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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３号） 

 

平成２４年 ３月２３日（金曜日） 

開  議  午前１０時００分 

閉  会  午後 １時５１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  

     財 政 税 務 課 長    大 黒 克 己 君  

     企 画 振 興 部 長    高 畠   章 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  

     町 民 課 主 査    山 本 康 正 君  

     生 活 環 境 課 長    本 間 勝 治 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    田 尻 康 子 君  

     健康福祉課主幹    寺 島 洋一郎 君  

     港 湾 室 参 事    飯 田   誠 君  
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     上 下 水 道 課 長    須 田 健 一 君  

     教 育 部 長    渡 辺 裕 美 君  

     教 育 課 長    田 中 春 光 君  

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君  

     病 院 事 務 次 長    野 宮 淳 史 君  

     病 院 主 任 技 師    木 村 英 俊 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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◎開議の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまから昨日に引き続き予算等審査特別委員会を再開いたしま

す。 

本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎議案第１２号 平成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。  

昨日に引き続き、質疑を続けます。債務負担行為・地方債及び歳入に入ります。６ページ、

７ページ第２表債務負担行為及び第３表地方債について質疑のございます方はどうぞ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。  

それでは、次に入ります。14 ページから 19 ページまでの１款町税全般について、質疑のあ

る方はどうぞ。 

13 番 前田博之委員。 

○13 番（前田博之君） 16 ページの固定資産税について伺います。予算書見ますと、前年度、

今年度の当初予算比、比較で 6,395 万 6,000 円が減額になっています。しかし、23 年度の、先

日補正予算の議論をしましたけれども、補正予算の 12 号で見ると 5,000 万円増額補正がされて

いました。このとき補正されて、総額が 15 億 7,631 万円の 23 年度固定資産税増額になってい

たはずですし、間違いないと思います。そこで、ただいま私が言いました 23 年度の見込み額、

15 億 7,631 万円から、ここにある 24 年度の当初予算 14 億 6,235 万 4,000 円を引くと、差し引

き１億 1,395 万 6,000 円という大きな減収になります。そこで、１億 1,395 万 6,000 円という

大きな減収になった理由と、多分、22 年、23 年、この２年間、各年度で、年度末で 5,000 万円

の補正をして、私が見る感じでは財源留保してきたと思います。そういうことで、年度末には

補正されていますけれども、新年度もそのような予算編成になっているのか。この２つ。 

そして、ここ数年の町税状況はどのようになっているのか。この３点を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒財政税務課長。  

○財政税務課長（大黒克己君） ただいまのご質問、３点ございました。まず、１点目の固定

資産税の 23 年度の決算見込みと、24 年当初予算の比較の減の要因ということでございます。

今前田委員がおっしゃった部分につきましては、数字についてはそのとおり私のほうも理解し

てございます。固定資産税の滞納繰越分を除きますと、約１億 1,400 万円減ということでござ

います。この中で、純固定資産税と交付金でございまして、あくまでも純固定資産税の土地・

家屋償却資産に限って説明をさせていただきたいと思います。ご承知のとおり、平成 24 年度に

つきましては、３年に一度の評価がえがございました。それで、土地家屋については評価がえ

による減収ということになってございます。まず、土地につきましては約 3,600 万円の減。こ
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れは地価の下落によるものでございます。家屋につきましては 6,600 万円の減。これにつきま

しては物価の下落によるものと思われますが、国のほうで示される再建築費の単価の減による

ものであるということでございます。それと、償却資産については約 1,200 万円の減、これに

つきましては大きな設備投資がない中での、毎年減価償却していきますので、その関係で減収

になっておりまして、合わせて約１億 1,400 万円の減ということでございます。 

２点目の、22、23 の３月補正によりまして、おおむね 5,000 万円程度の増額補正をしてきて

ございます。これにつきましては、特にこの部分を最初から留保しているということではない

のですが、その分がちょうど、前にもお答えしていますが、償却資産の関係で、２月以降に申

請が出てくるものがありますので、その部分が当初予算に考慮されずに、最終的には補正にま

わっていたということでございますが、本年度につきましては、その２年の補正の状況を踏ま

えて、24 年度はその辺の増額もある程度考慮した上での予算の見積もりということでなってお

りますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

それから、ここ数年の税の状況ということでございますが、主なもので推移をご説明させて

いただきたいと思います。まず、個人町民税、特に所得割です。私の資料 20 年度から拾ってご

ざいますけれども、毎年、多いときで 7,000 万円程度の減。少なくても 3,500 万円の減という

ことで、20年度から 23年度までずっと減少傾向でございます。今年度 24年度につきましては、

逆に 3,800 万円の増ということになってございますが、これは年少控除が廃止されたことによ

る増額。約 4,000 万円見ていますので、ここにつきましても若干の減少ということで今回組ん

でおります。法人町民税につきましては、21 年度の超過課税の関係によりまして、22 年度は前

年比で約 3,700 万円プラスになってございますが、逆に 23 年度につきましては震災の影響ござ

いまして、法人税割が大きく減少しておりますので、増加した分が逆に戻ってしまったような

状況になってございます。固定資産税については、３年に１回の評価がえということで、基本

的に土地・家屋につきましては、３年間はほぼ同額で推移します。しかし、償却資産につきま

しては、大きな投資がなければ毎年減少していくという状況でございます。軽自動車税につき

ましては、額は小さいのですが、少しずつ伸びておりましたが、本年度につきましてはほぼと

まっております。それから、たばこ税につきましても、税率の改正等がございまして、禁煙が

進んでいるといいながら、逆に若干の増収ということでございます。入湯税につきましては、

21 年度に大きな温泉施設の閉鎖等ございまして、約 1,000 万円落ちておりますが、その後はそ

の額を維持している状況で推移しています。 

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） 詳細に答弁ありがとうございます。きょうも新聞報道されていますが、

土地の評価額について出ましたが、多分白老町も、今後税に対しても、回復基調見込めないだ

ろうと。非常に厳しい状況に入っています。  

それで、２答目ですけれども、ということは、1.7%、0.4%の固定資産税を町民に負担を求め

ました、しかし今の状況を説明すると、この上がった額確認します。１年間に幾らの増額の見
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返り分あったか、その町民に負担を求めて財政運営をすると。収入増図ったけれど、それの増

加の効果はもう消えてしまっているというような見方をされていいのかどうかということであ

ります。  

それと、新財政改革プログラムの、町税の部分見てきたら、24 年度、ざっと見ても１億円く

らい差額出ていますけれども、それと間違いないかどうか。その２点を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒財政税務課長。  

○財政税務課長（大黒克己君） 新財政改革プログラムによりますと、固定資産税による平成

21 年度の税率改正による効果を、たしか２億 6,800 万円くらいの増収を見込んでおりました。

結果としては、約３億円近い数字で増収が図られたということでございましたが、先ほどもご

説明したとおり、個人町民税の減少や、あるいは平成 24 年度の評価がえによる減収によりまし

て、滞納繰越分も含めまして、決算額が平成 20 年で約 24 億 900 万円。平成 24 年度の予算では

24 億 1,600 万円ということで、ほぼ 20 年度と同額になってしまったというような状況でござ

います。 

新財政改革プログラムでの、24 年度につきましてはたしか 25 億円くらいの数字を見込んで

ございましたが、今の当初予算の段階では１億円の開きがあるということでございます。 

○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） 質疑なしと認めます。  

続きまして、20 ページから 33 ページまでの２款地方贈与税、３款利子割交付金、４款配当

割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交金、７款ゴルフ場利用税交付金、

８款自動車取得税交付金、全般についてでございます。質疑をお持ちの方はどうぞ。ございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

それでは、続きまして、34 ページから 43 ページまでの９款国有提供施設等所在町助成交付

金、10 款地方特例交付金、11 款地方交付税、12 款交通安全対策特別交付金、13 款分担金及び

負担金、全般についてであります。質疑のあります方、挙手の上お願いします。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。簡単に１点だけ、９款の国有提供施設等所在町助成

交付金の関係で、500 万円減っているのですが、これ根拠がなかなか難しいと今まで説明があ

ったのですが、減った理由というのはわかりますか。 

○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） これは、ご存じのとおり駐屯地の分なのですが、これは地方

交付税の固定資産税が非課税となっている国とこのような公共の施設です。それに固定資産税

がかからないといった部分の補てん措置なのですが、平成８年から５年ごとに見直して評価が

えをするというルールが適用されました。実は、平成 23 年が評価がえの年だったのです。  
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 全国の総枠の中で、各面積等いろいろな要素を入れて案分して、白老町の額が決まるという

ことで、財務省の査定が非常に厳しいということが１点と、やはり評価額が落ちてきていると

いうことで、それでこれだけ落ちたということでございます。  

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。わかりました。結果として、白老町でそれを確認す

るということはできないということですか。例えば、細かなことはいいです。要するに、面積

はこれくらいで地価が下がったからそうだよとか、ことしは建物が建っていなくて、古くなっ

たからそうだよとか、そういうことがわかるのですか。  

○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） 詳しくどうしてそうなったかということは、実は北海道防衛

