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平成２３年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２３年 ３月２４日（木曜日） 

開  議  午前１０時００分 

閉  会  午後 ２時４１分 

                                         

○出席委員（１４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 山 本 浩 平 君      委  員 本 間 広 朗 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 熊 谷 雅 史 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長     飴 谷 長 藏 君 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     教 育 長    白 崎 浩 司 君 

     総 務 財 政 部 長    山 口 和 雄 君 

 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 参事    高 野 末 保 君 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     町 民 課 長    南   光 男 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     健 康 福 祉 課 長    西   幹 雄 君 

     健 康 福祉 課 参事    長 澤 敏 博 君 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

     港 湾 室 長    赤 城 雅 也 君 

     上 下 水 道 課 長    須 田 健 一 君 

     会 計 課 長    岩 崎   勉 君 
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     教 育 部 長    渡 辺 裕 美 君 

     教 育 課 長    本 間 勝 治 君 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     病 院 事 務 次 長    野 宮 淳 史 君 

     消 防 長    前 田 登志和 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 

     参 事    千 石 講 平 君 
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◎開議の宣告 

○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） 

                                         

◎議案第１２号 平成２３年度白老町一般会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 12 号 平成 23 年度白老町一般会計予算を議題に供します。

昨日に引き続きまして予算書の 328 ページをお開きください。この最終ページまででございま

す。引き続き質疑を受けたいと思います。ございます方はどうぞ。 

 ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 朝一ですので、皆さんに言われていますので、さわやかにいきたいと

思います。よろしくお願いします。332 ページの給与費です。給与等の増額について伺います

けれど、新財政改革プログラムで十分に議論されていますので内容については承知して質問し

ます。予算等審査ということですので確認の意味を含めて質問いたします。それで、前年度の

比較で１億 5,815 万 7,000 円減額になっていますけれど、知らない人が見るとかなり給与減っ

たなと思われますけれど、前年度の退職手当分２億 8,776 万 9,000 円、間違いないと思います

けれど、これを引くと実質的に１億 2,900 万円増額になっています。いろいろ資料を見ると手

当はそんなに変わっていませんから、給与分で約 9,500 万円、それに付随して 3,500 万円増額

していますけれど、これらについて間違いないかということでございます。 

それと、今、一般会計です。全会計での今お話した一般会計で言った話の給与見直しに伴う

全会計での増減額分と共済費が幾らなのかということでございます。 

また話が変わりますけれど、23 年度新採用の職員は何人いるのかと。それと 22 年度末、３

月ですか、定年退職する、あるいは自主退職あると思いますけれど、その数について伺います。 

それと、町長行政報告で派遣職員３名と、こうありましたけれど、今回 1 名分の給与負担に

なっていますけれど、新聞報道では２名の道職員は道が見るということですので、国から来る

部分の職員の負担なのか、その部分伺います。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 何点かありましたので１点ずつお答えしたいと思います。まず給

与の関係でございますが、前回聞いている見直しに伴っての給与額の差額と言いますか、いか

ほどであったかと、こういうような話だったのかなと思うのですが、前回全部トータルしまし

て、給与の改定に伴っての増分、さらにはいわゆるボーナスですね、制度改正に伴っての減っ

た分、これをプラスマイナスして、トータルで１億 274 万 6,000 円程度ということになります

ので、先にプログラムでお示ししました１億 200 万円程度の給与会計に伴っての増額分とイコ

ールという形になってございます。 
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次の共済費の関係でございますけれど、ちょっとそれは手元にまとめたものがなかったので

すが、これは共済費、毎年負担の率として上がってきていますので、給与の改定だけによる影

響とは言えない部分もあるのかと思いますけれども、いずれにしても共済費のトータルの額に

ついては後ほど資料でお渡ししたいと、こんなふうに思います。 

あと、今年度の採用の関係です。採用の関係につきましては、一般職で３名、保健師で１名

ということで、トータル４名となってございます。 

あと、今年度の退職者の数です。内容的には、病院の職員、医師の方も含んでの話になりま

すが、全体で９名の方の退職が３月 31 日付で見込まれてございます。 

国のほうの派遣されてくる職員の給与負担の関係です。こちらについては、いわゆる技術支

援という形で派遣いただくものですから、給与費については町のほうでの負担ということにな

ってございます。さらに道職員の関係でございますが、お一方、地域振興策の推進ということ

で受ける方、これは実際にはアイヌ施策の関係で受ける方になるのですが、この方については、

給与は全額道のほうの負担ということになります。もう１人、相互交流として税務職員を受け

てくるわけなのですが、こちらについては相互交流という形になりますので、おのおのの、道

は道、町は町でそれぞれ給与については負担すると、こういうような格好になっています。要

するに町のほうで負担がふえる部分としては国の職員だけと、こういうことになります。 

増減の額としては、おっしゃるとおり間違いございません。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 道の負担の２名は、道で持つということでいいのですね。国の１名分

だけは町が持つということで、はっきりといいのですね。 

 それで、次なのですけれど、先ほど担当部長のほうからこの後補正予算の説明があって、全

議員にある議案説明はないということはありましたけれど、この中で今、派遣の人行っていま

す。また異動等合わせて新年度から出ると思うのですけれど、私、今回出されるのかと思った

のですけれど、だけれど本当によかったと思いますけれど、ここで言う職員手当等とあります

けれど、一般職の方はわかりますけれど、管理職の人方は管理職手当だけで終わるのかどうか。

厳しい環境の中で行っているので、その辺の部分が、今の規定の中では無理かわかりませんけ

れど、特別措置みたいなものをして、一般職については時間外手当が出ますけれど、管理職は

出ないと思います。結構主幹職なんか今多いですから、そういう部分の職員が仙台のほうに行

って、当たっていると。そういう部分はやっぱり考えてやるべきではないかと思いますし、補

正で議論すればいいと思うのですけれど、向こうへ行って、職員の方出張手当をもらって行く

と、朝、昼、晩の何も食事代出ませんけれど、向こうではどういうような、その部分について

は町でちゃんと経費として見ているのかどうか。職員に余り負担のないような形で派遣をする

べきだと思うのですけれど、その辺派遣するときにどういうような職員の手当、待遇、そうい

うものを考えてやったのか。現地でです。その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 基本的な考え方です。当然派遣したときに宿泊していますの



 5 

で、この分については旅費規程と。それから当然勤務時間、通常役場の８時 45 分から 17 時 15

分、これを越える業務については、基本的に時間外です。ただ、ご質問の管理職手当について

はプラスアルファございませんので、考え方としては、規定としてはないということで考慮し

てございません。あくまでも管理職手当の範疇で対応していると、こういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 若干補足させていただきます。食事の部分というお話ありま

したけれど、当初行った先遣隊については基本的には自賄いするということで、食事はこちら

から用意して行っておりますけれど、途中３、４日ぐらい前から、一応仙台市の水道局の班の

１つとして動いていますから、仙台市のほうから食事については３食提供いただいていると、

今、そういう状況になっております。今、管理職の時間外の扱いですけれど、先日の津波災害

の避難のときの対応もそうで、管理職出ているのですけれど、基本的には振替ということで、

後で取っていただくと、そういう対応になってございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） そちらで一方的云々ではなくて、１つの今の条例規則なんかあると思

いますけれど、私は白老町の中での勤務ではなくて、仙台市に行っているという特殊な事例が

ありますので、そういう部分、やっぱり先遣隊も帰ってきてその辺の話を聞いて、その辺職員

のために考えてあげてほしいなと、こう思います。それで、方向性が決まれば議会の所管委員

会でも相談しながら、あらゆる方向で、職員がよりよい待遇の中で能力を発揮できるようにし

てやってほしいと思いますけれど。町長いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 町長。 

○町長（飴谷長藏君） ひとつ、私もちょっと迷っているというか、困っているのが、町内の

民間の人も行っているのです。そのバランスを考えないといけないので、やはり同じ作業をや

っているわけです。ですから、時間外と言いましたけれど、特殊事情もありますので、この辺

については決定しておりません。ただ、今迷っているのは、町内のボランティアとどう調整を

図るかということで考えている最中なので、特殊事情ということもありますので、その辺につ

いてはまた議会に報告したいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、これで歳出がすべて終わりました。歳出全般について特

に質疑漏れがございましたら受けたいと思います。どうぞ。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。歳出全般の中の車両保険、それから公共施設の保

険あります。たくさんあります。この保険がどのような形で入札をしているのか。どのような

指名でやっているのか。総額が幾らなのか。件数が幾らなのか。わかればお聞きしたいと思い

ます。 
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○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 私のほうから車両の関係の保険のお話をいたします。車両の保険

については、今、形といたしましては、町内でいわゆる保険の代理店業を正業として行ってい

る方々による見積もり合わせの形で、一括で一番安価なところに決定していると、このような

格好で行っております。 

現有の車両の台数については 94 台ということになっております。 

トータルの額なのですが、ちょっと今手元に資料がなかったので、それについてはまた後ほ

どお話したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 建物の保険についてお答えいたします。建物の保険につきまして

は、市町村共済の中で災害保険という形で入っております。 

件数等は後でご報告させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） それでは、ほかございませんか。 

 ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） 本間です。質疑漏れというか、317 ページの資料館の特別展示開催事

業ですか、これについてちょっと何点か。この特別開催事業には、従来の年何回かの企画展と

いうのが含まれているのかどうか。 

それと、今回 30 周年ということで、事業というか、どのような内容でやられるのか。56 万

6,000 円ですか。金額は多い、少ない別に、ちょっとその辺だけお聞きしたいと思います。 

 それと、昨日土屋委員のほうから、災害対策のところで虎杖浜地区が非常に少なかったとい

う質問に対して、部長が１桁だったというお話だったので、その辺、私もその現場にはいまし

たが、私が直接数えたわけではないので、ぜひ何名だったのか、町のほうから聞きたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先に避難者の数のほうをご説明させていただきます。きのう

私が説明した部分では、ちょっと数字的にはっきり把握していない部分がありまして、泊まら

れた方の数で、虎杖浜地区１桁というお話しましたけれど。実際最大で非難された方、虎杖浜

地区 17 時現在で 75 名ということで、２桁の数でございました。申しわけございません。その

後、社台と虎杖浜は９時以降１桁になったと、その辺の数字で把握違いしてございましたけれ

ど、非難状況についてはそのようでございます。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） それでは、陣屋資料館の関係をお答えいたします。今年度の特別

展につきましては、これまで年何回かやっている企画展というのが入っているのではなくて、

仙台市との姉妹都市交流 30 周年という、大きなお題があるものですから、それに向けて行われ

る事業ということになります。題としては「絵馬に託された祈り」ということで、仙台市と白

老町の交流の中で、これまでのいろいろな歴史的なものですとか、そういうものをお借りしな
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がら、白老町で展示をしたいということで考えておりました。ただ、今、仙台市にうちの学芸

員が行っているのですが、そこの情報によりますと、やはり仙台市のほうの借りる予定だった

ものが、今のこの津波の状況でなかなか難しいということで、この辺についての中身はもう少

し見直しをしなければならないという考え方で、今はおります。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） 防災というか、いろいろな話をすると皆さんいろいろとお話したいこ

とも、聞きたいこともあると思いますのでここでは余り長い議論にはしたくないと思いますが、

避難場所なのですけれど、私もいろいろ回って歩きましたが、それこそ虎杖浜の神社の高台に

非難した方もいますし、中学校のほうで避難した方もいますので、その辺、今後いろいろ課題

として検討していかなければならないと思います。次の日町長も忙しい中いろいろな避難所を

回って歩かれたと思いますが、最後にちょっと、町長今回回って歩いてどういう感想というか、

受けたかどうか、その辺聞いて終わりたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回の震災といいますか、大津波の状況からいって、ここの場所では

あの大津波が来たらもたないなというか、全然機能を果たさないなという実感は確かにありま

した。ただ、中には北吉原の連合町内会長からなのですが、「自力で避難できない人の実態を全

部把握しています」と。それで、町内会の緊急役員会を開いて、夕方なのですが、次の日に、

「これでまた情報が入り次第、すぐそういう自力で避難できない人を我々役員が避難するよう

な体制をとっているので、会館のほうには避難させないで、まず自宅待機をしました」という

ことも直接入っていました。各地域で対応がまちまちだったので、私もそれでいいのではない

かと思ったのですが、大分小康状態になっていましたので。 

先日も申し上げましたが、防災計画全体で抜本的な津波に対する対応等、一方では防災計画

もそうなのですが、公共施設の建設場所等についても抜本的に見直しが必要ではないかと思っ

ています。実は今朝ほども寄附金の関係で、大震災の義援金の関係で、町内の人とお会いした

のですが、やはり高台に一定の駐車をできるようなスペースを確保するような、そういうよう

な体制が絶対に必要だという、実は町の人ともそういう話になりました。ですから、ただ公共

施設に避難すればいいということではなく、これから車の時代です。そして歩いて高台まで行

くというのは大変なので、そのご指摘も同僚議員のほうからも受けましたが、そのことについ

てもしっかり検討して、早急に何らかの対応をしなければならないと思っているところです。

そのための調査といいますか、研究もするように、職員にちょっとその辺の勉強をさせたいと

思っています。 

私のほうからは以上です。 

○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） 防災の関係なのですけれど、昨日も防災無線についていろいろ意見が

