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   平成１９年白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 
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     ○開会の宣告 

○委員長（及川保君） こんにちは。白老町財政健全化に関する調査特別委員会、第２回目でござ

います。開会をいたします。 

                                           

○委員長（及川保君） 先般、小委員会を開きまして、その報告を加藤小委員長の方から簡潔に報

告をいただきたいと思います。 

○小委員長（加藤正恭君） 委員長のご指名がございましたので、７月27 日に午後３時半から７人

の委員さんのうち、１人ちょっと都合悪くて６名の出席で今日の財政健全化に関する調査特別委員

会での、調査される基本的事項について提案する事柄、それらを小委員会を開催いたしまして、い

ろいろ議論をいたしました。 

初めてございましたのでいろいろ意見が出ましたが、ご案内のように最終的な目的と言いますか、

問題は財政再生団体転落の回避をどうするかということに尽きるわけでございます。そこで、総括

的な問題を取り組むというのはなかなか難しいだろうから、少しずつ区切って議論してはどうかと、

こういうような意見でまとまりました。 

 それで、まずはですね、正式には第２回目の小委員会でしたけれども、財政悪化に至った大きな

原因は何であったのかと。そういうことから入りまして、特別委員会の委員さん全員が、この問題

について十分なる認識を持っていただきたいと。どうしてこうなったのかということをまず認識し

ていただきたいということでございます。それで、大変、日にちもと言ったらおかしいですが、時

間的な問題もございます。 

 前もってファックスで皆さんにお送りしたと思うのですが、当日、持参していただく資料として、

先般、発表された骨子ですね、それから、財政プログラム、16 年 12 月に出しておりますが、財政

改革プログラム。それから、持って来ておられると思うのですが、「げんき」の７月号ですね。これ

は財政再生団体転落回避にむけてというタイトルで出しておりますが、それ。それから、皆さんの

お手元にはまだ配布されていないでしょうけれども、「げんき」の８月１日号。今日か、明日、配布

されると思いますが、財政再建危機宣言という８月号。コピーで皆様方のお手元にあるかと思いま

すが、これらですね。それから、あと２つ、３つは福岡県赤池町が平成４年でしたか、再生団体に

なったのですが、２年か、３年短縮してですね、平成13 年度に再生団体から脱却したと、こういう

ものの資料と言いますか、十分な資料ではございませんが、これはインターネットで抽出したもの

でございます。赤池町は今、合併しまして福智町という名前に変わっているので、赤池町時代の資

料というものは十分に抽出できないというのが現状のようですが、参考になると思ってインターネ

ットから出したものが皆さんのお手元にあろうかと思います。それから、だいぶ前でございますが、

夕張市の財政計画素案というものも配布されていると思いますが、その資料をお持ちいただいてい

ると思います。それから、７番目として市町村合併調査研究会の時に出した資料としてあると思う

のですが、これは 18 年８月から 19 年２月に開催分の財政資料というものですが、お持ちいただい

ているかと思うし、また、お読みいただいているというふうに思います。そういうようなことから
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ですね、私ども小委員会としては、これらの資料に基づいてですね、いろいろ特別委員会で今日、

