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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２号） 

 

平成２２年 ３月２４日(水曜日) 

   開 会  午前 １０時００分     

   閉 会  午後  ４時４５分 

                                             

○出席議員（１３名） 

委 員 長  及 川  保  君     副委員長  近 藤  守  君 

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

委  員   本 間 広 朗 君     委  員  山 本 浩 平 君 

委  員  玉 井 昭 一 君     委  員   斎 藤 征 信 君 

委  員  大 渕 紀 夫 君        委  員  土 屋 かづよ  君 

委  員   松 田 謙 吾 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（１名） 

委  員  熊 谷 雅 史 君    

                                                  

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町      長    飴 谷 長 藏 君 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     教 育 長    白 崎 浩 司 君 

     総 務 財 政 部 長    山 口 和 雄 君 

     総 務 課 長    田 中 春 光 君 

     財 政 税 務 課 長    大 黒 克 己 君 

     企 画 振 興 部 長    高 畠   章 君 

     産 業 経 済 課 長    岡 村 幸 男 君 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     生 活 環境 課 参事    小野寺 卓 司 君 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

     建 設 課 長    星     貢 君 

     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 
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     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 

消 防 管 理 課 長    越 前   寿 君 

     監 査 委 員    岡   英 一 君 

 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 

   事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） ただいまから、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 198 ページをお開きください。 

198 ページ、２目公害対策費から 209 ページ４項病院費、１目病院事業費まで。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） 205 ページから 207 ページにかけて質問させていただきたいのですけれど。 

その前にごみの分別対策、ごみの減量化について、白老町の現状のお尋ねするわけでございます

けれど。北海道全体の傾向や対策も伺いたかったのですけれど。きょうは、小野寺参事は予算委員

会のほうには欠席でございますか。お尋ねしたいなということがございますので、お待ちしており

ます。 

ごみの分別対策、ごみの減量化についてお尋ねしたいなというふうに思っております。札幌市の

政策でつい最近非常に驚いたことが２つほどございまして、１つは、これはちょっと関係ございま

せんけれど、ああいう雪の多いところで歩道から雪を 50 センチも残すようなことをやって、これは、

１つは、除雪代を浮かせるというのも１つあるのですけれど、１つは、違法駐車をなくすというこ

とで、思い切ったことをやっております。そういうことによって、交通の渋滞も若干出てはおりま

すけれど、交通安全上は非常にいい状態にもなっているなというふうに感じております。 

それともう１つ驚いたのは、ごみの分別、つい近年までは、本当に燃えるごみも、燃えないごみ

も、札幌は一緒くただったのです。いろいろな方々が住んでいらっしゃいますし、そういうような

状況でああいう大都市は難しいのかなと思いましたら、最近は非常に細かいごみの分別をやってい

るわけです。例を上げれば、白老も牛乳の紙パックは別にしておりますけれど、例えば包装紙など

の紙類、全く別にして、リサイクルで使えると。そのようなこともやっているわけでございます。 

私、以前から提唱させていただいていたのですけれど、白老町もごみの分別をもう少し細かく、

やはりこれからの時代はやるべきではないかということで、お話を前にもさせていただいたことが

あります。１つは、そういうことによって町民のごみ分別に対する意識も高まり、分別化が進む。

１つは、バイオマスの施設に対しての塩素の数値を少しでも下げる、そういった効果があるのでは

ないかなという観点から、このように考えているわけですけれど。白老町もそのようなことを検討

してみる余地はあるのではないかということが１点。 

それと、北海道全体の傾向として、ごみの分別、これをもっと細かくやっているところもふえて

いると思うのですけれど。この辺の状況について、お尋ねしたいというふうに思います。 

それと 207 ページの一般廃棄物広域処理費ということで、ほぼ同額ということでの説明は受けて
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おりますけれど、この上に書いてあります、ごみの収集計費、これは前年よりは若干 150 万円ほど

ごみ自体が減っているということで、下げているということを伺っていますけれど、この一般廃棄

物広域処理経費、これは登別に対してのお金だと思うのですけれど、これももしかしたらごみが減

量している中で、一応同額で計上はされているものの、これも実際には減るのではないのかなと思

って入るのですけれど、この点についてはいかがかということを、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） まず、北海道のごみの分別の状況でございますけれど、北海

道が直接具体的な指導ということをしているわけではございません。広域処理の関係で、各市町村

に対して広域処理の推進という観点から、いろいろな助言等は行っておりますが、具体的に北海道

のほうから細かいごみの分別の種類をここまでやりなさいとか、そのような指導をしているわけで

はございません。各市町村の地域の実情にあった形で対応するということになっております。 

昨今委員がご指摘のとおり、札幌市が昨年４月からごみの有料化とともに、分別を進めたところ

でございます。札幌市の場合は、北区、当別に近いところで、大規模な処分施設をつくるまして、

細かな分別をした中で、使えるものは使うというコンセプトのもとに、いろいろな分別を行ってい

ます。特に従前から行っております、いわゆるリサイクル型の資源ごみといわれるもののほかに、

一般ごみの中から紙の分別、特に紙については、封筒なんかのようにプラスチックが含まれている

ような紙類もございますけれど、そういうものと、それから純粋な紙の部分についてはさらに分別

をして、使えるものは有効活用ということで、プラスチックと不純物の入っていない紙については、

相当高価な販売ができるということで、札幌市としてはそれを進めようということでやっています。

それから、いわゆる雑紙です。多少フィルムが入っていたり、あるいはコーティングされていたり

という紙については、そのまま製紙工場のほうには持って行けませんので、それはそれで、別に雑

紙として処理をしているというようなところでございます。ただ、私も地元札幌の者ですから、ご

みの分別には大分苦慮しているところではございますが、新聞によりますと、やはり分別が思うよ

うにいっていないという実情もあるようです。モラルの問題といえばそれまでなのですが、分別を

していないごみの袋をそのまま回収ボックスに入れてしまうというようなことで、なかなか進んで

いないということで、今回札幌市のほうでは、22 年度の予算計上の中で、額は忘れましたが、数億

円の予算をもって、今まで数十世帯に１カ所ごみの収集場所を設置していたものを、一戸建につい

ては各戸ごとにごみの収集場所を設置するとか、不法投棄、あるいは分別の適正な対応をしていた

だくための指導員という形で、数百名雇うとか、そういうようなことを行うというようなことも新

聞には出ておりました。逆にいうと、行政としての目標は非常に高いところにあって、理想的な目

標ではあると思うのですけれど、現実にそこまで対応していただくには、まだまだ長い道のりがあ

るのかなというふうに実感をしているところでございます。それぞれの地域にあったごみの収集方

法、あるいは分別方法というのを、やはり長い月日をかけてきちんと精査していかなければ、行政

が考えている理想的な対策ということにはならないのかなというふうに考えているところでござい

ます。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 
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○生活環境課長（竹田敏雄君） 最初に、分別の関係のお答えをしたいと思います。 

 燃料化施設を稼動させる段階で、基本的に分別は変えないということで進めております。ただ、

燃料化施設が稼動した段階で、先ほど参事のほうからもお話がありましたけれど、雑紙の有効利用

ということで検討していきたいというふうには、現時点では考えております。 

 それから２点目の収集経費の減でございますけれど、これにつきましては、燃料費の減でござい

ます。当初 20 年から 21 年に切りかわる時点で、登別に行かなくなる部分を見込んで予算は計上し

ておりましたけれど、さらに削減できるということで、約 90 万円ほど削減になっております。それ

と、人件費の中の公定福利費の率が下がっておりますので、その関係で大体 50 万円くらい、それと、

その他の経費の関係で、10 万円くらい、併せて 150 万円ぐらいの減となっております。 

 それと次、広域の関係ですけれど、予算としては前年と同じ、ほぼ同じという予算計上をしてお

りますが、登別のほうから搬入の負担割合、搬入量が下がっていますという連絡が入っております

ので、これ、今年度の予算には間に合わなかったのですけれど、搬入量が減するということで、大

体 400 万円ぐらい減になる見込みであります。以上であります。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 山本でございます。400 万円ぐらい減になるという見込みということで、

この広域の処理費についてはよくわかりました。 

先ほど雑紙については、検討していきたいというお答えだったと思うのですけれど、細かい分別

をすることによって、塩素の数値を少しでも下げられる可能性があるというふうに私は考えている

のですけれど、それは余り関係ないことでしょうか。この点だけ伺って質問をやめます。 

○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） 塩素の関係ですけれど、現在水洗いという方法を取ります。です

から、例えばプラスチック、塩ビ系が入っていても、水洗いすることによって塩素自体は下がりま

す。 

 雑紙をどうするかというのは、副資材として利用できればという考え方で検討いていきたいと。

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか。12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番松田です。簡単な質問というか、お聞きしておきたいのですけれど。

私、前に一般質問しているものですから。１つは、今、水洗い、乾燥、脱臭装置が改修しました。

前に幾らかかるのだと聞いたのですけれど、３億円ちょっとぐらいかなというような話で、はっき

りした話が聞けなかったのですが、私は町の財産ですから、バランスシートにきちっと載せなけれ

ばならないと思うのです。これを載せるときには、有形固定資産ということで、きちっとした額を

載せないといけないと思うのですけれど。前には 13 億 5,975 万円ですか、それプラス、今回の改修

した費用を入れると、今、言った有形固定資産は幾らになるのか、このこと１点お聞きしたいこと

と。 

 もう１つは、きのうもらった資料なのですが、バイオマス効果が７億 5,000 万円あるということ

なのですけれど、今回もう一度見直しをかけて、４億 5,000 万円だ。約３億円減ったと。そうなる
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と、単純に言って、有形固定資産が、いうなれば３億円だとすれば、17 億円ぐらいになるわけです

から、バイオマス効果、単純にいって、４億円かかれば、ゼロになるのだなと。こんな解釈でいい

のかどうか。いろいろ町民の方々に聞かれるものですから、そういう解釈でいいのかどうなのか。 

それともう１つは、この改修後今、うまくいっているのか。このこと２点お伺いいたします。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻昌秀君） ３点ご質問ですけれど。まず１点。機能改善工事で加わった工事の

評価という部分の質問でございますけれど、基本的には私どものこの工事費の取り扱い、私どもの

認識といたしましては、ほかの建設関係工事、どれもそうなのですけれど、基本的には入札の中で

工事価格が決まると。その工事価格については、町の仕様書に基づいて一定の機能を発揮するため

の工事費ということで押さえてございます。その工事費については、何らかの不具合で後から瑕疵

というようなことで、工事費が加わるということはございますけれど、基本的には町のバランスシ

ートに載せる部分については、一定の機能を発揮するために必要な工事費ということで、当初の金

額を変えることはないということでとらえてございます。今回の工事費についても、この施設のバ

ランスシート上の取り扱いについては、当初の契約金額、これを変える必要はないのかなと思って

ございます。実際業者さんがどれだけのコストをかけて工事したかというのは、ほかの建設工事も

そうですけれど、いろいろ幅があるかと思います。かなり契約金額に近い形でコストがかかった場

合、または効率よくやって下がった場合、いろいろあろうかと思いますけれど、それについては町

の評価額は、あくまでも契約工事金額ということでのバランスシート上の評価額になろうかと思い

ます。 

 次、今回の見直しによって効果額が縮まった部分、７億 5,000 万円から４億 5,000 万円に縮まっ

たと。ここの部分については、先日もご説明しましたけれど、昨年の段階では、15 年間の途中から

生成物を直接粉黛としてボイラーで焚く可能性というのが、これ、日本製紙との打ち合わせの中で、

かなりあるのかなと。その分で固形化する経費というのが途中からかからなくなると。そういうよ

うなことで見込んでいたものが、現段階ではやはり固形化でいかざるを得ないと。そういう判断か

ら見直しをかけたということでの、効果額の縮減ということでございます。 

 先ほどのご質問としては、追加の工事の部分がコストとしてかかるのであれば、さらに縮まるの

ではないかというご質問でございますけれど、基本的には先ほどお話したように、あくまでもバラ

ンスシート上の評価額は、当初の金額と変わらないということで、効果額については、現時点では

４億 5,000 万円ということで押さえてございます。 

 改修工事については、現在ほぼ調整段階に入っているということでございます。先日の委員会等

でも、補正予算の審議等でもご質問があってお話しましたけれど、ある程度順調にいくのではない

かと、そういう見通しをもっていますけれど。水分濃度の調整とか、若干ちょっといろいろ調整し

ているところでございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 前の質問からいって、何としても言いたくないのだなということがわか

りました。どうしても言いたくない、認めないということ。それはそれとして、それはまた後でで
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きる話ですからいいのですが。 

 もう１点、最近高齢化が進んで、若いとき植えた木が大きくなって、枝払いや、木がいらなくな

って、大きくなった方々、庭木の処理に困っているのです。ごみの量も減って、副資材としても木

も使うという話が前にあったのですが、今度庭木の処理したやつをセンターで受け入れないものか

なと思うのですが。是非受け入れてほしいと思うのですが、その辺の考え方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） 一般家庭から出る枝木の関係なのですけれど、この後事業費の中

で副資材の調達システムという事業費を組んでいますけれど、その中で、環境衛生センターのほう

で、一般家庭から出る枝木の受け入れをやっていきたいというふうには考えています。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。８番、近藤守委員。 

○８番（近藤 守君） 近藤です。201 ページ。町の墓地の関係でご質問いたします。まず、白老

町に森野の霊園はよく知っているのですけれど、墓地は何箇所あるのか。まずそれをお聞きします。 

○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） 墓地の個数は、社台霊園、それから北吉原、虎杖浜です。全部で

４つあります。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○８番（近藤 守君） 近藤です。たまたま彼岸がありまして、北吉原の墓地をたまたま通り道な

ものですから、見ました。かなりの雪で、行く道が、町道から入る道がぐちゃぐちゃで、結局一度

ブルでかいた形跡はあるのですけれど、かなり高齢者の方が途中で、ハイヤーなどで来た人は降り

て墓地に向かうものですから、あそこは７、80 メートルあります。大変難儀して歩いている姿が見

えました。私がもっと事前に気がつけばお願いしたのですけれど、そんなことでありますし、また、

たまたま私の知人が去年の春にあの墓地に墓を建てたいのだけれどということで聞きましたら、「い

いですよ」ということで、そのときも一度夏場に行ったときも、あそこは沢になっていますから、

かなり天気が続いても、道路にはどうしても水がたまるのです。砂利の敷いた形跡があるのですけ

れど、その辺ももう少し、冬場、夏場の入口の改善はできないのかどうか、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） まず、墓地の除雪と、それから、砂利引きの関係でございますけ

れど。砂利につきましては、予算のほうで計上してあります。状況を見ながらやっていきたいとい

うふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○８番（近藤 守君） 入口の墓地の看板があるのですけれど、あの看板が余りよく見えないので、

もう少しきちっと書き直しするか、何かをして、町のものですから、もう少しきちっとしていただ

きたいなと。こんなふうに思っています。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） 看板につきましては、状況は確認いたします。予算的には、予算
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を持っておりませんので、今後検討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） ほか、ございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 209 ページまでよかったのですよね。国民健康保険病院事業会計の繰出

金。ここで聞くべき話かどうかはちょっとわかりませんけども、病院会計。 

 今回、診療報酬の改訂がありましたけれど、苫小牧の私立病院あたりは、いろいろな背景、事情、

内容、等々全然違うと思いますけれど、今回は黒字だと。この診療報酬の改定によって１億 5,000

万円ほどの効果というか、影響額が出てくるという話も聞いております。白老の町立病院に関しま

しては、看護師体制だとか、医師の確保、または緊急の対応の部分で全然違うと。環境は全然違い

ますけれど、今回の診療報酬の改訂によっての白老町への影響、効果額といいますか、そういうも

のがもしあればお伺いしておきたいなと思います。 

○委員長（及川保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今回４月１日の診療報酬改訂の一番恩恵を受けるのは、やはりベッ

ト数が 400 以上の大きな病院になります。それと、高度の医療を行っている場合、けさの道新にも

内容が出ていたと思いますが、難しい手術をすれば、それだけ報酬がふえるという形になってござ

います。うちのほうはどうなのかということですと、額的には多分 400 万円から 600 万円程度ふえ

るであろうというふうに予測はされております。一番大きなものは、再診料。これは 600 円から 690

円、90 円上がります。そうしますと、外来、入院の再診料が若干出ますので、その効果で 400 万円

から 600 万円程度、後、ほかの細かいものでも含めて 600 万円程度の増収になるのかなと見込んで

ございます。正直言いまして、余り恩恵はあずからないという、こんな状況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。バイオマス燃料化施設の関係でちょっとお尋ねしたいの

ですけれど。普通の株式会社ですけれど、自然エネルギー研究センターというのがあると思うので

す。私、この間の一般質問の中でもやはりどれだけそういうアピールしていくかということが、私

は非常に大切だと。ヨーロッパの関係なんかも含めて、今、そういう自然エネルギー業界がどうな

っていて、どういう状況で、どういうふうに宣伝すればいいのかという。自治体としてはなかなか

難しいというお話だったのですけれど、こういうところと連携をとって、ここもバイオマスの燃料

生産工場を中心とした地域経済循環、北海道の中だけでやっているわけです。瀬棚のこと足寄のこ

と含めて。そういうところと、株式会社とはいっても、中身は半官半民みたいなもの。そういう形

ですので、そういうところと連携をとって、もっともっとアピールしたり、全道連携を取れるよう

なことができないものか。例えばここで言っている、私はよくわかりませんけれど、林地残材の木

質繊維の断熱材への活用。これが今、北海道でものすごくブームみたいになって、かなり販路含め

て広がっているという書き方をしているのですけれど。そういうところ含めて、うちも 80％も森林

なわけですから、地域産業お越しというのはそういうことを含めて、単なるごみを燃料化するとい

うのではなくて、地球の温暖化から地域内循環から含めて全部やるとなったら、こういう専門家の

部分と連携してやっていくということが考えられないものですか。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 
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○生活環境課参事（小野寺卓司君） ただいまの質問にお答えいたします。自然環境エネルギー研

究所というのは、言ってみれば、北海道大学の教授さんがつくられた会社でありまして、もちろん

私どもとのネットワークも持っております。22 年度から地球温暖化対策に関係して、いろいろな自

然エネルギーの利活用についても議論していかなければいけないだろうということで、既に意見交

換等は数回しておりまして。ただ、大変残念なことに、所長さんが３月にお亡くなりになっている

のです。この会社、実は所長さんがすべての情報を持っているという会社でございまして、もとも

と北海道大学でエネルギーの研究をなされていた方で、そういうこともありまして、今、具体的に

どういうふうに継続して、情報収集をさせていただくのか、あるいは、技術的に連携させていただ

くのかというところを、今、模索をしている状態でございます。これまでの成果等については、非

常に有意義なものがありまして、私どもの部分についてもバイオマス燃料化施設をどういうふうに

運用していくのか、あるいは、高温高圧処理施設をどのように利活用していくのかというようなこ

とも含めて、実はご相談申し上げていたところではございます。ただ、先ほども申しましたような

状況がありますので、すぐ何か解決するという状況には、今、ないということで、ご理解いただき

たいと思います。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） 10 番大渕です。産学官の連携、特に学の部分が入ってくるということ、

ここの所長がなくなったということも私は存じておりました。ただ、残念ながら、このいろいろな

文章の中に、なかなか白老町のバイオマスの燃料化施設のことが出ていないものですから、本当に

そこと連携を取っていると今、聞いて、非常にうれしく思ったのですけれど。本当に白老町の将来

や、北海道や日本の将来を考えたときに、こういう部分がもっと、もっと、力を出し、もっと、も

っと、やることによって、本当に地域内循環と雇用の創出を含めて、大きな産業に育つ可能性を持

っていると思うのです。もちろん中心の方が亡くなられたということですから、なかなか大変だと

思うのですけれど、そういうところとの連携があったということで、納得しましたけれど。もっと、

もっと、いろいろな形で学を取り込んだ形の中で、こういう１つの産業として見ると。雇用の創出

として見ると。そういう視点。それから、地球温暖化が一番大きいのですけれど、そういう視点で

物を見ていくというところとの連携は、これからもうんと強化してほしいのですけれど、どうです

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いたします。端的にいいまして、白

老町にあるバイオマス燃料化施設をどうこうするということは、これはもう難しいことかと思いま

す。というのは、白老町の中にあるいわゆる可燃ごみを、エコ系燃料化をして、日本製紙あるいは

対応できるようなところに供給をしていくと。これは一つのシステムとしてでき上がっています。

いくつか問題はございますが、システムとしては、でき上がっていると思います。委員がご指摘の

ように、高温高圧処理装置をどのように利活用していくのかということが、今後１つの大きな問題

点であるというか、課題だと思います。 

 いくつか例を申し上げますと、もう既にいろいろな形で研究は進んでございます。例えば、完全
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に生ごみだけを高温高圧処理をすると、不純物、いわゆるプラスチック系の有害物質が一切入って

ございませんので、肥料に使えるとか。もっとうまくやれば、家畜の飼料として使えるのではない

かということも、研究としては進められております。それから、白老町では問題になっております、

いわゆる水産関係の有害物、ヒトデとか、あるいはヒノスガイもそうですけれど、そういうような

ものを高温、高圧処理をすることによって、肥料のほうに使えるのではないかと。やりようとして

は、いろいろあると思います。また、殺菌効果もございますので、例えば、医療系の廃棄物をその

まま高温化処理することによって、一般廃棄物化できるとか。いい点をうまく活用すれば、それな

りに使えるものがあると思います。ただそれを実際にやるためには、ある程度の量を確保しなけれ

ばいけないというところも１つ問題としてありますので、今、北海道のほうで進めています、いわ

ゆる広域処理という観点からいくと、なかなか時流にあったシステムにはならない部分もあると思

いますので、その辺、それぞれのニーズにあわせて対応していくという課題はあると思います。そ

の辺については、委員がご指摘のように、産官学できちんと対応して、その地域、その地域で使え

るような技術にしていけば、それはそれで問題ないのかなというふうに考えています。それをでき

れば私どものほうからうまく提案していければ、それは白老町のネームバリューにもなるでしょう

し、そういう意味ではうまく活用していきたいなと思っています。 

 補足になりますけれど、北海道庁のほうでは、バイオマスネットワーク会議というのを持ってい

まして、そこには白老町も一応メンバーとして加入をしております。私も委員として年に２、３回

会議には出ておりますけれど、その中で白老町でこういうことをやっていますということは、各所

長さんにはご紹介させていただいておりますし、道のほうでも白老町でこういうことをやっている

ということは、十分認識してございますので、今後事あるごとに積極的にスピーチをしていきたい

なというふうに考えています。以上です。 

○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） バイオマスの燃料化施設の関係で伺いますけれど。非常に今、予算書を見