局のほうで説明に来ております。ただ、実際使われた系数だとか、その根拠だとか、そこまで

はうちのほうはわからないのですが、こうこうこういう理由で減りますと説明は来ていただい

て、ある程度はわかるようにはなっております。  

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） 質疑なしと認めます。  

次に入ります。44 ページから 53 ページまでの 14 款使用料および手数料全般についてです。

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） 質疑なしと認めます。  

次に入ります。54 ページから 71 ページまでの 15 款国庫支出金および 16 款道支出金全般に

ついて。質疑のある方はどうぞ。  

５番、松田謙吾委員。  

○５番（松田謙吾君） 松田です。59 ページの食育センター事業補助金、これに関連してご質

問してみたいと思います。私は、この食育センターにこだわって、一般質問含めて三度、渡辺

教育部長と議論を交わしてきました。きのうもこの議論になりました。それで、もう一度確か

めておきたいと思って質問するわけなのですが、きのうの議論も聞いて、防災機能についての

部分で質問がありました。私は、３回質問する中で、食育機能と防災機能は余り触れていなか

ったのです。特に防災機能は触れていません。その一つは、余り防災機能に触れると、今「３．

１１」の大震災から国民は、特に海岸沿いに住んでいる方々は、津波、地震の津波に対しても

のすごく過敏になっている。ということは、我が町も国道は大体海抜６メートルくらいです。

萩野などは、海抜２メートルくらいの低いところでたくさん住んでいます。ですから、６メー

トルの津波が来ると想定して、まちそのものがものの考え方を、例えば公共施設がその考え方

で進めるということは、では町民はどうするのだと。そのようなことを深く詰めていくと、白
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老は 27 キロメートルの、すべて海岸沿いにある。８割が山ですから。そうすれば、この設備か

らいくと住めるところがないのです。ということは、今私は白老のことを言っているのですが、

白老で住める場所がないのです。いつかの議会の中で、白老で住める場所はどこですかといっ

たら、栄高校だけだと前町長は答弁していました。であれば、白老の方々は、この津波のこと

ばかり考えると、そしてまちが優先して、これからの公共事業が津波に対して場所も決めてい

くのだというのであれば、これからの人は不安で、白老に住む人がいなくなるのです。いつか

津波が来るわけですから、活断層もその辺にあるわけですから。ですから私は、できるだけ防

災には触れなかった。これが私の理由だったのです。 

こうも言いました。本当は食育センターのつもりで建てるのだけれども、補助金の関係で、

あれだ、これだ、ふっつけて食育センターにした。これは私の考えです。本当は食育センター

なのだけれど、このような考えでやっているのだと。それで決めたのが工業団地です。工業団

地だと、恐らく海抜５、６メートルだと思います。この議論をすると、私は今言ったような町

民の不安をあおるから、私はしない。先ほど言ったとおりなのです。きのう６メートルの津波

がきたらどうするのだと言ったら、渡辺部長は、かさ上げをする。私は、ここに激震している

のです。このようなものの考え方、結局は食育センターをなぜ建てるのかというものが、きち

んとしたものがない。聞かれればそのままくっつけてかさ上げするなどというから、私はこの

ような質問をまたすることになったのです。食育センターの施設は、耐震化にはもつ、1.5 倍

の耐震化にするということですから、必ずしも６メートル以上の津波を想定した建物ではない

です。こう言えば、私は今このような質問はしていないです。あなたが６メートル以上の津波

にはかさ上げするというから、ものの考え方はどのようになっているのだということで、改め

てこのような質問をしているのだけれども、そのようなことで、もう一度食育センターのきち

んとしたものの考え方をお聞きしたいと思います。教育長に答えていただきたい。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。  

○教育長（古俣博之君） この食育推進センターにつきまして、今回の議会の中でもるる議論

の対象になってきました。基本的には、今私たちが持っている押さえのところは、３機能を持

つ建物であると。それから、構造的には耐震に耐えうるような、そして大きさについてはこの

大きさ、場所については工業団地の段階だというふうなことでのご提案をしております。その

中で、基本設計を進めていく中で、先ほどから、今回出ております津波の対応について、では

どのようにするのか。その段階については、町の防災計画もしっかりとしたものがまだ出てい

ない。それから、道のほうもどのあたりまでの津波の予想があるのか、それも出ていない。そ

ういう中での基本設計であります。ですから、基本設計の中で出てきた問題と、防災計画等含

めて、その辺で見直しをしなければならない部分が出てきたら、それはもちろん議会のほう、

町民の説明も含めまして、していかなければならないと思っております。ですから、部長がこ

れまでるる説明してきたところは、しっかりとしたベースをもって基本設計していきたいと思

います。そのものを押さえた段階で、再度３月、今月の終わりころに道のほうが出てくるのか

どうか、その辺のところを踏まえまして、10 メートルの津波になるのか、６メートルで終わる
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ことになるのか。その辺のところを押さえまして、再度お諮りをしていきたいと思います。 

以上です。 

○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。わからないで言っているのではないのです。わかっている

のだけれど、きのうのご答弁に津波が６メートル以上であれば、足していくのだということを

言うから言っているのです。  

飴谷前町長が、この「３．１１」に対して、白老は栄高校しか残らないという言葉も使って

いるし、住民は高速道路に避難する。この計画もこれから目指していくのだと。このように言

っているのです。となれば、どう考えても、消防が向かい側であって、こちら側に食育センタ

ーをつくっても、高速道路よりは低いわけです。ですから、そのような津波に対する施設では

ないのだと。このことさえきちんとしていれば、1,300 食つくって、1 日３回かどうか知りませ

んけれども、そのような防災に対する施設なのだと。私はあの施設が防災機能を持っているの

が、竜巻がきたとか大雨がきた、台風がきて民家が何 10 軒か壊れた場合は、あの施設が使える

だろう。しかし、津波がきたときに、例えば虎杖浜の町民があの場所まで逃げてくるのに何 10

分かかるのですか。北吉原の人があの場所に逃げられますか。津波は 10 分、20 分の勝負です。

やはり高いところに逃げるのです。そのようなことからいくと、あの施設は津波に対して何の

役にも立つ施設ではないのです。ですから、私は触れなかったし、もしあれに触れたら、白老

の人は誰も住める人がいないのです。そういうところをきちんと腹の中に詰めていないでもの

を言っているから、私は先ほど言った、苦肉の策でつくったという言葉を使ったのは、そうい

うことで言っていたのです。ですから、町民に、防災機能はいいのですが、防災の何の部分に

対する機能なのだ。このことの説明はきちんと町民が理解できるような説明をすべきなのだと。

言いたいところはここなのです。その部分についての見解だけをお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。  

○教育長（古俣博之君） 今松田委員のほうからお話しありましたように、防災機能のあり方

についてはさまざまなとらえ方、津波に対してなのか、台風に対してなのか、その辺のところ

も含めまして、どのように取るべきなのかというところは、十分考えた形でこれからも進めて

いきたいと思っています。ただ、防災機能をあわせ持つ食育センターというふうなところでは、

今回の「３．１１」の中で、やはり食料の問題というのは、非常に災害時においては大きな意

味を持ち合わせると。その辺のところの備蓄の問題だとか、そのようなことも含めまして、検

討していかなければならないとは思っております。十分、これまで部長が答弁してきた部分を

踏まえまして、対応を慎重に、説明会も含めて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） ほかにお持ちの方。  

〔「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、次に入ります。72 ページから 83 ページまでの 17 款財産収入、18 款寄附金、19
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款繰入金、全般についてです。質疑のある方はどうぞ。 

13 番、前田博之委員。  

○１３番（前田博之君） 80 ページの繰入金で伺います。先ほど町税の中で答弁いただきまし

て、非常に厳しい状況に入っているなと認識しています。それと、この前の 12 号補正、代表だ

ったか、一般質問だったか 24 年度の最終的な財源はどうなるのかと。このような議論もありま

したが、私も言葉のやり取りで感覚的にはわかるのだけれども、実際にどうなっているかわか

りませんので、先般、この平成 24 年度白老町一般会計予算、説明資料いただきました。この中

の 10 ページに、平成 24 年度基金現在残高見込みという資料がよくわかりますので、それでお

聞きしますが、まず、財政調整基金というのがあります。これについては、全体の流れについ

ては私もわかりますが、実際に 23 年度の決算見込みが出ています。年度末の現在高、そして、

24 年度になると取り崩し額が予算の財源不足だという数字と一致しますが、１億 1,000 万円取

り崩すと。年度末現在高が１億 3,000 万円になっています。これ今までのるるの質疑の中で、

病院に１億 2,000 万円ですか、補正でいった。けれども、現在高が 5,000 幾らしかなくなる。

けれども、23 年度末で入る特別交付税を合わせると数億円になると。このようなやり取りをし

ていましたが、実際に年度末現在高が１億 3,000 万円になっていますが、これは 23 年度で入る

特別交付税の額も入った見込みの本当の、端数は別です。この数字で 24 年度はなるのか。まず

その１点確認します。 

それと、もう１点。私は 12 月の補正予算のときかな、23 年度の５月の補正予算をやって、

12 月の時点だったか、１億 3,000 万円くらい財源充当していますが、これはほとんどが財調を

取り崩してきたのです。そうすると、もし 24 年度、多分財政規律守られると思いますけれども、

特別な要因が何か出てきたときに、23年度に１億 3,000万円くらい取り崩していますけれども、

このベースで仮にいったとしたら、この１億 3,000 万円が 24 年度末ゼロになるのです。そのよ

うな解釈でいいかどうか伺います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒財政税務課長。  

○財政税務課長（大黒克己君） 今のご質問、２点ございます。まず、１点目の平成 24 年度の

年度末現在高見込みが約１億 3,000 万円、これが特別交付税の部分も含めているのかどうなの

かというようご質問かと思います。今年度につきましては、病院の繰り出し、３月補正で１億

2,000 万円を出してございますが、その財源としては特別交付税の時期がずれましたので、財

政調整基金から取り崩して財源を充てたということで、その部分につきましては、今後追加補

正で歳入として特別交付税分については盛り込むということで考えてございます。なお、24 年

度の病院に対する繰り出しにつきましては、あくまでも基準繰り出しということで 8,000 万円

分、今年度 23 年度の追加補正で行った１億 2,000 万円のうちの 8,000 万円分については、これ

は当初から見込んでおります。財源というのは、特別交付税を財源としてその部分特別交付税

を増額して、それを財源として見込んでおりますので、その辺も含めて 24 年度末の見込みにつ

きましては、１億 3,000 万円程度になるだろうという予想を立ててございます。 

24 年度の財政運営、財政執行につきまして、確かに今年度のような状況で、普通交付税の状
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況あるいは、今後の繰越金、この辺の状況もどうなるかという部分は勘案しなければなりませ

