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○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

２款総務費でございます。前田委員の午前中の質問に対する答弁から始めますが、斎藤委員

の答弁につきましては、前田委員の質問が終わり次第、答弁させていただく形をとりたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

それでは、答弁よろしくお願いいたします、本間総務課長。 

○総務課長（本間勝治君） 大変失礼いたしました。私のほうから、１点目の翻訳件数でござ

います。23年度の実績でございますけれども、英訳で48件、和訳で52件といったような翻訳の

件数になってございます。 

２点目については、ケネル市へことし行った方々の負担についてということのお話でした。

事務局含めて４人行っていますが、すべて自己負担で行っているということで確認が取れてい

ます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。 

○財政税務課長（安達義孝君） 私のほうから、姉妹都市協会からまた蔵のほうへ支出してい

る状況が白老町の補助金交付規則に適正にされていないのではないかというご質問だったと思

いますけれども、補助金交付規則では再委託の禁止とかそういうものはございませんので、今

の補助金交付規則は適正に執行されていると思います。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 23ページの国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業の関係、補助金190

万円の支出の部分についてご質問ございました。これについては、姉妹都市協会のほうに補助

事業として支出してございます。それで、姉妹都市協会のほうからは決算書の中で、参加者14

名の参加費も含めて、総額442万円の決算書をいただき、その中で町のほうからは190万円の補

助、これを受け取っていると。そういう形の決算報告は受けてございます。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 委員長にお願いしておきます。もう１回ぐらい余分に質問するかも

わかりません。微妙な問題ですので。 

それで、まず、ケネル市の欄間の派遣事業。私１月と言いましたけど、見たら２月に行って

いるのです。今自己負担と言いましたけど、４人行って、私が調べたら、１人は自己負担で行

っていますけれども、３人は本当に自己負担ですか。そして、このケネルの欄間を直すのにど

ういうルートでどういう形で白老から行くことになったのか。欄間を直す経費はどこでどう持

っているのか。どういう形になっているか。もっと具体的に経緯を説明願います。それで、本

当に３人は間違いなく個人なのか。これは私、調査していますから。その辺の事実をちゃんと

把握して答弁してください。 

それと、今姉妹都市協会でやっていると言っていますけど、姉妹都市協会の総会の議案を見

たら、決算書見たら、事業計画には、青少年海外交流キャンプ載っていますけれども、17名か

な、全部で。児童が14名。しかし、その事業が歳入、支出で出ていないのです。だれがこの事

業をやっているのですか。本来、部長が言った話をすれば、姉妹都市協会の決算書に載ってこ
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なければいけないのではないですか。歳入、歳出、町から補助きているのなら。どこで事業や

っているのですか。どこにいっているのですか。そして、先ほど言ったように、蔵の中ではや

ったことになっているのです、蔵が。それでは、町が直接蔵に補助したということですか。そ

の辺をちょっと、微妙ですから。 

それと、もう１点。先ほど質問漏れありましたけれども、姉妹都市のこれを見たら、蔵に事

務管理委託していますけど、本当にこれだけの事業しかないのに、200何十万も。事業量はどれ

ぐらいあるのですか。年間、１年間通すぐらいの事務量ありますか。 

 そうすると、もう１つ。姉妹都市協会の法人格というか、事業者は何をやるところですか。

予算で公にこうやって載っているのです、姉妹都市交流事業だと。だけど、このお金はどこに

も載っていません。姉妹都市協会の決算にも。その４点お願いします。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時１０分 

                                         

再開 午後 １時１５分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

前田委員からの３問目、４点についてご質問がございましたが、整理が必要だということで、

この答弁につきましては後ほどということにさせていただきたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、午前中の斎藤委員の質疑に対しての答弁をお願いいたし

ます。 

大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 斎藤委員のご質問でホロケナシ情報館に関するご質問がござ

いましたが、これにつきましては７款のほうでご答弁させていただきますのでよろしくお願い

したいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 畑田防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（畑田正明君） 先ほどの斎藤委員の１つ目で、仙台市の現在の避難状況

ということでお答えいたします。当時、最大で 290 カ所、人数にしますと約 10 万人が避難所で

生活をしていたというような状況になっていまして、それを仙台市のほうでは段階的に閉鎖し

ていきまして、最終的には昨年の７月 31 日に全避難所を閉鎖しております。その避難者は仮設

住宅等に移ったというような状況になっております。 

続きまして、２点目の仙台市へのこれからの支援体制ということで、当時町のほうといたし

ましては、白老町災害支援町民会議という会議を設けまして、そこで義援金等を集約しまして、

総額で約 1,900 万円の義援金を昨年仙台市のほうに送っております。それで、この町民会議な

のですが、昨年の９月 30 日で一応解散しておりまして、現在、義援金等は赤十字社のほうを通

じて仙台市のほうにお見舞いという形で送っているというような状況になっております。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。 
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○財政税務課長（安達義孝君） 午前中の大渕委員の質問に対してお答えします。賦課徴収経

費 138 万 2,000 円補正して 140 万円ほどの不用額を出しております。実はこの賦課徴収費とい

うのは５本の事業からの組み立てになっておりまして、１事業、補正したのは、国税連携とい

いまして、確定申告の際に税務署と連携するためのシステム構築のために補正したわけでござ

いますけれども、140 万円の不用額は、実は賦課事務経費、５つの中の１つの事業ですけれど

も、春先、確定申告の際に職員では足りないということで、例年臨時職員を採用して窓口とか

をお願いしながら、あとは、こちらの財政税務のほうに細かい仕事をお願いしているのですが、

当初５名採用予定を４名になったと。１名削減したと。それはもう１本、ＧＩＳ事業という固

定資産税の資産税グループの仕事をしていた臨時職員、緊急雇用でしていた人がいまして、そ

の方を、両方仕事のお手伝いできるということで、トータルで１名の採用を見送ったというこ

とで、この不用額が結果的に出たわけでございますけれども、委員おっしゃるとおり、本来で

いけば３月の整理にこの部分は当然落とさなければいけないということであれば、財政税務課

担当のおひざ元のところでこういうことをやったということに関しては、ちょっと不適切な対

応だったのかなと思いますので、その辺は謝りたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ７番、 委員。 

○７番（西田祐子君） ７番、西田でございます。17 ページから 18 ページにかけての（９）

の職員研修経費についてお伺いいたします。117万 2,580円ついているわけなのですけれども、

随分たくさんの職員が行ったようにも思えるのですけれども、これだけ、正直言って、今まで

研修行ったというのが見たことなかったものですから、何でこんなに。行ったら悪いと言って

いるのではなくて、行ってよかったから伺っているのですけれども、これだけの研修行かせて

いただいて、今後もこれだけの研修をやはり続けていくべきものかなと、私もちょっとは行っ

てほしいなという希望で聞きます。希望ですから私の。白老町は財政大変なのですけれども、

こういう中で実際に研修に行かれている職員は、この研修によってどのような効果があったと

いうか、どのような考え方になってきたのか、また、実務的にどのようなものが取得できるよ

うになったのか。わかる範囲で結構ですから教えていただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 本間総務課長。 

○総務課長（本間勝治君） 研修の人員がふえているということで、確かに前年度と比較しま

すと 47 名の増で各研修を受けてございます。特に 23 年度ふえているのが、防災研修で 22 名だ

とか、クレーム研修 24 名だとか、そういったようなことでもふえてございます。効果といたし

ましては、以前にもお話ししていたかと思いますけれども、研修を行って所属部署まで研修の

成果を報告して、総務課のほうにも上がってきていますけれども、それらを読ませていただき

ますと、やはり行った研修を今後、自分の将来、または、町の仕事のために役立てたいといっ

たような、そういった意識が変わってきているのかなと。そういったような効果はあるのかな

と思っております。 

それと、実務的にということになりますと、例えば、アカデミーの派遣研修だとか、市町村

職員研修センターで行われる政策形成、税務事務など、いわゆる専門職の研修なんかもござい
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ますので、そういったような実務的な研修についても行ってすぐ効果が出るというようなこと

ではないのかもしれませんけれども、そういったような実務的にも徐々に効果があらわれて、

実務的に生かされているというような理解でおります。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田祐子委員。 

○７番（西田祐子君） この研修を見ていますと、実務的に役場の職員として、一般職として

やるというか、そういうようなものもかなり多いのかなと思っているのです。実際に役場職員

としてやっぱり専門職ありますよね。それぞれの専門職。それと、若い方がやはり今度から一

回研修を受けて、２度目、３度目とこういうふうに研修を重ねてくることによって、管理職と

してやっぱりそういうようなものも持ってくると思うのです。そういう継続性も非常に必要な

のではないかなと私は感じているのですけど、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 本間総務課長。 

○総務課長（本間勝治君） 全く言われるとおりだと思います。それで、18 ページにございま

すとおり、合同研修なんかでは中級・初級・基礎研修云々ありますけれども、そういったよう

なことで初級を受けて、中級を受けて、次に法務研修を受けてとかそういったようなことでの

段階を踏んで継続性といいますか、そういったような研修計画を立てながらやってございます

ので、今西田委員おっしゃられたような継続性も考慮しながら、人員も含めて計画的に行われ

ているというふうに理解しています。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。２点お伺いをいたします。まず１点目は、主要施策

等成果説明書 19 ページの情報化推進経費の関係で、これはトータルしたら相当ＯＡ関係のもの

があると思うのですけど、何度も聞いているのですけど、細かいことはいいです。要するにＯ

Ａ化が進むことによって職員の皆さん、それぞれパソコンを持ってやられると、それで非常に

業務能率が上がっているのだとは思うのだけれども、それで実際にメリットがどんな形で出て

いるのか。例えば、事務が正確になるとか、そういうことなのか。それとも、人も例えば減ら

すことがこれによってできたのかどうか。膨大な経費がかかっているのです。維持管理含めて。

それ専門の人も雇わなくてはいけないという状況の中で、これが事務の合理化にどれぐらい貢

献しているのか。メリット、デメリット含めて総体的にどういう状況か伺いたいと思います。 

もう１点。31 ページの自治振興費の関係なのです。それで、これ去年も私、実は出たのだけ

ど、町政懇談会の件。以前は、町が主催で町民の要望を直接聞く会議だったのです。それが、

いつからか私もちょっとわからないのだけど、町内会連合会が主催で、直接町民の意見を聞く

のではなくて、懇談会形式みたくテーマを決めてやると。だけど、町民の皆さん方は、もちろ

ん、いろいろな問題があるということは私も十分承知しています。直接聞くとなかなか大変で、

まとめるのも大変だということも議会で経験しておりますのでの十分承知しています。承知し

た上で、やはり僕は町民の意見を直接聞く、町長の姿勢として、本当に町民の皆さんの意見を

聞きますというのであれば、今町政懇談会といっていないのかもしれないけど、あれは町政懇

談会ではなくて、何で町が出て行って町内会連合会の主催の行事に行って、ああいうふうにな
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るのかなと思っている人が、中身わかっている人はそうではないけど、思っている人はたくさ