ていると、財政の厳しい中で、結構委託料なんかはふえていっているのです。財源的な観点から、

これは十分チェック必要かなと思います。大きな課題については、一般質問等でやっていますので、

実際の予算上の中でどういう部分であったのかということは、予算委員会ですから、その辺お聞き

したいのですけれど。バイオマスを見ますと、私、前年度チェックしてきたのです。そうすると、

かなり、前、財政課長のほうからも 2,000 万円の持ち出しだという話があったのですけれど。非常

に差が大きいのです。２年目の稼動ですから、多少の、前年度の見積もりの課題もあったかと思い

ますけれど。何点かお聞きしますけれど。 

 まず、燃料費が前年対比すると、約 2,900 万円落ちています。それと、バイオマスの管理業務委

託料、これが、1,300 万円ほどふえているのです。それと、一般質問でもしましたけれど、副資材

になりますか、事業への原材料が約 450 万円強、それと財産収入は今まで議論ありましたけれど、

これははっきりしておきたいと思いますけれど、約 750 万円落ちています。これの売却トン数と単

価、これは 22 年度どのような話し合いで決まっているのか。この部分の主な、大きいのです。燃料

費が約 3,000 万円落ちていますから、差し引きで 2,000 万円落ちたと言っていますけれど、これを
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単純に比較しますと、日本製紙から入ってくるのは現実には 4,000 万円以上落ちることになるので

すけれど、これは、うまく調整しているみたいなのですけれど。その部分。 

それと、病院の関係で、209 ページの繰出金ですけれど、これは予算が終わった後に新たな補正

予算でまた上がってくるみたいですから、その資料としても聞いておきたいのですけれど。 

健全化のために 435 万 1,000 円、その他の繰出し金で 402 万 5,000 円、前年から合わせて 837 万

6,000 円になっていますけれど、この根拠を。どういう算出になっているのか。その２点伺います。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは何点か質問があったと思いますけれど、まず、最初の燃

料費の関係をご説明いたします。電気、蒸気の使用量でございますけれど、当初予定していた電気

が366万キロワットアワーです。平成22年度では403万5,000キロワットアワーとふえております。

理由といたしましては、脱臭装置等の設備の関係で、約 37 万 5,000 キロワットアワーが増となって

おります。それから蒸気についてでありますが、21 年度の予算では１万 5,000 トンでございます。

22 年度には 7,000 トンの計上となっております。8,000 トン減しておりますけれど、これは乾燥工

程の見直し等で、減となっております。それが減の最大の理由でございますけれど、これを足しま

すと金額で約 3,500 万円ほどの減になります。ただ、燃料費の中でＡ重油があるのですけれど、こ

のＡ重油が平成 21 年度で当初の予算ですけれど、25 万 7,000 リッター、これが平成 22 年度では 36

万 5,000 リッター。ふえることになります。これがふえた分の金額が約 600 万円ほどありますので、

差し引きすると、2,890 万円の燃料費としての減という予算の計上をしているところであります。 

次に委託料ですが、約 1,200 万増となっております。内訳は、人件費１名分、約 500 万円です。

これの理由につきましては、副資材関係の破砕、それから受け入れ等の作業員を１名ふやしたいと

いうことでございます。それと、消耗品関係でございます。破砕機の消耗品とか、高温高圧の消耗

品の関係で約 350 万円ほど増となっています。それと、薬品費で、凝集剤。洗浄することで効率を

よくするために入れる薬なのですが、これが約 270 万円ぐらいふえております。トータルしますと、

1,200 万円の増ということになります。 

それから副資材の関係ですけれど、料はトータルしますとほぼ同じ量になります。ただ、ここが

上がっている最大の理由は、購入価格が倍以上単価として上がっております。廃プラ関係が当初の

考えでは１トン 800 円前後という考えでございました。現状に至っては、平均で大体 3,200 円ぐら

いの価格にアップしたことが最大の理由です。 

新年度では量は、固形燃料をつくる量は、9,700 トンでございます。価格につきましては、5,775

円であります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 一般会計から病院会計への繰り出しのご質問でございます。209 ペ

ージの４事業費の１目の中身を若干説明するとわかっていただけるかと思いますので、中身につい

て若干説明をさせていただきたいとい思っています。 

 投資及び出資金で、これ企業債。今まで書いているのは企業債の元金分が 1,827 万 7,000 円にな

ってございます。それと同じく、企業債の繰出金の中の企業債の利子償還均分、これは上のほうの
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元金に対する利子分の補給分になります。それと、その次の不採算地区、これが 7,134 万円になっ

てございます。これは、不採算地区の病院に支給されます交付税を基に算出をしてございます。そ

れと、経営健全化対策、これは 7,500 万円。特例債を借りたものと、その特例債に対する利子、435

万 1,000円を合算した金額になります。それから、その他繰出金の分になります。１億 2,418万 9,000

円ですが、当初予算での主な内訳について数字を報告したいと思います。保険衛生行政経費に係わ

るものが 494 万 1,000 円、それと救急医療確保経費 7,945 万 4,000 円、次に医師と研究研修経費 255

万 3,000 円になってございます。それと共催追加費用の経費として、858 万 8,000 円。基礎年金拠

出金公的負担経費 810 万 7,000 円、児童手当経費 117 万円、小児医療経費について 1,937 万 6,000

円の繰入を当初としていただいております。それと、468 万 2,000 円。この部分につきましては、

昨年の企業債を繰上償還しておりますので、逆にこれ、減った形になっているはずだと思います。

468 万 2,000 円が逆にふえているのではなくて、減っているというふうになっていると思います。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 前田です。バイオマスの関係ですけれど、かなり２年目でもまた経費がか

かってきているなと。当初いろいろと議会でも質問があって、これ以上かからなくていいという話

だったのですけれど、かなりの支出がふえて、一般財が出ている。非常に危機的な意識を私たちも

持たなくてはいけないのかなと思っています。やはり財政的な部分が、非常にこれからどうなのか

なということで、いろいろ見ていかなければいけないと思いますけれど。それで、その前に竹田課

長のほうで、予算の中で忙しい中ごみ経費全体の収支見通しの資料本当にありがとうございました。

また後で参考に使わせていただきますので、本当に忙しい中済みませんでした。それで、それをわ

かっていて質問するのは申し訳ないのですけれど。 

今、お話した脱水云々、蒸気の関係ありましたけれど、これは先ほども質問がありました、新し

い施設をつくりましたが、これにかかわる分がこの中に含まれているのかどうか。先ほど聞くと、

脱水するところがないといいますから、新しく３億円だか６億円かけてつくった施設があります。

今、試運転やっているところ。そこにかかるコストはここに入っているのかどうか。入っているの

ですよね。先ほど言った脱水の部分。その部分だけはいくらか、まとめた額だけ教えてください。 

それともう一つは、人件費。これはなぜ今、内容聞いたのですけれど、もう少し具体的に人件費

１名ふえた分、これ、非常に大きい負担になってくるのです。なぜ今頃あえて人件費までつけて稼

動するような理由になったのか。具体的にもう少し詳しくお話してください。 

それと、もう一つ。副資材の購入単価、かなりアップしたということと、今、質問したように、

事業費等々がかなり、これは下がっていますけれど、ほかの部分で、委託料なんか上がっているの

ですけれど。しかし今、聞いたら、かかる生産コストは、かなりアップしているのです。収入単価

聞いたら、昨年の 5,775 円と変わっていないのです。普通の経営からいったら、役所であっても、

最低の原価計算して、これだけ上がったらその分、相手もいることですからどうこうなりませんけ

れど、そういう意識の中で、予算をつくるという過程はなかったのかと思って。ただ 5,775 円、去

年並みでいいですと。そういう話になるのか。これだけ財政厳しくして、これだけ財源出動してい



 13

るのに、単価のほうは抑えてしまっている。何回も言うのですけれど、相手がいることですから、

いろいろな政治判断もあるみたいですけれど、その辺の部分をお聞きします。 

○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） ３点ご質問があったと思いますけれど。まず最初の脱水にかかわ

る経費なのですけれど、これは、電気料になるのですけれど。その関係は今、ちゃんと精査されて

いない状況でございます。稼動していく中で、それにつきましては、ちゃんと整理した中で、ご説

明していきたいというふうに思っております。 

 ２点目の人件費の関係でございますが、まず、副資材の破砕にかなり手間がかかる状況になって

きております。あわせて受け入れもかなりきつい状況になってきておりますので、今後副資材の破

砕を継続してやっていかないと、製品のほうに結びつかないということから、１名の増をしたもの

でございます。 

 ３点目の固形燃料の売却額ですけれど、これにつきましては、使ったエネルギー、電気、蒸気が

そのまま販売価格に連動しているというシステムではございません。これは日本製紙との価格との

交渉の中で、その価格につきましてはＲＤＦ、市販されているＲＤＦをもとに日本製紙として加算

できる額、それによって価格を決定いたしましたので、イコールにならないということでご理解を

いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。 

 ５款労働費及び６款農林水産業費に入ります。210 ページから 223 ページまでの労働費及び農林

水産業費全般について、質疑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） 西田祐子でございます。先般一般質問させていただきましたけれど、昨年

度まで計上されまして、今年度予算から落ちておりました水産業漁村振興対策事業についてお伺い

いたします。本件につきましては、一般質問で町の見解をいただき、ある程度方向性を見出しまし

てから予算委員会で改めて挑みたかったのですけれど、議長から予算委員会で質疑するように言わ

れましたので、質問させていただきます。まず水産業、漁村振興対策事業は、登別漁港の荷捌施設

で、室蘭開発建設部のマリンビジョン計画に基づき，平成 18 年度から助成して 10 年間毎年 500 万

円ずつ、合計 5,000 万円を補助することになっております。しかし、22 年度はこの補助金 500 万円

をカットしております。カットの理由を、「漁組が余剰金を出しているので、今年度分１回を打ち切

らしていただいた」と答弁されました。町長の言われる補助金カットの理由で、補助金を出さなく

ていいのか疑問に感じましたので、手続きについてお伺いしたいと思います。 

 白老町は、10 年間保証する旨の指令を漁組に出しております。平成 18 年７月 13 日申請の白老町

水産漁業振興対策事業に対し、金 5,000 万円を補助するということで、こうやって書類を出してお

ります。これでございます。白老町、補助金と交付金規則第 17 条２項の規定によりますと、町長が

答弁した理由では補助金の取り消しはできないことになっております。２点目に、白老町水産振興

対策事業補助金規則の第 17 条２項の規定からも、補助金を取り消すことができません。この２つの
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規則に抵触すると思われますけれど、この補助金をカットすることはできないというふうに私は、

この２つの規定からどのようにカットできるのか、ちょっと疑問を感じましたので、その見解をお

伺いしたいと思います。 

○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） この件につきましては、一種の契約事項ですから、漁組のほうに

意思確認をしております。漁組の組合長のほうに、「ことしはそういうことで補助金はカットします」

というお話はしております。そういう意味で意思確認しておりますので、それに対して漁組のほう

は、一応了解しているというふうに町のほうは考えておりますので、そういう部分については、抵

触しな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） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） これは契約事項に、組合長に意思確認しているということは、補助金を出

すときに当然このような指令を出しているわけですから、組合のほうからまず「いりません」とい

う、当然「了解しました」という書類は取っているのかということが、まず１つお伺いします。 

 それと、この事業の補助金に対する議会の対応というものを議事録で精査いたしました。最初は

平成 15 年７月、町長が産業経済課長のときに始まっておりまして、その後委員会で所管事務調査し

ておりまして、平成 18 年３月に議会では 10 年間補助することを議決しています。債務負担行為を

議会で議決しております。債務負担行為については担当者の方はご存知だと思いますけれど、手続

きなことを１つ教えていただきたいと思います。重要なことは、議会でも当然かかわっております

ので、この案件も議会の議決権をもって議決されましたので、漁組に余剰金があるからといって、

町長の裁量だけで予算をカットできるのでしょうか。何らかの議会上での手続きとか、議決を要す

る必要があるのではないかと思いますけれど、それについてはどのようにお考えでしょうか。ちょ

っと教えて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） 町のほうでは、10 年間で 5,000 万円というこの部分については、

依然お支払いするという考え方は変わっておりません。要するに、期間と、総体の金額、ここを約

束するのが、債務負担行為なのです。ですから、そこの部分については、何ら変更するという、そ

の考えはない。先日一般質問のときにもお答えしたように、漁組さんが経営的にやはり厳しくなる

というような状況も今後あるやに思います。そういった部分で、枠は確実に確保するという考え方

については、変わらないということでございます。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） 債務負担行為の関係につきまして、財政制度上の問題ということ

で、私のほうから補足でご説明させていただきたいと思うのですけれど。 

 まず通常の予算の場合は、当該年度における経費に関する歳入歳出の事務執行権限を定めるもの、

これが通常の予算でございますが、債務負担行為は、それ自体当該年度に行えば、これに基づく経

費の支出が後年度に生じるものであっても、これを行うことができるものというものでございます。

ということは、あくまで後年度の支出が予定されるものを、あらかじめ議会の議決、承認を得ると
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いうものでございますので、必ずしも後年度の支払いを約束、確約するものではございませんので、

一応ご理解をお願いしたいと思います。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） 平成 21 年度の予算と平成 22 年度の予算を対比して見ますと、債務負担行

為に関する調書のところで、この事業が予算つけされていないのに、債務負担行為は 10 年間の支出

ができるようにこの調書はなっています。つまり、債務負担行為の 500 万円は、今年度はちゃんと

この債務負担行為に関する調書の中では 500 万円出ているにもかかわらず、事業名が変わっている

わけです。仮にそういうことをするのであれば、極端なことを言いますと、地方自治法 214 条の債

務負担行為に照らし合わせてみると、カットできるという、今は確約するものではないと言ってい

ますけれど、カットできるという確たる根拠、何の法律の何条の何項で、どこの部分なのか、お示

ししてください。今も課長確約するものではないとおっしゃいますけれど、これは議会で議決した

事項ですから、債務負担行為というのは、政権交代があろうと何があろうと次のときにきちっと払

いますと約束するために債務負担行為というのはあると思うのです。ですからこれは、確約するも

のでないということになったら、債務負担行為をする意味が全くないと思うのです。私たち議会は

最終的にこの議案に関して、予算に対して、賛成するか、反対するかどちらかになるのですけれど、

これ、はっきりしないでもし賛成したら、提案した町長もそうですけれど、私たち議員もみんな法

律違反になってしまうわけです。ですから、その辺法律違反にならないという解釈をもしされるの

であれば、きちっと明確に、今、先ほど言いましたように、何の法律の何条の何項のどういう部分

でしなくてもいいと。また上級省の総務省にも是非確認してください。そうしないと私たち、予算

賛成したくたってできないです。私、困るのです。その辺最後ですから、よろしくお願いいたしま

す。口頭だけでは困りますので。 

○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） ６ページのところの第２表のところに債務負担行為と記載されてご

ざいます。これ、１例として挙げますと、お開きいただくと、限度額と書いてあるのを確認してい

ただきたいと思うのですが。６ページの第２表、ここに債務負担行為の事項、期間、限度額とあり

ます。限度額と書いてあります。これ、先ほど財政課長が説明したとおり、限度なのです。その範

囲内で後年度の負担することを、その範囲内で認めますという行為が債務負担行為なのです。です

から、確実にここに書いてある金額、これを約束するものとはまた違うのです。だから、限度額で

すから、そこのところイコールと考えるということにはならないのです。とにかくその範囲内で後

年度の負担をするという約束をしてもいいという行為なのです。これを超えてはだめなのです。超

えては法律違反なのです。限度内であれば、構わないのです。以内であればいいということなので

す。超えてはいけない。そういうことなのです。ですから、5,000 万円のところが 4,500 万円にな

っても、3,000 万円になっても、それは構わないということなのです。債務負担行為というのは、

そういうことなのです。定めるのは限度額ですから。そこの部分については、先ほど言ったように、

漁組さんのほうに伝えて理解していただいているということですから。以上です。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 
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休  憩  午前 １１時０３分 

                                             

再  開  午前 １１時１８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。 

 西田委員よろしいですか。今のこの債務負担行為については、特に問題がないと。 

○３番（西田祐子君） 債務負担行為で聞きますからいいです。 

○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。ただいまの議論を聞いていたのですが、債務負担行為が、

今年度まちが 500 万円削減したことが正しいことだというのであれば、私はわかりませんけれど、

これはそうなのでしょう。私は大切なことは、この一連の本所移転に関して特別委員会もつくった。

私はあの特別委員会はつくるべきではないと反対した１人なのですが、それもつくって、それから

漁業組合長も専務理事も来て、参考人として意見も聞いた。その意見もご理解したのですが、いず

れにしても今回の定例会においても副町長は「怒りさえ感じる」と憤慨しているのです。私は行政

と組合がやはり一体になって第１次産業を守るという姿勢が大事だと。私は白老の第１次産業、行

政区の中では農政もあるだろうし、漁業もあるのですが、私は漁業ほど町民に大きく貢献している

第１次産業はないなと思っております。農業であれば、和牛の足１本持って行って「食べて」とい

う方はいないと思うのです。漁業の場合は恐らく漁師が漁をしてとってきて、すけそうなりサケな

り、ホッケなり、カニなり、恐らくいただいて食べていない人そんなにいないと思います。年間に

すると億のお金だと思います。これほど漁民というのは人がよくて、隣近所、町民に気配りをして

いる産業は、私はないと思います。しかしながら今回の移転問題で、行政と組合とが全く背中合わ

せになっているように私は見えます。なぜかというと、この新聞報道見ても、一定の距離示唆、怒

りさえ感じる。これを漁民が見たら、どういう気持ちになるのかと。私は大事なことは、この 500

万円をやる、やらないということよりも、なぜことし 500 万円切ったのか。まずこの理由を一つお

聞きしたいと思います。 

○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） これですね、何度か申し上げていますように、あくまで状況判断

ということで、漁組さんここ数年、２億円から３億円、ずっと毎年剰余金を出しております。そう

いった極めて健全な潤沢な財政状況になっております。そういった中で、一方町では、毎年綱渡り

な状態の財政運営でございます。そういった部分で勘案して、今回その 500 万円について、ことし

については削減させていただいた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） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 補足説明します。今回なぜこんなに急いだのだということを私のほうから

聞いたわけです。それは議会も、議長も、副議長も聞いています。余剰金が出たのだと。だから急

いだのだということなのです。その余剰金が出たという前は、白老町議会が港に行って、事務所「ど

ういう計画ですか」といったときには、１カ月か２カ月前には２、３年後と言っているのです。そ

の辺が我々にとっては、そこから信頼関係がないのです。うちの副町長が組合に行ったときもはっ
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きり言われたのは、「自分たちの建物を建てるのになぜあなた達にいちいち言われなければいけない

のだ」と。そこまで言われて、我々行政として、今まで信頼関係保とうとして一生懸命やってきて

いるわけです。それを黙って「そのとおりでございます」というわけには、我々はいかないのです。

それは議会もいかないと思います。それが町長としての正直な私の見解と気持ちです。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） それはわかるのですが、大事なことは、今のこの胆振漁業組合、水揚げ

にしても、それから組合員にしても、それから海域の権利にしても、７対３あるいは８対２ぐらい

なのです。この理事も 12 人いる中登別の理事は３人なのです。あと９人は白老なのです。この９人

の白老の方々が、このうち８人が後々のために、効率的に、そして漁業者のために、どこにこの市

場を建てるかといったら、今、決めたところがいいのだと。すべて携わっている現場の方々が言っ

ているのです。それを今の町長さんなのですが、きちっとした相談がなかったというのですが、私

はそれよりももっと大切なことは、あの現場に携わる本人たちが、やはり自分たちで決めるべきだ

し、自分たちの効率よく決めるべきだし、中出組合長は白老の代表です。胆振の代表です。この方

もやむを得ないのだと。あそこの場所がいいのだと。はっきり言っているのです。それから須貝専

務もそうなのです。登別市は決して「あそこに持ってこい」なんて言っていません。私が新聞報道

やなんか見ても。「白老が決めることだ」と、こういうような言い方をしております。そういう中で

選択したこの胆振漁業組合は、私は正しいと思っています。それを 500 万円まで目の前から削って

まで、これは報復ですよ。私はこう取るし、漁民の方々はみんなそう思います。ですから、今回削

った、削らない。こういう大きな問題なのです。だから私は先ほど考え方というのは、それは組合

の余剰金が出たとか何とかはあるかもしれませんが、完全なこれは報復処置ですよね。ホッキの稚

魚だって、ことし削っている。あらゆる漁民に対して、組合員に対して、私ははっきり報復してい

ると思います。もう１回見解が聞きたいです。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 漁業政策から考えたら、今までは松田委員が言ったように、白老町にいぶ

り中央の漁業協同組合があったのです。それが、登別の市の中に今度できるのです。ですから、75

対 25 ですから、８、２近いですけれど。今までは我々漁業政策は、直接できたのです。ですから、

漁業関係の、例えば漁業専門医の関係でも、まず白老と漁組がやって、それから登別にいくのです。

私は直接上の人とやっていました。そういう関係です。今度は逆になるわけです。登別市内の漁組

ですから、登別と話したあと、今度はこちらに来るわけです。そこで考えなければいけないのは、

我々のまちの基幹産業は漁業です。登別は漁業ではなく、どちらかというと、観光が主体のまちで

す。ですから、漁業政策も、基本的に変わってくるのです。漁業者の立場を考えたら、はっきり言

って、私はプラスになるとは思いません。ですから、心配しているのはそこなのです。500 万円と

いうのは少ない額です。500 万円については、全然違う見解です。過去に油脂工場で、利子補給で、

かなり議会でももめました。油脂工場運営されて、毎年補助金出していますから、途中で決算書見

たら、実はその年に株主に配当を払っていました。株主に配当払うところに、補助金払えますか。

私はそこで切ったのです。切って、大分非難を浴びましたが、それは譲りませんでした。それは当
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然の話なのです。ですから、何回も言っているように、本当に今回は、漁組に対する支援は、これ

