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◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） こんにちは。ただいまから、第４回白老町総合計画調査特別委員会

を開会いたします。 

 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 

◎調査事項 

○委員長（吉田和子君） じゃ、事務局の方から説明いたします。 

○事務局長（山崎宏一君） このことについてはですね、先般６月１日だったでしょうか、本

会の特別委員会を開催いたしまして、いろいろ意見、資料の要求がございました。 

また、日にちを区切りまして、７日までということでいろいろ意見、資料の要求が併せてご

ざいましたので、先般別にですね、この作成いただきました資料等について、お配りしてござ

います。 

今日、お持ちだと思いますけれども、もしお忘れの方おりましたら、ちょっと一言声をかけ

ていただきたいなと思っております。 

それと、今日ですね、若干資料もお配りしてございますので、そういうことでよろしくお願

いしたいと思っております。 

このですね、いろいろな意見、また資料の件数も非常に、一覧表をお渡ししてございますけ

れども、多くなって、企画課はじめ関係課にはですね、非常にこの時間の制約の中でお願いを

して、非常に努力していただいてございます。 

そんなことで、資料の配布をしてございますので、確認方お願いしたいと思ってございます｡ 

それと、時間的なことなのですけれども、一応次の日程もございますので、遅くとも４時３

０分までには、この委員会を終了したいと。もし、まだ時間を要するということであれば、後

ほど委員長の方からお諮りしますが、再度また日程調整ということになりますので、その辺も

お含みいただきたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 資料、皆さん大丈夫でしょうか。お持ちになりましたでしょうか。

じゃ、進めていきたいと思います。 

最初に、５月の１日に特別委員会を開催いたしまして、６月の１日ですね。皆さんからいろ

いろな意見等、質問等いただいて、資料の提出も出していただいたのですが、その中で、ちょ

っと委員長、副委員長とも相談いたしまして、見させていただいた中で、基本構想に関わるこ

とと、実行計画の方に関わっていることと、ちょっと両方出てきているのですね。 

 それで、ちょっと両方一緒にやるということはちょっと不可能ですので、まずは基本構想に
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ついての議論を深めて、その上で、その後に実行計画に対してありましたら、やっていきたい

というふうに考えておりますので、意見、質問等の中でも、実行計画に関わることは、後ほど

というような説明もあるかと思いますけれども、その辺は了解していただきたいというふうに

思います。 

 では、今回いただいた資料、総合計画と予算のシステムについてと、現在も進めている策定

作業の経過とその内容。それから、基本構想と実行計画のそれぞれの位置付けと、先ほど言い

またように、相違点。で、現在進めている策定の内容の修正。修正したものを、新しいもの皆

さんに届いていると思いますけれども、そのことについての説明をいただきたいと思います。 

 その上で、基本構想に関しての質問、その上で説明に対しての質問をしていただいて、で、

あと意見等についてはその後、説明をしていただくことになると思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 じゃ、お願いいたします。企画課長、お願いいたします。 

〇企画課長（岩城達己君） それでは、私の方からまず、第４次総合計画の全体について、私

の方から概要を説明させていただきます。 

で、私が終わりましてから、第４次白老町総合計画の基本構想部分、事前にお配りしてござ

います基本構想。それから、実行計画がどういうものかという部分の関係、これについて、担

当係長の方から。それから、最後になりますけれども、６月１日の特別委員会で、それぞれご

意見いただきました。その内容を、どのように整理させていただいたか。その点について、担

当主幹の方から。大きく３つに分けて、説明申し上げたいと思いますので、ご了解いただきた

いと思います。 

まず、始めに私の方から全体ということで、ご説明させていただきたいのですが、今日新た

にお配りしました資料で「総合計画の構成」という、Ａ４版の横書きになったものでございま

す。このプリント１枚ものでございますが、この１枚の資料、これを見ていただきたいと思い

ます。 

ここに、右上の方に参考資料というふうに書いてございますが、現在第４次、④基本構想(８

年)という部分でございます。 

これにつきましては、枠内に書かれてございますが、基本構想は町の将来目標、つまり理念

構想像と目標達成のための基本的方向性、政策方針を明らかにしたものでございます。 

で、これにつきましてはご承知のとおり、地方自治法第２条４項の中に記載されていますよ

うに、これ議会の議決を得ると。市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を

経て、その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに

則して行うようにしなければならないという部分がございます。 

こういうことがございまして、現在第４次の基本構想について、ご審議をいただいていると

いうものでございます。 

じゃ、その構想だけでいいかと言いますと、構想のその次に、点線を引いてその下でござい
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ますが、⑤実行計画というのがございます。 

この基本構想の掲げてございます、将来目標。これを実施・実現するために、この実行計画

という、個別の事業を展開していくと。こういうふうにご理解いただきたいと思います。 

この枠内でございますが、実行計画は基本構想に基づき、施策や事業の体系を明らかにして、

具体的事業、政策達成手段の取り組み予定を示すものというふうになってございます。 

で、さらにこの実行計画は当然予算という部分が絡んできます。それぞれ、１６・１７・１

８・１９と。今回のこの実行計画は、全期４カ年。平成１６年から１９年の実施していく部分

を網羅してございますので、当然その部分が予算と絡んできます。 

先にご説明してあるところですが、この予算というのは、当然財政総合対策プロジェクトと

も整合性を図りながら、投資的予算目標額２億５千万円、そういったもの。あるいは、起債の

充当可能目標額。そういったものをですね、たたき台にして、この実行計画をＡランクという

形で記載しているものでございます。 

で、今回この基本構想の８カ年、平成１６年から平成２３年までの期間でございますが、第

３次と大きく違っている点がございます。今回の第４次総合計画につきましては、基本構想と

それから実行計画という、いわゆる二層構造に展開してございます。 

で、第３次につきましては、平成６年から平成１５年の１０カ年という基本構想期間でござ

いまして、基本構想の①、それからその下にございますが②ということで、基本計画５カ年。

これは前期計画と後期５カ年というふうに、前期は平成６年から１０年まで。後期につきまし

ては１１年から１５年までと。５年５年、基本計画というふうに分かれてございます。 

さらに、③の今度はその実施計画ということ、これは３カ年でローリング方式という展開の

仕方をしてございます。ですから、最初の例えば後期でございますと、平成１１・１２・１３

というのを実施計画の３年に、計画に盛られた部分は、翌年、平成１２年になると１２・１３・

１４というふうに、３年ごとにローリングしていくと。こういう形をとってございました。 

で、この辺、第３次の反省点も踏まえて、今回第４次の二層構造にしたという部分がござい

ますが、どうしてもその実施計画という部分がローリングするという部分で、取捨選択と申し

ましょうか、いろいろ計画に盛られたものが、ローリングしていくことによって、はっきりこ

う見えてこないという部分がございました。 

それで、今回の実行計画は、既にお手元の方にお配りしているとおり、４年間にどういうこ

とをやるのかということがはっきり打ち出してございます。これにつきましては、いろいろ時

代変化で、どうしてもやらなきゃならない部分が出てくる可能性もあります。そういう部分は、

ローリング方式じゃなくて、入れ替え方式と。何かの事業を我慢しなければならないと。そう

いうことは、計画委員会という組織の中で議論して、また議会とも相談しながら、そういった

ものを進めていくという形になってございます。 

第３次につきましては、基本構想、基本計画、実施計画と。で、①の基本構想１０カ年につ

いて、議会のご承認をいただいて、議決を得た状況でございまして、第４次につきましても④
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の基本構想８カ年。これについて、議会の議決をいただきたいというものでございます。 

当然、３次の部分では基本計画部分で基本構想に入る部分、そういったものもございます。

ですから、施策の大綱ですとか、そういったこともしっかり構想の中で位置付けております。 

そういう中で、今回の総合計画の構成という部分で、内容をまとめさせていただきました。

この後、順に７月の１日付で皆さまのお手元の方に事前配布させていただきました、まず、基

本構想について、担当係長からご説明申し上げたいと思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、高橋企画係長。お願いします。 

○企画係長（高橋裕明君） それでは、私の方から事前にお配りしております基本構想案、実

行計画案をご説明させていただきます。 

まず、前回お配りしましたのは５月１０日、議会の全員協議会に提出させていただいた計画

案でございます。 

その後、意見の提案、最終的な募集として、６月の１日から１６日の間に審議会の委員、町

民、団体、行政職員、議会の皆さまからも意見をいただき、それを取り込みながら今回の案を

作成してきたということでございます。 

この間、多くの方から助言やご意見などを参考にしながら、今回の提出案を作っております。

計画の構成ですとか、要点の明確化、文言の修正などを行いまして、全体的な整理を行いまし

た。 

で、まず基本構想案についてでございますが、この前回との大きな改善点・修正点について、

先にご説明いたします。 

まず、各項目・表題の後に要点ですとか、その構成などを簡潔にまとめた囲みこみを付けて、

整理いたしております。 

それから、基本構想の７ページ目でございますが、基本構想の概要ということで、基本構想

の概要を示すものを図化して、分かりやすくしていると。これはまた後ほどご説明いたします。  

それから、前回の提出の案からは、計画の位置付けという部分を、今回は第５部の計画を推

進するためという所に移動し、後ろの方に持っていって、その原則。さらに、その原則に策定

手続きと改定手続きというものを追加したということでございます。 

それから、第３部のまちづくりの方向性の中で、まちづくりの指針というのが５項目示して

おりましたが、協働のまちづくりというものの指針の位置付けを変えまして、基本姿勢という

ことに変えております。 

それから、次に目指すべき将来像の中で、地域産業の活性・・・。後でページを追ってご説

明いたしますけれども。新しい方の１０ページですが、１０ページ目の下の方に３つの基本目

標というものを明示して強調しております。 

それから、１１ページにつきまして、人口の姿。これについては２２，０００人を２１，５

００人。訂正しております。 

それから、１８ページになりますが、以前これを推進するための基本姿勢というものと、推
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進の主体と役割というものが違うページに載せてありましたのが、今回その町民・議会・町長・

行政のそれぞれについて基本姿勢と、その推進の役割というものを一体化したという点がござ

います。 

それから、２３ページでございます。２３ページ以降、都市計画の方針というものが、前回

は１１ページに渡る文章でありましたけれども、今回はそれを箇条書きですとか、図表、表に

直すことで、４ページにまとめております。 

そして、その後に都市構造図と土地利用図という図面を追加しております。 

それから、２７ページの地域別の振興方針につきましては、最初に冒頭部分に概要説明を追

加しております。 

３０ページ。分野別の施策大綱につきましては、これも冒頭部分に導入部分を追加し、あと、

施策の構成の中に政策方針というのを追加しております。 

そして、最後のページに、一番最後３７ページに施策の大綱ということで、重点プログラム、

１０の重点プログラムとの関係をまとめたものを追加しております。 

これが大きな変更点の概要でございます。 

それでは、１ページから簡単に説明していきたいと思いますが、まず１ページに基本的構想

の展望という部分がありますが、ここは、まず最初にその新しい時代を開いていくために、基

本構想、新生白老２１プランというものを作っていきますよというところの説明でございます。 

それから、２ページ目に、それではその作っていくに当たりまして、地域はどういうふうに

変わってきているのだろうかということで、少子高齢化、高度情報化、経済のグローバル化、

社会的弱者の参加というような変化が生まれてきていて、その中から自分たちの町は自分たち

で作るという自治の理念と、厳しい財政需要の中で適正に進めていく政策選択が必要である。

それをもって、地域が活力を持って自立していこうというようなくだりの部分でございます。 

そして３番目、３ページに、ここは前回視座という表題が付いておりましたが、今回は新し

いそういうふうな特徴ということで、この総合計画による新しい取り組みが、目標達成できる

ようにということで、この今回の総合計画の特徴が、７点。整理されております。 

それで、４ページ目に、それでは基本的な構想ということで、前提部分のくだりがございま

すが、この総合計画基本構想は、総合的・計画的なまちづくりの方針ですということで、この

策定のねらいとしましては、最近の政策の重点は地域の暮らしづくりですよということで、そ

のことを課題と取り組みについて、皆さんで共通認識をして、協働によって目標達成していき

ましょうという意味合いでございます。 

で、次に、まちづくりの課題として、これまでの推移と現状の課題を書いております。 

で、６ページにこの総合計画の構造といたしまして、これも何回か説明しておりますが、今

回の総合計画は基本構想と実行計画の二層構造で８年。で、実行計画４年４年という形の構造

をしておりますということでございます。 

そして、その６ページの下でございますが、体系ということで、総合計画の基本構想があっ
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て、実行計画を作るに当たっては財政ですとか、行革、基盤整備の都市マス。そういうものの

