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   平成１９年白老町財政健全化の調査検討小委員会会議録 

 

平成１９年７月２４日（火曜日） 

開  会    午前 １１時５２分 

閉  会    午後   ０時２８分 

                                         

○議事日程  

  特別委員会における調査項目について 

                                         

○出席委員（６名） 

小委員長   加 藤 正 恭 君     小副委員長   吉 田 和 子 君 

委  員   及 川   保 君             山 本 浩 平 君 

鈴 木 宏 征 君             大 渕 紀 夫 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員   近 藤   守 君 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

 事務局長             上坊寺 博 之 君 

 主  幹             森   隆 治 君 
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     ○開会の宣告 

○小委員長（加藤正恭君） ただ今から白老町財制健全化の調査検討小委員会を開会いたします。 

                                           

○小委員長（加藤正恭君） 議員全員の皆さんに今後どうするかというお話を伺ったわけですが、

しからば、小委員会で具体的にどういう方向で進めるかというために、今日、集まっていただいた

わけでございます。今後の問題として、日時が非常に切迫しておりますので、相当、馬力をかけな

ければならないという覚悟をしております。議会、または委員会、いろいろな町の行事、いろいろ

なことがあると思いますが、体制はできるだけ全部やると。町から出された内容のことを全部やる

ということはなかなか至難であるというのが皆さんの意見で、できるものから取り組もうではない

かと、そういうような意見が出たのではないのかなというふうな気がいたします。それで、具体的

な調査項目になるのですけれども、どのような方向性を見出していくか、皆さんの忌憚のない意見

を伺いたいと思います。先ほど、特別委員会でいろいろな話が出ております。これらも含めて考え

方を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

○委員（鈴木宏征君） 鈴木です。今日は、町から出されている健全化計画ですか、そういうもの

を一切持っていないのでですね、ここで具体的にこういう項目というのはなかなか難しいのではな

いかと思うのですよ。それで、なるべく早く小委員会を開催していただいて、その時にそういう資

料を持って来ていただいて、お帰りになって個々にその資料によって考えをまとめてきていただき

ましてね、そこで決めるという形でないと、今なかなか、ここでこういう項目と言われても、何も

資料がないので。皆さん出せるのかな。僕はちょっと出せないなと思うのですが。皆さん出せるの

であれば、出していただいていいのですが。私は近いうちにですね、なるべく早く小委員会を開催

していただいてと思ったのです。 

○小委員長（加藤正恭君） 小委員会をなるべく早く開いていただきたいと。議会事務局の都合も

あるでしょうから、必ずしも午前中にとは限りません。３時、４時になるかもしれませんけれども

ね。時には夜になるかもしれません。そういうようなことも考えておりますので、小委員会をなる

べく早くと。 

 今、鈴木委員の話で、小委員会の招集はいつになるかはちょっとわかりませんけれども、なるべ

く早くしたいと思いますが、それまでに各委員さんそれぞれの考え方を自分なりに持って来ていた

だきたいと、こういうご意見でございますが。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。それは結構なのですけども、全体的なスケジュールはもう９月

と決まっていますから、全体的なスケジュールをつくると。そして、ここで何を議論するのかとい

うことをきちんと明らかにすると。そのことを今、鈴木委員は言われたと思うのだけれども。ただ、

僕は細かなことはいいと思うのですよ。細かなことではなくて、大まかな日程スケジュールをつく

って、どこで特別委員会をやるのかということを大まかにつくってね、逆に言えば、それに照準を

当ててやらないと、つくって、そのままできなかったらどうするのというのではなくてね、そこに

照準を合わせて議論していくという形を取らなくてはいけないだろうというふうに僕は考えている
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のです。だから、さっき出た中でね、一つは原因を明らかにしようと。なぜ、こうなったかという

