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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２７日（金曜日）  

  開 会   午後 ３時２９分  

  閉 会   午後 ５時０６分  

 

○議事日程 

審査又は調査事項  

＜審議事項＞ 

 ・特別委員会における調査項目について 

 

 

○審査又は調査事件  

＜審議事項＞ 

 ・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         委   員  鈴 木 宏 征 君 

       近 藤   守 君                大 渕 紀 夫 君              

  

○欠席委員（１名） 

委  員  山 本 浩 平 君 

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局長  上坊寺 博 之 君         主   幹  森   隆 治 君 
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◎開会の宣言 
○小委員長（加藤正恭君）  皆さんこんにちは。ただ今から、財政健全化の調査検討小委員会を開

会いたしたいと思います。 

午後３時半という時間帯にお集まりいただきましてありがとうございます。どれくらいの時間が

かかるかわかりませんけれども、できうれば２時間程度くらいで納めたいものだなというふうに考

えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。  

 

◎所管事務調査 

○小委員長（加藤正恭君） 早速、会議に入りたいと思いますが、この間、第１回の小委員会を開

催いたしました。そのときには、今日の小委員会のときに、どのような考え方で臨むか、それまで

各委員さん、いろいろ考え方があると思いますので、検討してきてください。こういうことで第１

回は終わったわけでございます。  

それで、これから小委員会を進めていくのに、最終的には特別委員会でやることですけれども、

特別委員会はご存知のように、８月１日に午後２時から開催されることになっております。 

それで、そこに提案するといいますか、提出するといいますか、そこで審議するようなことをあ

る程度小委員会でまとめていきたいというふうに考えております。もちろんそれですぐ結論うんぬ

んではなくて、何回もこれから、特別委員会も６～７回やろうというふうの大雑把ではございます

が、日程を組んでおりますので、その都度小委員会を開催し特別委員会をする。また、小委員会を

して特別委員会をするというようなサイクルになるのではないかと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

それでは、早速ですが、１回目にやったときの各委員さんの考え方について、それぞれ忌憚のな

い意見を賜って、方向性を見つけていきたいものだなというふうに考えておりますのでよろしくお

願いをいたします。どなたからでも結構でございます、考え方をご披露願いたいと思います。  

○委員（鈴木宏征君） ちょっとよろしいですか。確認なのですが。一応、特別委員会の審議の事

項なのですが、基本的には今までのやられたいろんな政策の反省というのですか、そういう検証と、

それから今出されている新しい財政健全化計画ですか、それに対する議会の提言ですとか、そうい

うものを大きく分けると、この二つというふうに考えてよろしいのでしょうか。確認なのです。  

○小委員長（加藤正恭君） ちょっと、趣旨が良くわからないのだけれども。  

○委員（鈴木宏征君） これから、特別委員会の中で、委員会として審査をしていく大きなテーマ

がありますね、それは今まで、行政がやってきたいろんな事業の、なぜこういうふうになったかと

言う反省点なり、そちらのほうのものが一つと。これからやる部分の新しい財政健全化計画があり

ますよね、それの骨子があるのですが、それに対して議会として、もう少しこのようなものがある

のではないか、そういうことをやるのであればもっとこういう方法があるのではないかとかいう、

そういう大きく分けるとその二つと考えてよろしいのですか。  

○小委員長（加藤正恭君） はい、それでいいのではないかと私は思います。新たな、例えば町が
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出している対策案というものがございます。それのほかに、また、こういう方法もあるのではない

か。ああいうこともあるのではないかと。 

例えば、歳出の削減があるでしょうし、歳入を増やす案もあるだろうし、そういうのも含めてや

っても、提言していくと言うことで結構だと思うのですけれども。そういうものについて小委員会

である程度、結論ではないけれども、結論は最終的には特別委員会ですけれども、そういうところ

に提案していくと。そうしないと、特別委員会でもテーマが何もないわけですね。ですから小委員

会で特別委員会での審議事項について、こういう提案がありましたよと言うようなことを、委員長

を通じて出していかなければならないのではないのかなというふうに考えておるのですがいかが

でございますか。そういう方法でよろしければ、そういうことで進めていきたいと思います。  

どうぞ、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） それであれば、前回の開催のスケジュールを見ますと、特別委員会が６～

７回くらいですよね。そうしますと、今二つある大きなテーマを一遍に７回やるのではなくて、３

回は、まず、今まで行政でやられていた事業の検証というものをやって、それで次にと分けてやっ

たほうが。何か一遍にやってしまうとなかなか進みがうまくいかないのではないかと言うか、進み

づらいのではないかと言うことも考えて、前半３回くらいは今までの行政でやられてきたことの検

証と言うのですか、そういうものに充てて、それ以降は今後につながるものということを大きく分

けてやったほうが集中的にやれるのではないかなと僕は思うのですが、どうなのでしょうか。  

何か、あっちもこっちもということで７回やっても、なかなか範囲が広いものですから絞りづら

いのではないかと思うのですが。そこら辺、提案したいのですが。 

○小委員長（加藤正恭君） 今、鈴木委員からそういう、こういうふうになった過去の状況を大ま

かに区切って、それはそれ、今後のことは今後のことというふうにわけてやったらいかがかという

提案がありましたけれども、どうでしょう。  

〔｢いいですよ｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） 大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 原因をきちんと究明すると言うことは、私は絶対に必要だと思います。こ

のことをやらなければ、問題点が明らかになりませんし、そういう意味でいえば、そこの検証は検

証としてきっちりやっておくという必要がありますので、それは集中的にやると言うのは構わない

と思います。 

○小委員長（加藤正恭君） そういう同意の意見ですが、私個人の考え方からいきますと、時間的

な問題があるのです。それで、特別委員会を６～７回やるとはいえ、検証は当然いろんな議論のと

きに、なぜこうなったのかと言う話は必ず出て来る問題だと思うので、そういう過去のことにあま

りにも時間を割いて、そういうものにエネルギーを出すよりも、今後どうするかと。そちらに私は

ウエートを置いたほうが進むのではないかという気がするのです。 

だけれども、過去のことを全然検証しないという意味ではなくて、当然話としては出てくる問題

だと思うのですけれども、その辺りどうでしょう。過去の、どうしてこういう数値になったのだと

いうようなことに、随分エネルギーをやっても時間だけで、資料はある程度出されているわけです
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よね。言葉としても数値としてもですね。その辺りどうでしょう。 