制約を受けながら、実行計画を策定していくというような構造になっていますということです。 

そして、次に７ページでございますが、ここがこの基本構想の全体を表すページとして追加

しておりまして、まず、まちづくりの理念。これは８カ年の計画期間にこだわらず、白老町が

将来的に目指す理念として、誰もが幸せを実感でき、心の豊かさとやさしさに満ちた元気で魅

力あふれる町と。 

いわゆる、幸せを感じる町というものを、この究極のまちづくり理念としましょうというこ

とであります。これは、９ページに説明があります。 

そして次に、この８カ年で目指すべき将来像と基本目標というのは何かということで、８年

後にその目指すべき将来像として、町民が主人公、活力あふれる町にしようということが将来

像でございます。 

その、町民が主人公、活力あふれる町の将来像を達成するための３つの基本目標として、町

民生活の安定化、地域産業の活性化、地域自治の充実という、この３つの目標を目指してこの

町民が主人公、活力あふれる町というものを達成していきましょうということでございます。 

そして、それらを進めるに当たりまして、そのまちづくりの基本姿勢としては、白老町では

協働のまちづくりというものを基本姿勢に進めますということでございます。 

その進めるに当たっての指針として、４つの安心なまちづくり、自主自立のまちづくり、元

気なまちづくり、積極的なまちづくりというものを、指針として進めていきましょうと。 

で、実際にそれらを達成していくための取り組みとして、重点的に行う１０の重点プログラ

ムを示し、それらのまちづくりをこの町民・団体・事業者・議会議員・町長・行政職員、こう

いう推進する主体として、将来像を達成していきましょうということを示したものが、基本構

想の概要となりますということでございます。 

で、８ページ以降がそれらの詳細の内容になります。８ページにその協働のまちづくりとい

う、まちづくりの基本姿勢と４つの指針。そして９ページからは、二番目にまちづくりの理念

ということの説明。１０ページに目指すべき将来像と３つの基本目標ということで、書いてお

ります。そして１１ページに、将来の人口の姿ということで、２０１１年には推計で２０，５

００人と。想定人口で計画を進めることによって、２１，５００人を達成していきましょうと

いうことでございます。 

そして１２ページ目から、それではこの計画の実現方策。実現していくための方法として、

どういうことがあるかということで、基本的に取り組む重点プログラムを示して、そこに力点

をおきながら、３つの基本目標である地域産業の活性化、町民生活の安定化、地域自治の充実

というものを達成していきましょうということで、１４ページからは、１４ページ・１５ペー

ジにはその重点プログラムの主な内容を簡潔に示したということであります。 

例えば、白老ブランドの推進というものがござますけれども、これにつきましては、その地

域資源。地場資源をまず見つけ、育て、そしてそれを産業連携によって高め、それを認知度ア
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ップ、ＰＲ等を図りながら、顧客・販路を拡大し、信頼・個性の向上を図りながらブランド化

を進めていきましょうというような説明書きをしております。 

１６ページには、それではこの計画を進めるためにということで、まずこの計画の位置付け

を明確にして、その計画を進めるに当たっての基本方針、原則というものを書いております。 

特に１７ページの下の方ですね、計画の改定手続きというものを追加しておりますが、先ほ

ど課長からもご説明ありましたが、前回までのローリング方式でなく、入れ替え方式という形

で、これまでの時代よりもさらに厳しい財政制約を受けておりますので、どうしてもローリン

グ方式ですと事業を拡大していくと、付け足していくという方向にありますので、いわゆるス

クラップアンドビルドという考え方に立ちまして、新しく必要になった事業をやる場合には、

何かを入れ替えていこうというのが基本、原則として考えていこうということで、改定の手続

きを行うということでございます。 

そして、１８ページ・１９ページには、この計画を進めるためにはみんなで進めていく必要

があるということを基本原則に、町民・議会議員・町長・行政職員というものの推進するため

の基本姿勢と、その役割と言いますか、そういうものを記載しております。 

そして、２０ページからは、具体的に進めるための体制と方法ということで、新たなそうい

う改善を行いながら、計画の実効性を高めていきますというような内容が書かれております。 

そして、２３ページからは基盤整備の関係ですが、都市計画の方針として、まず基本的な考

え方として将来の都市構造や土地利用、都市施設の配置や整備の方針をここで示しますという

ことで、将来の都市構造として交通軸。前の表現は交流軸という表現でしたが、ここでは交通

軸ということで、変えました。交通軸と都市拠点を示しますということで、記載のとおりでご

ざいます。 

それから３番目、土地利用の方針ということで、この土地利用は秩序ある調和のとれた集積

を図る地域性豊かな土地利用を推進していきますということを基本方針にしております。 

で、施設計画の方針として、交通体系・港湾・公園緑地・河川・処理供給施設・住宅住環境・

その他の公共施設というものの方針を、以下の表にまとめております。 

で、５番目、都市環境の方針として、自然環境・都市景観・都市防災というものの方針をま

とめております。で、その都市構造図と土地利用図については、Ａ３版の大きく図化、図面に

おとしたものとして整理されております。 

続きまして、２７ページの地区別の振興方針。これは、生活の場である各地区の発想を尊重

して、まちづくりを進めるために、地区ごとの将来発展方向を展望して、それぞれ方針をまと

めておりますということで、社台・白老・森野地区、石山・萩野・北吉原地区、竹浦・飛生・

虎杖浜地区という３つの地区でそれぞれの方針を示しますということで、内容につきましては

大きな変更はございません。 

で、３０ページからの最後の分野別の施策大綱につきまして、この基本構想の目指すべき将

来像を実現するために、このまちづくりの施策というものを、この５つの分野に分けて進めて
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いきますということで、生活環境の向上から町民活動・行政活動の充実まで、５つの分野があ

ります。 

で、特にこの基本構想では、政策項目に対する基本方針を明確化するということで、政策方

針の部分を追加しております。 

で、最後の３７ページになりますが、先ほども申しましたように、じゃ重点プログラムとこ

の分野別の関係はどういうことかということで、重点プログラム。これも先ほどご説明しまし

た白老ブランドの推進とか、港を生かしたまちづくり、雇用の拡大というものは産業の振興の

分野ですよということで整理をしております。 

ここまでが基本構想として、この８年間どういう方向で、どういう政策方針を持って進めて

いくかという部分の基本構想の計画でございます。 

続きまして、それじゃ実行計画の方の概要をご説明しますけれども、以前まで出していた実

行計画案との大きな違いは、最初の１０ページまでの間です。ここで具体的な計画、この実行

計画を立てるためのそういう目的ですとか、概要についてご説明しております。 

で、１ページのはじめにというところに、第４次総合計画のこの実行計画は基本構想に基づ

いて、将来像である町民が主人公、活力あふれる町を目指す３つの基本目標である地域産業の

活性化、町民生活の安定化、地域自治の充実を達成するための具体的施策と取り組みを、分野

別・地域別の政策項目ごとに整理しましたということでございます。 

で、特に３段落目、さらにというところで、事業の実施に係る財源は最近の財政事情を考慮

し、財政改革プログラムが示す財源枠内に調整するために、取り組み項目を優先付けを行って

いますというところと、次の段落の、基本構想を展望する町の将来像を実現するために、行政

改革の取り組みとも連携しながら、町民のための行政システム確立と、質の高い政策執行体制

の構築を進めますということを書いております。 

そして、２ページ目にこの実行計画の概要として、これまで町で進めてきた中での現在持っ

ている懸案事項ですとか、これから予想される大型事業というものの状況を整理し、３ページ

に表にして表しております。 

で、次のページにはその大型事業等を図に示して、事業箇所図というものをつけております。 

で、４ページにはその財政改革プログラムとの関係ということで、財政見通しということで

書いております。 

で、前段は財政改革プログラムで示された内容が書かれており、特に右側の列の真中に括弧

書きで投資的事業財源の見直し内容ということで、これまで一般財源が３億規模できたものを

５千万円削減し、２億５千万円ということで、この４カ年では１０億円を目途に、その財源枠

の中で進めますということでございます。 

そして、５ページ目にその一般会計・特別会計、これは事業費と書いてありますのは、いわ

ゆる今まで政策的事業と言われたものの事業費の積算でございます。 

そして、今回新たにその一番下の表にありますが、投資的経費のＡランク部分の集計を載せ
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ております。 

これで、一番右下の一般財源の集計で、９億３，６００万円ということになっております。 

そして、６ページ目には、その行政改革実施計画の関係と行政運営について、左側の部分は

行政改革で示しているように、住民自治を基本とした行政システムの確立という目標について、

この計画を推進するために、政策制度の改善ですとか、組織体制の改善、資源活用体制の改善

というものを進めて、実効性を上げていきますということで、その内容が書いてあります。 

９ページに、この実行計画の進行管理ということで、財政調整による進行管理と、政策的事

業の進行シートというものを使った進行管理と、評価による進行管理をしていきますというこ

とが載せられております。 

そして最後、１０ページにこの実行計画書の見方ということで、分野別、政策別、施策別、

取り組み別というような形で、この実行計画を作っていますということで、特にこれまで基本

計画と実施計画というものが２つ分かれていたのですが、基本的には基本計画にはこの施策と

書かれている部分ですね。施策目的と施策目標がありますが、この部分を基本計画と言ってい

たものです。 

そして、下の取り組み事務事業の内容を書いたものが実施計画と言われていたものですが、

これを今回はくっつけて実行計画ということにしたということで、この事務事業の具体的な取

り組みが、何の目的のためにやられるかというものの連動を図ると言う意味では、今回施策と

事業を一緒に考えながら進めていこうということで、実行計画を構成しております。 

以上、簡単ですけれども、基本構想と実行計画についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） はい、岩城企画課長。 

○企画課長(岩城達己君) ２点ほど補足させていただきたいと思います。 

ただ今、基本構想と実行計画、修正点についてご説明申し上げたところでございますが、こ

れにつきましては、過日５月の１１・１２・１３と三日間、社台から虎杖浜の各地域に出向い

てですね、この内容について、前回４月の下旬だったと思いますが、全員協議会の中にお配り

させていただいた内容について、ご説明しました。 

で、町民の方からですね、もっとこうした方がいいと、そういったご意見をいただいた部分

もございます。 

それと、６月１日の本特別委員会で、各議員さんからいただいたご意見。これらを網羅した

部分が、今回修正させていただいた内容になってございます。 

この後ですね、また担当の方から、今度皆さんからいただいた意見をどういうふうに変えて

いったかということもご説明いたしますが、私どもの勝手なお願いと言いましょうか、要望で

ございますが、構想と実行計画にやはり、その区別をはっきりご説明したいということもござ

いまして、最初にですね、基本構想。これについていただいたご意見をどう整理したかという

ところからですね、説明の方に入っていきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 今、皆さんから出された意見の方の説明に入るのですが、その前に
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今説明がありましたけれども、その点について質問がありましたら、どうぞ。 

 よろしいですか。 

じゃ、皆さんから出されました・・・。 

７番、西田委員。 

○７番(西田祐子君) すいません。スクラップアンドビルドというのを、もっと正確にどうい

う意味なのか、教えていただければ。それだけです。 

○委員長（吉田和子君） 高橋係長。 

○企画係長(高橋裕明君) 先ほど使わせていただいた言葉で、スクラップアンドビルドという

言葉がございますが、一応スクラップというのは壊すとか無くするという意味ですけれども、

で、ビルドというのは新たに建てていく、作っていくということですから、要するに今までず

っと続けてきた事業なんかも、そのまま続けるかどうかということですとか、そのまま続けて

いくに当たっても改善点が必要じゃないかということで、この先ほどの入れ替え方式というこ

とで説明しますと、何か新たなことをやるときには、要するに物が増えるのですね。やること

が増えますから、今までやってきた中で、スクラップしていく。やめていくとか、やり方を変

えていくということが、必要じゃないかと。そういうことをしない限りはどんどんどんどん膨

らんでいく。やることが多くなっていく一方ですから、今まで時代が経つにつれて、もうやら

なくてもいいんじゃないかというものは、スクラップしていく必要があるんじゃないかという

ことで、やらなくてもいいものを見つけ出すということとともに、新しいものを入れていくと

いう意味合いで使っておりますけれども。 

 よろしいですか。 

○委員長(吉田和子君)  よろしいですか。 

他にございませんか。 

なければ次に進みたいと思います。意見と資料等による説明をお願いしたいと思います。 

坂東主幹。 

あ、ちょっとその前に、申し訳ありません。皆さんからいただいた意見と、それから資料請

求を事務局の方でまとめていただきましたので、そのことについて事務局から説明をいただき

たいと思います。 

○事務局長(山崎宏一君) 皆さん、お手元にですね、お渡ししてございますが、これについて

今委員長の方から話が出ましたとおり、１日または７日までですね、それぞれ意見、資料の要

求というものに基づいて、一応一字一句委員さんが、それをある程度こう、まとめてと言いま

すかね、そういうことで個人の委員さん、それから各会派からも出ております。 

それで、意見についてはですね、大項目で２４件ほどございます。それと、資料については

大項目で１９件ということになってございます。 

従って、これについてはですね、私どもの方である程度こう、まとめた中で企画なり、財政

課なりにですね、お願いをしてございます。 
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で、漏れはないというふうに私ども思っておりますが、もし先般の、特に１日ですね、この