原因を明らかにしようと。これだけをやっていても駄目だよということだから、当然、それと一緒

に提言案についてどうするのかということが２つあります。もう一つは町民との関係。これをどう

するかという、この辺りのところを、この次にじゃあ、ここのところに照準を当ててやるから、こ

のことについてね。それで、ここで議論して終わるということではないからね。会派に持って行っ

てやるということではないから、一定の段階までいったら特別委員会をやらなければ駄目でしょう。

ここで結論出したり、何かするものではないのだから。頭出しをやるというのがここの仕事ですか

ら。ですから、そういうことで一定の議論ができる題材がそろった段階で特別委員会を開くという

ことだから、９月までに、例えばの話、明らかにするという部分と骨子の部分で議会としての意見

を述べるだとかね。町民にどう周知するか。議会と町民との関係。それは、町は抜きそれで、何も

しないとか、報告会をやるとか、何かあると思うのです。そういう辺りのところを照準当てて、ス

ケジュールつくってやるというふうにした方がいいのではないかと思うのですよ。そうでないと、

次の会議を今、決めたとやっていると全然終わらないのではないかなと思うのだけど。私はそうい

うふうに考えます。 

○小委員長（加藤正恭君） わかりました。他にご意見のある方。 

 僕もそう思うので。ただ、この小委員会だけで突っ走るということはちょっと不可能な問題が非

常に多いと思うのでね、担当課とのすり合わせもしなければならないなというふうにも思っており

ます。それで今、委員長、副委員長と担当課の者とちょっとヒヤリングしてみたいなと、自分自身

は考えております。ここに呼んでやるということになると、また、時間もかかるでしょうから。そ

ういうスケジュール的なもの、それから、今、急いでやるものは何かというような町の考え方、そ

れらなんかも聞いてですね、その結果をまた、この小委員会でご議論願うと、こんなふうにもって

行きたいなと思っているのですがね。今月はできますか。やらなければ駄目だね。１回やりたいと

思っているのですが。議会事務局の都合はどうだろう。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、明日が議会運営委員会、10 時から。すでにご案内申し上げて

いるとおりです。会派が持ち帰ってもらった部分ですね。明日が10 時から、たぶん午前中で終わる

と思います。26 日から、ここの会議室は使えません。というのは、参議院議員の選挙がございまし

て、このテーブルを持って行ってしまうので、記録の関係でやるとすれば、ここではできない。で

すから、少人数であっても記録とるためには議場の方に移ってやらなければならないという部分が

ございます。30 日まで使えないのです。そして、30 日は農業委員会が入っていまして、鈴木議員が

農業委員会に出られると。午後からですね。午前中は空いていますけど、ここは使えません。ちな

みに 31 日も駄目です。当面、１日は午前中であれば構いません。２日は民生常任委員会が予定され

ていまして、一応、中出議員がアカデミーに２日と３日に行かれますので不在です。そんなところ

かな、３日までは。 

○小委員長（加藤正恭君） 議長と中出議員がいないのは関係ないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 小委員会は関係ないです。ただ、全体としては組めない。 

○委員（及川保君） 議事録の関係はあるのだけども、議事堂も使えるわけでしょう。 
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○事務局長（上坊寺博之君） だから、議事堂に入ってもらうことになります、小数ですけどね。 

○委員（及川保君） そんな方法でやるしかないでしょう、この日程ですから。ここ使える、使え

ないとかってやっているよりもね。ここが使えないというのはもうわかっているわけだから。 

○小委員長（加藤正恭君） 27 日はできないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 消費生活展が10 時からございます。 

○小委員長（加藤正恭君） 27 日３時、どうですか。27 日３時 30 分。場所は議事堂ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私ちょっと３時から入っていますので、主幹が対応するような形に