はい、大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） 今、私、赤池だとか夕張の状況がどうなっているのかということを、イン

ターネット等々でやっているのですけれども、そういうのを見ると、やはり白老と同じように、何

度も何度も健全化プログラムだとか、そういうものを作っているのですよ。  

 白老も、財政改革プログラムだとか、今までいろいろやってきているのですよ。赤池の状況と全

く同じです。だから、そこをきちんとやって、赤池の教訓や夕張の教訓を、現状に合わせて白老町

がどうしてかということをやらないと、赤池町も３回も４回も実際にやっているのですよ。だけど、

結果として最後に財政再建団体になっているのです。夕張もある意味ではそういうことをやってい

ます。 

 今、全国の市町村全部やっているのですよ、財政再建計画。それは何かというと対策だけをやっ

ているの、今いわれたように対策だけをやるわけさ、結果的にはそれができないからまた対策をつ

くるとなっている。 

 だから、私はやっぱり今必要なのは、加藤小委員長が言われたことで言えば、やっぱり赤池と夕

張の教訓をきちんと我々が認識するということも一つです。それは、過去の今までなぜそうなった

かということをベースにした赤池と夕張の教訓をきちんと我々が、全委員が納得してやらないと、

対応策だけでは、はっきり言わせてもらえば、多分僕はいかないと思います。これは、時間がない

ですから、がんがん言ったほうがいいと思いますから、私は言うのですが。  

 そういうことで言えば、私は時間をたくさんかけるという意味ではないですよ。だけど、そこの

ところは集中してきっちりやって、議会としての総括はきちんとしなければいけないと思います。 

 それで、分けてやるかどうかというのは、どうしても分けなければだめだというのではなくて、

そういう形で議論を進めていかなければだめだろうと。ですから、赤池の問題などは、多分調べて

いると思うのですよ。引っ張れるから、そういうものを要旨だけでも良いから引っ張ると。夕張の

再建計画と白老の再建計画のどこが違うかというあたりをきちんとしておかなくてはいけない。  

 ただ、観光行政が夕張にはあるとかという、そういう次元の話しでは僕はないような気がしてい

ますので、そういうふうな進め方をしたらいいのではないかなということであります。以上。  

○小委員長（加藤正恭君） 及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 私も、実はそういう思いでいるのです。やっぱり今日までの教訓を、きち

んと検証しておかないと、次に歳入歳出含めてどうするこうするという話しになってこないと思う

のです。やっぱりここはきちんと議論を交わすべきだと思うのです。  

○小委員長（加藤正恭君） 言っていることは当然のこと。それで、別に検証をしないのだという

意味ではなくて、するのだけれども、それだけに区切ってやってしまって、あとで尻切れトンボに

なっても、時間的に 20 年度の決算からということになりますと、やっぱり 20 年の当初から対策を

考えなければならないということになれば、それだけの時間的な問題が、25 パーセント以下の対策

を考えなければならないという、そういう時点を考えたら、検証をするということは当然のことな

のだけれども、それに時間を割いて、果たしていいのかなと思ったりもしているのだけれどもね。 
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どっちみち、過去そうしてこういう数字になったのということは当然出てきます。過去のことがこ

うでこうでこうなったからこうなりましたということは、当然議論の中に出てくることですから、

過去のことだけにエネルギーをつぎ込むよりも、今後の事のほうが大事だなと。  

○委員（及川 保君） 小委員長、今、鈴木委員は半々とおっしゃったのですね。だけど半々にす

るかは別問題としても、委員長も検証についてはすべきだということは変わらないですよね。  

○小委員長（加藤正恭君） そのとおりです。 

○委員（及川 保君） あまりそれにこだわる必要はないと思うのですけれども。 

○小委員長（加藤正恭君） いやいや、鈴木委員が言うのは、時間を区切って検証の場を１回か２

回設けて、それからあと、それに踏まえて進んではどうですかとおっしゃるものだから、だから、

そういう必要性がありますかということを今聞いているわけです。同時にやるか検証のほうを先に

ずっとやって、白老の場合は夕張とか赤池と比較してどうだったのと、過去のことですよ。それに

時間を割くのが良いのか、同時にやっていくのかいいのか、その辺りの議論をしているわけ。  

○委員（及川 保君） 同時にやるということは、かなりあっちに飛びこっちに飛びの感じになっ

てしまわないかい。どうですか。  

○小委員長（加藤正恭君） はい、吉田和子副小委員長。 

○副小委員長（吉田和子君） 今、皆さんの話を伺いながら、私自身、やっぱり行財政対策室等で

も改革プログラムだとか、いろんなこうやるべきという方策はずっと立ててきて、それが結果的に

は良い結果ではなかったということだと思うのです。さっき大渕委員がおっしゃるように。 

 ということは、検証することで何が足りなかったのかと言うことをきちんと私たちがつかまえな

いと、新しい提言というか、これは絶対的にやるべきではないかという自信をもって進めていける

方策というのを提言していくことができないのではないかと思うのです。ある程度、この間説明が

あった骨子案を見ても、本当に工夫をして具体的にきちんと出してきていますよね。それになおか

つ議会側がいろんな検証というか、みんなで特別委員会を持ってまで提言をしていくということに

なると、やっぱり今までだっていろんなことをやってきたわけですから、なぜそれがうまくいかな

かったのかということをきちんと私たちが踏まえないと、なかなかこれをもっと違った視点でとら

えて、提言をしていくというのはなかなか難しいのではないかというふうに感じるのです。 

 私も資料、全部いろんな物を引き出して見ました。だけど、どれをどう手をつけて良いのかわか

らないので、今までやってきたことがなんだったのか、それがどうしてだめだったのか、何が原因

だったのか、きちんと究明しながら、この部分を引き出していけないかというような方法を取って

いったらいいのかなというふうには思ってきましたけれども。  

○委員（及川 保君） 小委員長。小委員長、ご自身は検証についてはやっておくべきだというこ

とで良いですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） 当然です。それをしなくてよいということにはならないのです。当然