は、余剰金が出て、彼らの口からも「余剰金が出たから、議会には２、３年後と言ったけれど、す

ぐやるのだ」と。余剰金が出ているということを、彼らが我々に示しているわけです。ですから、

余剰金が出ているところにわざわざ税金を 500 万円つぎ込む必要はないなと。２年後、３年後また

大変になったら、そのときはまたします。ただ、この 500 万円の減資については、漁業振興策にこ

れ以上の金額をつぎ込みますということを、私は約束しているわけです。ですから、漁組には 500

万円の支援はしませんが、漁業者にはもっと恩恵があるような、これ以上の金額を上乗せしてやり

ますと、こういうことなのです。ですから、漁業者が漁業政策等、私とそういう乖離があって不信

があるというのは、それは私の努力で理解してもらわなければならないのですが、その辺は、今回

はきちっと分けて考えているつもりなのです。これから漁業というのは大事だし、わが町の基幹産

業でございますので。ただ、委員が言われたように、その辺ちょっと信頼関係に溝というか、それ

をつくったのは、我々も反省すべきところもあるのですが、どちらかいうと、我々正直に聞いてい

た中で、議会もそうなのですが、全然違っていたと。その辺は、我々今度漁民に対しても経過をき

ちっとお話しなければならないとい思っています。私の方からは以上です。 

○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。先ほどから話をされている水産業の関係でございますけ

れど、いぶり中央漁協について。まず今も町長からいろいろ話がありました。論議しているところ

でございますけれど、まず事務所が登別に移転すると。今、町長も申されたように、当然登別市の

営業所でありますから、今まで税を納めていただいていたのが、約 300 万円から 400 万円。これが

当然白老には入らない。登別に入ると。これははっきりしています。それから、今、町長が言われ

たように、予算的に余裕が出てきたから、早めに移転をしたいという説明でございました。ですか

ら、余裕があるところに当然補助はしないと。今、町長が言っていることは、私も正しいかと思い

ます。これは皆さんの貴重な税金ですから、それを財団のように、ああいう破綻するというような

ところに補助するのであれば、これは当然のことだと思うし、漁組や漁協自体がここに来て説明さ

れたように、余裕ができたから、本当は２年後にやる予定だったけれど、早めにやるのだと。２年

か３年後と言っていました。それが早くにやるのだと。このことは、当然だと思います。 

それから、今までこの 500 万円に限らず、１年間に支援してきた金額を若干お示ししていただき

たいのですが。それについて後で、お示ししてほしいと思います。 

それから、私も漁組や漁協が、「余裕が出てきたから移転するのだ」という言い方、自分達が２、

３億円も、組合自体が、漁協自体が利益があってやっている。その中で漁民は、「組合は利益を上げ

ているけれど、私達は大変なのだ」と。こういう話をしょっちゅう聞きます。これも不信でありま

す。私は、漁協が利益があるのであれば、漁民も利益があって当たり前だと。私はこんなふうに思

うのです。ということは、組合自体は、自分達の組合の利益を上げるために漁民を苦しめている。

昔でいう年貢米を納めさせたような感じで、極端ですけれど、そのように受けとめられるのです。

だから、そうではなくて、今、その漁協に、同僚委員も言っていたように、190 人、約 75％の漁民

が白老にいる。その白老にいる人たちのためを思うからこそ、支援もしているだろうし、今、500
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万円のほかにも支援をしていること、私も若干聞いていますから、正確ではありませんので、お示

ししていただきたいと言っているのですが。その辺が一番重要なことではないかと私は思うのです。

ですから、その辺のことをよく考えれば、どうもいぶり中央漁協は身勝手な考え方をしているので

はないかと。こんなふうに私は思います。ですから、補助してほしい、約束事が、白老町に事務所

もつくるのだということも、私自身も聞いていましたし、ですから、今、荷捌場をつくったときに、

２階につくるかという話もあったわけですから、それをやめて、白老につくりますという話は、私

もずっと聞いていました。それを間違いなく約束を破って、こういうふうになったわけです。です

から、この辺のことは、いぶり中央漁協そのものが、逆に約束事を破ったのではないかなと。私は

そんなふうに思っております。それで、やはり、それでも町長はずっと支援していくのだと言って

いるのです。それはやはり、議会との相談もあるべきだと思いますけれど、貴重な町民の税金を投

入するわけですから、これは否のあるほうには向けられないと私は思いますので、その辺をよく判

断しながら、支援するなり、やめるなり、町側はしていただきたいなと、こんなふうに思います。

先ほど言ったように、毎年どれくらいの支援をしているのか、お示しいただきたいと思います。 

○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） 毎年どのくらいの支援をしているのかというご質問でございます。

過去をさかのぼって、18 年度ぐらいからお話をさせていただければ。ちょうどこのときが、荷捌所

建設が始まった時期でございますけれど。ここから 500 万円ずつの支出が始まってございます。18

年度でいえば、総体で 1,649 万円ほど、この 500 万円を含めて。19 年度で 1,900 万円ほどです。20

年度で 2,110 万円ほどになります。21 年度で 2,070 万円ほど。これが今までの状況でございます。

今年度の予算は、町長も代表質問、一般質問の答弁の中でもお答えしているとおり、漁業者に対す

る支援は、これはきちっとやっていくのだという、こういうお話でございまして、今年度につきま

しても、水産業経営安定化推進事業、いわゆる漁業近代化資金の利子補給、これで約 341 万 8,000

円です。それから栽培資源管理型の漁業推進事業、これで漁業専門員ですとか、ウニの種苗放流で

すとか、そういうような事業を組んでございますが、こういうもので 665 万 8,000 円。さらに水産

振興対策事業として、サケ定置網の政策ですとか、朝市の開催で、771 万 4,000 円ということで、

合計で、この 500 万円を除いた金額でございますが、1,779 万円ほどの予算を今回計上していると

いう状況でございまして、これにかかる一般財源についても 1,100 万円を超えている状況でござい

ます。新規で組み立てた部分といえば、リノス貝の駆除です。そういうものに対して行っているほ

か、今回ナマコの増殖試験事業、これも新規で組んでございます。あと、ホッキ貝の稚貝の放流に

つきましては、一般質問のほうでも答弁いたしましたけれど、稚貝の入手が困難な状況になってい

るということで、今回は事業については予算計上をしてございません。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 先年 12 月 16 日、漁組の理事会で私がいろいろと話をさせていただきま

した。事務所の大きさについても、大きすぎるのではないかと。その発端も、町が提示していた土

地について事務所が入らないというようなことで、登別のほうに移転するのだという話があったも

のですから、事務所が余り大きいと将来的に維持管理が大変ではないかということと、適正な面積
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があって、それであれば充分町が提示した土地に入るでしょうと、こういうような説明もしており

ます。にもかかわらず、そういったことは別にして、登別のほうに移転を決定されたという経緯が

あります。このことについてもっともっと早く町のほうに、町が提示した土地に入らないけれど、

どういったことで進めたらいいか、これは理事会に諮ることは当然なのですが、その前に町に相談

があってしかるべきだというふうに私は感じています。この辺のやり取りがうまくいっていなかっ

たということが、このことの発端になったというふうに感じています。もっともっと早めにこうい

ったことを町にお知らせをいただければ、いろいろな対応の仕方があったかなと感じていますから、

やはり漁組の対応の仕方も、もう少し町に対して真剣に相談をしていただければ、こういう自体に

はならなかったのかなと、私は感じています。非常に残念ですし、また、頭の中に何かあったのか

なと疑わざるを得ない部分というのは、私は本当に感じております。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。私も家畜市場からその件、あるいはいぶり中央漁協、い

わば撤退したと同じですから、自分の町から撤退したということは、自分の町のことはどうなって

もいいのかなと、こんなふうに考えているやに思います。ですから、先ほども言いましたけれど、

自分本位に、自分だけがよければ、まちの犠牲はいいのだというふうにしか取れません。そんなこ

とで、私自身も撤退したところには怒りを覚えているのが事実です。ですから、誰が悪いのではな

くて、悪いとか、いいの問題ではなくて、やはり自分のまちから去るようなことであれば、もっと

もっと議会なり町なりに相談してほしかったなと、私自身も思います。ですから、今、課長も金額

的なこと、漁業者に従事している人たちのために千何百万という、約 1,700、800 万円の、毎年投入

しているというのは、白老の人たちが 190 人もいるから、その漁業者が生活することに対して豊か

になればと思うからこそ、資源を投入したりするという費用をかけている。これは当然のことだと

思います。ですから、それに反したことをすれば、やはりそれなりの考え方があってしかるべきだ

と。この町民が豊かになるために、皆がそれぞれ町を守るべく苦慮しているところでございますの

で、その辺をこれだけに限らず、今後ともこの白老の町を守るために、皆さんが、町民自体が一致

団結して進めるべきだなと、私はこう思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 非常に残念なのですが、当時のやり取りで、私が申し上げたのは、「私も普

通の人間ですから、引き際は知っています」と。ですから、きちっと正等な手続きで相談に来たら、

逆に絶対登別のほうがいいのだということで私が理解したら、今度私が議会に対して説明しなけれ

ばいけないのだと。どうしてそういう手順を踏んでくれなかったのだということも言いました。図

面を持ってきて、きちっと業者の描いた絵、登別側の。要するに、そこで私は出来レースですかと

いう話もさせていただきました。ですから、そこまで我々に議会にも２、３年後といっていて、う

ちの課長もやはり言ったわけです。「事務所の関係どうなっていますか」と。課長は３、４年後と言

われているのです。ですから、どうしてそこまで。いかに余剰金が出たといえ、余剰金出てもいい

のです。ただ、建てる時期が、我々に一言もなく、ましてでき上がった図面を持ってきて、「白老の

ほうは検討してくれたのですか」と言ったら、全然業者のつくった図面でない。だから、それは我々
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役場としても、何なのだこれはと。信頼関係は、ということになるのです。虎杖浜たらこというの

はブランドで有名です。私も課長時代ですけれど、札幌で白老物産市というのをやって、たらこを

やっても売れなかったのです。担当に「虎杖浜たらこと書け」といったら、すぐに売れてなくなる。

そのブランドがどういうふうになっていくのだろうと。虎杖浜を使うのか、登別を使うのかわから

ないです。そこまで考えてくれたのかどうかというのもあります。ただ我々、真剣に対応している

つもりです。小さいことはいいのです。我々は小さいことではなく、対極を忘れたらだめだと思う

のです。そういうことから考えると、漁業振興、漁業政策、これからの漁業振興上重大な影響があ

ると私は思っております。なぜかというと、私自身も産業の課長をやっていました。当時は私がや

っていたときは、少なくとも白老に市場と事務所で、市場の上に事務所ということになっていたの

です。それが、私が町長になってから急に向こうに決まったと。それが来たのです。それで「何で

すか」と、突然。２階建てで、今の市場来たのですけれど、「冗談でないです」ということで、事務

所だけはもうやっている最中みたいなときに来たものですから、「事務所だけは白老にしてくださ

い」と。これは、私がはっきり言ったのは、当時漁組の理事の方ですけれど、「虎杖浜をここまで持

ってきたのはあなたたちではないですと。あなた達の先代の人たちが頑張ってここまで持ってきた

んだ」と。「虎杖浜ブランドをどうするのですか」ということで、事務所だけはやめていただいて、

「事務所だけは、本拠地だけは白老にしてください」ということで、そこでも私は約束をしている

のです。にもかかわらず、そこで約束をしたからかどうなのかわからないのですが、突然来たと。

ここで、我々に本当に信頼関係を保ってやっているはずなのですけれど、ここまでやられるとなか

なか、もう我々も難しくなるということです。ただ、このまま放っておくわけにいきませんので、

信頼関係を保つように、お互いに反省すべきものは反省すべきだと思っております。これは委員か

らご指摘のとおりだと思うのですが、ただ、まだ間に合うものであれば、もう１回更地にして、ひ

ざを交えて、本当に登別がいいということであれば、それはまた議会の皆さんにご了解をいただい

てやりたいと思います。隣のまちとも連携を組んでいろいろな仕事をやっていますので、こういう

ことが余りいいことではございませんので、とにかく今は３者集まって、当時国も入っていたはず

ですから。北海道開発局。この前も北海道開発局、建設部長といったほうがいいですね。当時の次

長さんと会ったら、「新聞を見たのだけれど、白老に決まっていたのになぜあちらに行ったのか」と

いうようなことも、実は国の方からも言われていました。それは４者が入って決めた話なのです。

ですから、その後のことも含めて、信頼関係に務めたいと思っております。こういうことを松田委

員からもいわれましたが、こういうことを余り長くすると、一番不幸なのは漁民でございますので、

それは我々も十分認識しております。ただこれはきちっと白、黒といいますか、もう１回更地に、

真っ白にしていただくというのが今、我々の要望でございますので、検討していただくように務め

たいと思います。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） 私も今の水産振興対策事業の件と、もう１つは、シイタケの関係について

伺いたいというふうに思っています。 

今の件でございますけれど、私はここの特別委員会のときに、同僚議員でもございました中出組
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合長がこの席に座られて、正面の席に座られて、「私の力不足でこのようなことになって大変申し訳

ない」と。中出組合長自身は、私は非常に断腸の思いだったと思います。逆に私は、中出組合長に

言わせるようなことになってしまった手続きのまずさ、これは、やはりいぶり中央組合も十分反省

していただきたいなと思います。ただ先ほども松田委員がおっしゃったように、組合は組合で利便

性を追及した。マリンビジョンの中で西側のほうにどんどん伸びる。そして、白老町の三角形の土

地よりはやはり利便性、しかも荷捌場の裏、この方が、仕事がやりやすい。それもわからないわけ

ではございません。ですから、手続きの問題として、町と組合との信頼関係を失うような手続き、

本当に寝耳に水というか、突然降ってわいたような持っていき方ではなくて、進め方自体は、これ

はまずかったなと。中出組合長にここで謝罪をさせるようなああいう形は、本当にうまくなかった

というふうに私は感じております。それはそれでさておきまして、今回のこの処置については、私

は報復だとか、そういうことではなくて、きちっと予算立ての中で、いわゆる事業仕分けをされた

のかなと。このように受け取っているわけでございます。今、非常に厳しい産業というのは、先日

もお話しましたけれど、第３次産業でございます。サービス業、そして飲食店の方々。飲食店の方々

は、組合だとかではございません。個人で商売はされているけれど、違う商売にすぐ移行できるか

と言うと、なかなかできません。建設業の方々は、いろいろと試行錯誤の中で生き残りをかけてシ

イタケプロジェクトに進んだ方々もいらっしゃいますし、本業もしっかりやりながらの話ですけれ

ど。ですけれど、飲食店の方々はなかなか、違う商売にできることではない。生物を仕入れる。し

かしながら売れない。売れなければ、お店をやめるかどうか考える。後継者の問題もある。もう１

つは、商協の問題もございます。アスベストのあるああいう老朽化した建物をどうするか。自分達

の組合の資金の中であれを建てかえたり、あるいはイオルの事業の関係で取り壊すだけのお金がな

い。そういう中で、全会一致で商協の中で壊した。しかしながらあの人方もあの人方で、これから

の商売を同じように続けていきたいという思いもある。そういった中で何とか町のほうにも手を差

し伸べていただきたいというお願いもしていると思いますし、先般もこの後のほうに、その商協の

方々がたくさん来られていました。そういった中で私は、事業仕分けの中で恵まれている産業と、

そうでない産業があるわけですから、今回これだけの余剰金があるということで、法的な部分でク

リアされているのであれば、組合長と向こうのトップと話をして、理解をいただいた中で、今回の

この 500 万円を見送りさせていただいたということに関しては、私は決して間違っていなかったと

思います。 

質問としては、今後も今回のこればかりに限らず、きっちりと事業仕分け、これをやっていただ

きたいなというふうに思いますし、また来年も実際の状況どうなのかという判断の中で進めて検討

していただくべきことなのかなというふうに考えておりますけれど。見解をお聞かせ願いたいと思

います。 

次にシイタケの関係でございます。219 ページ。特用林産物活用施設等整備事業でございますけ

れど、これは道の 100％の補助金ということでございますけれど、非常にすごい助成金です。臨時

で３億円という金額でございますけれど、これは、建設業の新規参入ということで理解しておりま

すけれど、この総事業費の割合というのは、この３億円というのはどれくらいなのか。それと、事
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業の内容そのものがどういう状況なのか。それと生産量、販売ルート、また、これによって雇用が

どれくらい生まれることになるのか。この点について、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 事業仕分けの関係でございますけれど、その年によっていろいろ事情が

変わってきますし、状況も変わってきますので、その産業の状況に応じて支援の中身も当然変わっ

てくると思いますので、この辺は町の産業状況を十分把握した中で、事業の仕分けを進めていきた

いというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） シイタケの関係です。概要なのですけれど、今、お話の中にあったよ

うに、主に建設事業者さんのソフトランディング事業という意味合いも含めて、事業が立ち上がろ

うとしています。全体の総事業費は６億円強ということです。だから、２分の１程度の補助という

ことになります。これ、まだ実は、正式な形での交付決定自体というのは、５月末から６月になろ

うかと思います。これから今、内々の事前申請はさせていただいて、点検はしていただいていると

ころです。正式決定は、もうちょっと後ということになります。おおむね今、聞いている範囲の雇

用は、30 名程度。新規雇用ということで考えられています。販売網に関しては、主にこの中にも入

っていますフォーレ白老さん、その中でも森産業さんのルートで、販売網はある程度もうすでに確

保はされているというような状況でございます。事業内容は、簡単に言いますと、シイタケの菌床

製造から培養、栽培までの一貫生産を目指しているという概要でございます。ですから、シイタケ

をつくって、採って販売するだけではなくて、その元となるような菌床の製造から一体的に生産を

するというような仕組みに事業計画ではなっております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 最後にまとめということで、私のほうから。 

漁業関係については、議論し尽くされたと思います。それで、私の気持ちですけれど。漁業者で

すけれど、後継者も今、どんどんふえてきております。ですから、これからは特に畑づくりのほう

の支援を今以上に支援したいと。それは国とか道にも今、たくさんお願いしていますので、１、２

年以内にはある程度、また国だとか道の支援もいただけるような段取りでは進めています。それと、

今、漁業者から言われているのは、屋根つき岸壁です。そのことも実は言われていますので、その

辺についても、これは国の支援を受けて進めたいと思います。 

シイタケのほうになりますが、これ、生産量が、生シイタケでは北海道断突１位になると。断突１

位になると、生産地としてはなかなかいいメリットがあるのです。ですから、完全ブランドという

ことにもなりますので、これを物産展、さらには白老の物産として、たらこ等も含めてどんどん観

光と一緒にＰＲしていきたいと思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） １点だけ確認ですけれど。シイタケの関係です。販売ルートも先ほどうか

がったのですけれど、販売ルートはフォーレ白老さんということで理解してよろしいですかという

のが一つ。それと、先ほどのいぶり中央の関係なのですけれど、潤沢な資金があるということで、
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来年度はどうなのかという話にもこれ、当然なってくるわけでございますけれど。そういった全体

の事業仕分けの中で検討されるということになるとは思いますけれど、やはりお互いに背中合わせ

では、これは町の発展上一番まずいと思いますので、この辺はきちっとお互いに理解しあった中で、

来年のこの補助金の 500 万円どうするか。今まで 1,500 万円出しているわけですから、今回 500 万

円凍結ということでございます。残り 3,000 万円あるわけです。5,000 万円でございますから、そ

の辺はどうされるのかということは、組合の資金の状況も踏まえながらも、お互いに誤解のないよ

うな形の中で、きっちり話し合いをして理解をされた上で行っていただきたいなと、このように思

うわけでございますけれど、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） これ、結果は信頼回復に努力しなければならないというのはわかります。

ただ、その前段でやらなければならないことがあります。３者、４者集まって議論にもなるでしょ

う。結果は、どこに落とし所を求めるかというのも、また大事な話でございますので、その辺につ

いては、また大きく変わるようであれば、これは議会のほうにすぐご報告をして、ご相談したいと

思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 販売網ですが、フォーレ白老ということでもよろしいと思うのですが、

フォーレ白老の親会社にあたる森産業のほうの販売ルートをそのまま活用させていただくという計

画になってございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

暫時休憩いたします。再開を 13 時５分といたします 

休  憩  午後 １２時０３分 

                                             

再  開  午後 １３時０４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。 

 先ほどまでの労働費及び農林水産業費についてはよろしいですか。 

 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。２点ほどお伺いしたいと思います。 

 ワークステーションの雇用促進事業経費。ワークステーションについて何点かお伺いしたいと思

います。白老町には日本一といわれる弾薬庫、自衛隊を持っているわけですけれど、最近の調査の

中では、自衛官の任期満了にあたっての就職がすごく懸念されているという話がお伺いしておりま

す。2008 年ベースで考えますと、求人も大体 100％のそうした雇用が見込まれていたものが、今は

半分近くになっているという話をお伺いしております。それに伴って、本来であれば退任をされて

一般の企業に勤められる方々が、就職ができないということで、在任をするのです。在任すること

によって、新規の若い人たちの受け入れが今、厳しい状況になっているという話を聞いております。

白老町の今の現状ですね、白老町が今、どういった形になっているのか。これは全国的な問題でご

ざいますので、白老町の場合は今、どうなっているのかをお伺いしたいと思いますし、白老町から
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も相当数の方々が自衛隊のほうにも就職されているという話も聞きますので、そういったところの

現状、今、どうなっているのかをお伺いしたいと。まず１点。 

 それと、前回代表質問の中で、失業者対策についての問題についてお伺いしております。この訓

練、生活支援給付金制度、これについての周知徹底、これをやはり、白老町で持っているワークス

テーションの中での徹底が、急がれると思います。全国的には 19 万人という人方のそうした目標人

数、19 万人に対してそういった制度が必要になってくるだろうといわれている中で、これも前回の

代表質問の中で言いましたけれど、実際には２万 6,000 人くらいしかそういった制度をまだ使って

いないという現状にあります。そういうことであれば、せっかくいい制度であっても、周知がされ

ていなくて使われないという現状にあれば、それは、いかに周知をしていかなければいけないかと

いうことが、問題になると思います。私はせっかく白老町にはそういったワークステーションがあ

るわけですから、そこにおいてもしっかりとした周知徹底をしていくべきだろうなと思いますけれ

ど、その辺についての考え方、また、これからの取り組みについてお伺いしたいと思います。 

○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） 自衛隊の方たちの再就職の件でございますけれど、その辺の情報、

町内に限っての情報というのは、まだ私のほうに入ってきておりません。ということは、駐屯地、

かなり平均年齢が若いのです。ですから、該当する方がまだまだほとんどいないのかなと思ってお

ります。氏家委員がおっしゃったことというのは、それは私も北海道防衛局の方々と、幹部とのつ

き合いがあります。その中ではそのような話は聞いております。人事の硬直化ということで、かな

りそういった部分では厳しい状況だという話はうかがっております。わが町の駐屯地で退職する

方々、もしそういうような状況があれば、うちのほうでは何とか白老の町民として働きたいという

意向があれば、速やかに対応したいと、このように考えております。 

 後段の部分については、課長のほうから答弁させていただきたいと思います。 

○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） 生活支援給付金の周知徹底に関してのご質問だというふうに思い

ます。今、ワークステーションの中では、相談に見えられた方に対しては、例えば雇用保険を受給

している場合については、再就職した場合には、一時金として雇用保険がもらえるですとか、そう

いうその方に応じた相談体制はとってございます。今、委員がおっしゃられた訓練、生活支援給付

金、この制度についても、委員がおっしゃるとおり、ワークステーションの中でもきちっと、今後

説明をしていき、これらに該当する方々のためにきちっとした対応をとっていきたいと、このよう

に考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） まず、訓練、生活支援給付金については、最後のセーフティーネットと

いいますか、生活保護と今、雇用保険を受けられる方についての周知徹底はしていると。雇用保険

に入られていない方、そうした人たちへの生活支援給付金なものですから、そういったものについ

ての周知徹底は、やはり皆さんそこで悩んでいる部分なのです。どうしたらいいのか。生活保護に

行かなければいけないのかというところで悩んでいる部分をここで救おうという制度なものですか
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ら、そこについての周知徹底は大事だろうと思いますので、是非そういった相談を窓口のほうでも