出たのですけれど、私どもも帰りましてから何人かの方に聞きましたら、要するに防災無線の
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発信が、緊急であっても普通の行政の連絡であっても、たしか最初チャイムでもって鳴ってい

るというのです。やはり緊急の場合はサイレンかなんかを鳴らして、要するに喚起すると言い

ますか、注意を促すようなことができないのかどうか。またそれができないのであれば、消防

には立派なサイレンがありますから、最初それで鳴らして、あとは防災無線でもって逐次状況

を報告するという過程が取れればいいと思いますけれども、いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今回の津波の防災無線の利用として、まず注意報が出たと。

その時点ではたしかチャイムを鳴らしての放送になったというふうに聞いてございます。警報

以降はサイレン等使いました。この部分でやはり注意報であっても注意喚起ということであれ

ば、やはりサイレンを使うべきだったかなと、そう思ってございます。この点は今後改善して

いきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今回の地震で、実はいろいろと教訓はあるのです。そのほか海面監視

に行ったときに、実は携帯でやっていたのです。海面監視で今何メーターですとか、港に行っ

ていても今２メーターぐらいですと、海面が上がりましたとかと言うのですが、その情報が携

帯が混雑して、実はつながらなかったということがあるのです。それで携帯ではなく、昔使っ

ていたような無線も、実は絶対必要になったと。それも１つの教訓です。予算等がまた決まり

次第、議会のほうにご相談、協議したいと思っています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、歳出すべて終了しました。 

次に、歳入に入ります。歳入の６ページ、７ページの第２表債務負担行為、第３表地方債に

ついて。ご質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。14 ページから 19 ページまでの１款町税

全般について。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「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。20 ページから 33 ページまでの２款地方

譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方交付

税交付金、７款ゴルフ場利用税交付金、８款自動車取得税交付金全般について。質疑のござい

ます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。34 ページから 43 ページまでの９款国有

提供施設等所在町助成交付金、10 款地方特例交付金、11 款地方交付税、12 款交通安全対策特

別交付金、13 款分担金及び負担金全般について。質疑のございます方はどうぞ。 
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10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番大渕です。37 ページの地方特例交付金の減収補てん特例交付金

の関係なのですけれど、これ、実態に合っているかどうかを確認することというのはできるの

でしょうか。要するに言いたいのは何かというと、減収の２つのものの減収補てん財源となっ

ているのです。根拠がきちんとなっているのかどうか。なっていなかったら、なっていなくて

結構なのです。根拠がきちんとしているのかどうか。こういうことで白老町はこれだけだよと

いうものがきちっとしているかどうか１点。 

次のページ、地方交付税の関係で、特交が今回６％から５％になるということでございます

けれど、今回の災害の関係で、ここは実際には２億 6,000 万円。かなり厳しいのかなというふ

うに思うのだけれど、そこら辺の今後の考え方がもしあったら。なかったら結構です。あった

らお知らせを願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、10 款地方特例交付金の減収補てん特例交付金の関

係についてでございます。まず、減収補てん特例交付金につきましては、ここに記載のとおり

２項目ございまして、個人住民税における住宅借入金と特別控除の実施に伴う減収補てん財源、

あと自動車取得税の減税に伴う減収補てん財源。こういう形になってございまして、まず１点

目の住宅借入金等の取得控除につきましては、これは、実際に調査が入りまして、町で何軒あ

るのかということでの計算になってございますので、これにつきましては、いわゆる減収分が

この財源としてきているというふうに考えてございます。もう一方の自動車取得税の減税、自

動車取得税につきましては、これは交付税算定による計算上で算出されるものでございまして、

これの減収分が実際どのくらいあるのかという部分については、実際のところ我々のほうも把

握していないというのが現状でございます。 

それから、次のページの地方交付税、特別交付税の関係でございます。これにつきましては、

当初予算説明の中で、毎年度６％から１％ずつ減額していくという形で説明をさせていただき

ました。しかし、きのうの情報でございますが、北海道胆振振興局のほうからメールが入りま

して、国の方針ということで、毎年１％という減額という部分につきましては、ここは３年間

６％を据え置くというような情報が入ってございます。ということで、実際には６％でそのま

ま災害の財源として使われることになろうかと思います。 

それともう１点。それではこの額が２億 6,000 万円で来るかどうかという部分につきまして

は、今現在では何とも申し上げられない状況ではございますが、予想としましては、恐らく今

年度も委員の皆様にお配りした、全体で３億 7,000 万円という金額が今年度来ましたけれど、

そのぐらいの金額は、想定はできないだろうと。ただ２億 6,000 万円程度かどうかというのは、

今の段階では判断できないという状況でございます。 

○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。わかりました。交付税の関係で、例えばこれ、ルー

ル計算で計算した場合で載せていると思うのだけれど、一般的にいう交付税の全体の留保財源
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というのはこの金額から言えばあるのかどうか。その点だけ。 

○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） 毎年、普通交付税の決定というのは７月になりますので、そ

の間例えば６月に補正財源としてある程度確保しなければならないという部分がございますの

で、そういった意味からは、一定の額、普通交付税の部分については留保しております。本年

度につきましても、おおむね 5,000 万円程度留保している状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。44 ページから 53 ページまでの 14 款使用

料及び手数料全般について。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） 自動販売機の設置使用料についてお伺いしたいと思います。先般資料

をいただきまして、役場関係のところで、全部で自動販売機が約 40 台ある。設置料が一台当た

り１万円。ただし、陸上競技場と野球場は半年分の 5,000 円。使用料これだけいただいている

ということだったのですけれど、２月に議員のゲートボールで北吉原のはまなす体育館に行き

ましたら、自動販売機使って暖かい飲み物を飲みたいなと思いましたら、２台あったのですけ

れど、どちらも冷たいものしか設置されていなかったのです。これ、実際には使用料を取って

は、場所貸しているわけですから、使用料１万円いただいてはいるのですけれど、この管理運

営自体は、お貸しした業者に全く任せているという状態なのでしょうか。その辺をお伺いした

いと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 使用料の全般的な部分ということで私のほうからお答えさせ

ていただきますが、基本的に公共施設における自動販売機の設置というものは、あくまでも行

政財産の目的外使用という形でございます。それで、いわゆる行政側が目的外使用の許可を与

えて、業者さんに設置をしていただくという格好になってございますので、許可は与えますけ

れど、基本的に置くものの管理、自動販売機自体の管理につきましては、実際の設置者が管理

するということになってございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） つまり、目的外使用の許可を与えて、その許可を受けた業者さんが自

動販売機の中身についてはすべて責任を持つということで、町側としては全くかかわっていな

いということでよろしいのですか。そうであれば、私、自動販売機の設置許可の金額が低すぎ

るのではないかと思うのです。というのは、役場庁舎内もそうなのですが、いろいろな庁舎内

で自動販売機の１個ずつのジュースの単価というものは、普通のその辺の自動販売機で売って

いる単価と何ら変わりがありません。自動販売機ではかなりの利益があると思うのです。実際

に私、なぜそこを今回言いたかったのかというと、今回の災害でもそうなのですけれど、実際

に白老の町の中で災害があったときにそういう施設に行きます。また、もう一方、白老の町の
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中でお店屋さんが非常に少なくなっているのです。個人の商店が。そうなってきて、実際に飲

み物が欲しいと思って来たときに、本当に自動販売機がすごく重要な役割を白老の町の中でも

果たしてきているのです。その辺を見たときに、業者さんがただ利益を得るためだけのそうい

うものではなくて、きちっと許可を与えるのであれば、もうちょっとその辺の責任を持ってい

ただけるように役場側で対処するか、そうでなかったら、利益分を高く白老町がいただいて、

白老町で管理するのか、やはりその辺もう少し考えていただきたいと思うのですけれど、その

辺いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 例えば、今災害事例が出ましたけれど、通常使われていると

き、ではどうなのかという問題もあるでしょうけれど、例えば定額の面積で貸していまして、

そのときに、具体的に幾ら利益を受けているかどうかということまで掌握していません。利用

人員から言って当然赤字を出しているところもあるでしょうし、それは押しなべて平均的には

そうだと、こういうことです。ですので、例えばそのメーカーさんで、ＰＲで、利益的には上

がらないけれど置きたいというところもあれば、そういう形になろうかと思います。ですので、

例えば自販機の中身をどうするかという話は、それは事業者さんの話でありまして、温かいも

の、冷たいもの、ニーズがあって、営業行為としてもう少し温かいものが出そろっていれば、

温かいものに切りかえればいいし、冷たいものが全体的に、スポーツセンターだとすれば、冷

たいものが出るのでないかということで、冷たいものを入れる。そういうことでございますの

で、町としては、その自販機の中身までの管理はしていないし、する考え方はございません。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 実際に私、山口部長のおっしゃっていることはよくわかります。ただ、

実態は、誰に、温かい飲み物がほしいのだとか、冷たいジュースがほしいのだという、そうい

うニーズは一体どなたに伝えたらいいのかというのが、１番の問題なのです。例えば体育館な

ら体育館、役場なら役場、誰に伝えていいのか、その辺がはっきりしないのです。ですから、

もうちょっとその辺をきちっとしていただきたい。それが私１番、特に望むことです。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） そのとおりだと思います。利用者の立場で、例えばお年寄り皆さん来

ますと。ゲートボールやりますよね。あそこの管理人に、「温かいのも入れてくださいと伝えて

おいてください」と。開館時間内にジュース詰めるわけですから、それは何もこちらのほうで

配慮しますと言えばいいだけの話だと思います。そういうことですね。 

ただその中で、今回も災害がありました。何で言わないのかと思ったのですけれど、総務課

のところにある自販機が、あれは向こうから来て、全部タダで提供していただいたのです。で

すから、使用料が安いという関係もあったのですけれど、600 本とかそれぐらい入っているは

ずです。総務課にある１つのメーカー。メーカーの名前を言ったらちょっとまずいのかもしれ

ないですけれど、全部タダで提供してもらって避難所に届けたと。ジュース類なかったので。

そういう経緯があります。ですから、自販機を置く会社側もその辺はきちっと配慮をしていた
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だいていますので、料金等についてもその辺でご理解いただきたいと。当然寒い日に冷たいも

のを飲むというのはおかしいので、それは管理者のほうから自販機側に伝えればいい話ですか

ら、それは伝えるようにいたします。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。54 ページから 71 ページまでの 15 款国庫

支出金、及び道支出金全般について質疑を受けたいと思います。 

 ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。59 ページ、特定防衛施設周辺整備調整交付

金。前年度は 2,700 万円、今年度は 2,000 万円を切っているわけでございます。720 万円、こ

れは大幅な減額だと、このように思っているわけですが、この辺の見解についてどのようにと

らえられているかお尋ねしたいと思います。 

○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） この特防交付金というのは、１次と２次に配分が分かれてく

るのです。今回、白老の駅北整備事業というのが 23 年度で事業終了と。そして、次に事業とし

て、新規事業を実は計画してございます。そんな中で、まず今回継続事業で、最終年度のこの

事業を継続させていただきまして、２次配分については前年度並、前年度 2,700 万円きていま

す。それと同じ並には最終的にはなるということで、計画が新規になるものですから、当初予

算では計上はしない形で、今回計上しております。ですから、トータルでは前年度と同じ並に

くる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） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） トータルでは間違いなく変わらないということですね。それに関して

は、そういうことで安心はいたしました。 

町長みずから自衛隊協力会の会長として一生懸命努力をされている。みずから声かけをされ

て、自衛隊協力会の白老町の会員の増員を図ったり、あるいは、港まつりにミサイル展を誘致

したり、大変なご要所に対しての協力体制をとっているということでございますけれど、率直

に防衛省からの評価はどのように受けているのかお尋ねをして質問をやめます。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 評価、どこと比べていいとか悪いとかというのはなかなか言いにくい

