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平成２４年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２４年 ３月２１日（水曜日） 

開  会  午前１０時００分 

延  会  午後 ４時３６分 

                                         

○出席委員（１２名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 吉 田 和 子 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 広 地 紀 彰 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 山 田 和 子 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 及 川   保 君 

議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君      委  員 西 田 祐 子 君 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長     戸 田 安 彦 君  

     副 町 長    白 崎 浩 司 君  

     教 育 長    古 俣 博 之 君 

     総 務 財 政 部 長    山 口 和 雄 君 

     総 務 課 長    岡 村 幸 男 君  

     総 務 課 主 幹    岩 本 寿 彦 君  

     財 政 税 務 課 長    大 黒 克 己 君  

     企 画 振 興 部 長    高 畠   章 君  

     企画政策課主幹    高 尾 利 弘 君  

     企画政策課主幹    今 村 吉 生 君  

     アイヌ施策推進室長    蝦 名 勝 徳 君  

     アイヌ施策推進室主幹    武 永   真 君  

     産 業 経 済 課 長    高 野 末 保 君  

     産業経済課参事    高 橋 裕 明 君  

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君  

     町 民 課 長    南   光 男 君  

     町 民 課 主 幹    小 林 繁 樹 君  
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     町 民 課 主 査    山 本 康 正 君  

     生 活 環 境 課 長    本 間 勝 治 君  

     生活環境課参事    竹 田 敏 雄 君  

     生活環境課主査    熊 谷   智 君  

     生活環境課主査    本 間   力 君  

     健 康 福 祉 課 長    西   幹 雄 君  

     健康福祉課参事    長 澤 敏 博 君  

     健康福祉課主幹    寺 島 洋一郎 君  

     健康福祉課主査    打 田 千絵子 君  

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君  

     建 設 課 長    安 達 義 孝 君  

     上 下 水 道 課 長    須 田 健 一 君  

     会計課長・会計管理者    岩 崎   勉 君  

     教 育 部 長    渡 辺 裕 美 君  

     教 育 課 長    田 中 春 光 君  

     子 ど も 課 長    中 島 圭 一 君  

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 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    千 石 講 平 君  

     参 事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、一言ごあいさつ申し上げます。去る 13 日の本会議におき

まして予算等審査特別委員会が設置され、私が委員長の任に当たることになりましたので、大

変若輩で不慣れなところがございますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

平成 24 年度の予算審査につきましては、町長及び教育長の執行方針に基づき、厳しい財政状

況の中、しっかりとした議論のもとにこの予算を審査していきたいと委員長としても考えてお

りますので、３日間という限られた時間ではございますが、スムーズな委員会審議にご協力を

いただきますようにお願い申し上げまして、一言、ごあいさつにかえさせていただきます。 

ただいまから予算等審査特別委員会を開催いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎開議の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまから本日の会議を開きます。 

審査に当たって、委員長より各委員及び説明員にお願いを申し上げます。第１点目として、

審議及び答弁を行う場合は、挙手をして委員長の許可を得てから行ってください。予算の質問

事項につきましては、予算書のページ数を示し、要点を簡潔明瞭に発言してください。答弁に

ついても、簡潔明瞭に答弁をするようお願いをいたします。 

第２点目として、委員会における質疑の回数について念のため申し上げておきます。本委員

会では、申し合わせにより、質疑の回数は本会議に準じて原則３回までの一括質疑方式により

行います。また、各会計の予算につきましては、区切りページ表をお手元に配付しております

が、区切りページごとに３回までの一括方式となります。ただし、質疑・答弁の内容等により、

委員長の判断で３回を超えても発言を許す場合もありますので、この点につきましてもあわせ

てご承知いただきたいと思います。 

以上、委員長からお願いをしておきたいと思います。 

ただいまから、本委員会に付託されました案件の審査を行います。本委員会に付託されまし

た案件は、議案第 12 号から第 23 号までの平成 24 年度各会計予算 12 件とこれに関連する議案

５件の、合わせて 17 議案であります。これらを一括上程し、順次議題に供します。議案の審査

の都合上、議案第 28 号から審査に入ります。 

                                         

◎議案第２８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

○委員長（小西秀延君） 議案第 28 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題に供します。議案書の議 28－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のあります方はどうぞ。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（小西秀延君） 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（小西秀延君） 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 28 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、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（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 28 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第２９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費 

に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

○委員長（小西秀延君） 議案第 29 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書議 29－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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（小西秀延君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結します。 

採決いたします。 

議案第 29 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、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（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 29 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第３０号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に 

関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 
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○委員長（小西秀延君） 次に、議案第 30 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議 30－１をお開き願

います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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（小西秀延君） 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 30 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、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（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 30 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第３４号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例 

の制定について 

○委員長（小西秀延君） 次に、議案第 34 号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題に供します。議案書の議 34－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。何点かお尋ねをしたいと思うのですけれども。１点

目は、両方で 7,400 万円の基金を取り崩して 297 円値上げを抑制したと。この努力については

評価するものであります。現実的に道の安定化基金の関係でいえば、町の基金は取り崩しまし

たけれども、一般的には道と国の基金、あと３分の２あるわけですけれども、借入、市町村が

借りる場合、原資がなかったら困るというようなことですけれども、道の資金をこちらのほう

に取り崩すということは可能ではないのかどうかと。国の部分もそうですけれども、その点は

どのような見解を持っていらっしゃるか。それが１点。 

それから、２点目、町の基金の残高、これが幾らでここはもう取り崩す内容にはならないの

かどうかということです。 

３点目に、第４次の介護保険計画のときは、中富良野町と標茶町が一般会計から繰り入れを

して値下げを抑制したという事実があります。国や道は一般会計からの繰り入れはだめだとい

うようなことを始めは言っていたのだけど、ここでの答弁でもそういうことがあったのだけれ
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ども、現実的には、今はもう認めるという姿勢であります。なぜこういうことを聞くかという

と、もちろん今の財政状況がありますからそこのところを十分加味しなくてはいけません。た

だ、これで見ますと、例えばお隣の登別市と白老町の差というのがひと月 1,264 円あるのです。

登別市に住んでいる人の介護保険料というのは、白老町よりひと月平均で 1,264 円も安いとい

うことになっているのです。それで、向こうにしてみればそうなってしまうわけでしょう。そ

ういうことが本当に福祉の公平という視点からいっていいのかどうかという議論になっていく

と思うのですけれども、白老町がもう少し値上げ幅を抑えられるような、そういう手だては一

般会計からの繰り入れ以外ないのかどうか。その点をまず伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） ３点ご質問ありました。まず１点目、道の基金及び国の関

係でございますが、道のほうに平成 12 年制度創設から道と国と各市町村が３分の１ずつ積み立

てをしておりました財政安定化基金というのがございます。それをこのたび平成 24 年度におき

まして、それぞれ道と国と市町村３分の１ずつの中で、今後市町村が借り入れ等を行う場合の

準備分を除いた分をそれぞれ市町村と国のほうに、国には返還という形になるかと思いますが、

市町村のほうに交付されるという形になります。それで、国とか道につきましては、今後の介

護保険の道、国の中で行う事業のほうの財源というふうに充てるような形では聞いております。

それで、市町村のほうにおいては、今白老町でも考えております介護保険料の上昇を抑えると

いう形になっているということで、予算の中で約 1,400 万円の基金が交付されるというふうに

なっております。ですから、国は国、道は道でそれぞれの介護保険等の事業のほうにそれを充

てるという形で聞いてございます。 

町の基金の残高でございますが、現在、このたび３月の補正予算で取り崩すことになりまし

た。そのため、残高としては 5,800 万円ほどになります。ただ、これにつきましては、今回の

国、道、支払基金の平成 23 年度における給付費の見込みというのが、白老町で予算いたしまし

た給付費よりかなり低い金額で内示がきました。そういうことで、その分、足りない分という

のが当然生じてございます。その分につきましては、平成 24 年度中に過年度分の精算という形

で収入がなる見込みでございます。そういうことで、現在たしか 5,800 万円ほどの残高ですが、

平成 24 年度中に新たに過年度分という形で入ってまいりますので、その分が基金のほうへの積

み立てということになりますので、最終的には 6,900 万円ほどの残高になるであろうという形

で予測しております。それで、平成 24 年から 26 年までの３年間で白老町として取り崩す予定

金額が 6,000 万円を予定してございます。でありますので、6,000 万円を取り崩した後の残高

としては 900万円ほどになるであろうという予測でございます。その 900万円につきましては、

平成 27 年以降の第５期中における給付費の増額、もしくは介護保険料等の減少に見込む財源と

いう形で残高として残しておくという形で考えてございます。 

最後の、白老町における今回の改正後の保険料が月額、隣と比較するとやはり 1,200 円ほど

低いという形になります。これにつきましては、給付費等の伸びによって今回こういうような

形で介護保険料が伸びたということで、隣の市の状況というのは、詳しい内容まではちょっと
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私のほうも存じ上げませんので、どういう理由でというのはここではちょっと回答できません

が、やはり一般会計からの繰り入れということになりますと、やはり財政的にもということに

なりまして、今回このような形で上昇が出た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） 大渕です。非常に丁寧な説明でよくわかりました。町職員の皆さん方

が努力しているということは、私はよくわかっております。ただ、町民が受け取るとき、その

努力をしたことの結果がどう受けとめられるかと。白老町の今回の上げ幅は 25.8％です。もち

ろん施設をつくる、町民のための施設をつくるということによって、グループホームだとか、

介護つき老人ホーム、そういうものをつくるということで上がるということはよく理解できま

すし、必要だとも思います。そのことによって上がるということも理解はしております。ただ、

白老町が 25.8％上がって、登別市が 9.1％なのです。伊達市に至っては 8.2％の上げ幅なので

す。それで、これを本当にサービスがあるから当たり前だというような受けとめ方をするのか、

それともやっぱり、今年金が下がっている中で月 1,200 円もの差があるというのは、本当に正

常の形なのか。今課長は、登別には登別、伊達には伊達の状況があるのだと言われましたから、

もちろん、ここに施設がなければ上がらないのだから、そういうことはよく理解しているつも

りなのです。しかし、そういうことを考慮した上でもやっぱりこの差というのは、町民の皆さ

んが納得できる範囲かどうかということなのです、問題は。そういう点でいえば、１つは、今

まで例えば国保も赤字で、繰上充用で対応したことがあります。介護保険特別会計はそういう

形での対応をした場合は、何かペナルティーとか、国からの指導とかそういうものはございま

すか。また、赤字の場合、道から基金借り入れてどうだとかという話がありますけど、赤字と

いうのは認められない中身になってしまうのかどうか。そのあたりはどうですか。 

○委員長（小西秀延君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 基本的に介護保険事業会計というのは、事務費以外につき