積極的にやっていただきたいと思います。 

 それと、自衛官の今、部長がいったお話、私の聞いている部分との話の違いが１点あるのです。

退職された方々のことではなくて、自衛隊には任期制というのがあって、陸上部分に関しては、１

任期２年なのです。海上、空に関しては、３年という形になっているのです。２期目以降は２年ず

つ。ですから、４年ないしは５年なのですが、白老町の場合は４年と考えたほうがいいと思います。

そうした人気の中で就職をされてくる若い方々がいらっしゃるということなのです。そういう方々

に対しての状況がわからないといけないと、私は思うのです。これが、全国的な問題になっている

と。そして、そうした若い人たちが在任することによって、次の若い人たちがそこへ入っていくこ

とができなくなっている状況が、今、そこにあるというところなものですから、その辺の考え方だ

け１回統一しておきたいと思いますので、その辺についての調査のほうも、一つよろしくお願いい

たします。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 生活支援給付金の関係でございます。確かに雇用保険以外の方で

も受けられるということがございますので、当然うちのワークステーションでご説明するというこ

ともそうですが、例えば、生活困窮者の方が福祉関係でのご相談に行った場合でも、そのような制

度があるのだということをきちっとわかっていなければならないというふうに思いますので、これ

は関係課と連携しまして対応をとってまいりたいと、このように考えます。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） その実態、氏家委員がおっしゃった方々の実態、それは早速駐屯

地のほうに行きまして、実態の調査をしてまいりたいと思います。それに基づき対応したいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。農業と水産振興の２点について、伺いします。 

 実はですね、私、議会から農業委員会に派遣されているわけなのですが、ほとんど農業委員会月

に１回開かれて入るのですけれど、その中で協議されるのが、ほとんどが地目変更、砂利取りの案

件が多いのです。私、将来の白老のことを考えると、農業委員会のあり方が本当にこれでいいのか、

そして、自然環境のことも含めて、すごくそういう部分が懸念されるわけなのですけれど。本来の

農業委員会のあり方としては、どうあるべきなのか。それと、今後の白老の農業の発展のためには、

どうあるべきなのか。そのことに関して、お聞きしたいです。 

 それから水産振興なのですけれど、先日白老港でたまたま釣りに行った方がワカメを取ってきた

のです。それがすごく立派なわかめで、肉厚で、美味しくてびっくりしたわけなのですけれど。最

初わからないで、有珠かどこかのワカメかと思って聞いてみたら、白老港なのだと。そういういい

環境にあるところで、今後海の畑として、ワカメの養殖とか、それに付随するアワビなんかの養殖

なども考えていったらどうなのか。それと現在、ウニとかナマコが放流されていますけれど、今後

の密漁対策、それに対してどのようにお考えなっているのか。その２点についてお聞きします。 
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○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） 農業委員会のあり方ということでございます。委員も農業委員さ

んでございますから、当然農業委員会の業務についてはご存知かと思います。ただ、農業委員会の

大きな役割として、やはり法令業務という中では、農地法に照らしてさまざまな規定が当然あるわ

けですから、それに伴う権利関係、このものに対して許可をしたりですとか、そういう転用の許可

をするですとか、証明を行うですとか。それは大事な業務でございまして、これは大体月１回開催

されているということでございます。ただ、農業委員会はそれだけの業務かというと、そうではご

ざいませんでして、農業全般にわたって、これからの農業政策がどうあっていくのかということは、

当然農業委員会の中で、例えば担い手の部分、白老町ではそういうことはありませんけれど、耕作

牧地をどう考えていったらいいのかですとか、そういうような内容というのは、農業政策の上で大

きな課題でございますので、その辺については十分な意見交換ができる、もしくはそういうことも

議論していくということも、農業委員会のあり方だというふうに考えてございます。 

 ２点目の水産に関してですけれど。アワビの養殖とワカメの養殖と。今、つくり育てる漁業、海

の畑づくりということで、どちらかというと、今、専門に行っているのが、ウニですとか、ナマコ。

こういうものに対して、まず漁獲高をすぐに上げていくための手立てをとっているということは、

これまでもご説明させていただいたかと思います。アワビがないのかというと、ないわけではない

です。ただ、資源的にどうなのかということになると、まだまだ研究は必要かなという段階だと思

います。幅広くさまざまな、いわゆるつくり育てる漁業というのは、可能性を秘めているかと思い

ます。ただ、これらについては、検討の材料になるか、ならないかという状況にあります。まずは

今、水産部会で取り組んでいるようなナマコ、ウニ、これについてきちっとしたつくり育てる漁業

に向けた対応を取っていくことが、まず専決なのかと考えてございます。 

それから密漁対策ということですが、これも先ほどのご質問の中でお答えしているとおり、ウニ

につきましては、集団で素潜りでと、こういうことがございますが。いわゆる規則に抵触するよう

な魚網を使ってということではないということがありまして、実際的には取り締まるということが

非常に今の制度上は難しいと。先ほどの答弁でもお答えしているとおり、部長のほうからご答弁し

ておりますけれど、やはり漁業権の設定ということが、最終的には必要になってくるのかなと。こ

の辺に関しましては、胆振支庁のほうとも、実は協議をさせていただいておりますし、一方では、

港の関係では、港湾事務所のほうともどのようなことができるかということのご相談はさせていた

だいてございます。そういう中で可能であれば、漁業権の設定。これは漁組が設定するという形に

なりますけれど、そういう方向性が見出せるのであれば、それが一番網を架ける上で必要なことな

のかなというふうに考えています。 

○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。農業委員会のあり方も大体わかったわけなのですけ

れど。実際にやはり出席されている方々が、本当に白老町の農業全般をしっかりとらえているのか

なと思うことがあるわけなのです。結構牛屋さんが多い中で、情報が私達に余り入ってこないとい

うか、この議会においてはいろいろな情報が入ってくるのですけれど、例えば先般撤退した企業の
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おかげで 700 万円からの卵が消費されないという、そういう話が。もっと広い形で情報として伝わ

ってくるべきではないのかなということで、そういうことにおいて、農業委員会もう少し、広い動

きがあっていいとい思うのです。そういう情報も提供していただきたいということと。 

それから今の育てる漁業、本当に将来的にアワビも取り入れてくれるかもしれませんけれど、１

回機会があったらそのワカメ、食べてみたらいいと思います。本当においしいのです。あれは、今

回地震があって、三陸でワカメの被害がありました。そういう部分では、これもいい養殖事業かな

と思いまして、ちょっと提案申し上げたわけです。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） 情報提供ということ、大事なことだと思います。農業行政にかか

わる、今、おっしゃられたような、例えば影響額等も含めた情報提供については、今後詰めていき

たいというふうには考えます。 

 それから、ワカメの養殖でございますけれど、これはうち、漁業専門員ということで支援もして

ございますので、専門員の意見も聞きながら、内容については検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。労働行政で２点お尋ねをしたいと思います。 

 １点目。建設業退職金共済制度関係なのですけれど。以前は確か、各業種で、建設土木、管、電

気、こういうところに建設業退職金共済の証紙が貼られているかどうかということを、年に１度町

が入って点検をしていたというふうに思うのですけれど、現在もそのことはやられているかどうか。

もしやられているとしたら、その確認方法はどういうふうにしているか。これが１点。 

 もう１点は、苫小牧の職業訓練所が今、北海道で４つ廃止されるということで議論になっており

ますけれど、これの白老町に対する影響があるかどうか。また、活用の状況だとか含めて、お尋ね

をしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 千石会計課長。 

○会計課長・会計管理者（千石講平君） まず、建退共の調書の件でございます。これにつきまし

ては、２、３年は実施していなかったような実態というふうにはとらえてございますが、今年につ

いては実施しております。その中で６社ほど回りまして、実際に確認の手法としましては、手帳等

を確認して、実態と照らし合わせて、適正に貼られているかどうか、それは確認はしてございます。

経過につきましては、適正に貼られている、そのような状況になってございます。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） 苫小牧地域職業訓練センターにおける影響、それから、活用の状

況も含めてということでございます。今、ここの設置主体は独立行政法人の雇用能力開発機構、実

際の運営主体が苫小牧職業訓練センター運営協会というところがやってございまして、国の事業仕

分けでは 22 年度中に地元自治体へと、こういう考え方でございます。そういう中で利用者数は、平

成 20 年度で約３万 6,000 人ということでございまして、それからこれは昭和 57 年にこれ、設置さ

れているのですけれど、累計で 137 万人ほどの利用がございます。こういう中では苫小牧地域、苫
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小牧市、白老町、むかわですとか、安平、厚真、こういう地域における職業訓練としては、これは

非常に重要な施設だと私どもとらえてございます。そういう意味では、当然影響はあるというふう

に考えてございますし、中心になるのは苫小牧でございますので、歩調を合わせながら、存続に向

けての取り組みというのは行っていきたいというふうには考えてございます。 

○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。建退共の件なのですけれど、これは毎年必ずやってい

ただきたいと思っているのです。これは非常に、制度としてはよくできた制度だと私は思っていま

す。ここでくどくど言いませんけれど。ただ問題なのは、きちっと証紙が貼られているかどうか。

例えば残業４時間やった場合は、２日で２枚貼らなければだめだとか、８時間やったら１日でも２

枚貼らなければだめだとか、全部決まりがあるのです。そういうことまで守られているかどうか。

それから私が今まで知っている範囲では、証紙は銀行から買うのです。だけれど貼るのは、経営者

の奥さんを事務員で使っていたら、その奥さんのところに全部貼って、従業員のところには貼らな

いとか。結構そういうことがあったのです。ですから、そういうことまで見るのですということで

の業者指導をきちっとしていくと。これは公共事業が全部歩掛計算の中に入っていますから。当然

これは貼るのが当り前ですから、そういう点で注意しながら、来年から必ずその点やっていってい

ただきたいと思うのですけれど。その点一つ。 

 それから職訓の関係なのですけれど。ということは、独立行政法人で運営をしなくなった場合は、

苫小牧市なり白老町がお金を出して運営するというようなことになるのですか。そして、そんなこ

とでできる中身なのですか。 

○委員長（及川 保君） 千石会計管理者・会計課長。 

○会計課長・会計管理者（千石講平君） これの建退共にかかわる調査でございますけれど。これ

については今後も毎年実施したいと、このように考えております。また実際にどのような貼りつけ

方をされているか、これについては日報等、従事状況と照らし合わせてそれを確認してございます

ので、今後ともそういう形で実施したいと思っております。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） 国の考え方は、職業訓練センターに対する考え方というのは、自

治体への譲渡を促進するという考え方で、22 年度中にそれを行うという、そういう方針づけなので

す。これは道のほうから関係市町村のほうにも、こういう形で、そういう条件になっているという

ことでの通知は来てございます。ただ、そういう中にあって、本当に自治体が抱えるような状況な

のかということでございます。当然これは、私達が考えているのは、地域の職業訓練センターとし

ての機能が今後とも存続されるということは、やはり国がきちっと責任をもって運営していただく

ということが必要だと考えてございます。そういう中では、２月の段階では、いち早く関係市、例

えばセンターの北見ですとか、釧路とか滝川、苫小牧、こういう４市と、それぞれの訓練センター

の運営協会、連盟で国、それから政党等にも要望書を提出してございます。私ども直接苫小牧市の

担当課長さんともお話させていただいておりますが、今後苫小牧の訓練センターの存続には歩調を

あわせて一緒に協力していきましょうということでお話してございますので、これについて引き続
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いて国に対して要請していきたいと、このように考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 前田です。217 ページの畜産振興推進事業の補助金の中で、優良牛の繁殖、

自家保留と肥育業の改良推進事業、これについて伺います。これ新規事業で、農家の方々に白老牛

の推進、高品質ということで、非常にいい事業予算づけしてくれたなと、こう思います。それで具

体的に聞きますけれど、先般農家の後継者の人に会いました。そうすると、12 月、１月の早来の家

畜市場だと思いますけれど、白老の元牛が 30 万円前後のうち、彼は 50 万円以上の牛を出したので

す。非常に彼は感動して、これからやりたいと、意欲満々なのです。それもやはり農協もそうです

けれど、役場のほうも、どういう牛を市場に出さなければいけないかということで、それを受けて

市場に出したら、高い値段で売れたと非常に喜んで、私も非常によかったと思います。そのやさき

にこういう補助金がついたということは、非常にこれからも若い人がやる気あるのかなと思うし、

白老牛もよくなるなと、こう思っています。それで具体的に伺いますけれど、この自家保留導入事

業ですが、牛の購入方法、あるいは当然品質のいい牛を入れますから、どういうような市場で、あ

るいは自家保留、農家飼っている牛を、どういう牛の対応というか、能力を持っている牛をどうい

う形で検定して、どう選んでいくのかという部分と、一応１頭当たり６万円補助しますと言ってい

ますけれど、市場での購入額の上限額をある程度持っているのかどうかということです。それと、

飼育牛の改良事業、これ、和牛センターとお聞きしましたけれど、これは今回３年間ということで

ありますけれど、受託料を出しますと。お聞きしたいのは、これ、過去に 200 万円ぐらい人件費を

出しているはずなのです。それ自立されたと思いますけれど、また再度そのときより金額が多くな

っていますけれど、これらの経緯を踏まえた中で、また今回なぜ和牛改良センターのほうに受託料

を出すことになったのか。その経緯と、私決算も見ていますけれど、先ほどの議論になりますけれ

ど、３年になっていますけれど、収支とんとんになったときは打ち切るということになろうかと思

います。そういう部分でどうなのかなということですので、質問します。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず自家保留、導入の関係でございます。今回優良繁殖雌牛の保

留導入推進事業ということで、828 万円の予算を計上させていただきました。前段前田委員のほう

からお話があったとおり、若い方たちが今、少しずつ元気を取り戻してきているという環境という

のは、今回の３月の市場では若干、少し価格が上向いたということがございます。ただ、実はこの

導入事業を皆さんに説明しております。こういうものがどうだということで、説明をしてございま

すけれど、その中で町としては、実は厳しいことを言わせていただいています。いわゆる適正な管

理をきちっとしていただきたいと。それから、この事業をやる上では成果を出してもらわなければ

ならないということを、きちっとその辺を強く言わせていただいておりますので、そういう面が実

は、青年部が自ら、例えばバリカンできちっと刈るですとか、そういうような研修を行うようなこ

とにまで今、発展してきてございますから、そういう意味では、私どもが助成をするということと

あわせて、いかに農家の皆さんがやる気をもっていい牛を育てていただくのかという部分では、そ

ういう励みになる、下支えになっていく事業かなというふうに考えてございます。まずそれはご理
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解いただきたいと思います。 

それで、どう検定していくのかということでございます。それにつきましては私どもが専門では

ございませんので、生産改良組合が別に定める改良方針、それから計画交配された雌牛であるとい

うことを、実は対象の条件にさせていただいています。ですから、私どもが何でもかんでもいいで

すよということではなくて、きちっと生産改良組合のほうで認める、そういうものにしてください

ということにしてございます。上減額は設けてございません。ですから、例えばそれが、雌牛が 60

万円する、70 万円するとしても、これは基本的には６万円の助成をするという考え方です。 

それからもう１点が、いわゆる白老町の飼育牛の改良推進事業ということで、農業組合法人白老

牛改良センターへの助成ということでございます。過去に人件費を出していたけれど打ち切ったの

ではないかと。その後またこういう形で、ということでございますけれど、今、ご承知のとおり、

このセンターというのは農業組合法人でして、個人が９人、100 万円ずつの出資をしてございます。

農協が 300 万円の出資をして、全部で 1,200万円の出資をして、13年４月に今のセンターを建てて、

今日まで至っているということでございまして、当時の事業費としては約 7,700 万円かかってござ

いますが、それに対して国が約 45％ぐらいの補助、町も 37％の補助、残りは出資者のほうの負担と

いう中でこのセンターが運営されてきたという経過がございます。そういう中でこのセンターがな

ぜ必要なのかということは、やはり母牛の産肉能力をきちっと確認していく必要があると。つまり、

飼育して枝肉になった時点で産肉能力がどの程度あるのか、こういうことをきっちりデータ化して、

それを広く農家の皆さんに提供していくということがこのセンターの役割でして、なおかつ白老町

が進める畜産振興では、元牛生産だけではなくて、飼育までの一環体制を行っていく上で重要な施

設だというふうに考えてございます。そのセンターがやはり、近年枝肉価格の下降気味の中で経営

上が非常に厳しいということ、それともう１点は、96 頭という今、棟が１棟しかございませんので、

その中では実は出荷にばらつきがあるのです。出荷までの月数で、その年に多く出せる年もあるし、

少ない年もあると。そういう経営上のバランスの悪さも、実はあります。そういう中で、今回こう

いう厳しい状況の中にあっては、町としてこのセンターの役割を考えたときに、その経営に関する

部分として、預託経費の部分について一部負担をして、そしてセンターの経営安定化、なおかつ飼

育農家の経営安定のために、この事業を展開するということで、今回１頭当たり 75 円の助成を行う

と。このような考え方でございます。 

今の段階では何とも言えない状況でございますが、まずは安定経営をしていただくということが

一番大前提ということになってございまして、その意味では３年間の中でその経営状況はきちっと

見極め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） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 是非この優良繁殖牛は、これから事業を実施すると各農家の思惑もありま

すから、また農家の見る目によってその品質の検定の牛の違いもありますけれど、それは行政とし

て一定の水準を保つという中できつく指導をしていかなければいけないと思いますので、その辺は

町側も理論武装した中で、勉強してもらってやっていただきたいと、こう思います。 

 それと、今、和牛センターの関係ありましたけれど、これは私も白老牛の供給安定するために必
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要だと思います。ただ農家の方が全員入っていないのです。そういう場合はやはり、これだけの単

価を助成するとなれば、出資金は別にしても、農家ばかりでなくても多くの方々から受託を受けら

れるようにセンター自身がやっていかないと、結果的に自分達の仲間でやっている話になってしま

すのです。もう少し公共性を維持した中で、広く指導していった中で認知されるようなものにして

いかないと。私も中で結構聞いていますから、ここで言う必要ありませんけれど。もう少しそうい

う中で農家の人が安定供給で、一定の質の牛を出せるような指導をしていかないと。ただ 75 円出し

たからいいという話には、まずならないと思います。 

 もう１つは、受精卵の移植事業あります。これ、わかりますけれど、実際に今、農家の中に牛の

妊娠の受胎率が非常に落ちているのです。その辺認識されているか。その原因がどこにあるのか。

私もこの間お話しましたけれど、白老にある家畜診療所も統廃合になって、獣医がだんだん少なく

なってくるのです。そういう中にいて、そういう危険性、あるいは今、そういうことをなくする努

力を農家の方がされているのかどうか、その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 委員のおっしゃるとおり、構成員９名ということで、農協も構成

員でございますけれど、そのほかに幅広く預託をしていただく環境というのが必要だというふうに

は思ってございます。現在 96 頭の預託ができる形になってございますが、現在入っているパドック

数としては、１パドックが空いているということですので、それらについては、必要な方がいれば

使っていただければなというふうに考えてございます。ただ実は、昨年この改良センターについて

は、私どもも１頭では足りないだろうという考え方もっていまして、改良センターの皆さん、それ

から和牛生産改良組合の役員の皆さんにもお集まりいただいて、これは町長自らも説明しまして、

２頭、３頭ということでふやしていく方法もあると。町としてもそういうことに対する支援も考え

たいということで、実はお話もしてございます。やはり一貫生産のためには、そういう施設が必要

だというとらえ方をしてございまして、そういう施設をつくることによって委員がおっしゃるとお

り、飼育農家の皆さんもさらに拡大をしていける環境が整うのではないかなというふうに思ってご

ざいます。これについては、町も同じ考え方をもってございます。ただ、その説明をさせていただ

いた段階は、やはり厳しい経営状況にある、もしくは今の枝肉価格の相場が下がっているというよ

うなリスクが非常に大きかったものですから、なかなかそこまで踏み込んだ皆さんのご意見を得ら

れなかったというのが実態でございます。しかし、町としては一貫生産に向けた取り組みというの

は必要だと思っていますので、今後ともこのセンターの増築というか、増棟については、当然農家

さんの意見も聞きながらというふうになりますけれど、考えていきたいというふうに思ってござい

ます。 

それから受精卵移植についての受胎率について、町はどのように押さえているのかということで

ございます。確かに受胎率のほうが非常に高いという状況ではないというふうに私どもも聞いてご

ざいまして、今回受精卵移植をする事業においても、実は、これについても 50％の受胎率というこ

とで、見てございます。これはやはり技術的な問題も当然あるかと思いますが、今の状況からいけ

ば、平均の受胎率としては 50％を見込んで計算をしてございます。 
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先ほどのお話の中で共済組合の獣医師さんが不足するということでございますけれど、まだ決ま

ったわけではございません。私どもは是非とも今の診療体制を維持していただくよう、これは要請

していきたいというふうに思ってございます。 

こういう受胎率の中では、当然高めていくということは必要だというふうに考えてございますし、

それについては当然共済さんのほうにもご相談申し上げながら、受胎率を高める努力もお願いした

いというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。続けてください。 

○産業経済課長（岡村幸男君） これも当然、この事業を行うにあたっても、生産改良組合ときち

っと協議を行っていくということになってございまして、これはもともと生産改良組合がやってい

る事業に対して町のほうでその事業の不足分に対して、２分の１の助成を行っていくという制度で

ございますので、この産肉能力を高めていくための受精卵移植でございますから、その辺について

は十分生産改良組合と協議の上進め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。 

 それでは次に進みます。７款商工費に入ります。224 ページから 233 ページまでの商工費全般に

ついて。 

 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。225 ページのところで２点伺いたいと思います。 

 今回報道関係で、空き店舗対策の１つとして発掘堂が一時閉店ということでありました。これは

経営が補助金でスタートしたということで、これは地域総合整備財団の補助金でスタートしたとい

うことであるけれど、この補助金が切れるということと、冬の冬期間の低迷だったということなの

ですが、ここは店舗活用事業補助金の、家賃の補助は受けられていたのかどうなのか、その点伺い

たいと思います。 

 それからもう１点。特産普及イベント及び物産交流関係経費の中で、この中のイベントのことで

伺いたいと思いますので、ここで伺うのですが。首都圏の企業誘致とか、観光誘客活動対策推進計

画の事業ということになっているのですが、今回東京で白老町のキャンペーンがありました。首都

圏からの観光客誘致を狙った、白老町のＰＲのキャンペーンであると。東京有明のパナソニックセ

ンター東京で開かれ、特産品約 70 点以上の販売や、この間ちょっと議会でも出ておりましたけれど、

財団の方々が５、６名行かれて、踊りを披露したりだとか、古式舞踊を披露したりだとか、また、

財団の方による体験、ワークショップだとか、講演という形で、大変大成功だったというふうに伺

っておりますけれど。本当にそういった形で実施されたという事は、白老町の今、観光、企業誘致

で本当に力を入れている中では、私は明るいニュースではなかったかなというふうに思うのですが。

この話をずっとうかがっていて、確か財団の方が行くのも旅費が出たという話を聞いていたのです

けれど、そういった面では町の持ち出し分というのはどれくらいあったのかなと。それから、これ

は大手電機メーカーパナソニックの全面協力ということですので、会場費等とか、そういったこと

はかからなかったのか。もし実際かかって、そういったところでこういったイベントをするとなれ

ば、どれくらいかかったのかということ。 
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それともう１つは、私はこういったことができたということは、最高のことではないかというふ