なのです。 

はい、近藤委員どうぞ。  

○委員（近藤 守君） 前回、休んでわからないのですけれども、今いろいろお話聞いている中で、
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私、行政側のやったことだけ検証というのですけれども、それをやるかやらないか判断する議会側

というのもあるわけですね。そこまでいくのなら、やっぱり議会側もある程度検証が必要ではない

のかなという気がするのですよ。  

 相手だけ、ああだ、こうだと言っても、自分たちそこでなぜストップできなかったのかとか、い

ろいろあるわけですよね。この辺はどういうふうに考えたらいいのかわからないのですけれどもね。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） その件については、私は両方ともやるべきだと、はじめからそう思ってい

ますよ。そんなの行政だけやってもしようがない話しですから、当然、議会側がどういう対応をし

てきたかと言うところまでは、これはやるべきですよ。 

 そういうことを、町民にきちんと明らかにしていかないと、全然やる意味がないし、今のこれだ

け厳しい状況の中で、私は再建計画そのものも難しくなるだろうと、そういうふうに考えています。 

○副小委員長（吉田和子君） 説明するためには、両方の検証をしなければいけないと思うのです

けれども。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、わかりました。大体、そういうふうにして。そうすると区切っ

てやるかどうかなのだよね、問題は。その辺りはどうだろう。  

 例えば、今日これから過去の検証をすると、先のことはこの次だと。いつになるかは別にしてで

すよ。それに時間を今日費やすのか、役場の、町のほうから出た資料については、この中にもいろ

いろ反省文が出ているのですよね。どうしてこうなったかということの文章的なものは出てはいる

のだけれども、具体的にそれを見直すのだと、今そういうふうに進めているのだけれども。どうし

たら良いでしょう。 

 はい、大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） １日の日に、特別委員会が開かれますよね。そのときに、我々が今小委員

会をやっているというのは、１日の特別委員会がきちんと議論がかみ合うような形のものをどうだ

すかということだと思います。ですから、少なくてもそれまでに、町側の手をどれだけ煩わせるか

どうかは別にして、一定の資料と、こういう方向で討議をしますよということは、示さなければ議

論は活発に行われないと思うのですよね。 

 我々だけが知っていてもだめなのですよ。全議員さんが知っていなければだめですから、そうい

うことで言えば、分ける、分けないという話しはまだ、どこまで厳密に分けるということはできな

いと思いますから、ただ、基本的には、こういう総括部分を、町の側と議会の側の総括をやります

と、しいてはこういう資料がありますから、これに必ず目を通して、自分の意見を持って特別委員

会に出てください。こういうことになると思うのですよ。  

ですから、そういう形でとりあえずは、限定する、しないは別にしても、そういう形での今日の

議事の運びにしないと、１日までには間に合わなくなるのではないか。こういうふうに思います。 

 ですから、我々が今入りやすいのは、自分たちが持っている資料でやるということですから、そ

れは、やっぱり過去の問題を中心にしながら、しかし、赤池や夕張のことが議論されるような状況

になるとしたら、今後のことはもちろん入りますよ。なぜかというと、夕張は総括しているのでは
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なくて、再建計画をつくっていますし、赤池は再建をなし終えているわけですから。ですからそう

いう形で僕はやるべきだと。それは、そういう意味でいえば、加藤小委員長が言うように、実際に

入っているわけでしょ、次の部分に入っているのですよ、夕張や赤池をやるということは。 

 ですから、それは我々の総括の中で、どれだけ赤池や夕張と同じような部分まで深められるかと

いう意味ですから、うちは入っていないわけですから。だから、そういう視点でやれば、僕は良い

のではないかと思っているのですよ。そこをやれば、当然次に入るでしょ。再建の部分まで入るで

しょ。そういうことで良いのではないでしょうかね。ここまででどうしてもというものでもないの

ではないですか。 

○小委員長（加藤正恭君） そういうふうになると僕は思うのだけれども。  

○副小委員長（吉田和子君） やっていく中で、もしかしたらこの部分違うのだったら、このよう

に工夫したら、こういけるのではないかという意見は、そういう意見は貴重な意見なので、そうい

う意見はどんどん集積しながら、一つのものにまとめていくというのが出てくると思うのですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） 夕張、赤池はちょっと、私ども資料が全然ないから、ネットから出る