ましては公費負担と第１号、第２号被保険者の介護保険料でまかなうということが原則であり

ます。その中で給付費等の増、もしくは保険料の収入の減ということになれば、先ほどお話し

しました、道に積み立ててございます、財政安定化基金の借り入れ等を受ける形になります。

ただ、その借り入れ等を受けた場合におきましては、当然、返還しなければならない。という

ことになりますと、仮に第５期の中で財政安定化基金等の借り入れを行った場合におきまして

は、次回の第６期におきまして返還いたしますので、その分介護保険料としては上昇するとい

う形になりますので、なかなか難しい会計なものですから、借りるのはよろしいのですけれど

も、結局返すお金というのはどこからも出てきません。そういうことになりますと、第１号被

保険者の方々の介護保険料で賄うというような形になりますので、必然的に介護保険料は上昇

するという形になります。 

○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。例えば国保の場合、赤字になって繰上充用してずっ

と積んできました。その場合、一定限度までいったら一般会計から繰り入れして赤字なくして
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しまいました。実際は、事実としていえば、国保の場合は町民の皆さんにはね返ることはなか

ったのかどうか。公平にすれば、税金から払っているから同じことになるのだけど。ただ、そ

ういうふうに思うと、この市町村間の差、施設をつくることによって上がる保険料、本当にこ

れが元気な人のための介護保険になるのだろうか。もちろん、公平な原則で困った人たちに給

付をしていくというのはよくわかるのですけれども、これだけの差というのはやっぱりどうし

ても容認できない。そうなると、逆にいうと、財政的に難しいということは十分承知をしてお

ります。しかし、事前に、赤字になる前に町が一般会計から繰り出しをして上昇を抑制すると。

これは実際にほかの町村がやっているわけですからオーケーと、こういうふうになります。そ

れで、実際に 7,400 万円投入して、今回 297 円、約 300 円下がったのだけど、町費を投入して

も同じだけ下がると。7,500万円ぐらい投入すれば 300円下がるという理解でいいのかどうか。

それが１点です。 

もう１つは、伊達市や登別市が実際に 9.1％とか 8.2％しか上がっていないのです。白老町は

胆振管内で見ても、安平町が 30％ぐらい上がっているかもしれないけど、安平町の次に高い上

昇率なのです。くどいようですけど、施設つくったとか、いろいろなことをつくるというのが

あるのはわかるのだけど、やっぱり私は、これは本当に一般会計から繰り出しをしてでも抑制

をすべきだというふうに思うのですけれども、そのご見解を賜りたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず１点目の、町費、一般会計の繰り入れという形で今回

計画の中に盛り込みました、基金の取り崩し額と財政安定化基金の交付金のおよそ 7,500 万円、

この金額が仮に一般会計のほうからの繰り入れがされた場合においてどうなるかということに

なりますと、計算的には同じような形で、委員お話あったように約 300 円の減額になるであろ

うというふうに考えてございます。 

２点目以降については、私のほうからではなく。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 市町村間の保険料の差、これは管内ほかのまちの金額等の事

例も出されていますけれども、私も詳細は把握していませんけれども、それぞれのまちにある

介護保険サービスの施設の整備水準、結構そういうものに影響されるのかなと、そういうふう

には受けとめております。今回、被保険者の負担が 20％から 21％にと。５％ふえるのはこの分

だということです。ですから、それとそう差がない部分については、それほど施設整備とか、

あるいは内容的に利用の頻度が上がってこないのかなと、そういうふうには思います。一般質

問の議論の中でも町内に施設をなるべくつくって、そして、地元でそういうサービスが受けら

れるようにというご意見もございましたけれども、結果的にはやはりこういう施設がふえれば、

こういう保険料の差になってくると。だから、ほかのまちとの差については、施設の整備水準、

私どもも十分つかんでおりませんけれども、その辺は今後把握するように努めたいと思います。 

それと、一般会計からの繰り入れです。国保の例を出されましたけど、国保についても原則

は保険料からという部分がございます。これまでなかなか保険料の見直しが進んでこなかった
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と。それが一般的なことということではなくて、原則、国保も介護保険会計もやはり特別会計

というのを設けておりますので、基本的にはその収入の中で賄うというのが原則という考え方

をしております。そうした中で財政状況を見ながら、一般会計にお願いできるものがもしあれ

ば、それはその時点で検討していただくと、そういうことになろうかと思います。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。本当にこれは必要なサービス、必要な施設等を利用

する、つくって整備をしていくことで値上がりということです。ただ、町民側の、高齢者の納

めている方々の電話等が入りまして、年金が下がっていく中で、やはりこれだけの、年金が 200

円下がると前に報道されたときにも泣いて電話が来たりするときに、まだ町民の間には、これ

だけ値上がりになるということはまだまだ徹底されていないというか、知られていないので、

今後この条例に、本当にこれは必要として出して、町が悪いわけでも何でもないわけですから、

本当に苦しく思っている状況なのですが、単純なことを１つ伺いたいと思います。夫婦２人世

帯の場合に収入は１世帯として見ます。すると、ご主人も奥さんも上がる率というのは同じな

のか。世帯分離か何かをしていない限りは、ご主人の収入、２人でもし 500 万円あったとした

ら、奥さんもだんなさんも同じ値上がり率になるのか。奥さんはまだ年金が低いから低くなる

とか、そういうことなのか。その点確認したいと思います。 

それから、３年前、2009 年度に改正になりました。そのときにも値上がりしておりまして、

基金を崩して今回より 100 円くらい多く減額になったのかな。そういうことを含めて、この３

年間の収納率というのはどうだったのか。 

それと、全然この介護保険をかけていないという人、払っていないと言っていいのかな。払

えないではなくて、払わないという意思を持っている人が何人か。私、前にお話伺ったことが

あるのですが、そういった人がいないのかどうなのか。その点が１点。 

それから、今回第５期の改正の部分では、24 時間対応の定期巡回とか、これはまだ要望がな

いので、要望があったら出て、必要性があれば考えていかなければならないというふうに言っ

ていましたけれども、この部分のサービスがもし必要になって出てきた場合の保険料というの

は、この次の改正で上がってくるのか。その点を伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず１点目の、介護保険料の段階につきましてなのですが、

その世帯、世帯によっていろいろ違うかと思います。今ご夫婦２人でということで、２人世帯

の中で、まずその世帯は町民税が課税されているか、課税されていないかで保険料の段階とい

うのは変わります。どちらも町民税が課税されていない場合においては、その収入金額によっ

て段階が変わるということで、その方が 80 万円以下の収入金額であれば、段階的には第２段階

という形になりまして、ご主人も奥様も非課税であれば、収入金額が 80 万円以下であれば、段

階は同じ段階になります。それで、収入金額が 80 万円を超える方と超えない方であれば、２段

階と３段階に分かれます。課税世帯であれば、町民税が課税されている世帯であれば、課税さ

れている方の所得金額が 190 万円を境に第５段階と第６段階に分かれます。それで、もう一方
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の方が課税されていないという方になれば、この方は段階でいけば４段階になると。ですから、

町民税が課税されているか、されていないか、世帯として。そこでまず基準を出しまして、さ

れていなければ２段階か、３段階になると。課税されていれば、課税されている方が５段階、

６段階、課税されていない方が４段階になるという段階分けになります。 

あと、収納率につきましては、ちょっと今数字は持って来ておりませんが、ここ３年間につ

きましては 98.2％から、今年度は 98.4％以上いくと思っています。それで、実際に介護保険料

の納付書を送って介護保険をサービス受けないから払わないという方、電話ではいろいろお話

をさせていただく、でも、以前はかなり多かったです。最近につきましては、私自身は直接電

話を受けておりませんが、担当のほうからこういう形で電話があったという中では、サービス

を受けないから払わないという方は、最近は聞いておりません。 

あと、24 時間定期巡回、随時訪問の関係で、第５期において必要性が出てきて事業所を開設

した場合におきまして、この部分、それでは、介護給付費に当然影響は出てまいります。ただ、

出てくる金額につきましては、今回の介護保険料に影響は今のところ考えてございません。と

いうのは、現在、訪問介護で行っているものが定期巡回のほうに移行するという形で、その相

殺です。多分、定期巡回のほうが介護報酬は高いでしょうから、若干の増はあるにしても介護

保険の上昇の中は先ほど言いました、基金の取り崩し等で補うことができるかと思います。最

終的に 26 年度以降、第６期以降に本格的に介護保険料の算定に当たっては、サービスの見込み

料等を３年分把握した上で、第６期においては介護保険料のほうを算定するという形になるか

と思います。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。本当は、介護保険の特別会計のほうで伺おうかなと

思っていたのですが、ちょっと確認をしたいと思うのです。2009 年度の介護報酬は３％アップ

になりました。これは介護保険料に全部上乗せになってくると思うのです。それで、特別交付

金で 2009 年から 2011 年まで時限立法で１人当たり１万 5,000 円の上乗せをしますということ

で、これが今年 2012 年３月で切れてしまいます。今回介護報酬が 1.2％アップするということ

になっています。これはきっと介護保険料に上乗せにはなっていると思うのですが、ちょっと

確認しておきたいのですが、１万 5,000円アップになりました、特別交付金で。この部分を 1.2％

の値上げの保険料に加算されましたけど、この 1.2％というのは、１万 5,000 円に匹敵する金

額、その場所、場所の報酬によって違うのですが、カバーできるだけのパーセントだというふ

うにお考えになっているかどうか。その点だけちょっと確認しておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず、委員おっしゃるとおり、前４期では３％アップと。

そのほかに処遇改善交付金という形で道のほうから事業所が申請いたしましたら、介護に従事

する職員の給与分という形で交付金が出されておりました。これはこの３月で廃止になるとい

うことで、その分、今回 1.2％介護報酬が上がる。1.2％がそれでは処遇改善交付金に見合う分

かということになると、そのサービスごとによっていろいろ違うというのは当然だと思うので
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すが、なかなかそこまでいかないのかなというふうに私自身は思っております。ただ、その中

