたものだと感じておりま

す。先ほどお話にあった、政策研究科等々についても議員のあるべき姿、議会のあるべき姿を目指

して、小委員会等々を立ち上げ、そして中間報告等を議会運営委員会の中でさせていただきながら

議会運営を進めてまいりました。決して結論が出てこないとか、そういったことで長引いているだ

とか、そういった話ではございません。そういった内容を充実させ、そしてこれからの議員のある

べき姿、議会のあるべき姿、町民と会議しない議会のあり方、議員のあり方をこれからも追い求め

ていくべきだと私は考えます。今回の議会費ついては、報酬とは切り離して考えるべき議案だと思

って考えております。白老町にとっては政務調査費としての予算づけはありませんが、この政務調

査費についても第３次議会改革の中で話し合う議案の１つとなっていると思っております。今回の

この調査費については、これからの議員が町民に対してどういった明るい町民生活またまちづくり

をしていけるかどうかが一人一人の議員にかかってきている。それをこの報酬の中でできる人もい
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る、できない人もいる。今後のまた新たな１年半後の若い世代たちの議会に投票される方々にとっ

ても、今からそういった体制づくりが必要だと私は思われます。そうした見解の中で議会運営また

議会改革が進められたものと考えることから、今回の予算組み換え動議に対しては反対の立場に討

論させていただきます。 

○委員長（及川 保君） ほかに討論はございませんか。 

それでは次に大渕紀夫委員の動議の討論を行ないます。討論はありませんか。まず動議に対する

反対の発言を許します。14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家でございます。議案第９号、平成 22 年度白老町一般会計予

算に対する予算組み換え動議、大渕委員から予算組み換え動議に対しての反対討論をさせていただ

きます。まず２款総務費について。投票人名簿システム構築業務委託料。これについての全額削除

についてでございます。このシステムについては、憲法改正国民投票法にかかわるシステムの構築

業務と認識しております。この法律は、平成１9 年５月 14 日に成立したものでありまして、平成 22

年、今年度の５月 18 日から施工されるものでございます。それに伴ってのシステム構築業務委託料

とそうした性質のものと考えることから、日本国憲法第 96 条では、憲法の改正は国会で衆参各議員

の総議員の３分の２以上の賛成を経たのち、国投票によって過半数の賛成を必要とすると定められ

ております。国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思表示、意思決定をするもので

あり、そのための具体的な手続きを定めた法律であると認識をすることから、必要な政策だと私は

感じております。また白老港（２）に書かれております土木費において、白老港建設事業費の１億

5,000 万の減額措置でございます。白老町においての白老港の位置づけ。これは今までいろいろな

観点から議論はされてきました。しかし白老町にあって、経済の発展、業界の生き残りをかけて１

年でも早く供用開始が求められている、そう考える観点から白老港の建設事業費はこのまま予算処

置をし、１年でも早い供用開始を求めていくことが今後も必要になってくると考えます。前後しま

した。総務管理費の 17 目。白老町の自衛隊協力会連合会の補助金についてでございます。白老町に

あっての自衛隊。まちづくりに大きな貢献をしていると、私たちは考えております。この隊員募集

に関する自治体の役割、そういったものも白老町は担っている。そういった観点から、この補助金

の全額削除というのに関しては、まったく同意できるものではございません。そういった観点から、

大きく３つの観点からの予算に対する予算組み換え動議に対しては反対討論をさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） この動議に対する賛成討論の発言を許します。９番、斎藤征信委員。○

９番（斎藤征信君） ９番、斎藤でございます。ただいまの大渕委員からの組み換え動議に賛成の

立場から一言言わせてもらいます。前の総選挙で政権が変わったといえ、それ以前に決定したもの

がそのまま払拭されないままでいるものもたくさんございます。それが第１点の投票名簿システム

構築業務であると思います。国民投票法に基づくものでありますが、法そのものが憲法改定に狙い

があったことは承知のことであります。戦後 65 年、戦火を交えることなく過ぎて来られたのも平和

憲法があったからだと言われております。しかし現在も改憲の動きがあり、９条の中に集団自衛権

を加え、海外での武力行使に道を開こうとするものであり、同時に非核３原則をも踏みにじる危険

にさらされていると言われています。現実に最近の動きの中で、核持ち込みの密約が公にされてい
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る。それで大きな問題になっている現実というのもあります。私たちは現在の平和憲法をも守るた

めに、改憲を狙った国民投票法のその仕組みづくりに資金は不要なものと考えるところであります。

２点目。現在でも私たちは、自衛隊を原則的には憲法違反の存在として考えていることから、協力

会への資金提供はこれまた不要なものと考えております。３点目の白老港第３商港区建設には、当

初から疑義を唱えてまいりました。現在なお世界不況の中、急速な好転は考えられず、将来にわた

って住民負担の重荷になることを懸念し、さらに町財政再建への中にあって、その間を強くしてい

るものであります。少なくとも建設途中の必要経費分を除いて減額し、経緯を慎重に見ていくこと

を訴えまして、この動議に賛成するものであります。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかに討論はありませんか。５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 平成 22 年度白老町一般会計予算に対する大渕委員の予算組み換え動議に

対しまして反対で立場で討論をさせていただきたいと思います。財政再建中の白老町の現状の中で、

過去 10 年間で一般会計は３番目に少なく、全会計としては 21 年度の次に少ない予算という、緊縮

予算となっております。町民も職員も早期退職を余儀なくされた方々も同じ痛みを共有しながら、

一日も早く健全なまちに戻れるよう努力している真っ最中でございます。緊縮財政の予算組みの中

で、少数多忙となった職員が、知恵と知識を駆使しながら、あらゆる補助メニューを研究し、繰り

入れることができた交付金、補助金をベースとした選択と集中の平成 22 年度一般会計予算。町民の

安心、安全第 1 とした平成 22 年度一般会計予算に対し心から賛同し、予算組み換え動議に対しての

反対討論とさせていただきます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 動議に対する討論なしと認めます。 

次に本案に対する討論をいたします。討論はありませんか。まず、本案に対する反対討論の発言

を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ありませんね。 

次に本案に対する賛成討論の発言を許します。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。 

まず本案に対し前田博之委員から提出された動議から採決を行いたいと思います。 

前田博之委員の動議に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手少数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成３名、反対９名。  

よって予算組み換え動議は否決すべきものと決しました。 

次に動議に対し大渕紀夫委員ほか２名から提出された動議から採決をいたします。 

動議に賛成の方は挙手を願います。 

○委員長（及川 保君） 賛成３名、反対９。 
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よって予算組み換え動議は否決すべきものと決しました。 

次に本案について採決いたします。 

議案第９号、平成 22 年度白老町一般会計予算、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願

います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成６、反対６です。 

以上のとおり、採決の結果は可否が同数です。 

よって白老町議会委員会条例第 11 条第１項の規定によって、委員長が本案に対して採決をします。 

議案第９号 平成 22 年度白老町一般会計予算について委員長は可決と採決いたします。 

よって議案第９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１０号 平成２２年度白老町国民健康保険事業 

特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 次に議案第 10 号 平成 22 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算を

議題に供します。 

恒例によりまして歳出から質疑に入ります。別冊の国民健康保険特別会計歳出 38 ページをお開き

ください。国保会計歳出の 38 ページからから 43 ページまでの１款総務費全般について、質疑のご

ざいます方はどうぞ。９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 国保の関係で簡単なことをお聞きしたいと思います。最近の国保加入の世

帯数。そのうち短期保険証発行の世帯数。それから資格証明証発行の世帯数、どういうふうになっ

ているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝） ただいまの質問でございますけども、被保険者の数でございますけども、

今最近の失業者がふえている中で、一連の報道がございました国保組合の関係がございまして、国

保組合に入られた方が強制的に脱退という手続きを取られまして、そちらからの加入者が相当最近

ではふえています。相対ではそんなにふえていないのですが、目立つのがそういう状況でございま

す。それと 21 年度の短期証と資格証の交付でございますが、これは以前の議会でも答弁しています

けども、短期証が 339 名です。それと資格証は、今のところ現在ゼロというような状況になってお

ります。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 斎藤でございます。ちょっとわからなかったのですけども、国保加入の世

帯数、国保組合へということで脱退をしたということなのだそうですけれども、これは国保会計に

どのような影響を及ぼすのか、そのあたりは心配ないのかどうなのかという点が１つであります。

それから、資格証明がゼロということは、これは担当のほうが相当数頑張ったのかなとは思います

けれども、ゼロということは本当にこれは幸せだなというふうに思っておりますけども、去年の７

月から資格証明世帯の高校生に６カ月間の短期証明証を交付するということになったそうですね。
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そういうのは、該当はないということで、そういう高校生、資格保険証を持たない高校生というの

は存在しないのだというふうなことで確認をしてよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝） ３点ご質問ありまして、まず国保組合からの脱退者の状況が、現在のと