うに思うのです。なかなかこういった場所の提供もないのではないかと思うのですが、これはどう

いった関係性から。私は東京事務所で企業誘致が本当に厳しい中で積極的にしておりますけれど。

いろいろな答弁の中で、今回もいろいろと議会の定例会でも出ましたけれど、厳しい中でやってい

くのかという議論と、それから厳しい中だからこそやっていくのだという議論がありましたけれど。

私はこういった１年ちょっとになりますけれど、そういった積み重ねがこういう実現になったのか。

その点ちょっと詳しく教えていただければと思います。 

○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） しらおい発掘堂の関係でございます。これについていわゆるうち

が空き店舗対策としている対策として行っている助成を受けたのかどうかということでございます

が、これにつきましては、町のほうからの助成は行ってございません。というのは、空き店舗にな

ってから６カ月以上というのが、実は、要綱の規定がございまして、この６カ月の規定には満たし

ていなかったというのが状況でございますので、それについては受けてございません。しかし、ふ

るさと財団からの補助金を受けて今年３月 31 日までの営業を行うということでございます。委員が

おっしゃるとおり、５月をめどに今は再開に向けた準備を行っていると、こういう状況でございま

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） 私の方からはパナソニックセンター東京の状況ということで、私、

行かせていただきましたので、私のほうからご答弁したいと思います。 

 まず町の持ち出しはという分ですけれど、ほとんど持ち出しはございません。持ち出したのは、

応援に職員が３人行っております。その３人も旅費程度です。実際あの程度のイベントをやるとい

うことになれば、新聞紙上では 1,000 万円とか書いておりますが、恐らくそれ以上には確実にかか

ったものと思います。会場の広さもコミセンの 201 号室の倍ぐらいの広さかなというような広さで

ございます。立地条件等勘案しますと、お台場の一等地のところですから、平米当たりの賃貸料と

いうのは、ものすごい料金だと思います。そういった中で、どのようなきっかけでという部分です

けれど、実は、間に入ったイベントをやる会社の社長さんがいるのです。その方が東京白老会の会

員なのです。日大の４期生なのです。そういったこともありまして、東京事務所のほうに、是非そ

ういうコネクションがあるからやってみないかということで。一方パナソニックのほうでは、でき

るだけ自分達の商品の展示、そこに入り込み客数を持ってこなければいけないというものがあるも

のですから、そういうイベント会場貸し出すという、そういうものがありまして、そういった利害

が一致して、今般このような形になったところでございます。首相が今回 20 日にいらしていただけ

るということで、実はパナソニックの社長自身も首相が来るのであればということで、出向いてく

る準備があったのです。でもやはり、うちの町長と同じで、どうしても優先する課題がありまして、

先約がありまして、来られなくて、専務さんとお会いさせていただきました。専務さんと名刺交換

させていただいて、私のほうから幸いにもざっくばらんに話せるような方でしたので、「将来的には

白老町にも工業団地があるので、何とか小さな工場でもいいですから」というような話をさせてい
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ただきました。そういうようなことで、将来にそういう部分でつながるというような部分がござい

ます。ですから、東京事務所の今回果たした役割、これは非常に大きなものだったと思っておりま

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） 最初の空き店舗のことなのですが。これは確か、半額を１年間の補助だ

ったと思うのです。上限が５万円だったかなと思っているのですが。１年間家賃を補助していただ

いている間はやっていけると。しかし１年が終わるとやめなければならないような状況になってい

るところもあるのです。その中で私もかかわった事務所があるのですが、何とかそれを継続しよう

ということで、いろいろな補助制度を探して、それをいただけるような。それはもちろん役場の職

員の応援もあって、そういう補助制度のメニューを見つけて、継続をしているという形もあるので

す。そういった形で考えると、町民の方々には空き店舗がふさがると「よかったね」という話にな

るのですけれど、町の皆さんの税金が行っているということで、それがなくなったら終わってしま

うというのは、やはり町民からすると、「何なんだろう」という疑問の声も上がるのです。そういっ

た面では、私は補助をしたという後の、今後の、役場職員はもちろん忙しい中なのですが、応援の

形も今後必要でしょうし、こうやって決めたら、補助をもらって１年やったら、もう１年は何とか

頑張るとか。赤字で借金つくってまで頑張りなさいということになるのかどうかわかりませんけれ

ど、そういった自助努力もしていただく。また、行政側もしっかり支えを。いろいろな形の補助メ

ニュー。次の話につながりますけれど、いろいろな制度があるのではないかなというふうに思いま

すので、そういった支援を今後組んでいくべきではないかなというふうに思います。 

それから２点目のことなのですが。部長の答弁で、最後にありました。私は東京事務所、私も「や

るべきだ」というふうに応援の質問をさせていただきましたので、そのあとどうなのだろうとすご

く不安で、ちょうど写真を見させていただきましたら、我が議会の議長と、それから鳩山首相と、

高橋所長が写っていました。高橋所長の写っている姿を見て、元気で頑張っているのだなとちょっ

と感じながら、本当にこのことが、やっぱり東京事務所があったからの連携の取りやすさ、それか

ら、このイベントをやるというのは、かなり打ち合わせも必要だったと思うのです。そういった連

携が、すごく取りやすかったのではないかというふうに思っていますので、東京事務所があったこ

と、ことしの観光の予算がいっぱいあります、いろいろな誘致だとか、戦略だとか。そういったも

のの一度に全部払拭するような 1,000 万円以上のお金がかからないで済んだということは、私は最

大の効果だと思うのです。 

それともう１点。私は一流王手メーカーのパナソニックの会社が白老町の物産、白老町のことを

知っていただけたということが、私は最高のことではないかというふうに思っているのです。私は

こういったイベントをするためにも、企業誘致の中でこういった連携が今後取れないかどうか。そ

れが東京事務所の所長で、本当に頑張ってできるかどうかわかりません。町が上京した時に、そう

いったものにまた目をつけながら、町長が先頭になってやっていくとか、そういった形も必要でし

ょうし、また大手のこういったところをしっかりつかまえて、今後の企業誘致につながる、そうい

ったものにしていく、私は本当にいい機会。こういった機会をもっともっとつくるべきだと。こん



 36

ないい話は余りないのかもしれませんけれど、このことを次につなげる。このパナソニックからま

た次のメーカーに紹介をしていただく。そういった拡大を、今後努力で図っていただくことが、一

つの東京事務所の大きな成果ではないかなというふうに思うのですが、その辺の考えを伺いたいと

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） まず、最初の発掘堂の件ですけれど。今後の展開と町の支援とい

う分でございますけれど、発掘堂のほうはスタートラインが 540 万円の資金で、そのうち 360 万円

がふるさと財団からの助成金という形でスタートしたわけです。結局は助成をもらった中で運営を

続けるということは、これ、やはり無理なのです。町だとか、国だとか、道が助成するというのは、

基本的に振興の部分なのです。ある程度振興が図られて、独立してやっていけるといった段階では、

その助成を普通はやめるのです。そういった面からすると、今、これだけの補助金をもらった中で

事業展開をしていくということは、かなり難しいということで、一たん単独でもやれるというよう

な体質にするということで、一たんやめて、その助成でもらってやった中でのいろいろな課題、そ

ういったものを整理して、そして本当にどこからも助成をもらわなくても何とか採算ベースに合う

というラインまで改善して、そしてやるという意向を関係者の方々から伺っております。それが 1

カ月先か、２カ月先になるかわかりませんけれど、彼らの話では、何とか最短距離で再開したいと

いう意向を示しております。ということはやはり、補助金としての効果はあったのかなと、その分

は思っております。 

 それと、パナソニックセンターの件ですけれど、今回いろいろな会場のレイアウトだとか、パン

フレットを取り寄せるだとか、あるいはＰＲですとかは、首都圏のところで全部それをやったわけ

なのです。あれをじかに、首都圏に出先機関がなくて、ここの白老町の場所でやるとなると、現場

の人との打ち合わせで何回も担当者が行って打ち合わせをしなければだめだというような状況でご

ざいます。ですから、あれは東京事務所があったからできた技ではないかなというふうに考えてお

ります。そんな中では、彼１人で、あそこで孤軍奮闘というのは、大変厳しいという部分はありま

すけれど、事務所に行きますと本当に書類の山で、ものすごい状態でした。そんな中で孤軍奮闘し

てやって、当然こちらのほうもうちの企業誘致だとか、産業経済課のその他のメンバーもメールな

どのやり取り、いろいろやって、サポートして、今回こういう成功に導いたという状況にあります。

こういった中で、町としてはせっかくそういうことをパナソニックセンターの協力、あるいはイベ

ント会社の協力でやったということにつきまして、やはりこれは町長のほうが今度上京する機会が

ありましたら、専務さんあるいは社長さんにアポ取りさせていただいて、お会いして、お礼をする

といった中で、コネクションを今後ずっと継続して、そういったものを企画で、新たな展開に向か

っていければ幸いかなと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

それでは暫時休憩いたします。再開を 14 時 10 分といたします 

休  憩  午後 １３時５９分 
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再  開  午後 １４時１５分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、先ほどの続きであります。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 商工対策費の 225 ページのことで伺います。 

１つ目が、この商工対策費経費の中の補償、補てん及び賠償金 325 万 5,000 円というのが、何の

補償なのかということが１つです。 

それから先ほどちょっと質問がありましたけれど、発掘堂さんの件なのですけれど。発掘堂さん

で今まで働いていた方、パートの方とか何人かいらっしゃいます。その方々が３月 31 日で閉めてし

まうということになりますけれど、今後ここで働いていた方々の生活が結局成り立っていかなくな

るわけですから、その方々の今後の就職先とか何とか、たとえパートさんといえども就職のことを

考えていかなければいけないのかなと思うのですけれど、それについてどのようにされるのか。 

それと、商工会補助金のところで、今年度３月末で職員が戻りましたけれど、今後商工会との連

携をどのような形で、職員が戻ってくることによってとっていかれるのか。 

それと４点目でありますけれど、先般質問させていただいた中で、給食センターの食品納入とい

うものを、これを地元で調達するという考え方を私、質問させていただいたのですけれど。ライラ

ックフーズさんの方から電話がかかってきまして、もしできるものだったら是非利用してほしいと

いう旨のお電話あったものですから。わらべやさんが撤退しまして、白老町にまだ２カ所、ライラ

ックフーズさんともう１つダイエットクックさんとかあります。そういうような食品をつくってい

る会社から地元調達という考え方がどうなのかと。この４点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） 商工対策振興経費のうちの補償金の関係です。325 万 5,000 円で

す。これにつきましては、平成 11 年３月に白老振興公社がポロト地区の不動産を取得してございま

す。その取得の際の資金の借入れ、これについては町と振興公社の間で損失補償契約というものを

結び、覚書を締結しているというものでありまして、その覚書において町へ所有権を移転する場合

においては、その価格というのは、取得費用のほかに当然借入金の利息も含んで、すべてを含んで、

そういうものも含んで移転する、所有権を移転するという、こういう考え方になっております。そ

こで町から振興公社に対しまして、振興公社が実際はあそこで温泉、元のポロトですが、あそこの

温泉を運営しているものですから、あそこで当然収益が出てございます。そういう中で温泉施設の

不動産にかかわる分の借入金の利息、そこにかかわる分の相当する借入金の利息については、振興

公社のほうで負担してもらえないかという、こういう協議をしてきました。そういう中で振興公社

も会計事務所通しまして税務署と協議した結果、温泉施設活用分の借入金の利息については振興公

社の経費として計上できると、こういう状況になったものですから、全体の不動産の評価額を算出

しまして、実際に収益を上げている温泉施設の評価額が幾らになるのかということを算出しまして、

その案分によって 22 年度にかかる借入れの利息、これが 409 万 5,141 円となるのですけれど、その

うち 20.52％、84 万 323 円を振興公社のほうで負担すると。残りの 325 万 4,818 円は、これは町が

負担すると。こういう協議が実は整いました。そこで町負担分の借入金利息については、平成 22
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年度以降、今後補償金にこのような形で予算計上しまして、支払うということによって、買い戻し

するときの価格、それから損失補償額がこれ以上膨らまないように措置をしたいと、こういうこと

でございます。 

 それから２点目の、発掘堂のパートさんのその後の就職、どのようになるのかということでござ

いまして、パートさんなのですが、常用で雇用していたのは２名ですが、あとは土日の交代ですと

か、そういう交代でもう１名、２名という形で使ってございましたが、この常用で雇用されていた

２名については、自分で自営の方向で今、考えていらっしゃるということでございます。 

 商工会の職員を派遣していたものが今回から商工会に派遣しませんので、そういう中で商工会と

の連携をどのように取っていくのかと、こういうご質問だと思います。町長の執行方針の中でも述

べさせていただいておりますが、商工会との連携は、これまで以上に蜜に連携を図っていきたいと

いう考えでございます。ですからいろいろな、町が、産業経済課がといったほうがいいのでしょう

けれど、実施してきました事業についても、事業者のために行う事業については、商工会が中心と

なって事業実施をしていただくような環境をつくっていく必要があるだろうと、このように考えて

ございまして、そういう連携は商工会のほうときちっと図っていこうという考え方でございます。

それについては今、商工会のほうとも打ち合わせをさせていただいておりまして、今後そのような

形で協議を進めながら、連携を密にしていきたいというふうに考えてございます。以上私のほうか

ら３点。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ライラックフーズさんのほうからの給食の食材に関して使用できない

かどうかというようなお話があったということだと思いますけれど、そういったようなことについ

ては私も、または給食センターのほうも、具体的な話は来ておりませんし、聞いてございません。

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） 当然地場の企業から出てくる食品というものが、これは当然給食

センターで使えるかどうか、そういうことも含めてですけれど、地産地消ということからすれば、

必要なことだとは思います。ただ、具体的に給食センターということでございますから、その辺に

ついては使えるものがあるのかどうかということは、十分給食センターのほうで検討していただけ

ればというふうに思います。ただ私、産業経済課長としては、可能な限り地場産品ということで、

町内で消費されることが必要なのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） １点目のこの賠償については、21 年度に決まったというふうに考えてよろ

しいのかということと、それから今後いつまでこういうような形で続けられていくのかということ

をお伺いさせてください。 

それと２点目の発掘堂さんの関係なのですけれど、自営で考えていらっしゃるというふうには今、

おっしゃいましたけれど、私、実は昨日そこでパートをしている方から「今後働くところがなくな

ったので困ります」と。「何とかならないでしょうか」と、相談を受けたばかりでございます。です
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から、自営で考えられるという方はいいかもしれませんけれど、そうでない方に関しては、やはり

ある程度白老町もかかわっているわけですから、それなりに積極的に身の振り方というものを、是

非考えていただければと思います。 

３点目の地元企業の食材を地元で調達するという考え方です。是非学校給食のほうも少し考えて

いただければと思います。というのは、やはりこれだけ地場産業が沈下してきて、昨年度もわらべ

やさんが撤退し、またいろいろな企業が撤退していく中で、卵が先ほどもほかの委員さん言ってい

ましたけれど、消費量が減ったと。結局地元のそういうところでつくっている、ケンコーマヨネー

ズさんの関係だと思いますので、地元の卵までも生産にこうやって買い入れに響いてくるわけなの

です。そういうところも考えて、やはり地元でできたものは、地元で消費する。そういう考え方を

是非持っていただければいいのではないかと思うのです。もし答えられるところがありましたら、

答えて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） １点目の損失補償のお金の件ですけれど。この方針はいつ決定さ

れたかということと、今後のお話ですけれど。実は総務省のほうから通知がありまして、今後こう

いうような形の損失補償については、雪だるま式に借金をふやしてはいけないという指導がござい

まして、今２億 6,000 万円の損失補償をしております。その範囲内であれば、次の継続もやむを得

ないだろうという見解を総務省で示してございます。しかし、それがふえるという方向では、認め

ないという指導でございます。ですから、このままで行きますと、利息分がどんどんふえて、２億

6,000 万円が超えてしまうという状況になります。最低限そこの部分は押さえなくてはいけないの

かなということで、ふえる利息分については 22 年度からふえない形で補てんしましょうという方針

を打ち出したところでございます。 

今後の部分ですけれど、今後については、あそこの地区、前にも一般質問等でもお答えしたよう

に、国のアイヌの象徴的共生空間、その用地が、施設がどこに設置されるかというようなことが今、

検討されております。それだとか、博物館の国立化だとか、ポロト湖周辺の土地利用が、今後国の

方針により大きく変貌するというような状況にございます。町のほうが一方的に描いた土地利用計

画が道あるいは国が丸のみしてくれるのであれば問題ないのですが、基本的には国の事業ですので、

その国の事業がまちづくりにぴったり来るような形になるといった意味では、町のかかわりも当然

ありますけれど、基本的には国のほうの考え方が打ち出されないと、将来の土地利用の方針がどう

なるかということは、今、見えない状況でございます。しかし、昨年国の内閣官房のほうへ行きま

して、あそこの図面を持ち込んでおります。国で利用するのであれば、何とか有償で買ってくださ

いということを申し入れてございます。図面も向こうに提示してございますので、今、そこまで要

望している状況でございます。 

それと次。発掘堂の雇用の関係ですが、課長が最初に答弁した部分、それは実はじかに本人から、

聞いた時期のタイムラグがあると思います。それは以前に聞いた話では、自分でも考えているよう

な話、それは聞いているそうです。ただやはり、そこがうまくいかないのかなといった部分で西田

委員にそういうようなお話があったかと思います。その点につきましては、町のほうも再度委員が
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おっしゃるとおり、一定の責任がございますので、その辺相談に乗りたいというふうに思っており

ます。 

それと、地場産品の使用の促進という意味。その意味では、本当にそれは大事なことでないかと

思います。そこにつきましては、町のほうに、先ほど本間課長が言ったように、一切その辺の打診

がないものですから、そういう要望がもしあるのであれば、何とか実現するよう教育委員会のほう

ともいろいろな法的な誓約だとかあるやに思いますので、その辺勘案した中で、前向きに対応して

いきたいと思っておりますので、ご理解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） 地元食材の活用の関係でございますけれど、さきの一般質問でもお答

えしているとおり、従来から地元食材、町内、管内、道内、国内という順番で活用しておりますけ

れど、特に細かなことを言いますと、例えば調味料だとか、そういうことも含めまして、町内で購

入できるものは町内で購入しているというような実態でございます。ですから、そういう考え方は、

今後も継続していきたいというふうに思っております。 

それから、先ほどちょっと私のほうで答弁が不適切だったと思いますけれど、ライラックフーズ

さんからそういった話がなかったということでの話ですけれど、今後そういったような話があるの

であれば、私どものほうからライラックフーズさんのほうに話をしながら、使えるものがあるのか

どうかというような協議だとか、そういうことも含めて、検討させていただ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。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。225 ページの港まつりの関係で、町長にちょっとお尋

ねをしたいのですけれど。去年の経緯があります。その経緯は結構です。ただ、今後例えば可能か

どうか別ですけれど、南極観測船だとか、前に来た日本丸だとか、海洋探査船だとか、そういう子

供たちに夢を与えるものは、こういうものも同じだと思うのですけれど。町が主導でないことは、

十分承知しております。実行委員会に加わっているのだと思いますから、そういうところで教育委

員会も是非協議をしてもらって、子供たちに夢を与えるためにそういう考え方は今後なりませんで

しょうか。全部とは言いません。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 港まつりのこのイベントの中での、前は日本丸来ていただいたのですが。

あくまでも実行委員会の中で議論をして決まることでございますので、町も実行委員会の１人でご

ざいます。その中ではさまざまな議論の中で決定すると思いますので、私のほうから言えるのはそ

のぐらいでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 231 ページの戦略的観光推進事業のことで伺います。ＪＴＢとの連携がも

う数年おつき合いしていると思うのですけれど。期待どおりの、町が期待しているほどの成果を上
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げているかどうかという感想をまずお聞かせ願いたいのと。今年度の、ＪＴＢとの連携のこの事業

の内容そのものを伺いたいと思います。 

また、上海万博にアイヌ文化海外プロモーションということで助成金を出されておりますけれど、

これもどのような舞台で活動する予定になっているのか。この辺も含めて、お尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まずＪＴＢとの連携においての期待できる成果が上がっているの

かという、こういうご質問でございますが、もちろんそのとおりだと。期待した効果が上がってき

ているというふうに、私どもとらえてございます。２年間の派遣をいただき、さらに１年間町職員

を逆にＪＴＢに派遣し、今、その職員がこの前も一般質問、代表質問の中でもお答えしております

けれど、今、この１年間で述べ 8,000 人近くの誘客効果を上げているわけです。それはその職員が

ＪＴＢの職員から学んだこと、それから派遣で学んだことを持ち帰って、新しい商品造成、こうい

うものに生かしていると。そういう中で、効果を出しているということでございます。詳しく中身

をお話しますと、当然アイヌ民族博物館に入り、それからお食事は白老牛を食べ、そういうような

効果が出てきてございまして、約 1,000 万円を超える効果が出てきてございます。ですから、そう

いう中では、間違いなく効果が上がってきているというふうに考えてございます。それから、ＪＴ

Ｂとの今年度の取り組みになりますけれど、商品造成事業ということを考えてございます。当然戦

略的にＪＴＢとの取り組みを進めていくわけでございますので、これはＪＴＢと協議をしながら、

今年度の商品造成をきちっと検討しながらつくっていくということになってございます。 

それから海外プロモーションの関係でございますが、これは上海万博ということで、今、委員の

方からもお話がありましたけれど。今、考えていますのが、５月１日から 10 月 31 日まで、これ、

上海万博の期間でございますが、９月の上旬に北海道の日というのが開催されることになってござ

いまして、北海道からも要請がございまして、ユネスコの世界無形文化遺産に記載されたアイヌ民

族古式舞踊を披露するという方向でこの予算組みを行っているほか、それからもう１点が、韓国の

フレンドシップフェアというのが５月６日から 10 日にかけて行われる予定になってございます。こ

れも道庁の観光局のほうから、ぜひともアイヌ民族博物館へのいわゆる出演というか、講演依頼が

ございます。こういうものを行うという考え方でございまして、特にアイヌ民族博物館には韓国か

らのお客さんが多く入ってございますし、中国からも伸びてございますので、今回は海外プロモー

ションとしてこの事業を進めていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 海外プロモーションの内容は、よく理解できました。ぜひとも、昨日もお

話しましたけれど、アジアに目を向けて、少しでも財団の誘客につなげていただきたいといいうこ

とで、期待を申し上げたいと思います。 

 １点。商品造成事業。これ、もうちょっと具体的に説明をいただけませんでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） これは昨年度、今、考えているのは、好評でしたちょこっと白老
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という、いろいろなところを体験していただくという、そういう商品造成を行ってございますけれ

ど、それを継続して旅行商品化していただく考えで今、検討を進めてございます。以上でございま

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。次に８款土木費に入ります。234 ページ、１項土木管理費、１目土木総

務費から 245 ページ、３項河川費、２目排水対策費まで。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） 斎藤です。239 ページ、町道改良事業の部分で１点だけお伺いします。 