んいます、町民の中に。前のほうがよっぽどよかったと。なぜ、町主催できちんと町民の意見

を聞くことをやらないのですかというふうに言われます。それで、ここのところは、去年私行

っていても、ある意味そういうふうにも感じるのです。ただ、運営上の問題で面倒だというこ

とがあるからそこのところは十分私もわかっていますから、わかった上で聞いているのですか

ら。やっぱりそういう場を僕はつくるべきではないかと。町民の意見を聞く、聞く、聞く、聞

く、聞くというわけだから。そういう直接意見を聞く場をつくるべきではないかと思うのだけ

ど、どんなものですか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） まず、１つ目の情報化推進経費のことについてお答えします。

情報化推進経費、23 年度の決算額で 7,500 万円ぐらいのお金がかかっております。これにつき

ましては、基本的には委託料、それから、使用料、賃借料ということが主なものでございます

が、まずはこれによる、いわゆる情報化のメリットを大まかにお話しさせていただきます。ま

ずは事務の効率化というものが一番あると思います。今まで例えば手書きでやっていたものが

全部パソコンでそのまま印字されるというようなことでの時間短縮。それから、計算も自動的

にやられるということでの、いわゆる正確性、こういったものがあるかと思います。また、そ

れによってやはり人員の削減にもつながっているというふうには考えてございます。もう一方

では、いろいろなシステムがございますけど、これによりまして、例えば、ここであります図

書館の検索システムですとかということで、これにつきましては、いわゆる住民サービスの向

上につながっているという部分があるということで考えてございます。また、逆にデメリット

でございますが、これも正直申しますと全くないということではないと私も思っております。

これはやはり、何でも電算あるいは自動的にやれるということが逆に自分で手を入れないもの

ですから、これが正しいということでそのまま流されてしまうというようなことがあるのかな

というふうに感じておりますので、この辺についてはやはり、出てきた数字につきましても、

例えばもう一度計算をするですとか、そういったさらなる正確性という部分、こういったもの

についてはきちんとやっていかなければならないのかなというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） まちづくり懇談会についての考え方です。平成 15 年以降、

従前から協働のまちづくりを進めてきた中で、町連合もしくは地域町内会等の主体的な活動、

こういったものにシフトしておりますが、現在やっております３地区、社台、白老、それぞれ

３ブロックに分けて、それを１つの地域、自治組織というような位置づけをとって、町連合の

中で 104 ある町内会の中でも大きく３つに地域分けをした中でのテーマを持って、それぞれの

地域の方たちが考えるまちづくりについての話し合いの場ということで現在に至っておりま

す。あわせまして、行政に対する、その場で話し合われる以外のことについても町のほうの広

報活動を含めてたくさんの要望等を出していただいた中で事務的に対応させていただいてい

るという２通りの対応をしているのが現在の考え方です。 
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○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。わかりました、そこは。ただ、私が聞きたかったの

は、やっぱりこのことをやって、正確には出ないと思うのだけど、こだわるのではなくて、人

がこれだけやっぱり減りましたというようなものが目に見えてあらわれるものなのかなとい

うふうに思ったものだから、そこらあたりが。それは、減らせとかという意味ではなくて、負

担かけろとかというのではなくて、これだけのお金をかけたことによって正確さというのはわ

かったし、今までのことはわかったから。やっぱり人員もこれだけ減ったということになると

非常に納得しやすい。そこら辺は正確に出ないのかもしれないけど、どうかということです。 

それから、今の話、それはよくわかりました。ただ、私はそれだったら、もうそこはそれで

町連合に任せると、みんな。町は町で行政懇談会なら行政懇談会できちんと直接、町内会連合

会を通すのではなくて、直接きちんと聞くという姿勢が私は町に必要ではないかとすごく思う

のです。すごくそういうことを、文書調べたら余り書いていないのだけど、ニュアンスとして

はすごく届いてくるのです、我々のところに。だけど、出前トークだとかいろいろなことやら

れていますけれども、それでは、執行部の人たちが一連に集まって町民の皆さんの意見を全部

聞くというような場は、実際はないでしょう。町内会連合会だったら、司会者がそれは違いま

すと言ったらそれで終わりでしょう。そうではなくて、直接やっぱり町民にきちんと向かうと

いう、行政はそういう場が必要ではないかと私は思うのだけど、どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） これにつきましては、実際、情報化がどんどん進んでくる、

そういうことによって、先ほどのメリットがどんどん充実されるということになると思います

けど、それによりまして、実際職員数もどんどん減ってきてございます。ただ、そういう中に

おきましても、もちろん人件費等の中の時間外等、これもなかなか減っていないという状況が

あるのかもしれませんが、そういう中でも実際の住民サービスという部分につきましては、そ

れほど減っているというというふうには考えておりません。また、逆を言えば、さらにいろい

ろな部分でサービスもふえていっているのかなというようなことも考えられます。例にとれば、

これが情報化の１つだと思いますけど、携帯電話の高齢者に対するサービス、これにつきまし

ても、ここの経費ではございませんがそういった情報化のサービスといった部分で、ほかの市

町村にはないようなサービスもやっている中で、やはり実際職員数は減っているということか

らすれば、何名とはここでは正確な数字は言えませんが、やはりかなりの部分で情報化による

効果というのは、いわゆる職員の削減効果というのはあるのだろうなというふうに押さえてい

るところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） やはり町民の意見を聞くという点で、先ほど担当参事のほう

から回答いたしましたが、今後、地域担当職員制度、これは地域の住民の意見を聞くというこ

とを主として、その中でやはり町連合と従来のそういう組織、そのあり方も含めた中で今１つ

の課題として、どういうふうに仕組みづくりするかということの中で検討してございますので、
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それまでの間にどのような方法がいいか検討させていただいて、進めていきたいというふうに

考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。情報化のほうはわかりました。わかったのだけど、

ただ、人口も減る、予算も減る、そして職員も減るという状況なのです。しかし、情報化に係

る経費というのは、それは減らないですよね、絶対。予算が減ったから減るわけではないでし

ょう。仕事の量が減るわけではないでしょう。だから、そういうことになっていくと、この情

報化というのは本当に町民にプラスになるようなことで考えてほしいなとすごく思うのです。

機械化されるのはすごくいいし、早くなるものいいし、今部長が答弁したように確かに住民に

早く情報が流れるだとか、早くやってもらえるだとかということではプラスになっていると思

うのです。ただ、これで人口がどんどん減っていった中での情報化のあり方を含めて、人を減

らせというのではなくて、やっぱりそこは情報化が過多になり過ぎると非常に危険な部分もあ

るのではないのかなと。自分ができないから言うわけではないけど、そういうふうに思うとこ

ろもあるものだから、ちょっとそこら辺だけ考慮してほしいということを聞きたいと思います。 

それと、今の話でわかりました。それはわかったけど、僕は、理事者がどう思っているか、

ここの部分について。本当に町民の話を聞くのですか。聞く気があるのかどうか。なぜかと言

ったら、だっておかしいでしょう。15 年からずっと今まで町民の話を直接なんて何も聞いてい

ない。町内会連合会の主催でやっているところに行って、横に出ているだけの話です。うんと

極端なことを言えば。極端に言えばそういうことです。だって、直接は聞かないのだから。バ

イパスなのだから。だから今言うように地域担当制ができたとしても町長や副町長や教育長が

直接町民の皆さんからご意見を賜るというようなことが、いろいろ隘路があり、難しいことが

あり、いじめられることもあるかもしれないけど、やっぱりそれぐらいでまちに出て行かなく

ては、僕はこれからだめだと思います、人口減っていくのに。それで、直接やっぱり意見を聞

くと。中村参事が出てくれた竹浦の出前トークは非常によくて、高橋さんも出てくれたけど。

本当に町民の生の声を聞けてよかったというような中身たくさんあります。全部がそんな意見

ではないのだから、僕はやっぱり町長や副町長、議会だって出て行っているのだから、やっぱ

りまちに出て直接話を聞くということをやったほうがいいのではないですか。どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 大渕委員のご質問、確かに情報化のみに偏った形での今後の

サービスというのは、やはり私としてもそうはならないだろうなというふうには思っています。

ただし、この情報化経費につきましても、いろいろ数年前から比べるとかなり落としてきてい

ます。これはやはり経費節減というものもございますし、それから、不要なシステムをある程

度取り除いていると。この間もクラウド化等もございましたけど、やはり町でサーバーを抱え

て、触って、非常に熱くなりますので、そこでクーラー入れてといったようなものを、実は、

それを町に置かないで業者のほうに置いておいて管理をさせるですとか、そういったことで経

費を削減しているですとか、また、今後人口も減って、予算も減ってという中におきましても、
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やはり今後のこういった部門というのは技術革新が激しいですから、いいものがどんどん開発

されて、なおかつ安くなっていっているというようなところもございます。ですから、そうい

った部分を考慮しますと、やはりかなり住民のサービスに効果があって、なおかつ職員の手を

煩わせないような効果があるものを入れると。こういう情報化についてはやはり推進しなけれ

ばならないのかなと思っておりますが、最初に申しましたように、それだけではだめだという

のも十分承知しておりますので、今後そういう形で進めたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） １点、２点ありました。１点目ちょっと部長と重複するかもしれま

せん。情報化推進経費、今までも予算、決算の委員会の中で同様な質問も受けております。電

算化することによって人的なことも削減できるのではないかというようなご質問も受けまし

たし、それについてなかなか数字的に何人減ったというのは、そのことによって減ったという

のが数字的に示せない部分あります。個別的にいうと、例えば家屋評価システムを入れること

によって、人員の抑制につながったという面があるのですけれども、ただその分、例えば福祉

の分野で、電算とは関係なくて、やはり業務の増によって人員がその分を、言葉悪いけど、食

われている部分がある。だから、トータルすると本来減っているのだけども、数字的にはあら

われていないという部分もあったものですから、なかなか結果的には、人員の削減は、電算化

によっての削減については、なかなか目に見えていない部分があるのかなというふうに思いま

す。それで、システムを導入することによって、経費的には、例えば例規のものも今入ってい

ますので、これについては加除の経費、それから、冊子の経費が完全にもうなくなったという

ようなことの、いろいろな項目ありますけれども、事例としてそういうこともあるのかなとい

うふうに思います。それから、給与のほうも、従前であれば年末調整と、それから、委員会の

委員さんの報酬だとか、臨時職員だとかということで年末調整の時期が非常に時間外も課総出

でやっていたと。相当前ですけど。そういうようなことが今はシステム中で、ある程度限られ

た人員の中でできるというようなこともありますので、そういう面ではメリットもあるのかな

というふうに思います。ただ、一方でそのシステムを導入することによって町民へのサービス

の向上、時間的なサービス、それから、質的なサービス、これが向上したのかなというふうに

思っています。何でもかんでもということではなくて、やはり必要な情報はシステムを考えな

がら、こちらのほうも膨らまないように考えていかないとだめかなというふうに思っています。 

それから、２点目のいわゆる昔の町政懇談会、今は 15 年からまちづくり懇談会ということ

で、その時々、その時々の会の運営の仕方をいろいろ考えながらきているのかなというふうに

思います。それで、町連合との話の中でやはり協働のまちづくりということで行政の考え方、

それから、町民の考え方の意見の交換をし合いながら、いいまちづくりをしましょうというよ

うなことで 15 年からきています。それを併用して、各町内会からの要望も受けておりますが、

その部分については文書回答というようなことで、その要望事項に対する回答はさせてもらっ

ているのですが、生にそういう声を聞くという場面が確かに今ご指摘のとおり減ってきている

のかなというふうには思います。そういうことの１つの方策として、従前から出前講座、それ
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から、今回、町長が言っています地域担当職員制度中で小さな声も聞くというようなことで、

