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◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） ただいまから、第４次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） 前回、７月５日の特別委員会では、各委員及び各会派から提出され

た意見、それから資料要求に対しての説明と質疑を終了したところでありますけれども、一部

加藤委員及び吉田委員に対する答弁が保留になっているところがありますので、その答弁を先

にお願いしたいと思います。 

 岩城企画課課長。 

○企画課長（岩城達己君） 前回の特別委員会におきまして、ご回答申し上げていない部分が

ございましたので、今日その点について、内容についてご説明申し上げます。 

まず最初に加藤委員の方からご質問ございました、厚い方でございますが、総合計画基本構

想脚注一覧の中の、資料１の(13)総合計画・実行計画年次別集計表の中でございます。その中

で、投資的経費のＢランク、平成１９年度において、総額事業費が非常に多くなっていると。

１６・１７・１８年度と比較して、６億を超える金額が多くなっていると。その、主な要因は

何かというご質問でございました。 

これにつきまして今日資料の方、１枚ものでございますが、お手元の方にお配りさせていた

だきました。第４次総合計画実行計画に係る投資的経費、Ｂランク(抜粋)というものでござい

ます。 

分野としまして、生活・環境の向上でございまして、計画取組み名、し尿処理施設の建設と

いうことで、１９年度におきまして６７０，５００千円と。実はこれ、下水終末処理場にござ

います、し尿処理施設。いわゆる汲み取りで運ばれた生し尿、あるいは合併浄化槽で汲み取ら

れましたそのし尿をですね、処理施設するものでございまして、昭和４４年に建てまして、現

在およそ３５年経過しているものでございます。老朽化に伴いまして、施設の改善をしなけれ

ばならないというもので、総事業費で１，４７４，１８５千円というものでございます。 

前期に一部かかりまして、後期まで事業がかかる予定になってございまして、この事業を一

応Ｂランクという中で位置付けしております。 

なぜその、やらなきゃ、Ａランクに位置付けしていないかといいますと、まだまだ検討の余

地がございます。今いろいろな市町村でもこういうし尿処理の施設について、ちょうどその老
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朽化に伴って改築の時期を迎えている町もございますが、いわゆるミックス処理と言いましょ

うか、本来の公共下水道整備事業と生し尿とを同時に処理すると。そういうことも考えていか

なきゃならないと。 

また、希釈させて処理する方法ですとか、いろいろな方法がございますので、それらの検討

もさらに進めなきゃならないという部分がございます。 

そのようなこともございまして、現在のところＢランクという位置付けでございます。 

ですので、ご質問にありました、６億を超える金額という主な要因は、このし尿処理の施設

ということでお答えさせていただきたいと思います。 

続きまして、吉田正利委員さんからご質問ございました、もう一つの方の資料でございます

が、前回委員会からそれぞれ意見・質問等が出されまして、その回答一覧というのがございま

す。意見と回答という部分です。 

その中の、８ページでございます。前回お配りしている資料の８ページになります。２の資

料を請求する項目。この中の２(6)の⑤番目。税の収納人口の推計及び２の(7)です。先般依頼の

人口想定人口を基本とする第４次計画期間中における収納人口と、それに基づく実質減収の年

度別推計と。 

この２点につきましては、後日回答いたしますということで、前回お話したところでござい

ますが、この２点につきましては、財政改革プログラムの税収見込みにつきましては、調定額

の試算見込みによるものでございます。よって、細かく収納人口を積算する方法は、とってい

ないということがございます。 

現在、税収見込みの見直し作業中でございまして、年度別推計につきましては今後総務文教

常任委員会におきまして、所管事務調査の中でこの内容についてお示しするという考えでござ

いますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

以上、前回に続きまして保留となりました２点について、お答えさせていただきました。以

上です。 

○委員長（吉田和子君） 前回の答弁に対する、保留になっておりましたのが今答弁がありま  

したけれども、その点に対して質問はどうでしょうか。ございますでしょうか。 

加藤委員。 

〇１８番（加藤正恭君） 加藤ですが、分かりました。 

それでね、その前に病院の話を私途中までで、返事できなかったものだから、まぁいいやっ

ていうふうに言っちゃったのだけど、何ページだ、４ページになるのかな。回答書。１の(15)。

いいですか。 

この、平成１６年度不良債務についてということでね、入院収益・外来収益の患者さんの数

をこういうふうに試算したという数字がね、非常に、このような数値を私考えられないと思う

のだけれどもと。で、答弁に窮していたからまぁいいやっていうことにしちゃったのだけど、

これで実際に進めていっていいものかどうかね。非常に数値的に、計画ですから、これだけの
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数字になれば一番結構なことなのだから、いいのですけれども、果たして可能な数字かという

ことになると私は非常に疑問を持っているものですから、この辺りはどのように今、考えてお

られるか。これは企画課での問題じゃないのかもしれないけれども。この辺りはどのように考

えておられるのかね。どうでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） これ、前回そういう質問を受けましてですね、数字的には大変厳し

いということは、私どもも理解しているのですけれども、やはり現段階ではですね、前回も申

し上げましたけれども、医師１名を確保いたしまして努力しておりますのでね。ここはこの数

字をクリアするために努力するということでですね、この間もお話させていただきましたけれ

ど、苦しい数字は十分理解しております。 

本当に、現在の実績を見ましてもですね、やはり入院患者・外来ともですね、思うように、

お医者さんが入りましてからですね、伸びていないのが実態でございます。正直申し上げまし

て。 

 ただ、院長ともいろいろお話させていただいておりますけれども、先生も入られて、一生懸

命今努力していただいておりますので、院長もすぐにですね、２カ月３カ月で実績は出ないの

だと。配置して、やはりその先生が努力されることによって患者さんがついてくるのだという

ことで、今そういった努力をしてございますので、加藤議員の質問を受けてから、私も院長の

所に行きまして、そういう厳しいご質問を受けていますよという中で、お話はさせていただい

ておりますけれども、院長の方もですね、最大限の努力をしていくということで、これは理解

していただけないかということなものですから、私どもも前もお答えしておりますが、今後と

も病院の方とですね、理事者側も十分本当に連携をとりながら、そういった努力をしてまいり

ますので、一つそこのところはご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい。本日の委員会は、前回の委員会でも申し上げましたけれども、

事前にまた質問事項がありましたら提出してくださいということでしたが、質問は特に提出さ

れませんでした。                                                                               

 それで、前回の委員会の状況から見て、前回もあまり質問も出なかったのですが、中には説

明を受けてすぐなので、質問もちょっと考える時間がほしいということもありました。そうい

うことを含めまして、前回の訂正された計画書も配布されたこともありますので、基本構想と

それから実行計画全般について、意見または質疑を受けたいというふうに思います。 

 まず初めに、基本構想について質問を受けていきたいと思います。 

 はい、５番、玉井委員。 

○５番（玉井昭一君） 玉井ですけれども、委員長、その前にですね、ちょっと審議に先立っ

て議長のことをお聞きしたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 議長にですか。 

○５番（玉井昭一君） はい。実はですね、何もこの話の腰を折るわけではございませんけれ
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ども、これからのまちづくりの行政。それから議会での議論し、あるいは展望が開かれる総合

計画についての特別委員会でございます。本会議がね。 

 そういう中で、町長が欠席しておりますが、前回も欠席だと思います。 

 これね、重要な案件だと思うのですよ。この特別委員会。それについて、２回とも町長が来

られないということについてですね、私はちょっとこれ議会軽視じゃないかなと。極端かもし

れませんけれども、そんなふうに思っているのです。 

 そんな中でですね、この欠席について議長が認めたのかどうかお伺いしたいと思っていると

ころです。いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 議長にそういう話があったかどうかということですか。町長の方か

ら。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４２分 

 

                再開 午後 １時４６分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて会議を再開します。質問のございます方どうぞ。 