のですが、ただ白老町に自衛隊の弾薬支所があるという、まずそういう事実。今回の大震災の

大津波であっても、自衛隊の果たした役割、これから果たす役割を考えると、私は自衛隊の果

たしている役割は認めていると。さらに、我々もいつかはああいう大震災にあうやもしれない

ということを想定しつつ防災計画等の見直しをしているわけですから、地元の首長としては、

防衛に対して協力する用意、我々も逆にこういう交付金をいただきながらまちづくりを進める

という、私は当たり前のこととして補助金の要求をしたり、交付金の申請をしたりしていると
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いうことでございます。ただ、防衛のほうで私をどう評価しているのかというのは、なかなか

難しいのでお答えできません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。72 ページから 83 ページまでの 17 款財産

収入、18 款寄付金、19 款繰入金全般について。質疑のございます方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番大渕です。77 ページの動産売払収入の土地開発公社の残余財産

の売り払いの関係なのですけれど、前のページに町有地の売払収入で 3,000 万円、これは当然

毎年これだけ売っていくということが計画になっていますからこうなるのだと思うのですけれ

ど、土地開発公社の残余財産の売り払いというのはどんな形で。当然公有地買ったときにそれ

以外の土先特権なんかで売れるものなんかがたくさんあるのだと思うのですが、この 1,387 万

1,000 円の根拠というか、どういう形で売っていくのか。その点だけ。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 土地開発公社の残預金の話なのですけれど、一応土地につきまし

ては町のほうで２億 8,300 万円充当していただいて、そして、土地については町のほうに移管

するという形になっています。この 1,387 万 1,000 円といいますのは、開発公社の貯金という

のですか、それが一応解散の事務手続きを終了した段階でこれくらい残るのではないかと、こ

ういう形で 1,387 万 1,000 円という形でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） わかりました。1,300 万円についてはわかりました。土地開発公社

の関係でそうであれば、その土地が全部町有地になるわけですから当然残っている土地ありま

すよね。そういうものは多分売っていくという話が、この間何かの中であったのですけれど、

それは 3,000 万円以内で、例えば土先特権で余った土地をどんどん売っていくというようなこ

とはやらないのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 開発公社の土地なのですけれど、一応は事業の予定ということで

先行取得しております。だからほとんどのものについてはその事業を予定しているところにあ

る程度移管するという形で、今、考えています。その中で普通財産等残るものについては、若

干あるのですけれど、それについては、普通町有地として売り払いの中で考えていきたいと思

っています。ただ、ほとんど今、開発公社で持っている土地については、関係課のほうに管理

をお願いするという形で今、考えております。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 私の認識が違ったかもしれません。当然今、課長が言われたことは

当たり前のことで、先行取得、公有地拡大推進法の関係で先行取得しているわけだから、そこ
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の部分について関係課に行くことは、よくわかるのです。ただ、例えば使って、残ってしまっ

た土地なんかが、結構私の印象ではあったような気がしたのですけれど、そんなに、余り財産

で見られるぐらいないということなのですか。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 今のところ、公社の中で調査したところ、そういうふうに普通財

産で売り払いできるものは石山大通の残地くらいという形です。それくらいではないかと思っ

ています。あとちょっと、海岸保全区域の港の部分で、造成が終わっているところにつきまし

てもあるのですけれど、その２カ所くらいではないかという形です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。84 ページから 97 ページまでの 20 款繰越

金、21 款諸収入、22 款町債全般について質疑を受けたいと思います。ございます方はどうぞ。 

 それでは、先ほどの松田委員の答弁保留がございますので、この件について答弁を願います。 

田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） それでは、まず私のほうから車両保険の総額です。予算としての

総額ですが、お伝えいたしたいと思います。総額といたしましては、94 台分で 431 万円という

ことで予算を計上してございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 岩崎会計課長。 

○会計課長（岩崎 勉君） 建物に関しての保険の関係なのですけれど、一応役場庁舎から中

学校とか全部含めまして、軒数でいけば 478 軒あります。金額にしては 683 万円という形にな

っております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 先ほど、給与費の関係で共済費の負担分資料を求めましたけれど、後

ほどで結構ですので取り下げておきます。 

○委員長（及川 保君） そのようにお願いしたいと思います。 

 それでは、これで第２表債務負担行為、第３表地方債および歳入がすべて終わりました。こ

の中で特に質疑漏れがございましたら受けたいと思います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） これで一般会計すべて審議が終了いたしました。 

10 番、大渕紀夫委員ほか２名より平成 23 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替え動

議が文書によって提出されております。提出のあった動議は本案と関連がございますので、併

せて議題とし、動議の提出者から提案説明を願います。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 議案第 12 号 平成 23 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替

え動議を提出いたします。 
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提出者、賛成者は記載のとおりでございます。 

議案第 12 号 平成 23 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替え動議。 

議案第 12 号 平成 23 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替えを次のとおり求める。 

(１)２款総務費において。 

１項総務管理費、17 目諸費、19 節負担金補助及び交付金中、白老町自衛隊協力会連合会補

助金 9 万 4,000 円全額削除。 

(２)８款土木費において。 

４項港湾費、２目港湾建設費、19 節負担金補助及び交付金中、白老港建設事業費２億 580 万

円のうち１億 5,000 万円を減額していただきたい 

以上の科目において、予算案に計上した金額のうち、それぞれ事業の全額及び一部を減額し、

起債総額を抑制するとともに、減額に伴う一般財源額相当額は財政調整基金積立金に組み替え

ることお願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ただいま提出者から説明がございました。動議に対する質疑を許し

ます。質疑のございます方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 質問をさせていただきたいと思います。白老町自衛隊協力会連合会補

助金、これは、協力会というのは民間の人たち、そして各町内会の代表される、全部の町内会

ではございませんけれど、それぞれの町内会からも代表されて何名かずつでも出ております。

いわゆるこれは民間の人たちでやっているところなのですけれど、民間団体のいろいろな会で、

当然補助金もいろいろなところに出していますけれど、この自衛隊協力会の補助金に対して減

額をしたいと、すべきだという理由は、どういうことなのかというのを１点お尋ねしたいと思

います。 

それと、日本共産党さんは以前現実路線の中で自衛隊の存在を容認されるという方向性を出

しましたが、この考え方が日本共産党さんとして変わったのか、それとも白老の日本共産党さ

んの考えなのか、この辺についてもお尋ねしたいと思います。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ただいまのお話ですけれど、我々は自衛隊そのも

の、隊員そのものが悪いとか何とか言っているのではございません。憲法９条に照らしたとき

に、自衛隊が軍隊として認められるかどうか。これは裁判にもなっていることでございます。

合憲、違憲の判決は違った形で、両方の判決がされたこともございました。そういう中で我々

は隊員さんや、先ほどもございましたように、公務員、自衛隊の皆さん方も公務員ですから、

私は当然今回の災害でああいう形で活躍されるのは、私は当たり前のことだろうというふうに

考えております。そういう視点で我々は、自衛隊そのものが現段階としては、軍隊として持た

ない、日本の国は持たないと言っている中で、これは、私は憲法に抵触するのではないかとい

うふうに思っておりますので、この点については反対をいたしたいと、こういうことでござい

ます。 
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○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 次に港湾の関係をお尋ねします。１億 5,000 万円の減額をすべきだと

いう組み替え動議でございますけれど、白老港の建設に関しましては、白老町の財政状況もあ

り、現実的には一部供用開始が当初の計画よりも現実的には延びている状況でございます。こ

れは当然、多く利用される予定になっている大手製紙メーカーさんとも協議もしながら、また、

国の出先機関であります開発建設部とも協議をしながら進めていったわけですけれど、この供

用開始そのものが遅れることによって白老町の経済に対する影響は、私はあると思います。そ

ういう点でなぜ、ここでこの１億 5,000 万円を減額してこの供用開始を延ばすような、こうい

ったような組み替え、これに対しての考え方についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。当然１億 5,000 万円減額すれば供用開始が延びる

というのは当たり前のことだと私も思います。それはなぜかと言うと、今の白老町の財政事情、

これは町民の皆さんは非常に固定資産税等々のことを含めて、役場の職員の皆様方もこのこと

によって非常に大変な生活を強いられているということは事実でございます。これは皆さん方

が今まで質問してきたことと同じでございます。ですから、我々は港の管理、これは国や道に、

町の管理ではなくて、国や道にすべきだという提案もしてまいりました。同時に我々は第２商

港区までは反対をしていませんでした。第３商港区については反対をする。それは、受益者負

担含めて、これは見解の違うところでございますけれど、我々は町費全額でやるのではなく、

一定の企業さんがここで恩恵をこうむるとなれば、当然そこでの受益者負担が、町民も受益者

負担をしているわけですから、当然そういうことがあるべきというふうに考えております。そ

ういうことで言うと、白老町の発展が、港ができることだけで発展するとは、私たちは考えて

おりません。そういうことで、ですから全額のカットではなく、一部というのは、ご指摘のと

おり供用開始が延びるということはあり得ますけれど、私たちはそれよりも優先すべき事項が

白老町にはあるのではないかという考え方で、この修正案を提出したと、こういうことでござ

います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。この修正動議に対して１点だけちょっとお伺いし

ておきます。この白老港湾、白老港建設事業費、今、同僚委員の質問の中で理解はできました。

ただ１つ聞いておきたいのは、例えば今の、今回の一般会計予算の中で予算組みをされて、早

ければ来年、24 年度の一部供用開始を含めてこの港が使用できるようになるということを含め

て、今、経済面のお話をされた。それは、共産党さんの考え方はわかりました。でも、今回の、

例えば東北、関東のああいった大地震による防災、津波だとか、それ以外にもあります。そう

いったことで考えると、陸路なんかが寸断されて、ライフラインが寸断され、陸路が寸断され

となったときに、今、一番効力を発揮しているのは、その地域にある港だと考えます。という

ふうに考えたら、あと１年でできる、そういった一部供用開始も含めてあと１年で使えるよう
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になる港を１年、２年と延ばしていい話にはならないと。確かに共産党の言うように、いろい

ろな町民負担を抱えて、そういった事情はあるかもしれない。でも、あるものを１日も早く完

成させて町民の安心安全に繋げるということも、私は大事な意義があるものだと考えますけれ

ど、その辺についての考え方は。 

○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。あと 1 年だからいいのではないかというふうなご

意見ですけれど、それはそれとしてあるかとは、私は思います。ただ私が言ったのは、前の質

問者に対する答えを繰り返すつもりはありません。防災の関係で言えば、先ほども申しました

ように、私たちは第２商港区までは賛成してまいりました。必要な船は、大きい船が入れない

から防災的にだめだとなるかどうかちょっとわかりませんけれど、私は今、第２商港区に入っ

ている、たしか第２商港区は 3,000 トンぐらいまでは入れたのではないかという記憶なのです

けれど、災害等々の関係で言えば、私は十分それで対応できるのではないかというふうに考え

ています。あと１年で完成するからよしとすべきというご意見も承りましたけれど、そうであ

れば、あと３年延びて、本当に町民がそこで恩恵をこうむるのであれば、３年延びるというこ

とがなぜだめなのかという理屈にも私はなるのではないかと。そういう不毛な議論はしたくご

ざいません。私たちは町民にもっともっときちっとした還元をすべきという視点からお話をし

ているということでございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。日本共産党は、自衛隊協力会９万 4,000 円なのですが、

これを毎度毎度反対しているのです。差し替えをしているのですが、大渕委員は監査委員なの

です。監査委員としていつも一般会計を間違いありませんと監査報告をしております。この自

衛隊協力会の監査の心境、どういう気持ちで監査をしているのか。ここのところをひとつお聞

きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 政党と監査という職務は全く別なものだと。私は監査委員という立

場では、粛々と町の財政が、町費がきちっと使われているかどうか、そこに不正がないか、ま

た間違った使用方法がないか、そのことをきちっと監査をしているつもりでいます。そういう

意味においては、自衛隊協力会さんを含めて、全く問題がないというふうに感じております。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって動議に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。本案と動議を一括して討論いたします。 

 まず本案に賛成討論の発言を許します。 
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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。平成 23 年度一般会計予算に賛成する立

場から討論をさせていただきます。今回の一般会計予算につきましては、商工部門、また教育

部門、福祉部門にわたり、厳しい財政状況の下ではありますが、この１年間、前年度の事業成

果の検証をされた旨の均衡の取れた予算だと私は考えます。また、港湾に関しましても、あと

１年で使用開始ということもあり、国の予算の関係もございます。しっかりとこの予算づけを

された中で、完成を望むものでございます。また、これが完成することにより、企業の誘致、

発展等が見込めることと、防災有事の際の物資の搬入、搬出の拠点となることは明らかであり

ます。一日も早い開港を強く要望することからも、今回のこの平成 23 年度一般会計予算に賛成

するものでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 次に、本案に反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 本案に反対討論なしと認めます。 