仕組みを少しずつ変えながらでも、そういう町民の声を聞くという姿勢の中で行政のほうもそ

ういう姿勢の中で進みたいというふうに思っています。それで、今端的にご指摘の町政懇談会

なり、今の形式なりというようなことは、私どももどういう形で町民の声を聞いたらいいのか

というのは、今この場でこうします、ああしますとはちょっと言えませんけれども、今言われ

るような形もやはり考えなければならないのかなというふうに私自身も思っていますので、今

後、町連合ともを協議した中で進みたいと。それで、今大渕委員が町連合の主催事業に行政が

出ているという表現されましたけれども、そもそも行政が出る場面を町連合がつくっていると

いうことなので、わざわざ行ったということではなくて、そういうまちづくり懇談会にしまし

ょうという仕組みの中で今、つくっていますので、それが果たして町民の声の生で聞く、いい

場面になっているのかどうなのかというのはやはり検証しないとだめかなというふうに思っ

ています。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田祐子委員。 

○７番（西田祐子君） 33 ページの東日本大震災支援事業の関連でお伺いしたいと思うのです

けれども。たしか、このとき多くの町民の皆さん方から義援金をいただいたと思うのです。そ

れで、総額幾らになったのかというのと、どこでどういうふうに取り扱われて、どういうふう

になったのか、その最終報告を教えていただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 畑田防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（畑田正明君） 仙台の義援金の関係でお答えいたします。23 年３月 18

日に姉妹都市の仙台市を支援する白老町災害支援町民会議を設立しまして、その中で義援金関

係は集約されていまして、最終的に義援金の総額は約 1,900 万円になってございます。これは

義援金だけでなくて支援物資とか、そういうものもこの町民会議の中で集約しまして、それは

随時仙台のほうに運搬しているというような状況で現在まで来ておりまして、最終的にはこの

町民会議が開設したのが３月 18 日で、これを解散したのが昨年の９月末となっております。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田祐子委員。 

○７番（西田祐子君） 町民会議がそういうふうに集めたということは理解いたしましたけれ

ども、それの最終的な決算報告書というのですか、そういうものは特に役場の中ではもらって

いるのでしょうか。これは町民の善意ですから、そういう中で集められて、そういうふうにし

て９月末に閉められたというのは、それはそれでいいのですけれども、やはりきちんとそうい

うものを役場の中で、どこで担当するのかちょっとわからないですけれども、最終的にそうい

うものもきちんと書類だけはしておくべきかなと思うのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時４８分 

                                         

再開 午後 １時４９分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 
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中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） 仙台市への義援金の関係の町民会議でございます。先ほど

防災管理室長からお答えのとおり総額 1,910 万 6,000 円なのですけれども、仙台市へ既に送金

をさせていただき、これらについては昨年の 10 月末日をもって解散するという書類的な手続き

をしておりまして、会議等については開催をいたしておりません。あと、義援金の総額等につ

きましては、広報 12 月号で報告をさせていただいて、一定の手続きを終えたということで進ん

でおります。私ども生活環境課のほうで町民会議の義援金関係の事務局を担当させていただい

た中で事務処理をいたしまして、送金等の手続き、それから、書類の精査、ここら辺について

は私どもが整理をしております。担当につきましてはこちらです。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

続きまして、３款民生費に入ります。主要施策等成果説明書では 41 ページから 65 ページま

で、決算書は 106 ページから 119 ページです。質疑のあります方はどうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。57、58 ページ。児童手当の関係でちょっとお尋ねし

たいのですけど。何か非常に複雑で、これを見ただけなら余りよくわからないのです。それで、

制度が変わったからだと思うのだけど、聞きたいのは、単純に言えば、全くの申請制かどうか。

申請しなくても、子ども手当は全部対象者のところにきちんとというふうになるのかどうか。

それだけお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 23 年度は、子ども手当につきましては、子ども手当法、その次に

子ども手当つなぎ法、そして、特別措置法と制度が半年もたたないうちに変わってございます。

その３制度の中で子ども手当を支給しておりますが、全部認定申請もしくは現況届を出してい

ただいた中で子供を監護している状況を確認し、手当を支給しております。ですから、一方的

に対象者に対して支給するということではありません。申請をいただくということになります。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。そうだと思っていたのだけど。言いたいのは何かと

いったら、例えばよく問題になったのが福祉灯油の問題で、最後までずっと詰めていって申請

していない方のところまでやります。実際に子ども手当も申請しないでもらっていない人とい

うのはどれぐらいいるのかということと、それと、南課長が悪いというのではなくて、取ると

きはこちらが何も申請しなくても、何も言わなくても全部取るのです。だけど、くれるときは

出さなかったらやらないと。これはある意味お役所仕事の典型みたいに思うのだけど、そうい

うことを白老町だけでも解消できないものかというのは、南課長に質問するのは無理ですか。

だけど、僕はやっぱり本当にそういうふうに。いろいろな場面ではあるのです。福祉灯油の場

合はものすごく努力されたような印象が僕はあるのです。それで、子ども手当も努力されてい



 11 

るのかもしれないけど、そこら辺は町として独自で援助している部分というか、やっている部

分というのはないのですか。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） まず、子ども手当の申請がない、認定申請なり現況の届け出がな

い方は１件です。それと、先ほど大渕委員おっしゃっていました、取るときは取る、支給する

ときはするということは、すべて法律に基づいて制度を運用しておりますので、それを白老町

が、それは全部国のお金も入ってきていますし、道のお金もいただいていますので、そういう

中での法律上の制度運用でございますので、白老町が一方的にそういう制度内容を変えてやる

ということは、国なり道からのお金が、負担がなくなる可能性があるということでございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） よくわかりました。私が言いたかったのはわかるでしょう。それだけ

でいいのですけど。ただ、その１件という方、差しさわりなければ、理由はわかったのですか。

例えばどこかへ転居してしまったとか、わからないとか。１件しかないというので、それで私

は納得したのだけど、その１件の人は何の理由で申請しなかったかわかりますか。わかったら

教えてほしいのだけど。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 現状では、申請なり現況届なりそういう申請を求めているのです

けれども上がってこないということでございますので、どこか転出しているとかそういうこと

ではないかと思ってございます。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 斎藤です。60 ページ。１番下の表を見て感じたのですけれども、また

法的なことを聞いたらどうしようもないのかもしれませんけど、この表を見ていまして、保育

士の加配がどうなっているのかということで見ると、はまなす保育園が自閉症の子供１人いて、

１人加配になっているのです。それから、小鳩保育園が自閉症の子供３人いて、２人加配にな

っているのです。実際には、精神、それから、言語運動発達障がいのところになると、はまな

す保育園が４人、海の子保育園が６人、小鳩保育園が４人、緑丘保育園が７人、かなりの数に

なるのです。最近、子供を集めるのにかなりの障がいのある子供もみんな入ってもらえるよう

な仕組みになって、そういう子供たちがふえているというふうにも聞いているわけです。実際

には、発達障がいのあるところには加配がないという。自閉症のところにはあるのだけれども、

軽度になっています、ここね。軽度の発達障がいだから加配しなくてもいいのだと。これは法

で決められたことなのだろうとは思いますけれども、これは加配ができない理由というのはど

んなふうになっているのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） ご質問ありました 60 ページのはまなす保育園、それから、白老

小鳩保育園で保育士加配状況が１と２になっていると。ほかの障がいもたくさんあるのだけれ

ども、なぜ１と２になっているのかということでよろしいでしょうか。まず、障がい児の保育
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については障がい児の認定というものがございまして、その認定、児童相談所とかいろいろな

専門機関によって障がい児の保育ということで、まず、はまなす保育園のほうは１名を障がい

児として認定しています。自閉症です。そして、小鳩保育園は３名を、これは特別児童扶養手

当２級、それから、特別児童扶養手当をもらっている方と発達障がいということで、そういう

障がい児という押さえを障がい児保育ということで特別保育事業の中であるのですけれども、

その事業の中でこの障がい児というとらえ方は、特別児童扶養手当をもらっていたり、児童相

談所なり、専門の機関で自閉症なり高機能自閉症とか、そういう発達障がいとか、そういうし

っかりした判定を受けて、そういうことにより障がい児と認めた部分については加配の対象に

なるのです。ですから、はまなす保育園の１名と小鳩保育園の３名がこの障がい児保育の認定

になっております。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 私が聞いたのはそういうことではなかったのです。自閉症で障がいが

あるというふうに認定されているから加配になっているのだと、ここは理解するのです。ただ

私が聞きたいのは、軽度の場合の障がい児がかなりいる。その中で加配という形に全然なって

いないというふうなところから、軽度であれば健常児と一緒に過ごさせるということはすごく

大事なことで、それはわかるのです。ところが、対象が幼児である場合、そうやって考えると、

集団の中でちょっとした障がいでもやはり何らかの違い、行動の違いが出てくるのが、これが

障がいではないかというふうに思うのです。多くの幼児を抱えている保育士さんの中で、その

中でそういう子供たちが入ってくる。軽度とはいえ、その中に入ってきて、それで違った行動

をとったときに本当に目が行き届くのか。本当に保育士さんが大変ではないかと。それでなく

ても小さい子供をたくさん世話している中で違う行動をとるのが１人いたときに本当に手が届

くのか、子供の安全が守られるのかというところが心配なのです。それで、軽度であれ、障が

いがあるというふうに認められた以上は、やっぱり複数の保育士で面倒を見るというのが建前

ではないかと、そういう気がするのです。そういう観点からいうと随分遅れているなというこ

とで、何とかその辺の対策というのはないのかどうなのか。それは法でこういうふうに決まっ

ていますからと言われてしまえばそれまでなのかもしれないけれども、その辺の対策をきちん

ととらないと、白老町の保育行政というのはやっぱり遅れているなという感じしか出てこない

のだけれども、そのあたりはどういうふうに考えますか。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） それでは、お答えいたします。今斎藤委員の言われたとおり、