９番、吉田委員。 

○９番（吉田正利君） 吉田です。基本構想の一つの企画の表現の中で、ちょっとこう、いろ

いろと分析していったときに、明確にしていただきたいなという事項がございます。で、質問

いたします。 

飴谷町長がいろいろな過程の中で、町村合併の問題でいろいろと町民の皆さんとお話されて

いるときに、どうなのでしょうかという一つの設問に対して、自主独立路線とか自主とか、そ

のような表現をされています。これは町村合併という趣旨に沿ってのお話でございます。 

それで、この総合計画の基本構想の中で、この自主独立各自主性ということに対して非常に

多く表現されております。例えば２ページの上面で「活力を持って自立」。それから例えば３ペ

ージの上段「いかに自立」。それから右側「いかに増大して自立が図れる」と。 

そのようなですね、観点で物を見たときに、例えば７ページのこの基本構想の概要を見てい

きますと、中間で「自主自立のまちづくり」というような表現で、この自主、９ページに行き

ますと例えば上段で「町民主体の自主自立、自己決定、自己責任」ということで、非常に多く

表現されております。 

それで、この基本構想をいろいろ熟読いたしますと、一つは各町民が自分たちでこのような

状況を踏まえて、やはり財政の状況とか町民協働のまちづくり、それから住民参加という趣旨

から、住民独自、町民独自で受身の立場で自主的にまちづくりに参加していただきたいと。そ

のような構想がこの基本計画の、この自主という表現なのか。 

あるいは町政全体で見て、例えば今言った合併問題に関連して、町が、白老町が自主・自立・

独立でいくのかということのですね、捉え方の二つの面で考えたときに、この自立という表現
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に対して、どのように定義されているのかですね、これについて一つご説明をいただきたいと

思います。 

読んでいて非常にこう、混同しているのか別々なのか、一体なのか、非常に分かりにくいと

ころが出てまいります。 

それで、今言ったように、協働のまちづくりのための町民側に立った自立を表現しているの

か、あるいは白老町全体の将来の例えば合併の問題については自主・自立でいくのだよという

ことを表現しようとしているのかですね。この定義を一つ明確に説明いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） ただ今ご質問のあった２点、どちらの側に立っているかというこ

とでございますが、これは合併のためにとか、あるいは合併のことをしないでも自立でいける

んだと、そういう表現ではなくて、今委員さんが最初におっしゃっていただいた、町民側に立

った、要するに協働のまちづくりを進めていくと。そういう部分を主体とした内容になってご

ざいます。 

 で、そのことを言い換えればですね、結果的にはこの構想を進めるということが一方ではも

う自立でいけるのだなということが、逆の立場からこう見えるというふうに思います。 

 これは地域説明会でも同様のご質問がございまして、財政健全化、財政総合対策との整合性

も図っているというご質問が、説明の中でですね。それであれば、このとおりいくのであれば、

町はその自立でいけるのだなと。そういうシナリオでもあるのですねと、こういうご意見も一

方でございました。 

 で、合併がという目標ということ、私どもが考えている市町村合併というのはあくまでもそ

のまちづくりの手段というふうに考えてございますので、あくまでも構想に載った部分は協働

のまちづくりを進めていくと。そのことが基本となってございますので、今吉田委員さんがお

っしゃった前者の方の考えでこの計画をまとめております。 

 で、もしその辺が読んでいった中でですね、どうもその辺がはっきりしないと。理解しづら

いという部分がございましたら、この点は現在まだこれ決定項目じゃないので、言葉の中でも

少しやさしくするという対応は可能かというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○９番(吉田正利君) 了解いたしました。もしでき得れば、ここでも語句の説明で下段にです

ね、☆印でいろいろとローリング方式はこうなのですよということを言っているのですが、混

同しないためにも、もしこの定義を明確にしていただくのであれば、そのような表現で出して

いければ分かりやすくなると思います。以上。 

○委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） ここが、企画課長からも自主・自立というふうなことでご説明しまし

たが、ご存知のように総合計画を作るときに、やはりこれからの時代背景だとかですね、その

時代の流れだとか、予測だとか、そういうものを前提として総合計画を作るというのが大前提
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になって私たちもこれを元にして作っています。 

 で、その中でやはり一番大事なのはご承知のとおり、これからの地方分権というのはどんど

んどんどん進んでいきます。で、その中で謳っているのはやはり自主・自立。つまり自分のと

ころは自己決定と自己責任をもって、これからの行政運営をしていかなければならないと。そ

ういう意味でですね、やはり自分たちのことは自分たちでやる。つまりそういう意味の自立と

いうこともですね、この言葉の中には大きく入っているということでご理解いただければとい

うふうに思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○９番(吉田正利君) はい、よろしいです。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問のございます方、どうぞ。 

 １３番、斎藤委員。 

○１３番(斎藤征信君) 斎藤でございます。読んでいてどうしてもわからないので、教えてほ

しいのですが、ローリング方式から入れ替え方式に、こう考え方を変えるというふうに、つま

りスクラップアンドビルド式にそれを基本的な考え方にするというふうに謳われている。そう

でなければならんだろうという、私もそういうふうに思うのですが、じゃこの計画の中で、ど

こにそれが、そのことが発揮されていることが、どこで読めるのかということなのです。 

 で、じゃそれは具体的な問題なのだから、実行計画で改めてそこから読み取れということに

なるのだろうかなというふうに思うのですが、なかなかこれを読んで、そのまたそっち側を読

んでみて、どんなふうな町になって変化していくのかなということがなかなかつかみきれない。 

 そうすると、このスクラップアンドビルドで今従来ずっとやってきた政策の中で、施策の中

で、それを切り替えていくところはどこなのかというようなところが、もっとここで端的に見

えなきゃならないのではないかなっていう気がするのですけども、じゃ重点プログラムの中で

それが見えるかというと、なかなかこれだっていわば総花的な感じがしてしょうがないのです

よね。 

 まぁ、１２ページには総花的ではだめなんだという声があるから、そうはしないよというふ

うには、言葉としては見えるのですけれども。実際にそれが、具体的にこの重点プログラムの

中にどんなふうに加えられて、これを読んだときに、ああこんな町になるのだなということが

見えるかどうか。その辺り、どんなふうにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） ただ今のご質問でございますが、構想の３ページに新しい総合計

画の特徴ということで、⑦のローリング方式による計画変更から入れ替え方式にこう替えると

いう、特徴として一つ載せてございますが、この入れ替え方式によってその重点プログラムあ

るいは町の目指す方向性が、どう変わるかということがよくこう、分かりづらいというご質問

かというふうに思います。 

 それで、７ページの基本構想の概要という部分がございますが、ここの目指すべき都市像。
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これ、構想にある中段でございますが、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、大きくこういう三つの目標値を持ってございます。 

 で、この目標値に沿ってですね、今度実行計画という部分にこう入ってくる。当然そこに１

０の重点プログラムというのを推進ございまして、で、そこにさらに細かくこう実行計画とい

うのが出てくるわけです。 

 で、一番言いたいところはですね、そのローリング方式というのは、ご承知のとおり今まで

事業ができないと。それがどんどんどんどん次々とこう、翌年に先送りされていると。全く何

も整理されないで増えていったという部分が反省点であるのですが。 

 ですから、その実行計画の中に現在盛り込まれましたＡランクという部分が、その時代時代

によってはＢから上がったり、Ｃから上がったりすると。それがただ単にそう増えていっては

だめなので、そこをきちっとやめるものはやめると。それは、計画委員会という中で十分審議

しながらですねその部分もきちっと公表した中で、計画を変えていきますと。 

 そのことが、重点プログラムのこの１０項目に関連して、そのことが将来のここに言いまし

た先ほどの大きく三つの柱でございますが、そことつながってくると。こういう考え方で、現

在のその構想をまとめたという部分でございます。 

 何て言いましょう。簡単に言いますと、この三つの柱の構想を入れ替え方式で替えるという

ことではなくてですね、そこに入ってくるいろいろな諸計画についての入れ替えというのは、

こういう形で入れ替え方式という、その時代で変わってくるものは変えていきたいと。そうい

う考えでございます。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斎藤委員。 

○１３番(斎藤征信君) 斎藤です。考え方としてはね、分かるつもりでいるのです。 

 ただね、何でそういうふうに言うかというと、この何ページかな、５ページに書いてあるこ

の、現在の情勢分析があって、経済的にも大変になってきていると。で、この一般的にこうい

う町でありたいというものをずっときれいな言葉で並べていくと、それをやるのにはものすご

い金がかかるしね。それをもっとぐっと絞ってね、どこに焦点を当てるのだということが、も

っと明確でないと町民がね、町民が求めているのは今、何でも全部やってくれということを言

っているんじゃないのだろうと思うのですよ。 

 だから、金がないのだし、今までやってきたことをどんなふうに変化させていくのかという、

情勢分析に見合うようなまちづくりの姿勢というがどこにあるのかとね。それが見えてこなけ

ればならないんじゃないかなというふうに見えるのですが、思うのですが。 

 これでは、ここの１０のプログラムを読んでいて、全体的に何かこう、全部進行していかな

きゃならないと。ここに書いてあるからやるんじゃなくて、まちづくりのことというのは、書

いていなくても町民の生活全体は進行させていかなきゃならんわけでね。 

 その中でも特に、この今の財政状況の中で、どこが焦点になるのかということが見えてこな

いというのがね、何かこう気になってしょうがないと思ってはいるのです。何かものの考え方
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じゃなくて、前からもう、こう何回も話が出ていますからもうこれでいいですけども、もう少