ご検討いただければありがたいというふうにご提案申し上げるしだいでございます。 

 それで、８月１日に発行される「げんき」のコピーがあると思うのですが、これにこれまでの財

政悪化の原因はというのがあると思うのですが、これに①、②、③、④というふうに一応分けてで

すね、これだけではないのです、まだ、あるのですけれども、町民の皆様にはできるだけわかりや

すくということで平易なもので書いたのがこの特集号でございます。 

 それで今日はですね、財政悪化の原因はと何回も申し上げますが、それについて十分に皆様のご

理解を得るためにですね、この①から④、これに関連するその他でも結構でございますが、それに

ついてご議論を願いたいと、このように小委員会では、今日はそういうことでご提案申し上げるし

だいでございます。 

 これと直接関係ありませんが、今朝の道新を見られた方もおられるかと思いますが、道新に危機

的財政の白老町というのが載っております。これは配布されていないと思うのですけれども、これ

も今朝の道新に載っておりますので、ちょっとご覧いただければありがたいなと思うのですが。事

業規模度外視のつけと。収入足りず借金重ねと。こういうようなタイトルで記事が載っておりまし

た。私、コピーして持って来ておりますが、これらなども参考にしながらですね、今後の特別委員

会の資料等にしていただきたいと思います。 

 それから、特別委員会は今月の６日にまた招集されます。小委員会をその前にまた開きまして、

この次の６日に開かれる特別委員会に出す問題について、小委員会でまとめて行きたいと、このよ

うに考えておりますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。以上でございます。 

○委員長（及川保君） ありがとうございました。 

 ただ今、小委員長の方から先般の委員会の報告がございました。非常に限られた期間の中でいか

に効率よく議論を重ねて成果を上げられるかという、そういう前提で小委員会の中でいろいろな意

見が出されたわけであります。 

 本日、第２回目でございますけども、今、いろいろな資料のお話も小委員長の方からありました。

今日は各自、それの確認をしていただいて来られていると思いますので、区切りをしないで皆さん

の考えられていることを自由に発言をいただきたいというふうに考えております。小委員会の中で

は、実は検証と、それから、先般の特別委員会の中でもそのご意見がございました、検証をしっか

りした中で今後の方向性をきちんと出して行きたいなということも小委員会の中で確認されたわけ

であります。その辺のことをご認識いただきながら自由にご意見、議論をしていただきたいと、こ

ういうふうに考えておりますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

 今日は副議長がちょっと遅れておりますけども、何かございましたら、どうぞ。今、皆さんご持

参されていると思いますけども、その中からでもよろしいですし、その範囲等は特に設けませんの

でよろしくお願いいたします。何かございませんか。非常に資料も広範囲にわたっていますのでね、

あまり、それを限定・・・。どうですか、限定した方がよろしいでしょうか。あまり範囲が広すぎ

なという意見が今ちらっとございましたけども。 

 資料の中で町広報「げんき」の８月号で特集がまた今回組まれております。脱財政危機宣言、財
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政再生団体転落回避に向けてという特集でございますけども。この８月号の特集の中から意見をい

ただきたいなというふうに思います。繰り返しますけども、財政悪化の原因はということで①から

④まで載っております。これは町が考えた財政悪化の原因として掲載されているわけですけども。

自由に行きたいと思います、①から④まで。①であれば、地方交付税と町税が大幅に減少していま

すという外的要因ですよね。このことを①に挙げております。要するに収入減がまず一つ考えられ

ると。 

大渕委員、何かございませんか。 

○委員（大渕紀夫君） 小委員会のメンバーは小委員会で議論を一定限度していますからね。それ

で、小委員会と同じような議論をするのかどうかわからないのだけど。 

○委員長（及川保君） なかなか出しにくい状況ですかね。とにかく自由と先に申し上げましたけ

ども、限定をしないで進めたいと思いますので。悪化の原因について、どういうふうに考えられる

か。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。議論がなかなか出ないからなのですけども。 

 財政悪化の原因というのはどこから来ているのかという議論だけをしたって仕方がないと私は思

っております。それで、例えば議会がどのように取り組んだかというようなことも含めて考えてみ

ると、私が調べた範囲では平成６年度あたりから、もう経常収支比率の問題について、議会でずい

ぶん議論をしているのですよね。議会の中で議論をしていると。ところが、その時点では、町側は

財政的には問題がないというような趣旨の発言をしております。ここに書いているですね、例えば

地方交付税と町税が大幅に減少しているということは事実なのだけれども、減るというのは国の方

針としては出ていたわけですから、国がこういう方針を出したわけですからね、これはわかってい

たわけですよね。それに対する対応策が取られていなかったということなのだけれども、そこら辺

あたりがね、本当に我々が財政問題を議会でやっていなかったのかと言ったら私はそうではないと

思います。ですから、経常収支比率86％というのがですね、始めは国の基準だったのですよね。そ

れが白老町は86％越したと。越した段階でも質問を何度もしているのですけれども、それに対して

町側は大丈夫だという答弁をしているのですよ。ですから、そういう認識がまず一つ、僕は大きな

要因としてあったのではないのかなというふうに思っております。細かなことを入っていくとそこ

だけになりますから、とりあえず。 

○委員長（及川保君） 大渕委員の方から、今、平成６年の事例をかいつまんで議会においての指

摘を町側は問題ないのだという趣旨の発言があったという事実なども起こされました。 

 議会の中で実は、私はこういう発言もしているのだということがございましたらね、ぜひ、出し

ていただきたいというふうに思います。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 今、大渕委員からの話にございましたが、私は新議員でございますので、