でしょうけれども。私もさっき挨拶で言ったように、８月１日の特別委員会を招集しております。

それなものですから、８月１日に開催される特別委員会に対してどのような審議に持っていくかと

いうことが頭にあるものだから、それを早くまとめていかなければ、その次のことはまた別な問題

なのだけれども、それからいくとどういう方法がいいものかを、私も頭を痛めていたのですけれど

も、どうでしょう。何か良い案がありますか。  

はい、鈴木委員どうぞ。  

○委員（鈴木宏征君） まず、過去の検証なのですが、どのくらいの時点からやるかというのが一

つありますよね。そこら辺が決まらないと、どの時点から検証してやるかと言うことによって、い

ただく資料も、こちらも資料として整備しなければだめなものがどこら辺から整備したらいいかと

いうことが、わかりませんので、とりあえずそこら辺の年度をどの時点から検証するのかというこ

とを、どこまでも遡ってやるのか、どこかの時点からということを、それはきちんと決めておいた

ほうが良いと思います。  

○小委員長（加藤正恭君） はい、吉田和子副小委員長。 

○副小委員長（吉田和子君） 今日、来たときの資料が上がっていたと思うのですが、その中に、

高齢化が進み社会保障が急速に伸びていますということで、その財源が厳しくしたのは、12 年間で

300 億円の多額の借金で財政が硬直化したという原因が書かれていますよね。それで見ると、この

12 年間ということは、平成７年まで遡るという形になってくるのかなと思ったのですけれども。こ

の頃にかなりのいろんな建物だとか、そういったものが出来上がったと言うこともあるのかな。そ

ういうことの要因があるのではないのかなというふうに私は思っていたのですよね、飛びぬけて。

それ以上さかのぼるというのは厳しいのかなと思うのですけれども、それが大きな原因になってい

るということですので。 

○小委員長（加藤正恭君） はい大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） 皆さん、財政改革プログラムを持ってきていたら、その 10 ページにです
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ね、平成６年から主な公共施設の整備状況及び事業費と言うのが出ているのですよ。これ平成６年

からになっています。ですから、今、吉田副小委員長が言われたように 12 年間というと７年にな

るのですか、大体平成５、６年辺りからだと思いますよ。これも、もちろん改革プログラムが作ら

れたベースになっているのがそういうふうになっているのだと思うのだけれども、これを見ると、

ここに言っている 300 億円というのは、主な公共施設の整備状況及び事業費と言うのを、これ全部

足したら 318 億 6,000 万円になるのです。ですからそういうことで言えば、その辺り、平成５、６

年ということになるのではないですか。  

○小委員長（加藤正恭君） 町債の発行額が、平成７年がピークなのだよ。これで見ると 31 億円

ね。これが一番ピークになってから、少しずつ下がっていって 18 年度で 24 億円。これはどんどん

どんどん、どうだい平成７年からにしたら。  

○委員（大渕紀夫君） こっち６年になっているから、６年のほうがいいと思うよ。  

○小委員長（加藤正恭君） 平成６年、と言うことこれ、発行額 32 億 7,800 万円。プログラムで

行けば、６年から載っているのだね。せっかくあるのだから６年からにするか。大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） この、町が出した財政悪化の原因はとありますよね、せっかく出してくれ

ているのなら、これに添ってやれば良いのではないですか。①、②、③、④と書いているわけです

から。 

○小委員長（加藤正恭君） まだ、これから、８月１日発行だから。  

○委員（大渕紀夫君） １日発行だから、ちょうど良いでしょう。  

○小委員長（加藤正恭君） 良いです。良いです。  

○委員（大渕紀夫君） これをベースに①、②、③、④と。そして議会の部分がどうなのかと言う

形で原因を究明していって、各議員さんの意見を伺うというのはどうですか。 

○小委員長（加藤正恭君） 僕、前もって見たのだけれども、この一番隅っこの下の方のところ、

右端。なお、次号以降では、財政悪化の要因や今後の再建対策について詳しくお知らせしますと書

いてあるのですよ。これは、９月にならなければ出ないのですよね。ですから、今のところこれに

基づいてやるより仕方がないと思うのだけれども。今そういう提案がありましたから、財政悪化の

原因はと、こういうことで①～④までありますね。こういう文書で、町民に知らせるためのもので

すから、平易な文章で書いてありますから、数字的なことはあまり具体的に書いてありませんけれ

ども、悪化の原因はこれこれしかじかだったと。これで進めましょう。これは、全員に配布しよう

と思っていました。 

○副小委員長（吉田和子君） 当日は、これがきっと配付になると思うのですけれども、これとや

っぱり財政改革プログラムの、その当時の要因だとかが書いてありますよね。それをしっかり勉強

してきてもらう。この財政改革プログラムをきちんと持って臨んでもらということを一つ、前もっ

て言っておかなければだめです。読まないで来られて、その場で聞かれても、きっと皆さんも議論

できないと思いますので。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） この４つの、町が出している財政悪化の原因と言うのがあるのですけれど
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も、これが正しい正しくないと言うのではなくて、これをどれだけ議会として深められるかという

ことになると、これは町民の皆さんに発表するものですから、この認識ではだめだと僕は思うので

す。ですから、ここを深めるために、どうするかということになれば、夕張や赤池のことをきちん

と学びながら、そこまで掘り下げると言うことが必要だと思うのですよ。  

 ですから、これでいいよとか、これで悪いよとかと言うことではないわけだから、そこら辺のと

ころを全議員にきちんと資料とこういうものがわたって、議論できる形を１日につくるべきではな

いかと思います。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、吉田和子副小委員長どうぞ。  

○副小委員長（吉田和子君） 赤池の資料的なものというとかなり枚数的なものがありますか。  

○委員（大渕紀夫君） どこまであるのかわからないけれども。  

○副小委員長（吉田和子君） 必要な枚数を出して、それを遅くても月曜日には配付されないと、

ここには各会派からきていますから、会派ごとに持っていって回してもいいのですけれども、資料

は早く渡してあげないと３日間くらいしかりませんから、読んで勉強してこられないと思うのです

ね。その資料的なものは、かなり大幅な、かなりの量があるのかどうなのかということは。 

○委員（大渕紀夫君） 僕がやっているのが正しいのかどうかわからないから、行財政対策室にそ

ういう資料がないかどうか聞いたらどうだろうか。  

○小委員長（加藤正恭君） はい、暫時休憩をいたします。  

 

休  憩（午後 ４時０３分） 

 

再  開（午後 ４時２５分） 

 