し町を、今までの前に作られてきたこの施策を、まちづくりをどんなふうに変えていくのかと

いうところが、なかなかこの総合計画の中で見えてこない。 

 特にこの総合計画は、この飴谷町政の中でやっていかなきゃならない、この厳しい財政状況

の中で特にこの白老が生きていかなきゃならないという、そういう状況の中ですから、ただ一

般的にきれいごとの言葉で並べていったのでは、町がもたないだろうという感じがするのです

よ。 

 そこら辺が見えないなという感じがしてしょうがないのです。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） はい。ただ今のご指摘いただいた点ですが、１２ページにですね、

構想の部分の１２ページでございますが、将来像の実現方策と言いまして、３点目の重点プロ

グラムの推進で四角く囲っている部分でございます。 

 確かにお話ございましたように、総花的という部分を私どもの考え、町民とのその審議会の

中では、何でもかんでもじゃなくでですね、ここの一つは地域産業の活性化という部分。２点

目は町民生活の安定化ということ。で、３点目は地域自治の充実と。こういう大きく三つの柱

ですと。今、斎藤委員さんがおっしゃったとおり何でもかんでもじゃなくて、やっぱり何かを

絞るべきじゃないかと。 

 で、こういう大きく三つのねらい、重点プログラムに掲げながらもその地域にあるブランド

があったり、地域内のセーフネット、その安全・安心という部分。そして、町民の活力あるコ

ミュニティの活動のそういうものを生かしながら、こういう大きな三つの柱に向かっていくん

だと。こういう考えで計画の方、柱立てしております。 

 今ご指摘があった中身でございますが、こういう重点プログラムをさらにきちっと柱を三つ、

こういう目標で持っていくんだというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 他に質問のございます方、どうぞ。 

 ４番、鈴木委員。 

○４番(鈴木宏征君) ちょっとこの、直接ここにも関わりあって、他のことにも関わりあった

ものですから、考え方っていうのをちょっと教えてほしいのですが、前に議会の質問、委員さ

んの質問の７ページにですね、議会の基本姿勢、議会による推進はどこの席に載せたのかとい

うのがあって、まぁこれはこのとおり説明はしているのですが、たまたま今民生常任委員会で

ですね、環境基本条例ですか。あれを今、審査が終わってまとめているのですが、その中にも

町の責任と義務という、あの条例の中にですね、何条かちょっと忘れたのですが、町というの

を定義の中にはですね、町長部局と議会と教育委員会と。この三つをまとめてその町というの

だというような説明を受けたのですよ。 
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 そのときにですね、この議会、三つの責任と義務ですから、議会も責任と義務があるよとい

うようなとり方をできるわけですね。 

 そうしたときに事前にですね、やっぱりこういう表現をするときは、やっぱり議会とですね、

事前にこういう表現をするよという、何かその事前の協議というのですか。そういうものが必

要だと思うのですよ。 

 そしてこれ、作ってしまってぼんと出してからですね、いやこの中にこういう表現を策定委

員会の中でですね、こういう意見があってこう入れたということじゃなくて、入れるというこ

とがもしそういう意見があればですね、議会にやっぱり一応前段でですね、やっぱり説明して

こういう方向で入れたいのだけれども、議会の意見としてはどうでしょうかというような部分

がですね、全体にあっていいと思うのですが、こう出してしまった後でそういう説明というの

はちょっと違うんじゃないかと思うのですが、ここら辺のそのルールというものですね、どの

ようにお考えになっているかということをちょっと、あったらですね、教えていただきたいな

と思います。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） はい。今回、前回のご質問があった中で回答という中で、７ペー

ジの方に掲載させていただいたわけでございますが、委員さんがおっしゃる部分で、私どもと

議会側との部分でのすり合わせの中に、ちょっと違いがあったのかもしれません。と申し上げ

ますのは、私ども議会の全員協議会という場におきましてですね、実はその議会のあり方とい

う部分は一応こういう形に位置付けさせていただいたと。 

 それに対して、皆さんからご意見をいただきたいと。そういう何回かのやり取りの中で、実

はこういうふうに最終的には今の構想の中に位置付けさせていただいたと。 

 このことに対して、これでコンクリートということではございませんので、意見があれば私

どもはどんどんそのことを、ご提案を受けながら、また審議会にフィードバックして、議会か

らの意見はこうありますよということはきちっと説明しながら、じゃどういう形にしていこう

と。 

 こういう形で過去も進んできたし、現在もそういう考えでいるという状況でございます。 

 ですから、現在これに対してのご意見がもしあるのであればですね、どんどん言っていただ

いていきたいという考えでございますが、基本的には審議会で行政の立場はどうである、また

住民はどうある、議会がどうあった方がということはいろいろ議論されて一応こういうふうに

まとめさせていただいたという状況でございます。 

 ですから、委員さんが最後におっしゃいました、今後においてもですね、議会とのやり取り

の中もきちっとそういう考えでいくべきじゃないかというお考えかと思うのですが、総合計画

に関わらず、今後私どもでいろいろそういう部分が出てきた場合ですね、どういう立場、機会

がいいのか、本会議がいいのか、全員協議会がいいのか、ちょっとその辺はまたいろいろ議会

側ともご相談申し上げなきゃならないと思いますが、そういう部分は慎重に対応していきたい
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というふうに考えています。 

○委員長(吉田和子君) 事務局の方からちょっと。 

○事務局長(山崎宏一君) これは前回もですね、一部そういうお話出てですね、あったのです

けども、先ほどの話じゃありませんけど私どもの方もですね、先ほどの環境基本条例だとか、

それから今回の第４次の計画。 

 近年ですね、特に協働だとかまちづくり、行政・議会・住民、この辺のですね、やはり責務

っていうのでしょうか。そういうものが特にこう強調されてきている時代というか、なのです

ね。 

 ですから、今言ったように議会の責務なんていう言葉もですね、今まではあまりこういう中

ではね、現実としては出てきていなかったのですけども、最近のその計画だとか、そういうも

のには非常にその、議会・行政・住民っていう言葉がですね、出てきておりますね。 

 従って、さっき鈴木委員もおっしゃったように、事前にルール作りっていうのでしょうかね、

特に書いたものがなくてもですね、やはりこれは議会、当然条例だとか規則また計画に出てく

る言葉ですからね。議会の方がやっぱり事前に共通認識した中でですね、捉えておかないと、

本番になってしまってこう、本会議だとか委員会だとかになってしまってからね、いいとか悪

いとかっていうことにならないようにですね、一つのルールとして何も書いたものはございま

せんけれども、行政の方とですね、その辺私どもの方からも事前にその辺そういう、何て言う

のですか、表現というか作り方っていうのでしょうか。あればですね、何らかの形で。全議員

一緒にということにはなりませんけれども、少なくてもね、担当する委員会なんかにはですね、

やはり共通認識していただくという意味を含めて事前にですね、やはりやり取りをしておかな

いと、このようなことがまた今後もずっと同じようなことで続くのかなと思いますので、事務

局の方もその辺行政の方とですね、連携して、なるべくそういうことのないように、事前に説

明できるような形で、ルールって言っていいかどうか分かりませんけども、その辺行政側と一

緒にやっていきたいと思っています。はい。 

○委員長(吉田和子君) はい。４番、鈴木委員。 

○４番(鈴木宏征君) もし、そういうことができるのであればですね、ぜひそういうことをし

ていただいて、やっぱりそういう表現をしては、僕はだめだということじゃないのですよ。そ

れはもう、必要であればしていただくことにはいいのですが、やはりそこにいく過程の中でで

すね、もっと早い時期で、もうここにこういうふうに出されたときにはですね、ある程度もう

何か、雰囲気としてはですね、固まったような形で、意見といってもそれをなくするというよ

うな話の意見までにはなかなか行きづらいのですね。 

 ですから、やはりその前段としてやっぱりこういうものを含めて考えたいとか、そういう部

分では議会とのすり合わせっていうのをですね、やっぱりもっと早い時点でやっていただいた

方が、受けた方もですね、それを受けた方もそれなりの気持ちの中で受け止めることができる

というような気持ちもするので、突然ぽっと出てくると、「あ、何かな」という気がしますので。
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やっぱりそこら辺のルールっていうのは必要かなということと、やはり今回も宮脇先生の所へ