場所で開いた委員さんの意見等々で、漏れているよというものがあればですね、再度取り上げ

ていきたいとおもいますけれども、一応私ども、テープを聞いたりなんかしている中では、だ

いたいというのは網羅しているというふうに考えてございますけれども、もし中にそういうこ

とがあれば、終わりの方でも結構ですけれども、もう一度お願いしたいと思っております。以

上です。 

○委員長(吉田和子君) 今、事務局長から説明がありましたけれども、前もってこの資料を渡

されておりますので、もしこの意見等の中で、今やっぱり説明を受けたいということで、旨が

ありましたら言っていただきたいと思いますけれども。先に気が付いたところがあれば。 

なければ説明をしながら後で気が付いた時点で言っていただければと思いますが。 

じゃ先ほど言いましたように、基本構想の方の関わりのあるものからやっていきたいという

ように思っております。 

坂東主幹、お願いいたします。 

○企画課主幹(坂東雄志君) それでは、座らせて説明させていただきます。資料はですね、ま

ず、第４次の白老町総合計画調査特別委員会の意見と回答というのが、これに基づいて説明し

たいと思います。 

それで、その他ですね、説明資料としましては、今係長の方から説明しました基本構想。そ

して、併せてですね、議会の皆さまの方に提出させていただきました総合計画基本構想脚注一

覧という、そういうような表紙になっていますけれども、別紙資料１というこの分厚い、この

３つでですね、だいたい説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

ある程度ですね、皆さんの方で一回事前にお配りしてですね、目を通されていると思います

けれども、一応なるべく簡単にご説明しながら、要約というような形でご説明したいと思いま

す。 

まず、委員会でですね、意見を求める項目ということで、この第４次白老町総合計画調査特

別委員会意見と回答という、この順番の項目でいきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

それではまず、委員会で意見を求める項目(1)ですね。１ (1)ですね。行政用語も多く、分かり

づらい内容であるということですが、語意は変えずにですね、できるだけ平易な言葉に替えた

ということでございます。 

それで、この資料のですね、総合計画基本構想脚注一覧という、こちらの方を見ていただく

と、それぞれ説明を加えていると。これは、実は総合計画のこの基本構想の、今基本構想説明

しましたけれども、その例えば１ページ目を見ていただくと基本構想の展望という、１ページ

目を見ていただきますと、その１という数字が書いてある横にですね、協働・まちづくりの主

体が互いに目的を共有し、役割と責任を持って協力することをいう、というような形でですね、

それぞれ脚注、下の方にですね、載せてございますので、見ていただけると思います。 
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なるべくですね、行政用語も難解なものも先ほど係長の方から説明もあったと思うのですが、

ある程度うちの方でですね、整理できる部分は精査させていただいております。 

続きまして、１の(2)担当課とですね、十分協議して策定されているかということでございま

す。それで、これにつきましてはですね、うちの総合計画を推進する中で当然町民の皆さんと

の協働ということで、その部分でも重要であろうし、実際その行政職員との、役場内のですね、

十分な協議が必要であろうということで、それぞれ十分な議論をさせていただいたと思ってお

ります。 

それで、策定経緯ということで、別紙資料１をちょっと見ていただきたいのですが、別紙資

料１のですね、今この総合計画基本構想脚注一覧の次のページを見ていただくと、別紙資料１

(2)というのが次にございます。 

第４次総合計画策定に関わる担当課協議の結果ということでございます。こちらの方を見て

いただくと、それぞれこういう形でですね、担当課とそれで詰めております。 

最初の現状と課題分析シートということで、町の計画の中でですね、現状と課題、どんな形

になっているだろうかという最初の段階からですね、進めておりまして、最後は実行計画の最

終調整ということで、これから７月の９日からですね、事項計画案の最終調整までですね、こ

れから各課とのですね、ヒアリングも開始して考えております。 

で、今まで課題分析シートでありますとか、課長提案でありますとか、それとかそれぞれ第

４次総合計画８カ年業務調査でありますとか、るるですね、いろいろな形で進めております。 

その資料については、２の方にございます。こちらを見ていただくと、どんなそうしたら資

料が作られているかというのはですね、このずっとページをめくり、この別紙資料１のずっと

ページを見ていただくと、資料２(2)というのがございます。そこに、現状と課題分析シートと

かですね、それからチェック表とか、課長提案とかですね、こういう形で載っておりますので、

後ほど見ていただければと思います。 

こういうような形でですね、十分庁内の議論をさせております。させていただいております

ので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

次に、１の(３)ですね、今総合計画特別委員会意見と回答の１の(３)に移ります。この総合計

画を見る限り、どんな町にするのか理解しにくい、焦点も絞った内容にすべきであるというこ

とでございます。 

これについては先ほどですね、企画係長の方で係長も説明しておりますので、こういうよう

な形で一応ですね、この基本構想のこのカラー版ですね。この７ページ目ですか。基本構想の

概要の７ページ目にですね、それぞれこういう形で、概要ということで、基本構想どんなこと

を、どういうことを言っているのかというようなことをですね、それぞれページを示しながら、

こういう考え方ですよということで、まとめてございますので、これを見ていただければと思

います。 

それから次に、１の(4)ですね。第４次で基本計画が策定されなかった理由ということで、こ
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この部分も先ほど企画課長の方からですね、ちょっと重複してご説明があったと思いますが、

一応次の点でですね、今回計画が策定されなかったという理由を言わせていただきます。 

まず、一番大事なのはですね、今までは３層という３つの基本構想・基本計画・実施計画と

いう３つの構想タイプ、計画の構成をとっていたのですが、それをですね、２つにしたという

ことで、もっとやっぱり、２つにすることがやっぱり分かりやすくなるであろうというような

ことです。 

それからですね、あとは実行計画と予算との関係。今までですと結構こう、基本構想・基本

計画・実施計画・予算というような形で、随分予算とのですね、計画との間隔がと言いますか、

相当こう長くあったものですから、その部分の連動性がとれるようにですね、２層にして、そ

して予算というような形にしております。 

あとは、どうしてもですね、３層になりますとそういうその、こう考え方が３つのこう考え

方を全部こう見ながらしていかないとならないという分かりやすさというところ、分かりづら

さというところを解消できるというようなことです。 

あとは、簡潔・具体・明確化を目指したということで、とにかく分かりやすい計画づくりと

いうことを、この本旨としております。 

以上が１の(4)の説明でございます。 

それから、１の(5)町の将来計画であり、これは委員会意見と回答の１の(５)でございますが、

町の将来計画であり、筋道をつけて策定すべきであると。当然私どももですね、総合計画を推

進する中では、このことも十分にですね、重要視しながら進めてまいりました。 

策定方法についてはですね、町民協働に基づいた先進的な取り組みであると。他市町村から

もまた評価されております。事前にですね、策定スケジュールの周知も広報などで行っていま

す。 

そういった町民の皆さんへのＰＲとか、広報とかですね、そういった審議また総合計画の審

議会のメンバーのみならずですね、庁内協議・議会協議・計画案の町民事前公表により意見提

案を受けてですね、成案をそういう議決をこれから後ほどですね、これからいただいていくわ

けですけど、そういう予定でございますが、そういうような形で進めていますということでご

ざいます。 

で、別紙資料１の５にですね、これは後ほど見ていただければと思って、この分厚い方ので

すね、町民提案意見ということで、じゃ意見提案どれぐらいあったのかということで、基本構

想は３０。それから実行計画４９。そして、都市マスの関連で５ということで、実は都市マス

と一緒に事前の公表を行いまして、意見提案をいただいたと。いわゆる、パブリックコメント

を実施したということでございます。 

続きまして、１の(6)ですね。次の１の(6)。この意見と回答の次のページを見ていただくと、

２ページ目です。まちづくり条例の関連では２件、質問がございます。 

１つ目がまちづくり条例と総合計画の関連性についてと。総合計画の中に、まちづくり条例
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に盛り込める内容のものがあると。そして、まちづくり条例を先に制定し、その下に総合計画

があるべきではないかということでございます。 

これについては、先のですね、議会にもうちの方で答弁、まちの方で答弁させております。

いただいておりますけれども、一応まとめさせていただいています。 

総合計画はですね、一定期間内に都市像や達成すべき目標を設定し、政策を体系化・総合化

して執行するものですと。また、まちづくり基本条例は、政策実現のための骨格として町民・

議会・町長・行政、それぞれがどのような役割や責任を持つかということを、まちづくり条例

についてはですね、まだ定められていませんので、一般的な考え方としてはこういう考え方で

す。 

で、そのようなですね、まちづくりをどのような制度とルールで進めていくかということを

整理したものが、いわゆるまちづくり基本条例なわけです。一応これが一般的に言われており

ます。 

それで、町の見解としてはですね、まず１ですね、現状ではまちづくり基本条例の内容につ

いては定まっておらず、今後議会・町民等々の十分な検討をしていく必要があります。 

当然ですね、まちづくり基本条例、はい、できましたよっていう形ではなくて、やはり相当

の時間を、他の他市町村もそうなのですが、相当の時間を費やしております。そういったこと

でですね、これから十分ですね、議会の皆さんをはじめですね、町民の皆さんとも十分な検討

をしてですね、そういう時間も必要であるということでございます。 

当然次の②です。総合計画とまちづくり基本条例は、車の両輪です。つまり、総合計画があ

って、そしてまちづくり基本条例が本来的にあるべきであるわけですけれども、そういうよう

なことで、十分ですね、まちづくり基本条例の必要性は十分認識しております。 

ついてはですね、一応町の方でも前にご答弁させていただいておりますが、平成１７年度中

に条例制定を目指しておりますということでございます。 

③です。現状においてですね、総合的・計画的なまちづくりを継続して推進するため、進め

るためにはですね、総合計画基本構想を策定をですね、先にやらせていただいてですね、その

後実践に基づいた制度とか仕組みとかいったものをですね、作ったですね、示したまちづくり

基本条例の規定するという方向で、取り組んでいきたいと。このように考えています。 

当然、総合計画のやはりその策定というのが、行政の継続性を担保するものでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

④ですね。現在まちづくり基本条例制定に取り組む自治体は、非常に増えてきております。

ですから、このお話のとおりですね、計画策定の前に、まちづくり条例というものを策定する、

そういったことも考えられると思いますけれども、現状はやはり先ほど言いましたように、ま

ずは、今の作業のスケジュールからしてもですね、まず総合計画の策定させていただいて、行

政の継続性を担保させていただいたうえでですね、今後条例を制定していくと。 

当然、条例を制定するときにはですね、計画との整合性を十分とっていきたいとこのように
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考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

一応これが、まちづくり条例と総合計画の関連性でございます。 

続きまして、１(7)ですね。まちづくり条例と基本的な姿勢を掲げ、総合計画では具体策を掲

げる仕組みづくりをということでございます。 

これについてはですね、今この計画を進めるためにということで、基本構想のですね、Ｐ１

６ページを見ていただきたいと思います。この、先ほど係長も説明しましたＰ１６ページです

が、その中に計画を推進するためにという、１６ページを見ていただくと、そこにですね、総

合計画の原則というのがございます。 

この中で、総合計画はということで、まちづくりの指針として、本町におけるまちづくりの

最上位の計画であり、まちづくりの政策体系ですというように語っております。そういうよう

に記述しております。この、総合計画は町の最上位の計画でありますと。この計画が、町の政

策を体系化していくものであります。 

今後ですね、制定予定のまちづくり基本条例の、これは議会にも答弁させていただいており

ますが、内容がまだ定まっていない段階においてはですね、その、これとこれという関連性を

ですね、持たせることは困難でありますということでございます。 

そういうようなことで、ご理解いただきたいと思っております。 

続きまして、１の(8)ということでございますが、この部分については、都市整備課高畠主幹

の方からご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○都市整備課主幹(高畠 章君)  引続きまして私の方から１の(8)のご説明をいたします。 