 次に、組み替え動議賛成討論の発言を許します。先ほど出されました組み替え動議の賛成討

論でございます。 

９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 日本共産党、９番、斎藤でございます。私は、先ほどの同僚委員の質

疑の中で大体基本的な部分は表明されたのではないかと考えますけれど、予算の一部組み替え

動議案に賛成する立場で討論に参加いたします。長年私たちが主張してきたとおり、地方港湾

建設は最小限にとどめるべきものであり、長引く不況の中では将来に向かって町民に重荷と負

担を負わせることになると憂いているものであります。余りに港を支える基盤が脆弱だという

こともあります。まして、このたびの日本全体を揺るがす大災害と原発事故からの復興を考え

るとき、従来以上の不安を覚えるものであります。過去私たちは第３商港区の建設に対し中止、

または延期を主張してきたことや、一自治体だけで維持管理の責任の負担を考えるとき、今予

算の一部組み替え動議は当然だと考えております。また、全世界の方向として、軍事同盟から

の離脱がたくさん起こっている中で、軍備を増強するという主張には与しないことを表明する

ものであります。 

以上２点について思いを述べて、賛成の討論といたします。 

○委員長（及川 保君） ほかに討論はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。10 番、大渕紀夫委員ほか２名より提出された平成 23 年度白老町一般会計

予算に対する予算組み替え動議に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手少数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成者、大渕紀夫委員、斎藤征信委員、土屋かづよ委員、３名でご
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ざいます。賛成３、反対 10。 

よって、予算組み替え動議は否決すべきものと決定しました。 

 次に本案について採決いたします。議案第 12 号 平成 23 年度白老町一般会予算、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成 10、反対者、10 番、大渕紀夫委員、９番、斎藤征信委員、11

番、土屋かづよ委員、３名でございます。 

よって、議案第 12 号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１１分 

                                         

再開 午前１１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。 

                                         

◎議案第１３号 平成２３年度白老町国民健康保険事業 

特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 13 号 平成 23 年度白老町国民健康保険事業特別会計

予算を議題に供します。恒例によりまして歳出から質疑に入ります。別冊の国民健康保険特別

会計予算書、38 ページからから 43 ページまでの１款総務費全般について。質疑のございます

方はどうぞ。 

〔「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。44 ページから 59 ページまでの２款保険

給付費、３款後期高齢者支援金等、４款前期高齢者納付金等、５款老人保健拠出金、６款介護

納付金、７款共同事業拠出金、全般について質疑を受けたいと思います。 

15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。59 ページの共同事業拠出金のことについて伺いた

いと思います。高額医療費の拠出金、それから保険財政共同事業拠出金というのがありますが、

これは交付金額もほぼ同じで、一般財源からは 7,900 万円ほど出るようになっているのですが、

これは共同事業ですから、きっと組合形式のような形なのだろうと思いながら見ているのです

が、金額の決定というのは、交付もされていますけれど、人口ではないのだろうと。人口減っ

ていますから。それでもふえていますので。医療費の重篤化というか、高額医療ですから、そ

ういった白老の重い方というか、高額に該当するような人が多くなっているのか、それとも高

齢化率とかで計算されているのか、その辺どのように計算をされて、これは来るのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 高額医療費拠出金でございますけれど、レセプトで 80 万円以上超

える部分の総額の 100 分の 59 を拠出しております。これはやはり高額な医療費に対する共同事
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業ですので、高齢化率だとかそういうことではございません。レセプト１件当たりということ

でございます。それと、保険財政共同拠出金につきましても、レセプト１枚 30 万円以上越える

部分の総額の 100 分の 59 を拠出してございます。逆に歳入もその分国保連合会のほうから。全

部国保連合会のほうに拠出して、それに見合う分は交付金で受けております。 

以上であります。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） これは金額が昨年よりふえています。ということは、やはり高額の

医療にかかわる人が多くなったということ。白老町は一人当たりの医療費がふえたということ

で三連携も力を入れていこうとか、健診に重点をおこうとかということでやっておりますけれ

ど、やはりそういうことで重くならないように抑えられることは、全部この拠出金に影響して

くるということなのです。そういうふうに理解していいのかということが１点。 

それから、これがふえているということは、それだけ白老町の方々が重くなってしまって、

医療にかかっている方が多いという判断をしていいのかどうなのか、その点１点。 

それからもう１つ。高額医療の手続きの関係なのですけれど、この間もちょっとお話しまし

たけれど、病院によっては、入院をして手術をしなければならないとかと前もってわかるとき

は、必ず手続きをしてやってください。というふうになります。そういったことが言われない

で、たまたま料金が請求されてから、ちょっと支払いが厳しいということでその手続きをして

やるということは、かなわないことなのかどうなのか。この手続き上はどうなのでしょうか。

その点について伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 高額療養費拠出金にしても、保険財政共同事業拠出金にしても、

例えばことし白老町でなくなった方が去年よりかなり多いのです。それで、結局保険について

も、医療についても、亡くなる方が結構保険加入者にいました。それで、その分が、やはりが

んとかそういういろいろな病気で終末を迎えてしまっているという方が多いものですから、結

構ことしは高額医療費が伸びております。ということで、やっぱり高齢によるものが、終末的

な医療が影響している可能性はあると思います。 

それと、病院の窓口で料金、普通であれば限度額認定書をお持ちになれば、その人の負担額

以上は取られないはずです。病院に持って行けば、入院したとしても。それを持って行かない

と、満度に、例えば３割とか請求されますので、それについては一度お支払いしていただけれ

ば、役場の窓口に領収書を持ってきていただければ、償還払いという形でお支払いはいたしま

す。ということです。 

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） 償還払いされるのは、後からやるのはわかっているのです。ただ、

請求されてはじめて、その金額が 20 万円だとかなったときに、払えないということだってあり

ます。そういったときに、請求をもらったから、払えないから役場へ行って高額医療の手続き
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をして、そして、その分見てもらえませんか、高額医療の分だけにしていただけませんか。と

いうのは、その入院する時点で出さないとだめなのかどうなのか。その辺は認められていない

のかどうなのか、その点をちょっと伺いたかったのです。 

○委員長（及川 保君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 入院するときにすぐその限度額のやつを出さなくてもよろしいの

ですけれど、一月以内に締めますので、月末で医療機関は診療報酬という形で締めますので、

その間に持って行けば、減額認定の処理はしていただけます。そういうこともありますので、

入院する方、もし分かれば、緊急入院ではなくて、どうしても入院しなければならないという

方には、広報等でも限度額認定証を持って行ってくださいということで、かなり周知させてい

ただいています。その中でも、緊急入院とかでなったとしても、１日ではなくて１週間だった

ら、１週間の間に病院のほうに出せば、それ以上のものは取られませんので、そういうもしお

問い合わせとかあったときは、そういうふうなことはこちらでも言っておりますので、お問い

合わせしていただければ、対応したいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、60 ページから 71 ページまでの８款保険事業費、９款基

金積立金、10 款公債費、11 款諸支出金、12 款予備費全般について質疑を受けたいと思います。 

 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。61 ページの健康づくり指導経費の中で、これはど

ういうことで使われたのかとちょっと気になったものですからお聞きしたいと思うのですが。

後発医療品利用促進通知業務委託料というのがあるのですが、これはどういった形で委託をさ

れて、どういった仕事をされているのか。これはきっとジェネリックの利用の促進というふう

になっているのですけれど、これは病院の先生が判断をすることが多いのでは。本人も希望し

ますけれど、そういう本人が希望することを促進するための委託なのか、その辺をちょっとお

伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 後発医薬品の委託業務の関係でしょうか。今、医療費の適正化と

いうことで後発医薬品、ジェネリック医薬品、これについては国のほうも後発医薬品を推奨し

ますということでやってございます。それで、実際に外来、入院で投薬を受けている方で、後

発医薬品ではなくて、当時の許可をもらっている新薬というか、特許をとっている薬というか、

それを今度後発医薬品ということでいろいろなメーカーで薬を出しているのですけれど、それ

の対象者に投薬の差額分、新薬と後発の差額分がこれだけになりますということで通知してい

るのです。それで、医薬品を投薬している、処方されている薬を、その方は先生とご相談され

ることになると思いますけれど、後発医薬品に切りかえていただいたときに医療費も抑制され

ますし、個人の負担も軽減されますということで、医療費の適正化ということで推奨しており
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ます。22 年度もこの委託業務を行っておりますので、国保連合会のほうからデータをいただき

まして、今、資料がないので、委託業者確認してからお答えしたいと思います。申しわけない

です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） これで歳出が終わりました。 

次に、歳入に入ります。10 ページから 35 ページまでの歳入全般について質疑を受けたいと

思います。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。毎年同じことを聞いているのですけれど。11 ペー

ジの保険税の関係なのですけれど、今、最高限度額が 73 万円ということだそうですけれど、現

実的に４人家族で平均収入がどれくらいの人が最高限度額までいくかということが１つ。 

それからもう１つは、国の方針で、政府管掌保険か国の社会保険かちょっと忘れましたけれ

ど、八十数万円という限度額があって、去年の答弁で、最高限度額までは国は国保も上げると

言っているというような答弁があったのですけれど、実際に今の方向というのはそういう方向

で動いているのかどうか。本当に限界だと私は思っているのだけれど。１つは４人家族でどれ

くらいの平均収入で最高限度額までいくのかということ。 

もう１つは、今後の方向づけとして、去年の答弁にもありましたように、そういう形で最高

限度額を上げるような形になるのかどうなのか。 

○委員長（及川 保君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 今の大渕委員の質問なのですけれど、２点あるかと思います。４

人家族で収入が幾らあれば限度額を超えるのかということにつきましては、今すぐ計算しない

と出ませんので、後で報告させていただきます。 

限度額です。社会保険とかそれについては限度額 80 万円を超えています。それについては、

今後の広域化というようなことも念頭にあるようなのですけれど、国保のほうも限度額を上げ

て近づけていこうという方向性は変わっておりません。それとことしについてもいろいろ、今、

限度額 73 万円なのですけれど、今年度中に限度額を４万円上げようということで、国のほうは

閣議決定とかして政令を定めようとしております。その中で、今いろいろと大震災とかでなか

なかそういう手続きが遅れているようなのですけれど、今年度内には４万円増額ということに

なりそうです。 

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。町で決めるわけではないから仕方がないと言えば

仕方がないのだけれど、実際に苫小牧市も限度額まで上げたのかな。苫小牧市はずっと上げて

いなかったのです。だけれど上げざるを得なくて、上げたようなニュースが出ていましたけれ

ど、これで収納率を上げるということは可能なのですか。ただ限度額が上がるから、高所得の
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人が上がるだけだから、下のほうは、底が払っていない分とは違いますと言ったら、それはわ

かるのですが、実際にこれというのは、限度額が限度ではないかと思うのですけれど、どんな

ものですか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） この限度額の対象となる世帯数なのですけれど、国保に加入

している世帯は約 4,000 世帯なのですけれど、そのうち約 100 世帯というのが最近の状況でご

ざいます。ここまで上がる世帯というのは基本的にかなりの収入ある課税所得ということで、

基本的には負担できる層の部分が、現実にはこういう形で見直しかかってきているのかなと。

収入の少ない世帯については、そういういろいろな減免とか軽減措置がありますので、これは

本当に限度額の部分でいけば、それなりの収入のある世帯ということで、4,000 世帯のうちの

100 世帯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） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番です。もうやめますけれど、要するにこれ、制度そのものが広

域化しても、はっきり言えば解決するものではないです。町村会とか一体何をやっているのか

と私は思うのです。こういうことを町長、市長が頑張らないと、地方にいる価値がないのでは

ないかと、私ははっきり言って思います。本当に無収でもっても、やっぱり国によって制度改

革をしないと本当に限度だと思うのですが、どうですか。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 町村会の中でも、例えば国とこういう関係を直接やり取りするのは、