 ポロト社台線の改良工事というのは、災害時の重要な道路として前から言われてきたものだと思

いますけれど、現在工事をしているのは、社台川にかかる橋の改修と、その周辺の整備ということ

だと記憶しておりますけれど、この工事の進捗状況と、これから先どういう見通しになっているの

か伺います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 平成 21 年度において、ポロト社台線の橋の部分の完成はしておりま

す。４月ぐらいになるかと思いますけれど、雪解けを見て、従来通っていた鉄板の橋、かなり老朽

化しておりますので、それを解体をした上で、新しい橋を通行できるようにしたいと考えておりま

す。橋を渡って苫小牧川のほう、そこのところを従来のところに繋ぐような工事を今年度から始め

たいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 鉄北幹線道路というのですか、もう１本道路が欲しいということで、山側

にもきちっとした道路が欲しいという話は、前にあったわけです。今、やっている工事が徐々にこ

ういうふうに進捗していくのだろうとは思っているのですが、前に聞いたときには、大体全町なっ

ていくのにはかなり気の遠くなるような長期間かかるというふうに言われていたと思うのです。今、

実際橋の部分を直しながら、前の構想で、ポロトの山を迂回してつないでいくという、そういう構

想があったと思うのですけれど。そういう構想というのは、いまだに生きているのか。それに向か

って工事が進められているのだとすれば、どういう見通しでこれをやっているのか、そのあたりを

聞きたいのです。 

 それからもう１つは、町で全部道路をやるのは大変だから、それを道道に昇格させながら何とか

してもらうというふうにも、そういう構想もあったと思うのです。ただし、町道としてある程度の

整備ができていなくてはならないと、こういうふうになっていたはずなのだけれど。どこまでやれ

ば、道のほうにお願いしたりなんかすることができるという、そういう見通しがあるのかどうなの

か、そのあたり伺いたいです。 

○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） 構想は現在も生きてございます。あくまでも鉄北幹線道路として、

苫小牧登別線ということで、お互いの町をつなぐ１つの一定の道路でございます。今、町でできる

分ということで、北海道の常に毎年なのですが、道道昇格用法をお願いしてございます。このルー
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トが膨大な費用がかかるものですから、ことしの予算のように、単年度 2,000 万円から 3,000 万円

の事業でやっていっても、なかなか追いつかないということもあって、北海道に早く道道昇格のお

願いをしているという状況はございます。ただ北海道も以上な財政の事情があったり、現在石山西

通り、オーバーブリッチ、港に下りていく道路に今、手がけてございまして、24 年度起用開始にな

りますので、その後の展開に何とか望みをつなぐようなことで私達も行動してございますので、何

とか道道昇格で、よりはやく鉄北幹線道を完成したいと、このように考えています。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 結局は、計画はあるのだけれど、いつまでにどういうふうに進んでいくか

というのは、まだそこまではいかないということなのでしょうか。前に聞いたときに、これができ

上がる頃私たち生きていないなという話をしたことがあるのですが。それに相当な時間がかかると

すれば。 

もう一つ要望が出ていたのは、国道の４車線化というのがあったと思うのです。実際にきのうの

答弁にあった国の企画事業では、今、余り大きな変化はないという話があったわけですけれど、国

道の４車線化の望みというのは、あるのかどうなのか。これも町から要望というのは出ているとい

うふうに押さえてはいるのですけれど。そのあたりはいかがなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 現在国道の整備は虎杖浜地区４車線という、トンネルを分カット

にという部分で工事をやっていただいているのですが。昨年、一昨年、社台地区でも正面衝突によ

る死亡事故が発生したりという。さらに樽前山の火山噴火に備えた防災道路としても非常に重要な

場所ですので、これは国に対して町単独のみならず、苫小牧と登別の連携の中の総合開発期成会、

そういった中でも強く要望している状況であります。望みがあるか、ないかというご質問ですが、

町としては、早く４車線やって欲しいということを強く申し上げておりますので、国もその点は何

だかの形は取っていただけるということで、より以上に要望行動はしていきたいと、このように考

えています。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。244 ページ、４項港湾費、１目港湾管理費から 259 ページ６、項住宅費、

２目住宅管理費まで。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） 斎藤です。249 ページの港湾建設について。本会議でもいろいろと話があ

りましたので、そのよしあしは別にして、事実関係と見通しだけお聞きしたいなというふうに思う

のですが。 

 港建設というのは、産業振興の柱であると。それから、地方港湾トップでこれを維持していきた

いという話があったわけですけれど。総貨物の取扱量が 97 万トンのうち、中身を見ましたら、砂が

63 万トン、鉄鋼スラグが約 20 万トンと。そうすると、実績のうちの約 85％が砂と鉄鋼スラグなの

です。そうすると、もっと詳しく見たら、移入のうちの 30 万トンのうち、それの３分の２は鉄鋼ス

ラグです。それから移出のほうの 67 万トンのうちの砂は大体 94％を占めるわけです。そうすると、
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砂と鉄鋼スラグが変動していったら、どういうことになるのかという心配が出てくるわけですけれ

ど。大体この貨物量の取扱量の重要な部分というのがこの２つなのだろうというふうに思うのです

が、砂がこの前のニュースでいうと、羽田空港の埋め立て工事が大体完了してしまったというよう

なことで、ニュースが届いてはいるわけですけれど。砂と鉄鋼スラグの将来的な見通しというのは、

どういうふうに考えればいいのですか。景気に左右されないで、将来どこまで維持ができるか。こ

の好成績が維持できるという見通しをどうたてているのか、この辺りを伺いたいと思います。 

○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） 現在 100 万トンを超える総貨物量がございますけれど、先般の代

表質問でもお答えしましたとおり、これらの数値は希望的に推測して今回こうなったということで

はなくて、きちっと見込みがどうあるかをカウントして、実績として 100 万トンあったと。その中

にも砂、骨材が 97 万トンあったというのは、当初の計画からこのぐらいは入るでしょうという見込

みの実績数値でございます。 

今後の見通しですが、この計画を立てたときに砂会社さんの聞き取りの状況では、白老産の骨材

が非常に良質で、関東方面非常に多く使われていただいているということで、白老にある将来的な

砂の量をカウントしたときは、当時で 30 年といわれていました。今、現在、時、既に動いています

から、私どもがもう 30 年は切っているだろうと。予想されるのは、20 年くらいはまずこの状況が

保たれるのではないかというふうに推測はしてございます。幸いにして良質な砂ということでの好

評は得ていますので、去年羽田空港終わってもう行かないはずなのですが、それ以外の工事で実は

使われているということがあって、現在の貨物量になったと、このようにとらえてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 私が上げた数値も実績の数値ですから、期待の数値ではないことはわかっ

ていますけれど。ただ、限りのある地下資源だとか、本当に長い目で見た場合にどうなのかという

心配でちょっと伺ったのですけれど。 

 もう一つお聞きしておきたいのは、港と日本製紙とのかかわりなのです。これは町長から答弁が

ありまして、そのよしあしについては今、ここで論じるつもりはありませんけれど。日本製紙関連

でいうと、移入、移出含めて、どのくらいになるかと思ったのですけれど、移入、移出を含めても

７万トン、10 万トン未満だろうというふうに思うのです。やはりこの港の中心部隊というのが日本

製紙なのだけれど、この目標額からいうと、この数値でいいのだろうかという心配があるわけです。

将来日本製紙に対してどういうような取り扱い量を期待するのか、その辺りがありましたら教えて

ください。 

○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） 今、斎藤委員がおっしゃったのは、第２商港区の分の数字という

ことでしょうか。これは全体で日本製紙さんといろいろやり取りした中では、結果的には 200 万ト

ン越える数量が、第３商港区も供用開始されて使っていくと。それは先日の代表質問の中でお答え

したところなのですが、今後も第２商港区を利用して、現在もロ－ルでないほうの紙、そういった

部分もあそこから出していますので、この部分は引き続き今までどおりのカウントをしていくとい



 45

うことで協議はしてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 将来的に日本製紙の取り扱い量がまだふえていくのかどうなのかという事

が、今、心配で聞いたわけですけれど。今、上げている数字は第２商港区の数値です。この前の本

会議の答弁というのが、第３商港区の目標として 221 万トンいう数値を上げました。第２商港区で

130 万トン検討で、という目標数値を上げていたはずです。今度第３商港区で 11 メートルバースが

でき上がったときに、本当に第２商港区の分については何とか頑張れば届きそうだと。第３商港区

220 万トンの目標というのは、それができれば１万 5,000 トンの船とか、５万トンの船が、ローロ

ー船が入るというふうに言われているわけですけれど、そういう大型の船が月に、あるいは年に何

隻ぐらい入ってくれば、この 220 万トンの数値というのはクリアできるのかどうなのか。そういう

試算というのは、どういうふうになっているのでしょうか。  

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 今、現在室蘭なり苫小牧にチップなり石炭が入ってございます。

チップのほうで考えると、実績からいくと、大体年に５、６回、２カ月に１回ぐらい船が入る状況

です。ですから、白老港を当然使っていただくとなれば、大体１カ月半から大体２カ月に１回ぐら

い大きな船が入って、荷物を下ろすと、こういう回転になっていくというふうに思います。目標ど

おりいくということです。 

○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。251 ページの駅北地区の整備一式というのが出ている

のです。これは一式と書いているということは、これで終わりなのかどうか。どういう整備をされ

て、どういう状況になるのか。あの周りに確か土地開発公社の土地があったと思うのですけれど、

この土地購入というのは、開発公社から買うものなのかどうか。ポロとまで連続してつながってい

くような絵になっていたはずなのですけれど、そういうようなイメージのものが完成するというふ

うに見ていいのですか。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 書き方不適切なところがあるかもしれませんが、ことしで全部終わる

というわけではございません。ただ、大きなものをつくったりするのではなくて、簡単な遠路です

とか、柵ですとか、芝生程度の整備をことしは予定しています。来年もさらに続くことで考えてお

ります。 

 用地についてはおっしゃるとおり、その土地開発公社からの買戻しを予定してございます。 

○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。この国から来るお金、防衛施設周辺整備事業かなんか

で来るということになったと思うのですけれど。これ、1,750 万円ぐらい、これは来年からもこの

お金で整備ができるということで、これから引き続きやるとしたら、そういうことでいいのでしょ

うか。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 
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○都市整備部長（岩城達己君） そのとおりでございます。引き続いて来年も事業展開はしていく

と。防衛の予算を充当したいと考えてございます。 

○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、あと何年間で完成するのか、どれくら

いの予算規模なのか。その点だけ。 

○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） 今、現在白老駅があって、真裏からポロトのほうに、東側のほう

に整備をしていってございます。これは 22 年で、23、24 年で逆に今度は西側のほうに移ります。

一時駐車場がございまして、まだ西側のほうに土地開発公社で持っている土地がございまして、そ

この整理もしながら、そこも広場を整備するということで、芝生広場をやると。早ければ 24 年に終

えたいと思うのですが、事業の内容によっては、若干 25 年に入るかもしれません。一応目標は 24

年で終えたいと、このように考えています。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。９款消防費に入ります。260 ページから 271 ページまでの消防費全般に

ついて。何かございましたらどうぞ。 

 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。消防のほう、新聞等ですけれど、各施設の調査等に入

っていたり、限られた職員の中で本当にまちの、町民の命を守りながら、また各施設の防火対策と

いうことで、調査にずっと入っていらしたりということで、大変ご苦労されているということで、

敬意を表したいと思います。最近すごくテレビを見ていて気になるのですが、今、2011 年６月まで

に町内の各住宅の警報器の設置というのが義務づけられておりますけれど、これがなかなか私は進

んでいるのかと不安に思っているのですが。住宅火災で最近、本当に幼児から高齢者の死亡事故と

いうのが、大変多くなっております。私も本当に心痛い思いで見ているのですが、この全国的な火

事が起きて亡くなったり、死亡事故につながっている件数において、警報機が設置をされているの

かどうか。地元は余り火災がないのでわからないのですが、そういった情報的なものは消防のほう

に入っているのかどうなのか。その辺どのように押さえられていますか。警報器があることで死亡

事故につながらなかったとか、そういうような情報というのは、入っていますでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 今、委員のおっしゃるとおり、最近火災と言えばかなり焼死につなが

っているという現状にあります。この原因としましては、建物の断熱効果がすごくよくなってきて

いるということで、冬はなるべく暖かく、夏は家の中が涼しくということで、外気の断熱を良くし

ていると。逆に言えば、火災が起きたときに一瞬にして中の温度が急上昇するということで、そう

いうふうなことが、焼死火災につながるというふうに言われております。そういうようなことも含

めて、特に就寝時、寝ているときの火災の焼死事故が多いわけですから、火災警報器の一般住宅に

もつけなければいけないというふうなことで、奏効事例も結構ございますが、ただいま、設置率に

つきましては、なかなか設置率を調査するといいますか、いろいろとやってはいますけれど、例え
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ば白老の港まつりで婦人防火クラブの方がアンケートとってみたり、消防団員が防火査察行ったと

きに聞いてみたりしているのですけれど、なかなか設置率の部分では、正確な部分出ておりません

けれど、今のところ町内では大体 45％ぐらいの設置ではなかろうかと。これから町営住宅もまだ整

備されていきますし、全国平均については、大体 52％ぐらいというふうにとらえております。奏効

事例につきましては、やはり早期に発見されたということで、それが焼死につながらなかったとい

うことで、具体的な例はありませんけれど、報道されております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 身近な問題として、自分の家が火事になるというのは、余り想像しない

し、想像したくないことなので、避けて通っているところが町民の中にも。実は、まだうちも、つ

けようという相談はしているのですけれど、まだ設置していないのです。まだ人事のような感覚で、

「つけよう」と言いながらやっているものですから、町民の感覚というのもまだそうなのかなと。

期限まで日にちもあるしという感覚も、ちょっとあるのかなと思うのですが。そういう中でそうい

った事例、消防団の方が火災予防習慣なんかに回っていますよね。そういった中でそういう情報を

提供するということと、設置をしようと思ったときにどうしたらいいのだろうという感覚で、わか

らない方が結構いらっしゃると思うのです。若い方だったら、そういうものを売っている所へ行っ

て、買ってきてつけるということができるのですけれど、なかなか自分で設置できるのは、高齢者

になるとなかなかできないというふうに思うのですが。そういった情報等が、なかなか皆さん身近

なところにないのではないかなというふうに思うのですが、そういった点をどのように考えるかと

いうことと。 

それから町営住宅、それからこの部門今、きのうもありましたけれど、町有一般住宅、これは町

で必ず設置をしていくと思うのですが。中でも借家等に入っている方、これは借家の設置条件とい

うのは、借家の設置するのは、借家の家主に責任があるのか、それとも入居している人に責任があ

るのか、その辺のことはきちっと情報としてとらえられているかどうか。 

それともう１点は、生活困窮者、生活保護等をもらっている方は借家に入っている方は、借家の

方がつけてくれればいいのですけれど、生活保護をもらっていても自宅、自分の家という人もいら

っしゃいます。それと、年間所得が 80 万円を割る方、そういった方々で、本当に冬の間燃料節約し

て、何とかつなげますという方が結構いらっしゃるのですが、そういった方々への支援体制とか、

国にそういった補助体制みたいなものはないのかどうなのか。その点。 

○委員長（及川 保君） 越前消防管理課長。 

○消防管理課長（越前寿君） それではお答えいたします。まずは住宅用火災警報器、これは、火

災が発生した場合、本当に効果の高いものでございます。人命を守るためには、非常に効果の高い

ものでございますので、ぜひとも期限までと言わず、１日でも早く皆さんに設置していただきたい

と存じております。先ほど消防長のほうからも話がありましたとおり、各種イベントにおきまして、

婦人防火クラブがアンケートをとったりというなかで、設置方法の指導ですとか、そこら辺も併せ

て行っておりますので。また 22 年度も港まつりにおきまして婦人防火クラブのほうでブースを出し

て、引き続きこの住宅火災警報器の普及につきましてご協力いただけるということでございます。
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また、今、婦人防火クラブのほうでこの警報器の共同購入というのを推し進めております。先ほど

当町で 44％の普及率ということだったのですけれど、昨年かなり共同購入ということでなされまし

て、今では 50％を超える設置率にはなっているのではないかなと思われます。今、住宅用火災警報

器設置したお宅にこのようなシールなのですけれど、これ、住宅用火災警報器の設置済みのシール

なのです。これは違法訪問販売とか、それらの対策にもなりますので、これも白老町少年婦人防火

委員会のほうでつくっておりまして、これを今年度消防団員の立ち入り検査時に設置しているお宅

に配布をいたしまして、そうしますと、かなり実態に近い設置数が把握できると思われますので。

また、それで把握できた数字というのは、今後もお示しできるのかなと考えております。これ、議

員の方々ももう設置されている方いらっしゃるかと思いますので、この後でも結構ですので、配布

したいと思いますので、申し出てください。以上でございます。 

 町営住宅の設置に関しましては、建設課のほうでお願いします。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 借家の分については、契約の内容によっても違ってくると思うのです

けれど。そこについている照明器具だとか、網戸だとか、いろいろな部分と同じような考え方がな

されてきて、大家さんがつけるというところと、借りるほうがつけるところがあると思うのですけ

れど。町営住宅のほうは町で設置するということですから、そういうことの統一性からすれば、貸

す側でやはりそういうのも設置する。ただこれ、家のほうでつけるのが寝室と決まっているもので

すから、借りる人によってはその間取りの部分の中でちょっと違ってくる部分、ここを寝室にした

いとかということもあると思うのです。ですから、そこら辺は大家さんと借りるほうとの話し合い

になるのかと思われます。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 公営住宅と、町有一般住宅のことについてお答えいたします。平成 20

年、21 年と公営住宅に関しては大体整備を終えていまして、残るのは今年度青葉団地の 56 戸が、

今年度実施予定です。一般町営住宅についても、お貸しできるようになるまでには整備を行いたい

と思っております。ちなみに今まで火災報知器、公営住宅だけで 2,400 個設置です。今年青葉の分

を入れて 2,400。 

○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。大体、私のようにつけようと思いながらだんだん伸ばし

ている人間もいると思います。今後、火事になると犠牲者というのが、割と高齢者と子供が多いの

です。そういうことから考えると、婦人防火クラブの方々大変だと思いますが、高齢者大学の日だ

とか、幼稚園、保育所の送り迎え等の父母の方々が集われるような場所にも今後積極的に、一日も

早く 100％の設置で、火事で亡くなる方を無くしていくというような方向性で進めていただければ

というふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 大変高齢者、または小さい方のということでございますので、高齢者

大学、または保育園の防火クラブの発会式とかございますので、そういうような利用させていただ



 49

いて、普及に努めてまいりたいと考えます。 

○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） ３番西田祐子でございます。消防のほうで何点かお聞きしたいと思います。 

 まず、白老町役場初め公共施設で防火責任者の方が指定されていると思います。この防火責任者

の方々は、防火管理者としての資格をもっていらっしゃるのかどうかということなのです。白老町

役場もそうなのですけれど、いきいき４・６、コミセン、体育館、病院、経済センター、給食セン

ター、学校、プール、公民館、生活館、福祉館。町が直接管理しているところと、それから管理者

に委託している場合とございます。そういう委託先も含めて、実際に防火管理者がきちっといらっ

しゃるのかどうかということなのです。例えばこの庁舎なんか建物随分古くなってきておりますし、

こういうような公共施設というのは、多くの方が利用する施設であり、やはりきちっとその辺され

ているのかどうかということを１つ伺います。 

 ２つ目に、消防の事務組合どうなっているのでしょうか。今年度も随分多額の補助金とか出てい

ますけれど、今、現在どういう状態になっているのかということをお伺いします。 

 ３点目に、海難事故防止対策として白老と虎杖浜の２カ所に海難救助隊があると思うのです。町

のほうから備品類も含めて補助を出していると思いますけれど、今年度そちらのほうの補助とかさ

れているのかどうなのか。これをなぜ聞くかというと、海難救助のこのところというのは、一切消

防の管理になるのか、そこに海難救助員としてタッチした人たちというのは、消防団員と同じよう

な資格を持っているというか、身分の保証をされているのかどうなのか。確か、昔の議事録を読み

ましたら、要望していたような気がしたものですから、いま現在どうなっているのか。 

○委員長（及川 保君） 今の水難救助の件については、農林水産費なのです。 

○３番（西田祐子君） そうでなくて、身分が過去において是非消防団員と同じような身分保障を

してほしいと聞いているのですけれど。今、現在はなっていますかということを消防のほうに聞き

たいのです。 

○委員長（及川 保君） また別個に。総括でやりますから。今のやつはまた後で、全体のところ

でやっていただきます。ただ前段のところがありますから、答弁願います。 

 越前消防管理課長。 

○消防管理課長（越前 寿君） まず１点目についてお答えいたします。施設の防火管理体制でご

ざいますけれど、町有施設、指定管理施設も含めまして、防火管理者が必要な施設というのは、全

町で 47 施設ございます。この 47 施設のうち１施設のみ人事異動で、学校関係ですけれど、資格を

持っていない教頭先生が赴任してこられたという施設が１施設ありますけれど、これにつきまして

は、現在資格取得の準備中でありまして、また、ここの施設は校長先生が防火管理者の資格を持っ

ておりまして、通常学校といいますと防火管理体制しっかりしてございますので、当然消防訓練等

もこの校長先生の指導のもとに行われております。それ以外の町有施設、指定管理施設すべてにつ

きましては、防火管理者は選任済みでございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 消防の広域化につきまして、概要をご説明いたします。平成 19 年に
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道のほうで示しまして、今の消防本部を組合方式にして縮小するといいますか、広域化にするとい

うことでございます。ここの白老町につきましては、苫小牧市と東胆振の町を含めた中で広域体制

をつくりなさいというようなのが示されました。その後数回にわたり、昨年も４回ほどいろいろ、

消防関係だけれはなくて、市役所、または町役場の企画部門の部、課長さんたちと集まって、いろ

いろ協議をしております。ただ、なかなか進展がないというふうな実情であります。その理由とい

たしましては、当町と苫小牧の消防を見たときに、職員数、また給与を初め、消防の資機材、大型

はしご車ですとか、科学車ですとか。また、組織的な状況、例えば白老の消防の場合でしたら、職

員は火事でも救急でも救助でもすべて行きますけど、苫小牧の場合は、火事専門、救急専門と、そ

ういうふうなことになっています。いろいろそういうふうな組織ですとか、規模ですとか、財政力

とか、そういうふうな全く組織が違うところで、一緒の組織にするというような部分で、なかなか

前に進んでいっていないというのが現状であります。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） そうしましたら、最初の１問目の質問のほうで、47 カ所の中で防火管理者

が全員いらっしゃると。資格を持っている方がいらっしゃると。指定管理されているところも全部

いらっしゃると、そういうふうに理解してよろしいですね。わかりました。 

 ２点目の広域での事務組合なのですけれど、いまだになかなかできていないと。つまりこれは、

しなければしなくてもいいという問題なのでしょうか。それとも、どうなのでしょう。その辺の答

弁できる範囲で結構ですから、お願いします。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） この広域化につきましては、あくまでも市町村の考え方に任せるとい

うことです。国、道のほうでは、推進はしておりますけれど、いろいろな事情がありますので、そ

れは絶対しなければならないということではありません。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。再開を 15 時 30 分といたします 