この部分は障がい児の保育ということで、実際、その加配の部分は確かに１と２ということで

加配されています。しかしながら、それは障がい児という判定を受けた者についての加配でご

ざいまして、最近多いのは自閉症でも非常に軽いとか、あと発達障がい、また、動作がいつも

動きやすいとか、そういう子供たちが結構いるのです。それをいわゆるグレーゾーンなのです

けれども、そういった子については、現状では保育園の園長も入りながら何とか対応しており

ます。ですから、そういう部分では確かにご心配もあるかもしれませんけれども、現状では園
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長と保育士と対応するような形で、確かに結構手はかかるのですけれども、そういう部分では

なるべく障がい児の保育がしっかりするように現状では対応しています。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 斎藤です。大体そうだろうなと思うのだけども、何かよくわからない

のです。だから、１人の保育士では、そういう子供の入ったグループはなかなか面倒見きれな

い、そういう状況があるとすれば、法で決められて加配されないのであれば、嘱託だとか、臨

時だとかという形ででも面倒を見てやるという、何らかの形で施設では面倒見ているのかもし

れないけれども、やはり政治としては、政策としては臨時でもそういうような形で何とか面倒

を見てあげるというような方法はないのかどうなのかと聞きたいのです。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） 委員の話は理解十分します。先ほどの繰り返しになりますけれ

ども、この特別保育事業の中では障がい児という認定の中で３名ということで、３人いるから

加配しているということなのですけれども、はまなす保育園と小鳩保育園それぞれしています。

ただ、そのほかの障がい児についても今の現場の状況では大変ではないかと委員のほうから非

常にご配慮いただいているお話をいただいておりますが、実際、大体複数で障がい児を見るよ

うな形にしているのです。保育園のほうでは必ず園長がおりますので、園長が補助役として対

応すると。また、ある程度この中でやりくりをしながらやっていると。実際、保育士自体も雇

っていくということになれば、予算的な部分もあるのですけれども、実際やはり募集してもな

かなかその部分では見つからない現状もございます。ただ今のところ、そういう形で何とか、

現有の保育士の中、また、臨時の保育士がいますので、その中で対応させていただくというこ

とでございます。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 園長含め職員の中でやりくりしているだろうということはよくわかる

のです。ところが、人数からいうとかなり多いですね。各年齢層に１人ずつは必ずいる。クラ

スの中には必ず１人はいるような感じでいるわけです。海の子保育園が６人、緑丘保育園が７

人とかとやっぱりすごい数だと思うのです。そうすると、そういうやりくりで見られるだけの

保育士の配置というのがないだろうと私は思うのです。幾ら園長だとか手の空いている人に見

てもらうといっても、それはもう限界があることであって、それは正常に保育しているという

感じではないなという感じがするのです。と言ってしまうと、あとは加配するしかないのだけ

ども、何とかそのあたりしてあげないと。そういう子供たちが、ただ軽度だと、ここでは軽度

だとしかわからないけれども、その軽度でどんな状況が起きているのか。日常どんなふうなこ

とで、先生方が悩んでいないかどうなのか。そういう調査というのはしていますか。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 各保育園の重度の受け入れ状況ですけれども、裏面のページ、61

ページに年齢ごとの各保育園の人数等も載ってございます。実際の受け入れの部分としては、

年齢によって保育士の数というのは基準がありますので、それを基本的にはベースにして、そ
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して、軽度な障がい児も含めて受け入れするとなると、やっぱり今の保育士の受け持ちの人数

によって可能かどうかということも判断しながら、実際、現実に対応していると、そういう状

況でございます。そういう部分では、中にはやはり障がいの重いお子さんがいれば、やっぱり

こういう加配の部分を活用しながら保育士も募集して実際配置していると。その辺実際の現場

の状況を見ながら、各子供については受け入れ基準に基づきながらも受け入れして、実際はそ

ういう形の中で現実に対応してきているという状況ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。３款４目児童福祉施設費に対して理解をしたいので

質問させていただきます。説明書のほうの 58、59、60 ページになります。こちらに対しては１

項目なのですけれども、まず、こちら側にある 58 ページの（１）町立保育園運営経費というこ

とで 3,600 万円ほどの計算がなされているという形なのですけど、これがはまなす保育園と海

の子保育園、２つの町立保育園に対しての経費ということで理解していいのかどうかが１つ。 

それと、委託しています緑丘保育園と白老小鳩保育園の運営経費というか、負担金としての

運営経費について載っているのですけれども、これは本当に理解したいので純粋に質問なので

すけれども、これで単純に計算すると、もし町立の保育園が２つ合算の経費だということであ

れば、白老小鳩保育園さんの 60 ページにあります、平成 23 年度保育所別月別入所児童の状況、

こちらのほうの延べ人数のほう書いてありますけれども、これで割ると、白老小鳩保育園さん

のほうは延べ 896 人に対しての 8,600 万円。これを割ると、１人当たり年間約９万 6,030 円。

緑丘保育園のほうは 5,700 万円に対して 789 名なので、これで割ると７万 3,237 円なのです。

９万 6,000 円、７万 3,000 円ときて、町立の小計で割ると１人当たり３万 679 円にしかならな

いのです。これは恐らく、例えば白老小鳩保育園さんに対しての３分の１以下、緑丘保育園に

対しても半分以下ということで経費がなってしまうのですけれども、これは恐らく国庫支出金

や道支出金の絡みがあるかと思うのです。それで、このあたりの考え方について。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） 今お話のありました、ページ数でいきますと 58 ページ、それか

ら、59 ページの町立保育園の運営経費、それから、緑丘保育園運営経費、小鳩保育園運営経費

の理解ということでございますが、今委員が言われたとおり、緑丘保育園、そして、白老小鳩

保育園については運営経費ということでございます。それで、こちらの１番の町立保育園の運

営経費なのですが、これは保育士の中でも臨時の保育士、そして、清掃、調理員、栄養士。保

育士は 10 名、清掃員は２人、そして、調理師は３人、栄養士は１名という、この臨時の職員の

共済費及び賃金です。そのほか正職員については給与費のほうで対応しています。ですので、

そこはちょっと単純に比べることはできません。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） わかりました。単純計算するとちょっとあんまりだなと思ったので。

ただ、ここの疑問だけきちんと明らかにして、次の施設の維持のことが主眼なのですけれども、

町立の保育園の運営基準の中で、例えば施設や遊具関係の営繕や維持にかかわる経費というの
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は、どちらのほうの項目に計上されているのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） 例えば役務費ですとか、需用費とか、そういった部分なのです

けれども、需用費が多いでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） 自分の理解でも需用費かなというふうに推測はしていましたが、今西

のほうから町立の施設のほうを拝見して、学校の施設だとか、公園関係も拝見して歩いている

のですけれども、ちょっとそれは別な課になりますので、あくまで保育所において質問します

が、ブランコです。遊具が、きのう見てきたのですけれども、海の子保育園の遊具がほとんど

使えない状態になってしまっているのです。例えばブランコ。これは小学校と隣接しています

ので、経過はちょっと私承知していないのですけれども、ブランコが、例えば乗るイスのとこ

ろが全部上のほうに巻き上がっていて、これは保育、子供たちの心身の発達やそういった部分

に関しても教育施設としての考え方が大変重要ではないかなというふうに思っているのです。

ただ、あれはもしかしたら危険性の関係だとか、それか、一応予算が措置されるまでの間とい

う臨時ということでの考え方なのか。一応修繕をしていく方向にあるのかどうかというところ

について質問します。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） 今の委員のお話ですけれども、実際、委員の言われたとおり、

遊具はそういう状況にあります。それで、今撤去する形で考えております。ただ、予算的な部

分もあり、どういう方向でいくかというのを今園の中で十分議論しておりますので、その方向

になりましたら、またお知らせしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、暫時休憩といたします。 

休憩 午後 ２時１８分 

                                         

再開 午後 ２時３９分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

３款民生費につきまして、質問のある方は再度受け付けます。挙手をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

それでは、ここでご報告をいたします。先ほどの前田委員に対しての答弁でございますが、

調査も必要ということでございまして、明日の回答とさせていただくことといたします。よろ

しくお願いいたします。 

続きまして、４款環境衛生費に入ります。主要施策等成果説明書は 66 ページから 78 ページ

まで、決算書は 118 ページから 127 ページであります。質疑のあります方はどうぞ。 
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３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 斎藤です。73 ページ、（８）の不法投棄の問題と（９）のアライグマ

の問題について若干質問したいと思います。 

不法投棄撲滅パトロール事業、これは前年度に引き続いて不法投棄対策費として道支出金が

大体 200 万円余り補助を受けているということになっておりますけれども、その効果のほどは

どうなっているか。200 万円の費用を使ってどういう効果があらわれているのかお聞かせ願い

たいというふうに思います。 

 それから、アライグマの問題なのですが、アライグマによる被害が年々増加しているという

ふうに前から報告されてはいるのですけれども、道からの補助金を見ますと、22 年度 307 万円

だったのが、23 年度では 740 万円、ほぼですけども。という金額、倍以上になっているのです。

それだけアライグマの捕獲が緊急を要する状況になっているというふうに考えていいのかどう

なのか。そういうふうに見ますと、その割には 22 年の捕獲が 183 頭で、23 年度は 196 頭で、

捕獲している数というのはさほど違いはないのです。金額は倍以上になっていて、捕獲数がほ

ぼ前の年と同じというようなことになって大した変わっていないのですけれども、このあたり

の関係をどういうふうになっているのか教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、２点ご質問にお答えいたします。最初に不法投棄

の関係でございます。不法投棄の関係につきましては、不法投棄の件数と量で効果をあらわし

たいと思います。まず、件数につきましては、23 年度につきましては 358 件です。それで、回

収しました回収量につきましては約 34 トンの不法投棄を回収しております。 

それから、アライグマの関係ですけれども、22 年度が約 300 万円に対し 24 年度につきまし

ては約 700 万円ということです。まず、最大の理由としましては、臨時職員を採用しているの

ですけれども、22 年度から４カ月分でありました。23 年度につきましては、約８カ月分という

形で、まず、期間が延びているということが最大の理由でございます。それと、頭数の捕獲量

につきましては、実績なのでどういったことが大きな原因なのかというのはちょっととらえき

れておりませんけれども、そういった中で 22 年度よりは減していると、こういった状況でござ

います。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 斎藤です。わかりました。不法投棄の件で 318 件と今おっしゃいまし