ここ４、５年の経過より承知しないわけでございますが。今、町当局がここに掲げているのは、原

因悪化の問題については、これは当然ですね、時点、時点で見ると予測される原因ではなかったの
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かと。私はそういうふうな意味で地方交付税の問題、それから、高齢化の問題にいたしましても、

あるいは、町債の問題にいたしましても、時点でいきなり 300 億になったわけでございませんで、

やはり順次、累積しているわけでございますから、そういうふうな意味で今、考えるとやはり、も

のの見方に非常に甘さがあったのではないかと。やはり、そのように思えるわけでございます。そ

ういうふうな意味で、例えば議会がこの問題を過去にさかのぼって、どのような原因かとなってく

ると今のような結論になってくるのではないかというような気がするのですけれども。当面、最近

の事情はよくわかりますけれども、前段についてはちょっと理解できない内容かなというように受

け取っております。そういうふうな意味で私は、ここに４、５点、原因を掲げておりますけれども、

これを挙げる前にやはり町のものの見方というのがどこに焦点があったのかと。やはり予測される

原因を承知しながら、現在に至ったのではないかというような気がします。そういうふうな意味で、

全てにおいて、この町債の問題にいたしましても、やはり時点、時点で町全体の建設関係、箱物関

係の問題にいたしましても、部分的にはやはり必要があったから建てたのだろうし、そういうふう

な意味からすると、今、この問題を追求したところでどうも合点がいかないような気がいたします。

そういうふうなことで私は最近の事情よりわかりませんけれども、そのような気がしてならないわ

けでございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 確かに過去のことをほじくり出してもしょうがないことなのですけども、

状況としてわからないことをどんなふうに捉えたらいいのかということを一つ、誰に聞いていいか

わかりませんけども。この赤字の原因の中に、今までは一般会計だけの赤字比率でよかった。だか

ら、いろいろ土地造成や何かをやって、ある一定の利益を上げながら、それを一般会計に入れてき

たということが一つの運営のずさんさがあったのではないかという指摘をしているわけですよね。

何でこういうことをしたのかということがわからないのですよ。確かに特別会計の中で投資をして、

そこで利益の上がるもの、上がらないものもあるけれども、かなり大きな負債を背負うわけですか

ら、そこから利益が上がった場合に返していくというのが普通の考え方ですよね。どこの家庭でも

そうやってやりますよね。だけども、国の監査や何かがなかったから、そっちはそのままずっと引

き延ばしてきても町は潰れないのだというものの考え方があったのかなという感じがするのですよ

ね。だとしても、それを一般会計にどんどん入れていくことによって、一般会計がすごく余裕のあ

る運営というのをしていたのかどうなのかということは、私たちにはわからないのですよね。その

分どんどん入れていって、一般町民がその恩恵を受けてきたではないかというような話も出るのか

なという気もするのですけどね。決して、そんなことではないのだろうというふうに思うのですよ

ね。 

私も議員になってから８年ですけども、白老町の財政は大丈夫なのだという話は何回も聞きまし

た。確かにそういう答弁というのがあって、よその町よりも財政力は強いのだという話は何回も聞

いてきたのですけども。それはそういう特別会計を抜かしてね、その負債をそのままにしておいて、

そこから上がった利益を一般会計に入れて運営していたことに対してどういう議論があったのか。

そこのところは町側の大丈夫だという話の中で、ずっとそこのところは触れないまま来てしまった
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のかね。あるいは、議会の中でそういう論議、そういうものを早く返すべきだという論議があった