なります。 

○小委員長（加藤正恭君） それでは、一応、今月は大まかなスケジュールという大渕委員のあれ

もあるものだから、それはそれで９月までのあれはいろいろ検討してみますし、皆さんもちょっと

考えてみていただければありがたいと思うのですが。 

○事務局長（上坊寺博之君） できればですね、８月の日程も組んでいただくとありがたいのです。

というのは、職員も夏季休暇の関係でお盆も入ってしまっているのですよね。だから、その中で当

然入ってくれば調整しなければならないでしょうし。目安としてで構わないのですが、置いていっ

ていただければありがたいですけど。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら、７月は27 日の３時半から小委員会ですね。それから、８

月に入ってですね。６日の総務文教はないのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） なくなりました。 

○委員（山本浩平君） 事務局と小委員長、副委員長である程度の日程を決めていただいてですね、

もうスケジュールのないことですから。それで、どうしても小委員会に出られない人も出てくるか

もしれないですよね。それはそれでやむを得ないということで進めて、決めていただきたいなと思

います。今から８月のいつ、どうだ、こうだと言っても、また、なかなか、これも決まらないと思

うのですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、わかりました。 

○委員（及川保君） 特別委員会の日程も含めてね、これ、日程が駄目だというのもあるのかもし

れないけど、大事なのはやっぱりそこ、特別委員会ですから、小委員会というのは、日程含めてね・・・。 

○小委員長（加藤正恭君） そのとおりなの。それで、小委員会の結論、それから、特別委員会を

やってもらうという格好になるのでね、主はやっぱり小委員会でなければ。特別委員会から下ろし

てくるものでもないし、小委員会で決めたことを今度、特別委員会をぜひお願いしますというふう

に、逆にお願いするような格好になると思うのだけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にお諮りしたのは違うのですよね。小委員会というのは議論

する前提を議論するための協議ですから、ここでまとまったものを上げるのではないのですよ。何

を全体で協議させるかということをやるのであって。 

○委員（及川保君） ここで特別委員会に持っていくとか、そんな話ではないと思うのですよ。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら、特別委員会をつくらなかったら困るのではないですか、

先に。そういうことになれば。 
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○委員（及川保君） だから、ある程度の日程スケジュールを決めてね。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、小委員会のスケジュールをつくったって仕方ないわけだよ。 

