
 1 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

前田委員の２問目の質問に入りたいと思います。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） それでは、先ほど庁舎管理の中で禁煙のことをお話ししましたけれど

も、やはりこれは皆さんが決めたことですから、ぜひ徹底していただきたいなと、こう思って

おります。 

次に、姉妹都市の関係。これは、旅費と需用費。概要はわかりましたけれども、仮に旅費が

110 何万円ぐらい流用されているのです。この部分の使途がどうだったのかということをお聞

きしたかったのです。多分補正でもかなり補正しているのです。その上に流用されていて、そ

して不用額が多く出ていると。この辺の部分についての関連について、もっと具体的にお話を

聞きたいと思います。 

それと、先ほどの流用の関係ですけれども、私はやはり、当初予算がある程度厳しく査定さ

れて、やはりある程度財政規律の予算執行しなければ逆に、担当のほうでせっかく予算つくっ

ても予算の厳しさなくなると思うのです。それで、今担当課長が答弁の中で、どうこうという

のではないのだけど、姿勢を伺いたいのだけれども、当初予算で間違っていれば流用してもい

いのだと、そして、流用自身は間違いでないからいいのだと、こう言っているのですけど、非

常に私はその姿勢がこういう乱用になるのかなと思うのですけれども。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） まず、先ほどの私の答弁の中でちょっと訂正がございますの

で、そこを訂正させていただきたいのですけど。まず流用の関係です。節外の部分につきまし

ては、担当課の決裁の後、財政課のほうに回ってきて合議ということで、金額によりまして、

30 万円未満につきましては課長専決、それから、それ以上については部長専決ということで、

副町長まではいかないということで、ここを訂正させてください。 

それから、逆に予備費につきましては、担当課の決裁の後、財政課のほうに回ってきまして、

これは副町長まで回すということになりますので、その辺ちょっと訂正をお願いします。 

それで、先ほどの答弁の中で、今言われた、間違いであれば云々というお話につきましては、

すべて間違いを発見した場合は流用で対応するということを肯定したわけではございませんし、

逆にそういった場合、例も多少あるというようなことで、例えばの話でお答えをしたつもりで

おりましたが、そのように受け取られたとすれば、答弁の話し方が間違いだったのかなと思っ

ております。 

それで、当初予算でかなり厳しく査定をさせていただいて、お金が、予算がふんだんにあれ

ば、こういうこともないのだろうとは思っておりますが、やはり限りのある予算の中で予算組

みしているということで、各課もかなり事業執行には苦慮しているというような中におきまし

て、やはり、どうしても当初の目的を実現するためには不足も生じるという中におきましては、

効率性、それから、逆に経費の抑制という意味で、流用につきましては逆に奨励している部分

もございます。しかしながら、すべて何でもオーケーかというようなことではなくて、それに
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つきましては、現課から流用で上がってきたものであっても、財政サイドで、これについては

当初の趣旨が違うと、ですから、これは流用では対応できない、補正対応ですというような形

で突っぱねる案件もございますので、そういった部分ではもちろん財政規律を留意しながら慎

重に行っておりますので、その辺はご理解いただきたいと思っております。 

 それから、先ほどの件数及び金額については、ちょっと膨大な数になっておりますので、も

う少々お時間をいただきまして、今計算をしているところでございますので、後ほどご答弁さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 中村防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（中村英二君） 旅費についてのご質問でありますが、先ほど申しました

３月 15 日以降、それぞれ実際に現地へ出向く中で前途旅費と現金を持参するということで、補

正ができませんでしたので予備費から予算措置をいたしまして、当初３次隊までの予算を組み

ました。その後、３月 25 日の議会で 13 号補正をし、派遣をした当初、実際には大変混乱して

おりました。事務的にも混乱しておりました。それで、不足する部分含めて、改めて３月 25

日に旅費のほうを補正をさせていただいているということでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。３款民生費に入ります。主要施策成果説

明書は 39 ページから 63 ページまで、決算書の 121 ページから 134 ページまででございます。

質疑のございます方はどうぞ。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 53 ページのウタリ住宅新築資金等貸し付け事業の部分についてお聞き

します。ウタリ住宅の資金の返還の部分です。これは、監査委員の決算報告書の資料を見ると

非常に数字がきれいにまとまっていました。私、前年度も質問したはずなのですけれども、前

年度は、少しは努力した跡が見えるとかと言ったはずなのです。今年度見たら、非常に現年分

で前年度より 4.2％、滞繰分でも 13.7％、延滞合計で前年度より 16％減額されているのです。

これについて、どれだけの徴収の努力、あるいは、どういう弊害があったのか。その辺につい

て伺います。 

○委員長（及川 保君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） ウタリ住宅の貸付金の収納率でございます。21 年度の

部分につきましては、繰上償還があったということがございまして、現年分、それから、滞納

分について率が上がったというような状況になってございます。それで、22 年度につきまして

も、それぞれ生活相談員を初め、アイヌ施策推進室の職員が各ご家庭を訪問しながら収納対策

に取り組んでいるところでございますが、なかなか厳しい経済状況、雇用状況等もありまして、

収納率が 90％程度。それから、滞納分については３％にとどまっているという状況にございま
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す。しかし一方で、そういった訪問を繰り返す中で、中には全額ではございませんが１万円、

２万円とわずかな金額であっても支払いをするのだという意識を持って取り組んでいただいて

いるものと承知としているところでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 住宅の貸し付けされている方も確かに大変だと思います。それは理解

しています。ただ、財政のほうで見ると、多分室長もご存じだと思いますけど、これが 100 と

は言わなくても近い数字が入らなければ町が裏負担することになるのです、一般財源。そうい

う部分の認識を持って、常に借りている方にも十分に理解していただいて、少しでも徴収して

もらわないとなかなか政策として支持されなくなるはずなのです。その辺について伺います。 

○委員長（及川 保君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） ただいま委員からご指摘のありましたとおり、意識の

部分については喚起を常に促していくような取り組みを私どもアイヌ施策推進室全体で推進し

てまいりたいと考えておりますし、ここ何年か、平均でいきましても 90％を超えているような

率につきまして、少しでも一般財源に負担をかけないような形で取り組みを進めてまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 41 ページ。地域自殺対策事業なのですが、これは全額道費の補助金事

業ということで金額が出ているわけですけれども、この事業の内容、自殺対策とはどのような

形で行われるのか。どのような体制で行われているのか。そのあたりをお聞かせ願いたいと思

います。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 41 ページの地域自殺対策緊急強化推進事業の関係の事業内容

でございますけれども、この事業につきましては、財源記載のとおり、道の地域自殺対策緊急

強化推進事業の補助を活用した自殺対策の緊急強化推進事業ということでございまして、いわ

ゆる啓発物品だとかリーフレットの購入などによって、それらを町内会だとか各施設の窓口に

設置するなどして自殺予防対策に取り組んだといったような事業でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 自殺対策につきましては、大変北海道でも毎年 1,500 人くら

い亡くなってございますし、東胆振でも大体 60 人前後亡くなってございますので、苫小牧保健

所を中心としまして、東胆振自殺対策連絡協議会、こういうものを立ち上げてございます。当

然、白老町も入って東胆振の自殺の実態だとか、今本間課長が言った、リーフレットを作成し

ながら、自殺をしないような形の中で町のほうでも当然、そういう相談があったら保健師等が

行って、やはり生活苦だとか健康苦、いろいろな課題がございますので、そこら辺に取り組み
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ながら、少しでもそういう方が少なくなるような取り組みをしてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ということは、自殺を予防するということで広報活動、そういう形が

主なのだということかと思います。今亡くなられた数もおっしゃいましたけれども、私たちの

このまちでどういう件数になるのか。差し支えなければ教えてほしいなというふうに思います。

この不況の中で働き盛りの年代の方々、４、50 代の方々の自殺がふえているということが報じ

られているわけです。そして、白老の場合もやっぱり同じ傾向にあるのかどうなのか。そのあ

たり教えてください。 

それで、もう１つ聞きたいのは、亡くなられた世帯、特に働き盛りの方が亡くなられたりす

ると、その世帯というのは本当に悲惨な思いをするのだろうというふうに思いますけれども、

相談だとか、暮らしの支援だとか、そういうようなことはこの事業の範疇に入っているのか、

入っていないのか。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 自殺者の推移でございますけれども、平成 20 年は、白老町は