ころ１月以降ふえていますけども、白老町の国民健康保険の世帯数がそれによって一気に 200、300

というような増加ではなくて、今のところ 20 から 30 の世帯の増加でございますので、当面は影響

のないものと考えております。資格証も収納対策室のほうと協議をしながら対象者の折衝も含めて

行なっておりますけども、先ほど述べたとおりゼロでございまして、滞納者の対応がよかったのか

なと感じております。また高校生以下の方に対しての短期証の交付でございますけども、委員おっ

しゃったとおり、昨年から法律が変わりまして交付するということになりましたけども、当町では

該当する方はいないということでご理解を願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） わかりました。あと 1 点だけお伺いしておきたいのですけども、国会の論

議の中で、厚労省の見解というのが出されて、それを見たのですけども、こういう文面があるので

す。医療を受ける必要が生じかつ一時払いが困難であることを申し入れた場合、市町村の 

判断により短期保険証を交付することができると、こういうふうに書いてあったのですが、医療の

必要が、病院に行かなければならい。だけども金がない。こういうふうな申し出があった場合に資

格証明を発行されている世帯でも、悪質不払い者ではない限り、短期証明証を受けることが、これ

は６カ月と書いてありましたけども、短期証明証を受けことができると、こういうふうになってい

るのでしょうか。そのあたりの見解。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝） 昨年ございましたインフルエンザの流行によって、このような取り扱い

が出てまいりまして、当町も昨年のインフルエンザに対して、インフルエンザというのは待っては

くれませんので、そういう方たちには短期証の該当者にかかるような人でも、私どもの窓口に申し

いただければ、すぐ交付するということを全世帯に通知しましたので、そのようなことはないので

はないかと思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

それでは次に進みます。44 ページから 59 ページまでの２款保険給付費、３款後期高齢者支援金

等、４款前期高齢者納付金等、５款老人保健拠出金、６款介護納付金、７款共同事業拠出金、全般

について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。49 ページの出産育児一時金のことなのですけども、

これは委任払い制度がかなり確立されたということで、社会福祉協議会の一時立てかえ払いがなく

なりました。それでこういった問題があるのではいなということで、委任払い制度、３、２か月か

かるということで、個人病院、産科の。そういったところがなかなかこれを受けにくいという状況

があるというようなお話があったのですが、その点は心配ないのかどうなのか。どうなのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 
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○町民課長（安達義孝） 昨年の制度発足以来、このような吉田委員おっしゃっているような懸念

もございまして、国のほうでは当面そういう病院は、そういう制度ではなくて、すぐ支払うという

ことの時限的なことをつけて、運用したわけでございますけども、それも今現在では余りないと。

また地方では個人の病院もなくて、連合会を通して２か月後に支払うというようなシステムで、十

分機能していると思われますので、私どもはこの管内はそういう状況はないということで理解して

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） わかりました。あと、出産一時金なのですが、白老町には産婦人科はあ

りませんけれども、苫小牧市内でとか、室蘭関係で出産する方がふえていると思うのですが、今 42

万円でしたか。それで出産一時金というのは間に合っているのかどうなのか。新政権では値上げす

るというお話も出ているのですが、そういった情報はあるのかどうなのか、その点伺いたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝） 実はこの制度、24 年で一応暫定的なものなのですけども、一たん上げた

ものですから。また実態を見ていましても、42 万円の範囲以内ぎりぎりぐらいまでかかっている方

もいらっしゃいますので、当面は継続されるのかなと思っております。私ども、国保の支給されて

いる方は大体 42 万円で足りて、本人にお返ししているという方も相当数いらっしゃいます。 

○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） それでは次に進みます。60 ページから 71 ページまでの８款保険事業費、

９款基金積立金、10 款公債費、11 款諸支出金、12 款予備費全般について、お聞きしたいことがご

ざいましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ございませんね。これで歳出全般が終りました。 

次に歳入に入ります。10 ページから 35 ページまでの歳入全般について、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） ありませんね。これで歳入が終わりました。 

ここで歳入、歳出全般について、特に質疑漏れの方がございましたらどうぞ。 

〔「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。 
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採決いたします。 

議案第 10 号 平成 22 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、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 10 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１１号 平成２２年度白老町老人保健特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 11 号 平成 22 年度白老町老人保健特別会計予算を議題に供しま

す。 

老人保健特別会計予算書 10 ページをお開き願います。10 ページから 31 ページまでの歳入、歳出

全般について、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。この会計はことしでなくなりますか。それだけ。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝） そうでございます。今年度で終わると思います。 

○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〕 

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 11 号 平成 22 年度白老町老人保健特別会計予算、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 11 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１２号 平成２２年度白老町公共下水道事業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 12 号 平成 22 年度白老町公共下水道事業特別会計予算を議題供

します。 

恒例によりまして、歳出から質疑に入ります。下水道特別会計予算 26 ページをお開きください。

26ページから35ページまでの１款公共下水道事業費全般について、質疑のございます方はどうぞ。

10 番、大渕紀夫委員。 
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○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。何点かお尋ねしたいと思います。１つは今字白老分流

式の工事がされていますけども、この概要を１つお話願いたいと思います。スケジュール、どれく

らいまでかかるのかいうことをお尋ねしたいと思います。細かくは結構です。もう１つ。下水道会

計 50 億を超しているのです、起債が。これはもう断トツ一番なのです。この起債の中で交付税措置

がされているものはどれくらいあるか。それと、280 億のうちの 80 億が下水道ということなのです

けれども、ことしはちょっと減っていますけども、現実的には３億借りて５億払っていると。借り

ているより払っている方が多いのです。こういうことがどこまで続くのかというのが２点。最後に、

代表質問でもいろいろあったのですけど、余り詳しくやられなかった脱水汚泥の処理の問題なので

す。これは、私は地元の業者が苫小牧に行っていたものをこちらでやる。それで燃料化すると。こ

れは素晴らしいことだと私は思っております。そういうものが苫小牧に流れないと同時に、地元で

燃料化されておられるというのが、これは将来的にものすごい大きなことになると思うのですけど

も、この概要を代表質問で答弁されたこと以外のことでありましたら、ちょっとお知らせを願いた

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） ３点ございました、１点目の分流式といいますか、合流改善の事

業のことと思いますので、それから３点目の脱水汚泥、これは私のほうから答弁さていただきます。

合流改善は法律の中で今実施してございまして、平成 25 年度までに完了しなければならないとい

うことで、私どものまちも平成 25 年度目標に毎年予算計上して実施してございます。大きくは白老

地区が、以前合流式という汚水も雨水も一緒に流していた分をきちんとわけなければならないとい

うことで、昨年も水深工事等を始めまして、栄町から本町そして高砂町の下水処理終末処理場に向

けて管の整備をしてございます。これから本格的に入ってくるのは、処理場の受け口。最終的に入

ってきた水をきちんと処理して出さなければならないということで、いわゆるミニプラントみたい

なものを最終的にはつくらなければなりません。それはまだ最終的に 25 年までということもありま

すので。ただ、今年度から一部基礎工事にかかって入っていきますので、全体的には、最終的には

ミニプラント的なものをつくるのですけれども、基礎部分は今年度から事業着手と。終わるのは 25

年ということを目標にしてございます。３点目の脱水汚泥。ご承知のとおり循環型社会ということ

もあって、単に埋め立てるのではなくて、リサイクルということで、苫小牧のほうに運んでそこで

肥料化にしてもらうと、こういう展開をしてまいりました。この度、地元事業者さんで、それを燃

焼することによって固形燃料ができるということの実証実験を続けた結果、いい成果が出て、約

4,000 カロリーの熱量が出るということがありまして、地元製紙工場で固形燃料としてそこを納め

ていくということになってございます。白老の下水終末処理場から出た汚泥を地元の処理業社に運

んで、そこで高熱で約 80％が水分でございます。今までは、年間 1,200 トンくらい出ていたのです

が、そのうちの 80％は水分で飛んでしまうものですから、最終的な固形燃料が大体 300 トン切るく

らいかなというふうに考えてございます。その出ました 300 トンは砂状のさらさらになって出てく

るものですから、それを固めなければならない工程を経て、ある程度の炭みたいな形になるのです

けども固形化しまして、それを地元製紙会社工場に運んで、燃料として焼却していくというもので
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ございます。大きな流れはそういう部分での処理の過程ということになってございます。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 起債所管の残額 80 億の関係で、公費税措置されてものについて

どういうものがあるのかというようなご質問かと思いますが、基本的には雨水処理費だとか、あと

分流等の下水道等に要する経費、そういったものの起債償還元利について一般会計から繰り出され

た予算を基準にそれぞれの、細かくいいますといくつか率はありますが、それに対して交付税処置

がされているということでございます。 

○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） 下水道の起債に関する交付税措置の関係でございますが、あくま