ここの部分ですが、ここにつきましては、昨年の１２月１８日の全員協議会のときに日本製

紙さんの部分。そこの部分についてはご説明したとおり、人口の推計の中には従業員の減少が

含まれていると。 

で、今回ですね、新たに旭化成さんが加わったということで、日本製紙さんに加えて旭化成

さんの従業員の人口減がこの総合計画で推定している人口減の中に含まれているかということ

で検証したところ、数学的・統計学的には特に問題なしと、含まれているという答えが出てお

ります。 

それは、過去にですね、旭化成さんの場合は、平成７年から平成９年の間に３８名の減とい

う合理化が行われております。そして、今回は平成１６年から１７年で、約２４名という数字

が出てございます。 

このことからして、当然過去の人口の推移を、平成２３年にトレンドした方式をとってござ

いますので、含まれていると考えております。 

これはあくまで、前にも説明したとおり、何もしない。何もしないというか、今までの状態

をずっと継続するならば、黙っていると２０，５００人に、平成２３年には２０，５００人に

なってしまうという、そういった推計の中には、この従業員の人口減が含まれているというこ

とです。 



１８ 

で、今回それを１，０００人引上げて、２１，５００人を目標値・想定値にするということ

でございます。 

そういうことで、この人口減少というのは、今回の人口推移には含まれているというふうに

考えております。 

続きまして、また坂東主幹の方に説明を代わります。 

○企画課主幹(坂東雄志君) それでは続きまして、１の(9)です。 

これは３次の計画ですね。新次元計画とそれから４次の計画の関わり、人口フレームについ

てのご質問です。 

人口想定２２，０００人と、第３次の２８，０００人は大きく狂っていると。現状分析して 

緻密にすべきだということでございます。 

それで、内容的にはですね、第３次の総合計画がどんな形で作られているのかということ。

そして、第４次の計画はどういう形で組み立てられているかということをですね、この中でご

説明したいと思っています。 

第３次とのですね、総合計画人口想定２８，０００人の算出については、次のような方法で

しております。 

過去の国勢調査を元に、３つのトレンド推計により想定値を仮定しております。それぞれこ

う、伸ばしていったわけですね。国勢調査に基づいて、その率でざーっとこう、ある程度数学

的な方法で推定値を計っております。 

それから、人口の増減要因。これからの、その策定されたときからですね、今後１０年間ど

ういう形で人口増減要因があるかということで、その洗い出しをしています。 

それから、その増減分を平成２年国勢調査に付加し、それに足してですね、そして想定値を

修正していったということでございます。 

具体的に言いますと、増加要因としてはですね、企業誘致によるもの。将来の開発計画です

ね。広域ベットタウン等々ですね。それから、港湾、新千歳空港関係等で人口を積み上げ算出

しております。 

で、想定人口２８，０００人、この第３次のですね、２８，０００人の考え方は、白老新次

元計画に盛られた各種施策が順調に展開した場合における、平成１５年の町の人口の姿として、

想定されたものです。これが、想定人口の考え方です。 

で、では、どういった、相当大きく狂っているということでございますが、現実の人口とで

すね、想定人口の大きな狂いの原因としてはですね、当初の想定以上に少子高齢化のスピード

が早かったと。また、そのときにはちょうど今も大分景気は回復基調にあるのですが、長引く

わが国の不況における地域経済の停滞。 

そして、核家族化。特に一世帯当たりのですね、世帯に対する人の数ですね、２ .９。一世帯

当たり２.９ぐらいだったのですが、今２.５から２.３ぐらいまでなりつつあるというようなこ

とになっております。 
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全体としてですね、特に企業誘致という経済的な部分で、結構諸外国の関係もございますし、

また日本国内、当然日本の国内の問題が非常に大きい。そういう企業誘致の部分が、やはり外

部要因として大きかったのではなかろうかということでございます。 

それから、今回の第４次の総合計画、人口想定２１，５００人は、過去の人口推移から数学

的な手法による平成２２年の推計値であります２０，５００人をベースにですね、実施可能な

プロジェクト、北海道栄高校・日本航空学園白老校・イオル構想などですね、こういった大き

なプロジェクトの推進によってですね、人口増加を見込んでいる。 

いわゆる、積み上げ方式ですね。そういう方式をとっています。前の計画と、その部分の考

え方は変わっておりませんが、ただその、２０，５００人にするときには、１０のですね、数

学的手法を使いますし、あとその他かなりですね、現実とですね、本当にその今までの推計と

ですね、その数学的な手法とですね、現実の開きはどれぐらいあるかということで、その相関

関係もですね、ちゃんと計って、ある程度その数学的推計式の中で、捉えさせていただいてお

ります。 

このようにですね、人口増加を見込んだ数値でありますと。策定においてはですね、失業者

の動向。この部分は前の計画では載せていませんが、失業者の動向やら町外からの通勤者をも

考慮してですね、かなりその、本当に住んでいらっしゃる人数を積み上げて、これから住むで

あろうというものを積み上げて作っております。 

こういうような形で一応策定をさせていただいているということでございます。 

次に高畠主幹の方から、１の(10)都市計画での幹線道路や地区の発展計画について、ご説明

したいと思います。 

○都市整備課主幹(高畠 章君) １の(10)都市計画での幹線道路や地区の発展計画が見えて

こないというご質問ですが、今回の総合計画は、昭和５３年に最初の計画、総合計画が策定さ

れてから、今回４回目。 

 その中で、一番今後の自治体財政の見通しが、見極めづらい。そして、なおかつ経済状況が

悪化している下で、自治体の財政状況が非常に苦しいということで、町の最大限の自助努力を

もってしても、楽観的な予想を立てれるような状況にございません。 

 そのようなことを踏まえてですね、今回の計画はできるだけ新しいものを作らないと。既存

のストックですね。そういったものを有効に活用しようじゃないかということを、計画の中で

は大きな柱として捉えて計画を作っております。 

 そんな中で、新たに作る計画は、施設整備というものはどういう視点でやっているかと申し

ますと、地産地消の拡大。あるいは観光産業の振興などに有効・有益にですね、活用できるよ

うな広域道路。町外の消費力を町内におとしてもらうような幹線道路の整備。また、樽前山噴

火など、広域的な防災に備えた道路整備。 

 そういった、都市間の移動だとか、拠点間の移動。そういった施設を重点的に整備する考え

でおります。 
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 従前は一つの幹線道路を作ったなら、そこに面的に地域が発展していくというような姿を描

いて作っている道路が多かったのですが、今回はそのようなことから、また、住宅のストック

もまだかなり、住宅団地あるいは緑町の区画整理、旧緑町の区画整理事業組合の中でも、かな

り相当数残っております。 

 そういったことからしましても、従来の道路を機軸とした面的な地域の展開、発展と申しま

すか、そういったものは今回は極力逆に抑えるような形の計画にしてございます。 

 また、都市計画の方針について、従前は非常に長い文章で書かれておりましたが、なるべく

分かりやすく、簡潔に表に取りまとめたところであります。 

 続きまして、１の(11)坂東主幹の方の説明に代わりたいと思います。 

○企画課主幹(坂東雄志君) それでは、１の(11)ということで、行政は継続が基本であり、行

革との整合性がほしい。特に答申が出ているものは、総合計画に盛り込むべきだということで

ございます。 

 これについては、今の基本構想ですね。基本構想の 1 ページ目、基本構想の展望というとこ

ろを見ていただきますと、そのですね、ちょっと見づらいかもしれないのですが、この「はじ

めに」の「新しい時代を拓くために」という基本構想の展望があります。 

 その中で、これからの課題のですね、一番最後のよりもこう、最後のフレーズなのですが、

「第４次白老町総合計画は」というところからです。第４次白老町総合計画は、こうした認識

を踏まえ、財政運営総合対策の財政改革プログラムや、行政改革大綱実施計画との整合性を図

りながら、厳しい財政状況下においてもうんぬんかんぬんということで、基本構想を策定しま

すということでございます。 

 こういう形で、総合計画と行政改革実施計画との整合性をとっていきたいと。こういうよう

に考えております。 

 それから、答申を受けてですね、議会との協議を経て政策決定をしているものについては、

実行計画に登載していきたいと考えております。 

 続きまして、１の(12)重要課題である寿幸園・病院等の方針。そして１(13)財政改革プログ

ラムとの総合計画の整合性をとるべき（例えば寿幸園の表現など、重要課題）というような、

この二つはだいたい関連性がございますので、一括ご説明させていただきたいと思います。 

 一応、私たちの考え方としましてはですね、現下の厳しい町財政の下で、総合計画の策定姿

勢としては、財政改革プログラムに示された財源制約を踏まえながら、町民の福祉向上に向け

て最大の効果をあげるよう努めていく必要があると。 

 重要課題の計画登載については、これまで以上に、議会において行政提案の十分な議論が必

要であり、事業方針を明確化していく必要があると。十分な、これから議会の皆さんとですね、

議論をしていく必要があるんじゃないかと。 

 基本構想はですね、先ほどご説明しましたように、政策の方針を示すものであり、政策を実

施するための施設計画や事業方針は、実行計画で示していきたいと。このように考えておりま
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す。 

 続きまして、１の(13)財政改革プログラムと総合計画の整合性をとるべきだと。先ほどお話

しましたように、この基本構想の１ページ目に、そういったものが載っています。 

 あと、実行計画の関連ではですね、先ほど実行計画の４ページ目に、それぞれ投資的事業財

源との整合性について、載せておりますので、見ていただければと思います。よろしくお願い

します。 

 続きまして、ページの４ページ目ですか。この「特別委員会意見と回答」の４ページ目。計

画推進のための財源確保の裏付けになる財政改革プログラムについても、本特別委員会で協議

すべきでなかろうかということでございまして、聞きますと、計画財源の見通しについてはで

すね、財源の過不足等に関する検討も、検討可能だと思われるということで、一応この実行計

画の中でですね、財源内訳も載せておりますので、これを見ていただければと思います。 

 続きまして、ずっと飛びまして、今実行計画、本当に実行計画だけに関わる部分は、今回ご

説明させていただかないという予定でございます。 

 で、最後のですね、７ページ目をお願いします。１の(23)ですね。議会の基本姿勢。ページ

は１９ページ目。基本構想の１９ページ目。そして、議会による推進ということでございます。 

 ここのは、どこの責任で載せたかということでございますが、この前のですね、全員協議会

の中でもご説明させていただきましたが、町としてですね、策定委員会とかですね、いろいろ

な形で審議会とか、そういったところでいろいろな議論が出てきておりました。 

 ただ、議会の皆さんとこの部分については、うちの方でですね、勝手に書かせていただいた

部分なのですけれども、十分ですね、今後議論をしてですね、計画を素案としてですね、掲載

も含めて検討させていただきたいと思いますので、よろしくご議論いただきたいと思います。 

 続きまして、１の(24)でございます。ここの部分については、実施計画との関係もあるので

すが、一応基本構想の関係でいきますと、その部分だけご説明させていただきたいと思います。  

 全体的な生活、空間全体・建物・交通機関など、バリアフリー化を目指す、道の福祉の町づ

くり条例がありますが、各自治体でも地域に福祉環境の充実のために、条例を作るところが増

えてきている。 

 トップが代わっても、環境整備の継続性を確保できるかということでございます。これにつ

いては、総合計画基本構想のですね、都市計画の方針。ページでいきますと、２４・２５です

か。２４・２５ページを開いていただきたいと思います。 

 ２４・２５ページのですね、中の、交通体系の方針のエ。２４の交通体系の方針あのますね。

そこに、「人にやさしい交通環境」「安全で快適な道路空間の創出」という、ここで受けている

と思います。 

 あと、もう１点です。これは、２５ページですか。２５ページの(7)その他の公共施設の方針

というところで、高齢者や障害者が生活しやすい環境整備ということで、こういう形で方針を

載せておりますので、ご理解いただきたいと思います。 
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 あとはですね、資料続きましてページ８ページ目です。今度は資料の関係です。資料を請求

する項目という。いいですか。 

○委員長（吉田和子君） ここで休憩を挟みたいと思います。再開を１４時２５分といたしま

す。 

休憩 午後 ２時１２分 

 