で加算というものがありまして、処遇改善加算というものが新たにサービスごとに創設されま

した。サービスごとの処遇改善加算の割合というのもすべて違っていましていろいろな条件が

ありますが、その分は上乗せになると。それが事業所申請して、介護サービス費として請求す

るという形になります。当然その分は利用者さんの１割負担がふえるという形になるかと思い

ます。処遇改善加算分が相当な金額になるかということになりますと、それほどの金額にはな

らない割合というふうに私のほうはとらえておりますので、前回の処遇改善交付金の１万

5,000 円に見合う割合なのかということを聞かれますと、そこまではいかないのかなと。あく

までも私個人の見解という形で答弁させていただきます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑のある方どうぞ。 

〔「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。 

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。討論はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結します。 

採決いたします。 

議案第 34 号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、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（小西秀延君） 反対者は、４番、大渕紀夫委員、３番、斎藤征信委員、２名です。

よって、議案第 34 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３５号 白老町墓園条例の一部を改正する条例の制 

定について 

○委員長（小西秀延君） 続きまして、議案第 35 号 白老町墓園条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題に供します。議案書の議 35－１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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（小西秀延君） 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 35 号 白老町墓園条例の一部を改正する条例の制定について、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（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 35 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１２号 平成２４年度白老町一般会計予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 12 号 平成 24 年度白老町一般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。一般会計の 102 ページをお開きください。皆様

の手元に質疑の区切りページ一覧表を配付しておりますので、それに従って進めてまいります。 

それでは、歳出の１款議会費及び２款総務費に入ります。102 ページ１款議会費から 119 ペ

ージ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費までです。質疑のございます方はどうぞ。 

 ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） 119 ページの自己啓発研修事業について伺いたいと思います。これは

町長の公約の中にあります、変わった役場を目指すということで、民間で開発された研修プロ

グラム、ＳＭＩ（サクセス・モチベーション・インスティチュート）を自己開発研修として導

入するということだと思うのですが、これをずっと読んでいまして、町の職員は、今の白老町

の役場をどんなふうにとらえているのだろうということを、町長はどういうふうに思っている

のかなと思っていたのです。試験を受けて役場の職員として採用されて、財政が苦しくなれば

給与を削減したりだとか、もちろん町民サービスに徹するということが私は一番だと思うので

す。そういったこともしっかり自覚をして、研修をしたりして積み上げてきていると思うので

す。それで、さらにこういった、すごく違うことなのかなと私もとらえながらいたのですけど、

町長が言われる、民間目線に立った役場の職員だとかいろいろな思いがあると思うのですが、

そういう町長の思いを、それでは、町の職員の人たちというのはどんなふうに今の役場を思っ

て見ているのだろうと。自分たちはやっぱり変わらなければいけないというふうに思っている

のだろうかなと反対に。ちょっといじわるみたいな感じなのですけど、私はそんなふうにとら

えたのです。ですから、こちら側の思い、こんなふうに私たちもいろいろなことを町民から言

われますので、そういったことはその都度言っていますけれども、やっぱり町側は町側のいろ

いろな思いがあって、職員は職員のいろいろな思いがあるのではないかと私は思っていたので

す。だから、そういった中でこういう民間の開発研修を取り入れるというのは、どういったこ

とがこの中でされるのかなということをちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 吉田委員の質問なのですが、まず、町の職員ですが、さまざまな研修、

行政としてもあります。それで、今も一生懸命まちのために職務に就いていることは重々承知

をしております。 
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変わった役場なのですが、言葉を替えると成長する役場ということで、この民間のプログラ

ムを入れて役場の職員の情報共有や自分の仕事の目標の明確化をして、今より、より以上まち

づくりに対しての自分の立場と役場の職を明確にして、今よりもスピード感とか、思いとか、

仕事の自分の力等々をさらに発揮できる研修になると確信をしております。人間は、役場もそ

うなのですけど、組織もそうなのですが、日ごろから活性化をしていかないと今の現状で満足

しているとそれ以上の成長がないので、その満足しないでさらなるステップアップとしてこう

いう研修をしながら、白老町のよりよいまちをつくるためにステップアップをするという研修

でございます。 

この民間ＳＭＩのプログラムなのですが、私も企業人であったときに自分で自分のお金を払

ってこのプログラムを取り入れて、それがすごく自分の中でいいものでありますので、これを

ぜひ役場の職員にも体験、研修をしていただいて、より以上力を発揮していただきたいと考え

ております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 13 番、前田です。まず、委員会の資料、いろいろ忙しい中つくって

いただきましてありがとうございます。それで、まず 111 ページ。臨時職員経費の中で若干決

まりきったことをあえて伺いたいと思います。この資料を見ると 79 名、それと、嘱託職員が

47 名いますけれども、24 年度の臨時職員の単価は幾らになっているのかということと、今まで、

民間もそうですけれども、なかなか賃金アップする環境にはないようではありますけれども、

臨時職員の方が、職員は昇給ありますけれども、何年か据え置きになっているのかどうかとい

うことです。 

雇用の形態からいけば形上は１年１年になっていますけど、実態を見ると、嘱託職員含めて、

こういう手続きはちゃんとしていますから、その前提に立って言っていますけれども、継続さ

れている方もいます。それで、もう１つは、この 79 名のうち３年以上勤務している職員はいる

のかどうかということと、原点に戻ってお聞きしますけれども、嘱託職員が 47 名、臨時職員

79 名なのですけど、この雇用の形態はどういうふうに定義づけているのか。その辺をお聞きし

ます。 

○委員長（小西秀延君） 岡村総務課長。 

○総務課長（岡村幸男君） ４つほどご質問があったかと思いますけど、臨時職員の単価とい

うことですけれども、一般事務職ということでお答えをさせていただきたいと思います。現在

１時間 780 円という単価になってございます。 

それから、賃金アップの考え方ということと、据え置きされているのではないかということ

でございます。そこに関係しましては、臨時職員の一般事務職の単価については、23 年度に約

5.1％、金額にしまして時間当たり 38 円ぐらいになるのですけれども、これは改定をしてアッ

プをしているという部分でございます。それで、据え置きなのかということなのですが、24 年

度については、実は据え置きをしてございます。ただ、議論の中では、やはり臨時職員のいわ
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ゆる処遇といいますか賃金については、やはり高卒初任給程度の単価は、できるだけそのぐら

いまではみていきたいという方向で検討をしていることは事実ですけれども、町の財政状況も

含めて、今この状況になっているということをご理解いただきたいというふうに思います。 

それから、継続している職員で３年以上の者がいるかどうかということになりますが、詳し

くは今ここに資料が、何年以上というものの調査の資料はありませんが、実質的には３年以上

の方はいらっしゃるというふうに思います。 

それから、嘱託職員と臨時職員との差は何かということでございます。基本的には嘱託職員

につきましては、職員の４分の３という勤務時間の中での、いわゆる月額報酬で働く職員とい

う、そういう考え方をとってございます。基本的には一定の業務、ある程度専門的な業務を担

うということで、特定の業務ですとかそういうものを担うという形になってございます。それ

と、臨時職員につきましては、勤務時間は職員と同じ勤務ということですが、職務については

あくまでも職員の補完的な業務、いわゆる定型的な業務で職員の補完的な業務を行うものと、

こういう考え方で雇用していると、こういう状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 単価 780 円。これは１日にしたら幾らになるのかということで、私

も道の臨時職員の賃金見てきたら、白老町は若干低い部分あるのです。地域の実情、事情あり

ますけれども。なぜ聞いているかというと、いろいろ今雇用の形態とか非常に厳しい経済状況

ありますけれども、ワーキングプアというのがなっていますけれども、前に議会の中でも同僚

議員も話していますけれども、役場の中でこの 79 名もいるということは、非常にそういう部分

があるのではないかということで、役場自身としてもその辺はやはり努力する。努力という言

葉がいいかどうかわかりませんけど、ワーキングプアという部分の、並みではなくて、やはり

臨時・嘱託職員は職員より能力があって働いている人もいるということを聞いているのです。

だから、そういう部分の処遇はやはりある程度考えるべきではないかなということ。 

もう１つ。今嘱託職員と臨時職員の区分はわかりました。ただ、これは個人の見解で大意は

ないし、誰からも言われていないのですけれども、一例を上げると、図書館を私たまに使うの

ですけれども、あそこの職員３人は臨時職員です。しかし、司書的な仕事を非常によくやって

くれるのです。そして、私も図書を借りに行って専門的なものがなかったら、道立図書館とか

自治体の図書館に行って調べてくれて、ありましたよと電話をくれたり、一生懸命やっている

のです。ほかの部署の嘱託職員、私も若干調べてきましたけど、この資料から見れば、図書館

の職員も臨時なのです、一生懸命やっていて。そういう部分の区分がどう整理されているのか

なと思うのです。定義としてはわかりましたけど、実態としてそういう部分がないのかどうか

ということです。これはあくまでも私が見た話で、図書館の臨時職員から頼まれていませんか

ら。そういう部分で僕が言っているのは、ワーキングプアということがあるから、職制によっ

てはやっぱり嘱託という形でそういう定義の中に当てはめて、ある程度身分保障というのか、

賃金を保障してあげるべきではないかという観点でしゃべっているのです。その辺はどうです

かということです。 
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○委員長（小西秀延君） 岡村総務課長。 