でも下水道債の元利償還金に対して、一定の割合で交付税措置がなされているということでござい

ます。今回の下水道会計の公債費につきましては元利、元金、利子合わせて７億 2,000 万円程度と

いうことになってございますが、あくまでも 21 年度の実績でございますけど、普通交付税の下水道

費の事業費補正という部分で算定されていまして、額につきましては約２億 2,700 万。これが一応

交付税として参入されているということになります。割合としてはおおむね３割程度ということで

ございます。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。簡単に合流式の 25 年までの総事業費いくらかという

ことが１点。２点目はわかりました。交付税措置の関係はわかりました。３点目の部分なのだけど、

差しさわりなかったらいくらぐらいで買ってもらえるものなのか。そして私の知っている範囲では、

この地元の業者さんが今回のグリーンビジネスでもものすごく一生懸命やられた方だというふうに

私は記憶しているのです。そういうところがやられるというのはすごくいいのだけども、例えばい

ままで苫小牧に持って行っていた部分で白老町が出しているのがありますよね。それは当然白老町

が出すのかどうか。それと売った燃料代というのですか、そういうものとでちゃんと経営が成り立

つような形にはなるからやるのでしょうけど、どういうことになっているか、差しさわりない範囲

で。   

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 合流改善事業の総事業費でございますが、平成 21 年度から 25 年

度が事業最終になる予定でございますが、13 億 3,730 万の額になります。ちなみに本年度からの予

算につきましては、約２億弱の予算計上になってございます。以上でございます。 

○１０番（大渕紀夫君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ２点目の単価等々のご質問でございますが、まず明らかに削減に

なるのは運搬費。苫小牧に運んでいましたので、これは２分の１に間違いなく運搬費は下がります。

地元で処理している部分は、今単価見積もりを出していただいているという状況ですので、まだ価

格が最終決定してございません。今回計上した予算はまだ従来のパターンなのですけど、相手方の

地元処理するところも、４月からすぐ移行するわけではなくて、まだ最終の詰めをしなくてはなら

ない。それから、固形化する作業がありますので、５月か６月になると思うのですが、その間に最
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終単価の契約はしていきたいと思っています。また、その事業者さんが製紙工場に持って行く固形

燃料の代金。それはまだ施証中ということで。ただ相対的には、町としては今の予算よりはマイナ

スになる。今の予算よりは下がるということと、それから地元業者さんも今までない仕事がふえた

ということで、それがプラスになるということでの確認は相方してございます。 

○委員長（及川 保君） 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。ちょっと項目が見えないのだけれども、水洗化貸し付け

のところでいえばいいのかなと、29 ページには載っているのだけども、下水道管が入っていない部

分に対しての浄化槽設置について、ここに記載がないようなのだけども、現況として私が聞いてい

る範囲では、どうも水洗化を進めるといっている割には、浄化槽のほうについての普及が間に合わ

ないと。お客さんの要望に答えていけないというのが現状のように聞いております。それで、やは

り下水道普及といっている部分と、浄化槽の部分のいわば権利といいますか、その値というのは両

方とも同じ値だと私は思っております。ですから、その辺の普及が浄化槽のほうだけ遅れるという

のは不公平だなと私は思うのです。その辺、大変な事情もある程度わかります。しかし、その辺を

同等に進めるべきが基本ではないかなと思いますので、その辺の見解と現状をお教えいただきたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 水洗化の貸し付け等の関係でございますが、まず浄化槽について

は、一般会計のほうの予算に実は公害対策費の中に浄化槽の予算ございまして、同じく下水道の水

洗化とあわせて、浄化槽の設置補助と水洗化の貸し付けの予算を組んでございます。決してどちら

の方にも不公平にはならないように実際には利用していただいているということでございます。現

状でございますが、浄化槽につきましては、当初認可変更いたしまして、下水のエリアを浄化槽エ

リアと分けまして、平成 18 年に始めまして、計画では 10 年で 200 基という予定で、現在５カ年 100

基という予定で計画は進んでおりましたが、実はその辺の関係で実際には 21 年度までに 48 基、平

成 22 年度で 10 基ということで、58 基になる予定でございます。その辺は大変当初の頃予算の関係

もありまして、すぐにご希望に答えられないというようなご事情ありましたが、現在待機者９名。

これにつきましては、平成 22 年度で待機者すべて終えると。ことしにつきましては、新規１名は若

干今予算の範囲内では余裕ございます。それから出てきた方については翌年ということになろうか

というふうに考えてございますが、一応複数年に渡っての待機者については解消できたということ

になってございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） 玉井です。おおよそわかりました。私も近々は把握しておりませんでした

が、当初は今課長が言われたように大変な状況にあったと。希望者に間に合わない状況だったと聞

いておりまして、ついこの間も営業はしたいのだけどできない状況にいるのだというのも聞いてお

ります。やはり業者が仕事が少ないという面から、そういう話も出てくるのだと思うのですが、そ

の辺のことも考慮しつつ、今後対処していただきたいと思います。以上です。答弁はいいです。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。それでは暫時を休憩をいたします。 
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休憩 午後 ４時 ００分 

  

再開 午後 ４時 ２０分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続いて、委員会を再開いたします。先ほどの続きでありま

す。公共下水道、ほかございましたらどうぞ。ありませんね。それでは次へ進みます。 

 36 ページから 53 ページまでの２款公債費、３款予備費及び給与費明細書、地方債現在高見込額

調書、債務負担行為に関する調書について。質疑のあります方はどうぞ。ございませんね。 

これで歳出が終わりました。 

 次に債務負担行為、途方債及び歳入に入ります。始めに４ページ、５ページの第２表債務負担行

為及び第３表地方債について質疑に入ります。ございます方はどうぞ。ありませんね。 

次に進みます。12 ページから 23 ページまでの歳入全般について。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） ありませんね。 

これで歳入すべて終わりました。 

ここで歳入、歳出全般について特に質疑漏れ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） ありませんね。 

これをもって質疑を終決いたします。 

 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します。 

採決いたします。 

議案第 12 号 平成 22 年度白老町公共下水道事業特別会計予算。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 12 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 13 号 平成２２年度白老町学校給食特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 13 号 平成 22 年度白老町学校給食特別会計予算を議題に供しま

す。 

学校給食特別会計予算書をお開きください。10 ページから 21 ページまでの歳入、歳出全般につ

いて、質疑に入りたいと思います。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。 
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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 13 号 平成 22 年度白老町学校給食特別会計予算、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 13 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１４号 平成２２年度白老町工業団地造成事業 

特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 14 号 平成 22 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算を議題

に供します。 

工業団地特別会計予算書をお開きください。10 ページから 23 ページまでの歳入、歳出全般につ

いて質疑に入ります。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。1 つは今の状況の中で土地を売るというのはなかなか

大変な状況だと思うのです。そういうことで、この間の議論の中にありましたように、第３セクタ

ー債。これの起債の工業団地ではなくて、セクター債そのものの国がつくった目的とは何なのかと

いうことが１つ。それから期限、利率がわかるかどうか。また交付税措置があるのかどうか。この

点、もしわかったらお尋ねをしたいと思います。 

○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） 第３セクター債のご質問でございますので、お答えいたします。

まず第３セクター債の目的ということでございますが、これにつきましては地方財政、非常に厳し

くなってきている１つの要因として、第３セクターの経営状況、あるいは含めて一般会計以外の特

別会計あるいは企業会計、こういった部分の経営状況が悪化している状況にかんがみまして、この

企業あるいは第３セクターをまずは廃止、解散するための１つの資金として提供しようとするもの。

あるいはそれを解消するために何らかの財源が必要だということの一応財源というような目的にな

ってございまして、あくまでも今回工業団地あるいは臨海部土地造成にもし第３セクター債を活用

するということになれば、基本的には会計はこれで廃止というようなことになります。それで期限

につきましては、平成 21 年からの開始された制度でございまして、５年間ということになってござ

います。それから、利率につきましては、あくまでも銀行縁故債を活用と、民間資金を活用という

ことになってございまして、政府資金は活用できません。それともう１つ、交付税措置でございま

すが、これにつきましては、どのぐらいというような率的なものはまだ示されてございませんが、
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これの元利償還の利子の一部に交付税措置があるというようなことで示されてございます。 

○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。ということは、第３セクターということなのだけども、

うちの工業団地や臨海部は入りますと、こういうことですね。現実的に普通の起債と同じと。ただ、

第３セクター債の範囲の中で、21 年から５年間、26 年までの中で、この部分を解散もしくは会計な

くする場合だけは、この起債をなくしますよと、ただそれだけのことですね、これは。そういうこ

とになってしましますよね。もし工業団地で借りたとしたならば、公債費率はどれぐらい上がるか、

大体でいいです。例えば２％とか 1.5 とか、そういう意味です。 

○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） いろんな想定を元に、シミュレーションはさせていただいてござ

