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   ◎開会の宣告  

○委員長（吉田和子君）  ただ今より総務文教常任委員会委員会を開会いたします。委員

会については傍聴許可することにご異議ありませんか。 

               ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 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。 

 

○委員長（吉田和子君）  昨日に引き続きお忙しいところ三国谷助役、それから各担当課

の課長の方々においでいただきまして、引き続き会議を続行していきたいと思います。昨日

ずっと説明があったのですが、まだ説明の残っている部分、第５章と第６章の説明を受けて

から、その部分の質疑、それから今日は助役もいらしてくださってますので、全体を通じて

の色々な質疑をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは説明のほうからよろしくお願いいたします。 

 辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  それでは引き続き説明を続けさせていただきます。第５章、

町政運営のガイドラインですけれども、第１節、改革後の収支見通しであります。重点改革

期間内に、昨日の午後ご説明いたしました改革プログラムを実施した場合の、普通会計の収

支見通しを表にまとめてございます。 

 この収支見通しの表ですけれども、実は３月３１日付でですね、一部数字に違いがあると

いうことで、正誤表を送らせていただいておりますけれども、使用料・手数料、歳入のその

他、歳出のその他の１６年度以降についてですね、一部数字に違いがあるということで修正

しておりますので、了解いただきたいと思います。 

 この表につきましては、昨日の午前中説明いたしました第３章の現状のまま推移した場合

の収支見通しにですね、第４章の改革プログラムの対策額、対策目標額ですね、それを加え

てですね、その収支見通しをまとめてございます。その結果でありますけれども、対策をで

すね、行わない場合の収支見通しにつきましては、平成１９年度での収支不足額の累計が１

８億５，６００万円ということでしたけれども、対策を行うことによりまして、平成１６年

度以降歳入から歳出を差引きした収支、差引き額については、毎年５，０００万円の黒字と

いうことでございます。また財政町政基金の現在額につきましては、一部その財源をですね、

対策に使うということで、一応１９年度の現在高は３億２，０００万円確保すると、そうい

うような形になってございます。 

 次４２ページですけれども、この改革プログラムの実施にあたりましては、２行目以降に

なりますけれども、改革プログラムの全項目を実行することはもとより、職員全員が危機意

識を共有し、このプログラム以外の分野にかかる行財政運営についても継続して改革改善の

取り組みを行っていくということにしてございます。 
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 次第２節の町政運営のガイドラインですけれども、今後の改革プログラムの実行という部

分で、一部留意しなければならない事項につきまして、ガイドラインということでまとめて

ございます。 

 まず①でございますけれども、収支均衡見通しを著しく超えることとなる事業は、原則実

施しないものとする。また公共施設の更新、緊急を要する行政需要への対応、やむを得ない

状況が発生した場合にあっては、それに要する財源措置を担保し、実施するものであること、

ということになってございます。②新規事業を立案する場合は、事業のスクラップアンドビ

ルドによって行うとともに、必ず事業の「終期」を設定するものであること。③継続的に実

施するサ－ビスに関し、今後導入するものは、国・道制度への「上乗せ」や「横だし」のサ

－ビスは原則行わないものであることということで、３点定めてございます。基本的にはこ

の対策の中に書かれていないものについては、極力ですね、実施しないということではあり

ますけれども、当然やらなきゃならないものも追加で出てくるという部分についてはですね、

財源措置を担保し実施するということでございます。また新規事業についてもですね、これ

は当然出てくるという前提の中で、「終期」を設定するという考え方を示してございます。

あと、国・道制度への「上乗せ」「横だし］につきましては、現在行っているものについて

はですね、引き続き見直しを検討いたしますけれども、決してそのすべてを辞めるというこ

とではなくて、基本的には今後新たに生じるものについてですね、原則行わないことを検討

するということでございます。 

 次第６章、プログラムの進行管理であります。第１節、進行管理。１行目からになります

けれども、毎年度、進行管理をおこない、このプログラムにかかげた項目の全てを点検し、

必要があれば是正の措置を講じます。また、毎年度、収支見通しの時点修正に適切に対応し

つつ、所要の調整、見通しを行いながらプログラムの推進を図っていくことにしてございま

す。 

 次４３ページ第２節、職員の意識改革ですけれども、このプログラムを進めていく上にあ

たってはですね、職員の意識改革が重要な事項ということからですね、この囲んでいる部分

の上から２行ですけれども、将来に渡って安定した行財政基盤を確立していくため、職員一

人ひとりが次の行動指針に基づき業務を遂行するということで、職員の意識改革の重要性に

触れてございます。行動指針につきましては、記載の通りでありますけれども、１、全体の

奉仕者として常に町民のニ－ズを的確に把握し、時代の流れに即応した柔軟な対応をしなけ

ればならない。２、業務を遂行するにあたっては、常に町民のためになるかを考えるととも

に、最少の経費で最大の効果を発揮できるようにしなければならない。３、自分の職務責任

を常に自覚して、自己研鑚に励み、業務遂行に努めなければならない。４、慣習的な前例に

とらわれることなく、常に新たな発想で業務に取り組まなければならない。５、住民参加や

町民・民間団体との協働、民間活力の導入を常に意識し、行政運営を行わなければならない。

ということで、５点ここに記載してございます。 

 最後になりますけれども、第３節の町民への公表ということで、昨日もご意見出ていまし

た、説明責任というような部分でございます。３行目以降になりますけれども、町民の皆様
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への説明責任を果たすために、このプログラムを広報やホームページで公表するとともに、

あらゆる機会をとらえて情報提供に努めるほか、広く町民からの意見を求め、その意見と意

見対する町民の考え方を公表していきます。４４ページになりますけれども、また、このプ

ログラムに基づく各種事務事業、公共施設の廃止・統合による見直しについては、見直しの

根拠となる経費の効果・成果、公費負担と受益者負担の関係を公表し、町民の皆様の理解を

求めます。なお、このプログラムにおいて見直しを行うこととしたものについては、見直し

の内容を決定した時点で速やかにその内容を公表していきますということでございます。 

 現在案の段階でございますけれども、既に町内会長会議での概要の説明、あるいは各種団

体への意見紹介は既に今行ってございます。また５月の広報にですね、掲載し、町民の方か

らのですね、この案に対する意見を求めるということにしてございます。 

 以上で財政改革プログラム全体の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。今の説明がありました第５章、第６

章につきまして、質問のございます方どうぞ。 

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  ４４ペ－ジのところにですね、見直しの根拠となるということか

らずっと書いて、この内容についてもうすでに関係団体に一部の説明されていると今程説明

受けましたけれど、その時意見とかは何か出たのでしょうか、何か。ただ説明だけされたん

でしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  まず案をまとめたということで、まだこれ決定段階ではあり

ませんけれども、一応案の概要についてですね、町内会長会議の中でですね、５月広報に掲

載ということも含めてですね、ご説明して、また意見を求めるということでお話してござい

ます。あと各種団体にはですね、このプログラムそのものを郵送いたしまして、現在意見照

会を行っております。一部意見はだんだん出てきている段階です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。 

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  何点か出てらっしゃって、その中から意見がありましたら是非伺

ってみたいのですけれど。それはよろしいでしょうか。 

○財政課長（辻 昌秀君）  現在のところ３団体から出てきておりまして、団体の名前は

省略させていただきたいと思いますけれども。経常的事業を見直すという部分について、補

助金についてはですね、一律に見直しするのではなくて、事業の必要性、まちづくりの貢献

度を十分に検討して助成を行ってほしいという意見。あとですね、審議会の委員の報酬につ

いては、日額ではなくて、４時間以上、４時間未満で支払うようにしたらいいんじゃないか

という区分を設ける。あと議員さんの関係で１つ出てきてますけれども、議員に対する各委

員会開催時の報酬は廃止してよいのではないかと、議員報酬の中で改正すべきじゃないかと

いうような意見もちょっとあります。あと職員の人件費の部分で、年代ごとにカットの率を

定めてはどうかと。５５才であれば手当の５５パ－セントカットとかですね、４０才であれ
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ば４０パ－セントカットとか、そんなご意見も。また町長の公用車についてですね、若い町

長であるので、お抱えの運転手を採用しないで、自ら運転したらどうかというそういうのも

ございます。あとこれは財政改革プログラムの関係ではないですけれども、子育て関係の団

体からは、公園の遊具の老朽化、そういう子供たちが遊べる環境を作ることによって白老に

住むことになり、税収アップにも繋がるのではないかと。そういうようなご意見もあります。 

 私どもとしても今意見集約の段階ですけれども、これらについてはですね、あくまでも参

考意見ということでございます。ただ基本的には出されたものについてはですね、要約して

一応出てきたものについては公表も含めて検討したいなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君）  他にございませんか。西田委員いいですか。 

 はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  吉田です。このプログラムの冒頭、鏡にも書いてあったので

すけれど、旧来町で策定しておりますこの財政健全化に関連する色んなプランニングがある

のでございます。１０年の白老町健全化計画の問題、１４年６月に発表第４次、それから１

２月の財政健全化指針とあるのですが、しかもこれが例えば前回の健全化指針は平成２０年

度までの企画で公表されているわけでございます。今回のこのプログラムと前回の企画の関

連については、どう整合したらいいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  まず一番最初にできたものとしては、財政健全化計画という