○小委員長（加藤正恭君） 引き続き委員会を再開いたします。ただ今、赤池町の出直しの日とい

うのと、夕張市財政再建計画素案という２つの資料がお手元にいっていると思うのだけれども、ち

ょっと見たけれども、赤池はあまり参考にならないな。 

まだ、よく赤池のは見ていないのだけれども、でもやはり、土地開発公社が開発した土地の問題

が相当大きなウエートを占めているという、大渕委員のさっきの説明、それと、炭鉱の閉山、こう

いうことが大きな原因と見ても良いのではないかと思うのだけれども。  

平成２年に再建団体になって、平成 12 年に再建団体から脱却できたという。今、町が合併して

別な名前の町、福智町という町になっているのだそうですけれども、そういう経過が載っているの

でしょうね。 

至近の例とすれば、夕張市が再建団体に入ったと。計画素案と言うので、素案もこのまま計画書

とは違うようだから、数字的には変わっているのだろうけれども、そんなに大きな違いはないので

はないのだろうと、353 億円という赤字額、これは新聞や何かに出ている金額ですね。これを計画

では、18 年間で達成しようと、こういう計画のようです。どうですか、進め方として。 

はい、鈴木委員。 
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○委員（鈴木宏征君） 特別委員会にしても、開催の時間の話と考えてやっても、次回は、今大渕

委員からも言われたのですが、ここの特集の財政悪化の原因の①、②、③、④とあるのですが、こ

れを主として、白老町の財政改革プログラムの、この部分を皆さんで勉強して持ってくると。それ

で、①、②、③、④のどこまでやれるかわかりませんけれども、その部分を次回の特別委員会では、

集中的にやるという方向で、大体時間的にはよろしいではないかと思うのですが、まず第１回目は。 

○小委員長（加藤正恭君） という、鈴木委員の考え方なのですけれども、これ８月１日に、全町

民に配布される広報の一部のコピーを持ってきているわけですけれども、この中に財政悪化の原因

はということで①～④まで載っておる。これを８月１日の特別委員会で議論してみてはいかがと。

こういうことのようですけれども、小委員会として、それだけではちょっと不満だと思うのだけれ

ども、物足りないのだけれども、一つ一つ検討してみますか、①～④までもう少し具体的に。 

 ①は、地方交付税と町税が大幅に減っていますよと、それが財政悪化の原因の一つでありますと、

こういう書き方なのですが、14 年から 19 年度までの数値が載っていますが、大体６億円くらい減

ったと。この書き方では、今後 25 年までには相当減るだろうと。毎年約６億円、そのために毎年

約６億円の財源不足が考えられると。こういう書き方をしているのですが。  

どうぞ、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 改革プログラムにですね、７ページ目なのですが、平成６年度から町税と

地方税の推移というのがあるのですね。これで見ると、平成６年度から見ると数字が変わらないの

ですね。平成６年度も 33 億 3,200 万円ですか、ピークがこれで見ると平成 12 年だと。ピークの時

から見れば減っているのですが、平成６年から比較すると、平成６年度は 33 億 3,200 万円ですか

ら、いくらも違わないですね。こういう個々の検証と言うのですか、比較をして見て、何でここの

ピークの 12 年度が 40 億円にもなったのかというところもありますよね。 

町税もやはり、平成 11 年、12 年がピークなのですよね。ちょうど、町税、地方交付税が 11 年

12 年くらいがピークになって、これを見ると平成10 年度に事業というのがわかると思うのですが、

こういうのをやはり検証していったら、そのときになぜ少しでも借金を返さなかったのかという話

しにはなるのではないかなと思うのです。 

○小委員長（加藤正恭君） 交付税、12 年ね。 

○委員（鈴木宏征君） これ 10 ページに、主な公共事業の整備状況の事業費とか、平成 11 年、12

年度の、それほど交付税が増えたからと言って、税金が増えたからと言って、突出して増えたかと

いうと、足してみなければわからないけれども、足してみればわかりますね。そういう検証をして

いって、少しでも特別会計とか事業会計の・・・。 

○小委員長（加藤正恭君） 鈴木委員の、だいぶ具体的に数値が指摘されておるのだけれども行財

政対策室の人を呼ぶかい。 

〔「呼ばなくてもよいのではないか」と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（加藤正恭君） 待機はしてもらっているのですけれども、必要によってはお出でいた

だくかもしれませんということを言ってありますから。 

〔「まだよい」と呼ぶ者あり〕 
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○小委員長（加藤正恭君） まだいいね。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 今の鈴木委員が言われたことは、９ページを見ると人件費の比率が出てい