います。もし借りる場合において、工業団地と臨海部、土地造成事業のいわゆる赤字分を起債とし

て振りかえて、それを借りるということになりますと、現在 16,2％の公債費率でございますが、こ

れは 18％を超えるような状況になると想定してございます。ただ、健全化法の中には、早期健全化

団体が 25％を超えるというようなものですから、この段階では早期健全化団体にはならないという

ふうに一応押さえてございますが、18％を超えるとなりますと、起債の借利が現在協議に基づいて

起債を借りておりますが、これがいわゆる許可制ということに変わります。そんなに変わるもので

はございませんが、その辺の違いはございます。また、これだけの問題ではなく、その後いろいろ

な懸案事項、本町抱えてございまして、その辺の事業費等も起債を借りて事業を行なうという場合

は、それ以上の数値になる可能性は十分にあるということで、その辺の対策についても今後検討し

ていかなければならないというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 造成事業費の中でお聞きします。あえて伺いますけども、企業誘致一生懸

命やられていますけども、東京事務所もありますけども、本来の工業団地が今回 60 万 4,000 円で一

応草刈り業務になっていますけども、この３、４年まるきり草刈っていないのです。環境がひどく

て秋になると荒野。夏になると草ぼうぼう。それで先般土木の職員から阿部さんの前からずっと下

がったところ、雪が解けて冠水して職員日曜日でもかなり出てやっていましたけども、非常に工業

団地見に来ても、非常にみっともないのです。やはりそういうところをちゃんとしてから、企業誘

致というべきだと思うのです。私は本当に担当のほうにも言っていますけども、あえて言いますけ

ども、これは予算かかる問題ですけども、そういう姿勢はちゃんと共通認識していかなければだめ

だと思います。工業団地の中はきれいにしなければ。ぜひそういうことをして、いつ見に来ている

かわからないのです、工業団地には、企業さんだって。そういう認識をぜひしてほしいので、その

辺どうかと。結構きれいにしないと、非常にみっともないのです。一部牧草地刈ってきれいにして

いますから、それはそれとしてやっているなと思いますけども、非常にみっともない。それから、

各議員の皆さんから話出ていますけども、あそこに出ている進出企業の中にも、操業を短縮して会

社を経営している企業も実際あるのです。一生懸命努力してほしいのですけど、それも含めて、や

はりもっともっと地元に進出してくれた企業さんを訪問してアフターするそれとあわせて地元の企



44 
 

業をもっと大事にしなければならないと思います。やはり地元の企業にも、企業誘致のほうになる

どうかかわかりませんけども足しげく通って、情報を収集した中でどうあるべきかということをし

ていかなくてはいけないと思うのです。そういう小さな情報の中から、また新たな企業誘致が出て

くるのです。ぜひそういうことをやっていただきたいと思いますけども、その辺の今後のありよう

について伺います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 前田委員のおっしゃるとおりで、工業団地のイメージアップ。こ

こは大切な部分だと思います。幾ら町のほうでペーパー上だとか、セールス行ってしゃべりまして

も、現実的に工業団地へ行ったときに、そういうイメージになっていると、やはり進出する意欲、

そこの部分に影響を与えると思っております。そこの部分はできる限り、イメージを損なわないよ

うな、他のまちにも負けないような維持管理、それはしていかなければと思っておりますので、22

年度についてもその辺は踏まえた中で維持管理諮りたいと思っております。それと進出企業あるい

は地場企業のフォローアップそういった部分、基本的に足を運んでいろんな情報を収集すると。そ

れは本当にやらなくてはいけない。従前からやっておりますけども、さらにその部分は強化しなけ

ればならないと思っております。それと、やはり企業誘致した企業も何年か経つと地場の産業、地

場の企業なのです。そういった意識を踏まえて、ぴしっと情報交換のための訪問、交流そういった

ことはやらなければならないと思っておりますで、ご理解を願いたいと思います。 

○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。1 点だけ、工業団地造成の事業費の中の調査委託料。

石山工業団地及び石山特別工業団地地区分譲にかかわる測量委託料で 100 万計上していますが、こ

の測量委託料というのは、僕の勘違いだったら内容教えてほしいのですけども、前回虎杖浜トンネ

ルの残土搬出で線路の南側のところに、ある程度計画をもってあそこに入れて土地を整地するのだ

という話がありました。あの搬出残土の作業自体は終っていると思うのですけども、そういったも

のを踏まえてのこの測量なのか、また新たに進出企業のための測量委託なのか、その辺の内容をち

ょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） この測量委託料の計上につきましては、分譲用地の確定測量とい

うことで予算を計上してございます。ですから、私ども一生懸命企業誘致進めてございますが、そ

の土地を分譲した際の用地確定のための予算を計上させていただいております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 今ほども前田委員もおっしゃっていましたけども、石山工業団地の中なの

ですけども、毎年今頃の時期になりますと、雪解け水があふれている。大雨が降ったら工業団地の

中の道路、ひどい状態になって、乗用車とか通られない状態になっている。あれはどういうことで

ああいうふうになっているのでしょうか。つい２、３日前もあそこのところでタンクローリーか何

か一生懸命排水か何かやっていましたけども、地盤的に悪いからああいう状態になっているのか、

どこか詰まっているのか、毎年毎年雨降ったら必ずべちゃべちゃになってしまって、白老のほうか
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ら萩野に向かって幹線道路のところはいいのですけども、とにかく山側のほうに行くとすごいので

す。あの状態は正直言って工業団地としては非常にまずいのではないかなと、ずっと感じてはいた

のですけど、その辺の排水整備が悪いのか、その辺ちょっと教えていただけますか。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） あそこの部分、道道になってございます。北海道の管理する道路

ですね。それで、道道の道路排水とその枝道は町道なのです。町道の排水と。そういった部分で未

造成の部分がちょうど東側、橋渡って降りて坂になっていますね。橋渡って西方向に向かって。そ

れと西方向から来るといった場合、ちょうどあそこは折れ点になっているのです。道路の縦断勾配

がちょうど一番低くなるところなのです。そういった中で、道道実は判断面なのです。完成断面で

はないのです。それで、排水が全段面の排水でできていないものですから、そういった面ではまず

道道の排水能力がちょっと今のところ完成断面ではないということで不足している部分があるかな

と思っております。やはり、町道側の道路排水。そこの部分につきましては、何も建っていない造

成して更地、あるいは未造成の部分。その部分が町道側のほうに水勾配が向いていない部分があり

まして、それで道道のほうに寄ってしまうという、そんな現状があります。そういった部分で、こ

れは西田委員おっしゃるとおり、毎年今の時期ああいうふうになりますので、今年調査かけてそう

いった水勾配の解消や何かを諮れるかどうかと、技術的な観点で、解消諮るよう検討したいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○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。 

これを持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 14 号 平成 22 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、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 14 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１５号 平成２２年度白老町臨海部土地造成事業 

特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 15 号 平成 22 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算を議

題に供します。臨海部土地造成特別会計予算書をお開きください。10 ページから 24 ページまでの
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歳入歳出全般及び地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。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。ちょっと町長にお尋ねをしたいのですけど、町長はト

ップセールスをいろいろやっていらっしゃいます。この臨海部土地造成今までも議論ありました。

一般会計も今通過したわけですけれども、港との関係でもう 24、５年が完成ということでれば、当

然日本製紙の土地購入の予定。またチップや石炭ヤードの確認。こういうことがもうなされていな

いとだめではないかというふうに思うのです。完成してからまさかチップヤードをつくったりする

わけがないと私は思っています。そうすると、25 年だとすると、もう土地の売買が行なわれるか、

貸すのかわかりませんけども、そういうことがトップセールスの中で話し合われていなかったらお

かしいのではないかなと思うのですけど、そこら辺どういう状況でしょうか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） これは、港を使っていただきますので、セールス以前の問題で、もう事務

レベルでその辺は進めております。ただ、具体的にはチップヤードの形とか、今はまだ決まってお

りませんが、いろいろお互いの課題を出し合っているという状況です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。余り詳しいことを聞く何て気はないのです。ただ、少な

くても事業をやるとなれば、そこを使ってもらうとなれば、当然もう土地がこれくらい必要だとか、

そして買うとか借りるとか、こんなことは決まっていて当たり前だと思うのです。ですから、この

臨海部土地造成事業は、僕は先ほどの質問の中で何か三セクの対象にはなるといっていたけど、僕

は三セク債なんてここに投入する必要なないと思っています。起債はまだ３億くらい残っています

けども。ですから、そういうことでいえば、そこら辺が詰まっている中身というのは、もうちょっ

と詳しくならないものかなと。例えば貸すでも借りるでもいいし、チップはコンベアで運ぶのか、

水で送るのか、エアで送るのかとか、そういうことは決まっていないと現実的には 24 年だったら３

年しかない、決まっていて当たり前だと思うのだけど、そこら辺もうちょっと詳しくは言えないの

ですか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 24 年もしくは 25 年とやっているのですけど、決まっていなくても全然お