んが、今年度のような状況で 12 月までに１億 3,000 万円程度の何らかの支出が必要で、財調を

取り崩さなければならない状況で仮にあったとしたらならば、財政調整基金はゼロになるとい

うことで間違いはございません。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。  

○１３番（前田博之君） わかりました。私たちも身を締めてかからなければいけないのかと

思いますし、私自身含めると一般質問でいろいろなことを言ってきましたけれども、この数字

を見ると非常に厳しいし、そういう提案とかいろいろ言っていることがどうなのかと思うので

すが、本当に厳しいと思いますので、ぜひ、24 年度、25 年度に向けて理事者も非常に厳しい決

断があるのかなと思いますので、事業も優先度を決めて、取捨選択、集中と選択の中でやる必

要があるのかなとこのように思います。 

そのほかに、特定基金が今の財政状況の中から見れば新たに約 5,400 万円積まれます。別な

資料を見ると財源不足が財調で１億 1,000 万円不足しましたといっていますが、踏み込んだも

のの言い方をしてしまうと、特定基金でも１億 300 万円取り崩しているのです。そうすると、

こちらの資料では１億幾らで出てきているけれども、事実からいくと２億 1,200 万円足りなか

ったということなのです。この特定基金も取り崩していますから。それで、この 23 年度のその

他の約 5,400 万円、これはどのような形の中で入ってくるのか説明していただきたいと思うの

です。財政調整基金の 5,800 万円はわかります。ですけれども、特定基金の約 5,400 万円も 23

年度末で残ることになっていますけれども、これはどのようなところから資金が入ってきて積

まれるのか、そういうことと、私が今言ったような特定基金が１億 300 万円取り崩していると。

近年にない額なのです。これもやはり、裏を返せば私が言ったように財政資金の不足の裏手当

になるのだというような解釈が間違いないのかどうか。その２点伺います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒財政税務課長。  

○財政税務課長（大黒克己君） 今のご質問でございます。これも２点ございます。まず、１

点目の資料につきましては、平成 24 年度白老町一般会計予算説明資料という中の 10 ページの

基金現在高見込みという中でのご質問でございます。この中で 23 年度の積立額の、いわゆる財

政調整基金、町債管理基金を除いた特定目的基金が約 5,400 万円の積立と、今年度 23 年度。こ

の中身ということでのご質問かと思います。まず、みんなの基金に 500 万円と、それから社会

福祉基金に約 2,500 万円、合わせて 3,000 万円。これにつきましては、平成 12 年の基金の繰り

かえ運用の関係の繰り戻し分の 3,000 万円の積み立てでございます。それから、教育振興基金

1,000 万円の積立。これにつきましては、財団法人知恩会様からの寄附によるものでございま

す。商工業振興基金 52 万円。これにつきましても、ふるさと納税による寄附金の積立でござい

ます。最後でございますが、石油貯蔵施設立地対策等交付金積立基金、これにつきましては、

道支出金の石油備蓄の交付金、これを 27 年度に大型水槽車を購入するための基金積立というこ

とで、そのまま道支出金を積み立てるもので、合わせて約 5,400 万円ということでございます。 

それと、もう１点のご質問、24 年度の特定目的基金の取り崩しが１億 300 万円と例年にない
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額だということでございます。この中のうちの 3,000万円につきましては、今年 23年度と同様、

基金の繰りかえ運用の繰り戻し分がございます。そのほかに、１点は、今回中学校の統合に向

けた改築等、あるいは引っ越しといった部分の財源として教育関係施設整備基金、このために

積んできた部分の額をある程度建設費に回すという部分。それから、教育振興基金の部分では、

備品等購入ということで、今回取り崩しをしてございます。その他の部分につきましては、前

田委員おっしゃるとおり、やはり例年のサービスを維持するために、財源が非常に厳しい中、

この特定目的基金もある程度取り崩さなければ、今年度、24 年度の予算編成はなかなか厳しか

ったということで、この辺を取り崩して何とか帳尻を合わせたというような状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。  

○１３番（前田博之君） 先ほどの町税、今回の繰入金、非常に厳しい状況にあります。それ

で、町長にだけ伺います。町長、今までの質疑を聞いて十分認識されたかどうかわかりません

けれども、多分初めての 24 年度予算つくりましたね。それで町長は、きのうも議論ありました

けれども、民間目線でのまちづくり、当然経営感覚を取り入れると言っていますけれども、従

来役所というのは、多分副町長や部長から予算査定などでるる聞いていると思いますけれども、

私が言うべきかどうかわかりませんけれども、一応、従来から役所というのは「入るを量りて

出ずるを制する」という運営を言辞してきたのです。しかし、最近は、この地方自治体も行政

改革、財政改革する首長が多くなってきていましたので、民間出身も多くなってきていました

ので、その中では「入るを量りて出ずるを制する」という民の論理を推進していかなければ、

今後の財政運営は非常に厳しい。できませんと。私今言っているのわかりますね。これからそ

ういうことをしなければいけないと思います。だから、ばらまき、あるいはそのようなことを

できずにかなりの英断を求められると思うのです。町長は、24 年度みずからの予算をつくりま

した。そして、今議論したように 24 年度含め、25 年度も非常に厳しい財政があると思います

けれども、そのような民間目線の経営が今こそ大事なのです。町長もそのように強調していま

す。その上に立って、今町税、繰入金、非常に厳しいということがわかりました。そういう観

点から、町長の今後の財政運営を、24 年度始まりますけれども、どのような気持ちを持ってや

っていかれるのか。その辺を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。  

○町長（戸田安彦君） 財政運営の気持ちについてでありますが、恐らく、就任してから大変

財政の厳しい中、24 年度の予算編成だとか執行方針だとか、職員とともに大変厳しい中つくっ

てきて、正直頭の痛い部分でもあります。民間とか、行政マンとか関係なしに、財政は、これ

はクリアしなければならない部分が多くあると思います。そのクリアの部分に対しまして、気

持ちというか考え方なのですが、今議会も、３月会議も初めて体験させていただきまして、議

会や議員の皆様、そして私が５カ月にわたる町長の生活の中で、町民の方々、団体の方から、

たくさんの要望が来る事実もわかりました。ただ、財政は決まっていますので、その中で町民

に対してどの程度のサービスが、お金をかければできるサービスと、知恵を出して身体を動か

してできるサービス等々もありますが、今の財政状況を考えると、たくさんの要望書の中では、
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緊急性や、先ほど言ったように優先順位というか優先度を、財政プログラムとか、行革とか、

総合計画とか、そういうものも整合性を合わせながら進んでいかなければならないですし、私

の公約もそこに取り入れて進んでいかなければならないというふうに考えております。  

今まで予算がある程度ある、収入がある中でサービスを行ってきて、今まさにそのサービス

が本当に多くの町民のサービスになっているかということも含めて、スクラップ・アンド・ビ

ルドのスクラップの部分を強くして、白老町の町民のニーズに合ったサービスを遂行していか

なければならないですし、このまちの身の丈に合ったサービスもしていかなければならない。

そのために、近隣市町村や同じような規模の自治体等とかのサービスもこれからは調査をして、

その辺も考えながら、白老町でやり過ぎていたサービスはないのか。または、これからできる

サービスはないのかというところも、24 年度だけではなくこれからもずっと課題だと思います

ので、議会の議論も含めて考えていきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方いらっしゃいますか。  

〔「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。  

それでは、84 ページから 99 ページまでの 20 款繰越金、21 款諸収入、22 款町債全般につい

てであります。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） 質疑なしと認めます。  

これで、第２表債務負担行為、第３表地方債及び歳入が終わりました。この中で特に質疑漏

れの方がございましたらどうぞ。  

４番、大渕委員。  

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。歳入全般についてお尋ねしたいのですが、財政状況、

今議論されていましたが、非常に厳しい財政状況だと。今までにない厳しさかなと思っている

わけですけれども、一つは、指標の問題で議論がありましたけれども、経常収支比率の推移を

教えていただきたいと。特にここ何年間かの経常収支比率がどのように推移されてきていて、

その後どのように推移していくかというあたりの状況、23 年度の見込みがわかりましたらそこ

ら辺も含めてお尋ねをしたいと。  

もう一つは、今のこの厳しい財政状況の中で、財政改革プログラムの見直し、今の状況でい

えば見直しが必要ではないのか。これは歳出部分だけではなくて、歳入、歳出全般にわたって

の見直しが。現実的には、今までの議論の中では歳出が中心に議論されてきましたけれども、

歳入部分も含めて、財政改革プログラムの見直しをしたばかりなのですが、見直しをせざるを

得ない状況だというふうに私は理解するのですけれども、そこら辺の考え方についてお尋ねし

たいと思います。  

○委員長（小西秀延君） 大黒財政税務課長。  

○財政税務課長（大黒克己君） 一点目の経常収支比率の状況でございます。大変申しわけご

ざいません。今手持ちがないものですから、記憶で申しわけございませんが、新財政改革プロ
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グラム、平成 19 年度に策定してございます。なぜ 19 年度にこのプログラムを策定したかとい