たね、358 件ですか。大変な数だなと。358 件というのはすごい数だと思うのですが、不法投棄

中でずっと前から心配した、いわゆる法定家電リサイクルの４種目の投棄というのは、ふえる

のではないかというふうにずっと言ってきていたのです。その法定家電リサイクルにかかわる

４種目の投棄というのは、この中でどのような割合を占めているのか。これは処分にも大変だ

ろうと思うのですが、それはただ、どこかへ埋めるというわけにはいかないわけで、その処分

がどのように処理されているのかという、そこにかかる経費というのはどのくらいなのか。そ

の部分だけでいうとどのぐらいかかるのかというようなことをわかれば説明してください。 
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それから、アライグマの件。４カ月が８カ月になったと、倍になったということでわかった

のですが、この補助金というのは雇用創出の事業基金なわけです。そのための雇用にどういう

効果が出てくるのかというふうに聞きたいのですけれども。そうすると、４カ月が８カ月にな

って、大体同じようなあれだから、雇用されている人数というのは去年と同じ数になるという

ふうに解釈していいのか。ふえているとすれば、捕獲の範囲というのがすごく広がっているの

ではないかと。そうしたら、人数の面からいってどうなのか。一部分の地域であればいいのだ

けども、かなり広範囲に広がってきているのではないかというふうに思うのですけど、そのあ

たりどうなのか。あるいは、アライグマの捕獲をするのにどんな方法をとるのかわからないけ

ども、わなを仕掛けておいて、後で見に行くだけのものなのか。ハンターというのは必要ない

のかどうなのか。そういうハンターの要請なんていうのは、この雇用の中に入っていないのか

どうなのか。そのあたりお聞かせください。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、最初の廃家電の関係のご質問にお答えいたします。家

電４品目につきましては、テレビにつきましては、平成 23 年度は 137 台です。平成 22 年度が

126 台なので若干ふえているということになります。それから、冷蔵庫につきましては 23 年が

22 台で、22 年度が 14 台です。これもふえております。それから、洗濯機につきましては平成

23 年度が 18 台に対しまして、22 年度は 29 台でございます。エアコンにつきましては、23 年

度はゼロ、22 年度が１台。こういったような状況になっております。それから、これの処分に

つきましては、苫小牧のほうに専門の処分業者がございますので、そちらのほうにこちらのほ

うで運んでいると、こういったことになります。経費につきましては 32 万円ほどかかっていま

す。22 年度につきましては、25 万 1,000 円の経費がかかっております。ですから、若干ふえて

いるという状況でございます。 

それから、２点目のアライグマの関係です。まず、臨時職員の数につきましては同じ数でご

ざいます。２名です。それから、アライグマのとり方ですけれども、箱穴といって、かご状の

細長い鉄製のかごで捕獲しております。これにつきましては銃ではできませんので、箱穴で駆

除しているということになります。それから、箱をかける場所ですけれども、全体的に町内一

円なので、数としては段々ふえてきたと。22 年と 23 年を比べたときにはふえています。総数

はちょっと押さえていませんので時間いただきたいと思います。そういった形でポイントとし

てはふえてきていると、こういった状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 心配するのは、アライグマが毎年どんどん増加しているという話を、

それが本当だとすれば、やっぱり被害も相当ふえているのだろうと思うし、こうやって毎年お

金をかけてやるとすれば、イタチごっこしかできないのかなと。実際には道の支出金があれば

何とかやれるのだけども、これが道の支出金がなくなった時点で、それでは、町で今までの分

ぐらいのことはできるのかどうなのかということも心配なのです。そうすると、２人でわなを

かけて、そして、見回りをしているという、それで十分なのかどうなのかという心配があるわ
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けです。それと、これだけ数が、やっぱり捕獲する数がすごく多いわけで、かなり広い範囲か

なと思うのですが、あと１つ聞きたいのは、どこか地域が大体、アライグマが活動している地

域というのは一定の場所なのか。それとも、全域同じような状況なのか。そのあたり掴まえて

いたら教えてください。それで、もし、どこか特定地域がふえているのであれば、そこに集中

的にやっているのかどうなのか。そのあたりの対策のとり方はどうなっているのか説明してく

ださい。 

それから、不法投棄もお話を聞きますとやっぱり相当の数になりますし、金額もかかってい

るということなのですが、大体不法投棄の場所というのも町内では特定の場所ではないかなと

いう気がするのです。不法投棄の多い場所というのは大体抑えられるのではないのかなという

ふうには思うのですけれども、そのあたりの対策というのはどんなふうにとっているのか。そ

れから、この道の支出金はことしで終わりになるのかどうなのか。そのあたりをお聞かせくだ

さい。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、最初にアライグマのほうのご質問にお答えいたし

ます。まず、道の補助金の関係でございますけれども、これにつきましては 23 年度で補助金は

終了しております。同じく不法投棄のほうにつきましても補助金は終了しているということに

なります。ですから、24 年度につきましては、町のほうでやっているという形になります。道

の補助金をいただいているときは２人体制でしたけれども、今現在は１人という形の中で事業

をやっているということになります。ですから、２人でやっていたときよりも結果としては、

捕獲頭数等は減ってくるだろうというふうに今見込んでおります。それから、アライグマの関

係の多い地域ですけれども、石山と森野というふうにとらえております。 

それから、不法投棄に関しましては、山間部です。どこの地域ということはなくて、山間部

だとか海岸、こういったところに不法投棄が多いというふうに掴んでおります。 

○委員長（小西秀延君） 12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 12 番、本間です。今の関連で質問したいと思います。まず、73 ペー

ジの今のところと、71 ページの（２）有害昆虫・鳥獣駆除対策経費。この関連について質問し

たいと思います。今斎藤委員のほうからもいろいろとご質問があったのでタブるところもある

と思いますが、まず聞きたいのは、73 ページのほうなのですけど、これ本当に 300 万円ちょっ

とから 700 万円にふえているのですけど、それと、使用料・賃借料も 250 万円くらいから大体

900 万くらいにはねているのです。これがなぜふえたかというのをまず聞きたいと思います。 

それと、71 ページのアライグマ頭数のほうが載っているのですが、こちらの（９）のアライ

グマ捕獲のほうでとった数がこちらのほうに頭数が載っているという考えでいいのかどうかと

いうことを、まず質問したいと思います。 

それと、調査ということにもなっていますので、何かこの調査でわかったこと、昨年、私も

質問したときに、ただ職員２名ですというお話だったのですが、この調査で、今斎藤委員のほ

うからもいろいろ、森野、石山で多いですというお話があったのですけど、そのほかに何か成
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果というか、そういうことがありましたらお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 最初に、アライグマの事業費の関係の増になっている部分で

ございますけれども、これはちょっと調べたいのでお時間いただきたいと思います。 

それから、アライグマの捕獲頭数 196 頭につきましては、その事業費の中での頭数というこ

とになります。それと、その事業費につきましては、22 年度と同じく調査と、それから、捕獲

を主なことにしておりますけれども、23 年度につきましては、調査というよりも捕獲のほうを

基本的には力を入れたというのですか、そういうような形で事業としては展開しています。 

使用料の増加の部分についても、今調べますのでお時間いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 本間です。先ほど斎藤委員からもお話があったのですが、本当にこ

れで終わってしまうと、本来であればこれを継続していただいて、頭数もちょっとずつふえて

効果があると思います、この事業は。これでやめてしまうと、本当に職員が減って、また頭数

が減って、逆にまた今度アライグマの頭数がふえて農業被害というか、家庭菜園もそうですけ

ど、そういうふうに影響が出てくるのかなと僕はちょっと懸念します。それで、今後はこの有

害昆虫のほうにこの事業が盛り込まれて１人体制でやっていくのかどうかというのと、それと、

昨年度もちょっと申したのですけど、やはりこれはアライグマの検査というか、検体をできれ

ば、どこかの事業の中でやっていただきたかったなと。やはりこれは本当に、道内で捕獲され

たアライグマからでは、いろいろな肝障害を起こす病気、レプトスピラとか皮膚病とかそうい

うものは確認されているのです。その危険性というのも前年度の決算審査特別委員会でもお話

しして、ぜひ検体を道のほうかどこかわからないですけど調べてほしいというようなことを言

ったのですが、というのも、やはり職員、アライグマを取り扱ってかまれるとそういういろい

ろな病気とか、また、例えばふん尿とかそういうふうなもので近くの人が土を触ったりして病

気になるという可能性、その危険性というのは僕もやっぱりちょっと心配なので、その辺もぜ

ひ、本当であれば、この事業の中でやっていただきたいなということがあるのですが、その辺

できるかどうかお伺いしたいと思います。 

それと、これで質問最後にしたいと思うのですけれども、今後、本当に 71 ページの（２）の

ほうに盛り込まれて１人体制でやっていくのかどうかをお聞きします。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、アライグマの検体の件でございますけれども、昨年ご

質問いただいていた点にございますけれども、結論からいきますと、検体ができるというとこ

ろまでにはまだ達しておりません。なので、機会あるごとに道のほうにはお願いしていきたい

というふうには考えております。それとは別ですけれども、キツネだとかそういった部分につ

いての検体については道のほうで調査をしているといったような状況でございます。 

それから、アライグマの今後ですけど、24 年度以降につきましては、委員言われましたよう

に、有害鳥獣のほうで、規模はちょっと小さくなりますけど、引き続き取り組んでいきたいと
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いうふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○９番（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。67 ページの各種健診の部分でございます。生活習慣

病健診（医療保険未加入者）、この括弧の医療保険未加入者の意味を教えていただきたいという

ことと、40 歳以上の方の受診者数が５名となっております。この保険の未加入者で 40 歳以上

の方の対象人数が何人おられて、その中の５名ということなのか。ちょっとその辺のご説明を

お願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今質問された件については、ちょっと今手持ちに資料がない

ので後ほど答弁させていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。１つは有害鳥獣の関係、71 ページの関係ですけど、

アライグマを除いた外来種の、今白老で問題になっているのはセイタカアワダチソウの関係だ

と思うのです。ただ、あれは花粉が余り影響ないというものと、そうでないものとがあるとい

うようなことで、今余り騒がれませんけれども、竹浦にも北吉原にもものもすごい量なのです、

セイタカアワダチソウが。それで、かなりおばあちゃんで心配している人がいるのです。お金

のかかる話だから、簡単にやるというわけにはいかないのだけれども、セイタカアワダチソウ

は害がないと言われているのだけれども、外来種としてはやっぱり駆除しなくては生態系変わ

ってしまうのではないかと思われるところがあるけれども、それに対する対応は何か考えてい

たら、一つ答弁を願いたいと思います。 

もう１つ。公害対策費の関係です。74 ページ。今白老町が公に公害防止協定を結んでいるの

は日本製紙以外ありますか。安愚楽牧場の後の事業者、ここと防止協定は結んでいますか。日

本製紙以外の公害防止協定を結んでいる企業の名前と、安愚楽牧場の後の業者と結んでいるか

どうか。この点お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ２点ほどございましたけれども、１点目のセイタカアワダチ