のかどうなのかね。その辺りがこれを読んでいてもわからないし、そこら辺がすとんと落ちてこな

いわけですよね。だとすれば、完全な失政ということになるわけですよね。では、責任はどこにあ

るのだと言われたら、もう、はっきりしてしまうわけですけども。その辺の議論というのはどんな

ふうに進められてきたかどうか、わかっている方がおりましたら、ちょっと教えてほしいなと思う

のですが。 

○委員長（及川保君） 教えてほしいというのはちょっと。今、私もその辺の資料を持ち合わせて

いないものですから。これはちょっと後の議論というか、保留しておきましょうね。この辺もきち

んとやりましょう。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今の答えをしようとは思っていません。私ちょっと何点か調べてきた中で、

１点後で調べてもらいたいというか、財政改革プログラムに平成15 年度までの事業が載っています

よね。こういう施設を造ったから、こうなったとかというのがありますけれども、平成 16 年から

18 年までのがそれほど大きな事業、建物とか施設とかというのは造っていないはずなのですけど、

下水道と、それから、港の関係でかなり財政を圧迫しているということなのですが、その点をちょ

っともう一回調べたいなというのがあります。これは後で調べたいなということです。 

 それから、もう一点は、私はこれをずっと読んでいて、白老町は先ほどから出ましたように私も

経常収支比率というのがすごく気になっていて、議会でもそういういろいろな質問があった時に、

それは大丈夫なのだと。私たちもどこかやっぱり勉強不足がありましてね、これは行政ばかりでは

なくて、なぜ、厳しいのか、その原因とか、それだけの数字がいった時に大変だと。結局は財政的

な余裕がないということですよね。98％もいったりするとね。だから、その中で何かが起きた時に

は、それに対応する力は、白老町にはないということですね。それで、昨年あたり、いろいろな首

長なり、副町長なりが挨拶している中で、実質公債比率の話をかなりしていたのですね。北海道の

中でも白老町は、実質公債費比率がいいのだと。14 番目だから、いい方なのだと。だから、財政的

には心配ないのだということをかなりいろいろなところで言っていました。私はやっぱり白老町の

財政に対するものの見方が甘かったのだろうなと。それを私たちも鵜呑みにしているところがあっ

たという、議会にももちろん責任があると思いました。 

 それともう一点。夕張と赤池のを読んでみました。その中で感じたことは、どちらも炭鉱で、炭

鉱事業が行き詰った時に、それに対する対策としてやったことが失敗したということなのですよね。

それを私たちは、白老町は一つの勉強の材料として見ていなかったなというふうに思うのですね。

赤池町は特に土地の売却、土地開発公社がやっぱり企業誘致ということを一つ取り上げてね、10 何

年間ずっとやってきて、それで失敗したということ。それを私たち白老町も企業が誘致をして土地

をつくったことで、その赤字がかなり圧迫しているということをわかりながら、そういったところ

の事例をもっともっと勉強しながら、やっぱりその原因というのをきちんと言って行かないと駄目

だったのではないかなというふうに思っています。 

 それと、これは結論的なことになってしまうのですけど。これを読んでいて、すごく財政再建団
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体に赤池が落ちた時に、行政だけの努力では到底不可能なことだったと。10 年かからないで立ち直

ったわけですけどね。その中でも、町全体が同じ意識、危機感を共有することで初めて成し遂げら

れたという、この言葉が私はすごく大事なことだなと思ったのですね。ですから、議会ももっとも

っと私は議論しなければいけないことだと思いましたし、それから、町民に対しての、広報では出

ていますけれども、本当に生の言葉で説明することが今後、必要なのではないかというふうに思い

ました。 

○委員長（及川保君） わかりました。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほどもちょっと申し上げた中でですね、小委員会で財政悪化の原因はと