う部分につきましては、ご承知のとおり、これまでの国の三位一体改革等ございまして、普通

交付税等がかなり減額になったという中において、町も財政運営にその段階でほとんど基金を

取り崩して、何とか財政運営をして、なおかつ、その基金もかなり枯渇してきたという状況が

一つ。  

それと、もう一つは、地方健全化法によって、地方がこのままでいけば早期健全化団体、あ

るいは財政再生団体になるのではないかという危機感を持って策定してございます。策定する

段階においては、やはり非常に、経常的な収入も少ない、逆に人件費等の経常的な歳出も多か

ったということで、経常収支比率は 100 を超えていたときもございました。その後、平成 19

年度から策定し、人件費の削減なり、あるいは逆に政権交代によって交付税も大分戻ってまい

りましたので、そのような状況から 87％くらいまでに改善してございます。しかしながら、平

成 23 年度につきましては、ご承知のとおり財政調整基金を取り崩している状況でございますの

で、これはまた 90％を恐らく超えるであろうという部分で、現在予想しているところでござい

ます。 

○委員長（小西秀延君） 山口総務財政部長。  

○総務財政部長（山口和雄君） 新財政改革プログラムの見直しをどう考えるかということで

す。さきほどの代表質問でお答えしていると思いますが、平成 23 年度の、いわゆる、先ほどか

ら資料提出しながら見通しどうなのかということ、見通しに基づいてやると、財政改革プログ

ラムのかい離は、およそ１億円でございます。それから、24 年度の当初予算で見ると、大体乖

離が２億 5，000 万円くらいになるとの見込みでおりますが、その中で、代表質問でご答弁して

おりますのは、これはあくまでもまだ 24 年度の確定値ではございません。最大の大きなところ

は、これから出てくる特別交付税の額かなというふうに見込んでございます。そういった状況

を見ながら、最終的な前倒しで見直すかどうかの判断についてはもう少し待ちたいと思ってお

ります。ですので、少なくても出納閉鎖時期は５月になりますので、その前後で見直しするか

どうか、最終的な判断を加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） ４番、大渕紀夫委員。  

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。今部長の答弁でもう少し待つというのは、５月前後、

出納閉鎖時期というから、これはこれで理解しました。私は、なぜ言うかというと、今までの

やり取りの中であったように、税収１億 1,000 万円、これは明らかに落ちています。これは、

財政改革プログラムから見てもそうなのです。これはやはり、非常に大きい、収入が減る。支

出の部分で何とかするというのとは全然違うと僕は思うのです。一つそのようなこと。 

もう一つ、今ありました財調なのですが、財調の 23 年度の、財政改革プログラムで見ている

のは３億 1,200 万円。24 年度は３億 8,300 万円の財調残高見ているわけです。ということは、

逆に言うと歳入が１億円減って、現段階で財調がこれだけ減っているということは、トータル

すると２億 5,000 万円と言いましたから、プラスにすると３億 5,000 万円になるのかちょっと

わかりませんけれども、私は、この財調の状況、１億残るということだから、２億ということ
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になるわけだけれども、ここを見ただけで、私はやはり今やるべきではないのかなと。この状

況を見ると、当然、経常収支比率、24 年度はこれ以上上がっていかざるを得ないだろうと。給

与費についていえば、ほとんど下がらない状況。財政改革プログラムから見ても、若干ふえる

かなというような状況。それから、交付税の期待の言葉がございましたけれども、当初予算で

実際に交付税はかなり大きな金額を見ていますよね。このようなところから見ると、今質問あ

りましたからいいのですが、事業をやるとしたら、何かあったら財調を取り崩してやる以外は

できないというくらいの厳しさがあるように思えるのです。そうすると、健全化法があった 19

年、あのときよりももっときついような印象を私自身は受けているのだけれども、そのような

ことで５月というのはそれほど遅い時期ではございませんから、十分満足できる日数なのだけ

れども、私は見直すべきだとはっきりそう思っているのですけれども、この点についてもう一

度ご見解をお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 山口総務財政部長。  

○総務財政部長（山口和雄君） 厳しい状況には変わりません。本当に厳しい、それは認識し

ているところでございますし、委員との見解もそれほど変わる話ではないと思います。それで、

当然のこと 24 年度の当初予算の中で、町税はプログラムとのかい離の部分で１億 1,000 万円ほ

ど減になります。地方交付税は逆に言うと 4,500 万円の増という、町税が落ちるとその分地方

交付税で調整が変わりますので、その分の調整が変わるということでございます。そういった

ことからして、そう遅い段階でない５月末くらいに、いずれにしてもプログラムの見直しが必

要なのか、必要でないのか、最終判断はそこの時点でやっていきたいというふうに思っていま

す。当然のことながら、最終的に見るのは決算で見る形ですから、最終決算というのは９月。

その段階では遅い、見直しする場合でも９月まで待って、決算時期まで待っていたのでは遅い

ということで、５月末くらいで最終判断を下したいということでございます。その中で、作業

を進めていく分については、当然決算時期までにあらあらのプログラムの見直しが可能になっ

てくるのかなと。ですので、５月末くらいでその判断を加えたいということでございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。  

13 番、前田博之君  

○１３番（前田博之君） 歳入全般で、先ほど町長から答弁いただきましたので、それは理解

しました。今の財政改革プログラムのことを話そうと思っていましたが、質問が出ましたので、

それは理解されました。  

それで、私は、非常に厳しいと言っているのは、今も質問ありましたけれども、前回の新財

政改革プログラムを組むときには、かなりまだやりくりの余裕があったのです。はっきり言っ

て。ちょうど小泉内閣の地方の財政改革から、民主党になって転換になって、交付税が３億幾

らふえてきたから、ちょうどタイミングがよく、よかったのです。これからは非常に厳しいと

思います。あえて言わなくても、皆さん知っていると思います。何を言いたいかといったら、

また町税をふやすとか、職員の給与を削減するとか、そのような痛みに戻る可能性があるので

す。そのようなことにならないためにも、ぜひ町長、職員もそうですが、危機感を共有して、
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事業も優先度を本当に決めて、ほかの議員さんからも出ていますけれども、やはり議会にも諮

って、やはり今何をやらなければいけないか。みんなの総意でやっていくべきだと思います。

今までは、光をそそぐ交付金とか、雇用交付金も何億円も入ってきたけれども、その都度議員

は町にこのような問題があるから、ここに少しお金をかけたらもっとよくなるのではないかと。

皆さん対案を出してきたのです。けれども、当局は時間がないからできない、できないと結果

的になってきたのです。そういうことではなくて、やはり今皆さんが納得して、断腸の思いで

切っても、こちらのほうがまちづくりにかかる事業があるだろうと。そのような合意形成取れ

るような形で進めていかないと、一生懸命危機感、財政がこのような状況になっているのだか

ら、今言ったように、町民にはこれ以上痛みをかけない。職員も給与を削減しない。そのよう

な部分の視点にたって、ぜひ、財政規律を守って運営してほしいと思うのです。再度、町長に

決意を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。  

○町長（戸田安彦君） 決意ということなので、端的にお話をさせていただきます。町民が全

員納得する手法はございません。決意というのは、どちらが多くの町民のためになるかという

ところを決断しなければならないと思いますので、厳しい厳しいというお話がある中で、トー

タル的に先ほど、緊急性だとか、順位制とか、その中には経済の循環も考えなければ、バラン

スも必要だと思います。ただ、全員が納得する手法はございませんので、そちらのほうは町側

として提案をさせていただき、議会の皆様と議論を重ねて遂行していきたいというふうに考え

ておりますので、決意としては、思い切った決意をしなければ、このままでは町は大変なこと

になると思っておりますので。ご理解いただきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問。  

15 番、山本浩平議長。  

○議長（山本浩平君） 15 番、山本でございます。議長も質疑はできますということを確認し

てございますので、簡単に教育費の中から２点ほど質問させていただきたいと思います。  

３校統合による新しい中学校、いよいよ来年 25 年の春からスタートすることになりました。

これ非常に、ＰＴＡやあるいは地域の合意を得るために、当時白崎教育長はじめ、担当部長、

課長は本当に汗をかいてようやく到達できるということになりました。しかしながら、当初の

計画よりはやや遅れてのスタートとなりました。高齢化とともに少子化のスピードも相当なも

のであります。少数よりも適正な人数でのクラス編成を行い、よりよい教育環境を目指したと

いうことでありますけれども、これは小学校の統廃合よりも、中学校のほうを急がなければな

らないのだということで、先に中学校をやったわけでございます。しかしながら、小学校も本

当にスピードの速い少子化の中で、待ったなしの環境だというふうに私は思っております。昨

日、校舎老朽化の問題もかなり議論されてございました。そこでですが、平成 25 年のスタート

の後に、小学校の統廃合をこれから議論していくというのではなくて、24 年度から小学校の統

廃合に向けての計画を教育委員会の中でしっかり立てる。そうしないとまた、地域住民に対し

ての合意を得たりＰＴＡの了解を得たり非常に時間がかかることなわけです。今財政の話も出
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ました。そういった観点からも、小学校の適正配置に関しては、何年をめどにやるのだという