ソウの関係でございますけれども、昨年もご質問出ておりましたけれども、外来種という形の

中で駆除という部分については、今現在のところ道だとかそういうところからの指導というの

ですか、情報という提供はないのが現状でございます。これは多分、年々どんどんふえてくる

のかなと思います。それで、例えば雑草の除去の中である程度処理ができればそれはそれでい

いのかなと思うのですけれども、問題は雑草の除去以外の土地の部分がかなり占めてくるとい

うことになると思いますので、今この段階でどういった策があるかというのはちょっとお答え

できないですけれども、今後の課題だというふうにはとらえております。 

それから、公害の関係でございますけれども、日本製紙以外の公害防止協定につきましては、

何件か結んでいます。件数につきましては、ちょっと時間をいただいて報告したいと思います。

それから、旧安愚楽牧場の部分につきましては、公害防止協定を締結しております。 
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○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。公害防止協定の件はわかりました。 

セイタカアワダチソウの件なのですけど、例えば、今町がもう何でもかんでも事業化すると

いうのは難しいでしょう、はっきり言って。道ももう難しいと思うのです。そうなると、でき

るかどうかわからないけれども、例えば町民環境会議なんかが社台の浜を清掃してもらってい

ますけれども、そんなところででもいいですから、やっぱり減らしていくという運動を全町的

に。役場がやるとかではなくて、町民がそれを減らすような運動というか、そういうことをし

ないとだめではないかなというふうに思うのだけど、そんなことは考えられませんか。要する

に、住民運動でそれをきちんと白老町を守っていくというのは、そういう啓蒙活動が私はとて

も大切だと思うのだけど、その点どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 須田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（須田健一君） ただいまのセイダカアワダチソウの外来種の関係でございま

すが、必ず土地所有者がございますので、まず土地所有者に雑草除去は市街化区域ということ

が限定ですから、市街化区域の中はそこで雑草除去をお願いすると。それ以外のところについ

ては、特に要綱等持ち合わせてございませんけど、基本的にそういう影響があるというような

ことで土地所有者の方とお話をしてみると。できるだけ。ご相談をさせていただくということ

が、まず、第一にできることかなと。その中で、環境対策等に取り組んでいる団体との協力、

これらをできないかどうかということです。だから、一番目につくのは社台の国道縁が非常に

目につきますが、それらも合わせて。ただ、なかなか雑草の除去というのは市街化区域であっ

ても、この社会経済情勢の中でなかなかできるだけ隣接地に迷惑かけたくないということで大

変長い間やっていただいている方たくさんございますが、以前、まだまだそういう状況の中で

は十分達成できていない部分もございますので大変苦慮することになろうかなとは思いますが、

できるだけ少しでも解決できるようには取り組んでいきたいなというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 申しわけございませんでした。先ほどの５名の件ですけれど

も、この対象者は生活保護の方でございまして、40 歳以上で生活保護を受けている方の対象者

数ですけれども、375 名となっております。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 先ほどの答弁漏れの部分でございます。アライグマの捕獲の

臨時事業の中の使用料及び賃借料についてであります。予算では 194 万円の予算組んでおりま

して、実際に支出した分につきましては 99 万 8,000 円支出しております。そこの差額の部分に

つきましては、当初車と、それから、パソコンをリースする予定でございましたけれども、車

の部分だけになりまして、実際には 99 万 8,000 円の支出ということで、そういったような内訳

になっております。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○９番（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。生活保護受給者が対象であるということで、対象人
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数が 375 名おられるということで、その中の５名しか健診を受けていないという結果でござい

ます。これは医療費抑制という観点からこういうような生活習慣病健診を受けてくれというこ

とで実施する事業であるというふうに私は認識していますので、できるだけこの方々の受診向

上を図るようにお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今委員が言われたとおり、やはり生活習慣病のための健診で

ございますので、生保の方についても、我々も含めて通知、連絡はしているのですけれども、

ただ数字的に上がっていないということなのですけれども、これについても連絡等をとりなが

ら増加するようにやっていきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 13 番、前田です。77 ページのバイオマスの部分について何点か伺い

ます。私も一般質問していますし、今建設厚生常任委員会で所管事務調査していますので詳し

い質問はしません。それを待って、それぞれ考えたいと思います。ただ、３年間連続して歳入

減って、不具合からだと。それで、私が記憶しているのは、23 年度の時に時の町長に言ったと

きは、毎年よくなると言うのだから、もういい加減にしなさいというような言い方の答弁もら

ったのだけど、現実に見たら 23 年度も約 2,100 万円の歳入不足を生じていると思いますけれど

も、その原因と機能改善が具体的にどこまで進んで、23 年度はどういう状況で終わっているの

かという部分です。 

それと、78 ページの（５）バイオマス燃料化施設の副資材の調達システム。新年度予算のと

きに概要が若干説明ありましたけれども、これは実際にどういうような業務内容になって、ど

ういうような委託結果が出てきているのか。この報告書何ページにわたっているのか。そして、

どういう結果になって、その調査結果、この調査以後どういう形をしたらいいかという提言を

受けて、それが 24 年度以降に使われているのかということ。 

それともう１つは、バイオマス施設のにおいです。これはいつになっても消えません。こと

しはこういう気候の中でかなりのにおいが発生して、通る人からも苦情きていますけれども、

24 年度分ですから余り詳しく聞きませんけど、今年度と、このにおいがあれだけ出るというこ

とは、中の職場環境が非常に悪化しているのです。現実にこの議会でも何人かの議員からも言

っていますけれども、改善されているのかどうか。そして、そのにおいがどうにもならないの

かどうかです。通るたびににおいするし、あそこの地域から私も聞いています。私も行って、

においでかいできましたけど。この３点です。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、３つご質問ありましたのでお答えしたいと思います。

最初に 23 年度の機能改善が終了したかどうかということでございますけれども、主要機器につ

きましては設置が完了し、調整もした中で 23 年度は稼働したという状況でございます。それで、

23 年度につきましては、計画していた生産量 9,700 トンでございましたけれども、結果としま

して、そこに達しなかった部分がございまして、6,152 トンの生産によりまして、収入が減と
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なっております。収入は当初予定していた額に比べますと 2,000 万円ほど減という形の中で、

それから、あわせて支出のほうではエネルギーがふえた部分がございますので、そういった中

で 23 年度運転をしたという結果でございます。 

それから、副資材の調達の事業費でございますけれども、これにつきましては、23 年度の中

で２人の臨時作業員を雇用しております。その中で町外の副資材の調達と、それから、それの

分析等を行っております。まず、廃プラにつきましては４社との契約というのですか、取り引

きが成立しております。量にしましては、１年間で約 200 トンの廃プラを調達しております。

それから、紙類につきましては、１カ所の民間さんと交渉をして、引き続き使用しているとい

うことになります。そして、量にしましては２万トンほどでございますけれども、その紙類を

調達できたということになります。この廃プラと、それから、雑紙の業者につきましては、引

き続いて 24 年度も契約取引をしているという形になっております。この部分が事業としての効

果というふうになります。 

それから、においの部分でございますけれども、まず、あそこのにおいは触媒燃焼脱臭装置

という装置をつけていることはつけているのですけれども、結果として、やはりにおいがする

部分がございます。受託者ともいろいろ話をしているのですけれども、なかなかそこの部分が

とれないというのも現状でございます。なので、そこの部分については引き続き協議を続けて

いきたいというふうに考えています。それで、施設の中にあるにおいと、あそこから出るにお

いが若干違いまして、あのにおいがそのまま施設中がすべてかということでは、今のところな

いのですけれども、施設の中としては、やはり生ごみのにおいとかは若干することはします。

ただ、そこの部分については活性炭で吸着しておりますので、強烈な環境が悪いとかそういう

状況ではないということだけは理解していただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） そうしたら、副資材の調達システムということは、結果的に臨時の

２名を使って副資材を調達するための営業活動をしたという解釈でいいのですか。技術的にど

うかという形ではなくて。それで今後、24 年以降もつなぐと言っていますけど、そうすれば、

あえて、ここでいう雇用を創出するために営業活動させたということでいいのかどうか。こう

いう部分は過去にも言われたのだけど、職員がそういう部分できなかったのかどうかという部

分もあると思うのです。その辺。 

それと、においの部分については、多分あれは高価な白金をつければ直るという話だったの

です。だけど、取りかえるのに相当な額かかるのです。その辺が実際に運用してみて、期待し

たほどの機能を果たしているのかどうか。その白金、高いのだけど、しょっちゅう取りかえれ

ば可能なのか。高いから、そのまま延ばしておいて機能が低下しているのか。その辺を受託者

ばかりではなくて、対策としてもうちょっと足を踏み込んではどうか。その辺です。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、副資材の関係でございます。臨時職員を採用した中で

副資材の、直接こういった副資材が現地にあって、それを施設の中で使うためにどのようにし
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ていったらいいかと。そういったことを町の職員も一緒に加わるときもあるのですけれども、

そういった中でいろいろ相手方とやりとりをしたり、それから、使えそうな副資材を施設のほ

うに持ってきて、それを分析したりだとか、分析といってもできるものとできないものがあり

ますので、できるものについてはこの事業の中でやったり、それから、外注をかけたりと、そ

ういったような事業を展開してきております。それで、やはり副資材につきましては、でき上

がっていないものなので、そういったものを施設で使うためにどういうふうに変えていったら

いいのかということをやはり考えるだとか、それに向かっていろいろ指導というか、お願いを

していくという、こういったような作業もあわせてやってきております。 

それから、においの関係でございますけれども、白金でにおいを取りますという装置なので

すけれども、その装置を取りかえてすぐはにおいがしないときもございます。ですから、それ

が例えば３カ月あるいは半年に１回、どれが適切なのかというのは、やはり今後考えていかな

いとだめだということにはなると思いますけれども、やはりお金がかかりますので、そこの部

分については、直接その白金を通す方法、あるいは何かもう１つ間に使えるものがあるのかど

うか。そういったことも含めた中で今後の課題としていきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次、５款労働費に入ります。主要施策等成果説明書では 79 ページから 80 ページまで、決算

書では 126 ページから 127 ページです。質疑のあります方はどうぞ。 

３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 斎藤です。ワークステーションの関係で聞いておきたいと思います。