るでしょう。平成 10 年がピークなのですよ。29 億 400 万円。だから、これこう言うことでは、そ

の下に投資的経費が出ていますけれども、平成７年度あたりがものすごい投資的経費が使われてい

るのだね、これで見ると。 

○小委員長（加藤正恭君） 52 億 5,800 万円。 

○委員（大渕紀夫君） それがどんどん減ってきている状況ですよね。こういうのを見ると、どう

いうふうな状況になっているのかって、そういう指摘は悪いのかもしれないけれども、例えば、町

税よりも人件費が多いのですよこれ。ありえないことなのです。一般の会社だったら 100 パーセン

トつぶれるのですよ。だって、自主財源である町税が、平成９年がピークですよね、28 億 6,000 万

円ですか。平成８年度の人件費がいくらかと言うと 28 億 2,400 万円。平成９年度は人件費が 28 億

4,400 万円かい。10 年 29 億 400 万円でしょ。だから、やっぱりこういう状況だったのですよね。 

 だけど、こういう状況で、義務的経費がどんどんどんどん膨らんでいるにも関わらず、事業はど

んどんやったと言うことですよね。箱物つくったりやったということが、こういう状況になる最大

の要因だと思うのです。  

○小委員長（加藤正恭君） ６年度も多いね。47 億円。下水道事業ではないのかな。 

○委員（大渕紀夫君） 下水はすごいですよ。120 億円で断然トップですね。 

○小委員長（加藤正恭君） 下水道事業ですよね。  

○委員（大渕紀夫君） だからやっぱり、これで言えば、例えば工業団地に立地した企業の法人税

と固定資産税、どれくらいになるか分からないのだけれども、その相当分などは、住民税は別にし

て、固定資産税と法人税については、工業団地造成特別会計に入れて、そこの返済に充てるべきだ

ったというふうには言えると思うのです。ただ、残念ながら、私の調べた範囲では、議会でそうい

うことを指摘しているということはありません。ありませんけれども、やっぱりそういうような形

で財政運営がされないで、その固定資産税や法人税を一般会計に入れて、全部使ってしまったとい

うことですよ。だから、そこら辺がかなり大きな問題として、今の状況では残るのではないかと思

うのです。 

 だから、工業団地は土地が売れない限り、絶対返せないと言う仕組みになっているでしょ。一時

ちょっとだけ、港湾整備と国保と下水が合わせて１億円、一般会計から入れて返すということにな

っていたのだけれども、それも途中で頓挫しているでしょ。  

○小委員長（加藤正恭君） 1 億 5,000 万円でしたね。それは、どこかにも書いてあるね。書いて

いないか。 

○委員（大渕紀夫君） だからやっぱり、税と交付税の歳入に見合う仕事をしていなかったと言う

ことですよ。下水道はものすごく国の前倒しがあったからね。  

○副小委員長（吉田和子君） 下水道の関係は、町民の皆さんは、それだけ白老早かったと言うこ

とでは、ある程度納得するのですよ。企業誘致というのは、一つの町の行政の政策としてやってき

たことで、町民にはあまり直接関係がないと言えば怒られてしまいますけれども、税収などは売れ
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れば入ってきますから町の活性にはなるのですけれども、そういった部分で赤池町もさっきそうだ

と言っていましたよね。  

他の自治体はどのくらいの割合でそういうものを入れていたのでしょうね。白老だけが入れてい

なかったということではないのですか。それもまた、こういうふうに変えていけるというものが何

かあるのでしょうか。それをすぐ入れようということにはなかなかならないものでしょうか。  

○委員（大渕紀夫君） 多分それは、町が現町政になってからもやったのだけれども、間違いなく

１億円です。１億円を国保と臨海部土地造成と下水と。これに１億円ずつ３年間は入れるという計

画だったのだけれども、それが 1 年やって入れられなくなっているはずなのだけれども、他の町は

そういう一般会計から特別会計に繰出して、それを限りなく少なくしていっているわけさ。うちは

それを全然やっていないわけです。それをやる根拠と言うのはやっぱり、法人税が入ったり、固定

資産税が入ったら、それの見合い分はそこに入れるという、最低でもそれくらいのことを、我々も

町側も考えるべきではなかったのかと。  

国保などの場合はしようがないけれども、ただ、国保だって赤字になってずっと来ているわけで

しょ。それは、どこかで断ち切るための手立てをとらなければだめなのだよ。だから、国保の安定

化計画を作っているわけだから。あれにはゼロにすると書いてあるのだよ。だけれど、ずっとゼロ

にならないで来ているのだから。だけどそれに対して町が一般会計として手を打っていないわけ。 

僕は賛成しないかも知れないけれど、50、50 にすると。資産割と応能・応益分を 50、50 にすれ

ば税率が上がるから。そうして例えば赤字を解消し、一般会計から出すと言う、そういう原則がさ

れていなかったと言うことですよ、うちの町は。 

○小委員長（加藤正恭君） 我々もそうだけれども、町の反省点とすれば、指標と言うのはすべて

一般会計が中心の指標で、それが赤になるか黒になるかと言うことなものだから、連結などという

感覚が全然なかったのですよ。今回、新法が出て連結によって泡を食ったのですよね。ですから、

当時から連結という感覚があれば、一般会計から特別会計・企業会計に繰出金でいってバランスを

取ろうとしたり、一般会計の金が足りなくなるから、あまりいろんな事業ができなくなると言うこ

とだったのだろうけれども、そっちが繰り出さないで、こちら側に金があるから使ってしまおうと

いうことで、一般会計重視の感覚があったと言うことでしょうね。今回初めて連結というものが出

てきて大騒ぎをしているわけですよ。それはもう完全にそう言えますね。  

○委員（大渕紀夫君） それはそうだと思うのです。そうしたら他の市町村全部そうなるはずなの

さ。ならなかったのは、確かに今までの財政再建団体は、一般会計だけだから。それで引っかかっ

たのは夕張だけですよ。それで白老は引っかかってはいないけれども、連結になって北海道で５番

目。ということは他の市町村は同じ条件で仕事をやっていながらそうではなかったわけよ。 

 そこが白老町の問題なのだよ。我々議会と理事者のね。確かに国は絶対そうだ、加藤委員の言わ

れるとおりだけれども、だけどそれでも他のところは引っかからないのだから。  

○副小委員長（吉田和子君） 定例会で議論していたことはそういうことですよね。国になんとか

連結の方法を変えて欲しいと言っていったらどうだと言ったら、町長は｢他はそれほど苦しくはな

いのだ。｣と、連結決算にしても、健全なのだと。白老も企業誘致をして土地が売れなかった、他
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のほうはそれがうまくいったということなのか、会計の取り組み方がよかったと言うことなのか、

どっちなのかというのが。 

○小委員長（加藤正恭君） 白老の場合、土地造成の会計があるということですね。それから港の

臨海部背後地造成、それから企業誘致のための土地造成と。この二つの会計が帳簿上大きな赤字に

なっている原因であることは間違いない。室蘭も 50 億円だか 60 億円だかの臨海部のほうの土地造

成が足を引っ張って、３番目かなにかになっている。苫小牧もそうかといったら、苫小牧だけは苫

東開発という別な会社になっているから、あれは国が持っているからなのでしょうけれども、苫小

牧市の会計にいってしまったらピカ一だよ。夕張どころではないのだよ。  

○副小委員長（吉田和子君） でもこれ、赤池が土地開発公社というのは別会計というか、違うで

しょ。 

○委員（大渕紀夫君） だけど、土地開発公社なのだけれども、土地開発公社の裏側は全部町がや

るから。だからそれは、財政再生団体にはならないけれども、財政再建計画書を作って、会計監査

を入れるということになりますから同じことなのです。ただ、総務省の指導がない。  

○副小委員長（吉田和子君） 白老でこういうふうになったときに、第３セクターに土地のそれは

任せますよと、ポンと譲ってしまったら。 

○小委員長（加藤正恭君） それは、最悪の場合はそれをしようとしているわけ。 

○委員（大渕紀夫君） 財政再生団体にはならなくて、財政再建団体になるの。それをやると再建

計画を作れというふうになるの。  

○副小委員長（吉田和子君） こういう議論になるのかなと思うのですよ。これはこういうふうに

持っていけないのですかと疑問が出てきたりとか、こういう会計はできなかったのですかというふ

うになってくるのだと思うのですよね。  

○小委員長（加藤正恭君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私もいろいろ考えた中で、皆さん、大渕委員、加藤小委員長もかなり古い