行ってちょっと、協働のまちづくりとの関わりの中でですね、こういう計画作りの中で、議会

がどういう関わりをしていくかっていうことのちょっと勉強もさせていただいたのですが、先

生の意見もいただいたのですが、やっぱりちょっと今回のその計画作りの中での議会の関わり

というのがですね、ちょっと何か違ったと言ったら語弊があるのですが、もう少し何か早い時

期にですね、議会が入っていって、作成の推移を見ながらですね、議会の意見が言えるような

ですね、そういう場面がたくさんあって今があればいいのですが、中間報告とかっていうこと

でぽんと出されて、もうそこまでに至った経過というのがですね、かなり作った人と議会の委

員さんの差というのですか、出てきた中で出されて、それをちょっと意見をくれと言われても

ですね、なかなかその意見を出せるような、そういう環境になかったということもあってです

ね。 

 やっぱりこれは、今後そういう計画作りの中で、議会も考えないとだめなことなのですよね。  

 ですから、そういう議会と行政側の、そういう調整とかすり合わせというのは、いろいろな

部分でやっぱり必要になってくると思いますので、ぜひ何かそういうものがこう、うまくでき

るのであればしていただきたいということで終わりたいのですけれども。 

 質疑じゃないですけれども。 

○委員長(吉田和子君) 質問です、今。まとめではないです。要望も入っているかもしれない

ですね。要望を含めた質問になるかもしれないですね。 

 まだ、まとめには入っておりません。まだ質疑です。 

 他に質疑のあります方、どうぞ。 

 １４番、大渕委員。 

○１４番(大渕紀夫君) 大渕です。何点かちょっと、お尋ねをするのと提案をしたいのですけ

ど、一つはですね、この７ページの基本構想の概要というのがございます。僕はいつも思うの

ですけど、この「幸せを感じる町」を８年後目指すんだということなのですけれども、もうち

ょっと具体的にした、ならないものかなっていうふうに僕はいつも思っているのですよ。その

「幸せを感じる町」ってどういう町なのだろうかなと。 

 それで、一つはこの部分では提案なのですけど、例えばサブスローガンみたいなようなもの

を作ってね。これは私の案ですから、どうやって考えてくださっても、どこが考えても構わな

いのですけど、例えば産業の活性化と福祉優先の町を作りますと。そういうようなですね、そ

の具体的に分かる、「幸せを感じる町」っていうのはこれぐらい感じても幸せを感じたことにな

りますから、８年間経って。 

 そうじゃなくて、こういう町を作るっていうものがね、私は欲しいのですよ。ぜひ、そうい

うことが検討できないものかっていうことが一つです。 

 そうすればね、町民はね、「いや、幸せを感じる町を作るのだとさ、８年後に」っていうのじ

ゃなくて、「こういう重点の町を作るのだ」という、それは例えば一つだけでもいいのです。 
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 そういうものがやっぱりあるっていう方が、具体的になるんじゃないかと思うのですよね。

で、それ以上具体的になるっていうのは、ちょっと難しいかもしれないけど、それぐらいまで

はぜひ一つしてほしいというのが一つです。 

 それからもう一つ、今ルールの問題とかいろいろなこと出ました。それで、基本条例、まち

づくり条例。これを、この構想との関係で前後するって議論がされて、それはもうこれからい

くらしてもしょうがないので、それはしません。 

 ただ、まちづくり条例の中にそういう矛盾が起きないような条例。単にこんな町を作るんだ

っていうのじゃなくて、責務かそういうものをこう網羅されていくようなですね、総合的なま

ちづくり条例というのは作れないものかどうか。 

 この間、議員の側で道の研修会の中で神原教授の話を聞いたときに、自治基本条例というの

が、試案ですけどね、あるし、もう一つ渡辺教授かな。どなたかが議会の基本条例というもの

も出しているのですよね。これはインターネットでみんな引っ張れますけれども、そういうも

のをですね、ぜひ参考にして、部分的なまちづくり条例じゃなくて、町全体。そしてこれから

の基本構想を作ったり、町の基本がそこでこう読み取れるような、そういうまちづくり条例に、

これと構想ときちっとリンクできるような形でのですね、まちづくり条例の検討を一つしてほ

しいなというふうに思うのが二つです。 

 もう一つ、極めて具体的なことを１点だけ聞きます。２９ページ。構想の２９ページ。竹浦・

飛生・虎杖浜地区の地域振興の問題が出ております。それで、飛生地区には社会福祉施設の他、

椎茸栽培や養鶏場、砕石プラントなど多くの産業が立地していますと、こういうテーマ、地区

の状況の抑えなのですよ。 

 私、状況を抑えて今後どうするかということで言えば、そういうところが全部入っていくは

ずでございますのでね、アートコミュニティ。どういう方針になるのか分からないのだけど、

あるのは事実だから、そこであるという認識が一つと、これをやはりこの間の答弁の中でも進

めたいということですから。これはぜひ一つね、今の計画じゃないです。今の飛生の振興策を

どうするのかという視点からいくと、私はここに飛生のアートコミュニティという看板も表示

板も出ております、あそこに行くとね。 

 ですから、これはぜひ入れていただきたいし、そういう位置付けを明確にしていただけない

ものなのかなと。実際にありますから。 

 今後の開発で極めて重要な部分なのです、これは。今後の開発で。 

 ですから、これはぜひ私は入れるべきだという意見なのでございます。一つそこら辺が、ど

ういうことか、この３点お尋ねをしたいと思います。 

○委員長(吉田和子君) 岩城課長。 

○企画課長(岩城達己君) はい。まず、１点目のいわゆるサブスローガンと言いましょうか。

町民が飴谷町長の下で、これから総合計画を進めていくと。そういう目標が実はこういうこと

で、こう単的に分かるような、そういうスローガンがあってもいいんじゃないかというご提案
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でございます。 