６名いましたけれども、21 年は３名ということで３名減ってございます。22 年については、ま

だ数値が出てございません。 

それから、自殺の推移は今申したとおりですけれども、要因としてはやはり健康、それから、

失業というのがございます。特に東胆振につきましても 30 代から 50 代の働き盛りの方がそう

いう経済、または健康問題で亡くなっているというのも実態として調べた結果、そういう結果

になってございます。 

また、自殺された家族の今後の対応でございますけれども、やはり家主が亡くなられたとい

うことで、今後残された家族につきましては、当然町のほうもその方々の生計のことも踏まえ

て相談にのりますし、場合によっては、そこら辺の就労がもし可能でなければ、そのほかの生

活保護も含めた対応をしてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） その後のそういう暮らしの世話何かは役場の中で取り扱っていくとい

うことかなというふうに思います。 

それで、こんな聞き方をしていいかどうかわからないけれども、この事業というのは本当に

自殺を思いとどまらせるために、ぜひ必要なことだとは思うのだけれども、道の予算の中でこ

の事業をやって、本当にどういう成果が上がったかなと。自殺を思いとどまらせるとか、相談

があって自殺を食いとめたとか、そういうような成果というのが実際にあがるものなのかどう

なのか。 

 また、もう１つは、この事業をずっと継続していくのか。この補助事業というのは、ここで

打ち切られるのか。このあたりのことについて伺います。 
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○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） まず自殺というのは、このリーフレットをつくって周知、啓

発しながら、そういう人方を思いとどまらせるということの１つの要因はございます。ただ、

これをやったから絶対ということではなくて、やはり経済的な問題があれば、生活環境課にい

ます消費生活相談だとか、健康であれば我々の保健師が相談しながら、もしくは、両方があれ

ば両方を連携しながらその方の問題に取り組んで、少しでもそういう方がなくなるように。ま

た、この補助金もそういうための補助金ですので、23 年度は活用していませんけれども、それ

ぞれのそういう補助金も活用しながら、いろいろな形の中でそういう方がなくなるような形で

取り組んでいるというのが現状でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今の 41 ページの自殺の関係なのですが、今保健所を中心に連絡協議会

があるということで、私はこれ、すごく大事だと思うのです。というのは、自殺というのは、

いろいろなリーフレットだとか出されて、それを見てとどまるのであればこれは大変いいこと

だと思うのですが、なかなかそうはいかない。というのは、うつと関係してくるものが大変多

いということなのです。そういうことからいうと、保健所を中心にしてやっていますので、こ

れは専門医の関係もあると思うのですが、そういったことを含めて町、それから、広域的なや

っているもの、それから、保健所を中心に医療も含めた総合的な、私、リーフレットは余り、

どちらかというと効果はないと思う。かえってそちらの対策のほうが私は重要だと思うのです

が、今後そういうことを進めていける、町も持ち出しになるかもしれませんけれども、そうい

った形のものができ上がってこないと私は違うのではないかなとちょっと思うのですが、その

点１点伺いたいと思います。 

それと、その下のほうの介護基盤緊急整備事業特別対策事業ということでグループホームの

建設のことが載っていますが、これは、白老町が許可権者ということでなるのですが、これが

できたことで白老町のグループホームの計画人数ありますよね。今現在でこの計画目的人数が

達しているのかどうなのか。その点ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） まず自殺のほうの関係でございますけれども、これについて

は先ほど言いましたように、白老町も当然そのメンバーとなって入っています東胆振、これの

中で保健師さんがその要因だとか、それから、町民に対しては研修会も開きながら、白老町で

も 21 年度は４回くらいその研修にも取り組みましたし、また、こういうものにつきましては、

やはり気づきというのが非常に大切でございますので、職員もゲートキーパー研修会とかそう

いうものも行っていますし、これからも民生委員さんも含めて地域に点在される方々がそうい

う方の相談相手にもなってございますけれども、そういう気づきも含めて、そういう研修を深

めていきながら、少しでもそういう方がなくなるような対応を今後とも白老町では考えており
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ます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） ２点目のグループホームの関係でございます。第４期の計

画におきましては、２ユニット、定員 18 名の計画を立てております。今回の特別対策事業で同

じように２ユニット、18 人のグループホームが建設されましたので、計画どおりという形にな

っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） １点だけ伺います。このグループホームなのですが、デイもやってい

ますよね。認知症対策ということで、18 人入るグループホームをつくったときに必要な人員と

いうのは用意しますよね。サービスを提供する側の職員とか、そういう体制を整えますよね。

そういった中で包括支援センターを中心に相談を受けたときに、それぞれ包括支援センターの

副の役割をしているところへ振ると言ったらいいのか、回しながらというか、相談をしながら

割り振りをしていると思うのですが、これだけグループホームができて、それは町が必要とし

て許可をしているものですので、グループホームのデイのほうの関係の人数的なものがきちん

と状況的に動いているのかどうなのか。職員は用意しているけれども、人数的に不足していな

いのかどうかということを、グループホーム同士の連携、それから、割り振りした人数が平等

にいっているかどうかということを包括支援センターとしてその辺を掌握して、そういったこ

とを気づかいながらというか、グループホームが全部成り立つような形で進められているかど

うか。その点を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 町内に認知症対応型の通所介護、認知症デイというところ

は、萩野に１カ所、白老に２カ所ございます。どちらも定員につきましては 12 名ということで

運営してございまして、稼働率はかなり低い状態であります。これにつきましても包括のほう

でいろいろな相談内容の中に認知症関連の相談の中で通常のデイサービスよりは認知症のデイ

サービスのほうが、よりこの方に将来的にも必要ということであれば、そういう形でもご紹介

いたします。ただ、やはり最終的に決定するのは包括ではありませんので、なるべくご家族と

か、ご本人がいなければ、ついているケアマネさん等々、いろいろ協議した形で、どちらの認

知症デイでも対応できるような体制はとっていることになります。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 認知症のデイですので、やっぱり家族がなかなか理解しないと行かな

いという。ただ、専門の認知症のデイですので、その認知症に対応できるサービスの仕方をや

っていると思うのです。普通の一般で行われているデイサービスは全員というか、認知症の人

も対象にして全然違う対応をしているわけではないと思うのですが、私は、その辺を家族にし

っかり理解をしていただくということも。もちろん、自分の親を認知症と認めたくないとか、

自分の妻を認知症と認めたくないということで一般のところへ行かせたいという家族の希望は
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あるのですが、今認知症はいい薬ができてきて、進まないような傾向になっているということ

からいくと、デイをきちんと受けていくことでそこでとどまっているということがかなり違っ

てくるのではないかと思いますので、そういった説明もしっかりしながら、家族の理解も得な

がら、グループホームの認知症の利用数もふえるような形に持って行くことも私は必要ではな

いかというふうに思うのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 委員おっしゃるとおりで、実際に各認知症のデイにつきま

しては、それぞれの症状に応じた形での、ある程度のリハビリ的なもの、そういうものを各事

業所で工夫を凝らして実施しているというふうに聞いてございます。やはり、ご家族のいる方

につきましては、委員おっしゃるとおり、なるべくそういうことは認めたくないという方も多々

ございます。その中でやはり認知症が進まないための方法として、認知症の予防、認知症もデ

イサービスというのはあるということを、包括を中心になるべく理解していただいて、稼働率

の上昇にもつなげていきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。48 ページの障がい者自立支援のところの就労支援

事業が出ていますけれども、これは道費で出ていますが、実態はどうなっているのかをお聞き

したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） これにつきましては、障がい者の就労を少しでも進めるため

に雇用推進員２名を雇いまして、町内の各事業所約 220 社を訪問しまして、障がい者を雇用す

るに当たって、いろいろな補助金だとか、あとは、法定雇用率を超えたら、いろいろな助成金

が出るだとか、特に補助金について知らない事業所さんもいらっしゃるということなので、主

だった事業所を訪問しながら、２名が事細かにその内容について説明したことによって、障が

い者の就労を向上していくという内容でございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。そうしますと、町内の企業で実際に障がいを持っ

た方の就労が実現したのか。 

 それと、知的と身体とありますよね。それは両方含めての就労支援なのですか。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 昨年の 12 月からことしの３月までの期間で雇用推進員に訪問

していただきましたけれども、その間２名の障がい者が雇用されたということで、当然、この

中には精神は入っておりませんでしたけれども、知的も身体も入ってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） １つ、身体のほうについてお聞きしますけれども、実際に企業とし
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て受け入れる体制というのですか、例えば車いすの人が働きたいとなった場合にバリアフリー

か何かはきちんとされているのかどうか、そういう対策がとれるのかどうかをお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） それぞれの会社によって、やはり車いすでなければならない