議員さんなのですけれども、工業団地それから臨海部土地がありますよね、これをやろうとしたも

ともとの考えはどういう、当然町が企業が立地すれば、町自体が潤うというのはわかるのだけれど

も、ここまでやってきたという、借金してまでもやってきたという、その経過を教えて欲しいので

す。 

○小委員長（加藤正恭君） それは町長がよく言っている、企業誘致ですよやっぱり、人口を増や

そう、企業誘致をしようと。ところがバブルがはじけて企業自体が、銀行は金を貸さない、企業は

金を借りられないから、企業進出しようと思ってもできなくなったというのも、国の責任もあるわ

けさ。だからといって国に責任があるから、私は関係ないよというわけにはいかないにしても、国

家的な政策の失敗もあるわけですよ。白老ばかりではなくて、室蘭もそのとおりだろうし、苫小牧

がいい例でしょう。苫東開発がね。苫小牧はいま、ようやくトヨタが進出してきてから随分変わり

つつあるけれどもね。白老もそういうつもりでネットをかぶせたのは事実だね。あそこに道路も作

ったり、整地もしたり、上水道も入れたりなんかして、受け入れ態勢をしたのだけれども、そう簡

単には進出してこない。だけど、さっき大渕委員が言っていたように、そこから上がる、少なくて
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も固定資産税見合いのものは、そちらの会計に、一般会計に入っているのだろうけれども、5,000

万円でも、3,000 万円でも良いから、少しずつ入れていけば、まだこれほど大きくはならなかった

のだろうなというのは反省点としてあると思いますけれどもね。 

○委員（大渕紀夫君） 正確かどうかはわかりませんけれども、工業団地そのものは山手さんの時

にやったものです。ただ、山手さんはなんと言ったかといったら｢あそこは道路を全部いれて整備

はしない｣と、いうふうに言ったと。そういう意味のことを言ったと記憶しています。あそこぐる

っと回っていっていましたからね。白萩大橋がなかったから、それで橋をつくるということで、も

のすごい勢力をかけて橋ができた。山手さんは売れたところからやろうという考えだった。売れた

ところから整備して売っていこうという考えさ。  

 その次の町政になって、見野さんの町政になって、ちゃんと整備する・・・。  

○小委員長（加藤正恭君） ネットはかぶせるのだけれども、地主はそのままにしておいて、企業

が決まったら整備すると。そういうやり方だった。 

○委員（大渕紀夫君） それを見野さんが全部やって、借金しても良いからやれということで、も

ちろんバブルで上がっていた時だったからね。やれといってやった。これは事実だから、私の記憶

では事実だと思います。  

○小委員長（加藤正恭君） そのとおりだよね。 

○副小委員長（吉田和子君） それは議会も賛成して。  

○委員（大渕紀夫君） もちろんそうです。 

○副小委員長（吉田和子君） 一般会計でずっと議論されてきたことは、まだこの連結決算になら

ない前に、経常支出比率がかなり白老は高い高いと言ってきましたよね。それが高いけれども、国

もだんだん高く数値を示していくから大丈夫だと、ずっとそういうふうに言ってきましたよね。  

だけど、白老単純に考えると、白老独自で経常比率が議論されたときに、もうちょっと下げるこ

とを考えたら、他のものが赤字になってもカバーをすることはできたのですね。それが、一般会計

も経常支出がどんどん上がって、比率が上がっていったから、それをカバーする力がなくなったと

いうふうに解釈していいのですね。  

○委員（大渕紀夫君） だから平成５年に経常支出比率の議論を議会でされているのです。そのと

きに 86 パーセントを超えてはだめだという基準があったのだけれども、それを超えるわけさ。そ

して、なぜ超えたのかといったら、国が言っていて越えても何もないのだと問い答弁なのですよ。 

 だから、議会が何もやっていなかったということでは全然ありませんよ、そこは。  

 私が調べた範囲では、こういう答弁になっていることが実際にありますからね。これは平成 13 

年ですよ。すごいあとです。平成 13 年に、財政危機になっていると認識はないかということを聞

いているのです。答弁で町は、こう言っているのです。 

 平成 12 年の白老町の 92.2、これ経常支出比率です。という数字が異常な事態だというふうに議

員が言ったけれども、これ理事者が答えているのです。｢決して私たちは、特にこれを奇異な数字

だとは受け止めていないわけでございます。｣とちゃんと答弁しているのです。議会はちゃんと指

摘はしているのです。そういうことでいえば、これは当時の助役が答弁しているのだけれども、奇
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異な数字ではない。92.2 といったら異常な数字だと議員のほうが言ったわけだけれども、それに対