 で、総合計画本来はあえて申し上げますと、全体に関わり、やはりまちづくり全体をやはり

考えようということもございまして、単純に例えばその、産業の活性化と福祉のまちというふ

うに売っちゃうと、じゃ教育はどうなのだ、環境はどうなのだと、いろいろなことがやっぱり

出てくる。そんなこともありまして、私どもは先に申し上げましたその「幸せを感じる町」そ

れはあくまでも町民が主体となって、活力あるまちを作っていくのだと。そのために大きく三

つの柱があるということを申し上げてきたわけでございますが、これは先ほどご提案というこ

ともございましたので、このことについて議会側からやっぱりこういうお話があったというこ

とは審議会にも申し上げまして、サブスローガンという位置付けがいいかちょっと、分かりま

せんけれども、その辺のことはですね、この後の審議会の中で話し合っていきたいなというふ

うに考えてございます。 

 それから、２点目のルール化。協働のまちづくり条例の関係でございますが、本年の第２回

定例会でもご質問がございまして、その内容についてお答えをしたところでございますが、い

わゆるその町の基本という部分は、やはりこの総合計画があって、きちっとそのことがこうリ

ンクされて、誰が見てもですね、「ああ、町の総合計画はこうあって、それでまちづくり条例が

こうある」ということはきちっと分かるようには整理したいというふうに思います。 

 ですから、先ほど具体的に大学の先生のお話もございましたし、私どももその辺の先生のお

考えの、文献等は入手してございますので、今後まちづくりの条例化、町長が作るというふう

にはっきりお話されておりますので、条例策定に向けては、その辺のことも十分考えていきた

いというふうに思います。 

 それから３点目の飛生アートコミュニティのこと。現在のこの地域振興策の中にはですね、

固有名詞は入ってございませんが、２９ページのその意図とする部分は④の社会活動への参加、

交流の機会を広げ、誰もがいきいきと暮らせる地域づくりを進めますというふうに大きく、部

分がこの４点の中に入っているわけなのですが、総意申し上げますと、多分委員さんの方がそ

れでは具体的なことが一切見えないと。アートコミュニティはどうなっているんだというふう

になろうかと思います。 

ですので、この点につきましても審議会の方とですね、固有名詞になりますけど、そういう

ことをしっかりここに言うのがいいのか。あるいはその実行計画の中できちっと言うのがいい

のかと。その辺のことは議論して、整理していきたいというふうに考えてございます。以上で

す。 

○委員長(吉田和子君)  １４番、大渕委員。 

○１４番(大渕紀夫君) １４番、大渕です。今、１・２点目は結構です。３点目なのだけどね、

私は地区の状況を含めて、含めて考えておりますので、地域の地区の状況の中にもかかれてい

ないものですからね。それでなお言ったのですよ。ぜひ、そこら辺も十分考慮して、きちっと

した位置付けが私は飛生地区については必要だと思っていますから。 
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 それと、そこの点ちょっとね、強調しておきたいと思います。 

 あと、総合計画全体の問題で、財政問題っていうか、裏付けの財政の部分なのですよね。財

政運営総合対策が出されましたけれども、もちろんこれに裏付けられての基本構想だというふ

うに理解をしております。 

 で、当然これはこの後、先ほどもお話あったように総務文教常任委員会の中で議論されると

いうふうになっておりますけれども、私はこの財政問題がこの総合計画がうまくいくのもいか

ないのも、そこにかかっているのではないかなというふう、私は思っております。 

 今の財政状況っていうのは、先般産業建設常任委員会の中で下水道の状況、出していただき

ました。建設土木の何年かの状況を出してもらいましたけれども、私が想像していた以上に財

政的には厳しい状況だというふうに言わざるを得ないなと。 

 ちょっと調べてみたのですけれども、例えば納税、税ですね。税を見ても、納税義務者がど

んどん、どんどんっていうか減っていますよね。納税義務者がこれからずっと減っていく状況

にあると。固定資産税もかなりな勢いで減っていく状況にある。 

 ところがこの財政の総合計画の中では、町税は現状のままでいったものより増える状況にな

っています。 

 これ、どれぐらいの実態を抑えて、この財政の状況を作られたのかね。少なくても固定資産

税等々含めて税全体が納税義務者が減り、固定資産税の状況を見、年金の方もそんなに増えて

いないという状況を考えると、本当にこういう形でいけるのかっていうのはね、僕はかなり疑

問だ。相当のパーセントで僕は疑問だと思っています。 

 で、担当の方々や助役含めて理事者含めてね、どれぐらい中身まで知って、この財政総合対

策が作られたのかね。私はこれはね、早晩かなり早く作り変えなければいけないんじゃないか

と。僕はもう、現段階でそうおもっております。 

 そういう心配が本当にね、ないのかどうか。それを、これが崩れると総合計画全体が崩れま

す。それぐらいの中身を僕は持っていると思うのですよ。よほど大きな政策変更をしなければ、

どうにもならない状況が早晩来るのでないかと思うのだけど、そういうものが担当助役含めて

ありますか。 

 どういう見方をされているか、そこら辺ちょっとね、きっちりやってみてほしいのですよ。

答えてほしいのです。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） はい。この問題については議会の中で同様の質問を受けてございま

すし、ちょっと一部お答えしていますが、これは財政健全化プログラム・総合対策、これを作

る元となっておりますのは、税の方は１４年度のですね、決算見込みによって、これは当然担

当課の方から出ている数字ですけれどね。それを抑えて一応、プログラムしてございます。 

 で、大渕議員おっしゃるように、その後日本製紙のマシン停止ですとか、それに伴っての職

員の削減、社員の削減。こういうようなことで、かなりやはりそのマイナス要因と言いますか、
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そういうのが出てきております。 

 それから、時代の流れの中で、土地の評価等もですね、やはり想像を超える以上に下がって

きているということもありますから、評価替えを迎えれば当然下がっていくようなこともあり

ます。そういったマイナス要因がかなり出てきておりますので、これにつきましては、一応今

シュミレーション中ですけれども、その中でも相当やはり、今プログラムに盛り込んだ数値か

ら厳しくなるなと。こういうことでございますので、今作業を急いでおりまして、総務文教常

任委員会も今月中に、また開催予定されておりますのでね、それまでに今試算をしなおしてお

りますから、そういう中で明らかにしていきたいと思いますし、当然、前回の議会でも言って

おりますが、７月に交付税等も確定したと。 

それから人事院勧告の方もですね、だいたい大筋の目途がついたと。それから今のこの税の

問題。この三つが大きい問題ですので、この辺はきちっと見直してですね、再度プログラムを

組みなおすと。 

 それで、そのことについては当然議会等にもですね、ご説明していきながらこのプログラム

を本格的にスタートさせていきたいと、このように考えております。 

○委員長(吉田和子君)  １４番、大渕委員。 

○１４番(大渕紀夫君) 私が言っているのはね、本当にそういうことを含めて考えるときに、

総合計画そのものが成り立たなくなる可能性が出てきますよね。裏付けが崩れるわけですから。 

 ですから、私はそういうものを本当にきちっと精査すると。納税義務者が減るっていうのは

もうこれシュミレーションで出ているのですよね。減っていくというのは。固定資産税が減る

っていうのも出ているのですよ。 

 例えば、港が貫かれています。それは政策上で町側が執行するわけですから、いいわけです。

しかしですね、今まで５千万円だっていうふうに見ていたものが、新しく出た今度のその資料

を、港の中で、港湾課で出された資料を見る中でもですね、第３商港区をやった場合は、それ

が実際には２億以上になると。今度の町の負担は、相当跳ね上がる状況になりますよね。 

私が試算したら２億ちょっとぐらいになるのかな。起債を全部入れるとね。 

 ですから、いや２億。それは平均パーセントだから１億なのですよ。その今の期間だけ、こ

れから第３商港区を作る期間だけで見ると、違うのですよ。それは５７年から完成まで見るか

ら１億いくらなのです。これから作る場合はそうならないのですよ。 

 ですから、本当にそういう状況の中で、この総合計画をスタートさせるときに、今誰もいな

いからあれだけど、させるときに私はね、財政問題の裏付けっていうのはよほどきちっとして

おかないと、すべて崩れるだろうと。 

 で、これ、できちゃってやるよというふうになってときにね、裏付けなくなっちゃったらど

うにもならなくなります。それね、なお私今言うのですよ、そういうこと。 

 そこは、あらゆるところに出ています。例えば、下水道。早く政策提起しないとこれはもう、

ここだけでものすごい、ルール計算だけで、ルール計算しか出していない。それで５千万円上
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置きですか。しか出していないでしょう、今ね。 

 それは、それをやればやるほど、収支は赤字になってずっと積んでいくことになりますよね。

特別会計の中に。いつか必ずそれ面倒見なきゃだめになるのですよ。それはもう、病院も国保

も同じですよ。 

 ですから、そういうことを全体的に考えた財政プログラムと総合計画が、きちっとそこで何

て言うの、整合性が取れないとですね、作ったはいいけど、結果としてはね、やっぱり何も実

現しなかったというふうになりかねない状況にね、今、今あると思うのです。 

 だから、まだ岩城課長が言われるように、コンクリートされていないわけだから、そこのと

ころは本当にもう一度見直す必要がないのかどうかね。そこら辺ね、勇気ある決断みたいのが

やっぱりちょっと必要なような気がしているのだけど、どうですか。助役さんたちは。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） はい。大渕議員が今おっしゃったことは、私どももですね、当然認