○小副委員長（吉田和子君） 小委員会は、先ほど大渕委員からあったスケジュールは、後で決め

るのですけど、今、皆さんから出ましたよね、特別委員会で、こういうものとこういうものは、こ

ういう形で資料がそろうからこの日にできるのではないかとか。そのためにはどういう資料が必要

で、どういう議論を持っていくためにこの日にしようとかという、そういうふうに決めるべきだと

思うのですよ。だから、出てきた中で、じゃあ今回のは骨子案の再確認と、それから、ここまでき

た原因をきちんとしようと。じゃあ、そのための資料は何が必要なのかということを小委員会で話

し合ったりして。これとこれが必要だから、スケジュールを決めておいて、じゃあ、それまでに資

料をそろうかどうかとか、そういう点を通して特別委員会をきちんと設置していくということだと

思うのですよ。全体の流れはやっぱり抑えないと駄目ですから、先に。その中で、今日、皆さん勉

強してきて、どういうものとどういうもの。じゃあ、そのための資料はどういったものをそろえな

ければならないのかとか。資料も勝手にこっちでほしいと言っても、すぐそろわない場合もありま

すから。だから、そういうことをやって特別委員会をスムーズに円滑に行くためにやっていく。そ

れで、必要な項目をきちんとその中に取り入れていって、特別委員会で皆さんの意見を集約しても

らうという形に持っていくためなのですよ。だから、日程とスケジュールを決めることと、内容を

きちんと決めていくというのが小委員会の役割なのかなと思いますので。ただ、資料はかなりいろ

いろなものが今度出てくると思うのですね。その辺を早めに、やっぱりこっち側も調べてというか、

つかまえて、そして、それを各担当課にお願いするとかというふうにしていかないと進んで行かな

いのかなというふうに思うのですよね。やっぱり、お盆も挟んでいますので日程も早く決めない

と・・・。 

○小委員長（加藤正恭君） そうすると、27 日の３時半から召集して、その意見を踏まえてからで

なければ先に進めなくなってしまうのですよね。小委員会でワンワン、ワンワンやるわけにいかな

いのだから。その辺りが今後の小委員会の日程というのは必要によってやらなければならないと思

うので。そして、特別委員会をまたやってもらうというような格好になるとすれば、小委員会だけ

で８月の日程を、大まかな日程だけでもというわけにはちょっといかないような気がするのだけど。 

○委員（大渕紀夫君） 僕はそうではなくて、９月と決まっているのだから、特別委員会を１週間

に１回なら１週間に１回やるということで日程を組むわけです。もう特別委員会は。それに対して、

必要に応じて小委員会を開くということなのですよ。小委員会を開いた後に特別委員会を開くので

はなくて、もう日程は決まっていますからね、何回議論すると言ったって出来ないですよ、現実的

には。だから、１週間に１回、基本的には特別委員会を開く。開けない時もあるかもしれないけど

ね。それに合わせて小委員会は開いていかなければ駄目なのですよ、それに必要な。それで、今、

吉田委員言われたけどね、例えばね、資料なんかは、僕はべらぼうに要求したら逆に駄目ですよ。

向こうが今、その作業をやっているのだから。そのことに足が止まるようなことをやってしまった

ら、議会は何をやっているのだということになりますからね。そうではなくて、我々がやっぱり寄

せられるだけ寄せられる資料をきちんと自分たちでね、例えば、議事録なんかは全部14 年ぐらいか
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ら取れるわけでしょう。それを見て、例えば取るとかね。そういうふうなことでやらないと、この

間こういうことがあったのだけど、こういう資料を何とか出してくれとか、向こうがそれで１日も

２日も手を取られているのなら、全然売れる時も売れなくなるよ。僕はやっぱり、そこら辺はこっ

ち側も厳しくやらないとね。だから、特別委員会は１週間に１回なら１週間に１回と設定してしま

って、それに対して必要だったら夜でも昼でも小委員会をやるというような、そういうような形だ

と思うよ。そうでないと、たぶんね、時間が無くて何もできなかったとなるからね。やっぱり僕は、

特別委員会は１週間に１回ぐらい、基本的にはそれぐらいのスケジュールで組むべきです。それに

対して小委員会をきちんと開いて・・・。 

○小委員長（加藤正恭君） まず、特別委員会の日程が決まらなければ、小委員会も開けなくなる

わけでしょう。 

○委員（大渕紀夫君） もちろんです。そうです。だから、特別委員会を先に決めないと、小委員

会の日程なんて決めたって駄目だということです、私が言っているのは。だから、９月14 日までだ

から、週にして６。だから、５回なら５回、もう組んでしまうわけです、基本的には、特別委員会

を。それに合わせて小委員会を開いていく。 

○事務局長（上坊寺博之君） ４日から定例会が始まりますのでね、だから、５回ぐらいしか取れ

ないと思います。 

○委員（大渕紀夫君） ５回だったら、もう決めないと。決めて、そこに照準合わせて小委員会で

議論していかないといかないですよ。 

○委員（山本浩平君） 最高にやって５回という意味ですよね。今、局長が言われているのはね。 

○委員（大渕紀夫君） そうすれば、小委員会は最低５回以上やらなければ駄目なのですよ。 

○小副委員長（吉田和子君） 小委員会で資料集めもしなければならないかもしれないわけですか

ら。だから、事務局と協力しなければならない部分もあると思うのですよ。事務局は大変になるか

もしれないですけど。必要なものはこちらがそろえるということになれば。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら、どうなのですか。特別委員会の日程が先になるわけでし