休  憩  午後 １５時１４分 

                                             

再  開  午後 １５時２９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ござい

ます。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。消防行政で何点かお尋ねをしたい。 

 １つは、本署が萩野に移ったわけですけれど、西部出張所との関係は今後どうなっていくのか。

ちょうど真ん中ぐらいだと思うのです。社台と虎杖浜だと。もちろん私が言っているのは、何も統

合しなさいとかそんなことを言っているのではなくて、今後どういうような運営をされるのか。も

ちろん今、答弁ありましたように、消防広域化がなかなか進まないと。私は広域化すべきでないと

いう考えですけけれど。そういうことでいえば、西部出張所との関係をどういうふうに考えている

か。 
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 ２つ目に、今回高規格救急自動車更新というのがあるのですけれど、何回も読んでみたのですけ

れど、町長の町政執行方針の中にこれは書いてないのです。消防はまま子扱いにされているのかな

と思ったのですけれど。かなり、約 3,000 万円ぐらいなのですけれど、今までとの救急車との違い。

グレードアップしたところがどういうところがあるのかということと。問題になっていましたタク

シーがわりの利用といいましょうか、そういう、いくら高規格で立派なものであっても、この人は

そういう人だなんてわかるわけがないのだけれど、わかれば一番いい。そうはいかないと思うので

す。そういうものが今の段階でふえているのか、減っているのか。ふえる傾向にあるのか、減る傾

向にあるのか。要するに、町民教育をきちっとして、そういう、ある意味規制ではなくて、常識の

範囲で使っていただけるような、そういうことが私は必要だと思うのですけれど。規制をするとい

う意味ではなく、その傾向がどういうふうになっているのか、その点についてお尋ねをしたいと思

います。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 初めに、西部出張所の関係でございますが、委員がおっしゃるとおり

本署が向こうに行きまして、ほとんど白老町の中間地点に移ったわけでございますけれど、西部出

張所には今、人員３名配置しております。常時３名配置というのは、これ、救急車の乗車人員でご

ざいます。そのほかに消防車の人員というのはおりませんで、３名のみでございます。ですから、

３名で火災のときは火災に出ますし、救急のときは救急に出ますということでございます。白老町

で大体年間 800 から 900 件ぐらいの救急件数がございますので、やはり救急車２台は必要でござい

ます。その２台の救急車をこちらのほうに集めておくのか、それとも向こうに置くのかという考え

でいけば、やはり分散型に置いておいたほうが向こうの住民でも行けるというメリットがあります

ので、今の現時点では存続をしたいという考えを持っております。 

 それと今、ご指摘がありました、執行方針の中で救急車のことが記載されていなかったというこ

とでございますが、この救急車につきましては新規でございませんで、今、あるものと同じものが

古くなりましての更新ということだったものですから、値段的には高かったのですけれど、特にお

示しをしなかったということで、申し訳ございませんでした。 

 タクシーがわり、またはコンビに受診だと思います。特に夜間とかの部分では、他のまちでも、

救急車もそうなのですけれど、お医者さんが大変だということで、いろいろな媒体を通じて、「タク

シーがわりやめましょう、コンビに受診やめましょう」というふうなこともありまして、減少傾向

にございます。 

○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。１点目の件なのですけれど。中身はわかりました。虎杖

浜近辺にいらっしゃる方は、もちろん答弁されたとおりだと思うのです。ただ、消防職員の人たち

が今、定数満たしていない中で、分散することによって負担がかかるということは、救急だけだっ

たら、３人だったら負担がかかるということはないのか。例えば１本化することによって、人の余

裕が出るということにはならないのですか。ならないのであれば、今、言ったように、地域の住民

の方々もそのほうが安心できるということであれば、西部出張所を存続すべきだと私思うのですけ
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れど。問題は、人数が分散することによって、職員の皆さん方の労働条件が悪くなると、こういう

ことにはならないのですか。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 例えば、火災でも救急でもそうでございますが、最初に到着する消防

隊というのは３人ですから、初めの部分では大勢でドンと行くよりも若干無理はかかります。ただ、

現場に早く着けるというメリットがあります。そういうことでございまして、あとは安全管理を十

分にやって、その最小限の人数でできる以上のことは、当然それは無理をしてはいけないというふ

うな安全管理を指導しております。ですから、当然大人数で現場に隊員が行くというのが一番いい

のですけれど、その前に１台でも近くにいて、水を積んだ車でまずは消せるという、そういうメリ

ットがある。 

 分散しているという部分に関しては、到着時間が早く行って現場活動ができるというメリット。

１カ所に置いて行くという部分では、大人数を投入できますけれど、現場到着時間がかなり遅れる

というデメリット。そういうふうなことです。 

 労働管理につきましては、大丈夫と。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 要するに、働いている人たちに分散するよりも統合したほうが労働負荷

が少なくなるのであれば、それはそれとして考えなければいけない。もちろん住民の安全が 

第１なのだけれど。やはりそういうことも考えなければいけないということが一つ。 

 それから、例えば３人しか西部出張所にはいないわけです。３人火事だと言って出てしまったら、

すぐそのあと誰か来なさいと。電話の人もいなくなりますよね。そういうときはちゃんと補充する

ということになるのですよね。 

○委員長（及川 保君） 前田消防長。 

○消防長（前田登志和君） 火災の場合におきまして本署でもそうですし、西部出張所でもそうで

すけれど、非番者のものを召集するようにします。 

○１０番（大渕紀夫君） 労働負荷がかかるということはないわけですね。 

○消防長（前田登志和君） 負荷は、５人よりも３人のほうがかかると思いますが。 

○委員長（及川 保君） 大丈夫だということでご理解願いたいと思います。 

 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。極めて単純な質問をいたします。去年なのですけれ

ど、うちの近くで自分の敷地内で野火を出して、結構焼いたのです。焼いて、消防が３台も来て消

すのですけれど、過去においてもその方同じことをやって始末書を書かされてということで、それ

に対する罰則というものはないのですか。 

○委員長（及川 保君） 越前消防管理課長。 

○消防管理課長（越前 寿君） 消防法上の罰則というのはございません。 

○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。ここで暴露するわけではないのですけれど、曇った
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日とか、夕方６時過ぎとか、煙が見えなくなります。そういう中で物を燃やしたりなんかしている

ところが結構あるのです。結構棄権だなということで、私、過去何年か前において消防に連絡した

ことがあるのですけれど、道路が真っ黒い煙走って、ゴムの臭いがする、そういうような状況が結

構あるのです。そういう啓発運動というのはどのようになさっているのか、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） 今の件についてお答えいたします。野焼きだと思います。それに

つきましては、廃掃法の中で罰則規定がございます。生活環境課としては、そういった通報があっ

たときにそちらのほうに行って、注意をしているという状況です。罰則適用までは、今は行ってい

ません。 

○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。始末書を欠かされるというのが一つの罰則だと思う

のですけれど、やはり白老町の環境を守ることを含めて、町独自の何かそういうものというのは必

要ではないのかなと思うのです。ちょうどうちは郊外にあるからいいのです。家と家が離れていま

すから。だけれど、これが住宅密集地で何かあった場合に、町民の不安をかきたてるようなものが

ありますから、何かつくる必要性があると思うのですけれど、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほど竹田課長からも答弁しましたように、廃棄物対策の法律で、

罰則規定ございます。基本的にはすぐそれを持って警察のほうに役場のほうから通報すると、そう

いうような形にはならないと思います。まずは指導をし、それが悪質な、何回も常習ということに

なりますと、それはそれで警察のほうにご連絡させていただくということで対処したいと思います。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。２点ほど。 

 261 ページの高速自動車道消防連絡協議会。もう１つ、その下の北海道消防防災ヘリコプター運

行連絡協議会。この２つがあるのですが、この事業内容。例えば３カ年ぐらいの間でどのようなこ

とがあったとか、若干の例を挙げて教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 越前消防管理課長。 

○消防管理課長（越前 寿君） お答えいたします。まず１点目の高速自動車道消防連絡協議会で

ございますけれど、これ、道央自動車道の沿線の消防本部が加盟しております。高速道路上での火

災であるとか、救急救助であるとか、その活動においてマニュアルを作成しまして、その中で合同

訓練を行ったりだとか、そういうことを行っております。 

 それから次に、北海道消防防災ヘリコプター運行連絡協議会でございますけれど、これ、札幌の

丘珠に配置しております消防防災ヘリコプター、これの運行につきまして、全市町村で負担金を出

し合って、その管理をしているということでございます。これにつきましては、過去に、平成８年

にこの制度を導入いたしまして、当町では７回要請しております。一番直近では、平成 20 年８月に

社台のインクラの滝で骨落事故がございましたけれど、このときに防災ヘリを要請しております。
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以上でございます。 

○委員長（及川 保君） いいですか。ほか、ございませんか。 

 それでは次に進みます。10 款教育費に入ります。272 ページ、１項教育総務費、１目教育委員会

会費から 287 ページ、２項小学校費、２目教育振興費まで。どうぞ。 

 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。今回の代表質問でも教育長のほうから今回の

国民読書年についてのお話の概略伺いましたし、今後の考え方についてもお伺いをしました。私は

町長が町長になられて６年半ぐらいの中で取り組まれてきた教育行政については、すごく評価をし

ている１人でございます。読み聞かせの活動、ボランティアの育成、そして各学校での読書活動の

実施、また、萩野小学校においては図書館整備等々、本当にこの６年ぐらいの中で本を取り巻く環

境整備というのはできたと私は評価しています。ただその中において、平成 19 年度から実施されて

おります文部科学省の新政策であります新学校図書館整備５カ年計画、この予算措置において、こ

れは地方交付税でありますから、予算の使い道は各自治体でという形の中での考え方はよく存じて

おります。そういう考え方の中において、何点か具体的にお話をお伺いしたいと思います。 

 教育長は先日、こういった本を取り巻く環境整備、今、私も前段で言いましたけれど、本を取り

巻く環境で、各ボランティア団体が育ってきましたと。その中で、そういった各団体を取り巻く環

境、その協議の場、文庫連絡協議会の活動がどうなっているかということを確認したいという話も

されていましたので。私の聞くところによると、それは、「今、休止状態です」という話もありまし

た。私はこういった今、さまざまな政策が展開されてきて、白老町の中で本を取り巻く環境が充実

している中で、そうした現場の声を反映させる場がなければ、やはりいくら大変な予算の中でいろ

いろな政策を展開したとしても、本当に身のあるものにはなっていかないのではないかと、私はそ

う考えます。ですから、そういった面におきましても、これからの文庫連絡協議会のあり方につい

ては、本当に私は、いろいろな事情があってできていないのかもしれません。そういった部分につ

いては、教育長しっかり何らかの手だてを打って、現場の声が反映できるようなそういった協議会

ですので、しっかりその辺の確認をしていただいて、そして、これからの進め方についての考え方

をお伺いしたい。それがまず１点です。 

 それから、前にもちょっと質問したことがあったような気がします。今までの文科省の新学校図

書館整備５カ年計画というのは、今、始まったものではなくて、平成５年から各５年計画の中で進

められてきたものでございます。今回の新学校図書館の整備５カ年計画というのは、平成 19 年度か

らの毎年 200 億円、５年間で 1,000 億円という措置をしているわけですけれど、今までそうしたい

ろいろな政策を打ってきて、その中で図書の標準という１つの目標ですね、学校図書館の図書標準

というものを、１つの目標設定をして進めてこられた、そういった経緯があるというのは、私も知

っておりますし、多分認識をされていらっしゃるし、そう思っております。この学校図書の標準、

この標準の達成度ですね、これは１つのデータの中には、小学校が 40.1％。これは平成 18 年３月

末現在の数字でございます。小学校が 40.1％、中学校が 34.9％にとどまっていると。これを受けて

新５カ年計画が今、また新たに増加冊分、新しく加える冊数分に加えて、白老町の図書館も、これ、
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社会協議にもまたがる話にもなってしまうのですけれど、図書を取り巻く環境ということでお許し

いただきたいのですけれど。委員長いいでしょうか。図書館の話にも含んでくるのです。これはま

た新たに聞いたほうがいいですか。 

○委員長（及川 保君） そうですね。あとでまた。 

○１４番（氏家裕治君） ちょっと面倒くさいですね。図書を取り巻く環境整備というのが、小学

校、中学校、図書館、そういったものを含めて、今後この議事進行の進め方についても。私も今、

ちょっと考えたのです。これ社会教育に入ってしまうと思って。でも、関連した考え方を聞けない

というのは寂しいと思いますので。 

○委員長（及川 保君） わかりました。やりましょう。全般にわたってよろしいです。 

○１４番（氏家裕治君） 難しい話ではございません。図書を取り巻く環境という形の中での考え

方でございます。そういった形で考えると、中学校の現在の状況がそうでございます。そして学校

の廃棄図書を更新するための更新冊数分の図書費を、今回のこの新５カ年計画に盛り込んでいると

いう話なのです。こういったものが今、教育委員会の中での今回の予算措置の中でどう反映されて

いくのかということが、私はその辺の考え方をお伺いしておきたいと思います。 

 それからもう１点。そうした本の取り組みを今までやってきた中で一番大事なことは、人の配置

だったと思うのです。そこで司書教諭、それから学校司書、ボランティア、そういった、ボランテ

ィアというのは結局はいろいろな読み聞かせの団体だとか、いろいろな団体です。そういった形の

中の整備で、白老町は本当にそういった部分では刷新的に進んでこられていると思います。そうい

った面においては、図書館についてもそういった司書を置くことでの整備がなされてきたと。環境

も整ってきていると思います。そこで１点です。教育長に、今後の図書を取り巻く、町の図書館の

運営について１点だけお伺いしておきたいのです。 

 今、全国的には、この運営管理について、指定管理者制度に移ろうとする考え方が出てきており

ます。私の考え方は、この指定管理は、確かにまちでやらなければいけないものと、まちでなくて

もいいものとの、そういった縦わけの中でされていくものだと思いますけれど。この図書館の運営

については、私はこういった文科省のいろいろな政策、そして学校、地域、ボランティアという考

え方からいくと、町がしっかり教育委員会と、また学校と地域、ボランティアと連携を取りながら、

勧めていかなければいけないものだと私は考えます。こういった指定管理についての考え方がある

のか、ないのか。それとも、今後もこういう形の中で白老町の図書館というのはやっていくのかど

うか。そこも１点お伺いしておきたいと思います。 

 先ほど図書標準の話をしましたけれど、北海道の標準が小学校で 40.1％、中学校が 34.9％とお話

しましたけれど、実は北海道は 16％にとどまっているというのです。その中で今、白老町の小中学

校の図書の標準というのがどうなっているのかということについても、数値がわかれば教えていた

だきたいと。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ３点ほどだと思いますけれど。２点目の図書の標準冊数、国の基準と

いうことで、いわゆる図書整備率がどうなっているかというご質問かと思います。21 年４月１日現
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在ですけれど、前年度比で小学校で 80.4％の図書整備率になってございます。前年比で 1.3 ポイン

トの増と。それと、中学校については、61.1％ということで、前年度比で 0.6 ポイント増という形

で、今は図書の整備率が図られていると。この数年見ますと、徐々に図書の整備率については上が

っているというふうにお答えさせていただきます。 

 図書館のほうですけれど、図書館の蔵書数については、一言で言いますと、ここ数年横ばいとい

うような状況で、図書の整備率は上向きにはなっていないというようなことでございます。 

 １点目の各団体の関係でございます。今、休止状態でというようなお話でございますけれど、現

場の声をしっかり聞くということにつきましては、さきの一般質問の中でも教育長の方からもお答

えしておりますけれど、我々としてもそういう各団体の声を聞きながら、いろいろな図書に関する

事業、ボランティアも含めて、いろいろ協議、検討してまいりたいというふうにお答えさせていた

だきます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 何点かご質問があった中で、重複する部分ありますけれど。今、言われ

た、課長のほうで答弁しましたけれど、代表質問でもありましたけれど、関係団体といいますか、

そこら辺については、ご存知だというふうに押さえていますけれど。先日もお話したとおり、関係

団体として押さえているのは、７団体ございまして、先ほど言われた文庫連絡協議会が活動中止中

ということで、自分たちも状況押さえています。ただ、この前もお話したとおり、代表者といいま

すか、活動している方が他団体の代表者でもあったり、それからいわゆるボランティア活動、読み

聞かせ活動、図書館を取り巻きまして活動している方々がほとんど代表になっていますので、場面

設定が例えばなくても、いろいろな情報の交換は、図書館を中心にしているというふうに押さえて

いますけれど。より以上にこれから団体とも協議する場面を積極的につくって、図書の取り巻く環

境をどう持っていくかというようなことでは、これからも話していきたいというふうに思います。 

 ３点目のいわゆる指定管理者制度のお話ですけれど。いわゆる自治法の改正で、委託が変わりま

して、その制度と併せて指定管理者制度になったと。指定管理者にすることによって、効果といい

ますか、それをやはり検証しなければだめだと。当然委託と違いまして、直営でやっているのとま

た委託と違って、直接行政がやるのではなくて、指定管理者がその運営を行っていくと。自主的に

運営を行っていくということでいえば、公共施設もいろいろな形で指定管理者制度を導入してやっ

ていると。しからば、図書館がどうなのかということは、検証していかなければだめだと思ってい

ます。今の時点で公共施設を指定管理者制度にできる公共施設があるかどうかというのは、常日頃

も各施設を押さえていますので、これは頭の中に入っています。その中に図書館がどうなのかとい

うのも、できるかどうかということは入っています。ただ、今、ご存知のとおり、道立図書館がそ

ういう動きをしています。先週に指定管理者制度を導入している検証といいますか、そういうよう

な冊子が来ました。私も議会があったものですから、まだ中身を読んでいないのですけれど。道内

にどの程度やっているか、それから、その指定管理者制度にすることによって効果があるのか。メ

リットもデメリットも両方だと思いますけれど、そういうことを押さえて書いた冊子が来ています

ので、それは私のほうも押さえようかなというふうに思っています。当然指定管理者制度を導入す
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るということは、運営を柔軟にするということと、やはり財政的なメリット、これがあります。う

ちのほう、実質的には職員数も減少する中で運営しているということでいえば、そんなに財政的な

メリットがどうのこうのというのは発生しないかと。ただ、運営上町の直営でやるのと、指定管理

者でやるのと、若干違ってくるだろうと。極力図書館も時差出勤をして、開館時間の延長をしたり、

それから、土日も祝日も開けたり、そういう勤務ローテーションを変えた中で、利用者の利便性を

考えて運営しているのですけれど。そういうことと比較してどうなのかということも、これから検

証していきたいと。今、この時点で指定管理者制度を導入するとか、しないとかという結論ではな

くて、そういう先ほど言ったことも含めて、町立の図書館についても検証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） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） まず指定管理者のこれからの運営についてのお話については、都市部で

のそういった今まで取り組んできている実態、そういったものの報告も出てきていると思いますし、

先日の新聞等々にも出ていた部分があったものですから。私は都市部と地方は違うと思うのです。

本当に目に見える、町民と目の見える、形、姿が見える場所での接し方になるものですから、そう

いった面では、本当に文科省の今後の考え方、それから学校教育、まちが目指すそういった少子化、

心の教育の問題、そういったものに対してもしっかり取り組んでいける体制づくりが必要だと思い

ますので、その辺はこれからの考え方だということで、しっかりその辺を重視して考えていただけ

ればと思います。 

 もう１点ですね。図書標準というのが、今、課長のほうから話ありましたけれど。この図書標準

というのは私よくわからないで聞いていたのですけれど。この図書標準というのは、図書館の整備

率のことを言っているのでしょうか。実際国で言われている、文科省で言われている図書標準を達

成するために今まで取り組んできたのだという、この図書標準というのは、整備率の話なのですか。

もしそれがそうだとすれば、北海道全体の 16％という整備率に比べて白老町というのは、私は整備

率だとは思っていなかったのですけれど、そういう図書標準という数値目標に対して、北海道の

16％に対しては、すごい数値の部分で取り組まれているのだと思うのですけれど。実際これについ

ての認識というか、見解をもう１回お伺いしたい。そうであれば、私たちこれ以上本の増冊云々に

ついての話は申しません。 

それから、もう１点です、教育長。各ボランティア、現場の声をしっかり聞くという話も今、聞

きましたけれど、例えば各読み聞かせ等々でいろいろな今、政策、取り組みをされていると。その

各団体の中では、そこそこでその学校にあった、年代にあった絵本だとか、そういったものを独自

で購入したり、そして、その子供たちに合った本を選んだりして、そして、取り寄せてはそれを紹

介していたり、そういった実態もあるのです。そういったものを見たときに、せっかくの国民読書

年という中で、そういった協議会がなかったというのは、すごく残念だと思うのです。その中でも

しそういった話がぽんぽんと幾らかでも出ていたら、もしかしたら教育委員会の中でもそういった

予算措置がされていたり、蔵書、大きな予算額でなくても、そういった子供たちに向けての蔵書な

どがそういった中で取り組まれたりなんかしたのかなと思ったりもするものですから、その辺につ
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いての考え方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） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 図書標準のお話ですけれど、要するに国の方から基準が示されており

まして、これに対する交付税措置ということも、委員ご存知のとおりだと思います。学級数だとか、

学校の規模によって、各学校ごとに国が示す図書の標準冊数というのは違ってきておりますけれど、

その国の示された基準イコール蔵書数であれば当然 100％ですということになりますが、まだそこ

まではいっておりませんけれど、先ほど申し上げたような数値で、学校図書館の図書の整備率とい

うのは先ほど言ったとおりでございますので、あくまでも国のほうで示されているもので図書標準

冊数というのはきておりますので、そういうことからすると、うちの整備率は、先ほど言ったとお

りでございます。 

 図書の標準という言葉と、今、言っている整備率というのは、イコールということでお答えして

います。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 後段２点目の協議会のお話ありましたけれど、前回もお話したとおり、

協議会という表現されましたけれど、文庫連絡協議会というか。お話のとおり読書の任意団体の１

つと押さえていますので、団体の皆さんが集まって協議会全体をつくっているということではない

というふうなことで、個々の７つの団体を含めて、そういうようなお話をする場面はこれからもつ

くっていくということ。それから、そういうことがなかった、休止状態だったから予算だとか、図

書館運営だとかというお話が進まないのかというようなご質問だと思いますけれど、そうではなく

て、図書館は図書館で運営委員会を持っていますので、そういう中で図書館の運営について、図書

事業について、それはそういうご意見をいただいた中で活動を、方針を決めているといいますか、

そういうふうにやっていますので、それとは別な団体といいますか、組織が違うというふうに押さ

えていただければいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 最後になりますけれど。確かに今、文庫連絡協議会の話でちょっとお話