識しておりますし、ですからこういった対策を立てて、その他会計の分もですね、連結という

意味である程度は面倒見るという形もとっております。 

 ですから、港の問題も出ましたけれども、やはりこれからどんどんどんどん税収も減ってい

くだろうということの一つの防御としてはですね、やっぱり産業の活性化ということも当然必

要です。入ってくるものをやはり増やさなきゃならないということもありますから。 

 ですからトータルでやっぱりやっていくということが基本にあるわけですけれども、そこの

ところはですから何度も言っていますが、一応財政の総合対策も４年間という中で見ています

が、これはもう毎年毎年きちっと見ていくと。 

 ですから、このプログラムを出したのは２月でしたか。出したのは。それから半年が経ちま

したが、やはりその中で大きく変わってきていると。今の税収の面も含めてですね。ですから

そのこともきちっと今見直して、より精度の高いものにしていきますし、またこれがまた１年

過ぎましたら来年に向かってはまた、このプログラム自体も全部見直していきますから。 

 確かに言うように、じゃそのとおりこの財源でやっていけるのかというのは、本当に疑問な

部分あります。正直申し上げまして。だけども、そこはきちっと財政の裏付けを図るという意

味で、プログラムの方はですね、きちっと点検しながらやっていきますし、そのことによって

どうしても財源がないということであれば、総合計画の方もですね、やはりその中では見直し

ていくということも出てくるというふうに思います。政策面も含めてですね。 

 ですから、そこで今大渕議員とここで、今こうしますよということは言えませんけれども、

厳しい状況は十分に認識しているつもりでおりますし、そこは総合計画は総合計画、プログラ

ムはこういうふうに数字がいかなくなったからもうそれは乖離していってもいいんだというこ

とは絶対ない。ないというか、そういうことは絶対しないつもりでおりますしね。そこのとこ

ろをきちっと見直しながら、進めていくという考えでおりますので、なかなか今ここでそこ大

丈夫かと言われると大変厳しいのですが、そういうことはきちっとやっていくつもりでおりま
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す。 

○１４番(大渕紀夫君) もう一つ。 

○委員長(吉田和子君) １４番、大渕委員。 

○１４番(大渕紀夫君) 一つはこの財政運営総合対策を今見直されるということなのだけど、

期限は切るのかどうかね。いつまで見直すということにするのか。 

 それで、これはもう修正案なのですね、これは。これはもう今のものはもう、一度修正して

いるわけです。修正は何度されても構いません。ね。それで僕はこの間の議会でも聞いている

のですよ。 

 で、それはどういうことかというと、例えば納税義務者の推移や固定資産税の推移というの

は、突然起きたものだったらそうだけれども、これはね、実際に本当にすべてがこれを作ると

きに、修正せざるを得ないというのは、修正案というのは、文章的な修正案がこれ多いからね。

数があまりないとは思うのだけれども、これを作ったときに本当に納税義務者が減るだとか、

それから今見直さなければならないという税の部分を含めて、分からなかったのかということ

は僕は疑問なのですよ。それは厳しい言い方かもしれない、担当の方にとっては。 

 ただね、このことが町の将来を決めるわけですから。私は厳しいかもしれないけど、本当に

これを作るときにそこまで精査されたのかと。本当に税務課の部分と、どこまで詰めた話にな

っているのかという、僕はね、そこら辺までね、やっぱり今はきっちりしないとだめなのです

よ。 

 これ、うまくいかないから何回でも変えればいいというものでは、僕はないと思うのです。 

 ですから、役場の職員の皆さん方は一生懸命やっているというのはよく分かるけれども、職

員の仕事の質もね、上げていただかなきゃだめなのです。今は。そういう時代だと思うのです、

僕は。 

 ですから、そういう質問は議会の中からどんどんどんどん出ると思いますよ。我々も努力し

なくちゃいけないけれども。 

 だから、そこら辺の税務課との詰めが一体どうなっていたのか。２月にもうマシンが止まる

ということは、方針としては出ていたはずです。日本製紙の。その後に正式にやったから、そ

のときは正式でなかったから盛り込まなかったのだよ。今度正式になったから盛り込んだのだ

よというなら話は分かるのだけれども。 

 納税義務者の問題から何から、これはもう落ち込んでいくということははっきりしているわ

けですから。そういう部分を含めてね、やっぱりきちっとしたものを作っていただきたいと思

うのだけど、どんなものですか。 

○委員長（吉田和子君） 辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 今、税の見通しの部分のご質問ですけれども、この財政運営総合

対策一応２月に発表しておりますけれども、その税の見通しの数字ですね。それは、１６年度

の数字も含めですね、秋ぐらいにですね、いろいろ試算し始めたという状況です。 
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 その時点でのですね、税務課も日本製紙にいろいろ聞き取り等も行っておりますけれども、

なかなか会社としてもその時点ではですね、その情報として出せるもの出せないものがあった

という、そういう部分もあったというふうに聞いております。 

 それで、年度変わりましてですね、再度税務課の方でいろいろ固定資産税の見通し等、人員

的なことも含めてですね、再度聞き取りをした中でその個別の数字を対外的に発表するという

ことについてはやはり、差し控えるという条件の中でですね、ある程度の情報をいただいてで

すね、現在今見直しをかけていると。 

そういうようなことで、この部分については相手のあることですから、相手側の情報によっ

てですね、やはり見直しというのはその時点その時点で変えていかなきゃならないというよう

な状況です。 

 そういう部分をですね、ちょっとご理解いただきたいと思います。 

 それで、確かに税の部分、かなり変わってくるところですけれども、前回の財政改革プログ

ラム案修正というのは、基本的には字句の修正ということですけれども、今回今やっている作

業については、財政見通しのですね、見直しということで、先ほど助役の方から答弁ありまし

たように、この町税の見通しの修正。 

 あるいは固定資産、地方交付税のですね、普通交付税が一応１６年度決定になったというこ

とで、これまだ議会には正式にちょっと、議会の場でご説明する機会がございませんけれども、

ほぼ１６年度の予算どおりと。臨時財政対策債と合わせるとですね、ほぼ予算どおりというこ

とで、財政改革プログラムでは多少ちょっとそれよりもプラスアルファというような部分もあ

りましたので、その辺の発射台をちょっと見直しせざるを得ないと。そういうような状況でご

ざいます。 

 それで、税の部分につきましては、例えばですね、例えばの話もし１億円減収ということで

すと、基準財政収入、地方交付税のですね、基準財政収入額が７５％カウントされるというこ

とで、その４分の３の７５％の７，５００万円は地方交付税が増える要因にはなると。 

 ですから、実質の減収要因というのは４分の１ということでございますので、そういうトー

タルの中でですね、そういう収入の見通しをですね、修正していくと。そういうような作業を

現在してございます。 

 そこの部分につきましては、総務文教常任委員会の所管事務調査の中でのご説明ということ

になろうかと思いますけれども、８月の２回ということでございますけれども、ちょっと後半

の方のですね、委員会の審議の中でですね、その辺の見通しの数字についてはですね、ご説明

していきたいなというふうに考えております。 

○１４番(大渕紀夫君) 総合的な見直しの事実というのはありますか。 

○委員長（吉田和子君） 財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 今やろうとしている作業が、財政見通しの見直しということで、

当然多分不足額が拡大する可能性というのは出てきます。 
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 その不足額の拡大する部分についてですね、どういう対応をするかと言う部分がポイントに

なるかと思いますけれども、現在持っている基金の範囲内であればですね、基本的にはその対

策の部分についてはそういじらなくても済むのか。そんなふうに感じておりまして、そういう

その辺の整理については、その財源不足額がどの程度修正されるかという部分になろうかと思

います。 

 ですから、大幅にという部分にはなかなかちょっとならないんじゃないのかなと。そういう

ふうに捉えております。先ほどご説明した、税が例えば１億円減っても、実質的には歳入トー

タルで２，５００万円と。そういうようなことから言うとですね、何とか現在あるその基金の

範囲内でですね、済むのであれば、そういう方向なんかも検討していきたいなというふうに考

えております。 

○１４番(大渕紀夫君) １２月いっぱいぐらいまでには出る。 

○財政課長（辻 昌秀君） そんなに遅くならないと思います。 

○委員長（吉田和子君） 暫時休憩をいたします。再開を１４時５５分といたします。 

休憩 午後 ２時３９分 

 