という方がいらっしゃれば、そのような体制もとられていると思いますし、そこまででなくて

も基本的には、障がい者が働くにあたって不便のないような形の中でそれぞれの会社も取り組

んでございますので、特に車いすに関しては、最低限できるような形の中でそれぞれの会社で

対応していただいております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。４款環境衛生費に入ります。主要施策成

果説明書は 64 ページから 77 ページまで、決算書の 133 ページから 144 ページまででございま

す。質疑のございます方はどうぞ。 

６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。70 ページの有害駆除対策経費と 72 ページのアライグマ捕

獲調査事業について伺いたいと思います。 

まず初めに、ここにも駆除についてちょっと列記してありますが、アライグマの駆除が 183

頭。昨年から比べると倍くらいの数になっていると思います。この倍になった要因。72 ページ

にもいろいろ関連してくると思いますが、その要因と、農業被害があったかどうか。 

それと、キツネの駆除も毎年行われていて、ことし 51 頭、昨年は 11 頭、これもふえてきて

おります。このキツネ駆除、キツネが駆除対象になるのはなぜなのかというのをちょっとお聞

きしたいのです。この２つの要因、72 ページのアライグマ捕獲調査事業と関連してくるのかと

思いますが、ふえた要因と農業被害があったか、まずその辺聞きたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） まずアライグマのふえた要因ということでございます。数年

前に道のほうの調査がございましたけれども、アライグマは授産期間が２カ月ほどということ

の状況がございます。それで、３頭から６頭出産するといったような情報も入ってございます。

それで、本町としては、数年前までは約 250 から 400 前後と推定されておりましたけれども、

現在ではもう 500 頭前後いるだろうというような推定でございます。そういった中で本町とし

ては、昨年度約 210 頭の捕獲をしてございますけれども、そういったようなことで補助を活用

した調査員を配置したりして対応してございます。 

あと、農業被害というよりも、いわゆる一般家庭の家庭菜園だとか、そういったところの影

響も出てきているといったようなことも含めて道の補助を活用しながら、そういった対策を今

やっているといったような状況でございます。 

キツネのふえた要因ということでしたでしょうか。21 年度は 11 頭捕獲してございます。駆

除をしておりますけれども、22 年度につきましては、キツネについては 51 頭ということで、
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これもキツネが生息するための食糧だとか、その辺がキツネの生息エリアにだんだん乏しくな

ってきているといったようなことと、中にはやっぱりキツネが市街地に下りて来たときにえさ

を与えているというような実態もございます。そのようなことでキツネもふえているといった

ようなことが想定されるかなと思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） キツネの部分ちょっと補足しますと、キツネは以前、これ以

上の相当な数が捕獲されている実績があろうかと思います。一時、感染症等そういうキツネに

はやる病気で相当な数が減ったということでありますけれども、その辺も落ちついた中で最近

ふえる傾向が見られてきているのかなと、そういうことでございます。 

 あと、有害駆除の対象という部分では、エキノコックスのやはり伝える媒体ということでの

有害駆除ということでございます。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） それと、72 ページの調査事業なのですが、これはどのような調査を行

っているか。300 万円近くの予算がついていますので、どのような調査を行ったのかというの

をお聞きしたいと思います。 

それと、今部長のほうからもキツネのエキノコックス、感染症というか、そういう話も出た

のですけど、アライグマもそういう感染症というか、持っている動物の一つに上げられると思

います。僕もいろいろ調べたのですが、結構いろいろな回虫を含め持っています。例えば道も

そうですし、本町もそうですけど、アライグマを捕獲して検体の調査とかをしているのかどう

かというのを一つお聞きしたいと思います。というのも、やはりこれから頭数がふえて、いろ

いろなところでアライグマが出没するとなると、いろいろなところで大人もそうですし、子供

も土に触ったり、例えば今言われたように、家庭菜園で土に触れて、それに感染するという懸

念。これはエキノコックスと同じような感じのものになってくると思いますので、そのような

対策、これから本町はそのような対策をとられていくのかどうか。 

 それと、そういう調査、検体の調査をしているかどうかというのもお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） アライグマの捕獲調査事業に関して、どのような事業を行っ

ているかという内容だったと思いますけれども、これも道の緊急雇用創出事業を活用して、ア

ライグマの捕獲事業につきまして臨時職員を２名雇用いたしまして、アライグマの捕獲だとか

そういったような事業を現在やってございます。 

それで、先ほども申し上げましたけれども、そんな中でわなを設置したり、そういったよう

なことでのアライグマの捕獲に関しての、いわゆる、アライグマが相当数ふえてございますの

で、その減少といいますか、そういったような事業を現在、補助を活用して行っております。 

 それと、検体の調査というお話がございましたけれども、そういったような検体の調査につ

いては行ってございません。 
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以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 最後になるのですけど、本当にこれは、エゾシカに次ぐ、多分これか

らアライグマ被害、いろいろなところで本町に限らず他市町村でいろいろな被害が出てくると

思います。それで、まちとして今後、いろいろ緊急雇用で今２名ほど雇用して事業を行ってい

るということなのですが、これからさらにそういうことを強化して、今言ったような、そうい

う検体の調査をしていないのでしたら、道内でどういうような調査をしているのかわかりませ

んけど、道内でもそういう病気があるという報告もたしかあるはずなので、それらのことをこ

れからぜひやっていただければ。 

それと、やはり危険性というか、回虫とかそういう病気の危険性というのもありますので、

まちのほうで、ぜひそういうようなことも力を入れてやっていただきたい。 

今後もどのような強化、こういう捕獲に関していろいろな、今言われた感染症の周知もあり

ますけど、どのようなことで強化していくのか。事業で２人雇用してやることもいいのですけ

ど、やっぱり住民に対して危険性を周知していかなければならないのかなと思って。後からそ

うだったのではなくて、やはり前もってそういうような危険性というのも周知していかなけれ

ばならないと思います。最後にその辺を聞いて終わります。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） まず道のほうからはアライグマに関する検体の調査、または

そういったようなことでの指導なり、指示なりはございません。といったことから、先ほど私

が申し上げたとおり、そういったような調査を行っていないというような実態でございます。 

それで、今後の状況につきましては、補助が今後つかないというような状況になったときに

は、例えばの話ですけれども、実際に今あるわなを、許可をとってそういった被害を受けてい

る町民の方々に貸し出すだとか、そういったようなことも含めて対策を講じていかなければな

らないだろうと。ただ我々としては、やはり今までどおり補助事業を活用して、これからます

ますふえるというようなことも言われておりますので、そういったような生息数を減らすとい

ったようなことにいろいろなことを含めて対応していかなければいけないだろうと、このよう

に考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。70 ページの空き地雑草除去について伺いたいのですが、今

話がありましたアライグマの件何かもそうなのですけれども、外来種がどんどんはびこってい

って、もともといたものを脅かしていくという傾向というのが強くなる。この捕獲頭数からい

っても本当にびっくりするような頭数にふえているわけです。それが植物の関係でも同じこと

が言えるのかなと。アライグマみたいに害は及ぼさないけれども、植物の中でセイタカアワダ

チソウなのですが、これも外来種ですよね。実際に国道を走っていて、社台の方面ですごく目

立ちますし、時期になると一斉に黄色い花で埋め尽くされるというような状況があります。今
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日本製紙の裏通りもかなり目立ってきていると。あれは放っておくと何ぼでもふえていくとい

う状況がございます。それで、これらに対して除去という形でどのように考えておられるのか。

その辺をまず伺います。 

71 ページの地下水対策なのですが、これは前から問題になっている飛生地区の対策だろうと

いうふうに思うのですが、その後どういうふうになっているのか。水質検査はずっと続けられ

ている話は聞いておりますけれども、その後どういう状況になって、今飛生地区の飲み水とい

うのがどんなふうに供給されているのか。前と変わったのかどうなのか。そのあたり伺いたい

なというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ２点の質問ございましたけど、２点目の地下水の関係は一応

担当課長のほうからご説明します。外来植物の部分の質問ですけれども、特定外来植物という

形の中で抜いたほうがいいと、そういうものも中にはありますけれども、今ご指摘のアワダチ

ソウ、セイタカアワダチソウとオオアワダチソウ種類があるようなのですけれども、白老はど

ちらかというとオオアワダチソウというふうに聞いていますけれども、これについては特にそ

ういう指定はたしかなかったのかなと思います。ある意味では景観的な部分の管理という中で

の話かなと思いますけれども、基本的には、やっぱり空き地については所有者に基本的には管

理していただくと、これが一つの原則かなと思います。その中で管理がなかなか行き届かない

部分で地域の方から声があれば、それは町のほうを通して所有者に働きかけると。そういうよ

うな形で多くの空き地について対応しておりますので、特に外来の部分についてもその区分に

応じて、やはり指導の方法を考えていかなければならないのかなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 地下水対策の関係でございます。従来同様、飛生地区に関し