町村会の役員といいますか、町村会の役員というと８期とか９期やっている人なのです。我々

も余りそういう人たちと議論する機会はないのですけれど、ただ、胆振の中では今言われたよ

うな議論になっています。要するに医療費がかかれば保険を上げればいいという短絡的な、そ

ういう考え方で国のほうも来ているのではないかと。この抜本的な部分ですね、各自治体それ

ぞれ負担が少ないところもあれば、多いところもあるのですけれど、うちの場合はかなり多い

ほうになってしまっていて、それで今回も三連携で、要するに重篤患者になる前にあれしよう

ということでやっているのですけれど、ここの負担払う方にしてみたら、100 世帯ですか。ど

れだけ収入があるのかちょっと分からないですけれど、国保でそれだけ払う人が 100 人もいる

のだと、実は逆に思っていました。どんなご商売というか、どんなあれをやっているかわから

ないですけれど。ただ、それにしてもこの限度額ではすごい金額ですから、議論の余地はある

と思うのですが、我々町村会の枠の中で間違いなく言っていると思います。ただ、返ってくる

のが、そういう形しか返ってこない。これはもう政権が変わろうと何をしようと、やっぱりそ

ういう、省庁があって、そういう基本的な考え方で来ていますから、なかなか難しいと思いま

す。私からはそれぐらいしか言えないです。町村会中で議論している。同じような、どうなる

のだこれはという議論をしていることは間違いないです。それを胆振町村会としても、間違い

なく伝えていることも確かです。 

以上です。 



 24 

○委員長（及川 保君） それでは、答弁保留ですね。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 答弁漏れがありましたので。まず吉田委員の後発医薬品の委託業

者ですけれど、ＨＢＡでございます。住民記録だとかいろいろ町のほうの委託を受けている業

者なのですけれど、会社名がＨＢＡということです。 

 それと、大渕委員からの４人家族で限度額 73 万円に達する収入額ではなくて、課税所得額な

ものですから、所得でいきますと 610 万円が限度額のラインになります。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） これで歳入が終わりました。 

ここで歳入、歳出全般について特に質疑漏れの方がありましたらどうぞ。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） １点だけちょっと簡単に。43 ページ、レセプト点検、約 200 万円。

これで、ことしの予算でどれくらいの効果を金額でねらっているかということが１点。 

それと、このレセプト点検をした結果、61 ページの特定健診の事業がございます。今回ここ

に力を入れるということで、保健師さんをたくさん雇ってローラーかけたりいろんなことをす

るということなのですが、そのときにこのレセプト点検をした結果をきちっと生かす考え方、

そういうことがあるかどうか。私は生かすべきだというふうに思っています。それは、差別化

できるからだと思っておりますけれど、この２点についてお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） レセプト点検経費 199 万円なのですけれど、これについてはレセ

プトを点検する嘱託職員なのですけれど、１名です。それで、これは今回３連携の推進方針で

レセプト点検をしながら各地区訪問指導をするということの、レセプトで医療分析するという

形でのレセプト点検ではなくて、診療報酬上それが適正に申請されているかということの点検

業務ですので、こちらの点検業務で効果を上げている金額は約 1,500 万円から 2,000 万円近い

効果を１人で出しております。 

それと、先ほど言った３連携で、それを一緒にした業務ではないので、やっぱり３連携を推

進する上で保健師が来て、レセプトを見て、分析をして、訪問する。これがやっぱり大事なこ

とだと思いますので、一緒にというわけには、レセプト点検員と保健師が連携してということ

はちょっと難しいのかなと思います。 

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。わかりました。1,500 万円から 2,000 万円という

ことは、十分効果が上がっているし、上がるという中身だということは理解しました。そのレ

セプトを保健師さんが見て、生かすということはできるということでいいですね。この職員さ
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んがやれということを言っているのではなくて、そのレセプトをきちっと生かして保健指導す

べきだというふうに私は思っているのだけれど、そういうことでの理解でいいのですね。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 全くそのとおりでございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 13 号 平成 23 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 13 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時５５分 

                                         

再開 午後 ０時５８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

                                         

◎議案第１４号 平成２３年度白老町後期高齢者医療事業 

特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 14 号 平成 23 年度白老町後期高齢者医療事業特別会

計予算を議題に供します。老人保健特別会計予算書の 10 ページをお開きください。10 ページ

から 27 ページまでの歳入歳出全般について。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 
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採決いたします。 

議案第 14 号 平成 23 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

 反対、９番、斎藤征信委員、10 番、大渕紀夫委員、11 番、土屋かづよ委員。３名でござい

ます。 

 賛成者 10、反対者３。 

よって、議案第 14 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１５号 平成２３年度白老町公共下水道事業特別 

会計予算 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 15 号 平成 23 年度白老町公共下水道事業特別会計予

算を議題に供します。恒例によりまして歳出から質疑に入ります。下水道特別会計予算書 28

ページをお開きください。28ページから 37ページまでの１款公共下水道事業費全般について。

質疑のございます方はどうぞ。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 33 ページの白老下水終末処理場運転管理業務等包括委託ですけれど、

これは更新で、さらに改めて業者を募集したということになっていますけれど、それまでの経

緯と、どこに決まったのかということと、委託業務、前回３年間でこの委託料、実績平均で決

めたと言っていますけれど、この実績平均というその平均の目安と、どういう委託料を決める

項目というか、審査した基準がどういうものを目安にして実績平均としたのか。その辺を伺い

ます。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） ただいまの下水終末処理場委託業務の契約に関してのご質問

で、まず、今、従来の委託業務からプロポーザル方式で委託契約をしていきたいということで、

12 月に債務負担の予算説明のときにそれらの理由等についてはお答えを一応してございます

が、改めてその後の経緯等含めてご説明させていただきたいと思います。 

12 月に債務負担の補正を行った後、実際に募集公告を１月６日から行ってございます。資料

閲覧、現地見学が３社ございます。会社名については企業のあれがありますので、一応３社あ

ったと。それと、電話問い合わせについて１社ということでございます。うちの入札に参加を

表明された業者が１月 20 日を期限としてございましたが、１社になってございます。参考まで

に他の参加しなかった業者、なぜ参加していただかなかったかというようなことは、若干確認

してございますが、プロポーザルで行う場合、提案書の作成、こういった業務にものすごく費

用がかかると。それと、うちのほうから提示されている委託契約の金額等の限度額、これらを

参考にすると、今回は見合わせたいというようなことで、提案は１社のみであったということ

でございます。その後、参加資格、これらの内容について１月 25 日に選定委員会を開きまして

内容の審査等を行ってございます。選定委員会につきましては、苫小牧工業高専の教授１名、
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それと、民間の大手、現在は会社なくなりましたが、そこで経理等、そういった危機管理等、

そういったものを経験されている方１名と、内部、課長職３名の５名でその選考にあたって審

査をしてございます。技術提案に基づいて審査を２月 25 日、実際に提出された業者を呼んで、

提案の説明を聞いた上で、実際に審査結果として選定委員会として町が求めるおおむねの内容

は技術提案に盛り込まれているということで、一応交渉権者ということで、町のほうで実際に

業者のほうに通知を出している状況でございます。その中で今、契約に向けていろいろな作業

を進めているところでございます。実際にその提案の審査、合格した業者でございますが、今、

委託業務を行っているクボタ環境サービスということでございます。現在最終契約を結ぶため

に、要求水準書、仕様書の作成を行ってございます。従来の委託業務では要求水準書はつくっ

てございませんが、やっていただく業務の指針となる目安となるものとして、細部にわたり水

準書をつくってそれを求めていくという形で、今、その作業を進めているところでございます。 

あと、金額の、５年の契約の実績はどのようなことかということでございますが、これに関

しても、従来固定経費と物件費と一部含めて委託をしてございましたが、それに含めて電気料、

動力料、通信運搬費、修繕費等の、もろもろの経費をすべて委託費に含めると。その中で、で

はどこが水準、妥当な価格になるのかということで、債務負担のときは説明をしてございます

が、過去５年間の実績を踏まえて、５年で７億 5,000 万円と。そういう試算をして予算を計上

しているところでございます。実際に現在提案書が出された時点で、事業者より見積書の提出

が一緒にあわせてございます。これの金額をお話したいと思いますが、見積もりの提出金額、

５カ年で７億 2,420 万 6,000 円ということです。予算の金額につきましては、７億 5,000 万円

です。2,570 万円ほどうちの予定よりは下がったということでございます。これをさらに妥当

かどうかということは、今、判断してございますが、決算見込みで、これは単年度になります

が、１億 4,430 万円ほどにうちの予算がなろうかと。すべてを含めてです。出されている見積

もりでは１億 4,484 万 2,000 円という形になろうかと思います。これを、中身をちょっと検討

してみますと、実は事務量がクボタ側に相当量ふえるということで、事務員の人件費が増加し

ていると。物件費、そういったものについては削減も含めて出されてございますが、その平均

額からすると、単年度でいくと、見込み額と比較しますと 50 万円ほど多いということになって

ございますが、おおむね妥当な金額ではないかというふうに今の段階では考えてございます。 

あと、このほかに３年と５年の契約の内容でございますが、これにつきましては 12 月のとき

にもご説明してございますが、複数年契約を長くすることによって、当然ランニングコストの

削減だとか、受託者側での人材の育成、要するに技術者を育てられるというようなことも含め

て、受託者側にもあると。町のほうにおいても、今すぐ契約して、すぐ経費が、コストが下が

るということにはならないかもしれませんが、将来に向けてコスト削減をしていくことが可能

な方法だということで考えてございます。例えば危機管理する上で、今回たまたま大きい災害

がございます。そうなった場合、私どもの町、大手と契約していますと、応援体制が組めると

いうことも有利なこととして働くというようなことも含めて、あと、職員の事務負担というこ

とが、プロポーザル、これ職員です、12 月から債務負担行いまして、今、現在までびっちりそ
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れにかかりつけになっている職員がございます。これが３年ですと、２年おきにやっていかな

ければならないということで、事務負担も少数精鋭の中では負担が大きすぎるということにな

ります。また、その評価というのは１年、１年、きちっとやっているかということを町は確認

していかなければならないということで、その事務量も当然ふえるわけです。そういうものを

勘案した中で、やっぱり町の技術力、職員の技術力を上げるためにも、３年で万が一業者が変

わることがあれば、なかなかそれについていく職員の技術力を上げるのには難しいということ

もありまして、担当と相談して、やはり５年ぐらいが一番理想ではないかという形で進めさせ

ていただいたのが現状でございます。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 合理的、効率的なことを目指してやっているということは、答弁から

も伺えます。また何点か伺いますけれど、今言ったように、事務量がふえて、人件費がふえる

と、こう言っていますけれど、その中で今回新たに提案を受けたということで、大分審査が終

わっているみたいですけれど、この提案を受けた中で、今回新たにこの施設を運営していくた

めに、合理的、効率的、あるいは環境的に新たに提案されたような、この施設を改善していく

ために、そういう部分の新たな提案事項というのがあったのかどうかということを伺いますし、

今、業務委託で標準的なものをつくっていると言いましたけれど，前も私、聞いていますけれ

ど、今回改めて聞きますけれど、この中で燃料、高熱水費等々が入っていますから、これにつ

いても生産的な部分の取り扱い方は、その標準の業務委託の中でちゃんとうたって、年度末に

精算されるような形、チェックできるようになっているのか。その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 今の提案内容に基づいて、従来と違う新たな提案がまず１点

目としてあるのかということでございますが、これにつきましては、コスト削減は今も進めて

はいただいてはございますが、さらに省エネ運転だとか、そういう地球環境への負荷を低減さ

せるような取り組みはしていきたいということが提案書の中には盛り込まれております。また、

職員につきましては地元雇用すると。現在は、実は社員９名中、９名在住してございますが、

うち８名は白老町出身者でございます。これを改めて継続していきたいということが提案の中

に盛り込まれてございます。また、従業員は白老町に全員生活の居住を置くということも提案

されてございます。そのほか、地元調達、地元で調達できるものはすべて地元調達をしていく

ということも提案の中に出されてございます。新たにそのほか、燃料も含めてでございますが、

そういった地元調達をしていくと。 

そのほかに、技術者ということで、現場責任者については、下水道経験年数を 10 年以上有

した下水道管理技術管理認定試験合格者、廃棄物処理技術管理者、２級ボイラー技士などの資

格を持った人間を必ず配置させると。そのほか、当然うちの施設古い施設でございますので、

老朽化施設の維持管理、これについての実は、中で診断なども独自で実施して、効果的な改善

の提案を町にしていきたいというようなことも盛られてございます。そのほか、独自の管理目
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標の設定なども出されている現状でございます。 