○総務課長（岡村幸男君） まず、１日幾らかということのご質問ですけど、一般事務という

ことでお答えしますと、１日 6,045 円というふうになります。ですから、ひと月 22 日という計

算をしますと、大体 13 万円ぐらいということになると思います。ただ、今先ほどもちょっとお

話ししましたけれども、高卒のいわゆる初任給の格づけでいいますと、今 1.8％カットしてお

りますけれども、大体 13 万 7,000 円程度になるのかなということです。私が先ほどお答えした

のとは差が若干ございますが、そういうところまで近づけていくということは委員がおっしゃ

るような、いわゆるワーキングプアということも含めてやはり検討の材料になるのかなという

ふうに思ってございます。ただ、その辺は先ほどもお話ししましたけれども、財政上のことも

含めて十分検討しなければならないことだというふうに考えてございます。 

それから、図書館のいわゆる臨時職員を嘱託職員にしてもいいのではないかという、こうい

うお話だと思いますが、先ほど私がお話ししたとおり、基本的な考え方として、いわゆる特別

な業務、もしくは専門的な業務を行う者がいわゆる嘱託職員として職員の４分の３の勤務時間

をもって働く者、これを雇用する場合に嘱託職員ということでの定義づけをしてございまして、

その辺の関係がございますが、個々の働きぐあいを見ましたら、いわゆる身分保障をきちんと

してあげるためにも嘱託職員化はどうなのかと。特定の部署に限らずそういうことを考えたら

どうなのかという趣旨だというふうに理解をするところでございます。ただ、一定程度やはり

私どもも採用していく上で、ある程度の定義は持った中で対応していかなければならないと。

例えば働きぐあいによって嘱託職員にすべてしていくということにもなかなかならないという

こともございます。個々の状況については改めて内容をきちんと確認をした上で嘱託職員また

は臨時職員の区別については、きちんとした対応の仕方をしていきたいとこのように思います。 

○委員長（小西秀延君） よろしいですか。ほかにお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、次に進みます。118 ページ２目姉妹都市費から 127 ペー

ジ８目車両管理費までです。質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、次に進みます。126 ページ９目企画調整費から 135 ペー

ジ 17 目諸費までです。質疑のございます方はどうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。127 ページの企画調整費の関係なのですけれども、

具体的なことで始めちょっと何点かお尋ねしたいのです。１つは、大滝線の通年通行について

はいつ頃の予定になりますか。 

それから、港のところのＪＲをまたぐオーバーブリッジですけれども、24 年度中というよう

な理解だったのですけれども、３月 31 日まで間に合いますか。 

３つ目。白老ダムにかかわるお話なのですけど、大雨の対策で確か 30 年確立だったかと思う

のですけれども、遊水池等の計画が、ダムがだめになったときにあったわけです。それは、い
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ろいろ日高の水害だとか、その後また東北大震災等々ありまして、さっぱり今はなくなってし

まったような私自身も気持ちになっているのだけど、これは継続してきちんと道は取り組んで

いて、町は要求を出しているのでしょうか。 

以上をお尋ねします。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今ご質問の３点ですが、白老大滝線の通年通行の予定、この

部分につきましては、やはり雪害というのが今非常に大きく障害として確認されておりまして、

雪崩どめを今盛んに設置しておりまして、それは道の予算に合わせて設置しているのが現状で

あります。今まで 23 年度で 17 基です。それから、24 年度では 18 基設置して、そして、通年

通行に向けてドライバーの安全を確保するために道としては粛々と改良工事をやっていただい

ているというところでございます。ただ、雪が降る状況が毎年、毎年変わってきます。ことし

はかなり多く降っていますので、また雪崩の危険箇所というのも新たに出てくるという、やは

りその調査がその年、年で深さが変わってきますので、対処しなくてはいけない場所も次から

次と変わってくると。そういったことを見定めての通年通行化ですから、その見通しについて

は道のほうからまだまだわからないということです。しかし、通行どめの期間は極力短くして

いくという努力をしていただいているのが現状でございます。 

それと、もう１点、そこの部分で携帯電話がつながらない部分がまだ一部あると。そのよう

なことですから、基本的には峠道は携帯電話をつなげるというのが基本なものですから、つな

がる場所というそこの部分もまだ課題としてございます。 

それから、石山西通の供用開始ですが、24 年度の事業ですべて完了します。これは国からも

らって、補助事業でございますから、その国の予算づけの部分もございます。ですから、供用

開始というのがいつになるのかは、まだ今の時点でははっきりできないということでご理解い

ただきます。 

それから、白老川の件です。ダムありきで今の改修が終わっておりまして、秒間当たり 720

トンで今やっていると。今のダムでは 720 トン。それを 860 トンに変えるということで、それ

が 30 年確立。今そのために道のほうを、河道を掘削して断面広げるということ、これはやって

ございます。23 年度までは鉄道橋のところまで掘削をやっております。河口から鉄道橋のとこ

ろまで掘削をやって 860 トンの断面に変えてきております。その後も両端に向かってそういう

ことをやりたいということです。できる限り道のほうも財政がひっ迫しておりますので、でき

るだけ補助事業に採択されるということを前提にして今後進めたいという考え方を示してござ

います。私からは以上です。 

○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。わかりました。ということは、大滝線の通年通行は

まだわからないということになりますよね。 

オーバーブリッジはわかりました。 

ダムの関係なのですけど、今のお話で 860 トン流すというのはわかりました。ただ、あのダ
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ムをやめたときには、かなり具体的な遊水池３カ所か、何カ所か、絵まで書いて、こういうふ

うにしたいからダムをやめたいというような、そのような印象だったのです。それで、そうい

う遊水池の話、それは公園にもなるし、ボートも浮かべられるのではないかというようなこと

もまだあったのだけど、そういうものはまったく今はないということですか。 

それと、もう１つ。ことし新たに、町が今までずっと予算要求を道や国にしていたものがあ

ります。それの中で新たに町が要求するような項目というものは考えておられるかどうか。そ

の点だけ。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今お話の、ご質問の遊水池の件ですが、これにつきましては

そのとおりで、以前はそういう話がございました。でも、その話は、私も何年か前の話だと思

うのですが、こういう形でやりますと、30 年確立で 860 トンを確保するために河道掘削をしま

すという説明をさせていただいております。その時点でその遊水池の話はなくて、こういうふ

うになりましたと説明している記憶がありますので、その話はございません。そのかわりに河

道掘削、河道を拡幅するということで改修を進めたいという道の考え方でございます。 

それと、後段の新たなものといいますと、人工リーフが 24 年度で４基目、今下水処理場の奥

でやっております。それに向けて、その次の事業が計画されてございます。今度は逆に完成し

ている３基の反対側、東側のほうに持っていくということで、今 24 年度に４基目が終わります

から、25 年度の着手に向かって関係機関、漁組等と協議を進めてございます。漁組との協議が

うまくいけば 25 年度中には着手するというところでございます。 

それと、国道 36 号の拡幅ですけれども、この部分につきましては要望を続けてまいりますが、

今のところ実施計画に入れられる見通しはついてございません。ただ、これも急務ですので、

その要望は一層強化したいと思っております。 

それと、ウヨロ川の件ですが、ご存じのとおり旭化成団地のところ、ちょっと降雨が激しい

と水が浸水すると、道路や何かが浸水すると。その部分では河道掘削等について道のほうにお

願いをして、ことしは幾らかでもそれを進めたいというふうに考えております。 

あと胆振海岸。これは道の事業でやっておりますが、竹浦地区が 23 年度で終了しまして、本

来なら 24 年度に引き続きと考えているところでございますけれども、道のほうもやはり厳しい

財政状況の中では、被災の事実がなければなかなかできないということで、ただ、道のほうは

その状況を、越波の状況だとかそういったことを確認しながら、虎杖浜地区については今後検

討させていただきたいという状況で、明確な事業の実施は、何年からということにはまだ至っ

てございません。 

大体主なものはそのような状況になってございます。以上です。 

○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点だけ。白老川の関係なのですけど、30 年確立で

道はいくというふうに言ったと。町は 30 年確立でオーケーと。ダムができたら、記憶が定かで

はないですけど、ダムをつくった場合は 50 年確立より上でなかったのかなという印象があった
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ものですから。ダムをつくった場合は 30 年確立ではなく、もっと高い確立だったような印象を

持った。確か 50 年確立という印象があるのです。そこら辺は、道は 30 年でそのまま断面広げ

ていって終わりと、そういうことになってしまうのですか。それだけ。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 50 年確立の件に関しましては、大渕委員のご記憶のとおりで

す。今なぜ道が 30 年でということに関しましては、実は過去の降雨状況、そういった状況をロ

ングスパンで確認したところ、30 年で被災した事実がないと。私、何十年かちょっと忘れまし

たけれども、それで、30 年でいっても心配ありませんということです。それで、町のほうもそ

れであれば、実際に被害がないということが想定されるのであればということで、そういう計

画を認めさせていただいたところでございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） なければ、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時０４分 

                                         

再開 午前１１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。 

次に、134 ページ２項徴税費、１目賦課徴収費から 145 ページ６項１目監査委員費まで。質

疑のある方はどうぞ。ございませんか。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ないようであれば、次に進みます。146 ページ１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費から 155 ページ２目老人福祉費まで。質疑のある方はどうぞ。 

12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 本間です。155 ページの高齢者生活支援システム事業経費。これは

今回で終わりと聞いていたのですが、現在の利用者数と、終わりということなので、僕もちょ

っと心配といったらあれなのですけど、携帯電話の貸し出し等々をしていますけど、これもな

くなるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 高齢者生活支援システム事業経費でございます。委員お話

しのとおり携帯電話の貸与事業でございます。現在 105 名の方に携帯電話を貸与しております。

この事業につきましては、貸与が平成 22 年から始まりまして現在も継続しております。今後

につきましても、この事業につきましては継続していく予定でございます。 

○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。それを聞いて安心したのですが、続けるということはわ

かりました。それで、なかなかお年寄りが使う携帯電話、こういうシステムなのですが、いろ
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いろ課題があると思います。使い方がなかなかわからないとか。そういうことも今後おそらく

こういう職員を入れてやっていくと思いますが、例えば今までそういう携帯電話を使って消防

署のほうに間違い電話とか、緊急を押して、そのような取り扱いがなかなかできないというよ

うな方もいらっしゃるのかどうか。その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） まず、使い方等につきましては、当方に生活支援員という

者、臨時で１名雇用してございます。この者が常時対応するという形で、まず前日の歩数がメ

ール等で地域包括支援センターのほうにきます。その時点でゼロとか未送信の方に関しまして

は、電話連絡もしくは訪問という形で、安否確認を含めた形で、使い方等の指導等があればそ

の時点でしております。なかなかやはり高齢者の方ということで携帯電話の使い方にはかなり

慣れない部分もございますが、やはりうちのほうは包括の人間も含めた形でそういう方々への

対応をしております。やはり通話すると料金がかかるということで、なかなかそちらのほうで

使い方がという方もいらっしゃいますが、最近はそういう形でどうしても使い方がわからない

という方が多いかというと、それほどではなくなったのですが、そういう方に関しましては、

先ほどの生活支援員が電話では無理ということであれば訪問して、お宅でいろいろな操作の仕

方、そういうことをやっております。あと、今後につきましても、やはりそういう方がいる時

点でうちのほうは生活支援員を派遣するなり、電話で対応するなり、そういう形で継続してい

きたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。147 ページの社協への補助金の関係でちょっと基本