ことをしっかりと設定をして、計画を立てるべきと考えます。社台小学校も視野に入れた中で

のことも含めて考えるべきではないのかと思います。この点、教育長の思う小学校の適正配置

についてのお考えをお聞きしたいと思います。 

それと、これは質問というよりも、先ほど答えも出ていました。しかし、町民の世論をお話

しさせていただきたいのですが、きのうもきょうも議論なっております新しい防災拠点を組み

合わせた食育センターでございます。それなのにどうして工業団地なのかという声が町民から

相当出ているのが、これ事実でございます。これは「３．１１」の経験から、町民は決してこ

の前の東日本大震災が、対岸の火事だということは思っていない。だから、このような話にな

っているというふうに思います。いろいろお答えもいただいております。道の指針が示された

後に検討したいということもございますけれども、この今回の定例会の中では、萩の里公園で

はどうかというような提案も委員からもありました。候補予定地の見直しも含め、基本設計、

実施設計に移る前に、再度この件に関しては検討する。もしどうしても今設定しているところ

が一番いいのだと。最適なのだということになれば、しっかりとした理論武装と申しますか、

町民が納得できるような、理解できるような理論をしっかり固めていただきたいなと。このよ

うに思うわけでございます。２点、質問させていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。  

○教育長（古俣博之君） まず１点目の小学校の適正配置についてでございます。私も委員会

に入りまして、これまでの町の適正配置の経過について見てきたのですが、18 年の６月 22 日、

第２回定例会の常任委員会所管事項、総務文教委員会だと思いますけれども、そこの報告とし

ては、町全体としての計画の見直しを早急に図るべきだと。それから、中学校の適正配置につ

ては先行実施をしていくと。そういうふうなことに基づいて、今３校が 25 年から統合というふ

うなことになっておると思います。 

小学校につきましては、やはりこれに基づいて、14 年に出された白小、緑小というだけでは

なくて、町全体としての適正配置についての問題として考えていかなければならないと思って

います。それも、一応 25 年度に新しい中学校の統合が始まりますから、小学校については、24

年度中にはしっかりとした形で、こちらも体制を組みながら、地域住民、また保護者に対する、

また議会に対する説明も含めまして提案をしていきたいというふうに思っております。 

それから、２点目の食育推進センターの件については、今までもいろいろと議論がありまし

て、今ありましたように、町民の方々からいえば、きっと「３．１１」の大津波の状況を見な

がら、あの場所で大丈夫なのかというようなことは、十分私どもも察しがつきます。そのよう

なことを踏まえながら先ほども答弁させていただきましたけれども、今現状の押えは押えとし

てやりながら、今後の状況については、防災機能の持ち方も、内容としてどうなのかと。その

辺のところも押えまして候補地の決定は図っていかなければならないだろうと思っております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方いらっしゃいますか。  
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〔「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、暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時１２分  

                                         

再  開（午前１１時２４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。  

ここで、４番、大渕紀夫委員ほか１名より、平成 24 年度白老町一般会計予算に対する予算組

み替え動議が文書により提出されております。提出のあった動議は本案と関連がありますので、

合わせて議題として、動議の提出者から提案説明を願います。 

４番、大渕紀夫委員、発言を許可します。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕でございます。議案第 12 号 平成 24 年度白老町一般会計

予算に対する予算組み替え動議を別紙のとおり提出いたします。  

提出者、賛成者は記載のとおりでございます。  

議案第 12 号 平成 24 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替え動議。  

議案第 12 号 平成 24 年度白老町一般会計予算に対する予算組み替えを次のとおり求める。 

（１）、２款総務費において。 

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

助金９万 4,000 円全額削除。 

（２）、８款土木費において。 

４項港湾費、２目港湾建設費、19 節負担金補助及び交付金中、白老港建設事業費２億 1,610

万円中１億 5,000 万円の減額でございます。 

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

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

ることを要求する。 

以上でございます。 

今まで議論がありましたように、非常に厳しい財政の中、供用開始がことしということで準

備されておりますけれども、若干延ばしても我々は予算の組み替えの動議を提出したいと、こ

のようなことでございます。 

○委員長（小西秀延君） ただいま提出者から説明がありましたが、動議に対する質疑を許し

ます。質疑のあります方はどうぞ。  

〔「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。  

これをもって動議に対する質疑を終結いたします。  

これより討論に入ります。本案と動議を一括して討論いたします。  

まず、本案に賛成討論の発言を許します。本案に賛成討論のある方は、挙手をお願いいたし
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ます。  

１番、氏家裕治委員。  

○１番（氏家裕治君） 本案に対しての賛成討論をさせていただきます。大変厳しい経済状況

のもとでありますが、新町長および新執行部から示された本年度予算は、前年度並みの約 1.01%

増の 95 億 4,900 万円。その内容については、当予算等審査特別委員会の中で、各予算項目につ

いての課題、また新たな施策について議論を重ね、課題解決に向けた考え方も理解できたもの

と考えております。厳しい、厳しいと言いながらも、町民の安心・安全を守るべく、施策の展

開から見えてきたものは、将来を見据えた教育・福祉・経済活動の重要性であるものと考えて

おります。そうした時代背景の中だからこそ、財政運営については、今は大変厳しいけれども、

新財政改革プログラムとの整合性を図りながら、将来展望にたった施策の展開が必要でありま

す。このことから、本年度予算は、そのスタートの１年であるととらえ、予算執行をすべきと

考えることから、本案に対しての賛成とさせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに本案に対する賛成討論をお持ちの方。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） 賛成討論なしと認めます。  

次に、本案に反対討論の発言を許します。本案に反対討論のある方。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） 反対討論なしと認めます。  

次に、組み替え動議賛成討論の発言を許します。発言のある方。  

３番、斎藤征信委員。  

○３番（斎藤征信君） 平成 24 年度一般会計予算審議にあたり、ただいま提出された組み替え

動議案に賛成の立場で討論に参加いたします。  

私たちは、第３商港区建設の当初から、我が国の経済状態から見て、国土開発事業について

は疑問を呈してきたところであります。案の定、第３商港区の事業開始の折にも、事業がどう

なるか国の先行きが見えなくなったという時期もございました。現在、暫定供用までにこぎつ

けたとはいえ、災害復興の緊急事態があり、原発事故への対応、高齢化社会における社会保障

への対応など、国難ともいえる状況が続いております。  

さらに、特定重要港湾までも国際的な競争の波にもまれ、国の財政状況は、地方港湾建設に

まで手が回りきらないというような状況にあると聞いております。この状況からいっても、町

財政の安定のために必要経費だけ除いて町費の支出を抑え、事業を先延ばしするなどの工夫が

必要と感じ、全事業費から１億 5,000 万円を押さえ、財政調整基金に取り入れる。そして、町

民の生活のために使用することを最善と考えるところであります。 

また、自衛隊の協力につきましては、過去一貫して反対してきたことはご理解いただけるも

のと考えております。 

以上、組み替え動議案に賛成をする立場で申し上げました。 

○委員長（小西秀延君） ほかに討論はございますか。賛成討論含めております。  
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順番が逆になってしまいましたが、動議に対する反対討論を認めます。  

12 番、本間広朗委員。  

○１２番（本間広朗君） 本町は、昨年に引き続き大変厳しい財政状況にあります。白老町自

衛隊協力会連合会補助金につきましては、昨年の東日本大震災、自衛隊派遣は多くの国民に評

価されました。また、港湾建設費は本町の発展に寄与するものと信じ、子供からお年寄りまで

安心・安全なまちづくり、生活するための予算であると信じ、議案第 12 号 平成 24 年度白老

町一般会計予算に対する予算組み替え動議に反対します。 

○委員長（小西秀延君） ほかに討論をお持ちのお方はいらっしゃいますか。  

〔「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いたします。  

採決いたします。  

４番、大渕紀夫委員ほか１名より提出された、平成 24 年度白老町一般会計予算に対する予算

組み替え動議に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手少数〕  

○委員長（小西秀延君） 賛成者、３番、斎藤征信委員、４番、大渕紀夫委員、２名でありま

す。賛成２、反対９。 

よって、予算組み替え動議は否決すべきものと決定いたしました。 

次に、本案について続けて採決をいたします。議案第 12 号 平成 24 年度白老町一般会計予

算、原案のとおり決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） 賛成９、反対、３番、斎藤征信委員、４番、大渕紀夫委員、２名で

ございます。 

よって、議案第 12 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  

                                         

◎議案第１３号 平成２４年度白老町国民健康保険事業特別 

会計予算 

○委員長（小西秀延君） 続きまして、議案第 13 号 平成 24 年度白老町国民健康保険事業特

別会計予算を議題に供します。 

恒例により歳出から質疑に入ります。別冊の国民健康保険事業特別会計予算書 38 ページをお

開きください。 

質疑に入ります。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） 質疑なしと認めます。  

続きまして、44 ページから 59 ページまでの２款保健給付費、３款後期高齢者支援金等、４

款前期高齢者納付金等、５款老人保健拠出金、６款介護納付金、７款共同事業拠出金、全般に
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ついてであります。質疑のある方はどうぞ。  

〔「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。  

続いて、60 ページから 82 ページまでの８款保健事業費、９款基金積立金、10 款公債費、11

款諸支出金、12 款予備費、全般及び給与費明細表について、質疑のある方はどうぞ。 

〔「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。  

これで歳出が終わりました。  

次に、歳入に入ります。10 ページから 35 ページまでの歳入全般について、質疑のある方は

どうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。一点は、23 年度の状況を、何度も何度もこのことで

議論してきておりますから、本当に短くて結構です。23 年度の決算状況がどのようになるかと

いうことが１点。  

２点目、一般会計からの繰出金が２億 3,714 万 9,000 円ですか。ございますけれども、事業

区分での細目４点になっていますけれども、繰り出し基準、繰り出しの根拠、それを簡単に、

このようなことでルール分として、一般会計から繰り出しをするのです、繰り出しを受けるの

ですという点についてのご説明をお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） １点目の 23 年度の決算見込みの状況でございますけれども、３月