ものがありますけれども、これは平成１０年度から１５年度までということでですね、一応

経過期間は完了しているということであります。それで１５年度に完了するということも含

めて平成１４年１２月にですね、その点検を含めて財政健全化指針というものを作ってござ

いますけれども、これにつきましては１４年度から２０年度までということでまとめてござ

います。この中で今回の計画との関連につきましてはですね、特別会計、その指針は普通会

計を主な対象としていたということでございまして、特別会計、企業会計も含めた全会計の

財政健全化の対策について引き続き検討を進め、早い時期に取りまとめるということにして

ございまして、今回の財政改革プログラムという名前つけてございますけれども、基本的に

は平成１４年１２月にまとめた財政健全化指針に基づくですね、特別会計、企業会計も含め

た全会計の財政運営の総合対策ということで、この指針を受けて取りまとめたという部分で

ございます。ただこの計画の年度につきましては、指針のほうは２０年度ということであり

ましたけれども、今回の改革プログラムは１９年度としてございますけれども、これは具体

的な、基本的な対策を織り込むということなものですから、現在の行革対抗ですか、行革の

計画の期間に合わせるということで、一応１９年度までということで区切りをさせていただ

いております。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。 

 はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  資料がたくさんありましてですね、例えば現況、これ現実的

に今策定された立案ですが、親のこの財政健全化計画の基本的なプランニングのメイン資料



６ 

というのは、前回の健全化指針なんでございます。これに基づいてこれができているのです

ね。今の説明で行きますと。そのように判断してよろしいのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  指針については平成１４年度に作った財政健全化計画、まだ

計画途中でありましたけれども、やはりいろいろな状況が変わってきたと。最初の１０年度

に作った計画ではまだ介護保険制度もスタートしてなかったので、いろいろな特別会計等の

扱いがですね、はっきりしなかった部分、それとかゴミの広域処理についても課題として整

理されていたということで、そういう部分の見直しも含めてですね、指針という形で点検を

して、普通会計について見直しを行ってきたと。ただ先程もご説明しましたけれども、普通

会計だけの対策だったと、普通会計中心のですね、それをさらに拡大して、この指針に置き

変わるものとしてですね、この指針をベ－スにしながらもですね、指針は指針として、１４

年の１２月に２０年度までの展望をしておりますけども、今回改めて作り直したと。１年縮

まっておりますけれども、指針が親でプログラムが子供ということではなくてですね、指針

に変わるものとして今回財政運営総合対策、財政改革プログラムをまとめたということであ

ります。以上です。  

○委員長（吉田和子君）  はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） もう少し簡単にわかるように説明してもらえないでしょうか。

前回のこれとこれは廃案にすると。今回はこれに集中すると。そういうふうな言い方はでき

ないでしょうか。３冊も４冊もあるんですね。ですから、役場がどれを基準にしてこれから

進めていっていいのですか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  現時点での財政運営の対策としては、今回の１つにしてです

ね、これ進めていくと。吉田委員のご質問の趣旨の通りです。 

○委員長（吉田和子君）  はい、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  ４３ペ－ジの町民への公表というところなんですけれども、この

プログラムが今検討されて６月議会に提案されるのではないですか。そういうことじゃなか

ったですか。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  今案の段階でですね、まとめて、一応議会のほう議決事項で

はありませんけれども、一応６月に案を取るような形でですね、今人件費を含んでますから

組合のほうと進めてまして、６月に決定したいということです。 

○委員（斉藤征信君）  そういうことですか。わかりました。 

○委員長（吉田和子君）  はい、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  ６月議会のころには今やっておられますまちづくりの総合計画や

何かを、政策的なものが出てくる。大体それと期を一にしてこれが出てくるだろうというふ

うには思うのですけれども、この中にプログラムが出来た段階で情報に勤めますとあるので

すがね、昨日も話をしたのだけれども、まちづくりの政策とこの財政がどんなふうにともに
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進んでいるのかと。こういう関連性というものをね、はっきりしないと、このプログラムだ

け出ていくと、今財政が苦しいのだからこんなふうにやっていきますということだけ示され

たときに、町民に不審を買うんだろうと思うのですね。厳しいことはわかると。だけどもあ

れもだめ、これもだめとこういうふうにカットしていきますと。そういうことを出されると、

町民が納得できるかどうかという問題ね。やはり今苦しいからまちづくりをこんなふうに進

めていきます。だからここのところはこんなふうに財政的にもこういうふうに押さえていき

ますという関連性があって初めて町民は納得するんじゃないかなと思うのですよ。その辺り

どんなふうに考えられるかね。このまま出されたら町民てね、何をもっと我々の生活が苦し

くなるのかというそういう印象しか受けなくなるんじゃないだろうかと、そんな気がするの

ですけれど、いかがでしょうか。  

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君） 総合対策のところの財政改革プログラムとの関連ですけれども、

今斉藤委員のおっしゃることは十分我々も懸念している部分ございましてね。ご案内のとお

り総合計画につきましては６月の定例会で審議していただくということになっております。

構想部分ですね。それと合わせて実行計画というのが今回前に基本計画に変わる部分ですね、

基本計画と実施計画と合わせたものが出てきます。個別に事業全部、この何年間に取り組む

ものを何年取り組んでいくか、かなり明らかにして出てくるような形になってます。ご存じ

だと思うのですが、事業実施の財源、これがですね、今回我々が今説明している財政プログ

ラムの裏づけとなってまいります。それでいっているのは、起債では８億円ですか、それか

ら事業費では２億５，０００万円ですか、そんなもの財源を確保した上で総合企画実施計画

でこの何年かでこういう事業実施していきますと、こういうベ－スになるものだというふう

に考えていただければよろしいかと思います。そこでこれについては総合計画出す段階で、

一応６月ぐらいに出るんですね、今町民の意見も聞いてます、議会でも今いろんな意見を聞

いてございます。そういうことをまとめた上でですね、これが一緒になって出てくるような

形でですね、考えておりますので、その辺をご理解いただきたいと。 

○委員長（吉田和子君）  はい、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  これだけ苦しい財政の中で毎年幾らかずつ残していこうというこ

の努力というのはね、こういうふうにしなければだめなのかなというね、この考え方もよく

わかるのですけれども、そうなったときにこの公的な機関として住民にどうサ－ビスを施し

ていくのかというね、ここのところの問題というのが１番大きくなるだろうと。そう考えて

いきますとね、これからやるものは「上乗せ」も「横出し」もいたしませんと、原則行わな

いものとすると言い切った場合に行政の仕事って何なのよということになりかねないと思

うのですよ。どんなに苦しくてもそれをしなければならないところてあるはずだし、それは

その状況状況によるんでしょうけども、出来ないだろうなとは薄々わかったとしても、やり

ませんというこういうものの言い切り方というのはね、やっぱりこれは行政のやるべきこと

ではないんじゃないかと、そんな気もするんですよね。やれないだろうと、難しいですとい

う言い方は分かるんです。だけどやりませんというそういう言い方というのはね、本当にサ
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－ビスを切り捨てていく姿勢につながらないか。そんなふうな感じがするのですがいかがで

すか。 

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  今委員がおっしゃっているのは４２ページの重点改革期間にお

けるガイドラインということで３項目めのところですね。原則行わないと。言葉じりなんで

すけれども、これからいろんな事業、福祉部門について見合わしていかなければならないと。

町長も前々から言っておりますけれども、すべてそういうものを「上乗せ」とか「横だし」

を辞めるということじゃなくて、それはやはり例えばですね、弱者と言われる方の分であり

ますとか、要するに一律万遍なくそういうものを実施するというのではなくて、そういう中

で苦しい状況ですが見直しをしていきましょうと。そういう考えが１つあるということご理

解いただきたいと思いますが。先程辻財政課長言いましたように、原則として行わないと。

これあくまでも検討しながらということでございますので、ここで絶対、ここでのこの言葉

じりだけ取りますと、絶対確かにやらないというふうになっているのですが、表面的にはそ

れだけ厳しい状況なので、原則的には実施できない状況ですよという、こういう説明なんで

すね。ですからそれについては、確かに言われるように絶対それは政策として考えないよと

いうことじゃなくて、そういう状況状況、事業事業によってですね、それは検討する余地は

あるというふうに考えておりますので、その辺ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他にございませんか。 

 私から１点伺ってよろしいでしょうか。 

 ４２ペ－ジの町政運営のガイドラインのところの、新規事業を立案する場合は、事 業のス

クラップアンドビルドによって行うとともに、必ず事業の「終期」を設定するものであると

いう説明がありました。新規事業がこれからまた必要ということで出てくるだろうと。昨日

ちょっとお話がありましたけれども、これは一応１６年から１９年度までの１つの方向性と

して基礎になっていくものだというふうに私も考えているのですが、今本当に何年も前から

行革の方針等を踏まえて学校、それから保育所、寿幸園、病院の見直していうのが出てきて

ますよね。そういった中でこないだもちょっとお話したんですけれど、学校なんかの実際に

学校の統廃合の問題を捉らえて話し合っていくにしても、財政は別なんだと、財源を考えて

はだめなんだと、どういう教育をやっていくのかが、それはそれぞれやっている部門だと思

うのですけれども、教育委員なら教育委員会では私達前にやったときもそうだったのですけ

れど、お金のことはまず考えないようにしようと、どういう学校が理想なのか、どういう教

育が必要なのか、そのことをまずやっていこうという話が出て、そういう話をしていけばし

ていくほど私すごく疑問に思うのですけど、でも財政必要なんですよねと思ってしまうので

すよ。そういうことを考えていったときに、その進めていく方たちの頭の中にこのことをし

っかり置いてもらわないとだめじゃないかなと私思う。そうじゃないと骨抜きの夢だけが出

来上がって、基本的に実施するとしたらそれが出来上がってくるのかなと、すごく思うので

す。自分の家にあてはめても、こんな家すばらしい、よその家見てこんな家良いよねて、建

てたいよねていっても、やっぱり自分の家の財政で払えなかったら小さい家になりますよね。
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そうだと思うのです。ですから、先程これ言ったように、すべての今後のいろんな計画のこ