                再開 午後 ２時２５分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

資料請求の方から説明をお願いします。 

坂東主幹。 

○企画課主幹（坂東雄志君） それでは、資料を請求する項目ということでございます。 

これは、今お配りしています第４次白老町総合計画調査特別委員会意見と回答のですね、８

ページ目でございます。 

まず、資料を請求する項目、２ (1)総合計画策定のための活用した資料ということでございま

す。これについてはですね、この分厚い、先ほどちょっとご説明しましたこの総合計画基本構

想脚注一覧という表紙の中、ずっといきますとですね、その中の２の(1)と。資料２の(1)という

ところで、一応載せておりますので、もう１ページに渡って載せておりますので、これについ

てはですね、企画課で閲覧していただければと思います。 

一応資料のですね、名前のみ載せてございますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、やはりこの８ページ目、資料を請求する項目、この８ページ目の２の(2)ですね。

総合計画に対する各課提出の意見ということでございます。 

これも一応ですね、２のこの、先ほど今説明しました２の(1)の次のページに２の(2)というと

ころございます。ずっとこちらの方ですね、サンプルを一応、チェック表とか課長集計とかで

すね、いろいろこう載せております。これらもですね、サンプルとして載せています。 

で、チェック表とかはですね、結構膨大なものもございます。あと、ここの業務調書とかも

ですね、結構、これは一部でございますので、この辺膨大なものでございますけれども、一応

企画課の方で用意してございますので、必要であるという方はですね、ぜひ企画課の方に来て

いただければと思います。 

今回はサンプルのみ、提示させていただくということにしております。 

それから続きまして、２の(3)審議会で使用した各種資料のリストアップということで、この

部分はですね、資料２の(3)ということで載せておりますので、総合計画策定のための活用した

資料リストということでございますので、ここの部分も一応企画課で閲覧可能でございますの

で、よろしくお願いします。 

続きまして２の(6)については、高畠主幹の方から説明します。その前にですね、一応この２

の(6)のですね、⑤。それから２の(7)の二つはですね、これについてはですね、まだ内部でです
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ね、ちょっと町政が必要であると。税の関係とかの問題もございまして、一応７月中にですね、

内部の見解をまとめましてですね、回答したいと思いますので、よろしくご理解いただきたい

と思います。 

それでは、高畠主幹よろしくお願いします。 

○委員長（吉田和子君） 高畠主幹。 

○都市整備課主幹（高畠 章君） 私の方からご説明いたします。 

資料２の(6)の①、そこのページを開いていただきたいと思います。かなり、資料の中ほどか

ら後半戦に入っているところですね。資料２の(6)①。これから④まで、４ページ分さいており

ます。 

 お分かりになります。総合計画基本構想脚注一覧というものですね。その冊子の中の、資料

２(6)①というものです。ずっとページをめくっていって後半の方です。 

 それではまず最初のですね、想定人口２２，０００に係る資料として、ここ、２２，０００

というふうに、ご質問の時点では想定値を２２，０００でしたが、先ほど基本構想の説明の中

で、高橋係長の方から２１，５００人に修正しようということで、なっておりますので、２１，

５００を想定した人口の下の資料を作っております。 

 そもそも、２１，５００っていうのは、都市計画ではじくと２１，５００と。で、５００の

ギャップについては、総合計画ではその１，０００人単位。１００人単位ではなくて１，００

０人単位がよかろうということで、２２，０００という経過がございます。 

 で、今般ですね、よりやっぱりシビアにしようということで２１，５００。都市計画と、そ

れから総合計画を合わせた方がいいと。これ、地区の説明会に行ったときもですね、住民の方

からもそういうようなご意見がございまして、やっぱり町の計画の中でですね、より上位計画

である総合計画、最上位計画である総合計画。そして、より上位計画である都市マス。この二

つの人口フレーム、二つ違うというのは、やっぱり分かりづらいということで一つにした方が

いいんじゃないかと。そういったご意見もございまして、それらを踏まえて今回２１，５００

にしたところでございます。 

 それに基づきまして、一応。まず一番目の人口推計、平成１６年から平成１９年まで、年度

別・男女別・世帯数ということで、資料を策定いたしました。 

 それによりますと、この表でいきますと、１７年度以降２１，５００人という数字になって

ございます。と申しますのも、２１，６６２人という平成１２年度の国勢調査人口。これを元

にしまして人口推定いたしますと、平成２３年には２０，５００人になるのですね。黙ってい

ると２０，５００人。 

 そのグラフをずっと平成１２年度から引っ張ってきますと、平成１７年度、ここでは２１，

１７１人という数字が出るのです。平成１２年度をベースとした５年後の数値、平成１７年度、

ここでは２１，１７１人という数字になるのです。 

 それで、今回目標値は２１，５００人ですから、もうここの時点で人口目標値を下回ってし
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まいます。ですから、もう平成１７年度にはもう目標値２１，５００、これをずっと維持し続

けようという形で、こういうふうに描いてございます。 

 そして、次のページに移ります。②番目、人口分析０～４歳以下４歳刻みと男女別という資

料でございますが、これ４歳刻みでなくて、これ統計的には５歳刻みなのですね。０歳が一つ

で、０・１・２・３・４て、５歳刻みなのです。 

 で、５歳刻みの人口、年齢階層別人口。それをここで表示してございます。あくまで、この

人口のですね、年齢階層別っていうデーターっていうのは、公的に出ているのは国勢調査なの

ですね。で、５年ごとの資料なのです。 

 ですからこれ、平成１６年というのは途中の数字ですので、コーホート法を使いましてです

ね、案分かけて出しております。 

 そして、この下の方が上の表をベースにした男女別に振り分けた人口２１，５３３人ですね。  

 そして、③番目、③番目が上記①の推計分析、平成１９年で０～４歳以下５歳刻みというこ

との表をグラフにしたものでございます。これも平成１６年度同様人口問題研究所の公表数値、

コーホート法ですね。それではじいた人口。それを平成１９年、案分してここに表記している

ところでございます。 

 これ、この表を見ますと、例えば１５歳から１９歳、それと２０から２４歳、ここのところ

でがくっと数字が落ちてございますね。これは、この見方は例えば９９５人という平成１６年

の数字、平成１６年の人口９９５人、これがですね、平成１９年には２０から２４歳のところ

で６６３人になるよと。こういうような見方になってございます。９９５人が、その９４０人

になるという、そういう見方にはなりません。 

 ここの部分については、就職だとか、進学だとか、そういった部分でかなり落ち込むという

状況になってございます。 

 そして、④番産業別就業人口。１５歳以上ですが、ここが次のページの産業別就業人口で、

ここで昭和５５年から平成１２年までの就業別人口、書いてございます。大体１０，０００人

台で推移しております。そして、平成１２年には１０，０００をきってございます。 

 それを、平成２２年には１０，２００人に何とか引上げたいということで、これらは人口推

定の中でも付いてございます四つの要因、日本航空学園だとか北海道栄高校、イオル構想、そ

れから白老港の建設。それらの要因からですね、何とか１０，２００という数字にここは持ち

上げた数字でございます。 

一応、私の方からは④番まで説明いたしました。続きまして、坂東主幹の方にお願いしたい

と思います。 

○委員長(吉田和子君) はい、坂東主幹。 

○企画課主幹(坂東雄志君) はい。すいません。 

 今説明したのが、基本構想に関わるですね、皆さまからの出てきた意見と資料の請求でござ

います。よろしくお願いいたします。 
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○委員長(吉田和子君) 先ほど説明しましたとおり、基本構想についての意見、それから質問、

それから資料等についての答弁だけを先にしていただきました。 

 で、ここで質疑をまた受けたいと思います。今のそれぞれの方々が質問されたり、意見を出

されているのですが、今の説明に対して何かありましたら、質問をしていただきたいというふ

うに思います。 

 前回意見等を出された中で、今回回答がありますけれども、それでよろしいのでしょうか。 

 ないようですので、基本構想に関してはありませんので、じゃ実行計画の方の説明をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 はい、坂東企画課主幹。 

○企画課主幹(坂東雄志君) それでは先ほどに続きまして、特別委員会意見と回答の委員会で

意見を求める項目ということでございます。 

 それで、最初にですね、ずっと実行計画の関係でございますので、最初に１の(14)、ページ

３ページのですね、財政の課長の方からですね、ご説明始めていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○委員長(吉田和子君) 辻財政課長。 

○財政課長(辻 昌秀君) 財政関係につきましてはほとんど実行計画の方の関わりの部分と

いうことで、続けて私の方で説明させていただきます。 

 まず、意見と回答の３ページにございます１の(14)三位一体政策に基づく、当町への予算動

向を第４次期間において、年次別に予測に足りる試算をということでございますけれども、記

載してございますけれども、先月６月ですね、国の方で構造改革の基本方針。いわゆる骨太方

針２００４というのが発表になってございます。 

 その中では、今後の補助負担金。国から地方への補助負担金の今後の廃止・縮減額は３兆円

ということで明示されておりますけれども、具体的にどういうような補助金が今後廃止、ある

いは縮減されるかというのが、今後の課題ということで、現在国から地方側にですね、検討す

るように照会され、主に知事会とか支庁会を中心にですね、地方側ではその、国に対する回答

案を検討中でございます。 

 削減される項目がですね、具体的にならなければ、白老町の影響額が実はちょっと把握でき

ないということでございますけれども、例えばの例として新聞報道等で話題になっております

けれども、義務教育費の負担金、先生方の給与費ですね。これ今、一定の基準に基づいて国か

ら都道府県に交付されると。そういう形になっておりますけれども、そういうものもかなり金

額ございます。 

 そういうものがもし補助、一般財源化ですね。削減というよりも一般財源化。税源委譲を伴

って、一般財源化ということであれば、その税源委譲の部分は都道府県への税源委譲というこ

とで、市町村にあまり影響がないということになりますので、こういう具体的な項目がですね、

ちょっと明らかにならないと、その補助交付金の削減額。また、その見合いの税源委譲。ある
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いは一般財源に振り替わってくる額。それが把握できないというようなことでございます。 

なお、本年秋か１２月ぐらいまでにですね、今後のスケジュールも含めて、補助負担金の削

減額や、そのスケジュール等ですね。あるいは税源委譲の概要が、今後まとめていこうという、

そういう考え方でございますので、その内容をですね、待って本町の影響額について今後検討

していきたいと思います。 

 次のページ。４ページでございます。１の(15)でございますけれども、病院企業会計の債務

をいかに償還すべきか。第４次期間中における、具体的な企画を示していただきたいというご

意見でございますけれども、病院の方からちょっと資料をいただいておりますけれども、概要

をご説明したいと思います。 

 ①１４年度の不良債務ですね、累積の状況ですけれども、１４年度については単年度の赤字

額、単年度欠損金が８４，１４１千円。あと、いわゆる不良債務というですね、減価償却の積

立等を除く部分としては２０９，５９１千円ということでございます。 

 で、１５年度につきましては、決算がほぼまとまったということでありますけれども、医療

費会計の影響によりまして、患者数の減少が著しいということからですね、１５年度の単年度

の欠損金は７５，９１９千円。不良債務が２４７，８４９千円ということで、不良債務が拡大

する形になっております。 

 １６年度の見通しでありますけれども、先般６月議会で補正予算、提案しましたけれども、

内科の医師が配置になったということを前提にですね、収益増加を図るということで、ご試算

してございます。 

 収入面でのプラスの予想としては１５３，９６７千円というような見込みでございまして、

その結果不良債務については、前年度費で削減できるのではないかという病院側の試算でござ

います。 

 ④として、１７年度以降についても、医師が引続き確保されればという部分ですけれども、

安定した収支を試算した結果、年１％前後の収益増として、試算をしているということでござ

います。 

 あと、１９年度及び２０年度につきましては、医業収益がその１７年度以降もですね、上が

ればということで、繰出金については若干一般会計からの減額ということで試算しております

けれども、医業収支の方はですね、多少減少ということで、財政改革プログラムの中でのです

ね、収支ということでお示ししているとおりでございます。 

 次ちょっと財政関係、先に説明させていただきます。 

 １の(18)ですね。１の(18)、５ページになりますけれども。工業団地開発費の償還計画並び

に第４次期間中の償還計画とその根拠についてということでございます。 

 １５年度の決算でですね、工業団地会計が１，３６５，０００千円の累積赤字ということで

ございます。 

 今後につきましても一応区画ごとにですね、売却価格が異なるということで、平均的な収入
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で見込んでおりますけれども、ここにちょっと数字は載せてございませんけれども、後ほどの