けさほどの町長の総括報告の中にも書いてありました、白老のワークステーションで求人の掘

り起こしをやりながら 40 人の採用を決めたということで、これはものすごく大きな仕事だし、

すごいなと。白老独自の活動という中でこれだけのものを堀り出すということは大変なことだ

ろうというふうに思いまして、この活動につきましては大変ご苦労様ですと言いたいところで

す。それで、23 年度のワークステーションの成果というのは大体わかるわけですけれども、職

場回りの件数。係の方がすごく苦労しながら職場を回っているという、いつも聞くのですけれ

ども、どのぐらいの件数ができたかということと、それから、そこで堀り出された求人、求人

の掘り起こし数というのはどのくらいなのか。まず、それを聞きたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） まず、企業回りということなのですけれども、23 年度で担当

が各企業を回った件数が延べで 1,122 件ほど企業を回っております。その中で求人数の掘り起

こしということなのですけれども、この中では 614 名ほどの企業の求人について、こちらのほ

うで掘り起こしをやっているといった部分でございます。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 今の数字を聞いて、本当に大変なご苦労をしているのだということが
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よくわかりました。ただ、１つだけ聞いておきたいのですが、前に聞いたときに、白老町のこ

の求人倍率、掘り起こす中で１を超えたというふうな時期もあって、そのあとちょっと下がっ

たとか何とかと聞いてはいるのですけど、求人倍率というのはどんなふうに押さえているのか。

そして、求人は割にあるのだけれども、求職をするほうとの条件がマッチしないというような

ことでなかなか進まないという話は聞いているのですけど、そのような状況というのは今でも

続いている、やっぱり傾向としてはそういう傾向になるのかどうなのか。そのあたりお聞かせ

ください。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤企業誘致室主査。 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） ただいまのご質問にお答えいたします。まず、有効求人倍

率のお話なのですが、白老町に関しましてはハローワーク苫小牧の管轄になりますけれども、

白老町のみのというのはなかなか数字としては出ないのですが、苫小牧のハローワーク管内で

は大体 0.4 前後で推移しているというふうに報告を受けております。それでは、白老町の実態

としてどうなのかということでございますが、今委員からお話があったとおり、求人の数とし

ては非常に多い。それは、例えば食品加工会社ですとか、そういったパート的な求人が相当多

くございます。それと相反して、それでは、働きたい人はどういうところに働きたいかといい

ますと、やはり事務系の正職員ですとか、そういったものの人気が高いというところでミスマ

ッチの状況が続いているというのは、今も現状変わらない状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

それでは、６款農林水産業費に入ります。主要施策等成果説明書は 81 ページから 88 ページ

まで、決算書は 126 ページから 131 ページです。質疑のあります方はどうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。86 ページの水産振興費の中でお尋ねをしたいのです

けれども、いぶり中央漁業協同組合の事務所、荷さばき施設が登別市に建設されましたけれど

も、あらゆる面と言ったらおかしいけど、影響がどのように出ているか押さえておられたら答

弁を願いたいのですけれども。例えば、漁港まつりの変化。事務所が移ったことによるです。

なかったら、なくていいです。それから、税収の面。それから、ブランド製品なんかに対する

事務所が移ったことによる影響。荷さばき施設もそうなのですけど。それから、経済効果。こ

ういうものでの事務所が登別市に移ったことによる変化なんかをとらえておられましたら、答

弁を願いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） 事務所が移ったということでの影響はどうかということなの

ですけれども、基本的に今までも事務所そのものは虎杖浜のまちの中にあったということで、

基本的には、お祭りの関係にしても、ブランドその他についても、それほど影響的には変わり

はないのかなというようなことで思っています。それで、税収の面では若干変化あります。そ
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れは、数字を今押さえていないので後ほどお答えしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。そうであれば非常に結構なのだけれども、いっとき

ブランドの関係とか、経済効果の関係でかなり影響が出るのではないかという危惧が現実にあ

りました。税収について言えば、固定資産税だとか、事務所が向こうに行ってしまったらそう

いうものは入らないから。それは後でも結構ですから、わかればいいのですけど。ブランド面

や経済効果の部分で余り影響なかったということは、やっぱり現実的には今までと同じような

ことだというふうに押さえていいということですね。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） 今大渕委員が言われているような形で、特段デメリットとい

う部分では発生していないのかなというふうには押さえております。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 補足させていただきますと、こういった部分、やはり当初心

配していた部分だとは思うのですけど、これにつきましては、やはり漁組のほうでもいろいろ

配慮していただいて、今までどおり白老町との協力のもとやっていくというようなことでいろ

いろな面で配慮していただいている効果として、特に問題は出ていないという結果だというふ

うに押さえております。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田祐子委員。 

○７番（西田祐子君） 83 ページのエゾシカ対策についてお伺いしたいと思います。エゾシカ

で 120 万円、頭数が書いていないからわからないのですけど。また、さくもつくっていらっし

ゃるのですけれども、実際にこのさくをつくっての効果というのはあるものなのかどうなのか

ということをお伺いしてみたいと思います。というのは、さくをつくることによって、そこの

さくのところは大丈夫ですけれども、それでシカがいなくなるわけではなくて別なところに行

くわけですから、さくはいかがなものかなという議論も随分されていましたし、昨年度も随分、

北海道挙げて一生懸命エゾシカ対策やっていたのですけれども、なかなか効果が上がっていか

ないと。白老町においても猟友会の方々も高齢化してきて、何人か若干若い人方も入ってやっ

ていらっしゃるとは聞いていますけれども、実際にそれを頑張ってやってきてどうだったのか

なと。これからも同じようなことでやっぱり変わっていかないのかしらというのがすごく心配

なのです。というのも、先日も全道の女性議員の研修会が留萌市でありまして、やはりそのと

きに、このエゾシカ対策という問題、やっぱり全道的に取り組むべきではないかと。もうちょ

っと国に対しても、道に対しても、やっぱり各議会で意見を言っていくべきではないかという

意見が出たのです。例えば、さく１つにしても国の補助金が、本州のほうの中にイノシシを基

準にしてさくが設定されて補助金がついているとか。北海道のエゾシカに対しての補助金制度

というものがないのではないかという話がありまして、やはり、そういうことも大事ではない

かなと思うのです。国に対して訴えていくという。その辺もちょっと踏まえながら、昨年度の

頭数、さくの効果なんかも聞いてみたいと思います。 
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○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） エゾシカの関係でございます。去年１年間で捕獲した頭数な

のですけれども、それについては 1,573 頭捕獲しております。そのあと、エゾシカ防護さくの

設置ということでございますけれども、これについては、まず、極東牧場とか公共の牧場があ

るのですけれども、そちらの牧場のほう３カ所ほどあります。メートルにしまして 2,700 メー

トルほどなのですけれども、そちらのほうに支柱を立ててバラ線を張って、シカが入らないよ

うにしているといった部分でございます。それで、道や国からの支援ということなのですけれ

ども、基本的に毎年シカのほうはふえてきているといった部分で、今までハンターを中心にや

られた部分があるのですけれども、それと、くくりわなも資格をとっていただいて、農家の方々

がくくりわなあるのですけれども、そういった部分も利用してハンター以外のくくりわなを利

用してエゾシカを捕獲していただくと。そういった部分、今後、力を入れていくような形で考

えております。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今西田委員の質問で、全道的に取り組む姿勢があるのではな

いかというご質問でございます。これにつきましては、確かに先ほどの頭数 1,573 頭というこ

とで、一応、白老町内には約 5,000 頭いるのではないかというような想定をしてございますが、

そのうちの 1,500 頭ということで、約３割の捕獲頭数ということになろうかと思います。それ

で、実際、大体１割以上捕獲しなければどんどんふえていくというようなことが言われており

ますので、これは、白老町が幾ら頑張っても、やっぱりほかが頑張らなければまた白老がふえ

てくるというような状況も考えられますので、これにつきましては、西田委員のおっしゃると

おり、やはりこれは全道的な対策としてやらないと、町が幾ら考えてやっても意味がないと言

いますか、そういうことになろうかと思いますので、この辺につきましては道とも協議して、

やはり国のほうに訴えていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。87 ページの６款１目水産振興費にかかわって、（５）

栽培資源管理型漁業推進事業に関連して。こちらのほうには、マツカワ種苗の放流事業という

のは計上されているのですけれども、決算審査特別委員会に出された町長総括の中にあった、

ほかのウニやナマコ、その他のこういった部分ついては、（８）栽培資源管理型漁業推進事業と

いうほうで執行されているのでしょうか。 

あと、もう１つ。先ほどイベントの効果額についての議論ありましたけれども、（６）の水産

振興対策事業の中で、19 番、白老港・登別漁港朝市開催支援事業ということで 50 万円という

ふうにありましたが、こちらについての参画店舗や効果額、売上などの。もし押さえていれば、

お尋ねします。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） マツカワの放流事業ということなのですけれども、予算的に

はこちらのほうで予算を確保しております。これに対して、胆振太平洋海域漁業振興協議会と
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かがあります。そちらのほうが中心に、そちらに補助を出して、その中で、胆振全体で放流事

業をやっているといった部分になっております。 

朝市のほうなのですけれども、朝市については朝市実行委員会という委員会を漁組のほうと

町を含めて組んでいまして、その中で店舗を出しているといった部分であります。それで、売

り上げとしましては、近年平均しますと大体 160 万、170 万くらいの売り上げということにな

っております。 

ウニ、ナマコの放流事業なのですけれども、それについては 88 ページ、（８）栽培資源管理

型漁業推進事業、この中でウニ、ナマコ等の放流事業をみております。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。わかりました。似たような推進事業で（８）のほう

は国庫支出金ということで、こちらの事業について今後も継続の見込みと町としては押さえて

いるかどうかについて。 

あと、おととしまでホッキのほうも放流事業を展開していたと思います。ことし漁獲高見て

も、比較的落ちてはいないので、ある程度稚貝を取得するそういった状況なども考えて、今後

も事業を考えていくというような感じだとは押さえているのですけれども。ホッキ貝について

の、ことしとしての押さえと、あと、来年度に対しての見通し等があれば。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 栽培資源管理型漁業推進事業につきましては、今回 88 ページ

に載っている部分につきましては、22 年度で国庫支出金のここの地域活性化きめ細かな交付金、

これがついたということで、この事業を 22 年度で予算化し、繰り越したものでございますので、

基本的にはこれまでも継続して年度ごとにやっていた事業だということでございます。 

それと、24 年度も基本的にはやっておりますが、ホッキにつきましては稚貝が手に入らない

ということで一応やめているということでございますので、この辺につきましては、今後この

辺の状況を見ながら、新年度の話になりますが、新年度に向けて検討してまいりたいというふ

うに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） ただいま部長が申したとおりのことなのですが、若干補足さ

せていただきますと、ホッキ貝は入手が困難ということで今見合わせているのですけれども、

一方、今まで放流した資源を管理するという意味では、ビノス貝の駆除事業。こういった部分

を駆除して、ホッキの資源を守るといったことを今やっているというふうな状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） 今の答弁でわかりました。それで、今ホッキの稚貝のほうがなかなか