まして実施をしてございます。それで、飛生地区については、21 世帯。そのうち、浄水器を設

置している世帯が６世帯、未設置の世帯が 15 世帯ということで、この数は従来と変わってござ

いません。その中で検査につきましてもそれぞれ行っておりまして、浄水器設置世帯について

は、３カ月に一度、年間４回。それと、浄水器未設置の世帯については、年間２回。そのほか

に浄水器を設置している、または設置していないお宅については、蛇口からの水と、それから、

井戸元からの水、そういったような水質検査を行っておりまして、今のところ、害があるとい

ったような結果にはなっていないという状況になってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 雑草の件で、今の答えからいうと、ここに生えているオオアワダチソ

ウは特定外来種にはなっていないから、これは特別に目くじらを立てなくてもいいと、指導の

範囲で済ませるというふうにとらえるべきなのでしょうか。特定なのかどうなのかはわからな

くても、やはりあれだけ広がってしまうと本当に景観上もそんなにいいものではないだろうと

いうふうに思うのです。だから、民地だとか、それから、町が管理しなければならない土地だ
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とか、いろいろあるのでしょうけれども、指導というのは、特定の外来種であれば強制的にで

もなるのでしょうけれども、民地であれば、ただ単なる指導という形で終わってしまうのかど

うなのか。それであれば、この広がりを防ぐことはできないのではないかなという気がしてし

ようがないのですけど。何とかやっぱり、ああいう外来種はやはり根絶やしする必要があるの

ではないかという気もしますので、その辺の強化というのを考えなければならないのではない

かというふうに思うのですが、そのあたりいかがかということ。 

 それから、地下水の件はわかりました。前と大体似たような形で管理はしているということ

ですけれども、もともと地下水の汚染という形で、薬品の汚染だろうと思いますけど、だから、

簡単に原因を除去してしまうということはできないのでしょうけれども、本当に抜本的な解決

策というそういうものが見通されているのか。あるいは、このまま何年も続いていくのか。続

いていくとすれば、何年でこれは大体めどがつけられるというものなのか。私たち聞いていて

わからないのですけれども、そのあたりのことについてお答え願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員、ただいまの質問なのですけれども、汚染の内容が薬品と

いうお話ですけれども、薬品ではないと思いますので。 

○委員（斎藤征信君） 済みません、ちょっと確認します。 

 あれは鶏ふんでしたね。鶏ふんを埋め立てしたときに亜硝酸とか何とかそういうような形で

検出されているのですよね。それで、地下水が汚染されたというふうに私は認識しているので

すけれども。そういうことで薬品と使ったのです。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 基本的には、今やっている対策の地下水の水質検査を継続し

ていきたいというような考えでおります。それと、亜硝酸のことにつきましては、当初、この

問題が発生した以降、水質検査をずっと続けておりますけれども、その数値については、徐々

に年々下がってきているといったような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） １点目のオオアワダチソウの関係ですけれども、もともと裸

地化されたり、雑草地化されたりすると、本来はもともと在来種と言われる、この近くにもと

もとあるものに置きかわっていく、例えばススキとかです。そういうような部分かなと思いま

す。ただ今言われたような品種も含めて帰化植物の繁殖力の強いものが現実に先に生えてくる

と、そういうことでの景観的な心配をされているかと思いますけれども、専門家の情報によれ

ば、このアワダチソウについてはある程度、一定程度、これはかなりの密度になると根が自家

中毒、そういうことを起こして減っていくというそういう一つの見解もございますので、ここ

の部分はそういう推移を見ていくということも。今ちょうどピークなのか、まだ来ていないの

かわかりませんけれども、そういうような専門的な見解もありますので、そういう部分を確認

しながら、もし何か問題があれば地域の方々とも相談していきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 植物のほうはわかりました。 

 飲み水の関係ですけど、こう何年も長くこういうふうに続いていくと、本当に地元の方とい

うのは、不安もかなり大きいのだろうというふうに思うのです。それで、私が聞いたのは、亜

硝酸の検査、濃度がどんどん下がっているということで理解はしますけれども、下がっていっ

て、将来的な見通しはどうなのかということは一切わからないのですよね。地元の人がどんな

ふうに押さえて、それで安心しているのかどうなのか。そのあたり、もっとはっきりさせなけ

れば。はっきりできないものだと言われれば、それまでですけど。やはり見通しだとか、今こ

うやっていけば、こう解決ができるのだという、その方向をもっとはっきりさせるべきではな

いか。何年かかるのかという、そのあたりができないのかどうなのか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） この地下水の問題も、町も対策をとってから相当な年月たっ

ております。傾向的には、担当課長がご説明したように減少傾向にあるということですけれど

も、今後の見通しという部分については、やはり専門家等のご意見も聞かないとなかなか見極

められない部分だと思います。そういう部分では、相当な長期間に渡っていますので、今段階

でどういうようなとらえ方になるか、ここのところは一つ勉強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。 

11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。69 ページの有害昆虫駆除対策経費についてお伺い

します。予算書と主要施策成果説明書でちょっと数字に開きがあるのではないかなということ。

需用費が相当大きくなっているのです。これはどういう数字なのかお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 最初のほう、ちょっと聞き取れなかったのですが、需用費の

関係でございますけれども、昨年もそうでしたけど、ことしもそうです。夏場の気温の上昇に

よって、昨年ぐらいから特にスズメバチの巣の件数が相当ふえているといったようなことで。

この需用費の増につきましては、スズメバチの巣を駆除するときに事前にまいて巣を駆除する

わけですけれども、そのスプレーの購入分が相当ふえているということでございます。よろし

いでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ことしもスズメバチの巣がたくさんありまして、うちの近くでも結

構、１軒のうちで 20 匹捕ったというところもあるのです。巣はどこにあるかわからないのです

けど。それで、今の時期だとオンコの実につくのです。これから果樹や何かにつくので危険性

がすごく危惧されているのです。ことし出動した回数とか、実際に人的被害があったのかどう

か。それをお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） まず、出動回数というより、巣の撤去件数で申し上げますと、

昨年が 328 件の巣の駆除をしてございます。これは異常にふえたのです。22 年度が。それで、
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スズメバチの駆除のシーズンというのは、大体６月から 10 月くらいの期間なのですが、今年度

につきましては６月から先週の金曜日９月 16 日までの間に 377 件と、もう既に昨年の 328 件を

大幅に超えているといったような状況でございます。この数値からいきますと、想定値として

は 500 件行くのではないかなというようなレベルまで想定されてございます。そういったよう

なことから、今も 10 件以上、毎日そういう電話が来たりして、うちの臨時職員が、ときには２

班に分かれたりして早急な対応をするといったようなことで対応してございます。 

あとは、ことし特にハチに刺されて救急車で運ばれたといったようなお話も聞いております

けれども、申しわけございませんが、件数的には集計してございません。ただ、私の記憶だけ

でいけば、10 人以上は刺されているというようなことは聞いてございます。それは、スズメバ

チの駆除のときではなくて、要するに働きバチだとかそういったようなところで刺されている

と。それで、救急車で運んでいただいたといったようなことも聞いております。実態としては、

そういう実態でございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。実際に私たちハチに対する対応というものが、要

するに、黒い服を着ない、白っぽい服を着ていれば大丈夫とかと言われているのですけれども、

瞬時の応急処置というのですか、救急車が来るまで時間がかかるということもあるけれども、

瞬時の応急処置というものを町民に周知する方法というのは今までとられてきたのかどうか。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 具体的にはそういったような処置といいますか、それは今ま

でとってこなかったと思っております。ただ、実際にハチの習性といたしまして、例えば、前

年に巣をつくったところに再度また翌年度も巣をつくるというような習性があるように聞いて

ございます。そういったようなことから、今後につきましては、来年度に向けてそういったこ

とで町民の皆さんに周知を図るといいますか、まず自己防衛といいますかそんなことで、例え

ばペットボトルから自分でつくれる、または、市販されているものもございます。いわゆる、

ハチトラップというものを設置するだとか、そういったようなことの周知を来年度早々にでも

図るだとか、町内会を通じてそういうようなことの情報提供をするだとか、そういったような

ことが今後必要になってくるのではないかなと。そのように考えております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） １点だけお伺いします。空き地除草除去指導経費なのですが、70 ペー