して｢異常な事態だという危機感は特にもっているという状況にはないということ｣だとちゃんと

言っていますからね。 

 ですから議会は、そういうことではきちんと言っているところは言っているのです。 

○副小委員長（吉田和子君） 指摘したけれども、予算を通すときは賛成しているから。責任はや

っぱりあるということですよ。 

○委員（大渕紀夫君） はい、そうですねそれは。 

○小委員長（加藤正恭君） 財政悪化の原因の一つ、地方交付税と地方税が大幅に減少しています

と。これは過去を振り返った場合にそういうふうになってきているということは間違いないわけだ

けれども、どうですか、これは事実としてこうなると。こうなっているのだと。 

 次が、②ですね。高齢化が進み社会保障費が急速に伸びていますという文章があるのだけれども。

これは白老ばかりではないね。 

○副小委員長（吉田和子君） それとこれ、12 年間で 300 億円の多額の借金で財政が硬直化しまし

たとありますよね、いつもこういう話が出るときに、交付税として戻ってくるのは６割くらいある

から。この 300 億円の６割がはいってくると考えていいのですよね。  

○委員（大渕紀夫君） いや、これ総額だから、起債の金額ではないからね。一般会計から補助金

全部入ってくるから。  

○小委員長（加藤正恭君） ４番目が、さっきの問題もあるけれど、行革の重要課題を長年先送り

してきたというのも、固定資産税を企業会計のほうへ入れなかったとか何とかということもあるの

でしょう。これも含まれて書いてあると思うのですけれどもね。 

 行革の重要課題、その中には収入の確保が、税収の見直し、それらもしてこなかったと、こうい

うような書き方をしています。 

○副小委員長（吉田和子君） これ、学校の適正配置は入らないのではないの。  

○小委員長（加藤正恭君） ここにも書いてあるけれども、町立病院何かにも随分つぎ込んでいま

すからね、何十年来。昭和 64 年頃からかな、ずっと平均すると２億円くらいいきますね。30 億円

くらいつぎ込んでいるのではないですか。 

○副小委員長（吉田和子君） 寿幸園は介護保険制度が導入になってからは、赤には 7,000 万円く

らいでしたっけ、人件費の関係で持ち込みありましたよね。介護保険制度になってからかなり赤字

が解消になったのですね。 

○小委員長（加藤正恭君） 寿幸園は最後は 3,000 万円かそのくらい。 

○委員（大渕紀夫君） 小委員長、この項目で一度各議員のご意見を聞いたらどうですか。最高や

れても特別委員会６回くらいでしょ。ですからやっぱりこれだけのたたき台があって各自それぞれ

の資料を持って、ここで１回議論をして見て、その上で次の小委員会の中身を決めると。  

たたき台ですからやっぱり、今までの経過をきちんとするということは必要ですから、そういう

形でやってみたら、今、鈴木委員がいわれたような形でやられたらどうですか。  

○小委員長（加藤正恭君） という提案なのだけれども、８月１日に開催される特別委員会に、今
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のようなことで１回目は、今度やるのは形としては２回目になるけれども、本格的な議論というの

は。そういう提案なのだけれども、８月１日にはそういう程度の報告で良いですか。  

 小委員会としての考え方を、進め方です。  

○委員（大渕紀夫君） これで、この４項目で各議員の、今までの財政がこうなったという原因を

きちんと聞くということと、少なくてもそれぞれの皆さん方が取れる範囲でいろいろと努力した赤

池や夕張の教訓も含めて、こうなったということをきちんと認識し、そして今、再建しているとこ

ろの再建案も含めて、もし見れれば見ながら、どういう町を白老にするのかということで議論をす

るわけですから、そこの原因がそうだということが全員の認識になれば良いのではないですかね。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、そういうことでよろしいですか、特別委員会に対しては。何か

他に意見がありますか。ある方どうぞ。  

 まず、全員の方々の特別委員会でのご意見を賜ると。その結果を踏まえて、２回目は６日ですか、

その前に小委員会をやらなければならなくなるな。それは、１日の日に小委員会をいつにするか。

14 時ですね。もし、時間があれば、特別委員会が終わったあとに、また改めて来るよりも、その日

にやって、少し遅くなっても１日にやって、６日ですから５日間しかない。案内はしています。  

○副小委員長（吉田和子君） 資料はある程度こちらで言ってあげないとだめではないですか。  

○小委員長（加藤正恭君） そうだね。 

○副小委員長（吉田和子君） 持っている、持っていないで、改革プログラムとか、１月に出され

た。後ここで持つものは自分で勉強したものとか、調べられた物を持ってくるのは良いですけれど

も。 

○小委員長（加藤正恭君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今日は、小委員会に部分のときは、一応書いたのですけれども、今

度メールで、これとこれとこれは目を通してみてきてくださいというのは書いてあるのを伝えなけ

ればいけない。ないものは送らなければならないですし、これは持っていませんので送らなければ

だめですね。今、会派の分を持っていっていただくとか、会派に入っていない人もいるでしょうし

ね。それをちょっと精査してもらったほうが・・・。  

○委員（大渕紀夫君） 基本的には、財政改革プログラム,これは絶対必要です。それから、この間、

出してもらった再建計画素案、それに関わる資料全部ね。  

○副小委員長（吉田和子君） それと、７月の広報げんきの、８月の広報は配りますよね。１日だ

からもってくる方いるかもしれませんけれど。  

○小委員長（加藤正恭君） １日なら、まだ配付にならない。２日か３日でないと一般家庭には行

かない。 

○副小委員長（吉田和子君） これとこれは出さなければだめですね、局長。赤池もせっかくこう

やってあるのだから出してください。  

○小委員長（加藤正恭君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 郵便が間に合わないのですよ。ファックスしますか。半分に切れば

ファックスできます。夕張の資料は多分、配ったはずです。 
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それは、私のほうで連絡しますので、今、言っているのは８月号の広報と赤池の資料は会派分ず

つ持っていっていただければありがたいです。  

 あと、見てくるものについては、私のところから連絡します。あとは、合併研究会の資料も。あ

そこに交付税の話が書いてあると思います。  

○小委員長（加藤正恭君） よし、それでは、８月１日の資料についてはそういうこと。持ってく

るだけではなくて読んでおいてもらわないと。関係する部分については目を通してもらうというこ

とくらい書いておいてもらったらいいですね。それでは、そういうことで良いですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（加藤正恭君） 会派の分お渡ししますのでお願いします。 

 それでは、閉めても良いですか。それでは、今日はこの程度にしたいと思います。どうもお疲れ

様でした。 

 

（午後 ５時０６分）  