それで、これらのことについてまず１点目。物件費等の燃料費の値上がりだとか、値下げだ

とか、そういうデフレ、インフレ等に関する項目でございますが、これにつきましては、各項

目に設けるということではなく、物件費、人件費、固定経費を除くものにつきましては、全体

経費において５％超えた場合、５％を超える部分についてお互いに増額するなり、減額するな

りさせていただくというようなことで、今、現在は進めている状況にございます。まだ決定は

してございません。 

そのほかに、当然受託者の責任というのが出ますので、受託者の責任において施設がとまっ

て、例えば、放流水質の基準が守れなかったという場合については、１時間当たりに委託料を

減額するというようなことも契約書に盛り込むことにしてございます。そういう形で進めてい

きたいということで、現在進めているところでございます。 

○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） 今、課長から答えたとおりなのですが、ペナルティーの話も

ありましたけれど、さらに、万が一施設に異常をきたした場合は、保険をかけるということに

なってございまして、あってはならないことですが、万が一のときはその保険で対応する内容

になっています。 

それともう１点です。地域貢献ということで、町内活動、積極的に地域の町内会にも入って、

活動をしていきたいということの提案もございました。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） こういう施設、以前に町の職員がやっていましたので、そういうしっ

かりとしたノウハウは引き継がれているのかなというのは、今の答弁でわかりました。 

純粋な気持ちで伺いますけれど、これは今回クボタ環境サービスに受託になる可能性、決ま

ったのか、そういう言い方をしていいのか。それと、バイオマス燃料化施設が同じクボタです。

町内に２つの施設をクボタが管理しています。この関係について、町内でどういう、同じクボ

タに入っていますけれど、組織が違って、受託されている案件が違うから、別に。そういう協

調性というか、連携というか、何か、クボタがバイオマス関係施設とこちらとの関連性という

か、企業だからあると思うのだけれど、企業として白老町に２つの事業所ありますけれど、そ

の辺の連携というか、企業間としての営業方針みたいなものというのは、何かあるのかどうか。

部長に聞きます。 

○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） 確かに会社は同じ会社ですけれど、契約はそれぞれ別です。

その中で、仮の話ですが、一体となって収益云々ということは、これは全くそういうことはな

い。あくまでも、今回は週末処理場に対しての包括をプロポーザルしてもらったということで、

そういう疑念と言いましょうか、考えをお持ちでしたら、決してそういうことはないというこ

とをここではっきり申し上げます。クボタとの、これは平成６年から委託契約やってきまして、
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もう 17 年の期間しっかり運営していってもらいますので、これからもその点は継続して、我々

もきちっと作業内容を見ていかなければならないし、より以上に厳しい内容で見たいと、この

ように考えております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 それでは、38 ページから 55 ページまでの２款公債費、３款予備費及び給与費明細書、地方

債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書について。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） これで歳出がすべて終わりました。 

 次に、債務負担行為、地方債及び歳入に入ります。初めに４ページ、５ページ第２表債務負

担行為及び第３表地方債について。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、12 ページから 25 ページまでの歳入全般についてございまし

たらどうぞ。 

 ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 15 ページの下水道使用料。現年度使用料の関係ですけれど、予算説明

のときに課長のほうから業務用で 225 件減になったと。細かくはないと思うのですが、非常に

数字が、業務用で 225 減ということは、これは裏側にある業務縮小しているのか、あるいは、

事業廃止されたとか、そういう白老町の経済的な環境による業務用の減なのか、それとも、そ

の他に何かそういう要因があって、何か 225 件が減られたのか、その辺をちょっと伺います。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 今、下水道使用料の事業系の減入ということで、前にご説明

させていただいたことでございますが、二百二十何件というのは述べ件数でございますので、

一番大きな要因は、工業団地にいた企業が撤退したことによる影響が８割、９割ということで

す。その中で事業者の数としては、出入り、例えば臨時の、白老で工事をやるために臨時で来

て、そういう施設を使うとか、事務所を使うとか、そういうケースも借りて、そういうことも

あったりしますし、温泉ホテルなどでも、例えば、水道使わないと。一部でそういうことがあ

ったりとか、細かな点ではいろいろあろうかと思いますが、大きくは今お話したとおり、工業

団地内の工場が１社撤退したことによるものが大きな要因と考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） これで歳入がすべて終わりました。 

ここで、歳入歳出全般について特に質疑漏れのございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 15 号 平成 23 年度白老町公共下水道事業特別会計予算、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 15 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１６号 平成２３年度白老町学校給食特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 16 号 平成 23 年度白老町学校給食特別会計予算を議

題に供します。学校給食特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ページから 19 ページ

までの歳入歳出全般について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。11 ページの給食費収入の関係でちょっとお尋ねし

たいのですけれど。準要保護の世帯は、これは免除になっています。それで、白老町は準要保

護の基準が、たしか生保の 1.1 ぐらいだと思うのです。管内で一番高いのが厚真町で、たしか

1.5 だと思うのですけれど。ざっとで結構です。1.5 までの準要保護の基準にした場合、ここで

の収納率が向上するということは考えられますか。何を言いたいかというと、ちょうどボーダ

ーラインが、一般的に言えば、ボーダーラインが払いづらいという部分です。ですから、その

準要保護の基準が上がった場合は、1.5 にした場合は、この収納率が上がるかどうかというこ

となのです。正確でなくて結構です。感じでも構いませんので、そこら辺は結構重要なところ

かと思っていますので。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 具体的には、今おっしゃったように本町は 1.1 と。それを 1.5 に

した場合ということの計算はしておりませんけれど、見通しとしてはそれほど収納率に影響は

されないのではないかと。と申しますのは、もともと本町で申請なんかを見ていますと、やは

り 1.5 というようなことで出てきて、非認定になったという例はございませんので、そういっ

たことから想定しますと、収納率にそれほど影響しないのかな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） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。何を聞きたかったかというと、本当にボーダーラ

インの人が払えないという分については、やっぱり見るべき、見る範囲があるわけですから、

それはそういうことが必要だというふうに私は思っているのです。ただ、今のご答弁でそうで

はないということになると、実際にはそんなにうちは悪いわけではないのだけれど、払ってい
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ない人というのは、ある意味の悪質滞納者というふうになってしまわないのかどうなのか。払

えなくて払っていないのか、払えるけれど払っていないのかという違いはすごく大きいのです。

行政が救えるのは、払えない部分を行政が救うわけですから、許容限度が、実際厚真が 1.5 な

わけですから、そこまで行けば払える人がふえるのであれば、私はそういうことは非常に望ま

しいことだと思っています。ただ、そうでないとしたならば、残った部分は悪質滞納者という

ふうになるのだけれど、そういうことになりますか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 23 年２月１日現在の私どものデータでございますけれど、３カ月

以上の滞納者、現年度滞納繰越分で押さえてございますけれど、そのうち 94 名いらっしゃいま

す。現年度については 22 名、滞納繰越分については 72 名いらっしゃいます。72 名のうち生活

困窮者で滞納されているという方が、数字的には９件といったような状況でございます。いろ

いろそのほかにも町外転出者、所在不明者といったような件数ですけれど、そういったことか

らしますと、今のお話からしますと、払いたくても払えないという方は当然いらっしゃるので

しょうけれども、全額ということではないですが、少しずつでも払っていただいているという

方は、滞納者は滞納者なのですが、そういったような数には含めていないと。対応していただ

いているといったような数値で我々は押さえております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 16 号 平成 23 年度白老町学校給食特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 16 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１７号 平成２３年度白老町港湾機能施設整備事 

業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 17 号 平成 23 年度白老町港湾機能施設整備事業特別

会計予算を議題に供します。港湾機能施設整備事業特別会計予算書４ページをお開きください。
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まず、第２表地方債について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。この機能整備は、判で押したように前年度も今年度も 1,900

万円ぐらいの歳入。歳出は、出るほうは、元利を含めて 4,900 万円余り。ずっとこのような状

況が続いているのですが、今この施設を利用しているのは日本製紙のパルプかと思うのですが、

今、パルプの輸出がどのくらい行っているのかということと。来年もう 1 年に迫った第３商港

区があります・・・ 

○委員長（及川 保君） 次の段階でやっていただく内容です。この第２表の地方債について

の質疑でございます。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に進みます。10 ページから 30 ページまでの歳入歳出全般及び地

方債現在高見込額調書について質疑に入ります。 

12 番、松田委員。 

○１２番（松田謙吾君） この事業、前年度も今年度も判で押したように同じくらいなのです。

歳出は 4,900 万円余り。今ここを利用しているのは日本製紙だと思いますが、パルプの輸出が

今どのくらいになっているのかということが１つと。 

それから、来年 24 年度第３商港区が完成いたします。私は第３商港区凍結すべきだと言っ

ていたのですが、きょう賛成しました。もう１年ですから賛成せざるを得ないと思って賛成し

たのですが、私はこの施設が、第３商港区できることでどのような利用法になるのか、利用の

仕方になるのか、言うなれば、黒字を目指せるのか、どんな状況になるのかということをまず

１つお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２点ありました。 

赤城港湾室長。 

○港湾室長（赤城雅也君） １つ目のパルプ、紙製品の輸出入についてお答えします。輸出が

５万 605 トン、輸入、入ってくる紙が 6,589 トンでございます。去年よりもふえております。 

 第３商港区完成時には、やっぱりローロー船が入ってくるということを見込んでおりますが、

またバラ積みも出荷するということを聞いております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田委員。 

○１２番（松田謙吾君） ずっとこの施設赤字なのです。黒字になる見通しはいつごろなので

すか。黒字になる見通しはあるのですか。いつごろ、第３商港区が完成した段階で黒字になる、

延々とこういうのが続いていくはずがないと思うのですが、黒字になる見通しはいつごろかと

いう見込みがあるのかどうかお伺いしておきたいと思います。 

○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） 松田委員のご質問ですが、以前から上屋の関係は考えしっか

りお持ちで、いろいろ議論させていただいています。平成 12 年から支払いをずっとやってきま
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して、当時建てた分の支払いを終えるのが、今の予定でいけば平成 32 年です。あと 10 年ぐら

いで大体その部分が終わります。ただ、一般会計から繰り入れして、平準化債というのを借り

ていますから、その部分というのはまだ続いていきます。ですから、建物そのものの黒字、借

金はいつ終わるのだというと、平成 32 年で終わるということになります。平準化債はまだ続く

という部分でご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 17 号 平成 23 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

反対、12 番、松田謙吾委員。賛成 12 名、反対１名でございます。 

よって、議案第 17 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１８号 平成２３年度白老町墓園造成事業特別会 

計予算 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 18 号 平成 23 年度白老町墓園造成事業特別会計予算

を議題に供します。墓園造成事業特別会計予算書４ページをお開きください。まず、第２表地

方債について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「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。10 ページから 34 ページまでの歳入歳出

全般及び地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 18 号 平成 23 年度白老町墓園造成事業特別会計予算、原案のとおり決定することに
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賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 18 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１９号 平成２３年度白老町介護保険事業特別会 

計予算 

○委員長（及川 保君） 次に、議案第 19 号 平成 23 年度白老町介護保険事業特別会計予算

を議題に供します。介護保険特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ページから 67 ペ

ージまでの歳入歳出全般から給与費明細書、債務負担行為に関する調書までについて質疑に入

ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。何点か伺いたいと思います。まず、11 ページの介

護保険料について伺いたいと思います。保険者は 6,757 人というふうになっているのですが、

第１段階から第６段階までの人数をずっと計算していきましたら、85％なのです。あと 15％の

人、減免とかいろいろなことで支払いをしなくていい人なのかというふうに思ったのですけれ

ど、それでいいかどうかということ。 

それから、収納率が 98.5％ということで、前年度の収納率を見ても、その前後だということ

なのですが、大体数値から追っていくと、六、七十何名かの方が支払いをしていないのかなと

いうふうに思ったのですが、先ほど給食費のほうでもありましたけれど、やはりその方々が介

護サービスを受ける資格が同じようなメンバーなのかとちょっと思ったものですから、サービ

スを受ける資格、これは確かに町のほうの配慮でそういうことのないようにいろいろ配慮して

くださっていると思いますけれど、今、３年以上も払わないで無資格者になる可能性がある方

がいらっしゃるかどうかということが１点です。 

 それともう１点、介護給付費なのですが、要介護、要支援については減になっているけれど、

介護給付費に関しては、要介護１から５に対しては 4,268 万 4,000 円の増ということで予算計

上されておりますけれど、この給付費が伸びているということは、白老町は全道、全国平均か

らたしか低いほうなのですが、この伸びたことでその状況というのは変わってくるのかどうな

のか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） １点目の介護保険料の関係でございます。この予算書に記