ジです。本当にずっと長年、町内会の会長会議とかで空き地の除草、この問題というのはずっ

と取り上げられてきています。それで、ちょっとそういうことでまた話があって伺ったのです

が、やはり町民の不満というのは、町の職員はすぐ相手の持ち主に連絡をしてくれて、そして、

来られなければ高齢者事業団とかいろいろなところに頼んで除草しますならお金をあれします

とかって、本当に手を早急に打ってくれて。そこまでなのです、できるのは。でも、やってく

れなかったら、そこで終わってしまっていると。そうしたら、草の影響というのは、一生懸命

同じ固定資産税を払って、片一方はきれいに畑をつくっているのに、草が全部横から伸びてき
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て、根ははってきてだめになってしまう。それから、歩道に草のツルが出て、子供たちが転ん

でいると。だから、町内の人がそれを取ったりしていると。そういう話があったのです。それ

で、私はそういうのはたくさんあるのだろうなと思ったのです。３人か４人、人が集まってき

て話をした中で、こうやって言ってもやらない人に、これはできないかもしれない。でも、す

ごくいい知恵というか、そうだよなと私もちょっと理解したのですけど、法的にはだめかもし

れません。やってくれない人には固定資産税に除草費ですというふうに上乗せして請求したら

どうでしょうかという話があったのです。私もなるほどなとちょっと思って。そして、やって

も、それぞれ自分の土地であれば、そこにいればきれいにするのです、みんな。きれいにしな

い人もいますけど。そういう責任が私はあると思うのです。ただ、町はお願いしてやるように

してくださいと、そこまでだと思うのです。だから、指導しかできない。だけど、そこに住ん

でいる近隣の人たちは、まして、けが人が出たら誰が責任を持つのかということになると思う

のです。子供たちも本当に転んでいるのを何回も見ているという、そういったことは、私は１

カ所あるということはほかにもあると思うのです。そういったことから含めると、これはでき

ることかどうかわかりませんので、そういうことの考えが全然合わないものなのか。ことし、

何回も言ってやってくれなかったら、来年度はそういうふうにしますというぐらいのことを町

として、やっぱり町民を守るためですから、そういった方法が絶対に法的に許されないものな

のでしょうか。その辺ちょっと伺っておきたいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 正直言いまして、法的根拠としてそれが通るのか、通らない

のかということになりましたら、私も自信がございませんけれども、本来、固定資産税という

のは、やはりその土地の評価に応じたものというふうに私は思っておりますので、それに雑草

除去の費用を上乗せしてということになるのは、私の今の個人的な見解としては難しいのかな

と。ただ、後ほどちょっと勉強させていただこうと思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） でも、やっぱり本当にそういった町民の声をきちんと通して、けがを

したら責任を持っていただけますかというぐらいのことは、私は通達してもいいのではないか

と。指導というのはそういうことだと思うのです。やってくださいというお願いではない、こ

れは指導です。指導というのは、やっぱりきちんと最後まであなた責任を持って、ほかで全然

やらない人もいる、いっぱいあるのでしょうけど、住宅街でそういうところというのは。ここ

はこうだからやって、こちらはいいというのではなくて、何か方法、町としてもう少し強硬な

態度というか、姿勢をとるべき必要も。とらなくてもいいから、そういう姿勢で臨みますとい

うぐらいのものがあってもいいのかなと。だめであれば、しようがありません。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今空き地の草の関係で危険があるというお話もありましたけ

れども、一応、町内会通じて役場のほうにそういう案件として上がってきているものは今のと

ころないというふうに聞いています。ここの部分は、もしそういう案件があれば、やはり基本
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的には何回か督促も実際しております。やっていただけないところに再度やっていますけれど

も、特に危険があるというものについては、さらに所有者と接触するなり、そういうことも含

めてそこのところは、地域からそういう案件を出してもらって、そこの部分は個別に対応して

いきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私、１回でやめるつもりだったのですけど、きっとだめだろうと思っ

て。ただ今部長もおっしゃったことはわかるのです。案件が上がってこないと言うけど、町内

で何とか、町内の人たち、みんなやっぱり子供を守らなければならないわけですから、それぞ

れ努力しているのです。だから、そちらまで上がっていないのかもしれません。だけど、話を

すると、そういった話があるのです。だから私は、持ち主に対してただ草を刈るようにしてく

ださいではなくて、こういった事例があったときにはきちんと責任を持ってもらいますとか、

そして、町内においても、そういったことがあったらきちんと言ってくださいと、そういう方

法をとって厳しくしていかないと。草を刈ってください、こちらのほうでちゃんといますので

お金払っていただければしますでは、払ってもらって冬になればまた枯れてしまうわけですか

ら、それで済んでしまうわけです。でも、そこにいる人たちは毎回それと向き合っているので

す。だけど、そういったこともきちんと言っていかないと。見えないところにいるわけですか

ら、実感しないと思うのです、そういうことを。だから、そういったことではやっぱり厳しい

姿勢で、白老町としては。財産として持っているわけですから、いらないものを持っているわ

けではないですよね。その人にとっては財産だと思うのです。財産をしっかり管理するという

のは、当事者の当然の責任だと思うのです。それで、迷惑をこうむっている人がいるというこ

とは、やっぱり私はきちんと、指導ですから、きちんと指導をして、そして、してもらえなけ

れば、こうしたいということも考えていくべきだというふうに私は思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 地域の実情、なかなか職員だけでは把握しきれないと。そこ

は一つご理解いただきたいと思います。そういう部分では、やはり地域で困っている事案とい

う部分については、もし地域で解決できない、地域で解決していただければ、それはそれでい

いのですけれども、なるべくやはり、その地域の中で地域の情報力も含めて解決していただい

て、そうならない部分については、やはり我々のほうも町内会のほうにそういう案件があれば

ということで確認するなりして取り組んでまいりたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） もちろんわかります。地域で管理してやっているのです。だけど、地

域で守るのが当然だというのは、私は違うと思います。当然、役場でやりなさいと、私も全部

役場でやりなさいとは言っていません。そういう通告がないのは、町民があきらめて自分たち

でやっているのです。だから、それは地域でやってくださいというのは、地域はもちろん子供

たち守るために、地域を守るためにやるのです。役場の職員も一生懸命連絡をとってやってく

れているのはわかっています。だけど、それでは誰の責任なのといったら、やっぱり持ち主が
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一番私は悪いと思うのです。だから、その持ち主に対してもう少しきちんとした町の対応を考

えていただきたいということなのです。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 当然、この空き地の雑草除去につきましては、町内会の意見

を聞きまして、それで、こういうようなところをやっていただきたいというような所を、極端

に言うと、２回も３回も、いわゆる不在地主、町外の方々に文書を送って強く要請をしており

ます。そういった中で不在者については、町内会というよりも町のほうで直接電話を、文書を

出していますけれども、文書でも何の返事もないといったようなことについては、町のほうか

らそういったようなことも含めて再三再四要請をしたり、文書を出したりということで今も対

応しておりますので、それらも強く今後も進めていきたいと、いかなければいけないだろうと

いうふうに思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時１５分 

                                         

再開 午後 ２時２９分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。 

先ほどの前田委員の質問の中で答弁保留されている部分がありますので、冒頭にそれをやっ

てから質疑に入りたいと思います。 

大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 先ほどの前田委員の 22 年度の流用件数と金額ということでご

ざいました。件数につきましては 924 件。金額にしまして 9,347 万 1,000 円でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、先ほどに引き続いて質疑を受けたいと思います。 

７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。先ほどの 70 ページの空き地雑草除去の件なのだけれ

ども、私たちの町内会はできうるだけ空き地もすべて草刈りをしております。しかし、だんだ

ん年をとってきて大儀になってきました。それで、文句言い、言い、やっているのだけれども。

ただ、１つ問題点があるのは、例えばハチに刺されたとか、やっている人が。保険は入ってい

るけど、保険に入っていればいいというものではないです。やられた人はやられ損なのです。

だから、その辺が一番心配しているから、今後どうするかと僕も考えているのです。実質これ

が質問になるかどうか別として、今後の対策というのはどうすればいいのかなと思っています。

空き地も数あることも今さっき町長から聞いてわかったけれども。だけど、何か方法を考えな

いと。町内会自体も困っていると思うのです。だから、例えば１カ所 5,000 円出すからやって

くれというようなことを、町側から 5,000 円ぐらいかかると言っているのだろうけど、できる

のです。１宅地 60 坪から 70 坪、あるいは 100 坪ぐらいまでは 5,000 円かそこらでできるので
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す。だから、それはわかるのだけど、今言ったように、もう僕ら何も言っていませんけど、言