                再開 午後 ２時５５分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 基本構想についての方で、まだご質問のあります方、どうぞ。 

 １８番、加藤委員。 

○１８番（加藤正恭君） 加藤ですが、今度で４回目の総合計画になると思うのだけれどね、

過去を振り返って１次・２次・３次、地域別の振興方針というものをね、出していますわね。 

 で、白老町を三つのブロックに分けて考えられていると。 

 ところが、１次・２次・３次をずっと見ていてね、果たしてこの三つに分けている意味がね、

どこにあるのか僕ちょっと分からないのですよ。 

 この実行計画か、実行計画を見ると、例えば竹浦・虎杖浜・飛生という地区ではトンネルの

オープンカットだとか、それから何だ、クッタラ湖のトイレのあれだとかね。そういうのは当

たり前のことでやってきているわけなのだけれどもね。 

 で、ずっと白老町社台から虎杖浜を見た場合に、漁業の町であることはもう、みんな共通し

ている。それから、温泉も社台から虎杖浜まで全部温泉があるわけですね。お湯が出ている。

それから、農業にしても酪農にしてもね、ほとんど同じような状態にね、これ三つのブロック

に分けて今までこう、計画は立ててはいるのだけれども。 

 この３次までやってね、３次まで実質的にこういう地域振興政策というものをやって、果た

してその効果というものかな。そういうものが出ているのかどうかね。 

 例えば竹浦と虎杖浜、いつか言ったことがあるのだけれども、非常にこう歴史的にこう成り

立ちが違っているのです。考え方も違っているのですよ。 
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 ですから、そこを横の連絡でこう、うまくこう共通性を見出そうとしてやるのだろうけれど

も、非常に無理があるような気がしてならないのだけれどもね。 

 しつこいようだけど、３次までやって、その反省の下で４次もそのような方法でやるのか。

その辺りについては議論があったのですか。この総合計画をするときに。その辺りはどうです

か。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） はい。まずその地域別振興方針の、その地域の区分けということ

でございますけれども、これにつきましては最初に分野別という六つの柱と、この地域の三つ

という部分の組み立てをどうするかということの議論はいたしました。 

 で、そういう中で、町全体を一つという考えもありますし、２分の１、どこかの大きい川で

分けてもいい。そういうことも議論を経た中で、第３次のその地域ごとの組み立てに何かじゃ

問題があったかと。そういうことも検証しました。 

 そういう中で、やはりその地域に合った特色。例えば社台だと、競走馬があって牧歌的な地

域であったりとか。それからやっぱり漁業は、全体でもということもありますけれども、やは

りその虎杖浜という部分のその歴史的な部分。 

そんなことも踏まえて、トータルでその地域性がどうあったかということもきちんと議論し

たうえで、今回大きく３次と、結果的には３次と同じ三つの地域性という大きく区分けはしま

したが、それぞれそこの地域に町民の方も入って、その地域にいる方がそこのプロジェクトに

入りながらですね、その地域性をしっかり特性を出していきたいと。こういう思いの中で、今

回の総合計画を作り上げてきたという部分がございます。 

 ですから、ご質問があったとおり、その議論をされたかどうかというご意見でございますが、

その点は最初のときにですね、きちんと整理しまして、３次のことも検証しながら、今回も同

様に三つのブロックに地域分けしたと。こういう経過になってございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○１８番（加藤正恭君） はい。加藤ですが、実行計画を見ますとね、この地域振興について、

政策の構成というのがありますね。(3)に。 

 これは全部(1)から(5)までは全部白老ブロックと、それから萩野ブロックと、竹浦・虎杖浜ブ

ロック。みんな同じようなものがずらっとこう並べてあるわけですよ。 

 そして、１次のね、１次のときの計画などを見ると、ちょっと記憶だけなのですけど、例え

ば竹浦地区では地竹が出るから、地竹を何か活用したものを何か作ろうじゃないかというよう

なのが１次のときには載っていたのですよ。それもいつの間にか尻切れとんぼになって、そう

いうものは全然載らなくなってきたと。 

 ですから、白老町を無理に三つに分けないで、僕は一つで結構だと思うのですけどもね。無

理にこう三つに分けている意味が、どうも僕は定かにないような気がしてならないのだけども。 

 検討されたというから、それはそれで尊重するとしてもね。いつも１次・２次・３次の反省
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を見た場合に、４次にも同じようなことがあるから、３次まであるから４次にも載せるんだじ

ゃなくて、その辺りもう少し斬新的な感覚を持ってもいいんじゃないのかなという気がするの

だけども。 

 担当課としては現在どのようにお考えになっておられますか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） はい。担当課としましてもですね、確かに１次・２次・３次って

いう部分、今委員さんがおっしゃったとおり、いろいろな部分の考えがあつたと思います。で、

それぞれの時代時代で、またその町で地域の特色っていう部分もあったと思います。 

 で、今回この４次も同様に進めたという部分はですね、やはりその、例えば石山地区には港

があったり、それから萩野には、北吉原の地区になりますけれども滑空場があったりと。 

 それで、町トータルで考えたらそれは町としての一つの財産ですけど、地域はやはりそこに

何かやはり特色を持っていきたい。そういうのがございますので、やはり今回こういう、あえ

て地域振興、地域別テーマ、方針ということもしっかり出したのは、個別の事業とも当然関連

してきます。福祉のことが、じゃ白老だけかといったらそうじゃなくて、虎杖浜も全部トータ

ルされるのですけれども、ここにはいきいき４・６という拠点があると。で、拠点がある白老

の地域性をもっとこう、鮮明に出すべきじゃないかと。 

 そういうことが、あえてその意識付けと言いましょうか、地域としての特色なのだというこ

とも、きちんとその議論をしてきた。町民の方も入って、なるほどなと、自分たちのいるとこ

ろにはよそとの地域と違う部分がこういうところにあるのだなと。 

 そういうことも、きちっと議論しまして、今回のこういう位置付けになってきたという経過

がございます。 

 ですから、担当課としての意見はということでございますが、４次につきましてもですね、

こういったそれぞれの地域振興テーマ。そのことを掲げながら、そういった特色を生かすまち

づくりを進めていきたいと。このように考えてございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか、加藤委員。 

○１８番（加藤正恭君） はい、いいですよ。 

○委員長（吉田和子君） はい。１３番、斎藤委員。 

○１３番（斎藤征信君） 実は、私も今同じところを質問しようかなと思って、聞いてだいた

い分かったのですが。 

 やはり今の話で、だいたい同じような状況だから一つでいいということではないということ

ではちょっと今、加藤委員とは私ちょっと今違っていたのですけども。 

 やはり、地域がそれぞれ発展をするというのは、それぞれにこう特色があって、それが集ま

って白老町という大きな特色を持つと。こういう発展の仕方というのはやっぱり考えなきゃな

らないだろうというふうに思うのです。 

 で、その中に新しい文化も作り上げていきたいという思いで、この前の定例会のときに飛生



２４ 

の問題を取り上げたのも、やはりあの方針というのは飛生に、ただ温泉の町・漁業の町だけじ

ゃなくて、文化というものをもっと根付かないのかなという観点からね、新しい特色があれで

作られるという期待があったものだから、私は取り上げたつもりでいたのだけれども。 

 それが途中消えてしまったことを、強く残念に思っているのですが。だいたい意味は分かっ

たので、その三つの地域。私もこのままだとそれぞれ特色が出てこないなという感じがするの

ですよね。 

 どんなふうな特色を作っていくかということを、それぞれにこう考えて、それをどう住民が

発展させていかなきゃならんかということを、その考えられる資料をこう提示しながら、私が

一番言いたいのは、それぞれその特色の面でお互いに伸ばしながらつながっていくという、横

のつながりも求めていくというね。産業の面で。文化の面で。あるいは生活の面で。 

 それぞれ発展させながら、横をどういうふうにつないでいくかというのが、弱いんじゃない

のかなと。そんな気がしているのですよ。 

 例えば観光なら観光で、まぁ白老の観光と虎杖浜の観光を別々にやっていて、勝手にやれば

いいじゃなくて、白老の観光としてそれをどう結合させて、発展させるかというようなことも

考えなきゃならんだろうと。 

 そんなふうに思うと、何ページですか。７ページにあった、この基本構想の概要のこういう

図。これ、何ていうのですかね、この図というのは。これが、ここでも必要じゃないかなって

いう気がするのですよ。 

 それぞれの三つの地域を、何を目指していくような要素がそれぞれにあるかということを並

べて、それを産業なら産業でどういうふうに結合して、リンクしていくのかという。 

 あるいは観光なら観光がどんなふうにつながっていって、より白老の特徴を明らかにできる

ようにしていくのかというような。こういう総合的なこの図が必要じゃないかと。 

だからここで、ここでは精神的な面での方針なのですけれども、７ページではね。こっちの

地域別、それから分野別の中では、そういう生活や産業の、そういう発展の図というのが必要

じゃないかなというふうに見たのですけれども、いかがなものでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） では、私の方から総合計画の今、土地利用にも非常に関わる、都市計