れは基本になっていくって話がさっきありましたけれども、そういうことから考えると、も

う目の前に来ている、寿幸園も６月答申出てきますから、目の前に来ていることが全部この

中から抜けているという感覚がどうしてもあるんですね。ですからもちろん寿幸園はこれか

ら検討ですからもちろんこの財政を基本に置いてやっていると思います。ですけど学校なん

かそういうふうにね、私達も思うのです。未来の子供育てるのだから、お金のこと言っちゃ

いけないんだというのはわかるのですけど、でも実際に話合いをして進めていく方たちの頭

の中にこれをしっかり置いてもらいたいというのは、願いというか、必要なことじゃないか

なというふうに思うのですけれども、そういう点どのように捉らえているのでしょうかね。

その辺のギャップがすごくあるような気が……やっていく側とこっち側で財布を握ってい

る人と違うというのはね、考えが違ってくるというのは何かどうしても納得できないのです

けども、どうでしょうか。 

 はい、三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  その辺がですね、我々も一番頭を悩ませているところなんです

けれども、いうようにこれからですね、やはりこういうものを作ることによって、またこう

いうものを率直に町民の皆さんに示すことによってですね、やはり厳しい財政状況て言うの

は理解していただきたいなというのは１つございます。それでそれとはもう１つ別にいろん

な検案事業ございますよね。学校、寿幸園、町立病院。やはりこれらについてはなかなか今

の財政状況では厳しいのですけれども、その中でこれは通常の今言っている今までのサ－ビ

ス水準を落とさない、今までぐらいのそういった規模のまちづくりを進めていくという財源

確保ですから、これはこれで運営していけますが、今言ってた問題が出てきたときにどうす

るかというこの問題がございますよね。ですから、確かに総枠管理ということでさっき８億

円起債の事業の話をしました。それから事業財源２億５，０００万円て言いました。これ総

枠管理という中で１つ見てますし、その辺のやり繰りの中で財源を生み出すということも１

つありますしね。また新たな地域再生事業債、確かに借金ということではそうなりますけれ

ども、それはそれでまた中長期的なまちづくりの中でですね、そういう財源を確保しながら

そういう施設の改築、または新築等をですね、計画もしていかなきゃならないと、こういう

ふうに考えています。その辺ところのやり繰りというのは大変難しいと思うのですけれども、

それはそれとしてですね、こういう厳しい財政状況を明らかにしながら町民の皆さんにも理

解していただいてですね、そういった今後の課題、そういうものに解決に向かって努力して

いきたいというふうに考えております。  

○委員長（吉田和子君）  はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  今具体的な説明が上がりましたけれども、例えば学校の適正

化にともなっての建て替えの方針、あるいは年度事業費が現時点ではっきり定まっていれば

ですね、この中に入れて、その財源をそれぞれどうやって捻出するのか、長期にわたる財政

負担をどういうふうに考えるのかということを、それはそれでこの中に反映していくという

ことは可能だったかと思うのですけれど、現時点でまだその方向性がですね、寿幸園も含め
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てはっきりしていない部分だということでですね、実は入れられないという部分です。そう

いう部分も考え方としてこのガイドラインの１点目のですね、公共施設の更新というような

ですね、課題としては押さえながらそういうものは財源確保しながらですね、検討している

ということで、それだけの表現ですけれど、そういう押さえ方しているということで、ご理

解いただきたいと思います。  

○委員長（吉田和子君）  説明されることわかるのです。ですから、これをきちっと作っ

たわけですから、そういう色々なものが出てきたときにきちっとこのことを頭に置いてもら

えるそういう説明を行政側が進めていく側に対して説明するべきじゃないかなというふう

に思うのです。これをこれから学校の統廃合にしても父兄を交えてやってくれた方たち、寿

幸園ももしかしたらまた前から建てて町民の意見を聞くとか、そういうふうになったときに、

やっぱりこれを町民に公表したということは、ほとんどの方が難しいから見てないんじゃな

いかと思うのです。するときちっとした言葉でこういう状況なんですということを説明して、

そのことを根底に置いてどういうものが良いのかということを議論していただきたいとい

うことをきちっと述べていくべきではないかなというふうに思うのですね。ですから理想は

こうだけれども、でも財政がこうだから、こういうふうにしなければだめなんですねという

ことが話合いとして最終的に出てこないと、財政考えなくていいですとそっちばっかり行っ

ちゃうと、本当に均等が取れなくなるんじゃないか、それこそ収支……入ってくるものが減

ってるわけですから、出ていくのが増えていくということは、そういうことの説明をきちっ

としていかないといけないんじゃないかというふうに思って言ったのです。 

 今後そういうふうにしていっていただきたいというふうに思います。 

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  ４２ペ－ジのところに３行目ですか、このプログラム以外の分野

に係る行財政運営についても、継続して改革・改善の取り組みを行っていきますというふう

に、全職員が危機管理を共有しというふうには書いてて、４３ペ－ジに職員の意識改革てい

ろいろ書いてはいるのですけれども、またこの行動指針ですか、これは具体的にどのような

ことをですね、されるおつもりで、こういうふうに書かれるのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  まずここに部分、職員のですね、この計画の中で特に書き込

みを行ったというのは、従来職員は果たさなければならない役割というのはですね、基本的

には組織ということですから、部門部門がですね、やっていくという部分なんですけれども。

今回この取り組みというのは、やはり一人一人がいろいろな行政の行っていること見直しし

てですね、やらなきゃならないということから、あえて職員の意識改革、危機感、そういう

ようなことを触れております。この行動指針という部分につきまして具体的にどう実施実行

するかという質問だと思うのですけれど、基本的には、役場の仕事ですから、課があって係

があってと、そういう部分になります。今現在これを具体的にどう進めるかという部分につ

きましては、従来の行革の実施本部の方に幹事会というものがございまして、幹事会の構成

を見直しする中でですね、財政改革プログラムをですね、合わせて進める推進体制というの
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をですね、現在今確立しようということで、今準備しています。その中で大きなテ－マにつ

いては担当課を決めてですね、実行していると。ただそれ以外の日常的な部分、特に予算を

編成する、予算の中でいろいろ見直ししていかなきゃならないと、そういう部分についてこ

ういうような行動指針に基づいてですね、やはり各係、職員がですね、考えていただくと。

そういう投げかけとしてですね、今回まとめたということであります。 

○委員長（吉田和子君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君）  この全般のものの中ではですね、どちらかというと町民の皆さん

にですね、是非痛みを理解してお金を一杯払ってくださいという内容のことばっかりだと思

うのです。そこの中で職員の方々がね、どのような痛みを分かち合うんですか。反対に町民

のほうから聞かれると思うのですよね。我々だって役場の職員だって一町民かもしれません

けれども、町民の側からすれば、国の方針で「横出し」も何もしません、「上乗せ」もしま

せん。国の基準でやります。それだったら役場なくてもいいじゃない。短絡的なね、考え方

の方にどうしても走っていきやすくなると思うのですよね。そこの中でやはり私達の町には

役場が必要なんだ、役場の職員が必要なんだて思ってもらうためには、全職員が危機管理を

共有し、ただ皆に投げかけてく。果たしてそれだけでね、町民の人達がね、役場の方に対し

て、職員に対してね、そうだったから我々町民もお互いに頑張ろう、そういうふうにはなら

ないんじゃないかな。この投げかけだけでは私は不十分じゃないかなと。非常に甘いなとい

う感じがいたします。これはもっと職員の１人１人の意識というよりも、もっと協力的なね、

形で町民にピーアールしない限りは、こんなの当たり前じゃないと町民に言われてしまう内

容だと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  今財政課長から申し上げましたのは、行動指針としてですね、

この改革プログラム進むにあたっての基本的な姿勢です。これは当然職員の意識という面で

はですね、やはりこういう厳しい状況を十分に把握しながらですね、認識しながらこの改革

に全力を上げて取り組むと。これはもちろんそれぞれの仕事の中で、そう簡単な仕事ばかり

ではありません。仕事として取り組まなければならないものもございますし、そして今委員

おっしゃるように町民の皆さんに痛みを分かち合うという部分では、職員の人件費というの

も今削減取り組むということでございます。これは確かに財政的な部分はありますけれども、

やはりこれだけのことを進めるんですから、職員もそういった痛みを分かち合うという部分

ございます。ト－タルな中で金額で言ったら申しわけないのですけれども、ト－タルの期間

中に取り組む中では２４億円の中の職員の人件費では、５億５，３００万円ですか、ですか

らト－タルで２２．５パ－セントを占めるという金額になります。ですから仕事の面でも、

またそういった自分の個人の面でもですね、相当やはり職員も痛みを分かち合ってですね、

取り組むという、そういうことのですね、理解も一つしていただきたいと、このように思い

ます。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  今助役のほうからですね、その対策額の総額と、それに占め
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る人件費の割合数字的に説明ございましたので。実はこのプログラムの中にそれぞれの部分