ょう。 

○委員（大渕紀夫君） だから、それは、５回なら５回、開くということにして、粗々やって、そ

して、それに対して小委員会をどうやって開いていくかというふうに考えないと、特別委員会がそ

こで結論出すのだから、そこが開けなかったら全然結論出ないから。 

○小副委員長（吉田和子君） 前の病院みたいに１ヶ月に１回とかで済むわけではないから、今度

は１週間おきぐらいにやったらと考えるということだから。 

○委員（及川保君） だから、小委員長がさっき言われたように、必ず午前中にやらなければいけ

ないということはないのだから、もうすぐやらなければいけないということだからね、当然、夕方

もあるかもしれないし、昼からもあるかもしれないということで・・・。 

○小委員長（加藤正恭君） はい。それはやります。 

○小副委員長（吉田和子君） 特別委員会はあれですよね、議会で組んで、担当課とか必要はない

わけですか。議会で資料を寄せて、みんなでいろいろな議論をして答えを出していくわけですから、
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そっちはもう関係なしに議会で決めていいということになりますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちなみに１日はとれるのですよ、８月１日ですね。ですから、27 日

にやって、その週はできないですから、当然次の週ですよね。30 日、31 日と駄目ですから、１日は

たぶんできると思います。あと６日、総務、振り代わりになりましたので６日はやれると思います。

あと 13 日から 17 日までお盆入りますけど、ここでできるかどうか、皆さんで議論いただきたいと

思います。それと、22 日の午後ぐらいしか取れないと思います。あと28 日か 29 日、このぐらい取

ると５回ぐらいは取れると思います。 ただ、９月入ると４日からもう定例会ですからね、だから、

これはちょっと身動きが。時間が早く終わったりというような場合は取れますけど、たぶん日程的

には取れませんので、７日、10 日ぐらいしか取れません。取れるとすれば、７日、10 日ぐらいしか

難しいかなと思いますけども。 

○小委員長（加藤正恭君） ８月のお盆がちょっと抜けたのだけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、お盆は今、あえて私から言わなかっただけで。ただ、その辺

はちょっと。10 日、アイヌ碑あって、議運が入っているのですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） 議運入っているし、アイヌの記念碑の供養があるよ、10 時半から。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、20 日も議運入ってきますのでね、当然、第２回定例会を閉め

なければならないですから、意見書の調整をそのぐらいでしないとちょっと難しいのですよね。日

程的には無いのですよ、本当に。 

○小委員長（加藤正恭君） 13 日はお墓参りですよね。 

○委員（大渕紀夫君） 17 日ぐらいやればいいでしょう。17 日なんて、やってもいいでしょう。 

○小副委員長（吉田和子君） 15 日、16 日はやっぱり駄目なのでしょう、基本的に。 

○委員（大渕紀夫君） 15 日、16 日というのは、役場の職員もかわいそうでしょう。 

○小副委員長（吉田和子君） だから、やるのだったら17 日か。この間に小委員会をまた考えなけ

れば駄目だから。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、17 日やると、今度 22 日が近すぎないかという部分が出てく

るのですよね。23 日に登別のやつを入れましたのでね。15 時から登別入りますのでね。 

○委員（山本浩平君） 話は、１週間に１回もやってネタありますかね。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、わからないのです。 

○委員（山本浩平君） 10 日にいっぺんとか、そのぐらいでも十分ではないのかなと思うのだけど。

担当課ではなくてね、自分たちの中でも、はたして。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや。10 日にいっぺんぐらいやるのであればね、次の特別委員会の

時にある程度、今ないですから、小委員会にある程度調査まで踏み込んでさせてもらうようにする

のか。前回の病院がそうだったのですよね。流れ途中で間に合わないということで、小委員会に一

定の調査までお願いしたという部分があります。ただ、病院の場合はちょっとロングランだったか

ら、それでも良かったのですけど。 

○委員（鈴木宏征君） ９月 14 日からだったっけ。 

○小副委員長（吉田和子君） いや、14 日が最終日。その時に報告するという形になるのですか。 
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○事務局長（上坊寺博之君） それしかもう機会がない。それでしなかったら自動消滅です。早け