させていただきましたけれど。そういった団体さんが７団体あるというのは私も知っています。そ

ういった方々の意見をしっかり聞いた中で、聞いた中での予算措置をされていると思うのだけれど、

今回の、例えば人間なのです。安全習慣だとか、安全月間だとか、そういうものがあれば気がつく

部分もあるのです。今回特に国民読書年という１つの年を迎えることによって、それを大々的に何

かで打ち出したときに、例えば私もそうなのです。しばらく本を読んでいないと思ったら、ことし

１冊でも読んでみようかなとか、そういう気持ちにさせることが大事なことだろうと思うし、それ

がまた家庭に帰ってからの家庭の中でのそういったコミュニケーションの１つの一端であればいい

し、そしてその一端の中に家族の会話が１つでもふえれば、私はすごくいい１年になるのではない

かと思います。そういったものを含めて、せっかくここまで財政が大変だといいながら、ここまで

ボランティアの育成だとか、図書の整備だとか、そういったものをやってきたわけですから、それ

をさらなる１歩を私は踏み出していただければよろしいかと思うのです。今後も多分この文科省の
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国民読書年に向けての衆議院での決議案なんかを見ても、わが国においては、近年、年齢や性別、

職業等を超えて活字離れだとか、読書離れが進んでいると。読解力だとか、言語力の衰退がすごく

精神文明の変質と社会の劣化を誘引する大きな要因になりつつあることは否定できないと衆議院の

決議案の中にあるのです。こういったものを国が認識していて、そしてなおかつこういった年です

と打ち出しされたときに、地域がそれにしっかりと足並みをそろえていけるような形をとっていく

ことが大事なことだなと。大きな予算をつけるという話ではないのです。ただ、今までやってきた

取り組みを、さらなる１歩を踏み出す何かいい１年にしていただければなという思いから、今回こ

ういった形の中で質問させていただきました。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今、氏家委員のご質問、ご質問の趣旨、それについては、十分ここにお

いて事業執行したいというふうに思っていますし、さきの代表質問でも同様の、当然趣旨だと思い

ます。決してたまたま、大体毎年読書に限らず、ことしは何の年、何の年とありますけれど、そう

いうことを執行方針等々で触れませんでしたけれど、図書館としては協議会がある、なしにかかわ

らず、当然図書館の業務として、国民読書年ということは押さえていまして、大きな経費をかけて

事業執行云々ということではなくて、当初予算なかなか組めませんでしたけれど、いわゆる今まで

既存の事業も含めてすべて国民読書年ということでは、広く周知して、読書をしていただくという

環境はつくっていきたいと。今まで読書コンクールにしても、それから学校で取り組んでいる朝読

書にしても、そういう形ではやろうというようなことで、図書館とも協議しています。ただ、経費

的なことで言えば、事業のどういう形でやるというのは、当初の予算の段階で組め、講師を呼んだ

り、この前お話しましたけれど、今、活動している人たちのための講演とか、そういうことを組め

なかったものですから、後手に回りましたけれど、そういうことを含めて事業は、ことしの中で計

画していきたいというふうに思っております。 

 それから総括的に宣言をしたという意図の中には、やはり書いているとおり、読書離れして読解

力なり、会話力なり、そういうことが子供たちのそういう能力が低下しているといいますか、そう

いうような状況になっているということは、今回の新学習指導要領の中にもそういうことも含めて

言語活動というようなことで、総括的に入っていますので、そういうような中では国語に限らず、

他の教科の中でも言語活動を取り入れるというようなことですから、私どもも学校の授業の中で、

あるいは総合学習の中で、朝読書を含めて、読書活動の啓発は各校長、学校長のほうにお願いして

いますので、そういう中では積極的に取り組んで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。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。教育総務費全般の中で、今回のこのことを伺って

みたいと思いましたので、伺います。今回の北教組の違法献金の問題です。政治と金の問題は、非

常に大きな影を落としている状況でございます。北教組の下部組織の方々も、幹部の説明責任を求

めている、こういう状況でございます。また、私ども白老町町議会議員の同僚議員の日曜版のコラ

ムにも、２週続けて今回の北教組の事件を取り上げられておりまして、特定政党への支援や、ある

いはこの違法献金に対しての、批判の記事が載っておりました。そういう中で教育委員会のほうに
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お尋ねしたいのが、いわゆる勤務中での教職員の組合活動、あるいは政治活動の実態はどうなのか

ということを伺ってみたいと。実は、胆振、日高の小中学校のある学校ですけれど、学校のコピー

やファクスを使った選挙活動、政治活動、こういう実態が実際に出てきております。こういったこ

とも含めて、今回の問題も含めて、北海道教育委員会からの通達、あるいは調査の依頼、こういっ

たものはないのか。いわゆる勤務中での組合活動について、政治活動についてでございます。この

点について伺っ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） ２点ほどだと思いますけれど。勤務時間中の政治活動の実態というこ

とでございますが、本町においては、そのような実態はないというふうに認識しております。また、

今回の件についての調査、依頼というようなことも、大きなものはございませんけれど、これとは

直接関係しませんけれど、いわゆる教職員の校規粛正といいますか、そういったような通知などは

随時来ておりますし、そういった政治活動についてのことも、随時来ております。今回のこの関係

については、特に道教委のほうから通知は来てございません。ただ、北教組と道教委のそういった

交渉事項だとか、そういったような中では、そういった話が通知としては来ておりますけれど、い

わゆる先ほど言いましたとおり、通常どうりの校規の粛正というような通知は随時来ております。

以上です。 

○５番（山本浩平君） 結構です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田でございます。学校の耐震化について、ちょっとお伺いたいと

思います。今年度学校の耐震化ということで、中学校も含まさるとは思うのですけれど、小学校の

ほうでお考え方をちょっとお伺いしたいと思います。国のほうでは全国からの学校の耐震化という

ことで、倍近い申し込みがあったと。それで文科省としては、国の予備費を使ってでも、できるだ

け地域の要望に答えて耐震化を進めたいというふうにこの間報道でもありましたけれど。白老町と

しては、この耐震化事業の申し込みというか、申請というかをしていらっしゃるのか。もししてい

るとしたら、どこの校舎をどのような形で申し込みされているのか、その点をお伺いします。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 国の交付金関係で、既に議決をいただいてやっているのは、虎杖小と

萩中を今、これからやろうとしているところでございますけれど、それ以外については、さきにお

示し、または本町でつくりました学校施設の耐震化計画に基づいて今後進めていきたいということ

で、それ以外のものについては、今のところは手を挙げてございません。今後そういったことで手

を挙げていく予定はございますけれど、実際には今、補正予算で議決していただいた虎杖小と萩中

に集中してやっていくというようなことで考えてございます。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） 補正予算で上がった分だけということは、あれは、予算はついているとい

うふうに理解をしてよろしいのでしょうか。よくわからないのです。もう既に白老町としてはこの

２カ所手を挙げて、それに予算がついているから、今のところは次の追加ということは考えていま
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せんと。また時期が来たら、来年度でもという考え方でよろしいのですか。その辺もうちょっとわ

かりやすく説明していただければと思うのですけれど。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 私、先ほど言ったのは、そういうことで実際に今、手をつけているの

は、議決をいただいた虎杖小と萩中は手をつけていますと。その後についても当然今、耐震化の二

次診断を実施中でありますので、さきの議会でもお答えしていますけれど、そういった二次診断の

結果を踏まえて、議会にもまたご説明をしなければいけない時期が来ると思っております。その中

で、その結果を踏まえた優先順位を考えまして、手を挙げていかなければいけないというふうに考

えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） わかりました。つまり、今回国のほうで予備費を使ってでも是非全国の学

校の耐震化をできるだけ進めたいという申し込みには、申し込んでいなかったということなのです

よね。前回のときは申し込んだけれど、今回のものには申し込んでいないというふうに理解して。

私、前回の補正予算でやりました。全国から集まってきたので、漏れたものについてもとにかく全

部何とか予備費を使ってでも、国としては申し込みされている分についてはやりたいというふうに、

国のほうでそういうような方針を打ち出したはずなのですけれど。そういうのは、全然把握してい

ませんでしたか。できるだけやりたいという希望の地域に対しては、耐震化をどんどん進めていき

たいというふうに。この間やったのは 21 年度ですよね。新たに今年度申し込みしているものはもう

ないし、今後も申し込みするものもないというふうに理解してよろしいのですかということです。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 先ほども申し上げましたけれど、今後も２次診断の結果を踏まえて、

当然我々としては早期に耐震化を進めていかなければいけないという認識でございますので、残る

ものについても、計画の見直しも、２次審査の結果によっては想定されます。ですから、やらなく

てはいけないものについては、当然今後も手を挙げていく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） よろしいですね。 

白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 私のほうから。説明したのと同じなのですけれど。今、先に２ケ所出し

ていますけれど、今、耐震化の診断をしていますので、その結果を見て、必要な分は今後出してい

くと。手を挙げていくというふうに押さえていますので、先ほど課長が答弁したのと同じなのです

けれど、これでもう終わったということではなくて、診断結果を受けて、これからまだ整備はして

いくという考え方です。 

○委員長（及川 保君） 診断の段階です。 

 ほかございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 全小中学校の太陽光発電、学校管理費ということで、ちょっと質問した

いと思うのですが。この間同僚議員の一般質問の中でもお話が出ておりましたけれど、室蘭市が全
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統廃合をやると学校が減るということで、全校 10 年の計画で、太陽光発電を全校で設置していると。

まだまだ太陽光発電については、計画は実施されているところは少ないです。ただし、きちっとし

た計画を持つということが、私は大事だと思うのです。この間胆振管内のある学校を見せていただ

いたのですが、新しくつくっているところだったのですが、太陽光発電の計画は入っていなかった

と。それで、学校の屋根に設置されていなくて、下のほうの違う場所にわざわざ太陽光発電を設置

するという、ちょっと違った形の設置をしているのです。そういったことから行くと、私、今回の

中で、きちっと計画を持って、早く手を打つことが、予算の獲得につながると思ったのです。白老

町はパソコンの入れかえの時期の、早く手を挙げました。その時に電子黒板も挙げました。あれは、

白老町は通過したのです。ところがその後に手を挙げたところは、手を挙げてもだめだったのです。

そういったことでは、私は室蘭も国の交付が２分の１、臨時交付金で 45％、市の負担が５％ででき

るというのです。私は、計画をきちっと持って、そういう補助制度が、小野寺環境参事にちょっと

聞きましたら、この 45％の補助は終わったのではないかなと言っていましたけれど。そういったこ

とで、私は計画を持つと、補助制度があったときにすぐ手を挙げられると。環境教育にもなるし。

私はそれと同時に、先ほど出ましたけれど、これから耐震化の関係の診断をしています。今、各学

校、白老町の適正配置を除いた学校の、今の設備で太陽光発電を設置するといったときには、でき

る状態にあるのかどうなのか、その点も確認したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 実は、太陽光発電についての議論の詳細は、内部ではされておりませ

ん。ですから、今後そういったことも含めて、今はいろいろな交付金を含めて耐震化を優先させた

いというようなことできておりますので、今後太陽光発電についても検討をしていかなければいけ

ないかなという思いはございますけれど、我々としては今、先ほども言いましたとおり、耐震診断

を実施して、早期に耐震化を図って行きたいということで進めてございますので、今後その中で太

陽光発電についても検討させていただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 確かに今回昨年のニューディール政策、そういう中では、学校関係、文

科関係の事業を種別といいますか、たくさんありました。白老町全体の中で教育予算にどの程度か

けられるかということを含めて、四十何％が実は教育費にきております。パソコンもそうです。電

子黒板もそうです。テレビもそうです。含めて、非常に、どれを選択しようかというようなことで、

当時の議会のほうにも補正予算を上げたときに、太陽光発電のお話もございましたし、ほかの分野

のお話もありました。理事者を含めて、企画を含めて、いわゆる今回の２次補正の使い方を協議し

た中では、教育の中でもやはり、項目としては太陽光発電もあるということはあったのですけれど、

選択肢の順位として、今、即使うものといいますか、そういうものを選択させていただいたと。今

後はいわゆる長期間かけた中での経費削減というようなことで、頭の中には当然入れた中で協議し

ていかなければだめだというふうには思いますけれど。今、課長の答弁のとおり、まず先立ったも

のがまだまだあるものですから、そういうものから手がけていくというような考え方でいきます。

いずれにしても、今、各地区で太陽光発電のパネルの設置やっていますので、それについては協議
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の俎上に入れていきたいというふうには思っています。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 私は昨年の３月だったかに質問をして、その中では優先度から考えると

違うということで、太陽光パネルのほうは考えていくというお話だったのです。私もそれはそれで

いいと思ったのです。ただ、先ほど言っていますように、耐震化が先なのだと。ですけれど、耐震

化の工事をしていくときに、きちっと太陽光パネルを設置できるような形に同時進行でやっていく

べきだと私は思うのです。またそれはそれ、こっちはこっち。別ということになると、また新たな

工事が必要になるのです。そういったことでは、今後のきちっとした太陽光パネルを設置をしてい

く、今後残った学校については、私はやっていくような形になると思うのです。そういったときに、

室蘭でさえ 10 年計画でもやっていくということですので、白老町もそういう耐震化計画持ちました。

その中で太陽光パネルを設置できるような仕組みにしていく。それから、太陽光パネルもこういっ

た計画で、この年度までには、10 年なら 10 年後までには何ケ所でも設置していきたいという計画

を持たないと、私は何か一つ一つやっていくと、さっき言ったように、学校は建てたけれど、新し

い学校で太陽光パネルは考えていないから、別のところに設置するようになりましたというような、

ちぐはぐなこと。同じ国のお金を使い、税金を使うのであれば、そういったきちっとした計画を持

つべきではないかというふうに思うのですが、その点もう１回伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今、言われたとおり、先ほど答えたとおり、太陽光発電のことを踏まえ

て、頭に当然入れた中で、物事考えていかないとだめかと。こういうこと以外にも、手戻りすると

いうことがないように、いろいろなことを入れた中で、それが採用できるか、できないかは別にし

て。そういうことは、いろいろな条件を入れた中で、計画は立てていきたいというふうに思ってい

ます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。 

 それでは次に進みます。286 ページ、３項中学校費、１目学校管理費から 301 ページ、５項社会

教育費、１目社会教育総務費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

 ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） 本間です。２点ほど質問をしたいと思います。 

 297 ページのみんなの基金事業です。今年度の実績と、今年度使われた金額について伺いたいと

思います。 

それと、301 ページの芸術文化施設管理経費なのですけれど、これは昨年 15 万 6,000 円使われて

いますが、ことしは 19 万 2,000 円。修繕費が７万 6,000 円です。今回修繕のどこの部分を修繕する

のか伺いたいと思います。 

それと、委託料も若干高くなっておりますが、その原因というか、要因は何なのかを伺いたいと

思います。 

それと、現在この文化施設は飛生アートのことだと思いますけれど、現在何名。昨年も同様な質

問をされたと思いますが、現在何名の方が利用されているのか。何名の方がそこに住んでおられる
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のか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） １点目。みんなの基金の実績ということでございますけれど、21 年度

につきましては、10 件の実績でございます。内容ですけれど、家庭及び青少年事業として１件、ま

ちづくりイベント事業として８件、それと人材育成事業として１件という 10 件でございまして、実

績としましては、補助金額としては 146 万 6,280 円というような実績でございます。 

 それと 301 ページ、芸術文化施設管理経費の関係の飛生アートコミュニティーの関係でございま

すけれど。まず委託料の関係で申し上げますと、消防用設備と、非常用放送設備の保守点検等で４

万 2,000 円ほど前年当初費で増となっております。それと、需要費の修繕費ですけれど、前年比で

6,000 円ほどの減になっております。これにつきましては、21 年度で飛生アートコミュニティーの

建具の修理、それと屋根の改修、トイレの改修等を補正予算で議決をいただきまして、実施してご

ざいますので、そんなことでの前年度比では修繕費 6,000 円の減というようなことでございます。 

 それと、今、現在何名ほどということなのですけれど、記憶で申し訳ございませんけれど、確か

３名が常駐されているというふうに認識しております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） 本間です。町の文化施設として、私は金額についてどうのこうのありませ

んが、やはり芸術文化の活動をするときに、ここの芸術文化施設といわれる飛生アートコミュニテ

ィーですか、そこを特化して、こういう施設を利用して文化活動をするというのは、とてもいいこ

とかもしれないですけれど、町の中にもたくさんの芸術家といわれる方がいると思います。また陶

芸家、それらの方がいると思います。それは町の中に入って、日々活動しているのですけれど、そ

の方のそういう、今回見たら、解体に伴って町長も言っていましたけれど、そういうアイヌ工芸と

か、そういうものを芸術の粋までにやってあげたいとか、いろいろやってあげたいと、そういうお

話もありましたので、是非そういうような形で、いろいろ芸術文化の観点から、そういう人たちを、

どういうような方がいるのか、そういうようなことを調べていただいて、やはりそういう人たちを

１人１人拾い上げていただいて、その人たちは芸術文化というか、どこまでそういうふうになるか

というのは未知数ですよね。そういうところで少しずつ、まちとしてそういうところに持っていけ

るような体制をしていっていただければと思います。 

みんなの基金もそうなのですけれど、今回 10 件ということで、146 万 2,000 円使われたというこ

となのですけれど、私の代表質問の中にもちょっとお話して、課長のほうからも答弁がありました

けれど、みんなの基金に対して、使われにくくなっているのかなと。これ、１点目、ちょっとお聞

きしたいのですけれど。例えば申請して、そういう不採用になった団体はあったのかどうか。とい

うのは、いろいろな団体がありますけれど、これ、いろいろな人材育成とか、例えば半額補助とか、

３分の２補助とかあります。それを使うとすると、本当に使いたい団体が、本当に使っていただけ

るのかどうか。例えばＰＴＡとかも、いろいろ私も子供たちに芸術鑑賞させてあげたいと代表質問

で言いましたけれど、今、少子化でなかなかＰＴＡ会費も集まらない中、子供たちにそういう芸術

鑑賞をさせてあげたいとなると、今のようにみんなの基金を使えるようになればと思うのですけれ
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ど。それで、例えば学校関係とか、そういうところに、もうちょっとみんなの基金を使えるような

方法というか、そういうのはないのかと思いまして、その辺今後どう考えるか伺いたいと思います

けれど。それでまず。 

○委員長（及川 保君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 今、ご質問２点ほどあったのかなと思いますけれど。文化施設というこ

とで、特化して特にアートコミュニティーということでご質問ありましたけれど、別に特化してい

る状況ではなくて、特化と言っていいのかあれですけれど、あそこ、芸術の方が飛生小学校の閉校

の跡を彫刻も含めて、目標含めて活動の拠点としたいというようなことで、契約を結んだ中で、今、

使っていただいている。そういう活動の一環として、あそこの学校施設を使って展示会も、それか

ら、他分野の音楽も含めて発表を行っているというようなことで、あそこを有効活用していただい

ていると。ただ、このことにつきましては、今後どういうようにあそこを活用していくかというの

は、いろいろ論議があるでしょうし、今までのご質問を受けている中では、今後の活用の仕方もち

ょっと見当していかなければだめかなというふうに思っています。 

 次のいわゆる町内にいろいろ活動している芸術活動をしている人たちということで言えば、当然

町内にはそういう目的で蔵も整備していますし、あそこは大きいほうの蔵、小さいほうの蔵ござい

まして、そこで個展を開いてもらうとか、そういうような料金設定をした中で、そういう活用を、

当初からそういう計画をしていますので、そういうことで言えば、施設もああいうところを使って

欲しいですし、活動をしてほしいなというふうに思います。 

 それから、そういう芸術文化活動をしている方々につきましては、そういう人たちの人材バンク

といいますか、そういう形で教育委員会も押さえていますので、そういう活動をお願いしたり、そ

ういうことで言えば、ここで言うのもおかしいですけれど、本間委員さんのほうにも高齢者大学の

陶芸の講師をやっていただいたりとか、そういうことで活動の機会をふやしていきたいというふう

に思っています。 

 それからみんなの基金なのですけれど、これ、前にも一般質問を受けた案件ですけれど。今、ご

質問の中で非常に使いづらいというようなご質問がありましたけれど、決して使いづらいというふ

うな認識は持っておりません。いわゆる要綱の中に国際交流、人材育成、イベント、文化活動、そ

れと、家庭教育力の向上ということで、５万円ほどの上限をした中で要綱を定めておりまして、そ

ういう中では申請を受けて、広く町民が使いやすいようにということで周知もしていますし、今ま

での実績からいうと、広く使われているというふうに思っています。そういう中でご質問があった

学校のＰＴＡでも、今までも使われた実績もありますし、過去の話ではなくて、最近でもあります

ので、大いにそれは使っていただければなと思います。 

 不採用のこともあるのかというのは、今までも不採用な部分はないわけではないです。というの

は、実体がないだとか、それから、同じ団体が毎年上げるだとか、そういうのは、内規の中で取り

決めまして、それではいわゆる年１回やる大会に毎度毎度、毎年申請して、それで受けれるのかと

いうことになりませんので、それは内規の中でおおむね３年というようなことで決めていますので、

そういう中では活用していただいているというふうに思っています。 
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○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） １点。本間委員のほうから子供たちの芸術鑑賞で、学校関係で使いづ

らいというようなお話がありましたけれど、21 年度の事業の中で、社台小学校のＰＴＡのほうから

そういった芸術鑑賞の事業が出ておりますし、それも採択になっておりますので、それはつけ加え

させていただきます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） 本間です。最後の質問になりますけれど、飛生アートで３名住まわれてい

る方がいるとお聞きしましたが、この方は例えば施設の使用料とか、住んでいる住宅の家賃という

か、そういうのはいただいているのかどうかというのと。 

本当に今、課長も言われましたけれど、ＰＴＡは少子化で、本当に裕福な学校、ＰＴＡの経費は

だんだんと下がっております。その中でそういう文化的な、芸術的なそういう鑑賞を見せてあげた

いと思っても、予算的にやはりなかなか、その予算内でできるものならいいのですけれど、もっと

いい、そういう芸術鑑賞というか、させてあげたいとなると、例えば札響の全員は呼ばなくても、

カルテットとか、そういう４名、５名の人たちを呼んで、学校でコンサート活動とか、演劇とかや

らせてあげたいとなると、やはりみんなの基金の中ではなかなか賄いきれないのかなと。それに、

かなりＰＴＡのほうから持ち出しになると思うので、その点教育委員会でも、できれば考えていた

だいて、学校関係といったらあれですけれど、本当に小中の学校関係に関しても、もうちょっとみ

んなの基金に対して考えていただくか、またほかの何か予算組みをしていただけるか、そういうよ

うなところを今後考え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） 家賃の関係ですけれど、家賃はいただいておりません。ただ、電気代、

または光熱費、このような部分については、自己負担をしていただいているというような状況でご

ざいます。 

 それと、小中学校の児童、生徒への支援ということでございますけれど、これは白老町教育研究

会、いわゆる町教研の中で、そういう芸術鑑賞に対する補助もしております。21 年度についてもそ

ういう実績がございますので、そういったもので子供たちに対する芸術鑑賞の機会の普及といいま

すか、そういうことには心がけております。以上です。 

                                           

     ◎閉会の宣告 

○委員長（及川保君） ほか、ございませんか。 

 お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会したいと思います。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

定しました。本日はこれをもって散会いたします。なお、明日の３月 25 日の委員会は、午前 10 時

より開催いたしますので、ご承知おき願いたいと思います。ご苦労さまでした。 
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（午後４時４５分） 