のときに補正を提案させていただきまして、そのときの状況でございますけれども、３月補正

時点で赤字見込みは 8,724 万円でございます。累積赤字が現在 2,633 万円ですので、これを合

わせると１億 1,357万円ほどになろうかと思います。23年度の当初予算と比較しまして、当初、

収支見合い分で、23 年度当初予算では１億 5,000 万円ほど見ていたのですが、３月の補正にお

きまして、赤字相当分は 8,000 万円ほどになりましたので、当初よりは 6,900 万円ほど縮減さ

れたということで 23 年度は決算を見込んでおりますけれども、まだ国の財政調整交付金とか、

２月分の診療費、医療費が確定しておりませんので、この 8,000 万円の単年度赤字が流動的で

はございます。ちなみに１月分が出たのですが、見込みより 2,000 万円ほど医療費が少なかっ

たので、補正のときには 8,000 万円でしたが、とりあえず 2,000 万円は縮減されると思ってご

ざいます。 

一般会計の 24 年度の操出金の関係ですが、23 年度と 24 年度の一般会計からの繰入金の表示

の仕方というか、項目立てが、23 年度には事務費分というのがなかったのですが、これが 23

年度のときに財政安定化支援分というところに事務分も含まれておりました。24 年度からは繰

り出し基準の項目に基づきまして、事務費分も表記するようにしております。これにつきまし

ては、事務費分については特に道の調整交付金を受けて、保健師３名分の道の調整交付金を受

けられるようになりましたので、その分を加味しております。それと、国保の運営にかかわる
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事務費分を繰り出しとして受けるものでございます。項目的にいきますと、出産育児一時金、

これにつきましては費用の３分の２、今回 20 名分の出産育児一時金を見ていますが、これは

41 万円。一人 42 万円なのですが、１万円分は国の補助が出る可能性がまだありますので、そ

れで 41 万円に対する 20 名分の３分の２の繰り出しを受けるということでございます。 

財政安定化支援分なのですが、これにつきましては交付税の算入額を基準に繰り出しを受け

ておりますけれども、その中身としては２つありまして、後納割保険税、これは保険税軽減世

帯による負担能力補てん分ということでございます。それと年齢構成差、60 歳から 70 歳によ

る給付費の動向分を繰り出ししてもらう分でございます。これは交付税算入の分でございます。 

それと、保険基盤安定分ということで、制度上のことなのですが２点ほどありまして、基準

超過費用額相当分というのがありまして、給付実績に基づいて、地域差指数 1.17 で、白老町の

場合は 1.18 ですので、その分を国、道、町が３分の１ずつ負担した中での繰り出しでございま

す。保険基盤安定化軽減費相当分、これにつきましては保険者支援分として、低所得者数に応

じて保険税額の一定割合を公費で負担する制度です。これも国２分の１、道４分の１、町４分

の１ということで繰り出しを受けております。 

それと、保険税軽減分ということで低所得者の保険税軽減分を公費で補てんされる制度でご

ざいまして、これにつきましては道４分の３、町４分の１の負担で繰り出しを受けております。 

もう一つは、福祉医療波及増高分、これにつきましては、実際に今三制度、福祉・医療を実

施しておりますので、その医療費が、かかりやすくなったことによって医療費がふえます。そ

れに対する国保のほうで国の補助だとかが減額されておりますので、その分の繰り出しを受け

ているということでございます。 

以上でございます。 

○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。一点だけ、今の部分は結構です。努力をしてうまく

いくと、２月分だと 4,000 万円くらい何とかなればいいかと思いますけれども、いずれにして

も、そうなったとしても、昨年度分含めると 8,000 万円くらいの赤字にはなりますね。その場

合は繰上充用で乗り切るのかどうなのか。それだけお聞きします。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 現在は、繰上充用対応になろうかと思います。その後、財政当局

と繰上充用した分をどうするかという協議をしなければならないのかと思ってございます。た

だし、かなり厳しい状況ですので、繰上充用したままなのか、あとは単年度収支が赤ですので、

それに見合った保険税、国保でいきますと一般財源は国保税ですので、それの見直しも必要に

なる可能性もあるのかと思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「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。  



 22 

これで歳入が終わりました。  

ここで歳入、歳出全般について、特に質疑漏れの方がおられましたらどうぞ。  

〔「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 13 号 平成 24 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。  

よって、議案第 13 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１４号 平成２４年度白老町後期高齢者医療事業特 

別会計予算 

○委員長（小西秀延君） 次に、議案第 14 号 平成 24 年度白老町後期高齢者医療事業特別会

計予算を議題に供します。 

平成 24 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ペー

ジから 29 ページまでの歳入、歳出全般について質疑に入ります。質疑のある方はございますか。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。当然これは後期高齢者連合会でやっているというこ

とは十分承知をした上で、何点かお尋ねをしたいと思います。連合会でいろいろ議論をして、

今回の場合は非常に上げ幅が少なかったということは理解した上で、基金２つとも全額取り崩

した上になおかつ下げているということは十分承知しております。そのことを承知した上なの

ですが、現実的には北海道が、この後期高齢者の医療費でいえば全国で２番目に高いという状

況だそうでございます。この後期高齢者の医療保険料についていえば、全国で 10 番目に高いと

いう状況だということも承知しております。ただ、被保険者一人当たりの所得は、全国 79 万

6,000 円に対し、北海道は 62 万 9,000 円なのだそうでございます。全道で 23 番目という状況

の中で、例えば年間 1,600 円といえども、平均所得が 62 万 9,000 円という状況の中では、私は

非常に厳しい状況だろうと。町として、この場合は一般会計から繰り入れるということにもな

りませんし、十分承知をしております。連合会は、今回は随分国に働きかけをして、上げ幅を

抑えるという努力をしたようですが、私はなお一層、北海道の市町村全体が、この後期高齢者

の保険料については下げる運動を、徹底的に国に対してやるべきだと。ですから、町村会であ
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れ、町村長さんも議員に 10 人出ているわけですから、私はそのような努力をきちんとすべきだ

ということがまず１点。町の姿勢として、国に対してきちんと求めるということをすべきだと

思うのですが、その点１点お尋ねをしたいと思います。 

もう１点、ここではかなりいろいろ話がありました検診の関係なのですが、検診が非常に低

いということが連合会の中でも議論されております。それで、平成 22 年度は全道では 10％く

らいの検診率、21 年度が 9.27％とか、非常に低いのです。予算を使わないで３分の２くらいは

不用額になっているというような状況のようですけれども、白老町のこの検診率の状況、また

連合会から保健師等々の指導の中で、この検診率を上げるようになっているはずなのですが、

その点での取り組み状況をお尋ねしたいと思います。 

○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） １点目の保険料をなるべく引き上げにならないような形での

国への働きかけと。そのような部分でございます。国保も合わせてなのですが、基本的には、

特に低所得者の負担軽減。ここの部分はいろいろ検討しなければならない事項と。そういうこ

とで押さえてございます。そういう部分では、私どものまちとしてはこの連合会のほうへ、直

接議会とかかわりを持っていませんけれども、町村会等の中で国保、またこの後期高齢者の医

療制度、そういう部分での地方負担の軽減。これは福祉と税の一体改革の中で、町側でいろい

ろ求めている部分、共通事項でございますので、引き続き町村会を通じながら、私どもとして

も国に働きかけるよう要請してまいりたいと考えております。 

２点目については、担当課長のほうからお答えいたします。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 後期高齢者の検診のあり方なのですが、一応 22 年度の実績につき

ましては 117 名で、受診率は 4.25％でございます。23 年度につきましても大体この 22 年度と

同じくらいの見込みになろうかと思います。 

それで、今委員がおっしゃったように後期高齢者の検診受診率が非常に北海道は低いという

ことで、広域連合自体に国のほうから、きちんととやりなさいという指導というのでしょうか、

入っているようなのですが、10％ですよと。事後指導というのでしょうか、23 年度に保健師を

採用して取り組みをしております。その中で、白老町としても広域連合と連携して検診に係る

費用はすべて広域連合からいただけますので、受診率がふえても一般財源の負担はございませ

んので、何とか受診者数を伸ばす努力を 24 年度には今までとは違う取り組みを検討しておりま

す。実際に受診も、高齢の方ですので結構病院に受診されています。そのようなものですとか、

事業所で検診を受けている方がいらっしゃったとしたら、そのようなデータを受領できるよう

な体制もとって、検診を受けた事後指導もしないと、検診を受けただけでは意味がありません

ので、どのようなことができるのか、24 年度については取り組みを考えております。今、全道

の 10％の平均に少しでも近づけて、後期高齢者の町民の方の検診受診数を伸ばしていきたいと

考えております。 

以上です。 
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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。理解できました。ただ、今答弁ありましたように、

これ広域連合が負担するのです。この制度が入ったときに高齢者は検診から外すのかというこ

とで議会でも随分議論になったのです。それは皆さん承知していると思うのです。そういう中

で実際検診制度ができて、ただで受けられるのに受けないというのは、やはりおかしな話だと

思うのです。ですから、ここは担当課長が言われたように、ぜひ努力をして最低 10％以上は受

けると。広域連合でお金がなくなったらどうするか知りませんが、とにかく今は不用額が出て

いるわけですから、このようなバカな話はないわけです。町民の健康を先ほど言ったように北

海道の平均所得というのは 62 万円ですからね。極めて低い、全国的に見たら 10 万円以上 15

万円くらい低いという状況の中ですから、そこで無料で受けられるということは、私はぜひ町

民の皆さんにきちんと徹底しまして、これで高齢者の方々がきちんと受けられるようにしてほ

しいということが一つ。 

もう一つ、実際に国は後期高齢者医療制度というのはなくすると１回言ったのです。今の国

の状況はどうなっているのか。これは最悪な保険制度だと思っているわけですけれども、１回

国がなくすといったものがまだ続いて、今年も予算でこのようになるというのはどうしてなの

か。今の国の動向がわかれば、それだけお尋ねしておきたいと思います。上げるというのは絶

対だめだと思っていますから。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 検診のことで、無料という言葉が委員のほうから出たのですが、