れば 13 日にあがるかもしれないです、議会は。決算特別委員会がどういうふうに進むかです。だか

ら、流れとしてはすんなり行ってしまうかもしれないです。今、その日程で一応確保だけしておき

ますか。するは別にして。その中のいずれかということにして。 

○委員（大渕紀夫君） 確保しておいて、必要に応じてやれるようにして、この日はもううちで取

っているというふうにしないと駄目です。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら、確認しますよ。小委員会は 27 日にやると。いいですね、

今月の。３時半から。それから、特別委員会。８月１日、14 時。それから、６日ですね。それから、

お盆をちょっと避けて 17 日。時間はまだ決めていませんけど。それから、22 日。ちょっと近いか

もしれません。 

○事務局長（上坊寺博之君） 22 日は午後からでないと取れないですよ。 

○小委員長（加藤正恭君） 24 日は。 

○事務局長（上坊寺博之君） 24 日は第２回の定例会。 

○委員（大渕紀夫君） 締めの日。 

○事務局長（上坊寺博之君） それが終わってからでも構わないですよ。 

○小委員長（加藤正恭君） 28 日に取っていますからね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 24 日はたぶん１時間か、そのぐらいしかかからないはずですから。

意見書と委員会報告だけですから。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら、24 日にしますか。22 日ではなくて。 

○委員（大渕紀夫君） これね、全部こうやって今、取ってしまってね、これで、特別委員会をや

る人、この日空いているのだから小委員会をやればいいのです。抜けた日。だから、取っておかな

いとどうにもならないから。これ以外に小委員会をやるとなったら、本当に大変だよ。だから、こ

の間、抜けた分については小委員会に落としていけばいいのです。 

○小委員長（加藤正恭君） ということですね、８月は。28 日ね。一応、28 日にしておきましょう。

１日、６日、17 日、24 日、28 日と。それから、９月。７日、10 日。これで７回だね。特別委員会

７回。これに合わせて小委員会と。その間に小委員会が入るということ。 

○事務局長（上坊寺博之君） もうこれ、７回必ずやるということですよね。 

○小副委員長（吉田和子君） そうではないです。流れを見て、またね、変わる可能性もあるとい

うことで。 

○事務局長（上坊寺博之君） 27 日はやるということと、当面は、１日と６日だけは案内をさせて

もらっておいていいですか。皆さん、予定組むのがあるので。17 日以降は 27 日過ぎてからでもい

いと思いますけど。１日と６日だけは案内を差し上げた方がいいのではないかなと思いますね。 

○委員（鈴木宏征君） 27 日に小委員会をやって、１日に特別委員会というのが何日しかないでし

ょう。その間に、うまく特別委員会に、開いて議題になるものをきちんとまとめられるかという心

配。６日はいいと思うのだけども、１日というのが本当に。そういうふうにもう知らせてしまうの

だったら、そこだけははっきりしておかないと。あとはちょっとどうなるかわからないけど。 
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○小副委員長（吉田和子君） だから、27 日にやって、そして、状況を見て。 

○委員（鈴木宏征君） ただ、連絡してしまうと言うから。 

○小副委員長（吉田和子君） いいのではないですか。予定に入れておいてもらって。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１週間なくて、それより短くなって通知するといったら、なか

なか皆さん。 

○小委員長（加藤正恭君） 取り消すことはいいわけだけども。召集するということになると。 

○事務局長（上坊寺博之君） 案内した方がいいと思いますけど。 

○小副委員長（吉田和子君） 27 日やって、もし、まとまらなければ、もう一回小委員会をやって、

１日に向けて、ある程度できるように、こちら側も行動をするというか、そういうふうにした方が

いいのではないかと思います。27 日にそれぞれ持ち寄って、１日にどうかということで、じゃあ私

たちももう一回やらなければならないのではないかということになれば、１日前にもう一回やると

かね。どこかで１時間でも、２時間でも取ってやるとかとしたらどうでしょうね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと参考にいいですか。今、二瓶室長と、特別委員会の動きも