かしくはい話だと思うのです。要するに、今はチップ船入ったときの対応だとか、日本製紙もこう

いう形でなければだめだということもいろいろ条件といいますか、条件整理の段階で不確定部分を

またこの場で言うと、またこの前と違っていたといったらまたあれなので、使うのは間違えなく使

うわけでございますから、不確定予算の部分はまだお示しできないと。決定したものについては、

議会のほうに逐次報告するということで、ご理解をいただきたいと思います。 

○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。深追いする気はないです。ないですけど、そういうこ

とが本当に町民の前に明らかにできたら理解度が変わるのではないかと思うのです。決まっていな

いから言えなのだったらそれで終わりです。それはそれでしょうがないのだけど、ただ普通事業を
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やる場合は、そういうことはかなり早いときからやりますよね、現実的には。一般的にはそういう

一般論だと思うのです。だから、あそこを日本製紙以外が使うとしたら、チップヤードと石炭ヤー

ドといったら多分別々でなければだめでしょう。一応絵みたいなものがなかったら、ではほかの企

業が使うかといったらどうなるのかと、ないのかもしれないけど。そういうこともあるのだから町

民がそういうことがわかることが理解度をすごく増すのです。前から僕が言っているのは、そうい

うことを言っているのです。だから、チップ船が１年間に何船入ってどれだけの量なのか、本当に

５万トンのチップ船が 10 回入ったって 50 万トンでしょう。200 万トンにはならないのだから、違

う計算があるかもしれないけど、明らかに町民にできるところをどんどんしていくということが、

そこの理解度を増すのではないかと。私の立場とちょっと違う質問かもしれないけども、僕はやは

りそういうことがすごい必要だなという気がしているのです。ここら辺がチップヤードになるのだ

と、ここら辺が石炭ヤードになるのだという、それをやることによって白老町民は夢を持てるので

はないのですか。町長の側に立って言っているのではないのですが、僕はそういうふうに思うので

すけど。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 何回も申し上げます。まず日本製紙１社のみを想定して第３商工区をつく

っているわけではないのです。それと、先ほども申し上げましたが、不確定要素が多いと。要する

に１社に限定して考えると早いのですけど、それとどんどん港を使ってもらいたいという考え方か

らいうと、そういうことで時間もかかるし。24 年、25 年が開港しても、今 22 年ですから全然遅い

話ではないと思います。ただし、町民の理解度を早めに受けたほうがいいのではないかというので

あれば、私はそのとおりだと思います。ただ、まだ不確定要素の部分が多いので、使うのは間違い

なく使っていただけると。これは、向こうからもはっきりいつから使えるのか示してくれというの

も日本製紙のほうから言われていますから、使うのは間違えないのですが、不確定要素も多いとい

うことです。なぜかというと、ローロー船対応例えば考えなければならなかったり、いろいろある

わけです。ここをこういうふうに使うのだというと、また余分な議論になりますので、きちっと決

まってからということにさせてください。決まったものについては逐次報告させていただきますの

で、ご理解を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 15 号 平成 22 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算。原案のとおり決定すること
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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 15 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１６号 平成２２年度白老町港湾機能施設整備 

事業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 16 号 平成 22 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算を

議題に供します。 

港湾機能施設整備特別会計予算書をお開きください。４ページの第２表地方債について質疑に入

ります。質疑のございます方はどうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。この上屋のあれなのですが、昨年度の予算とことしの予算、

1,998 万 8,000 円。昔はこの上屋つくったときの運営コストは、確か 3,900 万、4,000 万余りになる

と思うのですが、約 50％くらいですよね。ただこうやって見たら、当たり前にしか見えないのです。

1,900 万しか。いつの間にかこうなった、こうしたからあれなのですけども、今この使用状況。い

うなれば、この建設当初から見れば毎年 2,000 万の赤字なのです。これが当たり前なのだと、こう

いう認識を町民にさせていいのですか。それから、今後この上屋の運営が当初は 98％で、確か 3,900

何十万、45 年払いだというのが、そういう元に戻る時代というのは来るのですか。考え方聞きたい

です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） なかなか今の質問は難しいのかなと思っています。要するに採算があうの

は。ただ上屋の建設規模、予算規模のついては、十分議会と町との議論のうえで、あれだけ強固な

ものをつくったと思います。お金をかければかけるほどそれだけ将来に負担が多いわけですから、

当時どこまでどういう議論をされてなったのかわかりませんが、ただ上屋の中の荷物は 100％利用

されているということでございます。100％利用されているのですが、今議員言われたように、収支

採算 45 年持つということで建設したわけなのですが、収支採算からみたらなかなか厳しい。ただ上

屋は港の建設、港の振興には必須の建物でございますので、状況としては収支から見たら厳しいの

かなと思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。大変失礼をいたしました。私の不手際でございま

した。松田委員の質疑は次の 10 ページから 30 ページまでの歳出全般だという話だったのですけど

も、もうすでに入っておりますので、ということは 10 ページから 30 ページまで。歳入、歳出全般、

そして地方債現在高見込額調書全般について、この港湾機能施設整備、質疑を受けたいと思います。

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 私も公共上屋についてお尋ねをしようと思っていました。使用率について

は 100％ということでお話ございましたので伺わないですけれども、上屋の修繕は発生してこない

かということがまず 1 点。それともう 1 点が、今定例会で平成 25 年度のいわゆる第３商港区供用開
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始ということが明らかになったわけでございますけども、以前に大昭和製紙から日本製紙に会社が

変わった時点で、ローロー船を日本製紙さんは使われるということで、そういうことによってその

公共上屋は使用されないのではないかというような話も過去には出ておりました。当時の堀江課長

とも私が特別委員長の頃、いろいろ心配していた経緯はあったのですけども、平成 25 年度以降の使

用の見込み、これについてお尋ねをしたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 岩崎港湾室長。 

○港湾室長（岩崎 勉君） お答えいたします。まず上屋の修繕なのですけども、これにつきまし

ては、一昨年なのですけども、建設部のほうに調査していただきまして、大型の維持修繕は今のと

ころ発生しないのではないかという形で判断していただいています。ただ一応、この予算書にある

とおりに、小さな修繕は発生するかもしれませんので、30 万ほど予算計上はさせていただいている

という形でございます。あと平成 25 年の第３商港区完成してからという質問でございます。それに

つきましては、日本製紙さんで紙の生産 30 万トンほどあると聞いております。その中で、うちの第

２商港区で搬出しているのが６万トン。それ以外のつきましては、ローロー船で出ているという形

になります。それでいきますと、言ったとおりローロー船を使わない貨物につきましてもこれから

も発生するという形で聞いておりますので、一応平成 25 年に第３商港区完成したとしても、今の第

２商港区からの荷物は搬出されるのではないかと。上屋も使っていただけるということで判断して

おります。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 現在のとこと利用率の変更はないというふうに見られているということで

認識してよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城辰己君） お答えします。利用見込みは変わらないということでございます。

ローロー船でよその港から出している分が白老に移るということですから、それがプラスになって

くるということでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今の松田委員の質問との関係で、確認だけちょっとした

いのです。それは45年間全く壊れなかったら、使用料が100％入ったらちょっと黒字になるという、

僕はそういう認識だったのです。そういう報告だったように僕は思っているのです、ずっと。一覧

表も持って来ていない人はもらっているのです。全く修繕しないで、全く 100％使って、45 年たっ

たら黒字になりますか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎港湾室長。 

○港湾室長（岩崎 勉君） お答えします。その答えにつきましては、修繕が発生した場合には、

黒字になるという可能性はありません。大渕委員が言うとおり、まったく修繕をかけないのであれ

ば 45 年で黒字になるという形での計画になっております。ただ今は、平準化債入れておりますので、

それでいきますと一応 37 年あたりで黒字になっていくのではないかという形で計画しております。

以上です。 
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○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。37 年で、今まで何年たったか忘れてしまいましたけど。そ

れで、一般論でいいです。37 年間でどれくらい修繕費かかるものなのですか。ああいう建物という

のは。一般論で結構です。それで、先ほどの町長の答弁にどうこう言いませんから、一般論でいえ

ばどんなことかということです。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） あの建物は壁も屋根も全部鉄筋コンクリートでできて、屋根はおそらく