っていた状態で素直にわかりましたと 5,000 円出す人いれば別なのだけど、そういう人ばかり

なら。知らんふりしている人いっぱいいると思うのです。だから、その辺を町で何かを考えて

罰則とか、あるいは、そういうようなことも何か考えられればなと思うのだけども。何か対策

を考えないと、本当に白老じゅう、草ボウボウでどうにもならないというのが実態です。私も

家の前、開発局の土地だけど、年に３回くらい刈っているのです。隣に来た須貝さんにも刈っ

てくれと。僕もそこまでやったのだけど、あとはあなたの家の前になったからやってくれと頼

んでやってもらっている。それだから、なかなかやらないのだけど。そんな名前を出して悪い

けれども。そういう状況であそこを確保するのもゆるくないのです。だから、これはみんなで、

僕だって年いけば、だんだん年いけばできなくなる。それが実態なのです。だから、今言った

一番の問題は、事故が起きたときにどうするかという問題がからんでくるから。余計なことを

したということになるわけです、最終的には。だから、何か対策を考えてほしいと思うのだけ

ど、どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 玉井委員の家の前、いつも草刈りしているのを私何回も見ていますか

らわかっています。そのほかにもいるのです。特に側道ですから、向かいの人がやっているの

も私見ています。それで、今の空き地の実態が 1,900 何件あって、職員も再三に渡って指導も

していると。ただ、現実論として、吉田委員も言われていましたけど、そういう問題あります

ということなので、どういう形になるかわからないのですけど、これは一番、今の実態、現地

で悩ませているのが町内会長さんだと思います。私いなくなるので余り責任ないこと言えない

のですが、多少の支出があっても 100 町内会ですから、１万円ずつ払っても 100 万円です。た

だ、いろいろな問題が出ると思います。1,000 坪持っている人もいれば、50 坪持っている人も

いると。そこを同じ町内会が、例えば１万円でやったとしても 110 万円ぐらいになると思うの

で。それはお金がいいのかどうかは別にして、町内会長さんにちょっと議論してもらったほう

がいいと思います。それで、何らかの資金手当てが町内会に支援をお願いしますということで

あれば、要望どおり出せるかどうかわからないのですけど、その辺は町側と町内会とやっぱり

じっくり相談したほうがいいと思います。議会でこれだけの議論になったものですから、それ

は次の町内会長会議、各連合会おりますので、その辺でちょっと議論してもらったほうがいい

と思います。ここで議論しても並行線になると思いますので。そういうことでご理解いただき

たいと思います。済みません。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 73 ページからです。白老葬苑管理経費ということで、ここで聞いてい

いのかちょっとよくわからないのですけれども、こちらのほうの葬苑管理の方は、どういう形

で今いらっしゃるのかよくわからないのですけれども、最近、非常に評判がよろしくて、特に
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ここにも書いていますけど、昨年度死亡された方 243 件ということなのですけれども、最近は

高齢化、そして、少子化でほとんど家族葬とか密葬みたいな形のものがまたふえてきて、実際

にこちらのほうの葬苑に行く方々も減ってきて、また、実際、お手伝いの方も本当に少ないと。

そういう中である程度若い方がいらっしゃってくださっていて、男性の方がてきぱきとやって

いただいていると。非常に助かっていると。今までのイメージと違って、やはりここの火葬場

での家族の姿というものがどんどん変わってきている中で今の状態が非常にいいと。町民の

方々からそういうことを何度か伺いまして、今その方はどういう立場、身分でいらっしゃるの

かわからないけれども、これからもっともっと家族の少ない人たちで本当に葬儀をとり行って

いかなければならない中で、きちんとした体制をぜひこのまま続けていってくれるのだろうか

と。そうしてくれないと困るというような声を何度か伺っております。その辺はどうなのでし

ょうか。今の実態を教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 初めて西田委員からお褒めの言葉を頂けて非常に・・・。私

もそういうことで前の担当課長のときからも同じようなお話をさせていただいていますけれど

も、やはり亡くなられた方々の遺族にとっては最後のお別れの場所だといったようなことも含

めて、私も４月以降来てから葬苑にも霊園にも何度か足を運んでおりますし、課内の会議の中

でもそういったようなことも含めて話をしてございます。そういったことから今の職員も含め

てできれば継続してやっていきたいなと。身分としては嘱託職員ですから、そういったことで

土日もない感じです。先ほど西田委員おっしゃったのですが、火葬の件数的にはこの数年やは

り、言葉が適切ではないかもしれませんけど、高齢化から件数はふえてございます。そういっ

たような中でも時間もやりくりしながら、やはり最後のお別れの場所だといったような気持ち

で対応しているといったようなことで私も認識しておりますし、そういったようなことも私の

ほうからもお話ししております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。今の件もそうですけれども、まず、家族の方々

が最後の見送りに行ったときに非常に葬苑の中できれいになっていると。そして、ごみの１つ

まできちんと担当の職員の方が最後まで責任を持ってやってくださると。私たち家族はもう正

直言って、ごみ１つ拾うのもひざは痛いわ、腰は痛いわ、目は薄くなったわ、下手したら車い

すでなかったらというような状況の中で本当にありがたいと。 

そういうようなことを、なぜ、私が今ここで言うかというと、あらゆるところでやはり、今

草刈りの問題もありますけど、町民は高齢化しています。職員の皆さん、嘱託の皆さん、関係

なくこういうことにかかわる職員の皆さん方、ぜひ、そういうことを心に入れて、これからも

町民のためのサービスをよろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 
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２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ２点伺います。74 ページの緑化推進活動支援事業。これは多分、花と

みどりの会だと思いますけれども、私あえてここでお聞きします。担当課長も内情は十分に理

解されていると思いますけれども、この予算執行とかこういう部分、あるいは事業執行にとも

なう予算、こういうものはこの花とみどりの会の方、多分不慣れだと思うのです。それで、こ

れは町連合で指導はしていると思いますけれども。あるいは、決算書を出すときの形のあり様。

そういう中で若干、そういう手続きというか、執行部分で若干の不協和音みたいなものが聞こ

えてくるのですけれども、担当課のほうでどのような予算執行とか事業執行、あるいは決算等

を出すときに指導されているのかどうか。その辺を伺います。 

次に、76 ページです。ごみ収集経費の委託料。この廃棄物収集運搬委託業務と大型ごみと資

源ごみ収集あります。これは、私前回の決算審査特別委員会か、昨年度の予算等審査特別委員

会でお話ししたのですけれども、これに使う車両の燃料費幾らになっているかということです。

なぜ聞くかと言ったら、ここから出されている委託料は準公金扱いになるのです、業者に渡っ

ても。そうすると、今非常に町内の経済状況が厳しい中にあって、一定のスタンドだけではな

くて、私は町内のスタンドにある程度公平に、営業活動もありますけれども、そういう中で給

油したらどうだということを辻部長に言ったと思いますけれども、その後の経緯を清掃社の中

でテーブルに上げて協議された事実があるのかどうか。聞きっぱなしだったのか。その辺をま

ず伺います。 

 それと、この廃棄物運搬業務について。今寡占されていますけれども、私聞いたら、許可さ

え出て認めれば、ほかの業者も参入できるという話だったのですけど、この中の資源ごみの収

集運搬、これについて、まず、どういう流れになっているのか。最後までです。それで、この

部分に新規の参入できるのかどうか。何か規制があるのかどうか。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） １点目の花とみどりの会の運営に関するご質問でございますけれ

ども、事務局体制と、あとフラワーセンターがございまして、現場と事務局体制と２体制で行

っておりまして、委員おっしゃるとおり、決算、運営については事務局側のほうでやられてお

りますけれども、若干そういう決算とか運営についての指導は、私ども担当グループの主幹が

随時、事業ごとに適切な指導を行って、そういう処理を指導しております。本来は自主運営で

ございますけれども、ちょっと不慣れな面もあろうかと思いますけれども、その辺については

今後ともまた指導しながら運営してまいりたいと思います。 

また、フラワーセンターのほうも高齢化になっていますので、後継者育成も含めて今後後継

者の課題もとらえながら検討してまいりたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） まず、燃料費の関係でございますけれども、委託している委

託先の燃料費の量につきましては、ちょっと今手元にデータがございませんので、早急に今集

計してお答えしたいと思います。 
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それと、委託先の燃料の調達については町内業者で調達しているということはお聞きしてお

ります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時４４分 

                                         

再開 午後 ２時４５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。 

竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 一般廃棄物の収集の許可の件だったと思います。基本的に