ですね、どのぐらいの割合になるかというのをですね、実際書いてある部分ございませんの

で、別資料で用意しましたので、若干ちょっと私のほうでご説明させていただいてよろしい

でしょうか。  

○委員長（吉田和子君）  説明のほうお願いいたします。 

○財政課長（辻 昌秀君）  対策額の総額につきましては、１８ペ－ジの方にですね、４

年間の対策額ですね、１８ペ－ジに２０億５，６００万円ということで記載してございます

けれども、この表の２０億５，６００万円をですね、主な項目に分けて分類したものでござ

いますけれども、この２０億５，６００万円の中に三角でついてございますけれども、特別

会計との支援ということで、逆に他の会計も含めての総合対策を行うということでですね、

各会計に毎年度１億円支出するということから、実質的な対策、財源を確保しなければなら

ない額が２４億５，６００万円なります。この２４億５，６００万円に対してですね、今回

改革プログラムの中で行おうとしているものをある程度大きくまとめてですね、ここの表に

してございます。経常的事業の見直し、６億８，０００万円、これを２４億５，６００万円

で割りますと２７．７パ－セントということになります。投資的事業の部分では８．１パ－

セント、町民の方に一番影響出てくる部分のですね、この２つの合算ということになります

から、２つを足すと３５．８パ－セントというぐらいになろうかと思います。あと人件費に

ついては、これは職員の給与、手当の削減以外にですね、職員数の削減、退職者の不補充に

よる効果も含めて人件費ト－タルで５億５，３００万円であります。この割合は２２．５パ

－セントということであります。あと基金の繰戻が３．３パ－セントとか、あと以下書いて

おりますけれども、基金、繰越関係では、基金の繰戻３．３パ－セントと基金の繰入ですね、

２４．３パ－セント、繰越金の関係３．１パ－セントを足すと実は具体的な削減だとか収入

確保以外の部分の財源的な基金を中心とする財源確保という部分では、この３つがそういう

部分でございまして、基金とか繰越金の合計でいきますと、３０．７パ－セント程になりま

す。あとその他歳入の確保ということで、１１パ－セントということで、全体で２４億５，

６００万円１００パ－セントとした場合の構成比をここに記載してございます。 

 今助役のほうでご説明したのはこの人件費の５億５，３００万円とそれの割合２２．５パ

－セントということであります。１９年までト－タルです。 

○委員長（吉田和子君）  はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  今説明受けました５億５，３００万円。これは自然退職とか退職

した人の数ですよね。だけでよろしいですか。それともそこの中に人件費を削減とかいうの

も入っているのですか。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  内訳ちょっと申しますと、人件費の対策２０ペ－ジ以降に載

っていますけれども、この５億５，３００万円の内訳といたしましては、まず２２ペ－ジの

上のところに職員数の削減、これ退職者の不補充というようなことでの１９名削減という部

分で２億２，７００万円です。あと特別職の給与削減という部分で２３ペ－ジの方に記載し
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ておりますけれども、２，４００万円、２４ペ－ジに管理職手当の削減で２，４００万円で

すね、その他一般職の給与の削減で、２億７，９００万円。この４項目ですね、合計して５

億５，３００万円という内訳になっております。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。 

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  この金額のことは平成１６年から１９年の４年間ですよね。年平

均したら１億３，０００万円か４，０００万円くらい。この金額も大変大事なのかもしれま

せんけれども、私が先程質問しましたのは、職員全員が危機意識を共有しということなんで

すよね。それで、ここにわざわざ書いてらっしゃるんでしょうと。だけどもここに書いてい

るように意識改革とか行動指針というのは、町民の目から見るとごく当たり前ですよね。そ

れをただ書いているだけなんですかと。もっと具体的に何に使ってということなんですよね。

たくさんの職員いらっしゃいますから、やはりはっきり言って５００名近い人いますよね。

やはりそこの中にこういうものに対してきちっとした意識をもっていらっしゃるのかどう

なのか。その辺町民の目から見るとね、どうもそうじゃないな。例えば苫小牧に住んでると

かね、それだと白老町のことなんだかんだ言ってもらいたくないなとか、例えば振興公社の

職員がね、お茶くみやっているていうじゃないかとか。私にしてみればつまらないようにち

っちゃいことのように、職員の人達もそれが本当なのかうそなのか正直いってわかりません。

でも職員の人達自身が具体的にしてこういうふうにして変わったんだよというものが、目に

見えるような何かないとやはり町民の人達というのは、本当に役場てやる気があるの、ただ

これ作っただけじゃないの、作って我々に見せて、そして私達が反対したから賛成したから

関係なく、役場は勝手にやるんでしょ。そういうふうに私は反感を受けるんじゃないかなと

思ってお聞きしているのです。 

○委員長（吉田和子君）  はい、三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  これを作り、また実行するということはね、別に町民の皆さん

をいじめるために作っているのではなくて、十分ご存じかと思いますが、先程から言ってい

るようにやはりこれ以上町民の皆さんサ－ビスを低下させないとか、今の行政水準を保って

まちづくりを進めていくとかということをするために作るわけでございましてね、まずその

辺は１つ理解いただきたいと。職員の部分についても、確かにこういうもの作りましてです

ね、私人件費で言ったのはこれだけ貢献しているからといった意味ではなくて、職員も一緒

になってやはり今のこういう危機的な状況を何とか打破しなければならない、克服していか

なければならないという意識を持っていただいているんだということを言っているわけで

すよね。ですから、もしここ具体にその振興公社のお茶くみだとか職員のこといわれました

けれども、我々は常にやはり町民の目線に立ってまちづくりをしていこうということで、職

員も頑張っておりますので、我々というの職員ですね、そういうことがありましたら、また

別の次元の話で言っていただければ、それは個々改善するように努力いたしますので、そう

いうことで１つご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  はい、西田委員。 
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○委員（西田祐子君）  ただ個々に書いているだけなのですね。具体的な取り組みは特に

しないということですね。何かこういうようなことしますよて、これに関して。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  この取り組みをどういうような形で職員に浸透させるか、そ

ういうことですね。 

○委員（西田祐子君）  そうです。 

○財政課長（辻 昌秀君）  これは当然既に職員にはですね、全部出してますけれども、

組合には給与の部分では申し入れしてますけれども、こういうことも含めて入れてます。今

後についてはですね、課長会議といいますかね、毎月１回そういう会議もありまして、これ

をきちっと進めていかなければ本当にその町民の方のサ－ビスをもっと低下させなければ

ならないということになりますので、当然それを進めるためのですね、今内部の組織体制し

っかりさせようということで、持ちますので、そういう中でこれ毎月か２ヵ月に１回か定期

的にですね、行っていく中でも周知、または予算編成の中でも実際具体的な来年度の財源不

足がどうかと、それに対してどういう見直しを職員個々人ができるかという、そういう形の

基本的な考え方としてですね、これは運用していくというか、これをベ－スにそれぞれ職員

考えていくと。そういうようなものでありますので、例えば逆に何かこういうやり方がある

んじゃないかとかですね、そういうご意見ありましたら、提案いただければですね、前向き

に検討したいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  これで最後にしますので……これは職員の意識改革ですから、私

なんか単純に考えたのですけれど、例えば各部とかということ関係なくしてですね、例えば

課長職の人達皆さんがこうやってやってますよね。そうしましたら例えば横断的にいろいろ

な１つの例えば子供のことに関するとか、福祉関係のこととか、やっぱりそういう関係で、

お互いに縦の関係じゃなくて、横の関係なんかでもね、やはり１つの事業に対していろいろ

なところが関わってくると思うのですよね。その中にいろいろ縦割りとか横の繋がりとかで

予算がいろいろ組まれてくと思うのですよ。そういうときに職員の人達が主幹とか係長クラ

スとかそういう下のほうの人達も勉強ていうのですか、研修ていうのですか、そういう意識

の勉強会みたいなものを具体的にやってますか。やる予定がありますかということなんです

よ。そういうのは必要ないのですか。きちっとそこの課そこの課でやっていたりとか、なん

かしていくのでしょうか。  

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  そうですね。１つの物事をその課題解決に向けて、為し遂げる

という中では、当然今言ったようにその所属課もございますし、ものによってはね、横断的

な組織で検討して進める場合もありますし、またそれに必要な例えば先進の事例を学んでき

たり、そういうようなこともやってございますから、それは個別個別でですね、そういう対

応しているということでご理解していただければいいかなと思います。普段の中でやってい

るということです。 
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○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。 

 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  吉田です。第６章の最後のプログラムの進行管理の件で２、

３お聞きしたいと思います。この種の企画を進めるというのは非常にやはり中間管理とか実

際の進捗の管理、それから実際の評価の管理、大切でございますけれども、具体的に今回の

財政改革プログラムについてどのような評価機関、進捗管理機関を設けるように考えている

か、具体性ありましたらお聞きいたします。 

○委員長（吉田和子君）  吉田室長。 

○行政改革推進室長（吉田稔君）  昨日もちょっとお話したのですが、これらのプログラ

ムの推進管理やるにあたってということで、内部的に検討してございます。そ の中の確かに

第２次行革の中にも既存の管理すべきものもありますが、それとは別にですね、それらのも

のを再編成した中で、そのものと進行管理するということがやはり重要な課題として捉らえ

てますので、いろんな既存の会議含めてですね、関係するものについては構築していくと。

それらのものも今の中では連休明けの５月６日なりますか、全課長にこれらの説明をして、

またこれらの一番重要となる財政改革プログラム推進会議ということで、今メンバ－１３名

程度考えていますが、関係する関係課含めてですね、それらのものを考えて。またそれらの

頭に立つ推進にあたって、重要な役割を果たさなければならないだろうと思われる助役をト

ップにしてですね、これらの推進会議を進めていくと。こんなふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  今の申し上げましたことなかなか言葉ではわかりづらいので、