普通の鉄板ではなくて、特殊なものは使っているというふうに思います。そういうことから考える

と、壁に亀裂が入るとか、そういう若干のことはあるかと思いますが、大きな修繕はそんなにない

というふうに考えています。ただ、海に近いですから、どの程度特殊な屋根材が持つか、この辺は

ちょっとわからない部分はありますけど、普通の建物よりは上部にできているということは間違え

ないというふうに考えております。何せ今まで経験したことのない長い年数のスパンですから、ち

ょっと想像できない部分もありますけども、相当丈夫にはできている建物ということは言えるとい

うふうに思います。 

○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します。 

 採決いたします。 

議案第 16 号 平成 22 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算。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。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 反対１名、賛成 11。 

よって、議案第 16 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１７号 平成２２年度白老町墓園造成事業 

特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 17 号 平成 22 年度白老町墓園造成事業特別会計予算を議題に供

します。 

墓園造成事業特別会計予算書をお開きください。10 ページから 27 ページまでの歳入歳出全般に

ついて、質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。ちょっと再確認も含めてお話をお伺いしたいなと思い
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ます。この白老町の墓園造成の今後の計画は、しばらくないかなと思われますけども、白老町の墓

園を取り巻く環境整備。それから、待合所といいますか、受付所といいますか、そういったところ

の整備の計画。そういったものが今後どう進められていくのか、ちょっとその辺についての考えを

伺いたいなと思います。 

○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） 受付というか、管理棟のことだと思いますけれども、今現在管理

棟どのように、何年後の修理をしていくとか、そういった計画は今のところ持ってはおりません。

今回の造成に伴いまして、あわせてそういった計画もつくっていきたいなというふうに考えており

ます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。日頃、私も何回か墓園のほうに行くのですけれども、

やはり町の墓園でありますし、火葬のほうはある程度整備はされて、そしてお墓のほうが余りにも

管理棟自体がひどいような感じがするのです。地方から来る方々が見る目も、町の墓園ということ

であれば、大きな予算はかけられないかもしれないけども、やはりメリハリをつけた形の中で維持

管理をしていかなければならないような気がします。今言われたとおり、今後の造成事業の中で位

置づけをしっかりしていきたいということでありますから考え方はわかりました。日頃見ていて感

じたこと。その管理棟だけではなくて、全体の環境整備。そういったことについてもしっかり計画

の中に盛り込んで取り組んでいただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活環境部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 次期の造成計画を立てるというのは２、３年後くらいになろうか

と思いますけれども、その中で全体的に見直しをかけたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） １点だけ。この会計は今回でなくなるのですよね。基金な何かで積むと

か何かと話ありましたけども、なくなるのではないのですか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活環境部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 基金の設置条例のときに、ちょっと十分ご説明できなかったと思

いますけども、まだ２期の部分で収入が入ってくると。そういう部分では今後の次の事業に備える

ために、まずは当初の１期の部分は一般会計でやっていますけども、３期に向けての資金の管理に

ついてはこの現在の会計でやっていきたいということで、一応存続させようという考え方でござい

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〕 

○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〕 
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○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 17 号 平成 22 年度白老町墓園造成事業特別会計予算。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 17 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１８号 平成２２年度白老町介護保険事業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 18 号、平成 22 年度白老町介護保険事業特別会計予算を議題に供

します。 

介護保険事業特別会計予算書をお開きください。10 ページから 76 ページまでの歳入歳出全般か

ら、給与費明細書、債務負担行為に関する調書までについて、質疑に入ります。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 18 号 平成 22 年度白老町介護保険事業特別会計予算。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 18 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１９号 平成２２年度白老町立特別養護老人ホーム 

事業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 19 号 平成 22 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予

算を議題に供します。 

老人ホーム特別会計予算書をお開きください。10 ページから 30 ページまでの歳入歳出全般及び

地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○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 19 号 平成 22 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算。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 19 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２０号 平成２２年度白老町後期高齢者医療事業 

特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 20 号 平成 22 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算を議

題に供します。 

後期高齢者医療特別会計予算書をお開きください。10 ページから 29 ページまでの歳入歳出全般

について質疑に入ります。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。まず最初に、後期高齢者医療制度での資格証明証の短

期保険証の発行状況をお尋ねします。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 該当者は数名おりましたけども、発行には至っておりません。 

○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。僕の持っている資料ではあるようになっているのです

けど、今はゼロですね。それはすごくいいです。それで、非常に保険料が北海道高いですよね。こ

の北海道が今回かなり上がるのだけれども、この根本的な原因は何だと思っていますか。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 今回の見直しが平成 22 年、23 年の保険料が今回決まりましたが、大

きな要因はやはり医療費の増加要因と対象者の増加、これが主な原因でございます。 

○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。国民の要求というのは、知ってのとおりなくすという

ことで、今の政権も言ったわけですけども、４年間先送りと。現実的の４年間の中で死ぬ人たくさ

ん出てくるというのは現状です。国の財源措置が求めているのだけど、なかなか国がそこをやらな

いということと、今回は北海道は出しましたよね、結構。今回出したのだけど、それでも全国的に

いえばかなり高いほうと。これはやはり国保と同じで、町議会で何ぼ議論をしてもだめだといえば
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だめなのかもしれないけど、これは本当に僕は町長を先頭に、議会も先頭にやらなければだめだと

思うのだけど、そこら辺どうですか。この原因と北海道もうちょっと上げなくできる。とにかく今

の状況は北海道が一番高いというふうになりかねない状況でしょう。はっきりしていますから。こ

こら辺、もうちょっと町民に負担がかからないような措置は取れないものですか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活環境部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず、原因の部分は安達課長からもお答えしたように、北海道の

１人当たりの医療費高いと。これはそれだけ医療環境があるということになるのか、かかりやすい

ということになのか、現実的にはそういう状況なのかなと思います。それで、対策という部分では、

一応抜本的な医療制度については４年後に先送りということですけども、それに向けてこれは当然

国も地方もいろいろな議論というのは今後進むかと思います。ただその間、４年間の中でのこの高

い部分について実際議論できる要素があるのかどうか。現状としては、ほかの自治体よりは全国の

都道府県よりは高いという認識には私どももございますけども、４年間というある意味では暫定的

な期間、見直しまでの期間、この中で町村会も含めて、そういう形での議論できる要素があるのか

どうか、その辺は判断していきたいなと思っております。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） やはり、後期高齢者の保険料というのは、非常に高いなと、私も同じよう

認識しておりますし、実際の事務組合でやっておりますけども、なぜ北海道がこれだけ医療費が高

いのかという分析とか、そういうものちゃんとやっていらっしゃるのでしょうか。ただ、医療費が

高いから、北海道の医療費が高いから、当然後期高齢者の医療保険も高くなるのだというのだった

ら、いつまでたっても解決策は見つかってこないと思うのです。やはり、何が原因でこれだけ医療

費が高いのだと。やはり、そういうことも広域の中できちんと精査して、高い原因、理由というも

のをきちんと示していただけるように、ぜひ市町村のほうからどんどん声を上げていっていただき

たいなと思うのです。そうしないと、どんどんウナギ登りで医療費が高くなっていくと思うのです。

これは払う保険者の方々も大変だと思うのです。やはりその辺の原因というものを、医療費が高い

原因。その辺をきっちり把握して示していただけるように、上の人にどんどん意見を言っていって

いただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 北海道は国民健康保険も当然同じように医療費が非常に高い。その原

因は、やはり入院が多いということ、受診率が高いということ。府県と比べますと、長野県みたい

な医療費が少ないところは、最終的にはみとりといいますか、ご家族の自宅でみとられる。結局最

終的にはそういう。北海道的にいいますと、ほとんどの方が病院で看取られるというのが昔からの

北海道的にはそういう状況が続きますので、そういう医療費を削減していくためには、そういう世

帯の状況とかもあったり、先ほど部長が言った医療関係もございますので、そういうところを見直

しながら進まないと、なかなか北海道の医療費は下がってこないのかなと思います。その点も広域

連合では当然分析もしながら、各市町村に対しても各被保険者に対しての保健指導も実施しなさい

というような指導ございますので、広域になるとなかなか市町村各個の保健指導というのはなかな
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か難しい部分で、これはデメリットの部分でございます。国保も将来的には統一といいますけども、

保険者の部分がちょっとまずいと。あと税の関係ですね。あいまいになるというのが懸念材料でご

ざいますので、その辺は当町も保健指導も当然行ないながら、３連携の中で 75 歳以上の方も当然や

っていく形で、我が町ができる取り組みも継続しながらやっていって、少しでも医療下げていくよ

うな。また、国に対してとか広域連合にもその状況を伝えていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 今、看取りということが非常に北海道はそういう部分がないということで、

昨年の暮れだったか、ことしの初めだったかと思うのですけども、ドキュメンタリーでみとりとい

うことで、確かテレビで放送したのです。それをたまたま１月に後期高齢者の医療というものを在

宅でみとる。そういうことが必要だというので、旭川のお医者さんが確か一生懸命取り込んでいて、

それが全道的にぜひなるようにというような働きかけもしているのですけども、なかなかそれが全

道的な働きにならないし、全国的な働きかにならないというような、そういうようなお話も聞いて

きまして、ぜひ看取りとかそういう部分で北海道になじまないのではなくて、そういうような仕組

みもつくっていくと。また実践しているお医者さんも旭川のほうでいらっしゃるわけですから、そ

ういう声をどんどん上げていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 辻生活環境部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほど安達課長、みとりというのを例に出しましたけれども、そ