町のほうで実施する費用、広域連合と契約しているのですけれども、後期高齢者の方には 600

円負担していただいていますので、そのかわる費用は全額広域連合からいただいています。た

だ、一般財源が全然かかっていないという中身の無料。でも被保険者のほうは検診を受けると

きには 600 円を負担しておりますので、この辺だけ確認させていただきたいと思います。 

それと、後期高齢者の医療制度が本来であれば 25 年度で廃止になるということで、今実際に

後期高齢者の廃止法案を出しているのですが、その後の新しい高齢者医療制度、これについて

は地方、都道府県知事会だとかというのが、財政運営、公費負担のあり方が不透明だというこ

とで、非常に難航しているようです。廃止法案がとおるのかどうなのかもわからない状況で、

今後の国の動向を踏まえないと何とも言えない状況ではございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「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。  
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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 14 号 平成 24 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕  

○委員長（小西秀延君） 賛成９、反対、３番、斎藤征信委員、４番、大渕紀夫委員、２名で

ございます。 

よって、議案第 14 号は、原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

暫時休憩をいたします。 

休会 午後 ０時 ３分 

                                         

再開 午後 １時 ４分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じまして、会議を再開いたします。  

                                         

◎議案第１５号 平成２４年度白老町公共下水道事業特別会 

計予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 15 号 平成 24 年度白老町公共下水道事業特別会計予算を議

題に供します。 

恒例により歳出から質疑に入ります。下水道事業特別会計予算書 28 ページをお開きください。

28 ページから 37 ページまでの１款公共下水道事業、事業費全般についてでございます。質疑

のある方はどうぞ。 

13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 33 ページの施設管理委託料について伺います。下水道終末処理場運

転管理業務等包括委託料、これ 23 年度で契約の見直しをして５年の契約になったと思います。

昨年度と比較したら 500 万円くらい金額が落ちていますが、去年契約を見直して１年経過して

いますが、見直したことによる効果、あるいは反省点はあるかということと、５％の見直しに

なっていますから、その範囲内の 500 万円ほどの減額なのかという部分でございます。それと、

あえてお聞きしますが、委託業者はどこにしているのかと。何人の人員で管理しているのかと

いうことを伺います。 

次に、汚泥処分業務委託料です。これについては、委託先、どのような形の中で処理されて

いるのか。汚泥の研究をするために、業者もやっているはずですが、その辺の部分について伺

います。 

○委員長（小西秀延君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 大きく、終末処理場の委託の関係と、汚泥処理の委託の関係

の２点で、まず、終末処理場の委託につきまして４点ほどご質問あったかと思います。終末処

理場については、ご存じのとおりプロポーザルで本年度より５年間契約を結んだところでござ
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います。その効果ということでございますが、現在、委託先で本年度の実績をまとめてござい

まして、それに基づきまして、当然プロポーザルで、委託業者のほうからいろいろな取り組み、

例えば地元事業者を使うなど、それから地元調達。さまざまなことが示されてございますので、

それらが着実に実行されているかどうかにつきましては、これからそこの点を精査するという

ことになってございますので、現在のところどれだけ効果あったかということでは、ご説明で

きないような状況になってございます。また、反省点についてでございますが、特に処理場の

管理について、特段の問題点はここ１年間通じまして起きてございませんので、特に問題はな

いかというふうに考えてございます。また、どこに委託したかということでございますが、こ

れにつきましては、クボタ環境サービスのほうに委託をしてございまして、人員につきまして

は、現在９名体制で行っているところでございます。 

次に、汚泥処理の関係でございますが、現在汚泥処理につきましては、地元事業者の固形燃

料化と、もう一つは苫小牧の肥料化施設の２つで処分をしてございます。23 年度の実績として、

町内の固形燃料化施設のほうの体制が、若干職員が不足したりとかということの事情等もあり

まして、今年度については大体 60％が固形燃料化、残り 40％が肥料化施設でというような状況

になってございます。また、汚泥処理についての取り組む、研究とかということでお話しされ

てございましたが、下水道としては特別汚泥の処理について、今別な形での処理とか、そうい

う形での研究は進めてございません。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） この下水道の終末処理の運転業務はクボタ環境サービスと言いまし

たが、バイオマス燃料化施設の会社と同じという解釈でよろしいかということ。 

汚泥処理、これの委託先はどこなのか。先ほど苫小牧のほうへもと言われていましたが、業

者２つに分かれているのか、あるいは業者独占されているのか。その辺伺います。 

○委員長（小西秀延君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） １点目のクボタ環境サービスにつきましては、バイオマス燃

料化施設の委託と同じ事業者でございます。 

また、汚泥処理のほうの委託につきましては、町内の事業所については毛笠コンクリートで

ございます。苫小牧におきましてはトマウェーブでございます。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほか質疑お持ちの方。 

〔「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、38 ページから 55 ページまでの２款公債費、３款予備費全般及び給与費明細書、

地方債現在高見込み額調書、債務負担行為に関する調書についてであります。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〕 
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○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

これで歳出が終わりました。 

次に、債務負担行為、町債および歳入に入ります。初めに４ページ、５ページの第２表債務

負担行為および第３地方債についてであります。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） なしと認めます。 

続きまして、12 ページから 25 ページまでの歳入全般についてであります。質疑をお持ちの

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。 

歳入が終わりました。 

ここで歳入、歳出全般について、特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。 

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、24 年度末の起債の残高が 83 億 5,890 万

円というこことで、非常に白老の事業の中で一番起債の残高が多いわけですが、合流改善工事

がやや終わりに近付いていると思うのですが、そういう状況になった後、もちろん起債を減ら

していかなければならないということになるわけだけれども、大きな事業といいましょうか、

合流改善工事が終わった段階で大きな事業を、起債がたくさん使われるような事業があるかど

うか、その点だけお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） ただいま起債残高が多い中、合流改善事業進めていますが、

それが平成 25 年で終了すると。その後事業はどうなるかということでございますが、現在のと

ころ管渠の整備は中止するということで進めてございます。処理場の今後は、施設の改修、改

築等が主な事業内容になろうかと思います。今長寿命化等計画を行ってございまして、その中

等も含めて、今後の処理場の更新、延命化、これらを精査して進めていくという状況になって

ございます。 

ちなみに、現在の下水道事業の会計でございますが、これから起債残高は平成 29 年くらいに

かけてピークを迎えまして、それ以後減少するということに試算をしてございます。ですから、

明らかに減少してくるのは 35 年くらいになるのではないかという予測で、現在計画を進めてい

るところでございます。 

以上でございます。 

○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。わかりました。ということは、起債が一定限度減る

というふうになります。そしてルール分で町はお金を出していきます。そうすると、結果とし

ては水道会計のように企業会計のほうに移行できるような状況というふうになるのでしょうか。

それともずっと特別会計でいくのかどうか、そのあたりの見通しをお尋ねしたいと思います。  
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○委員長（小西秀延君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 下水道事業の特別会計の企業会計化へという観点でのご質問

かと思いますが、現在、会計基準の見直しが行われてございまして、その中で法適用の範囲拡

大ということで、現在任意になっている下水道事業等の会計の法的化が検討されている段階で

ございます。我々の認識としても、将来的には恐らく法的化されるのではないかというふうに

とらえてございますが、現在の段階では、赤字経営が一般会計から繰り出しを受けて、なくな

ったということを踏まえて、当然、効率的な事業と利用者への会計の明文化というのですか、

そういったことを踏まえますと、当然企業会計化というのは必要ではないかというふうに認識

はしてございますが、現状ではまだ資産管理の点だとか、いろいろな面で相当数のお金がかか

るというようなことにもなってございますので、それら状況を踏まえて検討していきたいとい

うふうには考えてございます。 

○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） 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 15 号 平成 24 年度白老町公共下水道事業特別会計予算、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 15 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第１６号 平成２４年度白老町学校給食特別会計予 

        算 

○委員長（小西秀延君） 続きまして、議案第 16 号 平成 24 年度白老町学校給食特別会計予

算を議題に供します。 

学校給食特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ページから 19 ページまでの歳入、

歳出全般について、質疑をお持ちの方はどうぞ。 

８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。一つお尋ねします。17 ページにある温食等材料購入

委託料についてです。この委託先について、委託先の雇用の状況もしくは温食の材料の購入に

当たって、町内経済に対してどの程度配慮されているか、町として把握されているかどうか伺

います。  
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○委員長（小西秀延君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 材料購入の委託先でございますけれども、現在白老振興社のほう

へ全部委託ということで進めております。状況についてはご承知かと思いますが、健全な経営

ということで進められていると認識しております。 

購入先については、基本的には地元が最優先、その後管内、道内、道外とこのような状況の

中から食材については購入を進めているわけなのですが、雇用の状況としましては、公社とし

ては多くの事業を抱えておりますから、従業員としても当然多くの従業員数としては抱えては

ございますけれども・・・ 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩をします。 

休会 午後 １時２１分 

                                         

再開 午後 １時２４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。  

田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 材料の購入そのものを振興公社のほうへ委託をしているわけなの

です。公社のほうで手配して納入していただく、このような仕組みになります。調理をする人

間とは別の形になります。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩をします。 

休会 午後 １時２５分 

                                         