こういった体制図ございますので、今お配りいたします。 

○委員長（吉田和子君）  わかりました。 

○副委員長（吉田正利君）  ちょっと１つわからないので。１つ基本ございます。やはり

企画部門と中間の進捗管理という推進部門と、実際のこの実践の評価というのは非常に一貫

性あるようなんですけれども、やはり重要な１つの推進事項でございますので、できれば専

門の評価機関を実施して、できるだけ適切に判断して、修正かけるとかというような考え方

に立ってですね、斬新的に評価できるような機関を設定して、推進していただきたいと思い

ますけれど、要望でございます。 

○委員長（吉田和子君）  答弁いいですか。 

○副委員長（吉田正利君）  いいです。 

○委員長（吉田和子君）  今書類印刷していますので、暫時休憩をいたします。開始を１

１時５分といたしたいと思います。 

                休 憩  １０時５４分 

 

                再 開  １１時０５分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて会議を始めます。 

 先程書類をいただきましたけれども、これについて説明をいたしたいと思います。 
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 吉田室長。 

○行政改革推進室長（吉田稔君）  先程申し上げましたまず組織的には図表にしています

けれど、町長が行革推進本部長になっていますので、それを頭にしましてその中に理事者会

議と政策調整会議入っています。それは現状の中での会議を推進していく中での原課の基本

会議を含めてですね、政策調整も含めてやっておりますので、それらを置いてその下にある

課長会議、行政改革推進本部会議、これは全課長が構成されています。一番重要になると思

われるのは、その右下にございます幹事会財政改革プログラム推進会議。これは全課長の推

進本部会議の下にですね、メンバ－の再編をいたしまして、これを助役を頭に置いた中で合

計で１３名の関係課長、会議を関係を含めて編成をすると。それとその下にございます専門

部会というのは、行革の後期の部分、１７年から１９年ということで、これも実施計画策定

にあたっての専門部会を作成するという考え方。それとですね、左側にございます各課・既

存会議では、まず全課で問題としては、各課の懸案事項等の検討、それとその下にまず総務

課が人件費抑制に関する業務関係、その下が財政課では補助金担当課含めましてですね、行

政関与の見直し、それと町債残高金利債等も含めてですね、財政課が担当すると。その下に

は下水道課の担当ということになっていますが、これは下水道課の使用料の改定についての

検討項目もございますので、下水道課。町民サ－ビス課においては、保育料、国保税の改正

の業務の問題、それと国保会計、特別会計の健全化の問題がございますので、これについて

は町民サ－ビス課が担当。その下に収納対策会議がございますが、これは税務課が事務局な

ってございますが、収納に伴う関係課、これで構成されている会議で、これらの全体構成を

し、また推進するためには、一番肝心な要素としては、先程申し上げました幹事会・財政改

革プログラム推進会議、これが主要な業務を行うことになるのではないかと、このように判

断してございます。そうしたことで全体を掌握し、推進していくと。全体のですね、事務局

については、行政改革推進室と財政課が担当して、これらのものを進めていくというふうな

計画でございます。 

○委員長（吉田和子君）  この計画について何か質問したいことありますか。 

 よろしいですか。 

 次質問ございます方どうぞ。 

 なければ昨日から議論していました、今日助役も来ていただいておりますので、全体を通

じて何か問題点等質問がありましたらどうぞ。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  今朝の新聞、室蘭民報さん読まれたかと思うのですけれど、この

奨励的補助金の全廃という記事なんですけども、これ読みましたら補助金事業ですね、ある

程度役場が必要とするもの、一緒にやっていくもの、まるっきり単独の事業のもの、それぞ

れを分けて補助金の全廃という形を室蘭市のほうでされてるみたいなんですけれど、先程も

意見出ていましたけれど、補助金一律のカットではなくて、そういうふうな形を見直してほ

しいという市民の声からなったと出ていましたので、先程もちょっと意見出ていましたので、

その辺いかがでしょうか。 
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○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  町から出ている補助金として色々な性格のものがあります。

ある意味では行政が行わなければならない部分についてですね、一部行政のかなりの負担の

中で進めていただきたいと、そういうような事業もありますし、また自主的に作られた団体

の運営経費、一部の財源をですね、町のほうで支援すると。そういうものもありますし、奨

励的補助金というのは、政策的に町民の方に実施していただきたいと、そういう部分でので

すね、誘導しているような、そういうような部分もございます。 

 昨日からですね、役割分担指針というのをですね、ちょっと話題になっていますけれども、

役割分担という考え方をベ－スにさらに補助金のあり方としてですね、補助金の交付基準を

設けようと、そういうような考え方が１つのっておりますけれども、その中で補助金の分類

なんかを今言いました奨励的な補助金、あるいは団体運営補助金、団体の育成補助金とか、

あるいは町内会なんかが施設整備するときの建設補助金とか、ある程度そういう分野に分け

ましてですね、それぞれの目的に応じて町としてそれぞれの分野についてはどのくらい補助

をしていこうと。町内会の今施設整備関係ですと、今４分の３ぐらいでしたかね、結構高率

になっていますけれども、あるいは通常のみんなの基金みたいな補助金ですと２分の１とか

ですね、補助率を決めていますけれども、そういう補助率についてもですね、分野を整理し

て、ある程度はっきり区分していくと。今原則として２分の１ということでですね、基本原

則ぎりぎりということで、町の補助金交付規則というのがあるのですけれども、町長の裁量

の中で予算の範囲内で率を定めれるということになっていますので、一定の基準がまだはっ

きりしていないというような部分もありますので、そういうような基準を見直しすると。ま

た基本的には民間で自主的にやっていただける部分については、民間でも今後自主的にやっ

ていただこうと、そういうようなことも含めてですね、補助金交付基準というのをはっきり

整理して、町民の方にも示して、あ とこれも意見を出していただいてですね、見直していき

たいと。これ１６年度中に見直しして、１７年度から実施していきたいと。多分室蘭市にお

いてもそういうような考え方の中でですね、１つの方向性を出してきたのかなと、そういう

ことだと思います。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございます。 

 他にございますか。 

 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  このプログラムの企画そのものを体制については随分説明し

ていましたので、了解いたしました。それでですね、この改革プログラム第４章のこの企画

を総括したときに、財政の健全化の問題ですから、歳出を防ぐ、いかに合理化するかという

問題と、それから歳入をいかにするかというところの出し入れの問題が主体になるわけで、

これも十分よくわかります。私ただここで非常に歳入の関係でいいますと、９節の使用料、

手数料のアップ、未使用財産の売却とか、新税の問題。これは裏を返せばですね、町民に付

加して収入増を図るという感覚がいる。私はせっかくここまで企画したのですから、やはり

財政を健全化するということは、やはり役所としての営業収入に関係する企画を当然入れる
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べきだろうと。これやりますと、税金儲けても町民に負担かかるわけですから、そういうふ

うなことはやれば簡単にできるのでしょうけれども、やはりもう少しそこに営業収入に関係

する企画を投入するべきではなかったかと思うのですがいかがですか。助役さん、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  はい、三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  営業収入についてということでございますけれども、その件に

つきましてどちらかといいますとですね、ここで使用手数料を見直すとか、ただ単に財産を

処分するとかということではなくて、さらにまちづくりの中でのという話になろうかという

ふうに思います。例えばですね、同じ道路整備するのでもですね、一定のところを想定して、

住宅でもはりつくような場所を想定して道路を付けるとかですね、そういった今後まちづく

りの中では同じ事業費使うのでも、そういうような経済的な効果が出るような投資というの

でしょうかね、同じ基盤整備するのでも。そういうことも十分私どもも考えてるところござ

いまして、そういうようなところは新しい総合計画を作る上でもですね、正直言いまして、

十分検討しているところでございます。ただいろいろ財源がなくて、今そういったことは維

持補修でありますとか、緊急を要する事業にということでやっておりますけれど、今吉田委

員の提言のありました事についてはですね、やはりそういう面から財政基盤を強化していく

ということでは、十分理解している部分でございますので、今後のいろいろなまちづくりの

中でですね、そういったことを視点を入れながら努力してまいりたいというふうに考えてい

ます。 

○委員長（吉田和子君）  はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  助役さんの答弁の中で、例えばこのようなものは非常に時間