のほかに北海道のこういう広域的に広い土地。なかなか地方部ですと通院するのに大変だというこ

とで、やはりある程度の病気になった場合、入院に結びつくというようなことも、この医療費の増

加につながっているのかなと思います。また、みとりの話が出ましたけれども、この辺は北海道、

どちらかというと本州府県の地方部に比べると、核家族化がやはり進んでいるのかなと。その部分

での個人家庭世帯の考え方意識あるいは価値観、そういうものがやはり医療費に結びついてくるも

のかなと思います。そういう部分では単に医療だけではない。やはり地域とかあるいはコミュニテ

ィーのこういう家族関係を取り巻く構造にもやはり起因してくるかなと思います。そういう部分で

は、やはり医療費を下げるという部分では、予防保健活動が重要ということで、その部分はやはり

自治体として取り組まなければならないのかなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 部長今説明したのですけども、もう１つは医師の問題がございます。

みとりとか在宅医療を進めていくためには、やはりお医者さんの増加というのは、どうもこれは各

道内の三医大に増員するという考えがございますけれども、それでもお医者さんは診療するまで約

10 年くらいかかりますので、これから始めてもまだまだ長い時間がかかりますので、そういう状況

の中で取り組めることを行なって、家庭医の拡大も町内についても、家庭医といいましても開業医

さんが数件、あと町立病院しかございませんので、そういう中でできるだけこういう取組を行なっ

ていきたいと思っております。 

○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） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結します。 

 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します。 

 採決いたします。 

議案第 20 号 平成 22 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算。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。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 反対２。賛成９。 

よって、議案第 20 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２１号 平成２２年度白老町立介護老人保健施設 

事業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 21 号 平成 22 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算

を議題に供します。 

介護老人保建施設事業特別会計予算書をお開きください。10 ページから 35 ページまでの歳入歳

出全般から給与費明細書、債務負担行為に関する調書までについて質疑に入ります。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） 単純な質問をさせていただきたいと思います。きたこぶしだということだ

と思いますけれども、サービス収入、介護給付金、施設介護サービス費前年度よりかなりアップし

てます。主な要因について、まずお尋ねをしたいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、サービス収入の関係ですが、約 1,900 万ほどふえる勘定にな

ってございます。1 つは昨年、介護報酬の単価が上がってございます。それに伴って、まず全体の

底上げを図られたということが 1 つです。それと、先般補正予算の中でお話したのですが、平均の

介護度がうちの場合3.4ということでございまして、当初3.2くらいで設定をしておりましたので、

コンマ２のポイントが上がっておりまして、全体的にサービス収入がふえたと、こういうような状

況になってございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 以前、一般質問か何かで、きたこぶしのそのときの現状の問題点は何かと

いうことをお尋ねしたときに、看護師の成熟度ですとかあるいは老人の徘回等々にかかわる３階だ

といろいろ問題がある部分もあるといったい話もございましたけども、今現在その点についてどの

ような状況なっているのかお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 
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○病院事務長（丸山伸也君） 開設以来１年を経過しまして、スタッフもほぼ定着をしております。

介護スタッフ現在７名おりますが、一番勤務表が短い方でも７カ月過ぎておりますので、介護技術

は相当上がったものというふうに考えています。ただ、全般的にうちの運営の場合の問題になるの

は、やはり認知症を持っておられる方が非常にふえているということと脳梗塞、脳内出血等の関係

で脳の機能障害を持っておられて、患者さんをコントロールできないと、こういう方の入所相談が、

実際の入所されている方もおられましたけども、こういった方々を一度お預かりをして、専門の医

療機関にまたつないで、それからまたうちで受けて、特別養護老人ホーム等、相互相談室を経由し

まして、そういった形でサービスをさせていただいております。今後やはりますます問題になって

くるのは、軽度の認知症を持っていらっしゃる方をどう証明したらいいのかと。施設的にいいます

と、３階ということで、最近３階の入り口にドアをつけまして、夜中ぱっと１階、２階に降りてい

かないというようにしているのが１つと、それと今回の予算の中にも備品として購入をとなってい

ますが、各種センサー。センサーマットを引いて夜中徘回、要するにベッドから起き上がりますと、

介護ステーションでピピッとなって起き上がっているよと、立ち上がっていると、ベッドから降り

たよと、こういったものがわかるような形でやっていきたいということで、そういった形ではやは

り夜間の見守りというのがだんだん難しくなってきているのかなと思って考えてございます。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） 職員の処遇の関係で伺いたいと思いますけども、事務局以下ここの施設の

効率化を諮って、かなり努力していることについては、私もいろいろ話聞いていますから、これか

らも頑張ってほしいと思いますけども、職員が今スタッフ７名。給与の総括表を見たら、介護師３

級が５名なのです。それで、賃金のほうを見たら約 1,700 万の賃金を持っているのです。５名の分

は給与になっていますけども、この辺多分看護師が、私たちが普通にいうヘルパーみたいな介護ス

タッフが、この看護師の中に職員の中に含まれているのか。この介護スタッフ７名がこの賃金にな

るのか、その辺のすみ分けはどうなっているのかをお聞きして、それと仮にそうであればスタッフ

の賃金等々がいろいろ福祉施設給与等低いですと言われていますけど、その辺の部分の処遇をどう

されているのか、非常に今も同僚の議員の２度目の答弁ありましたけど、非常にここの方々大変な

のです。私も行って見させていただきましたけど、それなりのことをしないと入所者のサービスの

向上につながらないと思うのです。個人的な質問でもあります。そういう部分でまずお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） きたこぶし常勤職員は、看護師が５名と介護スタッフ、いわゆるヘ

ルパーさんですね。７名になっています。看護師につきましては、全正職員の扱いになってござい

ます。したがいまして、給与という形でお支払いをしております。介護スタッフ７名につきまして

は、町でいう臨時職員の扱いになってございます。ですから、賃金だけを見ますと 1,600 万を約７

名で割った金額とそのほかに諸手当、夜勤手当等がつきますので。それで、待遇の改善でございま

すが、昨年４月、このきたこぶしの開設もあわせまして、時給を 820 円から 840 円に、実は 20 円上

げております。これで年間約 20 万くらい上がっております。ほかの町内の同様の事業所等から比べ



58 
 

ますと、約 100 円くらい高い賃金単価でやっておりますが、それでももし財源に余裕があれば、本

当に委員のおっしゃるとおりもう少し賃金は上げたいなと考えていますが、まだまだそこまで順調

に動いておりませんので、もしできればこの年黒字が出れば、その分はきちんとその分は還元して

いくようなことで、来年度も考えて思っておりますのでよろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） それでは、12 名ということですよね。それは副町長でもいいですけども、

あそこへ行くと、12 名の人が一生懸命駆け回って、あるいはその合間を見てミーティングをやった

りしています。これを見たら、給与の職員手当の状況を見たら、級別で５名がみんな３級なのです。

するとやはり私は、12 名で緊急性があり、常にミーティングし、個々の容態についてどう即座に判

断するかというトップの方が現場にいなければならないと思います。事務長がやっていますけども、

そんなにしょっちゅう足げに通えないと思いますので、そういうことで今回の異動をみても、本町

はかなり主幹職がふえているのです、主査も。やはり私こういうところに現場のトップ、やはり女

性多いですから、ある程度の階級の持った方を置いて、仕事が系統的にできるというような形づけ

が必要ではないかと私は思うのですけども、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 現状について説明をさせていただきます。この会計で持っている職

員は 12 名でございますが、そのほかに病院のほうから理学療法士。これは主査職になります。1 名

配置しまして、現在トップとして当たらせております。それと４月１日づけで実は相談員。これは

ケアマネジャーも兼ねております。この方が主査に昇格いたします。そういった意味で、年齢キャ

リアとも十分申し分ないということで、地位的にいいますと主査でございますけれども、きたこぶ

しの全体を見ていただくような運営にも少し協力をしていただきたいということで、きたこぶしの

トップについては、私がいなくても十分に動いていけるような体制をとっていく考えでございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 今答弁ありましたように、介護スタッフの方の待遇もよくなっていますし、

そういうシステムの部分の流れがサービスになってくると思うのです。ぜひそうであれば事務長の

もと、そういうことをやっていただきたいと思います。ただやはりそういう部分で人事業務、管理

業務がかければ、やはり事務長として現場の声も届けるべきだと思いますので、その辺をどのよう

に考えるか。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 副町長のお聞きになっていただけければよろしいかと思うのですが、