は、一般廃棄物の収集の許可は町が出すことになっていますので、資格要件いろいろあります

けれども、条件さえ満たしていれば許可は出せるということになります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 花とみどりの会。これは私も行って見たこともありますけれども一生

懸命やっているのです、ボランティアで。その部分は十分に敬意を表しますけれども、ただ、

やっぱりそういう事務的なこと、今課長言われたような部分で戸惑っているのです。そして、

お金ですから何かあったら困りますので、その辺十分に指導してあげていただきたいなとこう

思います。 

それで、業者の参入について部長のほうに答弁求めたのだけど、参事はただ地元の業者を使

っていますと。どういう形で運用しているかということです。私は、１社ではなくて、各スタ

ンドありますから、そういうところからある程度公平に入れるような形にできないのかと言っ

ているのです。そういう部分。あくまでも委託料で町から行っていますから、年度当初ちゃん

と見積もりして。そういうものを１社に寡占するのではなくて、ある程度分けられないのかと

いうことです。それで、私は、部長のほうにそういうことを話し合いしたらどうですかと言っ

たはずなのです。それをちゃんと清掃社のほうに話したかどうかということを聞いています。

これは答弁漏れですから、２答目なのかどうかわかりませんけれども。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 収集業務における燃料の調達方法、そういう部分かと思いま

す。ここの部分は、民間に委託するという部分では、民間委託によってやはり効率性、または

経費の節減を図るのが行政のほうの考え方でございます。直営でやるよりも、やはり民間活力

を使うと。そういう部分では、いろいろな委託先の中で、工事請負もそうだと思うのですけれ

ども、いろいろな物資の調達、基本は町内から調達していただきたいと、そういう原則を持ち

ながら、その中でやはり受けた業者が効率性を求めて調達すると、そういう形が基本ではない

かなと思います。そういう部分では、基本的には、町のほうからは町内活用ということだけは

お願いしてございます。 
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○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 民間活用というのなら、一番最初に、前回、去年のときに決算委員会

か予算委員会で言ったのだけど、今言ったように民間活用というのなら、それでは、給油する

燃料を当初仮に 100 円で見込んでやっていると。そうするのなら、そうではなくて、白老に６

社あるのなら６社入札して、一番安いところをやって、95 円にしたら５円戻しなさいと。そう

いう言い方になるのです、活用といったら。そうでしょう。そういう活用の部分もやるために

も、仮に１社になるかわかりません。３社あったら３社の中に準公金的なものなのだから、そ

ういうような形で地域の１社ではなくて、活性化を図るような手だてにならないかと言ってい

るのです。部長の言う民間活用やるのなら、逆にいっぱい参入して競争やったほうがいいでし

ょう。そういう意味ではないです。どうですか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 言われたことはわかるのですけど、委託業者と言えど受注業者で、我々

もギリギリの積算でやっているわけです。ですから、限りなく受注業者は安い、ガソリンもそ

うだし、いろいろな物品もそうだと思うのです。うちが言っているのは、まず、町内業者を絶

対使ってくれと、それはお願いしているのです。ただ、会社も経営していますので。前田委員

言われるのは、スタンド６社なら６社集まって入札やったらどうだというのもあるのですが、

そうすると、あらかじめ我々のほうで油の値段を入札して、ここの値段でこれで使えと。だか

ら、受注委託金額はこういうふうになりますということになってしまうのです。これは土木と

か建築の事業と同じような考え方になると思うのです。やっぱり受けたほうは限りなく利益を

上げて、それを社員に配分するなり何なりもうけるためにやっているわけですから。決して余

裕のある事業ではありませんので。そこはそこで受注業者の自助努力ということでせざるを得

ないのではないかなと私は思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は普通の建設事業、公共事業を発注して入札するのと違って、これ

は１社にちゃんと全部予算つくように見積もりをつくってやっているのです。そうすると、前

回も聞いたけど。町長、言うのはわかります。油にしても、当初 100 円でやったところ、120

円になった、80 円になったと。調整どうするのと言ったら、その中でやってもらえば極端は別

だけど、やってもらう幅を持っていると、それは理解するのだけど。私が言うのは、ある程度、

当初、委託料幾らといって見込みして、今まで見たって、それでは、企業努力して余ったから

戻しますとなっていないわけです。私は、そういう中でいけば、ある程度、共存共栄できない

かと言っているのです。地元の人に油を入れるにしても、ある程度こういうような形で恩恵を

与えられないかということです。１社とかではなくて。そういう意味ですから。だから、そう

いう形の中で考えられないかということです。私の言っていることがおかしかったら別ですけ

れども、そういう方法もあるのではないかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 
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休憩 午後 ２時５１分 

                                         

再開 午後 ２時５３分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

前田委員の答弁保留ありますけれども、後でやりたいと思います。 

ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。５款労働費に入ります。主要施策成果説

明書は 78 ページから 79 ページまで、決算書の 143 ページから 144 ページでございます。質疑

のございます方はどうぞ。ございませんか。労働費です、労働費全般。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、なしと認めます。 

６款農林水産業費に入ります。主要施策成果説明書は 80 ページから 86 ページまで、決算書

の 143 ページから 148 ページでございます。質疑のございます方はどうぞ。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 85 ページのふるさと 2000 年の森の管理経費のところです。ここで聞

いていいのか、そのあとの観光協会のところで聞いていいのか、ちょっとわからなかったので

すけど、ポロトの森のあそこの遊歩道とかありますよね、ずっとポロトを一周する道路とか。

そこにいろいろな看板とか、ポロトの看板とかあるのですけれども、そして、インフォメーシ

ョンセンター、こちらから行ったら左側のほうにある。あそこのインフォメーションセンター

のところにちょっとした芝生がありまして、あずまやありまして、そこに水飲み場とかがある

のですけれども、あそこの水飲み場の木がもう腐ってしまって、実際に今時期になると虫がわ

いてきているのです。いろいろな虫なのですけど。また、看板自体がもう何十年も前につくっ

ているのだと思うのですけれども、ポロトと読めなくなっていたりとかいろいろしているので

す。その辺、私は、先日一般質問のときに、あそこのポロトのところ、年間３万以上の方が利

用していらっしゃると。でも、実際には、あそこは朝から夕方、日が暮れるまで結構町内の方々

も毎日のように散歩に行ったりとかして、随分利用されています。そういうところの看板とか

そういうものの施設、いすの施設とかもそうですし、水飲み場もそうですけれども、その辺直

すのは一体どこで直していただけるものなのでしょうか。これは白老町の 2000 年の森管理経費

と書いているから、ここの中で直すのでしょうか。どこにも修繕費とかそのようなものがない

のですけれども、それはどちらのほうで。 

○委員長（及川 保君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） ポロトの公園の維持管理に関しては、多くの部分、休養林にあた

る部分は観光協会に管理出していますので。それと、あそこの部分は営林署さんからお借りし

ていますから、営林署のほうでお願いして直しいただく部分と、指定管理の中も小さい修繕は

観光協会のほうで直してもらっています。また、インフォメーションセンターの部分は都市公
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園の一部にあたりますので白老町が管理となりますから、そういうものがあれば町が維持修繕

していくということになります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） いろいろなところが管理とか、維持修繕にかかわっていらっしゃるの

かなと今答弁でわかりましたけれども、どちらにしましても、これは直していかなければいけ

ないのではないかなと。何年も前からそうは思っていたのですけれども。そして、ポロトの奥

のほうのいざない橋のところあります。あそこのところもせっかくきれいな橋になっているに

もかかわらず、何で看板はこんなに汚いままなのかなと、正直申し上げまして。 

それと、もう一つです。ポロトのあそこのところを散歩していて感じるのですけれども、た

まにあそこにある植物とかそういうものを切る人がいるのです。ことしの春も、いざない橋の

ところにほうの花のつぼみが出てきて、それがふっくら膨らんできて、見ごろだなと思って２、

３日たって行ったら、バサッとどなたかに切られてなくなっていました。やはりあそこが自然

の森、癒しの森というのであれば、やはりあそこのところをきちんとそういうような方々にも

周知して、きちんとしていくことは大事なのではないでしょうか。 

それで、ポロトの周辺はボランティアサークルですか、何というのですか、鈴木さんとかあ

の人たちがやっていらっしゃる、いろいろな団体あると思うのです。あの方々が随分何年もか

かってポロトのごみを拾っていらっしゃいます。湖のいろいろな団体とか関係者の方々で湖の

中にあったごみも取り出したりとか、また、散歩に行ったりとか、案内するたびにごみを拾っ

て、あんなにきれいにしていただいているので、今私が言いましたような、そういう場所もで

きれば、ない予算ではありますけれども何とか関係省庁の方とかいろいろ協議していただいて、

早急に直せるようにしていただければなと思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） 安達建設課長。 