かかるかもしれませんけれども、やはり短期決戦でいかにそれを捉らえていくか、そういう

ふうな事をもうちょっと役所感覚でなくて、やはり役所も今人員余剰でこういうふうな問題

出ているわけですけれども、そういうふうな事考えながらですね、やはり税金とかそれから

支出の抑え方とか、人件比率だけでなくて、もうちょっと斬新的なそのようなプランニング

を、せっかくここまでしたのだから、例えばサブテ－マでも構わないけれども、それくらい

のやはり企画を僕はしていい時代じゃないかなと思うのですね。非常にそういうような意味

ではなんていうのでしょうか、わかるのだけれども、ここまでやってのだからもうちょっと

ね。例 えば今納税人口というのはどんどん減ってくわけ。先程どなたかおっしゃっていまし

たけれど、やはり町内の納税人口増やすということは、黙って税金が増収になる。そういう

ようなことも含めてですね、それをどうつないで具体的にそのような収納人口に対して増員

計れるのかとか、そういうことですね、もう少し相対的な感覚の中でこの企画に挿入しても

らいたかったなという気がいたしますが、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、三国谷助役 

○助役（三国谷公一君）  なかなか財政改革というプログラムの中ではそこまで言いきれ

ない分あるのですが、視点としてはその通りだなというふうに思っています。ただ今ここで

はですね、ここ具体の事例を挙げまして、金額もきちっと出している現実的なものになって
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きておりますので、確かに吉田委員おっしゃるような部分ではそういう効果を見込めますが、

本当にここにどれだけの金額も含めて入れるかどうかというのは非常に難しいなという部

分がございます。 それで先程の話に戻りますけれども、やはりまず財源を確保する中で新

しい総合計画があるんだよ、まちづくりがあるんだよと、そういうセットの中でですね、こ

ういう努力をする中で新しい財源を生み出すという、その１つの町づくりの方針というもの

をですね、町民の皆さんが本当は理解していただければよろしいのでしょうれども、なかな

かそこまで理解しづらい部分あるとすれば、むしろここのプログラムの中で言うよりも総合

計画の中でそういった部分をもう少し明らかにしていく方策、こういうものがどうなのかな

という気がします。企画のほうもほとんどその総合計画まとまりつつありますので、個々拾

っていけばですね、確かにそういう事業あるのですが、表現として果たして今適切な表現な

っているかどうかというのはちょっとありますけれども、その辺のところも文字面としてで

もですね、表現していければというふうに考えておりますので、ちょっと検討させていただ

きたいと考えています。 

○委員長（吉田和子君）  いいですか。 

 はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  今吉田副委員長の言ったこととその話は私も同じなんだけれど、

基本的にこれは事務事業でこういう数字が出てきたよと。それはわかる。要するに企画の段

階ということは、項目がいっぱいあると思うのですね。例えばこんな事業やればどうだろう

かと、今までずっとこういう事業やろうかな、こういう事業やろうかなという項目が沢山あ

ったはずですね。その税収に繋がるようなその事業、例えばこんな事業やればこれぐらい入

るんだとか、この事業やればうまく行けばこんなはずだとかね、こういうようなシュミレ－

ションがあると思うのですよ、数は。だからこの中で数ある中でどれをやれば今やれる事業

ね、例えばこの数の中からこれとこれとこれぐらいはできるんだぞと。そういうものもある

わけですよ。だからそれをやることによって税収が上がるよと、収納率が上がるよと。そう

いうふうな考え方、これを僕はね、やらなきゃなと思っているんです。まず１点。 

 それからね、例 えばね、寿幸園が８年も伸びたよと。できなかった。その理由は何なのか

と、まずね、根本的な理由。それははっきり議会でも言ってないんですよね。僕は思うに、

その３６名いる職員の処遇が困るからできなかったと思ってはいるけど、それをはっきり打

ち出してはいないよね。管理者職の方々が、議会にも打ち出していない。なぜ打ち出さない

かということなんですね。ここにも書いてあるように、例えば５章にも書いてあるようにね、

町民と行政と協力しあうことで、三位一体でね、やるというね、国の言う三位一体じゃなく

て、例えば理事者、役場側、あるいは議会、町民、これがみんな一緒になってこの町を自立

していくんだよと、町長言っているわけですよ、基本的にね。僕もそう思っている。だから、

用は例えば今言ったんだよ、寿幸園の件はね。その中身、原因は何なのかということはね、

やっぱり明らかにして、そしてみんなで相談しなかったら何にも進まないんですよ、と僕は

思う。それから、全体的に言うとね、今寿幸園はすぐやらなきゃならないよと。病院だって

改築するか新築するか別として、すぐやらなきゃならない。学校だってやらなきゃならない。
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消防だってやらなきゃならない。こういうずうっといろいろきりない。順序だててその順番

があるけれども、今すぐやらなきゃならないもの、これちょっと待ってくれというのもある。

全体を考えて、いずれやらないといけないでしょ。近々。もちろん統合問題も含めてね。そ

ういう状況を全部網羅した中でね、しからば順序はこうとこうとこう、こういうふうになる

よと。やむを得ないと。我慢できるものは我慢するということでね、それを明らかにしてい

かないと、何にもこれ話にならないですよ。進んでいかないと僕思うのだ。難しいけどもさ。

ただこの今財政改革プログラム、もちろんこれ柱にするというのか副委員長言っているよう

にね、こっちの第４次白老総合計画を柱にするのかというね、話ももちろん出てくるのです

よ。すべて総合した中で、今かからなきゃならないのは最優先どれで、順番はこうなんだと

いうことを決めていった中で、そしてなおかつ費用はこのぐらいかかるということでやって

いかないとさ、これは単なる事務事業の改革だと思うのですよ。僕はそう思う。これはこれ

ですばらしいと思うよ、僕なりにだよ。だけど、今言われたように税収も考えながら計画と

いうのは個々にやらなきゃならない。既に決まっているんだと。今正確には私言えないけど。

決まっている中で、例えば寿幸園、病院、新築するか改築するか別としてね、仮に改築する

としたら１０億円かかるんだとかね、そういう数字も出して、小学校例えばだよ、答申通り

やるとして、白老小が白老小に建てると。新築するのなら２６億円かかるとかね。仮に図書

館も入れたら３６億円かかるだとか。そういうおおよその数字もね、把握した中でやってい

かないと、全体の改革にならないと僕思うのですよ。それが総合計画だといえばそうかもし

れないけれども、総合計画これから聞くのだからまだわからないけれども、でも計画は作っ

たよと、いっぱい作っている。その計画が言い方は悪いけれど、無用の長物にならないよう

にしないと生きてこないわけでしょ。せっかくみんなで頭絞って残業してやってだよ、家に

帰っても頭で考えてだよ、そうして出来たものをきちっと遂行するには、全体をこういうこ

となんだというね、その内訳をより正確に出して、きちっと一分も間違わないようには出な

いけれど、そういうことを出してやっていかないと、これ計画でないと。だから結局副委員

長言われたように、幹がなくて枝葉しかないと、簡単に言えばね。こんな言い方したら悪い

けれども、そういうふうに思われるような計画になるのではないかと僕は思う。そういうふ

うに感じる。一生懸命やったのにそんな言い方したら悪いけれどもね。でもそういうふうに

思うのですよ。だから町民と一体となって、議会とも一体になってやると言っている割には

ね、そう行ってないような気がするのですよ。疑ってないよ、何も。疑っているわけではな

いですよ。疑った言い方しているのではないけれど、本当の役場としての、あるいは管理職

から職員までのね、そういう全体の書き方というか、考えているものそのものの腹の内もさ、

そりゃあ企業誘致なんかなら言えないこともあるさ。あるけれど、ある程度今白老を改革す

るということに対しては、お互いが知っていなかったら何にもアドバイスもできないし、相

談にもできないでしょ。話合いというのはそういうことだと思う。今白老町１つの家族とし

たらさ、もう本当にね、旅行に行く金ないのですよ。遊ぶ金ないのですよ。夢も希望もない。

はっきり言って。だからその辺をどうやってこの家族がね、白老の家族が自立の道に向かっ

て生きていくかなんだからさ。戦争と同じなんですよ。戦争の真っ只中イラクと同じですよ、
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と僕は思っている。極端な言い方だけど。その辺はどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  計画もね、今言った玉井委員おっしゃるように、そういった大

きいものが要するに整理されていないという部分ですよね。そういうものがここに入ってい

ない。そういうことで確かに計画そのものが信憑性というか、本当にこれでどうなのよとい

うところが見えないよと、こういうことだと思うのですけれども、これも今日繰り返してい

ますが、今作っている総合対策というのは、総合計画今手元にございますよね、そこに個別

事業というのがずっと分野別に載っていまして、Ａ，Ｂ，Ｃてランク付けているんですよ。

そこでＡランクについてはですね、今先程から従来繰り返している起債の制限、それから事

業費財源をもってすべて実施できる事業が全部のっている。それ後でご覧になっていただけ

ればわかるのですが、大体今の一定の水準でのまちづくりは進めて行けれますよと。ただし

問題は先程から言っているように、寿幸園や病院や学校やこの施設をどうするんだというこ

とが残っているわけなんですよ。これについてはですね、確かにそこまで盛り込んでいられ

ません。正直言って今の財源。ただし、個々の事業の一定のシュミレ－ションはしています。

どれくらいの施設でどれくらいかかるかというのは、個々検討はしていっています。そうい

うものはきちっと押さえていますので、問題は先程から繰り返していますように、当面寿幸

園の問題出てきていますが、こういったものを当然総合計画というのはプログラムセットで

すから。例えば寿幸園の問題出てきてそれどうするんだよと言ったときには、これはまた議

会のほうともきちっと相談しなきゃならないと思います。どういう財源で、どういう形でこ

れやっていきますよというのきちっとしていくと。当然学校は学校でまたやっていきますと

いうような具合で、やっていきますから。その辺はですね、是非今の総合計画を作る財源は

確保できているよと。後はやり繰りでそういった問題を解決していくよと。ですね。こうい

うことですね、是非理解していただく以外ここではね、そういった財源を全部盛り込んだ中

でその計画を作れということについては、現実的に困難だと。こういう事はご理解いただき

たいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  玉井です。分かるんですよ。なんせやらないといけない、しなけ