説明に出てきますけれども、単価を下げたということで、全部売却しても約１０億円ぐらいの

収入ということで、３億円ぐらいのやはり赤字がやっぱり残るのではないかという今の、現時

点での見込みでございます。 

 そういう部分では今後の課題として、一般会計からの繰入れ。これ、かなり長期的な部分で

の検討になりますけれども、そういうことが検討課題として出てくるということでございます。 

 次、１の(19)ですけれども、工業団地のですね、単価の部分でのご指摘でございますけれど

も、工業団地の単価につきましては、回答の方に記載してございますけれども、地価公示価を

元にした路線価。路線化価格に基づきまして、造成費も含めてですね、単価設定しております。  

 その価格につきましては、基本構想脚注一覧という資料の別紙資料の１の(19)ですね。１の

(19)の方に、単価記載してございますけれども、前から１０ページぐらいめくっていただいた

ところに、別紙資料１(19)という分譲価格の対比ということでございます。 

 １２年度８，６００円と。これは１４年度までの単価ですけれども、それ１５年度にですね、

地価が下がってきているという部分で見直ししてございます。㎡当たり単価６，６００円。２，

０００円減と。減少率では２３.３％と。そういうことで先ほどのような考え方の中で見直しを

かけているということでございます。 

 一応、あと過去の推移につきましてはその裏面にですね、グラフでこれまでの分譲価格の推

移をお示ししてございます。 

 また、下にはですね、他の工業団地のですね、単価ですね。単価をここにグラフとして、グ

ラフ並びに表で記載してございます。 

 次、ちょっと飛びまして、意見と回答の６ページになります。ちょっと財政関係を先にご説

明させていただきます。 

 １の(22)ですね。６ページの下の１の(22)ですけれども、町財政健全化のための新税の企画

についてですね。何をどれほどの予測、その根拠と数値ということでございますけれども、こ

こに記載してございますけれども、財政改革プログラム案ではですね、第４章第１３節という

中でですね、新税導入は行政運営における内部の徹底した経費削減や、受益者負担の適正化、

税・税外収入確保などの対策を講じることが大前提であることから、４年間の重点改革期間内

での対策額は見込んでおりませんが、導入に向けた検討は引続き行いますということで、実は

具体的なですね、そういう金額的な導入ということではカウントしてございません。 

 そういうことで、一応その根拠と数値ということでございますけれども、そういうことでご

理解いただきたいと思います。 

 なお、参考までに人口２万人以上の道内のですね、２万人前後の町の法人税割、あるいは都

市計画税の導入状況をここに記載してございます。 

 財政関係の意見の部分につきましては、以上であります。 

○委員長(吉田和子君) 坂東企画課主幹。 
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○企画課主幹(坂東雄志君) それでは、今財政課の方の意見の方だったのですが、次に企画と

言いますか、実行計画に関わる部分でいきたいと思います。ページがちょっと前後しますけれ

ども、この意見と回答のですね、５ページ目。１の(17)です。 

 第３商港区開発に関し、日本製紙株式会社との動向を見るとき、上記の開発目的と現実的な

事象を捉えるとき矛盾を感ずるが、今後の開発続行を理論付ける客観的な根拠を現時点に立っ

て示していただきたいということでございます。 

 これについては前に、議会でもご説明はされていると思うのですが、一応回答させていただ

きます。 

 町内の主要企業で、有力な使用者である日本製紙に関しては、今後若干の人員削減の可能性

は否めないものの、マシンの停機ですね。マシンが止まるということなど、生産規模の縮小は

ないとの意向を得ております。 

 第３商港区が整備された場合には、第３商港区を利用したいとの意向も示されております。 

 また、町として２１世紀の地域産業、インフラである白老港の整備は地域産業に多大なる影

響を及ぼし、大きな公共事業としての役割もあり、新総合計画においても重要な政策的位置付

けをしております。 

 さらに、港の持つ町民の潤い、憩いの場としての役割も重要なものであり、今後も町として

港湾整備を推進していきたいと考えております。 

 続きまして１の(20)でございます。これは財政総合対策と第４次総合計画実行計画との整合

性ということでございます。３点ご質問がありましたので、それぞれ一括して質問に答えてい

きたいと思います。 

 で、３点あったのはですね、一つが財政運営総合対策は第４次白老町総合計画の実行計画の

上位にあり、実行計画が収支見通しに基づかなければならない。②財政運営総合対策の投資的

経費と、実行計画の投資的経費(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)とのバランスは。③実行計画の年度別事業費と投

資的経費(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)は財政運営総合対策の年度別投資的経費との関係。実行計画のＢ、Ｃは

どのような取り扱いをしていくかということでございます。 

 これは、ページ次にめくっていただきますと一応書いておりますので、読み上げていきまし

て、後ほど資料もございますのでそちらの方も説明したいと思っています。 

 基本構想を受けた実行計画に盛り込まれている施策・事業の推進においては、可能な限り財

政改革プログラムとの整合を図るとともに、現下の厳しい財政状況を踏まえ、計画の見直しな

どを柔軟に行い、変化に対応した行政運営に努めると。これは基本的な考え方でございます。 

 ①今回の、①の回答ですね。今回の財政運営総合対策は、実行計画の推進における財源枠を

示す役割を持ち、基本構想の下位に位置するが、実行計画には制約を与えるものと言える。そ

の役割からして、実行計画は財政改革プログラムと整合性を図っていく必要があると。 

 つまり、実行計画に抱えられているいろいろな事業のですね、財政のそういう予算制約はこ

のプログラムによるということでございます。 
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 次に②・③のこの質問に対して一括ご説明したいと思います。Ａ・Ｂ・Ｃの事業区分につい

てはですね、前の全員協議会でもちょっと説明しておりますが、もう一回おさらいをしますと、

計画期間内に実施するもの。これはＡですね。 

 それからＢ、実施すべきもの。そして、実施した方が良い・努力目標という３ランクの段階

を付けております。 

 財政改革プログラムとの整合性の部分としては、投資的事業一般財源分で年間２億５千万円。

４年間で１０億円を想定しております。これは、努力目標であります。こういうようにしたい

という、そういうことでございます。 

 で、年度間の調整は可能であると。要するに４年間で１０億円ということですので、年度間

の調整は可能としています。 

 従って、Ａランク事業は財政改革プログラムとの整合性がとれた枠組みの中に、実施が想定

されている事業です。で、Ｂ・Ｃランクの事業についても、枠外であるが、Ａ事業の要するに、

Ａ事業がもしもやらなかったとか、優先事業をもっとＢ事業の方を上げないとならないとかっ

ていったときに、ＢなりＣなりというものを上げていくというようなことも考えられると思い

ます。 

 そういった部分で、Ａ事業のスクラップアンドビルドや経費節減などを考慮した、財源拡大

を抑えた入れ替え方式による計画変更という手法を採用しています。 

 つまり、Ａの部分でこれは事業をやらないとすれば、Ｂが上がったりＣが上がっていくとい

うことでございます。 

 特にですね、Ｃランク事業についても、前期４年間では予算制約から、また実施の困難性と

いうこともございまして、中長期的な期間では実施が必要な事業・施策が盛り込まれていると

いうことでございます。中長期的には考えられると。 

 つまり、総合計画ですので、長期的な視点に立った展望を持つべきであろうと。そのために

やはりここでは載せておこうということで、中長期的な期間の事業・施策を盛り込むことは総

合計画の重要な役割でありますということでございます。 

 それで、ここの説明としましてはですね、この分厚い資料のですね、ずっといきまして、別

紙資料１の(13)を見ていただきたいと思います。 

 で、この中でですね、別紙資料１の(13)総合計画・実行計画年次別集計表一般会計分という

ことで、これは実行計画の方に先ほどで説明しました、これは一般会計分の部分をもうちょっ

と詳しく作り直したものでございますが、ここにですね、事業費は投資的経費と消費的経費の

計であるということでございます。 

 事業費というのはこの、このいう事業費というのは計画期間における全体事業費ですね。一

般会計の全体事業費です。つまり、計画事業費ということになると思います。 

 それが、実は投資的経費ともう一つ、消費的経費という二つの経費の区分になっているので

す。ですから、結論から言いますと、この投資的経費Ａ・Ｂ・Ｃすべてこの全部を合わせても、
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この事業費には一致しないと思います 

 つまり、消費的経費というものがもう一つ存在しているわけです。 

 それが、投資的経費というのは、これは財政の改革プログラムの中で示されておりますが、

例えばですね、生産的経費とも言われているのですが、道路・橋・公園・学校・住宅の建設と

いう、後世に残していくという、そういう整備に要する経費なわけです。 

 いわゆる、公共事業費。一般的にはですね、前の総合計画の中では、そこは少し狂ってくる

かもしれませんけれども、一般的には臨時的経費という言い方をしております。これは公共事

業費というところです。 

 あと、消費的経費というのが、人件費であったり消耗品費というような、形に残さないもの。

維持・補修費とか、そういったものが大半のものであります。いわゆる経常的経費というのが

それに、だいたいほぼ一致するのかなということでございます。 

 ですので、私たちの考え方としましては、この投資的経費の一般財源。ここで言いますと、

前期４カ年の合計９３６，７７８千円という一般財源枠。これが、１０億円という枠内でです

ね、抑えていくという考え方でございます。 

 ですから、こういうようなことで財政の改革プログラムと合わせていきたいと。当然ＡとＢ

とＣと足してしますと、結構大きくなっていくわけですけども、それも努力をしながらですね、

なるべくできる部分は町民の皆さん、それなりにこういろいろご意見をいただいておりますし、

進めていきたいと考えておりますが、枠としてはこのＡランクのですね、９３６，７７８千円

と。それぞれ１６年・１７年・１８年と、それぞれ２５０，０００千円をベースにしながら考

えておりますので、少し増えているところもあれば減っているところもありますが、そういう

考え方で進めております。 

 一応、そういうようなことで、この一般会計分の年次別集計表はこう言う形になっておりま

す。で、ＡとＢとＣというのはそういうことで、Ａというのが、Ａランクが財政改革プログラ

ムとして整合性のとれた事業枠です。 

 それから、Ｂ・Ｃについては先ほど言いましたように、なんとかやっていきたいと。Ｃにつ

いては特に努力目標で、長期的な視点を持った事業を掲げているという、こういうＡプラスＢ

プラスＣの考え方でございます。 

 で、後ですね、今度はこちらの方のページの意見と回答の６ページに戻ります。で、最後の

ですね、括弧して書いていたのですが、毎年事業予算の組み立て方法ということでございます

が、実際ですね、計画と予算の関係をここでご説明したいと思っています。 

 で、実行計画自体ですね、計画自体を作っていくのは当然ここで必要、計画というのはプロ

グラムなわけですから、当然いつの時点でこういうものをやっていきたいという目標なわけで

す。 

 で、実際ですね、単年度の予算の組み立てとしましては、現課からですね、それぞれ担当課

から予算要望事業を提出していただきまして、それぞれ行政評価でありますとか、効果・効率



３１ 

なども考えながら、一応一回ですね、その絞込みをしていくと。これが事前の企画課の方で、

事前に絞込みをしていくと。その中では政策の優先性とかですね、そういったものを考えなが

ら調整していくと。また、財源調整もしながら調整していくということです。 

 そして、それをもう一回各課にフィードバックさせて、そして今度は予算要求を財政の方に

していただくと。そして、そこで今度財政の方でしていただいた予算要求についてですね、今

度は理事者を交えまして、政策的な見地も踏まえて、それぞれ分けて、それを事業採択してい

くと。こういう形になっておりますので、計画とですね、事業についてこう一致するわけでは

なくて、一応プログラムとしてこう載せてはいるのですが、その中で年度年度でですね、当然

優先性も変わってきますでしょうし、時代の変化もあります。そういう中で進めています。 

 また、議会の皆さんのご意向もですね、踏まえながら、そういう形で進めているということ

でございます。 

 続きまして、１の(21)です。実行計画の年度計画が予定どおり推進されるか、途中での新規

事業をどう取り入れていくか。この実行計画と実情をどう組み入れていくかということでござ

います。 

 これについては今先ほどご説明しましたように、入れ替え方式の原則をとっておりますので、

新たな事業を追加する場合には、財源確保をされなければならないので、削減される事業がな

ければ、計画に追加できない方法ということでございます。財源規模の拡大を防ぐ、事業を新

たに作る場合には、その分他の事業をですね、なくしていくとか削減していくというような基

本的な考え方を持っています。 

 そういうようなことで、事業の枠をあまり膨らませないような形にしたいというように考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 資料の方の実行計画の説明は。引き続きやって、その後に質疑でよ