○建設課長（安達義孝君） ポロトの森は町民の方々が散歩で相当使用されているのも私ども

十分承知しておりますので、ことしに入ってからもいろいろな修繕をしていただきたいという

部分も適時やっておりますけれども、全体見回して直すようにしていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 83 ページの優良繁殖雌牛の自家保留導入事業。これは昨年度、町長が

状況を把握した中で白老の牛の品質を上げるということで予算をつけていただいて、農家の方

もかなりこの事業については評価をして、金額を見ても 678 万円という数字になっています。 

 それで、まずこの実態です。導入した農家の戸数、そして頭数。それと、自家用牛を買い上

げした頭数と、市場等から導入した頭数。これについて伺います。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課長。 
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○産業経済課長（高野末保君） 優良繁殖雌牛の保留ということかと思いますけれども、昨年、

予算で 135 頭分とってございます。実際に繁殖として扱ったのは 113 頭でございます。自家保

留でございますが、97 頭でございます。導入が 16 頭。対象農家数ですが、保留については 20

戸。導入については５戸でございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 昨年ああいう風評被害があって、非常に今、１年先にこういう事業を

やったということは、これから長い目で見ればよかったなと思います。 

それで、予算では 135 頭、実績では 113 頭ですけど、私、すべて買えとは言いませんけど、

これは農家のほうの要望の数が 113 頭だったのか。それで、113 頭の平均価格は幾らで購入し

ているのか。その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） 予算 135 頭、これについては 21 年度の保留個体で見てござい

ます。それで、実際は 113 頭ということになってございます。それと、平均価格でございます

が、今資料を持っていないので保留させていただきたいと思います。後でお答えします。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

ほかございませんか。 

６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） ６番、本間です。86 ページ、４番の栽培・資源管理型漁業推進事業な

のですけど。毎年質問しているのですけど、マツカワ放流事業あります。これは、毎年同じ金

額と、毎年３万 3,000 匹放流していると思いますが、このマツカワの価格、昨年とことしの比

較と漁獲量、わかればと思います。 

それと、ナマコ増殖事業の進捗状況。どのような状況に今なっているのか。昨年から比べて

どのようになっているのか。その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） マツカワの負担金 50 万円ということで出させてもらっていま

すが、実は、平成 18 年からえりも以西海域に 100 万尾放流して、今、委員がおっしゃっている、

いぶり中央海域については、白老地区３万 3,000 尾、虎杖浜３万 3,000 尾、登別３万 3,000 尾

ということで、計 10 万尾ちょっと放流していますけれども、昨年の実績でございますが、漁獲

量は 138 トンございます。ただ、漁獲単価については、21 年、22 年、ほぼ 1,000 円ということ

で、当初の目標にしていた 3,000 円からかなり割ってございます。そういったことでマツカワ

についても繁殖だとか、販促ＰＲをしてございます。 

それで、ナマコの件でございますけれども、ナマコについても昨年から簡易水槽を用いて漁

業者みずから水産試験場等の関係機関の協力を得ながら白老港内にふ化させて稚ナマコを放流

してございます。昨年については５万 7,000 尾ほど放流してございますが、ことしについても、

正確な数字はまだ把握していないのですけれども 10 万以上は港内に放流していると聞いてご
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ざいます。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。ナマコに関しては、これからさらに事業が進めば放流の数

もふえて、将来的にはナマコの水揚げ量もふえていくのかなと思います。 

それで、マツカワなのですけど、先ほどなかなか魚価が上がらない、価格が上がらないとい

うことなのですが、今食べていただくためにいろいろそういうＰＲをしていくと。これは毎年

そうなのですが。昨年はたしかマグロの日とか白老牛の日とかいろいろそういう事業をやって

いましたけど、特にマツカワに限らないと思いますが、いろいろな海産物、この事業の中には

ウニとかいろいろありますけど、そのＰＲの強化というか、その辺今後どうするのかというの

をちょっとお聞きしたいのと、なぜ価格が上がらないのか。えりも以西からずっと放流してい

ますので、その関係で上がりすぎているというか、漁獲量が上がりすぎているのかちょっとわ

からないですけど、どういうことが考えられるのか。その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） マツカワの価格が上がらないからＰＲということで、実はこ

としもマグロの日を設定して、つい先日やらせていただいたのですけど、その中にマツカワも

一緒にＰＲしましょうということで、マグロアンドマツカワということで２大共演ということ

でやらせていただいています。それで、マツカワのＰＲについては、室蘭からむかわまで胆振

太平洋協議会持っていますので、その中で各地区それぞれの予算を持ってマツカワのＰＲをし

ていきましょうということで皆さんと協議して取り組んでございます。それで、まぐろの日に

ついても今後マツカワを大々的にＰＲしていきたいなと思ってございます。 

価格の上昇なのですけれども、当初 3,000 円ということで設定していましたけれども、やは

りだんだん、ヒラメも同じなのですが、量が獲れるとやはり若干価格が抑えられると、そうい

う傾向がありますので、もっともっと道外にもＰＲするだとか、そういった方法で価格上昇に

つなげていきたいと思ってございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。今の同僚委員の質問に関連するのですが、町長も随分ナマ

コに力を入れています。それで、漁業の方々、潜りの方々に聞くと、去年の３分の１ぐらいの

漁獲なのです、ことし。随分放流もしたし、稚魚の研究も進めている。新聞でも言われていた

のですが。ことしは獲れない大きな漁師の理由は、なかなか漁師の獲ろうとしたタイミングと

しけとか重なって獲れなかった。その間、他の潜りがどんどん獲っている。指をくわえて見て

いるだけなのだと。規制もない。こういうことであそこの漁業権がないわけですから。町長、

漁業権も取るような努力すると言ったような記憶があるのですが、とにかく漁師の人方、若い

潜りの連中は、いずれにしても、いくら稚魚を放しても他の潜りの方々がどんどんと堂々と獲

っている。しかも、堂々と獲ったものに漁業者が文句を言えないのだと。それで、ボンベを背

負って潜ったら、これは違反だから規制あるのですけれども、素潜りの場合はいくら獲っても
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規制がないのだと。こう漁師の方々は悩んでいるのですが。 

町長、漁業権もどうのこうのという話があったのですが、その辺の経過はどうなっているの

ですか。私、これはきのう、漁師５、６人といろいろ話したら、いやいや、せっかくやってい

るのだけど、みんな獲られちゃってと。こんなことなのだけど、町長はその辺わかってやって

いるのだと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 白老港で私も、当時素潜りでやっているので、もう苫小牧警察署にす

ぐ来てくれということで、かなり警察が来てやっているのですけど、警察の見解は、今の法律

では、我々は手は出せないのだと。許される範囲でやっているのだということなのです。方法

としては、委員言ったように、漁業権の設定というのがあるのですが、それもなかなか難しい

ようで、道に早く進めてくれないかということでやっています。これは全国の港、漁師の共通

の悩みでございまして、本当に堂々と許されているのです。海は万人のもので漁師だけのもの

ではないですから。ただ、我々はお金をかけて稚貝の放流をしているわけですから、何とか早

くやってもらいたいと思っています。そういう動きが、今道のほうでもないわけではないので、

近々にその辺の結論が出るのではないかなと。それで、法律の解釈の改正になるのかなと思い

ます。法律できちんと出していただければ早いのですけど、その辺も含めて道、そして国のほ

うにお願いをしているという段階ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでは、先ほどの前田委員の答弁漏れのほ部分を説明願いたい

と思います。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ごみの収集運搬に関する、まず燃料の使用量でございますけ

れども、大型ごみの収集で 1,500 リットル、資源ごみで 5,200 リットル、一般ごみで２万 7,700

リットル、合計３万 4,400 リットルと、こういうような積算をしてございます。 

あと、実際の受託業者の燃料の調達先ですけれども、町内の５社からある程度均等に調達し

ているということで確認が取れてございます。 

○委員長（及川 保君） それについての質問ですね、２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） わかりました。白老清掃社のほうも努力して、こういうことをやって

いるということは、今答弁で確認しましたので、いいことだなと思います。 

○委員長（及川 保君） あと、答弁漏れはまだあるけれども、あすにしましょう。 

                                         

◎延会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、お諮りをいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会をいたしたいと思います。これにご異議ありせんか。 

〔「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。 
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 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ３時１５分） 