ればならない、意識改革しなければならないというそういう意志は分かる。手に取るように

分かる。だけど、１９年までの計画なのだから、３年の計画でしょ、その中には当然それぞ

れ入ってくる。だから例えば片やこれは計画作りましたと、財政改革プログラム作りました

よと。しかしこっちには事業の計画はこういうのありますよと。そういうのをね、示さない

と、今３年一昔というくらいだから、３年の計画では作れないというのもあるよ。これは町

長はこのときには人気を稼ぐときの計画なんだと思うけれども、それはそれでいいのだ。い

いのだけれどもやっぱりね、全体をとりあえずだよ、町民も僕らもそうなんだけれども、全

体がこうなっているというね、こうなるだろうでもいいんですよ、計画だから、そういうの

をね、やはり分からないとね、お互いに今も言ったように相談できないんだ、腹割って。俺

今１家族と言ったのは、親子兄弟なら隠しごとがないと思うのですね。隠していると言って
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いないけどさ。そういう全部、腹からさらけ出して、そして相談し合うんだよというのでな

いと、良い結論が出てこない。僕は思っているんですよ。前からそう思っている。俺今初め

て言うけどね。だからその辺をよく示したうえでだよ、やっぱりどうするて考えないと、四

つに組まないとさ。僕はこれ傍のほうで計画立てている、主軸がないよていう感じになると

思う。なっていくと思う。だから、いろんな推測になった、憶測になった言い方になるもの

だから、職員はなにしているんだと、最後はそうなってくるんですよ。これ皆さん辛いと思

うんだ。そういうふうに言われたら。給与５パ－セントもカットしながらだよ、今までよう

やく暮らしてきたのをね、そんなことまでやられてね、僕給与カットするの賛成じゃないよ、

昨日も言ったけれど。うちの会社での職員は別としてもさ、うちの会社の職員にお前給与安

くするけれども仕事は一生懸命やってくれなんて言ったって、そんなもの言うこと聞く分け

ないんですよ。それなりにやるんですよ。僕そう思うのですよ。役場の職員は違うのかもし

れないね。だけどそういうことも出てくるんですよ。だから僕はそれよりも私自身も職員も

営業一生懸命して、仕事を一生懸命こなして、給料はもっとあげてあげるんだというぐらい

のね、夢を持たしてやると、またやるんですよ。これ人間である以上はっきりしているんで

すよ。せっかく、最初から低いのなら良いさ、ある程度まで行ってさ、それで下げられたら

かなわんよ。僕だって大変だよ。実質私だってさ、うちの会社で大変だから給料下げてるよ。

この２年間で私の給料１０万円づつ下げた。だけど管理者だから仕方がないなという感じあ

るけれども、管理者が下ける分には経営していかなければならないだろうから下げるけれど

も、職員についてはなんだ関係ないのですよ。社長が悪いんじゃない、専務が悪いんじゃな

いと、こうなるのだから。だからその辺のことも考えながらね、総合的に少なくても今は３

年だけれども、１０年先２０年先５０年先がどうなるかという事のね、相談をしなかったら

さ、これが本当の幹だと思う。 

○委員長（吉田和子君）  いいですか。要望ですか。 

○委員（玉井昭一君）  いいよ。 

○委員長（吉田和子君）  はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  玉井委員のほうからいろいろと今回の２日間の質疑の内容の総括

みたいな話になっているのかなというふうには思うのですけれど。ここにいる委員のすべて

は大体そのぐらいの感覚で捉らえているのかなというふうに思うのですね。僕も先程吉田副

委員長も言っていますけれども、この財政改革プログラムが本当の幹なのかと、柱なのかと。

１つの言い方をするとね、１つの木がありますよと。ここにいっぱいこういうふうに立てか

けて支えてますよ。その１つなのかということが見えてこないということなんですよ。これ

も読ましていただきました。非常も質疑の中で助役いないので言っていましたけれど、僕は

この計画の中でね、要するに役割別の分担のやつを先にすべきだという考えなんですよ。そ

れはなぜかと言うと、従前から積み上げてきたやっぱり行政の評価システムがあるわけです

から、これを見てるとね、評価システムをそのままスライドしたようなものなんだ。出来る

出来ないという裏づけもあるのだけれども、夢がないんですよ。要するに。限られた財源で

何をするか。そのための財政プログラムと僕は思った。ところが平成１０年からね、やはり
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ある政策のために生み出すよという財政計画とはね、異なるんですよ。いろんなこと積み上

げてきているというけれど。これはこれなんです。だけどこれを柱としてこれが行くのか、

これが柱でこれがあるのかということを明確にしないと、生きてこない。議論のしようもな

い。要望だけで終わっちゃいます。個々の委員だってこういうふうにしてほしい、あれして

ほしいというのは持っているわけですから。それは町民からも聞く話であり、自分の感覚で

ね、こうあるべきだということを言っちゃう。それをまとめるといったらきついですよ。だ

から今期の期限を切るのも良いけれども、僕は財政の問題も施策も５年１０年先の白老のこ

とを見据えたやつをやらないと、僕は町民も納得しないと思う。確かに国の制度だとか、い

ろんな自治体の今の置かれている状況の中ではね、財政は厳しいですよ。新規事業なんてと

んでもない話ですよ。だけどそれを我々もやはり町民に訴える材料が欲しいわけですよ。だ

から共に考えましょうという考え方良いのですけれども、今こうやって提案されても一体ど

うなんでしょう。今寿幸園の問題も病院の問題もいろいろこれ懸案ですよ。ずっと１０年か

ら言われている懸案、そ れがいつ解決するのよというのも見えない今の状況の中でだよ、そ

れは財政が原因なんですよ、国の原因ですよて言われて分かる部分もあるけれども、町民は

そういうところはあんまり分からないですよ。だから従前からの低支出、要するに高サ－ビ

スという感覚をね、考えてもらわなきゃならないという考え方も打ち出さないと、ただ行政

は金ないんだ金ないんだ、だから出来ないんだで終わってしまうと、ジレンマに落ちるんじ

ゃないかなと思うのですよ。それにこの財政プログラムの中で、背景の中でね、うちは固定

資産税に恵まれている。それはね、従前から言われているわが町の特性なんですよ。雪がな

い、温泉がある。だから家を建てる。だから固定資産税入る。これもあるのだから、その上

での行政サ－ビスですから。だからそれもやってきちっと押さえながらどういう運営をして

いくかということをきちっと打ち出さないと。今までの手法は全部作られてきているわけで

すよ。協働のまちづくりの理念もそうなんです。これも根底はまちづくりだから。その事業

体とか運営は良いよと。財政の問題もこれは繋がっているのだよということを、これからや

っぱり町民に理解してもらわなきゃならない。そのためにはこの財政プログラムというのは、

出すことは良いことだと思うのですよ。だけどそれを盛り込まないと、僕は町民は汗かいて

くれないと思いますよ。昨日の質疑の中では、職員の定数問題、職員の給料に手を付けてい

る。さっきも言ってますけれど、これは僕もすべきでないと思う。意識をもって働いている。

その対価で働いている生活給ですから。これに手をつけるというのは、よっぽどのことです

よ。そこまで行くまでにやっぱり、自治体の職員には住民ができないことをお願いしている

という感覚をもう１回町民にきちっと植えつけないと僕はだめだと思いますよ。だから、町

民の出来ることは町民がするのですよ。理念言っちゃうかもしれないけれど、それをもう少

し具現化した話、ちょっとここでは提案できないかもしれないけども、この財政プログラム

を要するに柱にするのか、４次統計を柱にするかということはきちっと理事者側というか、

自治体で明確にしたほうが僕は良いと思う。その辺はどうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  どっちがどうだという議論、先程から言っていますけれど、な
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いんですよね。要するに総合計画も、夢がないというようなこと言われてますけども、御存