載されております、第１段階から第６段階、委員がおっしゃるとおり 85％、6,757 人のうちの

85.1％になります。これはうちの積算の中に、第４段階の中に軽減措置をやっている方の分が

印刷されておりません。大変申しわけございません。その方の分が人数的に言いますと 1,001

人いらっしゃいます。それで 6,757 人ということになりまして、大変失礼いたしました。 

それで、介護保険料のほうにつきましてはそういうような形になっておりまして、収納率に
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つきましても前年並みの収納率という形で見ております。減免とか未納の方の措置につきまし

ては、介護保険法の中で給付制限等ございますが、現在白老町において給付制限をしている方

はおりません。認定のされている方の中には、やはり未納の方もいらっしゃいます。そういう

方々につきましては、お話をさせていただいて、いくらかでも納入していただくような形で、

当方といろいろな相談をさせていただいて、継続させていただいておりますので、給付制限と

いうことはやっておりません。 

それと、２点目の介護給付費の関係でございます。一人当たりの給付費の関係でございます

けれど、全国、全道、白老町という形で、22 年度途中までの関係なのですが、本当に半年ぐら

いまでの金額でございますけれど、費用全体、これは居宅サービス地域密着型、施設サービス

含めまして、費用額が全国、全道の大体５割程度の金額でございます。居宅サービス、在宅の

方です。こちらにつきましては、白老町は全国の大体 35％ぐらいの費用額。それと、全道の費

用額に対しまして、白老町は大体 43％ぐらいの費用額となっております。これは前年も大体同

じくらいの金額でございますので、やはり国とか道につきましても若干延びてきているという

現状がつかめるかと思います。あと、地域密着型につきましては、同じように全国、全道につ

きましては 80％から大体 88％の金額と、白老町はなってございます。施設サービスにつきまし

ては、全国、全道に対しまして、大体 94 から 95％の費用額、大体同じくらいの費用額という

形で、施設給付費については推移してございます。昨年につきましても大体同じような、こち

らのほうにつきましても、大体同じような金額という形になっておりますので、費用全体から

いきますと、やはり全国、全道も給付費自体は伸びてきている。白老町も伸びてきているとい

う実態と考えてございます。 

保険料については、大変失礼いたしました。 

○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。給付費のほうでちょっと伺いたいと思います。この

介護給付費が全国、全道でも伸びているということで、まだ白老町はそこまでいっていないと

いうことなのですが、今後 24 年からまた介護保険料の改正になりますけれど、この介護給付費

の増加というのは保険料に響くのかどうなのか、その点が１点。 

それともう１点は、前回も保険料見直しの時点で、介護保険事業基金積立金を取り崩して、

保険料の上昇というか、上げ幅を抑えることができたということなのですが、この介護給付費

が増加をしていると、そういった中で、現時点での介護保険積立金の積み立て金額というのは

どれくらいになっているのか。もしこれ、きっと 21 年度分ぐらいまでしか出ていないかもしれ

ませんが、給付費が伸びたということで、この積み立て基金が減っているのかどうかというこ

とも含めてお伺いしたいと思います。 

○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） 平成 23 年度におきまして、24 年度から 26 年度までの第５

期の計画を策定する予定となっておりまして、当然介護給付費が増加するということになれば、

介護保険料への影響というのは当然出てまいります。ただその中で、事業基金、こちらのほう
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を取り崩すことによって、介護保険料の上昇を幾らかでも抑えるということになります。現在、

介護保険事業基金の残高といたしまして、このたび３月の補正で議決させていただいた金額を

取り崩した時点での基金の残高といたしましては、約 8,900 万円ございます。平成 23 年度の予

算の中で基金の取り崩し金額が 1,916 万 3,000 円、この予算を見ておりますので、差し引き大

体 7,000 万円くらいが基金という形で、23 年度末で残るであろうと思われますが、23 年度の介

護給付費の伸び、及び介護保険料の減少がもし予想されるのであれば、その基金の残高につい

ても幾らかは変動があるかと思います。この基金の取り崩しにつきましては、当然 23 年度に策

定いたします計画の中で当然取り崩しを考えていかなければならないと思っておりますが、や

はりどのくらいの給付費が伸びるのか、またそれに伴って介護保険料が幾らくらいになるのか、

それによってやはり介護保険の基金の取り崩し額を決定していきたいと考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） わかりました。23 年度に 24 年からの保険料を計算していくという

ことなのですけれど、白老町の中で今後施設として、23 年度に計画を立てるときに影響をして

くるであろう施設がふえる可能性は今のところあるのかどうなのか、その点が１点。 

それから、介護給付費が全国、全道的に伸びて、白老町も伸びたということは、これは高齢

化率がかかわっているのか、それとも介護度が伸びたというか、重くなったというか、そうい

ったことが原因なのか、その辺、介護保険制度が 12 年度に開始されたときに、車椅子の方がデ

イサービスに行くことによって歩けるようになったとか、そういった例が割とあったのですが、

今は要支援の関係と要介護の関係と分れていますけれど、要支援でいろいろな介護度のものを

受けたりしている中で、そういった軽くなっている状況があるのかどうか。やはり年齢と同時

に重くなっているのかということをどのようにとらえているのかお伺いしたいと思います。 

○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） 次期計画における施設関係で給付費が伸びるものが予想さ

れるのかということで、まず１点につきましては、北海道リハビリさんのほうで現在医療の療

養型病床がございます。それが平成 23 年度末の予定なのですが、介護保険の老人保健施設に転

換する予定でございます。ベッド数が 80 床ということで予定してございます。その分が介護給

付費の増加が予想される大きなものだと思っております。そのほか、今のところ白老町におい

てそういう事業、グループホームだとかそれ以外の事業の相談というのは、現在はまだ来てお

りません。今後計画、策定に当たっては、そういう事業の要望等があれば、当然聞いていかな

ければならないし、その必要性についても当然考えていかなければならないと思っております。 

あともう１点、介護度の関係でございます。介護度につきましては、平均介護度、これはあ

る一定の数字を使って平均介護度というのを出すわけなのですが、やはり年々介護度の数字と

いうのは上がってきてございまして、平成 20 年度でいきますと、数字的にいけば 1.97 という

数字。平成 21 年度で 2.04。決して介護２とか、1.97 という数字ではなくて、あくまでも介護

度を平均化した数字というふうにとらえていただきたいと思いますが、平成 22 年度におきまし

ては、まだ年度途中なのですが、2.11 と。やはり年を負うごとに介護度に関する数字が上がっ
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てきている。それに伴います介護給付費、いろいろ、在宅でも施設でも利用するサービス料と

いうのは、介護の数値が上がればサービス料も高くなるということで、介護給付費は上がって

いくというふうに当方ではとらえております。 

○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） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 19 号 平成 23 年度白老町介護保険事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 19 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５３分 

                                         

再開 午後 ２時０９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

                                         

◎議案第２０号 平成２３年度白老町立特別養護老人ホー 

ム事業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 20 号 平成 23 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会

計予算を議題に供します。老人ホーム事業特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ペ

ージから 30 ページまでの歳入歳出全般及び地方債現在高見込額調書について質疑に入ります。

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 
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採決いたします。 

議案第 20 号 平成 23 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 20 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第２１号 平成２３年度白老町立介護老人保健施設 

事業特別会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 21 号 平成 23 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計

予算を議題に供します。介護老人保健施設特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ペ

ージから 41 ページまでの歳入歳出全般から給与費明細書、債務負担行為に関する調書までにつ

いて質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。給与明細書のことでちょっとお尋ねしたいのです

けれど。職員が５名ということになっていますけれど、これ、すべて看護職になっていますけ

れど、ほとんどが準看ではないかと思うのですけれど、正看はいらっしゃるのかどうか。また、

年齢構成がどのようになっているか。 

全部聞いてしまいます。たしか私の記憶では高いのではないかと思っているのですけれど、

例えばこれ、ここの人たちが退職した場合はどういうような対応になるのか、また準看を入れ

るということになるのか、看護職員を入れるということになるのか。そこら辺はどのような方

向でしょうか。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、現時点の看護師の正準の内訳でございますが、現時点は

正看護師が２名、準看護師が３名となっています。うち３月末日で準看護師１名が退職をしま

すので、４月１日の時点では正看護師が３名、準看護師が２名、こういうような人員構成にな

ります。それと年齢構成ですが、４月１日現在では 40 代が２名、50 代が３名というような形

になっています。40 代は正看が２名、準看は３名とも 50 代という形になってございます。 

それと、退職後の対応についてですが、一応退職後の補充につきましては、２階の病棟、現

時点では２階の病棟の看護師を３階に上げるというような形で対応したいと考えてございます。

ただ、臨時の看護師の補充が十分にうまくいくのであれば、当然人件費を引き下げたいという

意向もありますので、この分については、できれば正職員ではなくて臨時の看護師で補充して

いきたいという考えは持っていますが、なかなか看護師の補充がままならないということで、

４月１日では２階の正職員を３階に上げると、こんな対応をとる予定になってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 
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○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。この５名は看護職でないとだめだということにな

るのかどうかということが１点。 

それと、正看が３名というのは、看護基準からいうと、そちらのほうに上げると、当然病院

のほうの正看が減るわけですから、13 対１から 10 対１にするというのが困難になります。そ

ういうことへの対応はどういうことになるのですか。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） これは、施設基準で５名については看護師が必要だという形に

なっています。それと７名のヘルパー、介護スタッフがいるのですが、この方々については全

員臨時職員ということになってございます。総務費の中では臨時職員の賃金という部分で、こ

の７名分を賄うという形になってございます。それと、今ご指摘がありました、当然正看護師

を２階から３階に上げるという分でございますけれど、これにつきましては、まさにそのとお

りでありまして、非常に正看護師を上げるというのは、13 対１から 10 対１を考えたときに、

やっぱり問題がある。最初に申しましたとおり、そこの分についても、できればこの老建につ

いては準看護師対応を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） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） そこはよくわかりました。それで、正看護師は今いらっしゃらない

ということはよくわかっていますけれど、若い準看護師も募集しても集まらないという状況な

のですか。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 結論から言いますと、まずそういう形になります。なぜかと言

いますと、看護学校を出たばかりの若い看護師、これを例えばここのきたこぶしだけではなく

病院全体で使おうと思いますと、当然院内で教育をきちっとしていかないと、一人前の看護師

としては使えないという状況になります。残念ながら、今は看護師を教育するだけの人員もい

ないというような状況になっております。そういったことでなかなか準看護師を正職員として

採用するということは、かなり無理があるという状況になります。 

それともう１つは、募集広告、結構出しています。準看護師は実際にはいるのですけれど、

準看護師の正職採用は今やっておりませんので、そういった面での応募はないと。あくまでも、

準看護師でも正職員の採用を希望される方が多いということです。なかなか私どものほうで臨

時職員として働いていただける準看護師はいないという、こんな状況になってございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 看護、介護スタッフのことについて伺います。まず、介護スタッフの

方含めて職務に努力しているということ前提で申し上げていますので、前回行って、この今、

福祉に携わる人、大変重労働で、逆に賃金が低いという状況にありますけれど。私は前回も少

し考えたら。と、こうお話をしましたけれど、現実に、今この看護スタッフの勤務体制がどう
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いうふうなシフトでされているのかということと、今の臨時職員の賃金単価がどうなっている

のかと。そして年収です、幾らくらいになっているのかということ。 

それと、病院の関係で、事務長は職員の研修が大変必要だとこう言っていますけれど、私は

いろいろ、今のこの施設の介護スタッフの能力というのは、非常に施設に入っている方に対し

ての介護の部分で必要だと思っていますけれど、この予算で見ますと、そういう介護スタッフ

の接遇、技術向上のための研修的な費用が含まれておりませんけれど、そういう人方はどうい

う形で技術向上を図られているのか。まずその部分を伺います。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 介護スタッフの勤務条件については後でお答えをいたします。