再開 午後 １時２７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。  

田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 再度お答えしますが、業務の形態としては委託になりますので、

センター側からは栄養士のほうで食材、これとこれを買うというのを決めます。そのものを振

興公社のほうへ発注を依頼するわけです。そうすると振興公社側のほうで、契約を結んで各業

者側から購入すると。このような仕組みになっているのですが、購入先については、先ほど申

し上げたとおり、まずは地元、そして地元がなければ管内、道内、道外とこのような流れの中

で食材購入は行っております。ちなみに、地元の発注率なのですが、全体の 27.4％が町内から

購入という形になっております。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員、よろしいですか。 

○８番（広地紀彰君） わかりました。  

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「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。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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 16 号 平成 24 年度白老町学校給食特別会計予算、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 16 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１７号 平成２４年度白老町港湾機能施設整備事業 

特別会計予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 17 号 平成 24 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予

算を議題に供します。 

港湾機能施設整備事業特別予算書４ページをお開きください。第２表地方債について、質疑

に入ります。質疑のあります方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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 17 号 平成 24 年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 17 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１８号 平成２４年度白老町墓園造成事業特別会計 

予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 18 号 平成 24 年度白老町墓園造成事業特別会計予算を議題

に供します。 

墓園造成事業特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ページから 34 ページまでの歳
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入、歳出全般及び地方債現在高見込み額調書について質疑に入ります。質疑のございます方は

どうぞ。ございませんか。 

〔「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。 

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 18 号 平成 24 年度白老町墓園造成事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

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 18 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１９号 平成２４年度白老町介護保険事業特別会計 

予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 19 号 平成 24 年度白老町介護保険事業特別会計予算を議題

に供します。 

介護保険特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ページから 67 ページまでの歳入、

歳出全般から給与費明細書、債務負担行為に関する調書までについて、質疑に入ります。質疑

のございます方はどうぞ。 

「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 19 号 平成 24 年度白老町介護保険事業特別会計予算、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕  

○委員長（小西秀延君） 賛成９、反対、３番、斎藤征信委員、４番、大渕紀夫委員、２名で

ございます。 
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よって、議案第 19 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第２０号 平成２４年度白老町立特別養護老人ホーム 

事業特別会計予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 20 号 平成 24 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会

計予算を議題に供します。 

老人ホーム特別会計予算書 10ページをお開きください。10ページから 30ページまでの歳入、

歳出全般および地方債現在高見込み額調書について、質疑に入ります。 

質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「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。 

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 20 号 平成 24 年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 20 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第２１号 平成２４年度白老町立介護老人保健施設事 

業特別会計予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 21 号 平成 24 年度白老町介護老人保健施設事業特別会計予

算を議題に供します。 

介護老人保健施設特別会計予算書 10 ページをお開きください。10 ページから 41 ページまで

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

す。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

〔「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。 

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。 
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これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 21 号 平成 24 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 21 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎議案第２２号 平成２４年度白老町水道事業会計予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 22 号 平成 24 年度白老町水道事業会計予算を議題に供しま

す。 

別冊の水道事業会計予算書 18 ページをお開きください。18 ページから 24 ページまでの収益

的支出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、次に入ります。収益的収入、17 ページをお開きください。

質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次に、資本的支出、26 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次に、資本的収入、25 ページをお開きください。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次に、３ページおよび８ページから 10 ページまでの債務負担行為、企業債および給与費明細

書について、質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

全般について、特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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 22 号 平成 24 年度白老町水道事業会計予算、原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 22 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第２３号 平成２４年度白老町立国民健康保険病院事 

業会計予算 

○委員長（小西秀延君） 議案第 23 号 平成 24 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算

を議題に供します。 

別冊の病院事業会計予算書 20 ページをお開きください。20 ページから 31 ページまでの収益

的支出から質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「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。 

次に、収益的収入、19 ページをお開きください。 

質疑のございます方はどうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。昨日から病院の繰り出し金のことで大分議論もござ

いました。ことしの、24 年度予算は前年度に比べて、実績にきちんと合わせていくのだという

ことで、かなり入院収益、外来収益ともども相当減額をしております。また、ルール計算で出

している分のうち、真水で出している部分は１億 7,000 万円くらいあるのではないか。この分

については、努力をしてやってくれというきのうの中で、努力しますというような答弁がござ

いましたけれども、努力する範囲というのは、結論的に言えば今までずっと議論してきた中で、

医師が確保されていなければ根本的に解決にならないわけです。そういうことでいうと、これ

だけは実態に合わせたという、入院収益、外来収益で減らしているのだけれども、これも５人

の医師が確保されたということでの、減らしたけれどもことしの予算は５人の医師が確保され

るということを前提に立てる予算だと思っていいのかどうか。第一点。 

それともう一点、内科医が確保されたというふうに言っておりましたけれども、差し支えな

い範囲で、どのようなお医者様が来られて、何が専門だとか。そのようなことを言ってはだめ

ならいいのですが、言ってよい範囲で教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今年の予算立てでございますが、予算の説明の中でさせていた

だいたとおり、道と総務省のほうから指導がありまして、現実に合わせろと。５名というのは

過大ではないのかと、今の医師の確保の状況から見てかなり過大ではないのかと。現実路線と

して、何とか内科医１名を確保して、内科医は何とか３名体制をとりたいという中で、ほぼ何
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とかなるのではないだろうかという見通しの中で、本年度の予算につきましては４名体制とい

うことで組ませていただております。５名になれば当然その分は人件費もふえますけれども、

それなりの医療収益はあろうかと思います。ですから、そういった意味で 1 億 7,000 万円。少

しでも減らすような努力は病院側として、していきたいと思います。 

差し支えなければ、内科医のお話ということであったのですが、詳しくは 26 日の行政報告の

中で、お名前、経歴等については報告させていただきたいと思っております。道南の病院の副

院長先生、全般的には内科を広く見ておられる方で、消化器内科も十分できるということです

ので、内視鏡等の検査についてもやっていただけるのかなと考えてございます。 

以上でございます。 

○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。言っている意味わかりました。現実問題として、そ

う考えたときに、１億 7,000 万円は真水で出さなければいけない。ということは、最低条件と

して、外科医の確保がなければできないわけです。今までずっと議論してきたのですが、この

部分についていえば、答弁は、町長も事務長も、大学に行っております。という答弁なのです。

それ以上踏み込めないと思うのですが、結論的に言えば外科医の確保がなければ解決しないと

いうふうに思うのです。この問題は。新たな手だてがあるかどうか知らないですが、分かりま

せんけれども、そこをどうやってやるのか、どのように質問していいのかわからないのですが、

議会としては聞くだけで入れないというのではどうにもならない。どうやって外科医を確保し

て、どうするのかというあたり、もう少し外科医の部分でないですか。 

○委員長（小西秀延君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） これまで、医師の確保については、さまざまな形で努力をして

きているということについてはお話しをさせていただいております。幸い内科医につきまして

は、今回、道の地域医療財団のほうからご紹介を受けて、候補を３つ上げられたそうです。３

つの中から私どもの病院を選んでいただいたという形で内科が決まっております。 

大渕委員おっしゃるとおり、外科医の確保というのが最重要課題になっております。先般も、

町長と院長と札幌医大の第１外科のほうへ行きまして、教授のほうへお願いしまして、何とか

配慮していただけないだろうかと。大変厳しいというお返事をいただいておりますが、現在、

札幌医大の第１外科の同門の先生について、交渉中であります。私のほうからは交渉中という

ことだけで勘弁していただきたいです。なんとか来ていただけるように努力をしている状況で

あります。それとあわせて、このような時代になりましたので、一つは民間のドクターバンク

の利用、現在内科１名がドクターバンクで採用させていただきますので、そういったところを

積極的に利用していくというのもありますし、最終的には医局にお願いするというのが一番、

先生を確保する上では医局にお願いするのが一番なので、そういった形の中で現在努力をして

いるところです。もちろん町長も、札幌医大の第１外科のほうへ行っていただいて、教授のほ

うへお願いしているような状況であります。 

以上です。 
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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。いいのかなと思ったのですが、交渉中だというのだ

けれど、可能性としては幾らかあるということで考えていいのかどうか。そういう明るいニュ

ースもほしいのです。交渉中だからわからないということになるのかもしれないけれど、答弁

できる範囲があったら、答弁願いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 来週、内科医の報告をさせていただく予定なのですが、外科医につき

ましても、交渉中なのは間違いないのですが、話の進みぐあいとしては、可能性は高いと思っ

ております。院長初め、お願い活動が実ったのかと思っておりますので、よい報告が早くでき

るようにしたいと思っております。いいところまでいっています。  

○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） なければ、次にいきます。32 ページをお開きください。資本的収入

支出の全般について、質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） なければ、次へいきます。２ページおよび７ページから、12 ページ

までの債務負担行為、給与費明細書および債務負担行為に関する調書について、質疑のござい

ます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

続いて、全般について、特に質疑漏れの方がおりましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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 23 号 平成 24 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕  

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、議案第 23 号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

                                         

◎審査結果報告書作成の議決 
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○委員長（小西秀延君） 以上をもちまして、本特別委員会に付託されたすべての議案の審査

を終了しました。 

なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） 一言、閉会のごあいさつを申し上げます。 

この３日間にわたりまして、平成 24 年度の予算審議に関して私の進行、大変不慣れでご迷惑

をかけた点もございましたが、ご協力をいただきましたことに感謝を申し上げ、閉会のあいさ

つとさせていただきます。ありがとうございます。 

これをもって予算等審査特別委員会を閉会いたします。 

（午後 １時５１分）  