あったものですから、ちょっと話はしているのですけどね。過去の財政の指数、例えば、経常収支

率だとか、公債比率だとか、そういうものの過去の推移は抑えておいてほしいという話はしている

のです。原因を知るためにね。それはね、向こうでもやっていますと言っていましたから、その資

料はたぶんもらえるかな。どこまでできているかは別にしても、例えば公債費がどこら辺から急激

に増えていっているかとか、公債比率がどういうふうに推移していっているのかという部分。交付

税もそうですけど、そういう数値は原因を掴むために抑えていると言っていますから。それがもら

えるか、どうか。 

○委員（大渕紀夫君） 一つはね、財政改革プログラムです。あれに10 年間の経緯が全部出ていま

すから。だから、まず一つ、財政改革プログラムはきちんと読んでおいた方がいいと思います。前

のものです。それに10 年間のトータルが全部出ているのですよ。公共事業の関係、全部出ています

から。三百何十億というのは。それが一つと。それから、うちの斎藤が言っていた、合併研究会で

出た資料ね。あれはなかなかいい資料が結構あります。ですから、あれをもうちょっとやれればよ

かったのだけど。関係ないのもあるけどね。それから、工業団地だとか、下水道は別にちゃんとそ

こでつくっているのがあるのですよ、一覧表で、20 年ぐらいの経緯を全部書いた。工業団地もいた

時につくったものがあるよ、確かあったと思うのだけど。そういうものは各自探すと結構あるので

す。これの「げんき」のこれもなかなかいいですね。この中で言っていることは町が書いているこ

とですから、この中ではっきり行財政運営が財政の悪化を招いた大きな要因であり、真摯に反省す

るものであると書いているのですよ。だから、こういう根拠なんかが必ずあるはずなのです、全部

ね。だから、そういうものを含めて資料を自分たちで最大限ね、必要なものを出してみた方がいい

と思います。そして、議論しないと、たぶん議論にならないと思うのです。まず、資料をもらって、

説明を受けて、それからなんて全然間に合わないでしょう。だから、そういうことをちょっとやっ

た方がいいのではないのかなと思っていました。 

○小委員長（加藤正恭君） 小委員会でね。 



 - 10 - 

○委員（及川保君） 今、局長が言われた過去の資料も含めてね、新しい人もたくさんおられるの

でね、それも含めて委員長、もし、出せるものがあれば出していただければ。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、全員に出してもいいよ、そんなのは。当然だ。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、あれば出さなければならないでしょう。 

○小副委員長（吉田和子君） 調査するのではなくてね、あるもので出してもらえるものがあれば。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前のプログラムが無ければ、印刷してきますし。 

○委員（大渕紀夫君） 全員持っていますよ。合併研究会だって、この間だからね。 

○小委員長（加藤正恭君） 合併研究会の方の資料に入っているよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 国保なんかでも過去何十年の決算も載っているのですよ。だから、

どこから赤字になっているか、どういうふうに減っていっているか、増えているかというのは一目

でわかるのですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） 明日、議運の後、二瓶室長と会ってみて。 

○委員（及川保君） 大まかについては正副委員長にお任せするので、何かあったら相談いただき

たいと。 

○小委員長（加藤正恭君） まず、27 日に小委員会をやってみてからでないと今後のあれがちょっ

とわからないものだから。それぞれ皆さん、研究していただいて27 日に持ち寄ってもらうと。私の

方は、二瓶室長の方と検討してみます。それをまた27 日にお話します。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○小委員長（加藤正恭君） 今日はこんなところで終わらせたいと思います。終わります。 

 

（閉会 午後 ０時２８分） 