的な考え方をお尋ねしたいのですけれども。今まで民間の介護保険等々の業者さんがいらっし

ゃらない中で、社協さんの果たしてきた役割というのは非常に高いというふうに私も認識して

おります。ただ、今の状況まで社協の事業が拡大してきたという中で、やはり事業は事業とし

て民間もやられているわけですから、事業は独立させるべきではないかというような考え方を

ずっと前から言っているのです。社協は社協のコーディネートをしたり、全体的な福祉の状況

や白老町の状況を押さえて啓蒙活動をきちんとしたりするというようなことを含めてやられ

るのは構わないのだけれども、何か今は民間の業者の皆様方と対立ではないのだけど、競って

仕事をやるというように私から見ても見えるし、民間の業者の方々のところへ行ったら随分そ

ういう意見を聞くのです。やはり私は、事業者としてやるのであれば、きちんと事業者として

独立をしてやるべきではないのかというふうに思うのですけど、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 社会福祉協議会の補助金の関係で、社協の介護保険サービス

事業等のあり方というご質問かと思います。基本的には社会福祉協議会の役割は、委員ご質問

ありましたように、地域福祉のトータル的な担い手といいますか、調整役といいますか、そう

いう部分、そこの部分については町として人件費等の補助をして実施していただいていると、
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そういうことでございます。 

ご質問の収益事業的な介護保険サービス事業の部分については、介護保険制度ができた当初、

なかなか民間の事業所の育成がならないという中で社協のほうも従来ホームヘルパーの派遣等

をやっていましたので、その延長線上といいますか、やはり地域の福祉サービスのニーズに対

して社協としての役割ということで取り組んだのかなと思っております。基本的にはここの部

分の事業は、委員ご質問ありましたように社協独立してといいますか、そういう部分で会計の

中で区分しているという形で私どものほうは押さえてございます。ここの部分については、基

本的に社会福祉法人という一つの独立した事業体で町のほうでその事業をやめろとか、そうい

う形には基本的にはならないかと思います。これは社協さんのほうでもやはり利用者との関係

の中で一定のニーズというのがあって、また、支持があってやられていると。そこの部分につ

いては、基本的に社協さんの考え方によるのかなと思っております。 

あと、町の支援のあり方の部分で、基本的には施設の使用料等もいただいていますし、そう

いう部分では、基本的にそこの部分は社協さんの一つの介護保険サービスの中でやっていただ

くと。そういう基本的な原則の中で町のほうは対応してい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） ４番、大渕です。言っている意味はよくわかります。ただ、私が言っ

ているのは、例えば局長がいて、事務の方々いらっしゃいます。確かに事業部門は全部独立し

てやっていて、その分で社協の職員がやった分についてはもらっているのかもしれません。だ

けど現実的には責任を負うのは局長であり課長なのです。そこの部分の人件費を出していると

いうことは、そういうふうになるわけです。責任を負うのはだれかという問題ですから。そう

したら、事業部門でトラブルがあったときに事務局長だとかは責任負わなくてもいいのかとい

うことになります。ですから、僕が言っているのは、何も社協が悪いとかではなくて、あれだ

けの事業部門をやるとしたら、民間は同じ介護報酬で同じ仕事をしているのです。わかります

か。そこに差が出ているのではないのかということなのです。大体、責任範囲は、例えば介護

でトラブルが起きたら、そこの部分だけで全部責任を負うとやって、一切社協の幹部はかかわ

らなくてもいいのかと、そんなことにはならないでしょう、現実問題として見たら。だから、

そういう不明確なことはやめて、僕はやっぱり事業部門は事業部門として独立して、社協本来

の仕事でやるべきだと。補助金出しているわけですから、指導の範囲に入ると私は思います。

ですから、そこら辺の考え方を、何もあしたからやれ、あさってからやれとかではなくて、考

え方を整理して、やはりそういうような方向でいかないと社協がどんどん肥大化していく、そ

して、町民の皆様から見たらどういうふうになるか。補助金出しているところがやっているの

ではないかと見えるのです、現実的に。ですから、そういうところをきちんと整理して、民間

で幾つものところがやっているわけですから、現実的に。それと、社協がやっている部分は違

うのだというふうにちゃんとならないといけない。私はそういう意味で事業部門は独立させる

べきではないかと、こういうふうに言っているのです。そういうことでの見解はどうですか。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） 社協の補助金の対象としている部分で、実際、介護保険事業

に携わっている職員の部分も一部負担している部分がございます。ただ、その職員については、

基本的にヘルパー養成事業とか、これは本来、やはり一般会計的な考え方で行わなければなら

ない高齢者福祉の部分を担っているということで、ある程度業務量に応じた人件費の割合とい

うのを定めながら一応補助対象にしていると、そういう経過がございます。ただ、管理部門の

扱い等につきましては、委員ご質問の部分というのは確かにございます。そういう部分では今

後も社協のほうでこの事業を継続ということで、次年度以降もいくような形になると思います

ので、町としての助成対象区分、より明確に今後さらに検討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。わかりました。言っているのは、要するに民間の事

業社は、社協の介護報酬が少ないわけではないのです、同じ金額なのです。そこが町の補助を

受けているという形の中で運営されるのと、民間はすべて自分たちのことでやっているのです。

自分たちの力でやっているのです。そういうことを見てあげないと、私はだめではないかと。

実際に民間の業者さんから何て聞くかといったら、「いやいや、社協さんは違うから。町の範

囲でやっているから。」とこう言われます、現実的に。言われています。だから、そういうふ

うに映るというのは、町長の言っている民間目線というのは、そういうことを民間目線でやら

なかったら。だから、先ほどから言っているように、すぐやれとかそんなことを言っているの

ではないのです。考え方としてそういう考え方になるべきではないのかなと。そこを整理して、

やはり社協本来の姿、それはそれで果たしていく役割含めて部長言ったとおりです。ほかの業

者がやらないときにずっとやってきたのだから、そういう評価はきちんとします。だけど、考

え方としてそういう考え方に整理していかないと、民間目線って何なのかとならないですか。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 介護保険サービスを提供する事業者のあり方と、そういう部

分にもちょっとかかわってくるご質問かと思います。そういう中で社会福祉法人としてやって

いる部分、医療法人、あるいはＮＰＯ法人、いろいろな形の中でやはりここはいろいろな対応

のサービスの提供ということで介護保険サービスをやっていただいていると。その中で社協に

ついては、過去の経過はご質問のとおりでございます。ただ、今後のあり方、あるいは、町の

支援のあり方、そこの部分はいろいろなご意見があるということでございますので、そのこと

も十分踏まえながら社会福祉協議会と町の関係、実際、地域福祉の担い手として中心的にやは

り本来的な活動はやってもらわなければならない、そこの部分もございますので、今後、これ

までの議会の議論もございますので、その部分につきましてはさらに検討させていただきたい

と思います。 

○委員長（小西秀延君） ほか、質疑をお持ちの方。 

５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） ５番、松田です。今の大渕委員の質問に関連するのですが、私は大渕

委員の言うとおりだと。前に委員会調査をしたことがあるのです。このときもそういう議論に
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なったのです。それで、一昔前、ふた昔前の社会福祉協議会というのは、大体 1,500 万円くら

いの予算規模だったのです。それで、もちろんすべてがボランティアで業界の背中を押してや

るのが社会福祉協議会のお仕事なのだと。しかしながら、今は２億数千万円を超えて第二の役

場と言われるほど事業規模が大きくなった。しかも、いきいき４・６の一番日当たりのいい、

一番大きな１階の施設を無料で使っている。ですから、先ほど大渕委員の言われたように、民

間の介護やっている方々が言うというのはこのとおりなのです。私も大渕委員が今言われたこ

とと同じで、やはり補助団体、しかも１番の補助団体です。２番ですか、体育協会が１番です

から。こういう団体がやはりまちの介護の社会福祉に関するすべてのことに後押しをしてやる、

これが本来の社会福祉協議会の姿だと思うのです。 

それで、今介護の話がありましたけれども、介護も１から５まであるのですが、要は、町民

の方々は、介護の相談はとにかく社会福祉協議会にするのです。それで、社会福祉協議会はも

ちろん選定できます。一番先に選定できるわけですから。ですから、民間でやっている事業主

がああだこうだいうのはここにあるわけなのです。ですから、やはり先ほど大渕委員が言った

ような方向性にすべきだということも言っていますし、そういう方向に私はやるべきだと、こ

う思うのですがどうですか。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず、いきいき４・６の施設を利用しているという部分を先

にお答えさせていただきたいと思いますけれども、基本的には、あそこの施設を使う面積に応

じた形できちんとした基準の中で家賃的な部分はいただいていると。また、光熱水費等もその

面積案分の中でいただいていると。そういうことで一つご理解いただきたいと思います。 

それと、介護の相談窓口という部分で社協というお話がございましたけれども、基本的には

地域包括支援センターという健康福祉課の中に設けていまして、そこがまずは総元締め的な部

分になると。また、地域の中で白老町はかなり面積的にありますので、虎杖浜・竹浦地区につ

いては天寿会のほうに、また、萩野・北吉原地区についてはどんぐりの家、そちらに在宅介護

支援センターということで、これは町のほうからの委託事業としていろいろな介護の相談を受

けていただいています。それぞれの事業者も介護サービス部門を持っていますので、どこに通

われるかという部分のことも含めてそういう窓口的な相談をやっていただいていると。そうい

う部分では社協さんに直接というのは、事業者としてご相談はあるかもしれませんけれども、

まず地域包括支援センター、あるいは先ほど紹介した在宅介護支援センター、ここが基本的に

はいろいろ介護についての窓口ということで、ご理解いただきたいと思います。 

ご質問の趣旨の今後のあり方という部分については、先ほど大渕委員からもございましたよ

うに、いろいろな形態の介護保険サービスを提供する事業者があり、その中の一つとしての社

会福祉協議会と。町の位置づけとしてはそういうことでございます。特に社協だけ応援してい

るとか、基本的には介護保険サービスとしては特にございません。そこのところはそういう押

さえの中で対応させていただいております。ただ、あの施設を利用しているという部分におい

て、やはりそういう優遇的な見方がされていると。そういう部分については、基本的にはあの
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施設、先ほども申しましたような基準でお貸ししていると。そういうことでありますけれども、