画にも関わるようなお話です。 

 で、ご存知のように白老町の場合にですね、海岸線に沿って２８ｋｍにわたる細長い町にな

っています。本州にとっては二つの町ぐらいなのですけども、やはりその町をですね、ある面

ではその機能的に効率的にですね、そこの資源を生かした形でまちづくりを進めるということ

になればですね、やはり今はその資源を元にして考えた場合に、いろいろ議論の中にありまし

たけれども、やはり三つの区分になるのがですね、やはり白老の現状としてはそうでないかと。  

 で、逆に言いますと、例えば虎杖浜地区の中にですね、もっと分かりやすく言いますと、例

えば北吉原地区にですね、例えばそういう全体的な枠の中で位置付けしたときに、そこには健
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康福祉施設だとか、それからそういう健康に関するもの、環境に関するもののような施設とい

うのは、やはりなじまないだろうと。 

 やっぱりそういう意味ではですね、やはりその、それが三つに分けるか四つに分けるか議論

はありますけれども、その三つの中でそういう位置付けの地域にすることによって、その施設

計画等もですね、十分な力をですね、１あるものが２、３にですね、形が大きくなって出てく

るだろうと。 

 それは、そのまちづくりにとってもいいことだし、まちづくりを機能的な形に作り上げるの

もですね、非常にいいことだと。そういう観点からも考えてですね、やはり今の状況ではこの

三つの区分がいいだろうと。 

 それで、ある資源をですね、否定するような形にもならないので、それを十分活用するよう

な形にもなりますし、そういう面から考えてこの三つの形が白老町にとってのまちづくりにで

すね、一番いい方法だというような考え方も、この中には入っておりますので。 

 そういう形の中で、この三つの区分にしめたというような形でございます。 

 それは、当初言っているように、第１次・第２次・第３次もですね、やはり都市計画だとか

まちづくりに関してのですね、これが元になっていたというふうに、私は捉えていますけども、

先輩方にもですね、そういう形があるということで聞いておりますので。やはりその辺が一つ

の基本になったのではないかなというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。何かこの、統一される横のつながりって。はい。 

○助役（煤孫正美君） 失礼しました。それはですね、今言ったようにですね、後の方に出て

いますけれども、２７ページのですね、都市構造図ですね。それから２８ページになりますけ

ども、この土地利用の基本方針図。 

 これも一つのモデル的なものになるというふうに捉えていますので、理解していただければ

というふうに。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斎藤委員。 

○１３番（斎藤征信君） 斎藤です。いや、私が言いたいのはね、例えばその観光なら観光。

温泉なら温泉が、本当にどういうふうにこの連携し合いながら発展させていくかというね。そ

ういうものの考え方。 

 あるいは産業なら産業、ね。牛だって広く飼われているわけだし。そういうものがどんなふ

うにこの連携していかなきゃならないのか。 

 あるいはお店屋さんが、今生きていくためには本当に何かこう、あれですよね。勝手にやれ

じゃなくて、本当に黙っていたらシャッターが閉まってしまうような状況じゃなくて、お互い

にそういう振興させていかなきゃならないというね。こういう横のつながりがこう、見えてく

るような。 

 そしてみんな、それぞれの地域を守りながら全体として発展させていく図式というものがね、

必要じゃないかなというふうに言ったのですよ。 
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 だから、この、ここに何があるかという図だけでは、そういうものが生まれてこないわけだ

し、そんなふうに考えられませんかと聞いたのです。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） はい。それぞれの産業の連携のお話かというふうに思います。 

それで、ページ数で申し上げますと、１３ページとそれから１４ページになります。 

 １３ページの方は、それぞれその地域産業の活性化という大きな柱の中で、その地域資源の

活用・連携、そして地域ブランドを作って、地域産業の活性化につながっていくのだと。詳し

いことはそこの文章の中にあるのですが、もっとそれをこう噛み砕いて見やすくしたのが次の

１４ページになります。 

 １０の重点プログラムのその白老ブランドの推進という部分がございます。 

 今、斎藤委員さんがおっしゃったように、地域資源の育成があって、それが産業連携。それ

から認知度アップ、ＰＲ、顧客の販路拡大、信頼、個性の向上と。こういったものをこう、連

携しながらですね、今例えで話をしますと、その産業の部分はどうなっていくのかと。そうい

う部分はこう連携しながらいくのだと。単発的に一つずつの事業を展開するということではな

く、こういう中でこうつなぎ合って、こういう白老ブランドの推進をしていくのだという考え

で、ここの表現をしてございます。 

 ですから、今のご意見いただいた部分でございますが、この１４ページの具体的な部分では

ですね、それぞれ１０のプログラム。それぞれ産業のこともございますし、雇用のこともある

し、それから協働のまちづくりが最後はその自治体改革の推進というような１０項目は、単発

じゃなくてですね、それぞれこう連携していくんだという意味合いで、ここで表現してござい

ますので、この辺の考え方であるというふうにご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にございませんか。 

なければ実行計画の方で、質問をしておきたいというところがありましたら、どうぞ。 

４番、鈴木委員。 

○４番（鈴木宏征君） １回休んでいましたので、申し訳ないのですが、もうそのときに聞い

ているのかもしれませんけれども、これちょっと。２の５のところの寿幸園なのですが、この

中に施策の２の(３)の②ですか。福祉施設の充実の中の４番ですか。特別養護老人ホーム寿幸

園の整備のところで、平成１７年からＡランクで入っていますが、これは一度町長が意思・方

針を示した公設民営ですか。それで実施するとしたら、こういう形ということで捉えてよろし

いのかどうかという確認をさせていただきたい。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） はい。先般町長が方針を出した内容に沿って、１７年からの計画

というふうに位置付けてございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○４番（鈴木宏征君） はい。 



２７ 

○委員長（吉田和子君） 他にございますか。ございませんか。 

 質問も出ないようですので、ここでお諮りしたいと思います。本委員会は、第４次白老町総

合計画に関して調査するため、議員全員をもって５月２７日の臨時会において設置したところ

であります。 

 本日まで３回の委員会を開催し、意見・質疑を繰り返し、質問もいろいろ各会派・各個人か

ら出していただき、答弁書も作っていただきました。その中で質疑応答を繰り返して、本日に

至っております。 

 この間、行政側にあっては委員会の意見なども反映させ、分かりやすい計画書に訂正をされ

て、提出されていました。委員会としても、一応評価するものであります。 

 また、委員会においては議論が尽くされたものと判断するところでありますが、そういうこ

とでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 従いまして、これをもって調査を終了することとしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） それでは、本委員会の調査は本日をもって終了いたします。 

 なお、委員会報告書については、大変膨大なものになると思いますけれども、正副委員長に

おいて作成することにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 皆さんの中からも、大変膨大になっておりますので、ぜひいれてほ

しいとか、要望がありましたら、ぜひ提出をしていただきたいというふうに思います。 

 それではそのように取り扱いをさせていただきます。 

  

◎閉会の宣言 

○委員長（吉田和子君） 以上をもちまして、本委員会を終了いたします。大変ご苦労さまで

した。ありがとうございました。 

（午後 ３時１７分） 