入手が難しいという話は、例の東日本大震災の影響等ということで何度か答弁もいただいてい

るので、そちらについても理解できています。ただ、それに若干関連するのですけれども、マ

ダラについての放射能の計測数値が若干上昇を続いている部分もあって、今後スケトウダラに

も影響が及ぶのではないかというふうに、加工業者の方で心配されている方が数多くいらっし
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ゃいます。農業に関してはそういった災害や何か影響があったときの備荒基金みたいな、そう

いった考え方もあるかと思うのですけれども、ちょっとこちらのほうに科目、自分では見つけ

られなかったので、例えばそういった緊急対策みたいな形の漁業に対してのそういった基金や

科目というような、そういった考え方は持っていらっしゃるのかどうか。最後に。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） マダラの放射能の心配ということですけれども、今基本的に

１週間に一度、えりも海域からずっと胆振のほう、渡島までの間、道のほうで１週間に一度、

放射能検査をやっております。それで、その報告については逐一うちのほうに入ってきている

ような状況でありまして、青森のほうでは漁獲の制限ということで出たのですけれども、今の

ところここら辺では大丈夫といった報告を受けております。ですから、今の段階で緊急的な対

策はどうのこうのということは具体的にはまだ、内容的には検討しておりません。 

今後ということなのですけれども、基本的には道のほうとは１回勉強会を開催しておりまし

て、今後放射能がこの近郊で出たらどうなのだというようなことの議論も一度やっております。

そういった部分も含めて、今後また道のほうとそのあたりの、１週間に一度の結果を見ながら、

状況を確認しながら、情報を共有しながら考えていきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 畜産についてお聞きします。白老の基幹産業ですので。１点は、私

２、３年前に質問したと思うのですけど、社台のホクレンの家畜市場について、いろいろなと

ころで跡地を利用する企業等を誘致したいということで、そのときは１件具体的に誘致する会

社名も上げて答弁されましたけど、その後何ら流れもないようですし、私自身もその後どうい

う経過になっているかということも聞いていませんので、あの部分のこれまでの誘致というか、

跡地利用がどういう形で動いてきたのか。そして、今後どのような跡地利用、活用を考えてい

るのか。どういう行動を町として起こすのか。もうしないのか。あのままなのか。その辺をは

っきりさせていただきたいと思います。 

それと、肉用牛の肥育関係で、今町長が総括で話されました。この中で、肉用牛の改良推進

事業では、白老牛改良センター預託者及び安定した経営が図られるとこう言っていますけれど

も、実際に改良センター－の 23 年度の経営内容をわかっていると思います。それと、今繁殖牛

が高くなってきて、私も前々回ぐらい議会で言ったと思いますけど、肥育する人が減ってきて

いるのです、現実に。それで、23 年度末に肥育している農家と、それから、撤退した農家、な

ぜやめたのか。その辺の部分についてまずお聞きします。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ３時４９分 

                                         

再開 午後 ３時５２分 

○委員長（小西秀延君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

答弁をお願いします。 



 30 

小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） 済みません、大変ご迷惑をおかけしました。まず、ホクレン

の家畜市場の関係ですけれども、この部分については整理させていただきたいということで、

あした以降、答弁させていただきたいと思いますので、ご理解お願いしたいと思います。 

それでは、改良センターの経営の内容ということなのですけれども、経営状況としては、お

おむね安定した経営をしているといった部分であります。あと、肥育の部分では減ってきてい

るのではないかということなのですけれども、肥育している方については、23 年で２件ほどや

めております。これの原因ということなのですけれども、やはり肥育だけでは資金繰りが苦し

いということで、そういった理由もあって２件ほど今回やめられたといった部分になります。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 白老牛の改良センター、安定していると言っていますけど、経営的

にいけば非常に厳しいのです。白老町からも 200 万円くらい補助金出していますから。それを

流しての話ですから。実態としてどうかということをとらえないと、ただ帳面で、あそこの管

理する人が 200 万円の人件費を出しているけど、本当に実態として経営収支はどうだというこ

とを押さえて答弁していただかないと、私たちも町長も民間人の発想で云々と言っていますか

ら、そういう立場で職員も押さえて言ってもらわないと。そうすると、本当に農家がいいのか

どうかということがわからなくなってくるのです。ここで議論されても。それでは、農家の人

の収入はどうなのだろうと。多分何年か前に優良牛の自家保留 135 頭、これやっていただいて

本当にいいと思います。私質問して、これだけ保留できたということはいいことだと思います。

ただ、肥育部分について、私資金の部分十分に言ったはずなのです。肥育期間３カ月ですと。

その間どういう形の中で資金を手当てして、白老牛を一定の生産量にもって、今皆さん言いま

すけど、一生懸命売るのだ、売れたのだとかと言うけど、その根っこがどうかという問題であ

って、農家にそれが循環されてこないと意味がないのです。その部分を私聞いているのです。

だから、今言ったように資金繰りでどういう状態でどうなのか。何を改善したら直るのか。そ

れを 23 年に検討されましたか。24 年に生きているのかどうかわかりませんけど。 

それともう１つは、この前の補正予算でプランつくらなければだめなのです、後継者を育成

する。そのとき農家に聞くと言いましたよね、いろいろなことを。それでは、それと今言って

いる肥育牛等々について、後継者が、もし畜産農家がいれば、そういう部分でどういうことで

反映されるのか。もう前回、補正予算上がっているのですから。具体的にそういう流れ出てい

ると思うのですけれども、その辺の３点を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） ３点の質問ということですが、答えになるかどうかわかりま

せんけれども、まず先ほどの改良センターの問題で、確かに収支状況、一部ずっとマイナスの

ときもありますけど、おおむね安定しているというような先ほどの答弁でございますけれども、

確かに前田委員のおっしゃるとり補助金も入っていますので、そういうところからすれば、非

常に儲かっているということにはならないかなというふう考えてございます。それで、実際今
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後の白老牛の後継者問題も含めて、やはり 24 年度もそうなのですけど、改良センターをどうや

っていくかというのが１番の議論でして、確かに肥育も頭数は今のところ同じレベルで推移し

ていますけど、今後、肥育農家が少なくなれば、どんどん、企業農家は別にしまして、実際の

農家はやはり肥育が少なくなって、白老牛というブランドがどんどん、レストランを持ってや

っていらっしゃる農家さん以外は非常に厳しくなるだろうという部分も想定してございます。

そういった中で、やはりこれはちょっと今後の話にもなるのですけど、さまざまな検討をして、

昨年来、道も含めて北海道、それから、農協、それから、農家さんと改良センターをどういう

方向で進めるのかという部分で話し合いを進めてございますが、まだ具体的に結論は出ていな

い状況でございます。この件につきましては現在引き続いて、この問題については大きな課題

としてとらえておりまして、継続して話し合いも行っておりますので、これにつきましては、

新年度 25 年度の予算も含めまして、今後詰めていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） 肥育業者の資金繰りの関係、どう押さえているのかというこ

となのですけれども、基本的に具体的中身までは行政としては、そこまでの詳しい中身という

のは基本的には押さえていないという部分でございます。ただ、ここの部分については、農協

のほうから情報をいろいろもらいながら、どういったら資金繰りを例えばクリアできるのか。

もしくは、どういった部分で行政としてやっていけばうまくいくのか。そのあたりの検討中に

農協のほうとある程度やらせていただいているというような部分が今の状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 農協もわかるのです。だけど、農協は広域化になって満遍なくやっ

ているのです。昔の白老の農協みたく、肥育の指導者がいて徹底的にやるということはないの

です。結構、手薄になっているのです。あそこの全体の農協の売り上げからすれば、白老の畜

産の売り上げは低いから余り力入っていないのです。言っては悪いけど。聞こえてもいいです。

それはやっぱり、どう行政がてこ入れするかという問題もあるのです。そうすると、行政とし

て、白老町の基幹産業なのです。どうするかと言って行かないと、先ほどではないけど、後継

者ふえることによって、水産もそうです、それで、地域循環、また、ふえていくのです。そう

いうことを本当に農協に云々ではなくて、みずからの足で歩いて、今農家が何をやっているか

を考えないと。ちょっと私の記憶が間違っていたら困るけど、新冠だって肥育センターつくっ

てやっているのです。今日高は装置の管理がすごいのです。あれだけでも牛がよくなっていく

のです。もう少し、だからそういう形で。私は責めているのではないのです、力を入れてほし

いのです。水産、畜産、もう何回も一般質問で言っていますけれども、本当に地に足をつけて

白老町として、前に言ったように、専門の指導員も、経費がどうかは別にしても置くか、専門

の職員を連れてくるという話もあったのです。そういう中でぜひやってほしい。そして、農家

の方も当初、私行ったときに、回ったら肥育した人もやっぱりある程度の運転資金があればで

きるという話もあったのです。それは途切れてしまったけど。もうちょっとやっぱり力を入れ

てほしいし、今言ったように、和牛センターも各地区で頭数ふやしてやってきているのです。
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そうすると、白老負けます。そういうことで私聞いているのです。ぜひ考えてほしいと思うし、

そのためにもあした答弁もらえると思いますけれども、家畜センターだってあれだけの施設あ

るのです。ちょっと知恵出せばできると思います、白老町でも。人を使っても。そういうこと

です。まず農協云々ではなくて、町として、白老町の農家の実態をどれだけ把握して、今何を

求めているのか。あるいは、みずから何をしなければいけないのか。どういう部分で押さえて

いるかだけ、お聞きしておきます。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 先ほどの課長からの答弁でございますけど、農協に全部おん

ぶにだっこということではなくて、農協も巻き込んで今話し合いを行っておりますので、これ

はもちろん町のスタンスというのもはっきりさせなければならないという部分は重々理解して

ございますが、農協も含めて農家と一緒に考えていきたいというふうに考えております。 

それで、確かにいろいろ今後の後継者不足等も考えれば、前田委員が危惧する部分も十分承

知してございますし、町としましても本当に今この時期がもう岐路に立っているのかなという

ふうな認識でおりますので、行政として実際のところ、町が考えを示した上で農家さんにも理

解してもらって、方向性を定めて、そちらのほうに進むべく努力していきたいというふうに考

えております。確かに今の農家さんの現状という部分は、素牛が今高く売れているというよう

なことで、なかなか肥育のほうに進んでいないというのも現状でございますので、その辺も町

としても押さえておりますので、その辺も含めてやはり町のブランドである白老牛をきちんと

今後も確保できるような対策を講じていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

６款農林水産業費は、質問はこれまでといたします。 

                                         

◎延会の宣告 

○委員長（小西秀延君） お諮りいたします。 

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

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

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 ４時０４分）  