そこのところはより基準について誤解のないようにとり進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑お持ちの方。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ないようであれば、次に進みます。154 ページ３目身体障害者福祉

費から 171 ページ８目アイヌ施策推進費まで。質疑のある方はどうぞ。 

１番、氏家裕治委員。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。159 ページ重度身体障害者（児）タクシー料金扶助

について、確認しながらお伺いしたいことがあります。この制度というのが、まずいつ頃から

始まったものなのか。そして、利用対象者という方が何名いらっしゃって、この予算というの

が実際その対象者の方々の何％、どれぐらいの方々が利用されていてこの予算額になっている

のか。そこを確認したいのです。私がお聞きしたいのは、この制度というのは大事な制度なの

です。この大事な制度がどういった方々、どれぐらいの割合の方々に使われているものなのか。

その確認をさせていただきたいと思います。 

○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） 重度身体障害者（児）タクシー料金の件でございますけれど

も、この制度につきましては昭和 59 年から始まってございます。対象者でございますけれど

も、平成 22 年度でございますけれども、実績対象者 371 名ございます。そこで利用の割合な

のですけれども、約３割の方が利用されておりまして、この予算額については、ここ数年の利

用者の利用額を見込んで予算化しているということでございます。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○１番（氏家裕治君） ありがとうございます。昭和 59 年から開始された制度だということで、

私はこの対象者の 371 名の方々の３割しか使われていないということがすごく、金額的には 72

万 7,000 円とかになっています。本来もっと使い勝手のいい制度であれば、だって３割しか使

っていないのです。本来これだけ大切なもの、重要なものだということで始まった制度であっ

て、３割の方しか使われていないのであれば、ほかの７割の方々がどうして使われないのかと

いう調査も含め、今までの経過の中で対応、またはそういった方々の調査といいますか、意見

等々を聴取したことがあるのかないのか。まず１つお聞きしたいのです。 

それで、私は、こういった制度というのは、例えば逆に７割の方々が利用していて、３割の

方々が何らかの理由で利用できないのだというのだったら納得できるのだけれども、本来、今

の制度からいくと、介護保険制度もどんどん変わってきて、最近では介護タクシーなんかの運

用も白老町の中ではされていると。そういったものが今の制度の中では使えない状況になって

いる。介護タクシーが、です。でも、そういったものを使うことによって、もっと利用者の方々

が使い勝手のいい制度になるのであれば、もっともっと利用者の意見を聞いて、ここの部分と

いうのはもっと拡充しなければいけない予算だと私は考えるのですけれども、その辺について

の考え方をちょっとお伺いしたいと思います。 
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○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） 利用者が３割ということで、伸びない理由について調査して

いるかということでございますけれども、私が来てからは特に調査した経緯はございません。

以前はやったのかもわかりませんけれども、私が平成 21 年から来た時点では、調査はやって

ございません。 

それで、この内容でございますけれども、確かに私どもでは対象者すべてに申請してくださ

いということで個人のお宅に通知してございます。それで、利用されている方はそれを見て、

社会参加されるために利用されると思うのですけれども、利用されていない方も約７割はいる

ということですので、この制度についてよくご理解されていない方もいらっしゃる可能性もあ

りますので、これについては通知した後、再度、利用についてどうですかという形の中で確認

をさせていただきながら、重度の方ですので、利用していただきながら社会参加していただき

たいと思っておりますので、今後については拡大を含めて対応していきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○１番（氏家裕治君） そういった調査、利用者の方々、また、対象者の方々の意見、なぜ活

用できないのかということ、そういった聴取をしていただけるということで今お話お伺いしま

したので。僕はこういった方々に町の扶助費として出しているものが満度に使われない。本当

に使おうと思ったら、使い勝手のいい制度だと思っているのです。それが使われないというこ

とは、やはりどこかに原因があるのだと思うのです。今課長が言われたとおり、今まではそう

いった調査はしていないけれどもということだったものですから、ぜひ、この辺は利用対象者

の方々にしっかりとした意見調査をして、そして、もっと使い勝手のいいもの、ですから、こ

この予算というのはもうちょっと膨らんでしかるべきだと思うのです。ですから、そういった

ものをしっかりとらえながら、今現存する介護タクシーのあり方、それから、在来のタクシー

業者さんのあり方も含めて、利用者の方々が利用しやすい制度にしていただきたいということ

で、ぜひ、この辺の調査も含めてお願いしたいと思います。 

○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） 今のご質問でございますけれども、使われていない方が約７

割いるということですので、この方々のご意見も聞きながら、より利用しやすい方法について

私どもも検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 167 ページ、169 ページのアイヌ文化調査研究事業についてお聞きい

たします。私はいつもそうですけれども、質問の仕方が単刀直入で真意が伝わらない場合が結

構ありますので先に結論を言っておきますけれども、私はこの補助金、決して反対しているわ

けではありません。ということは、先ほど言いましたけど、資料をいただいた中に商工会、観

光協会、社協、そういう人件費を見ると、このアイヌ民族博物館もいろいろ趣旨話されていま
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すけれども、そういう方向からいけば、やむを得ない中にもあるのかなとこう思っています。

しかし、すべてではないけれども、補助することに対して、私たちの聞く範囲では町民の声に

厳しいものがあるのです。ですから、これはやはり町も謙虚に受けとめるというか、そういう

部分で町民に理解を求めていく必要もあるのかなと。私はそう思っています。 

一方で、博物館が一生懸命活動しているということについては、私も理解します。先般もチ

ャリティーのリムセリムセ、こういうものを一生懸命やっていますので、町民の関係機関の協

力も得てやっています。そういう部分について私も理解していますので、そういうことを踏ま

えての質問です。  

先般２月 22 日に総務文教常任委員会の委員会協議会で、博物館支援についての説明がありま

した。多分、要請に基づいてやったと思います。説明を受けて資料を見ても、具体的に収支示

されていないのです。なぜかというと、23 年度が厳しいと言っていますけれども、12 万円ぐら

いの収入で厳しいと言っていますけれども、今もう３月中旬ですから、この 23 年度の収入、支

出、それぞれ決算見込みをどのように押さえられているのか。 

それと、24 年度の、総務文教常任委員会に、委員会協議会で説明があったときに、項目的に

は若干経営改善策載っているのですけど、具体的に人件費とか事業費そういうものをどれだけ

削減して、どういう状況にあるのかということの質問です。 

それと、もう１つは、この中身わかって言っているのですけれども、167 ページにもアイヌ

文化調査研究推進事業費 500 万円あるのです。そして、今言っている次のページにも同じく（８）、

アイヌ文化調査研究強化対策事業 1,500 万円。これは、私が言うべきことかわかりませんけど、

結論からいくと人件費です、学芸員の。前段は、過去には博物館の館長の人件費だと言ってい

ました。しかし、今博物館の館長はいません。そういう中で、もしこういう人件費あるいは経

営が苦しいのか、そういう部分の補てんということで出すのかどうかわかりませんけれども、

そうすれば、予算上１つにしてもいいのではないかと思うのですけど、なぜばらしておくのか

なと。逆に見る目が違ってくるのかなと思うのですけど、その辺をまず伺います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） まず１点目の平成 23 年度の決算見込みのほうでござい

ます。収入につきましては、現在のところ約２億 5,000 万円ということで収入を見込んでござ

いますが、支出につきましては、現在約２億 5,600 万円。この収支差額が単年度の部分で赤字

となってくるところでございます。 

また、24 年度におけるアイヌ民族博物館の取り組みについてでございますが、予算編成にあ

たりまして、学芸普及伝承公開事業について対前年度比 10％のシーリング目標を掲げて徹底し

た経費の節約を行うということで約 350 万円、それから、人件費の部分で雇用期間の見直しで

すとか、定期昇給の凍結などにより約 150 万円の捻出を行う。このほか、毎年、退職給付引当

金、それから、チセ等の減価償却の積立金等を 24 年度は見送るということを講じても、なお平

成 24年度においては町の補助金のない状況で 2,400万円の財源不足に陥るという状況になって

ございます。 
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３点目の経常費で 500 万円、それから、臨時事業費で 1,500 万円というところの経費につい

てでございますが、500 万円の経常費においては、平成 18 年度から学芸員の人件費と補助を一

部支援してきているという状況にございますが、この考え方については、アイヌ文化の普及振

興について、道内それぞれの地域で博物館を設置するなどして、その取り組みを推進している

ところでございますが、白老においては民立民営の、アイヌの方々がみずから設立した博物館

によって、その役割の一端を担ってきたところに対し、まちが本来担う役割として平成 18 年度

から 500 万円の補助をしてきているというふうな認識でいるところでございます。 

また、1,500 万円につきましては、平成 22 年度、23 年度にかけて博物館におけるさまざまな

外的要因に伴う入場者数の減少などにより、政策的な部分の判断、それから、アイヌ文化の保

存伝承公開事業を中止、後退させぬよう、町として支援を行うことと決定したものであり、そ

の補助金の性格の違いにより分けられているものと認識をしております。 

平成 23 年度単年度収支で約 550 万円の財源の不足が生じる見込みとなっております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） ３点目の部分です。私が言ったのは、趣旨はわかっているのですけ

ど、同じような人件費であれば一本化して計上したほうがいいのではないかというような言い

方ですので。後で答弁願います。 

２問目ですけれども、今 23 年度は 550 万円ぐらいだとこうなっています。私、22 年度の博

物館の決算を見たら、見方が間違っていたら訂正してほしいのですけど、当期収支見ると、一

般会計、特別会計合わせて約 1,030 万円の利益を出しているのです。そして、繰越金が 3,332

万 1,000 円になっています。このとき 1,500 万円出しているのです。私はなぜ言っているかと

いうと、この財団あるいは町のものの考え方、ときには、今言ったように収支が厳しいから経

営補てんというか、赤字補てんとかしてくれと、財政支援してくれとこう言っているし、片一

方では、人件費補助という言い方もするのです。この 1,500 万円については。学芸員の。だか

ら、その辺をちゃんと整理しないと。私が言いたいのは、逆に 22 年度に 1,500 万円出していな

がら、最終的には繰り越しは別です、過去からきていますから。単年度だけで見ると 1,000 万

円の利益を出しているのです。その辺は今後十分に博物館の会計の中身を精査して出すべきで

はないかと思います。ですから 22 年、23 年、前町長が施策で出しましたけど、また 24 年継続

しています。その分もう少し議論されて議会にも説明あるのかなと思ったのですけれども。そ

ういうような数字も出ていますので、そういうことを十分に今後整理してほしいなと。24 年度

もちゃんと見て支出していってほしいなということです。 

それと、もう１つは、このアイヌ民族博物館の支援要請の中で、町の助成継続がなければ当

博物館の危機的な状況を回避できないのは必至でありますと。自助努力による当博物館の経費

削減にも限界があると、こう言っています。しかし、これから見ると、町も博物館の入館者増

の対策、こればかりではなかったですけれども、ＪＴＢに観光戦略という名目で何千万円も入

っています。それと、数百万円単位で町や道の補助を受けて外国人客の誘致、韓国とか外国に
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出ています。それで本当にふえているのかどうか。目減りしていると言うのかもわかりません