ろしいでしょうか。 

 資料の方の説明をお願いします。 

○企画課主幹（坂東雄志君） それでは、資料を請求する項目ということで、８ページ目にな

ります。これはこの、意見と回答の８ページ目ですけれども、ここの２の(4)、２の(5)について

はですね、今現在ですね、港湾特別委員会で審議中でございまして、港湾課から提示される予

定でございますで、よろしくご理解いただきたいと思います。以上です。 

 あと、今度２の(8)からはですね、財政課長の方にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（吉田和子君） 次、財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） それでは、９ページに記載されております２の(8)の給与関係ので

すね、項目ですけれども、総務課の担当ですけれども、総務課は今参議院選挙の事務にちょっ

と今従事しているということで、私の方でですね、代わりにご説明させていただきたいと思い
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ます。 

 後ほど資料をですね、ちょっとご覧になっていただきますけれども、１６年度から１９年度

まで職員数については、第４次行革。あるいは財政改革プログラムにおきましても、一応１０％

の削減というのを目標にしてですね、給与費を試算しているということであります。 

 ただ、２０年度以降については、基本的には財政改革プログラム現時点ではですね、１９年

度までの対策ということでありますので、２０年度以降はですね、従来と言いますか、一応現

状延長型という考え方の中で、退職者の全員補充ということでですね、試算をしてございます。  

 その具体的な数値ですけれども、ちょっと厚い資料のですね、２の(8)という、資料の２の(8)、

後ろの方になりますけれども、後ろから１１枚目か１２枚目ぐらいになりますけれども、資料

の２(8)と(19)、ちょっと(19)の方もですね、併せて資料要求がきておりましたので、併せてご

説明をしたいと思います。 

 先ほどもお話しましたけれども、１９年度までについては一応職員数も１０％削減という考

え方の中でですね、まず職員数ですけれども、採用者数は１７年度以降ですね、１名づつと。

これは前年の勧奨退職者の部分を補充するということで、定年退職者については補充しないと

いうことでございます。 

 その結果、平成１９年度ですね、１９年度の職員数につきましては３２４名ということでご

ざいます。 

 あと、給与費につきましてはですね、これ普通会計の部分。ほぼ一般会計というような考え

方になりますけれども、ここに記載しているとおり、１９年度まではだんだん、若干の増減は

ありますけれども、２３億円台で推移し、一応２０年度以降につきましては、補充の問題はあ

りますけれども、１９年度までの独自対策を行いたいということで、平均５％程度のですね、

独自対策を行いたいということで、１９年度まではその効果をカウントしておりますけど、２

０年度以降については一応、その部分については戻すという考え方の中で現状延長型で試算し

ております。 

 あと、シミュレーションの前提条件１番から４番、こう記載してございますけれども、職員

給の伸び率につきましては、定期昇給１.５％。その他０.５％。合計２.０％ということでカウ

ントしてございます。 

 あと、職員の補充の単価につきましては、ここに記載しているとおり大卒採用者ということ

で４３０万円。退職者は１，１００万円で試算しております。 

 あと、４番目の３年に一度、退職手当特別負担金は試算に見込んでいないということですけ

れども、ここの部分につきましては、１５年度末に基金を作りましたので、その基金にですね、

必要な額を勧奨退職者等が出てくればですね、積んで、そういう部分で充てていきたいという

ことでございます。 

 一応、２の(8)、ちょっとあと(19)も関連してですけども、先に説明させていただきました。 

 次９ページ、意見と回答の項目２の(9)の項目、町債の今後の見通しという部分につきまして
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は、先ほど２の(8)の資料の次、２の(9)という資料がございます。町債の支払状況ですね。これ

は元利償還金、今後の普通会計の元利償還金の見込みということでございます。 

 １６年度の現時点の見通しとしては、１，６４４，０００千円ということでございます。内

訳はここに記載のとおりであります。 

 今後のピークといたしましては、償還金については、平成２０年度の１，８３７，０００千

円ぐらい。これがピークかなというようなことでございます。 

 これは発行額としてですね、その次の段にございますけれども、通常債で８００，０００千

円。減税補填債、あるいは臨時財政対策債で４７１，７００千円。これを毎年増額借入れした

場合の見通しでございます。 

 あと、年度末の現在高につきましては、平成１７年度ですね。これがピークでだんだん下が

っていくということでございます。 

 ２の(9)の資料につきましては、以上でございます。 

 次、２の(10)の資料ですけれども、基金の年度別繰戻先と残高明細。先ほどの資料の次のペ

ージでございます。 

 これは、基金が５つございまして、運用額として９２０，０００千円と合計金額が載ってお

りますけれども、平成１０年度から財政健全化の対策をとり始めておりますけれども、その最

初にとった対策としてですね、持っている財産としての基金から借入れして、銀行から借入れ

している縁故債、町債を繰上償還するということで、財源的に使ってございます。 

 平成１４年度までにですね、平成１５年度末です。平成１５年度までに３１０，０００千円

戻してございまして、１５年度末の残高としては６１０，０００千円ということでございます。  

 一応、財政改革プログラムの対策としては、その見通しとしては、一応毎年３０，０００千

円づつ戻すということでの試算をしてございまして、例えば社会福祉基金で返していった場合

の試算ということで、ここに載せてございますけれども、１９年度末の残高は４９０，０００

千円ということでございます。 

 次、２の(11)ですね。特別会計の収支見通しと具体的方針。意見と回答の９ページですけれ

ども、特別会計の収支見通しと具体的方針ということでございますけれども、これにつきまし

ては、財政改革プログラムの方でですね、これは表を載せており、またその方針、特に今後財

政運営が懸念される会計５つの会計、国保とか工業団地、臨海部等の５つの会計について記載

しておりますので、そちらのその財政改革プログラムに記載されているということでご理解い

ただきたいと思います。 

 次、２の(12)。１０ページの項目でございます。国保の保険料の税率改正による増収の体制

と根拠ということでありますけれども、国保会計の累積赤字の状況につきましては、１５年度

決算では１８６，０００千円ということになっております。 

 今後１５年度の単年度赤字が７１，０００千円ということで、このまま毎年その程度の額が

増えていけば、１９年度、４年後にはですね、約５億円を越える累積赤字が見込まれるという
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ことからですね、財政改革プログラムの特別会計としても対策を組まなければならないという

ことでですね、プログラムの中の項目にしてございます。 

 で、一応１８年度からの保険税率の改正という位置付けをしてございますけれども、その具

体的なですね、内容につきましては、中段から下に北海道からはということでのちょっと、記

載がございますけれども、本町のその保険税の内訳として、応能、応益の割合ですね、これに

ついて見直しするようにと。本町のその応能、応益の割合が低いという指導もありますので、

そういう部分も含めてですね、具体的な内容を今後検討していきたいと。そういうことでご理

解いただきたいと思います。 

 また、増収の体制につきましてはですね、他市町村の取り組み内容も含めてですね、検討し

ていくと。そういうようなことでございます。 

 次、１１ページの２の(13)病院会計の不良債務減少に至る根拠と裏付けですけれども、先ほ

ど意見の１の(15)のところで病院会計のご説明をしておりますけれども、それと同様の内容で

ございますので、説明を省略させていただきたいと思います。 

 次、意見と回答の１２ページになります。２の(14)新税導入の根拠と将来シュミレーション

ということでございますけれども、これも１の(22)でですね、新税導入の考え方等ご説明して

おりますので、同様でございますので、説明を省略させていただきます。 

 次、２の(15)工業団地・臨海部会計の土地売却の根拠ということでございますけれども、ま

ず工業団地会計でありますけれども、先ほど意見の１の(18)でご説明しておりますが、その下

の方のですね、またから始まる部分ですね。工業団地は、売却残存予定地約１５ｈａの保有と

いうことで、これを売却した場合ですね、㎡当たり６，６００円、先ほどの単価で見込むと約

１０億円ということでございます。 

 簿価額が実際かかった借入れした額を下回るというようなことに、現実なりますので、これ

らのですね、利息の軽減も含めて早期に売却を図っていかなきゃならないということでござい

ます。 

 また、その残った部分については、１の(18)でもご説明しましたが、一応まだ課題というこ

とでのご説明になりますけれども、最終的には長期的にはですね、やっぱり一般会計としての

ですね、負担も検討しなきゃならないということでございます。 

 次、１３ページ２の(16)財産収入における物件の内容と価格でありますけれども、これは資

料の２の(16)でございます。後ろから６枚目。 

 失礼しました。その前に臨海部会計、ちょっと説明を忘れていました。２の(15)のですね、

１３ページの上の臨海部会計です。 

 臨海部会計につきましては、これ資料の方ですね、ございます。資料の後ろから７枚目、資

料の２の(15)臨海部会計の今後の収支見通しという表でございますけれども、一応説明として

は１３ページの方に書いてございますけれども、一応１５年度に造成事業が完了して、分譲で

きるような形にはなったということで、今年度中に分譲価格を決めていきたいと。で、分譲予
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定地は９５，０００㎡ということでありますけれども、ただ、分譲予定地の大部分は今後進め

る港湾整備工事の作業ヤードとしてテトラポット等のですね、製作ヤードとしてのですね、貸

し付けになってくるということからですね、現実的には売却時期についてはですね、まだ先に

ならざるを得ないと。当面は貸し付けというような形になります。 

 ただ、貸し付けを行っていない公共上屋の背後地６，０００㎡についてはですね、これは分

譲１６・１７で検討できるということでありますけれども、これについてもまだ、現実的には

まだ価格も決めておりませんし、また相手先もまだこれからということでございます。 

 そういう、ちょっと不確定な要素でありますけれども、その収支見通しとしてはですね、資

料の２の(15)にございますけれども、土地売却代の合計が１，１２４，０００千円。これ、単

価はこれから決めると言いながら、ある程度のですね、単価設定してということでございます

けれども、支出につきましては最終的にはですね、この１７年度以降、他会計の繰入金という、

収入のところにございます。この部分がですね、一般会計からの支援で整理しなきゃならない

金額ということでございます。 

 ７年間３０，０００千円で２１０，０００千円ですか。３０年度に６９，０００千円ですか

ら、７０，０００千円で約２８０，０００千円程度のですね、一般会計からの支援というのが

想定されるということでございます。 

 次、２の(16)でございますけれども、資料の方、ご覧になっていただきたいと思います。財

産収入における物件の内容と価格ということでございます。 

 一応２の(16)はですね、これはこれまでの実績についてまず、ちょっと載せてございます。 

目標といたしまして、平成１６年度以降１９年度までの４年間で１億円。単年度２５，００

０千円売っていこうという、そういう考え方ですけれども、過去の実績としてはここに記載し

ておりますけれども、６カ年間の平均で２７，６８１千円ということであります。  

ただ、１０年度の中央団地の跡地ですね。これが半分ぐらい占めております。 

それで、これから分譲していく部分につきましては、次のページになりますけれども、町有

地売払い予定集計表というところでございます。主に住宅用地としてすぐに処分できる部分と

いうことでございます。 

大町４丁目他４筆ということで、これは大町と末広地区の含めての４筆。これはもう現在既

にいつでも住宅を建てられる部分でございますけれども、２４，０００千円。あと、末広５丁

目につきましては、これは現在室信社宅横のゲートボール場で利用しているという部分ですけ

れども、今後利用者との調整を図り、また代替施設の設定をしてですね、これは分譲可能では

ないかという部分です。 

あと、萩野の７２番の６３は、これ今年度中に生田医院さんに、一部無償貸し付けですけれ

ども、一部有償でという部分の見込みの額でございます。 

あと、残り萩野の２筆につきましては、フシコベツ川の改修に伴っての残地として、市街化

区域内にある土地でございまして、住宅地としてすぐ処分可能であるという部分でございます。 
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これらを合わせますと、１０９，９５８千円程度ということであります。 