きたこぶしで実際にいろいろな問題、入所者の処遇も含めて、職員の処遇も含めて、すべて報告は

全部入れております。やはり、私も日に多い日は２回、３回ときちんと上がっていって、やはり現

場の介護スタッフや看護師の話を十分聞かないと、こういった施設は安定的に運営できませんので、

委員言われましたように、そこはことしもフォローして頑張っていきたいとこのように考えており

ます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。15 番、吉田和子委員。 
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○１５番（吉田和子君） 1 点だけ伺いたいと思います。今医療費の高騰とかというお話が出てい

ましたけども、高齢者が高齢者を介護しているとか、在宅で介護している方がたのことなのですが、

そういった方々の本当に状態が深刻だということで、普段在宅で介護している方が用事がある場合

はショートステイだとか、デイサービスを使うということになってはいるのですが、今後そういう

需要というか、要求が多くなったということで、レスパイトといって、休養事業の拡大を図るため

に病院等の受け入れを体制を整えなければならないということなのですが、病院となると介護もつ

いていますので、きたこぶしになるのかなというふうには思うのですが、病院の中での医療も必要

になってくると思いますが、病院で受け入れ体制というのはどうなのでしょうか。その点だけ 1 点

伺っておきます。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） レスパイトの問題、非常の今後とも大きな問題になってくると、私

どもも認識しております。ただ、残念なことに施設的に病院の中で要介護の人が、現実問題として

医療が必要であれば、当然医療で入院ということになるのですが、現実問題として受け入れできる

かというと、残念ながら部屋の問題。例えば入院されている方は何らかの疾病を持って、特に感染

症や何かを持っている場合は、やはり同室はできないと、そういったことの問題もありますので、

そういった建屋面での条件等が設備がされてくれば、将来そういったことも考えていかなければな

らないと思っています。それと基本的にうちの場合は、ほかの医療機関等から来た場合、まず１回

入院をしていただいて、ある程度検査をして、これなら問題はないでしょうという状況を確認して

から３階のほうへ上がっていただくことも取っています。それともう１つは、これは本当にうちの

先生方、頑張ってやっていただいているのですが、いわゆる社会的にネグレクトの問題ありますけ

ども、こういったものについても、積極的にとは言えませんけども、その辺は同じ町民、町立病院

だということで、結構無理を言って受けていただくような状況もございます。そういった形の中で、

全体としては病院としても極力町民の皆さんのこういった介護の問題も含めてできるだけ対応して

いきたいと、親切に対応していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「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します。 

 採決いたします。 

議案第 21 号 平成 22 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算。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〕 
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○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 21 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２２号 平成２２年度白老町水道事業会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 22 号 平成 22 年度白老町水道事業会計予算を議題に供します。

別冊の水道事業会計予算書 18 ページをお開きください。18 ページから 24 ページまでの収益的支出

から質疑に入ります。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） ありませんね。 

 次に収益的収入、17 ページをお開きください。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 保君ありませんね。 

 次に資本的支出、26 ページをお開きください。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） ありませんね。 

 次に資本的収入、25 ページをお開きください。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、３ページ及び８ページから 10 ページまでの債務負担行為、企業

債及び九余明細書について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） それでは、全般について、特に質疑もれの方がおりましたらどうぞ。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 22 号 平成 22 年度白老町水道事業会計予算。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 22 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２３号 平成２２年度白老町立国民健康保険病院 

事業会計予算 
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○委員長（及川 保君） 議案第 23 号 平成 22 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算を議

題に供します。別冊の病院事業会計予算書 20 ページをお開きください。20 ページから 31 ページま

での収益的支出から質疑に入ります。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） 次に、収益的収入、19 ページをお開きください。質疑のございます方は

どうぞ。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 収益的収入か１ページの総括でもしたかったのですけど、ここでやります。

前回の補正予算でもお聞きしましたけども、また明日以降別の形で審議ありますから、22 年度そこ

でやりませんので、ちょっと質問しますけど。これは全体の経営計画を見ると、収入の関係見ると

21、22、23。病院の国に出す経営計画つくっていますよね。それを見ると、入院、外来の人数は同

じなのです。しかし、それに見合う事業収入は違っていますけども、21 年度で約１億 2,000 万の赤

字を見込まれていますけども、もう 21 年度の病院計画が完全に狂っているわけです。それを 22 年

度で経営計画の数字を使ってやっているということに対して、予算組み立てをしたときにどういう

ような根拠でやったのか。私は病院長云々ではなくて、変に誤解しないでほしいのですけども、こ

れはあくまでも経営の中身の話ですから、設置管理者である町長以下事務長。そういう部分で議論

していますので、変に湾曲して病院長がどうだこうだという話には持って行かないでほしいのです

けども、そういう部分でいくと、この部分の今年度の収支については間違えないのかどうか。その

辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず基本的に総務省のほうには、21 年から 23 年まで経営計画を出

しております。最終的に 21 年度の見込みにつきまして、入院収益がやはり大きく後退しているのは、

これは事実でございます。外来収益も思ったほど伸びていないというのは事実であります。問題は、

その要因としましては、1 つ大きなことなやはり 1 人確保できなかったということが 1 つ問題にな

っております。22 年度につきましては、これはもう 1 名外科医を何とか招へいをしたいということ

で、今院長とも話をして各医局等にお願いはしております。医師 1 名が加わりますと、やはり入院

収益等も相当伸びてくると考えておりますので、近く予算立てをするに当たっては、この経営計画

に基づいて、きちんとやっておきたいということで考えております。当然努力を求められるのは病

院として、理事者も含めて事務長も努力していかなければならないのは、まず最大限は医師の確保

含めて医療スタッフの確保。こういったものを務めて、最終的には収益を何とか単年度で黒字に持

って行きたいと、このように考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 現実に患者数の実態ではなくて、１名先生が定着するという見込みをもっ

て、病院計画の数字で予算の計画をつくったと、そういう解釈でいいですね。それで黒字化を目指

しているということ。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 委員のおっしゃるとおり、１名医者を確保して何とか単年度収支を
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黒字に持って行きたいという考えでございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんね。 

それでは次に 32 ページをお開きください。資本的収入、支出全般について、質疑のございます方

はどうぞ。 

 次に２ページ及び７ページから 12 ページまでの債務負担行為、給与明細書、債務負担行為に関す

る調書について、質疑のございます方はどうぞ。質疑なしと認めます。 

 全般について、特に質疑もれの方がおりましたらどうぞ。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 13 ページ伺います。損益計算書で当年度の繰越金が 13 億 5,800 万。当年

度末処理欠損金が 14 億 5,200 万。これで約 9,400 万の赤字ですけども、前回１億 2,000 万と聞いて

いますから、それと大体同じ答弁になるのかと思いますけど、新財政改革プログラムを見ると、こ

の累積欠損が年々減っていることになっているのです。当然赤字だから減らないと思うのだけど。

その辺の整合性とか、事務長としてどのようにとらえているのかを伺います。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 計画と整合性があっていないというのは、先ほど述べたとおりの事

実でございます。当然私どもとしての努力が足りなかったのかなというふうに考えてございます。

それともう 1 つは、これはやはり早いところ単年度黒字化。最低限単年度に収支をもって、これを

最後発生させないというのがまず 1 点。後ほど今年度の補正予算出させていただきますが、最低限

当年度の不良債務が発生しないような形で処理をしていきたいというのが１つと、それとやはり医

師を１人きちんと確保して黒字を持って来て、ここの当年度末の未処理の欠損金を含めて、これを

少しずつ少なくするように病院としても努力していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ありませんね。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 23 号 平成 22 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算。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 23 号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

     ◎審査結果報告書作成の議決 
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○委員長（及川 保君） 以上を持ちまして、本特別委員会に付託されたすべての議案の審査を終

了しました。なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただ

きたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「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。それでは、そのように取り扱いをさせていただ

きます。 

 一言ご挨拶申し上げます。３日間にわたって平成 22 年度予算審議をいただきました。大変厳しい

町の財政状況を踏まえ、非常に活発なさらに真剣な議論をいただき、委員長として心から厚く御礼

を申し上げます。また、町長以下答弁された幹部職員の皆さまにも、議事進行にご協力をいただい

たことを重ねて感謝を申し上げたいと思います。今年度は新財政プログラムの見直し年度に当たり

ます。将来にわたってのまちづくりを町と議会が真剣に議論し、町民に安心を与えるよう力をそそ

ごうではありませんか。議事の中で私の不手際がありまして、大変ご迷惑をおかけしたことを改め

てお詫びを申し上げ、３日間にわたってご協力をいただいたことに対しまして心から感謝を申し上

げ、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。 

  

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、これをもって、予算等審査特別委員会を閉会といたします。

ご苦労さまでした。 

（午後 ５時 ４４分） 

 

 