けれども、この入館者の増加対策に相当な額を投資しているのです。しかし、今の結果です。

そこで、２月 22 日の総務文教常任委員会で示された、この中に入館者の増加対策計画案の誘致

対策特別チームを編成すると言っていますけれども、どういうような形でチームを編成して、

どういうような行動を起こして、どれだけの誘致を期待するのかと。その辺を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 私のほうから１点目の 500 万円と 1,500 万円の関係でござい

ます。これは予算書を見てもおわかりになると思うのですが、片や 500 万円経常費、それから、

169 ページの 1,500 万円、これにつきましては臨時事業費ということで、ここの部分に考え方

の違いが出ているということでご理解いただきたいと思います。というのは、基本的にやはり

こういう文化・芸術行政についての町のスタンス、これはやはり一定の責務で支えなくてはい

けないだろうという部分がこの 500 万円でございます。ですから、この部分はやはり常に経常

費としてやらなくてはいけない、町の一つの役割という意味の意思表示という額でとらえてい

ただきたいと思います。 

一方では、1,500 万円というのは、やはり危機的な状況だということで、この危機を脱出す

る、何らかの方法で回避すると。こういった期間、臨時的に予算措置させていただきたいとい

う、そこの違いだということでご理解いただきたいと思います。 

残りの１点は、室長のほうからお答えさせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 22 年度の決算の状況でございますが、22 年度決算にお

きましては、私ども、収支決算書を把握している範囲で 750 万円程度の収支の差額でプラスに

なっているというふうに押さえてございます。この 750 万円につきましては、内容としては、

約 250 万円がその当該年度における博物館外の施設の改修を抑制することによって生まれたも

の。また、500 万円につきましては、受託事業によって、指導謝金として従事する職員の給料

見合いに支給する部分の経費が収入として見込まれたことから 500 万円増となって、計 750 万

円となったところでございます。これらの経費につきましては、翌年度、いわゆる平成 23 年

度の４月から６月にかけての財団の運営経費にかかる収支差額繰越金ということで、合計に加

算されたものでございます。４月から６月までについては、約 4,900 万円の運営経費が必要と

されますことから、繰越額についてはでき得る限り余裕を持ったほうがいいという助言を法人

団体を所管する道庁のほうからいただいているところでありますので、そういったことを含め

て可能な限り年度ごとの事業を効率的に執行することで、この繰越金を確保しているという状

況にあるところでございます。 

それから、24 年度における入館者増の対策についてでございますが、これについては、博物

館内の執行役員、代表理事、専務理事、常務理事はもちろん、事務局長、副館長、伝承学芸課

の職員が一体となって、これまでは一部の職員に大きくゆだねている部分がありましたが、博

物館全体として危機感を共有する中で、効果的なプロモーション活動が何かということを検討
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した上で、それぞれのアプローチを行っていくというような取り組みをすることとしていると

ころでございます。 

また、町も一体となりまして、例えば今年度につきましては、移動博物館における大阪、そ

れから、一昨年につきましては、横浜において修学旅行の誘致に向けて高校等の誘客活動に取

り組んでいたところでございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 部長のほうから 500 万円部分について話があったのですけど、会議

録を見たら、部長言っている部分について、当初そういう話だったのだけど、結果的に当時の

館長の人件費だというふうに言っているのです。だから、今ちょっととらえ方違うかなと思う

のですけど、その辺はどうかと思います。 

それと、今わかりました。誘致活動、一生懸命やってほしいと思うのですけど。私は、博物

館は社会教育事業ですから、やはりあの中の常設展示とか企画展に事業としてお金をかけたり、

ノウハウを出して、そこを見に来てもらうという部分も非常に大事ではないかと思うのです。

私の聞く範囲では、非常に厳しい、ほとんど人件費に充てるから、内容厳しいから、今私が言

った、そういう部分について当たるお金はないのだと言っているのですけれども、こういうふ

うに町もかなりの、何百万円もかけて韓国行ったりしています。否定はしません。だけど、や

はりある程度精査して、あの博物館の常設展示が多少変わるとか、企画展をもっと大がかりに

やってアピールしてお客さんを呼ぶという部分も必要ではないかと思うのですけど。その辺も

お願いします。 

それと、これは町長に伺います。あえて聞きます。言いにくいことも言わせていただきます。

今一生懸命経営やっている人がどうだとかということではないですので、個人的なことは抜き

です。それで、博物館から支援の要請ありました。これから東日本大震災とか、原発の風評被

害の部分については、私は理解しています。これは時限的なものだからと思います。しかし、

これ以外にもこれまでずっと危機的な状況等の理由も含めて人的な派遣をしています。この６

年間見ると、人的派遣以外に都市公園の減免を含めて博物館の支援の総額は、資料いただきま

したけど、１億 1,600 万円になっています。町の支援を訴えるばかりですけれども、財団が、

博物館が。しかし、まちはそれに対して、経営陣に対して何か求めたり、指導したりしている

と思うのですけど、具体的にどうだったのだろうと。そういう上に立って博物館の経営陣とい

うか、役員というのか、その方々の経営のあり方、責任とまでは言いませんけれども、そうい

う部分について町はどう認識しているかということを、前町長はこの２年間で助成すると。だ

けど、改めてやることやりました。多分そういう考え持っていると思いますので、その辺をお

聞きしたい。 

もう１つは、民族共生の象徴となる空間の整備やアイヌ博物館、これは、私は、アイヌの人

たちがかかわり、自主的な運営や広く意見を聞くべきであると思いますし、一般質問や代表質

問でもかなり強調されて言っています。そこで、博物館に対して町は、役員や事務局長などを
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派遣するなど大きくかかわってきていますけれども、私はこれまでずっと、そういう役割もあ

りますし、果たしてきていると思います。そろそろ博物館にも人材育ってきていると思うので

す。そういうことで、また経営陣とかほかの部分についてもアイヌ民族の方々に優良な人がい

ると思うのです。そういう部分からいけば、経営陣の一部だとか事務局長という職は、博物館

の生え抜きの人とかアイヌの人たちから登用していくべきではないかと、これから。そういう

部分で答弁願います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 最初の 500 万円の件ですが、これは前田委員がおっしゃると

おり、その根拠というのは、館長が消費したという部分でございます。ただ、その心はといい

ますと、やはりそういうことで今は 500 万円と 1,500 万円を分けているということでご理解い

ただきたいと思います。 

それと、展示にお金をかけるべきではないかというご意見でございます。それは私も同感で

ございます。ただ、お金には色がついていないものですから、展示だけをしても、やはり告知

ということを広くしないと、ＰＲ活動もしないと、展示だけしてもそれを見に来るという人に

対して伝えることができませんから、だから、そこは車の両輪かなと思います。そういった総

体的な展示にかけるお金、それから、ＰＲにかけるお金、それを含んだ中で足りないというこ

とでやはり助成しなくてはいけないということでご理解いただきます。 

それから、経営陣の件でございます。これについては町長のほうからもあるかと思いますが、

ここの部分につきましては、今本当に経営陣に求められるものは何かといいますと、当然その

施設を運営する能力、これは大事です。ただ、その能力と、それから、アイヌ文化の保存、伝

承する、この力、この２つがあると最高です。ですから、そこの部分をやはり期待しての前田

委員のお話かなとも思います。 

それで、一方では、今国立博物館ができようとしております。そのとき、やはりアイヌ民族

博物館がその国立博物館の運営にどのようにかかわっていくかと。これは極めて高度な交渉能

力が必要です。北海道、それから、国、こういう人たちと高度な交渉術も必要です。ですから、

今経営陣に求められるいろいろな力、これはものすごいものが必要とされます。ですから、そ

の辺のことも踏まえた中で町もタイムリーに助言、指導をして、無事に国立博物館あるいは象

徴空間が早くできるように努力していきたいとこのように考えているところでございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） ２つあったのですが、一緒にお答えしたいと思います。まず、財団法

人アイヌ民族博物館の経営なのですが、これは健全化に向けて努力するのは当たり前でござい

まして、また、補助金を出しているこちらとしても経営をいい方向に持っていく協議は、私が

就任してからも数回、経営陣と行っております。 

あと、アイヌ民族に関する考え方なのですが、これはアイヌ民族博物館の展示の話なのです

が、展示をしてお金をかけない営業も必要だと思うのですが、この展示には、展示物とあわせ
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て人が、言葉はちょっと適切かどうかわからないのですが、展示だとアイヌ文化を伝承するに

あたってイオマンテリムセとかの踊りやムックリの演奏とかもあわせて、これが伝承文化だと

思っておりますので、これをもし補助金を出さない、経営が大変で人を減らすとか、人件費を

削減する中でこの伝承文化がすたれていくのはいかがなものかなと考えておりますので、この

象徴空間と国立博物館もあわせてこちらのほうは、伝承文化に力を入れていきながら補助金も

出していかなければならないと考えております。ただ、前田委員が言うとおり、補助金をただ

出せばいいという話ではなくて、こちらは、それでは、どうすれば経営がきちんといくのか。

それで、今何が経営難を指しているのかもあわせて協議はしているのですが、先月、北大のほ

うにアイヌ文化の話を聞きに行ったときに、逆にこの白老町のまちで、アイヌ民族博物館のこ

の規模で、今ちょっと入り込み数落ちましたけど、約 20 万人の観光客というか、そういう方が

来ているのは大変努力をしている証拠だというお声もあるので。ただ数字が落ちたからだめだ、

だめだではなくて、こちらは数字を上げていく努力も必要ですし、伝承文化を大切にする、こ

の２つのバランスが必要だと思っております。 

また、人材については、アイヌ協会も含めてそれに携わった方々が引っ張っていくのが理想

だと思っております。この辺も適材適所と申しますか、その辺もこちらから誰にしてくれとか

というそういう個人的なことは言えませんが、先ほど担当部長が言ったとおり、力が発揮でき

る体制づくりをしていきたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） 松田です。財団運営の収支については、今前田委員のほうから聞いて