また、これ以外にもですね、多少の整備を図れば分譲できるというところもございますので、

さらにですね、分譲できる部分も拡大してですね、そういう売る土地の手当についてはですね、

整備していきたいということでございます。 

次、意見と回答の２の(17)土地開発公社の運営方針とその後の対策という部分でございます。 

先ほどの資料の次のページでございますけれども、土地開発公社の運営方針というのは、こ

の後ろに付けてございますけれども、それをですね、概要を申し上げますと、平成１２年度末

の簿価というところでありますけれども、これは年度末簿価の一番下の E の欄ですね。見てい

ただきたいと思います。 

計画としてですね、１３年度以降ですね、簿価を１３年度であれば８８１，６６７千円です

か。１５年度であれば８２４，６０８千円と。こういうことで、買戻しを進めてですね、減ら

していきたいということでありますけれども、その実績につきましては網のかかっている部分

で、１５年度末で６２１，４０１千円。滑空場の用地の買戻しが早めたということもありまし

て、当時の計画よりも１５年度末では２億円ぐらいですね、さらん進捗していると。そういう

ような状況でございます。 

運営方針につきましては、参考までにということで添付してございます。 

次、２の(18)。１３ページの２の(18)ですね。町税等の収納率、１ポイント増の体制と具体

的根拠ということでございます。 

ちょっとこれ訂正させていただきたいと思います。町税の現年度収納率については、１４年

度の０.７ポイント増って書いてございますけれども、１３年度から１４年度ですね。収納率が

上がったのは０.６でございましたので、０.６にちょっと訂正をお願いしたいと思います。 

１４年度の０.６ポイント増に引続き、１５年度決算ではさらに０.９ポイントの向上が図ら

れましたところですけれども、ちょっとこれも記載の間違いでございまして、１５年度決算の

収納率の向上は０.７ポイントということでございます。 

ちょっと、数字２箇所、申し訳ございません。 

このような形でですね、近年収納率ですね、向上してございます。いろいろな取り組みも行

ってございます。そういうことで、その収納率１ポイントという部分につきましては、１４年

度をベースにですね、行ってきた部分だということでございます。 

その具体的な対策としては、①から⑥に書いている部分を取り組もうということで、その⑥

の下にですね、収納率１ポイント増は努力目標として掲げたものですが、収納額については平

成１４年度収入額の１％、２７，０００千円を対策目標額としていますということであります。  

努力目標の収納率１ポイント増は、平成１４年度をベースにしていることから、１５年度は、

これもちょっと０.７ポイントにちょっと訂正をお願いしたいと思います。１５年度は０.７ポ

イント増加しています。 

今後この１ポイントの、目標の１ポイントのうちですね、０ .７については１５年度決算の中
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でですね、すでに取り組まれたということでご理解いただきたいと思います。 

今後も現在の体制、さらに対策項目の実施によって収納率向上は可能と考えられます。まぁ、

しかしということで、こういうちょっと厳しい環境もあるということであります。 

ただ、収納率についてはそういうことで、対策が挙がってきているという状況でありますけ

れども、その２７，０００千円の対策目標額という部分につきましては、これ調定額がですね、

下がれば、例えば固定資産税の評価額が下がってくればですね、ちょっとまた別な考え方もし

なきゃならないということにもなります。 

そういうことから、尚固定資産税を中心に、町税見通しの見直しを予定しておりまして、こ

れにつきましては地方交付税と併せてですね、現在見直しをかけるということで作業を進めて

ございます。 

概ね７月中にはですね、この辺の整理ができるかと思います。 

次、資料の１４ページ。２の(19)でございますけれども、これも給与費の部分でございます

けれども、先ほど２の(8)でご説明した内容と同様でございますので、これについては説明を省

略させていただきたいと思います。 

財政改革関係の説明、資料関係は以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。 

 実行計画における意見、それから資料等についての説明が終わりました。ここで質疑を受け

たいと思います。 

 質疑のございます方、どうぞ。 

 １８番、加藤委員。 

○１８番（加藤正恭君） はい。１１ページのね、病院会計のことで聞きたいのだけれども。 

○委員長（吉田和子君） 意見と回答のところですか。 

○１８番（加藤正恭君） そうですね。１１ページね。１１ページ２箇所載っているのだよね。

病院のことは。４ページにも載っていますでしょう。４ページ。４ページと１１ページね。 

 同じような内容なのだけど、どちらでもいいのだけれどもね、この１６年度の不良債務につ

いて、この入院収益１４ .７とか外来収益１２.１というのはこれ、１日当たりの増ですね。そ

して、１日当たりの入院と外来が、１４.７人増えますよと。外来では１２ .１人増えますよと

いう数値ですね。というふうに解釈していいのでしょう。３６５日かけていますからね。 

 これ実際のところね、これどこから出てきた数字か分からないけれども、果たしてこういう

数値が可能かどうかということなのですよ。 

 まぁ、お医者さんが一人増えたと。ですから、それだけ患者さんが増えるのが当たり前だと

いう考え方ですね。私も長い間病院審議会をやっていて一人二人増やすだけで大変な苦労をし

ているのですが、実際問題として１０人も増えますか。こういう架空の数値はね、ちょっと私

は解せないのですよ。 

 １０人増えるということは、３，６５０人増えるということですよ、１年間でですね。一人
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で３６５人増えるわけですから。 

 こういう数値が果たして、病院のためにプラスになるのかどうかですね。この根拠をちょっ

と教えていただきたいと思うのだけども、どうだろう。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 詳細の方はちょっと十分把握してございませんけど、一応手元に

ある資料の範囲内でですね、お答えさせていただきますけれども、財政改革プログラムにです

ね、掲載している病院会計のですね、対策の数値というのは実はこれ、１３年度の不良債務の

額をですね、踏まえて、１４年度以降道の方にですね、改善を図るということで出している計

画の、実は収支見通しという部分でございます。 

 これ、毎年見直しをかけていますので、１５年度にですか、そういう見通しを立てていると。

その部分の数字としてですね、１５年度の入院収益が４１７，０００千円ぐらいであったもの

をですね、１６年度としては５２５，０００千円ぐらい。１０８，０００千円入院収益を増や

していきたいんだと。 

そういうようなですね、ある意味ではその期待的な部分の数字でございます。 

 ただ、お医者さんの定着がですね、図れればという部分では、病院としても現在ですね、現

実的に予算の中でですね、ご説明したようなですね、そういう見通しを立てているということ

でありますけど、ただこの数字自体はですね、先ほどお話したように、道の方の改善計画の中

でですね、出した数字ということであります。 

○委員長（吉田和子君） はい。１８番、加藤委員。 

○１８番（加藤正恭君） 計画だから、いくらでもね、努力目標の数値はね、これは作れるの

ですよ。 

 ところが現実的な数値というものをね、出していかなければ、結果的にはいかなかったです

よ。だから赤字が出ましたというような決算を毎年やってきているわけです、今まで。そうで

すね。 

 で、繰出金だって毎年出していて、そしてそれも減らない。逆に増える傾向にある。 

 それから交付税だってね、不採算地域だからといってね。 

 それから、不良債権措置だとかっていって地方交付税では、それは１億５千万円ぐらい見ら

れていますよ、現在も。 

 ところがこれだって、将来的にはどうなるかっていう問題があるのですよね。 

 その他に白老町で一般会計から１億２～３千万円の持ち出しをしているわけですね。それだ

って国の方が少なくなれば、持ち出しがだんだんだんだん多くなるという数値も、これはもう

現実としてあるわけですから。 

 やはり数値としてですね、きちっとこれ押さえなければ、努力目標としては分かる。２人や

３人なら分かるのだけど、一日に１４人も１５人も増やすということはね、あまりにもちょっ

と桁が違うのではないのかなという気がしているのだけどね。 



３９ 

 これは、どなたが作った数値なのですか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） これは先般の６月定例会で、お医者さんが１人増えたことによるで

すね、補正予算を組ませていただいたときの、これは当然数値でございます。数字は。 

○１８番（加藤正恭君） いや、違うよ。あれは入院で２人増やしていたのだよ。入院２人、

外来で３人増やしていたのだよ。補正は。 

○助役（三國谷公一君） 失礼しました。その数字とは違いますね。そうですね。 

 いや、加藤委員の言われるような、内容的に言えば厳しい数字だというふうには抑えていま

す。確かにね。 

 ただ、今お医者さんに来ていただいて、現実のところですね、数字的には計画どおりの数字

にはいっていないのですよ。正直申し上げますと。 

 ただ、今病院の方とも話しているのですけれどもね、やはり新しいお医者さんが来たことに

よって、その先生について、患者さんがつくというのはやっぱり４～５カ月かかるだろうと。

早くてですね。 

 ですから、今後に期待はしているのですけれども。 

 それでですね、今１名増やしていただきましたけれども、これも来年先生が代わるかもしれ

ませんが、来年もですね、何とか新しい先生に来ていただけるようなこともですね、今動いて

おりますし、その可能性も出てきておりますので、継続的に努力してですね、できるだけこの

数字を達成するという、今財政課長が言った努力目標でしかないのですけれども。 

ただ、現実的にこう近づける努力はですね、病院の方とも私どももいつも連携をとりながら、

努力をしていきたいというふうに考えておりますので、その辺一つ理解をしていただきたいと

思います。 

○委員長（吉田和子君） はい。１８番、加藤委員。 

○１８番（加藤正恭君） 理解はします。理解はするのだけどね、やっぱりできる数値とね、

できない数値とがこれあると思うのですよね、努力しても。 

ですから、ある程度こう抑えた数値でこう、計画を立てなければですね、希望としては１０

０でも２００でもやりたいですよ。我々もそういうふうに信じたいけれども、結果が伴わない

ようなね、計画を最初から立ててはいかがなものかというが、転ばぬ先の杖じゃないけれども、

心配するわけなのですよ。 

ですから、これについてはいいです。まぁ、そういう努力目標ということでね。ただ、後か

らショックが大きいと、僕らもこたえるものだから。 

だから、なるべくソフトランディングするような数値をあげるようにしてもらいたいと思っ

ています。いいです、それは。 

それからもう一つね、１の(20)財政運営総合対策のページ５の問題。ページ５ページね。 

これはＡ＋Ｂ＋Ｃという説明で、ある程度分かるのだけれども、Ｂという数字がね、まぁ今



４０ 

後、何と言ったですか。実施すべきものと。実施すべきものというのがＣランクに入れている

のですがね、Ｂさ。Ｂランクがね。実施すべきものというふうな書き方をしているのですが、

１９年になりますとね、このＣランクの金額が非常に大きくなっているのですよ。あれ、何ペ

ージだった。どこだった。 

資料の１の(13)ですね。投資的経費Ａ・Ｂ・Ｃとなっていますね。 

ところが１９年になりますとね、１９年度を見ますと、Ａが１，１００，０００千円に対し

てＢが１，１６６，０００千円と。１６年・１７年・１８年というのは少ないのだけれども、

１９年度になると１，１００，０００千円という大きな金額に、Ａよりも多くあれが計上され

ていますね。総額で。 

課長、分かる。 

これは、１９年度に多くの事業というのだろうけれども、実行計画のＡ・Ｂ・Ｃのあれ見て、

大きなものが出てこないのだけれども。このＢというのは中身は、大きいものは何ですか。こ

のＢの中で。 

全体で１，１００，０００千円になっていますね。１８年度の倍になっています。１８年度

は５３０，０００千円。１９年度は１，１６０，０００千円。 

質問の意味は分かる。分かる。 

○財政課長（辻 昌秀君） はい、分かります。 

○委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時４０分 

○委員長（吉田和子君） 会議を再開します。４時半から次の予定も入っておりますので、こ

こでまだ今回の委員会は終わらないような形になると思いますので、また他の方の質問でもね、

調査が必要なものも出てくるんじゃないかと思いますので、他に質問のある方とか何かあれば、

受けておきまして、次回またもう１回設けたいというふうに思うのですが、どうでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 それとも今、何かそんなに資料とかじゃなくて、出されたものに対しての質問がある方もい

らっしゃいますでしょうか。 

 はい。１４番、大渕委員。 

○１４番（大渕紀夫君） 大渕ですけど、ちょっと提案したいのですけどね、今日資料の質疑

はいいのですけれども、おととい頂きましてね、精査十分できていないと思うのですよ。 

ですから、資料の説明と資料の質疑を行って、そこで理解できない部分は今日理解していた

だきましてね、総合計画そのものについてはですね、もう一度日を改めてですね、議論ができ

るような場を作っていただきたいというふうに提案をしたいと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 



４１ 

○委員長（吉田和子君） 今資料の説明を今日聞いたばかりで、日程が３日ぐらいしか経って

おりませんので、次回また副委員長と日程を調整いたしまして、日程を組みたいと思いますけ

れども、それまでにまた、前もってまた資料とか、こういうデーターがほしいということであ

れば、委員会の日程を決めた時点で皆さんにお知らせしますので、またそれに資料請求があれ

ば言っていただいて、そういう形で進めていきたいというふうに思いますけれども、それでよ

ろしいでしょうか。 

○１８番（加藤正恭君） 僕のも後でいいです。後でも結構です。 

○委員長（吉田和子君） 後でよろしいですか。 

 じゃ、先ほど加藤委員から質問がありましたのも、後でまとめて答弁をしていただくという

ことで、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） じゃ今日のところは、じゃこの程度に留めて終わりたいと思います

けれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

  

◎閉会の宣言 

○委員長（吉田和子君） じゃ、以上で特別委員会を終了したいと思います。 

（午後 ３時４３分） 