じの通り１００名からのね、一般町民巻き込んで、本当に真剣に議論してきて、いろんな分

野の方からいただいた要望を、実は取りまとめているものなんです。本当にこれは。行政だ

けで作ったものではございません。本当に各団体の意見聞いています。そしてまとまったも

のですから、それはそれなりに１つ評価していただきたいと思うのですよ。この財源の問題

についても、前町長の時代から議会からもですね、どうするのだ、この財政これから。どう

やって対応するのよて。それで、いろんな形の中で総合対策、さっき財政課長言ったように、

特別会計だっていろいろ厳しい部分ありますよね。一般会計だけじゃだめだよと。そういう

中でト－タルでやっぱり財政というものを考えていかなきゃならないということで、考えた

ものなんです。だから実施するために。そこのところはちょっと理解していただきたいなと

思うのですよ。給料のこともおっしゃっていますけれど、これも闇雲に本当に付けたくない

です。生活給ですから。本当にそれは同じです。ただこれを第４次行革の中でね、やはりそ

ういうことも行革の大綱の中で言われてますよね。人件費も削減すべきだよと。こういわれ

ていて、本来はもっと早く取り組まなきゃならない事項なんですよ。議員さんもだから去年

からやってますですよね。職員がやるからということで、これもやっていただいているんで

すよ。これも取り組まなきゃならないということでなっていることですから、職員大変とい

うのは我々理解していますが、本当に職員も町民も痛み分かち合って、財政を何とかしよう

という１つの思いですから、その辺ご理解をいただきたいと思います。 

 それで、一番見えないのは、さっきから言っているように、これだけで全部解決しないよ

と。根っ子に残っているのどうなんだよと。こういうことだと思いますから。これも町長言

ってますように、スピ－ド上げて今までずっと積み残しになってきた部分です、正直言って。

スピ－ド上げてやりますから、まず寿幸園の問題も６月まではっきりさせますし、その後に

言うように町立病院の問題や、学校の適配や、古くなっている消防庁舎の問題もありかすけ

れど、これらの検討して、これは逐次どういう形でどうやるかということは議会のほうにも

明らかにして、相談させていただきたいと思います。本当にすぐ取り組めるかどうか分かり

ませんけれども、方向性は見出して、出来るだけ早く問題解決するように、私どもですね、

理事者腹くくって努力していきますので、その辺１つご理解をいただきたいと、このように

思います。 

○委員長（吉田和子君）  いいですか。 

○委員（熊谷雅史君）  いいです。 

○委員長（吉田和子君）  斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  やっぱり同じ資料で、同じに昨日から話をしてくると、大体同じ

ようなところにね、感想として持つわけですよ。大体私も同じような思いでね、昨日から質

問してきたのですけれど、やっぱり財政と政策というのは切り離せないものという形でね、

やっぱりこれだけの改革をするのであれば、政策と一緒に考えなければならない部分ていう

のがあるだろうと。だとすればね、当面やらなきゃならない課題というのは大きいものがこ

れだけあると。だけどもこれが先がまだはっきりしていないから全部抜かしてといった場合
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に、それが入ってきたときにね、じゃあこの計画ご破算にならないのかという心配というの

は、やっぱりものすごくするのですよ。もう１回始めからやり直しとならないのか。今話さ

れているようにね、これだけ財政的にたがをはめておいて、だけどもその課題をやるときに

は何とかします、早急にやりますというのはね、ちょっと逃げてるのかなという感じしか受

けられないわけですよ。やっぱりこれだけ重要な課題、当面してやらなければならない積み

残したやつがこれだけあるとすれば、今の財政の中で早急にやれるのはこれだと、今答申は

こう出ているのだけれども、これは何とかなりそうだと、これは答申すぐにやれと出てるけ

れどもこれは延ばさなきゃならないとかてね、そういうことまで考えなかったら、先が見え

てこないわけですよね。そうすると、何を先にするかということで、飴谷町政のやりたいこ

と、しなければならないことというのが見えてくる。だから飴谷町政のずっと言ってきたこ

とは、新しい発想で取り組むんだということを言っているということはね、やはり今までの

やつをただ守るだけじゃなくて、いろいろな既存の産業、新しいものを起こすことは出来な

いにしても、既存の産業や何かの連携だとか、福祉事業だとか、さまざまなものの工夫によ

ってね、新しい雇用を生み出すとか、何とかという形もね、出てこなければならない。それ

が先程から言うなんらかの形で町民に負担をかけないために作り上げていく政策としてね、

そこも持ち込まれなければならないことだろうと。それはこの総合計画の中にはいっていま

すよて言いたいんだろうと思うのですけども。だけどもそれとこの財政計画とが一致してい

ない。見えていない。そういうことだろうと思うのです。だから、これだけで財政再建とい

うことであれば、この他にまたね、もう１つそういう施策と合致させたものでね、もう１冊

作ればいいのではないかと思うのですよ。そういう方法だってないわけではないだろうとい

うふうに思いますのでね。ただ私言いたいのは、ほんとうに重要な課題を、適正配置の問題

も答申出ています、答申のとおりにやりますと、こういう言っても今出来ない状態にあると

すれば、ほんとうに今これを今ある学校を引き延ばしてでもね、引き延ばししてでもここは

ちょっと待ってもらうと。だけどもこの問題についてはもうこれは曲げないから、これだけ

は手がけるとすれば、どれだけの予算の中で、これは何とか乗り切りますと。こういうこと

をきちっと分からせなかったらね、私たちこの話していてもさっぱり見えてこないというの

が事実だろうと思う。 

 もう１つ。それだけやるとすれば、やっぱり私達昨日から話していて、町民への痛みしか

感じられなかったんですよ。町民にそれだけのことを要求するのであれば、役場職員の立場

というのは、もっともっと現実的に厳しくなきゃならないだろうと。それで先程も話が出て

ますけども、行動指針というのはやはりここに書いてある５つのね、行動指針という一般的

ないつの時代もあるこの言葉ではやっぱりだめなんですよ。本当に町民から見る目というの

はさらに厳しくなるだろう、これは覚悟しなければならない。それは覚悟……厳しい批判だ

とか、要求だとかて乗り越えるためには、私達はこんなふうに進めますというね、決意を込

めたね、指針が出てこなかったら、やっぱり駄目だと思うのです。これ役場の中では集まっ

てやりますよというかもしれない。言うかもしれないけれども、そんな並大抵のものでは乗

り切れないはずですよ。本当に役場が必死になって、全員職員集めて、そのことを決意し合
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って話をして、そして町民にそれが見えるように外へ向かって職員が出ていって一生懸命頑

張っている姿なんかが見えてこそ初めてね、やっぱりわが町の職員だと。こういう形にね、

本当に決意が今までにない形で現れなかったら、町民というのは納得できないだろうな。私

もそう考えて、大体意見は同じになりますけれども、これは１つの意見としてね、聞いてい

ただきたいと思うのですけども。私達これだけではどうもやっぱり納得できなかったという

ことだけは押さえていただきたいというふうに思うのです。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑ございます方どうぞ。 

 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  玉井です。１つだけね。さっきも言ったのだけれど、例えばです

よ、寿幸園が８年延びたよと。そのね、理由が何なのかとさっき言ったでしょ。そこら辺は

ね、何項目かあると思うのです。こういうことがあって実質は延びたんだとね。一番金のこ

とかもしれないけども。その辺を議会に提示するというようなことはできるのかできないの

か。その見解だけ。 

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  要するに寿幸園が延びた原因ね。 

○委員（玉井昭一君）  寿幸園に限らないけども、例えば病院だったら病院を手がける民

営化にするのでね、遅れたとか。例えばの話だよ。それが良いとか悪いの問題でなくて、延

びたもの仕方がないのだから、それは良いのだよ。例えば寿幸園は民営化するよていう答申

が出て、それがずっと遅れたでしょ。それについては金額的なことか、あるいは職員の処遇

なのか。いろいろあるから、それに限らずね。そういうことについてのね、第１の原因はこ

れだとか、第２の原因はこれだとかという序列もあるだろし。そういうことを提示できるの

かできないのかということだけ。 

○助役（三国谷公一君）  今答えていいということですか。 

 議会に文書かなんかで提出。 

○委員（玉井昭一君）  そう。 

○助役（三国谷公一君）  これから今そのようなつめ、寿幸園の方向性については詰めを

しておりまして、予定どおり、予定どおりといったら失礼ですけれども、飴谷町長が申し上

げました通り６月の議会ぐらいまでにはですね、議会のほうには明らかに、その方向性方針

を明らかにしたいと、こういうふうに考えています。その時に過去の検証も含めてですね、

どういう形でどうなっていたかという中では、そういうことも申し上げさせていただきたい

と思っております。当然遅れてご迷惑おかけしておりますので、それについてはですね、き

ちっと説明させていただきたいというふうに考えております。 

○委員（玉井昭一君）  はい、わかりました。 

○委員長（吉田和子君）  他にございますか。 

 なければこれで終わりたいと思います。よろしいでしょうか。 

 午前中の会議はこれで終わりたいと思います。２日間に渡り助役もまた今日忙しい中あり

がとうございました。あと委員会のほうでまとめていきたいと思いますので、今日はどうも
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ありがとうございました。 

 これで休憩をして、午後からまたまとめのほうを皆さんと一緒にやりたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

               休 憩  午前１１時５５分 

 

               再 開  午後 １時００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。 

 これからはまとめということなのですが、皆さんのほうからこういうことこういうことと

いうことで言っていただければ。ありましたら。 

 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  玉井です。ト－クみたいに話合いして、そしてまとめたらどうか

と思うのですけれど、どうですか。 

○委員長（吉田和子君）  いろんなもの、昨日と今日やったことをそれぞれ出していただ

いて、その中から必要なものをト－クしていく。 

○委員（玉井昭一君）  はい。 

○委員長（吉田和子君）  どうでしょうか。そういうことでよろしいでしょうか。 

 そういう形で録音を取らないで休憩にしてそういうふうにしていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

               休 憩  午後 １時０１分 

 

               再 開  午後 ２時２３分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じまして委員会を再開いたします。 

 委員会としての取りまとめは、最終的な集約が出来終わった後にもう一度説明を５月３１

日の１０時からもう一度委員会を開催いたしまして、その時もう一度集約できたものを説明

を受けて、それで意見交換をして、質疑応答をして、その中でまとめていきたいというふう

に考えておりますけれども、それでよろしいでしょうか。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 

   ◎閉会の宣告  

○委員長（吉田和子君）  そういうことで、今日の委員会を閉じたいと思います。大変ど

うもご苦労さまでした。 

                              （午後 ２時２４分） 

 