よくわかりました。今これと同じような、関連してお伺いをするのですが、私も議会やってい

るのですが、イオル構想、生活空間、イオル構想が北海道アイヌ協会から、アイヌ協会の支部

は平取、静内、十勝、それから、釧路、石狩地区、そして白老の６つの地区があります。この

６つの地区が平成９年のアイヌ文化法、法律ができてから、このアイヌ文化の拠点として白老

を指定したわけです。それで、それを踏まえて、確か平成 12 年、北海道アイヌ機構ができま

して、そして 20 年に法律としてアイヌを先住民族と認める、こうなりました。私たちもこう

聞いていて、片方は生活空間の再生事業、道が行う。それで、片方は民族として認めたから、

国は共生の象徴、これを進めていくのだと。こういう２つの、道と国との法律上アイヌ文化に

ついてやっているのですが、ここのところがまず私は、はっきりわからないというよりも、本

当としては、アイヌの方々がこのイオル構想と、それから、先住民族と認めた法律、これをし

っかりとアイヌの方々、全道で３万数千人いるといっているのですが、この方々がしっかりと

受けとめているのか。このことをどうまちは考えているのか。 

それで、先ほどから、白老の財団、博物館が困れば金を出す方式です、白老のまちは。私は、

前に何度も言っているのですが、誘客をして入場料でやるのはもう無理だろうと。無理でもい

いのです。これは見世物ではないわけですから。白老のアイヌ財団ができたのは、見世物では

ないのだと。見世物ではないから、しっかりとしたアイヌの文化を伝承するためにきちんと博
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物館をつくる、これが博物館をつくった趣旨なのです。ですから、そういうことからいくと、

金がなければ補助金を出す。こういうことを少なくてもアイヌの人々が、白老のです、よそは

わかりません、私はそれほど書物を読んで勉強しているわけではありません。ただ、自分の見

聞きした、この白老のまちを見れば、本当にアイヌの人方が今言ったイオル構想、生活再生、

これと共生の象徴、これをしっかりと理解をして、そして、まちが町民の税金を出すふうに理

解しているのか。このことをどう思っているのだということをまずお聞きしたいと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） まず象徴空間についてでございます。今象徴空間につ

いて、象徴空間とは何かというところで非常にわかりづらいというところから、今国において

象徴空間がすぐにイメージできるような形で考えていきたいというようなお話を聞いている

ところでございます。加えて、象徴空間とイオル再生事業の関係でいきますと、今白老地域に

おけるイオル再生事業については、象徴空間の中の一つの機能として位置づけをしていくとい

うことで検討を進めているところでありますので、今般、象徴空間にかかるゾーニング等を含

めたイメージ図が構築された段階で、その辺のすみ分け等を含めて説明をさせていただきたい

なというふうに考えてございます。 

〔「白老のアイヌの方々が理解しているのかと、理 

解したと思っているのかということです。」と呼 

ぶ者あり〕 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 今のご質問については、これからの非常に大きな検討

課題だと思います。やはり象徴空間ということのイメージとイオル再生事業というところで、

イオル再生事業にあっても伝統的な生活空間の再生を踏まえたアイヌ文化の振興という側面

を持っていますので、そういった観点から象徴空間におけるアイヌ文化復興発展の拠点という

観点でいくと、非常に重なる部分が出てくると思いますので、その点とこれについてはしっか

りとした整理をした上で説明をしていかなければならないのではないかなというふうに考え

ているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） 松田です。私は思うのですが、アイヌの旧土人保護法という法律、こ

れが明治 32 年です。1899 年。これが、国がアイヌと和人、和人というか、すべて単一民族で

同化を図る。この法律をつくったわけです。それから今もう 112、3 年かかるのです。それで、

この間に同化を図る大きな目的は、図ろうとしたのは、北海道開拓、本州のほうから北海道を

どんどん開拓をして北海道を開発する。そして、そのときにアイヌの方々のさまざまな財産、

土地が没収されたのだ。ここから始まったのです。私の自分の頭の中であるのは。それから、

1946 年ですから昭和 21 年です。このときに北海道アイヌ協会を設立して、それ以来アイヌの

旧土人法は、本当はアイヌを保護して、そして補償することが。アイヌの方々がやってみたら、

これは悪法だった。保護されない、差別しか残らない。ですから、アイヌ協会が設立したのは、

今言った昭和 21 年、ここからアイヌの権利と先住民族を求める運動が始まって、野村義一氏
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がたしか昭和 46 年にウタリ協会の会長になった。以来 32 年間、野村さんはアイヌの復権のた

めに、先住権を求めるために 32 年間。アメリカニューヨークの国連まで行って演説をしたと。

これが経過です。それで、私は、先ほどアイヌの方々が理解しているのかと言ったのは、もう

113 年になりますから、どんどん、どんどん同化して、今白老では２代目、３代目、４代目、

５代目ぐらいまでになっているのです。ですから私は、アイヌの人だったかもしれないけれど

も、どんどん同化した。いろいろな結婚や何かで。ですから、アイヌだって本当に思っている

４代目、５代目はいるのか。見えるのか。こういうことをまちはどうやって位置づけているの

だと。このことを私は聞きたかったのです。ですから、本来、財団に金がなければ、まちが寄

附を出す、こういうことではなく、私は先ほど言った、６つの地域、平取、静内、十勝、釧路、

石狩方面、この方々は、白老の博物館を位置づけたならば、そして、この方々がアイヌの文化

伝承を守ろうとするならば、この方々がどう考えているのか。そして、困ったらどうするのか。

やはりここからきちんとやるべきなのだと、私はこう思うものですから、どう考えているのだ

と言っているのです。どう考えていますか。もう１回。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 松田委員のおっしゃる、その質問の背景というのは、それは

実体験の中、自分の生活の中で考えてのご発言だと思います。確かにそういう部分、本当に国

あるいは関係機関がこの象徴空間に向かってアイヌ政策を展開していると。だけれども、実際

にそんなことを求めているような人はどれだけいるのか、それを理解している人はどれだけい

るのか、上滑りしていないかと、そういうことをもう５代目、６代目になったら、いや、そん

なのは余り我々の生活に関係ないなと、そういうような実態も多分あると思います。でも一方

では、私も霞が関で開かれたアイヌ施策推進会議、この中で人権だとか過去の失われた自分の

財産だとか、そういったものに対してやはり何らかのわだかまりを強く持っている人もいるの

です。ですから、その人たちを代表して来て、その人たちの裾野にどれだけの人がいるかどう

かというのは、それもちょっと把握できないと。それは政府も把握できない状況なのです。で

すから、そういったいろいろな、さまざまな意見をちゃんと国が、あるいは関係する団体が真

摯に受けとめるためには、まず、アイヌ文化というのはこうあるべきだろうということで国民

に広く理解してもらうことがまず第一ではないかと。それは、アイヌ民族の人たちも理解しな

くてはいけない。国民ですから。それ以外の和人の人たちもしなくてはいけない。まず、そう

いった努力をした中で本当にしなくてはいけないことを見出そうではないかというのが今の

政府の考え方なのです。ですから、今松田委員がおっしゃった背景、そこをしっかりとらえる

のが本当の今回のこういう事業の最大の目的だと町では思っているところでございます。 

それと、ほかの支部の人たちがこの白老で国立博物館ができる、象徴空間が展開される、こ

この部分はやはり協会としてしっかり、それから、民族の方々がしっかりと理解して支持して

いただかなければ実現できないわけなのです。それを国のほうも十分わきまえておりまして、

政策推進会議の作業部会にアイヌ協会の理事長、それから、副理事長２人、事務局長１人とい

うことで４人も送り込んで議論していただいております。ですから、アイヌ協会、支部を代表
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する協会としては最大限人員を送り込んで支部の人たちの意見を反映させようという努力をし

ているところでございます。そういったことで今後アイヌ政策は本当に望むものとして進んで

いく形づくり、これからそういう形でこの事業が進んでいくということに一つ注視していただ

いて、必要なときにご助言いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） そのとおりなのです。だけれども、私がもう１つ言いたいのは、アイ

ヌの 113 年に求めた旧土人保護法、この保護は間違っていたのだというところからずっと始ま

ってきているのです。今イオルがまちを指定した、国が白老を指定した。そうであれば、私は、

なぜ指定されたのだと。それは、優れた財団の収集、それから、さまざまなアイヌの文化に対

するものがあそこへたくさん展示されて、伝承されてきた。この高い評価が少なくてもイオル

生活空間の指定と共生の象徴空間の指定を受けたわけです。ですから私は、金がなければまち

がやるのではなく、金がなかったらアイヌ協会、国がきちんとした、あの方々が認めた白老博

物館、この運営に当たる経費は、今言った、指定した財団と国がきちんとやはり相談に乗るべ

きだし、まず、足りない財源を町民の税金で払う前にそちらにご相談なさるのが筋だと前から

言っているのです。そのことで私は話しているのです。どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 松田委員のおっしゃるとおりだと思います。基本的には、こ

のアイヌ政策は国の責務としてやらなくてはいけないものです。ですから、国だとか関係する

機関がしっかりとそれを支えることが大事かなと思います。その意味では、町のほうは再三再

四、今の法律、制度の中でできる限り支援してくださいということで、その結果、委託事業だ

とかそういったことで多くの、これは文化庁のほうからもそうなのですが、多くの補助金等を

いただきながら財団のほうは運営しております。そういった結果で、何とか今の経営状況を維

持しているというところでございます。今後もできるだけ、国のその制度がないのであれば、

ちゃんと制度をつくってくれだとか、そういったことを常に要望するということで、この要望

については本当に国に何回も足を運び、あるいは国から来ていただいて説明させていただいて

いるところでございますので、今後も強く要望を続けていくということでご理解いただきたい

と思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

まだ引き続きあるようでございますので、ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時２６分 