それと、介護スタッフの給与条件でございますが、時給 840 円となっています。それで大体月

に６回から７回程度、多い方は夜勤をされますので、夜勤をしますと大体 4,560 円程度加算に

なります。それで、標準的に言いますと、200 万円から 230 万円程度の年収というような状況

になってございます。 

それと、能力向上のためにどんな研修をやっているのかということでございますが、これは、

基本的に予算上は出てまいりませんが、週に１回スタッフミーティング含めて、入所者のカン

ファレンス等やりながら、その中で介護技術をいろいろ勉強していくと。それと、病院の中で

いろいろな研修をやっておりますので、その研修にあわせて一緒に勉強していただいていると

いうような形で、資質向上のためにいろいろやっていただいているという。ただ予算上出てく

る項目がございませんけれど、基本的には資質向上のための研修はきちっとやっているという

ような状況でございます。 

 介護スタッフの勤務体制ですが、５勤１休。５日間勤務をして１日お休みと。６日間の連続

を続けていると。パターンとしては、朝早く出てくる早出、日勤、それと遅出という形になり

ます。それと、夜勤の入り、明け、休み、こういう形で６つのパターンで進んでいくというよ

うなこと。ですから、少ない方で週５日、多い方で７日程度夜勤に入られる。当然７名のスタ

ッフの方で年休取られたり、どうしても自分の都合で休まれたりという方がおりますので、そ

れはこのスタッフの中でやりくりしながら夜勤していると、こんな形になってございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 介護スタッフの研修やっているという話でありました。ぜひやってほ

しいと思います。ただ私も本読んだり、テレビを見たり、各施設の先進の紹介あると、施設長

のこういう施設にかかわる思い、１つの考え方、思想がすごく反映して、入所者に対して思い

やりというか、本当にそこで暮らしていていいなと、こう思いというのが、今、多分にそうい

う施設が個々に個性を持ってやってきていますけれど、そういう部分についての考え方はどう

なのかと。ただ平均的にやっているのではなくて。 

それと、840 円、これがどうなのかという。よそとの比較をしてこの 840 円が平均的なのか、

高いのか。 

それと、丸山事務長は過去に自治労の執行委員長もやっていましたけれど、この介護スタッ
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フの方々から待遇改善等のいろいろな要求が出されているのか。それを聞いているのか。そう

いう部分の改善にあたってどういう立場で処理されているのか。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 施設長の思いということですが、委員長は非常に介護に関して

理解のある方であります。私も非常に尊敬しております。やっぱり年寄りに、特にこういった

体の調子の悪い方に対しては、「きちっと見てください」、「心を込めてください」ということで

常々お話をされていますし、自分自身も診察、当然回診等もありますので、その中で非常にこ

まめに見ていただいています。また入所の際の相談だとか、あるいはうちの施設から転床され

る場合、こういったものについても積極的にかかわっていただいて、非常に感謝しています。

みんなそんな姿を見ておりますので、看護スタッフも介護スタッフも、ケアマネージャーも、

ケアマネの支援員も、きちっとそういった思いを受けながらやっていただいている。実際前田

委員も、もし機会があれば、ぜひ直接行っていただいて、入所者の顔を見ていただければ、す

ぐわかっていただけるのかなと思っております。 

それと 840 円、単価ですが、高いのか、低いのかということですが、正直言いまして、町内

では一番高いのかなという料金になっております。よく 750 円とかそれぐらいでスタッフおら

れる施設もありますが、かなり厳しいのかなと思っております。 

それと、自治労の委員長だという、これは紛れもない事実でありますが、自治労の委員長だ

ったという立場でお答えする立場にございませんけれど、施設にかわって受ける、いろいろ管

理する立場の人間としては、介護スタッフの要望等についてもきちっと聞いております。とに

かく女性が一番パワーを持ってやっていただかなければならない職場ですので、女性の職場と

いうのは非常に難しい面もありますが、それもきちっと聞きながら運営に努めているというこ

とでございまして、特にそういった面で、介護スタッフからの不満というものについては聞い

ておりません。比較的順調に施設は動いているのかなという感じは持っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 21 号 平成 23 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 
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○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 21 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第２２号 平成２３年度白老町水道事業会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 22 号 平成 23 年度白老町水道事業会計予算を議題に供しま

す。別冊の水道事業会計予算書 18 ページをお開きください。18 ページから 24 ページまでの収

益的支出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、収益的収入 17 ページをお開きください。質疑のございます

方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、資本的支出 26 ページをお開きください。質疑のございます方

はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、資本的収入 25 ページをお開きください。質疑のございます

方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、３ページ及び８ページから 10 ページまでの債務負担行為、企

業債及び給与明細書について。質疑のございます方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これでは９ページなのですけれど、水道事業会計

は白老町の中では今回も 300 円下げたという中で、ほかのところも頑張っているのですけれど、

財政的には非常に頑張っていると。そういう中で職員数が８名から７名に減っているのです。

こういう状況の中で、職員が減って十分機能できるのかどうかということが１点。 

それと、上水道ももちろんそうなのですけれど、下水道のほうも若い職員さんが、なんか多

いような気がしております。これは意識的に、特別会計、企業会計ということもあって、意識

的に、政策的にそういうことをやられているのかなというふうに見える部分が実際にございま

す。収入収支でいえば、これは非常にいいことだと私も思うのだけれど、そこら辺のところ、

そういうことは意識的にやられていないのであれば、やられていないで構いません。そういう

状況なのかどうかということだけお尋ねをしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ２点ご質問ございました。まず人が減って機能できているか

ということですが、そういう少ない体制の中で、いろいろなセクションで、やっぱり人を減ら

さざるを得なかったというのがあるのですけれど、水道だけいつまでもいいかということも、

そういうこともなくて、やはりそこもやりくりして、場合によっては上下水道課、水道部門だ

けではなくて、都市整備部として対応しなければならないと。そういう漏水事故があっても、
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いろいろなセクションから応援体制あって、職員にきちっと作業してもらうということでやっ

ていますので、いっぱいいっぱいの状況ではございますが、そういう部分ではきちっと町民に

迷惑をかけないように事業を展開しています。 

 もう１点、若い人ということでございますが、意識的かということですが、決してそういう

ことではなくて、あくまでも人事異動の中でそういう体制になっていますし、またベテラン職

員も育てなければならないのです。特に水道事業というのは、漏水対応というのは、ある面特

殊な労力といいましょうか、例えばバルブ１つ締めるのにも、締めればいい、回せばいいとい

うことではないのです。そうするとまたどこかでボンといってしまう。そういうこともベテラ

ン職員が若い人を育てながら、きちっとそれを継続していくということもしていますので、現

在そういう次に引き継ぐような、ちょうどそういう時期にあって、多分そういうふうに見えた

のかもしれません。決して意図的ということではございません。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。非常に上下水道、そういうことで言えば頑張って

いるなというふうに映っております。そういう点で言えば、白老町の中で財政的に非常に厳し

い中でこれだけ頑張っているということに対しては、評価をしたいと思います。人口が減ると

いうことが、直接的に労力が減ると。水道課なら水道課で、人口が減ることによって検針の数

は減るかもしれませんけれど、直接的に労力が減るなんてことはあり得ますか。それだけ。 

○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、例えばことしの予算の中の審議でそういうお話でるとか、

そういうことはありません。ですけれど、これから先、10 年、20 年先、人口がどれだけ減って

いくか、いろいろなところで推計が出されていますけれど、基本的な考えとしては、１日にど

れだけの水が使われるか。それをもって施設整備されて、機能しているのですけれど、そうい

う部分は、それは継続していかなければならない。人口の多い、少ない、確かに影響あります。

家庭でどれだけ水を使うかによっては、確かにあります。でも、基本ラインという部分、一定

限度ありますから、そこは、維持する部分では、必要な労力はあると思います。ですから、以

前にも議会で同じようなご質問があって、今後どうするのだという部分、あるいは上水施設ど

うするのだという、こういう部分ありまして、私どもことし、昨年下水道のビジョンを作成し

ました。ことし 23 年において水道ビジョンを策定して、水道事業を今後どうしていくかという

分はそこでまとめていきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 22 号 平成 23 年度白老町水道事業会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 22 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第２３号 平成２３年度白老町立国民健康保険病院 

事業会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 22 号 平成 23 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算

を議題に供します。別冊の病院事業会計予算書 20 ページをお開きください。20 ページから 31

ページまでの収益的支出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 20 ページのところはよろしいのですね。そこの中で、病院運営審議会

の委員の方の報酬が載っているのですけれど、今年度というのですか、今までもそうだったの

ですけれど、何度か審議会で話はしているのでしょうけれど、実質的にこの審議会というのは

どのようなことで話されているのか。運営のことについて、また病院建設のことについてそう

いうような話もされているのか。またどういうような意見があるのか。その辺だけ１つお聞か

せください。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 病院審議会でございますが、この役目というのは、病院の運営

にかかわるお目付け役、あるいはご意見番、こういうような性格をもってございます。通常の

年でありますと、まず４月からスタートしますと、４月の前、ことしも３月６日にやったので

すが、新年度予算を議会に提案した後、こういう中身で議会に提案をしておりますと。その中

身についてご審議をいただいて、ご意見をいただくという形で、まずあります。それと当然決

算期になってきますと、議会に対して決算を報告するわけですから、その中身についてまず報

告申し上げて、決算をこういうぐあいで議会に報告したいという了承をもらうと。そのような

作業をされます。 

それともう１つは、20 年ですが、病院運営審議会の一番大きな課題というのは、総務省から

求められた自治体病院改革プラン、経営計画、この中身について私どもが素案を提示して、さ

まざまな意見をもらって、それで成案にまとめると。こういうような作業も審議会を経て行っ

ております。主に審議会中で特に言われているのは、やはり病院の経営について非常に心配を

していただいておりまして、特に医療スタッフの確保、これについては全力を上げてくれと。

１にも２にも病院の安定経営というのは、医師、そして看護師の確保に尽きると。当然審議会
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の委員の中にはリハビリセンターの薬剤師さんだとか、あるいは訪問看護施設の所長さんとか、

医療関係者も入っておりますので、そのときそのときの医療の状況等踏まえて、病院の経営の

あり方について意見をもらっていると。こんな形で運営をさせていただいております。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 予算、決算、それから病院の経営、また医療スタッフのことについて

というお話がありましたけれど、病院の建てかえとか、そういうお話は今のところ全然ないの

でしょうか。前に、たしか病院事務長は、町立病院を建てるような、そういう方向性も一度示

されたことがありますけれど、審議会の中ではどのような意見が出ているのでしょうか。それ

に対してはまだ結論も何も、意見もないのでしょうか。そこだけお願いします。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 去年の６月に議会の一般質問でお答えしているのですが、病院

の建設に関しては、最終的に多額な経費がかかるということで、これは町全体が財政改革プロ

グラムの中で実施時期も含めてお示しをするという形になっております。問題は、病院運営審

議会が単独で、病院の建設はこうあるべきだ、そうあるべきだという形には、果たしてなるの

かどうなのか。それと、あくまでも諮問を受けた事項に対して審議をしていただくわけですか

ら、最終的に私のほうとしては、町長、理事者のほうからゴーサインをいただいて、では基本

計画をつくっていきましょう、実施計画をつくっていきましょう、さまざまな補助金の調査を

するか、そういったものも最終的に理事者のほうから指示をいただいて次の作業に移っていく、

こういう形になってきますので、現時点では、事務長としてはこんなことでやりたいという個

人的な案は持っていますけれど、そのことを審議会にかけて、お諮りをして、意見をもらうと

いうような状況には、今まだなっていないというような状況です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、収益的収入 19 ページをお開きください。質疑のございます

方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、32 ページをお開きください。資本的収入・支出の全般につい

て。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、２ページ及び７ページから 12 ページまでの債務負担行為、

企業債及び給与明細書について。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、全般について。特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 23 号 平成 23 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、議案第 23 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎審査結果報告書作成の議決 

 

○委員長（及川 保君） 以上をもちまして、本特別委員会に付託されたすべての議案の審査

を終了いたしました。 

 なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「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。 

それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 一言、閉会のごあいさつを申し上げます。平成 23 年度の白老町の

全会計の予算を審議する特別委員会でありました。町長から提案のあったこの予算でありまし

たが、３日間、大変各委員の皆さん、それから飴谷町長以下理事者側、答弁者の皆さん、大変

ふつつかな、審議に関して意見もありましたが、ご協力をいただいたことに大変感謝とお礼を

申し上げたいというふうに思います。ありがとうございました。 

今回、この審議に入る前に東北、東日本大震災、大津波がありました。こういう中で飴谷町

長もすばやく派遣隊をしたと。今も継続しておりますけれど、その後また議会のほうにも提案

があるという話もございます。この平成 23 年度、我々も改選期を迎えますけれど、しっかりと

この予算のとおりにまちづくりができますように、また震災の影響も国難という状況にあると

私は思っておりますので、何かまた途中でいろいろとあろうかと思いますけれど、一致団結し

てまちづくりに邁進していこうではありませんか。 

３日間にわたってご審議いただきましたことを重ねて感謝を申し上げまして、閉会のあいさ

つといたします。これをもって予算等審査特別委員会を閉会といたします。 

（午後 ２時４１分） 