いうことで、これに私個人はあまりエネルギーをですね、これにどんどん追求していってもですね、

過去のことですから返ってくるわけではない。だけど、現状を認識するためには、この原因という

ものを十分承知しなければ先に進まないよと。そういうことで今日の特別委員会は、小委員会もそ

うだったのですが、この問題について十分、各議員さんが認識してもらって、それから、先に進も

うというための小委員会でもあったわけですよ。それで、こういう状態になったということは今回

の新法の問題が大きな原因であることは事実です。これは当然、夕張がああいうふうになったため

に連結決算をしなければ駄目だと。 

○委員長（及川保君） ちょっと加藤委員ね。これは要するに国の・・・。 

○委員（加藤正恭君） いやいや、話を聞いてください。経過だから。 

○委員長（及川保君） これは当然ここにもう載っているわけだからね。外的要因も一つにあると

いうことは。 

○委員（加藤正恭君） だから、今日はね、この原因について十分皆さんが認識してもらうという

ことしか小委員会では議論しておりません。それで、これについて大いにディスカッションしてい

ただいてね、十分認識してもらえれば、今日の特別委員会はまず、いいと思うのですよ。今後のこ

とはまた別にやりますのでね。そういうことで進めて行っていただければ、ありがたいと思うので

す。 

○委員長（及川保君） はい。わかりました。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ７番、西田ですけれども。私も議員になりましてから４年ちょっとなもの

ですから、あまり町財政のことに詳しくなかったというのが本当のところ。ここまで白老町の財政

が苦しくなっていると、はっきり言って、見る力が無かったのだと深く反省しております。 

 ただ、白老町の事業の中でですね、例えば、第３商港区の問題ですね。確かに企業が誘致できる

とか、企業が立ち退かないとか、そういうものもありますけれども、その辺にまず一つ目、無理が

なかったのかなと。 

 二つ目に、町立病院を改革しますとか、方針を出しますというふうに言っておりましたけれども、

これがなかなか進んでいかなかったこと。 

 三つ目にですね、特別養護老人ホームですか、あれを公設民営化ということでしましたけれども、
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はたして、その選択が正しかったのか、どうなのかな。 

 それと、消防庁舎を新設いたしましたけども、また、そこによって負債も抱えてしまった。 

 萩の里公園ありますね。あの事業も 100 年計画と言ったのに、非常に短時間の間にやってしまっ

たのではないか。そういう反省をきちんとしていかなければならないのではないかなと思っており

ます。以上です。 

○委員長（及川保君） 今、西田委員の方から、今日まで進めてきた大きな事柄を、全部ではない

でしょうけども、反省がありましたね。こういうことが無理だったのではないかということです。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。白老は平成 10 年に財政健全化計画をつくり、14 年に財

政健全化指針を出し、16 年に財政改革プログラムというのを出しているのですね。平成 10 年から

財政健全化の問題については取り組んでいるわけですよ、町も。赤池も３回やって、４回目で失敗

して財政再建団体になるという状況になっているのですね。そういうことで言えば、はたして、財

政健全化計画、指針、改革プログラムというのがきちんと町側も総括しているのかどうかというこ

となのですよ。こういう方向を出して、それがうまく行かなかったら、また違う計画にするという

のが町の考え方としていいのかどうかね。じゃあ、できなかったら徹底的にやるための施策を、こ

れでは打ち尽くしていないということなのですよ。私に言わせれば。だから、今回これで４回目で

すよ。そして、皆さんご承知のとおり、素案、骨子となっているのね。じゃあ、本旨というのはど

こにあるのだと。骨子ということはまとまったことだけ書いているのだから、それが元になるもの

がなかったらおかしいはずですよね。そういうものがきちんとつくられて、それに基づいてやられ

ているのか。同時に、それぞれの財政健全化のための方向を出したものがどのように町側は総括し

ているのかという辺りはですね、きちんと一度、町側に確かめる必要があるだろうというふうに私

は考えています。 

他のところで財政健全化計画をつくったりしていて成果を上げているところは、どうして行かな

かったかということを徹底して追及してやっているのですよ。例えば、大阪の阪南市なんてという

ところはかなり詳しくやっています。そして、そこで現実的に黒字を出しているのですね、健全化

計画で。単年度収支ですよ。単年度収支の黒字を出しているのですよ。白老町はこれをやったにも

かかわらず、例えば国保の安定化計画もそうですし、そういうものが計画をつくっても最後までき

ちんと追及されていないのですよ。計画をつくればいいというようなものでね。だから、そこら辺

がやっぱり今まで皆さんが指摘した甘さというのはそういうところに現実的に現れているだろうと。

阪南市の例なんかと見ると、やっぱり税金より人件費が多いということに対してね、異常だと思わ

ないということが異常なのだね。そういうふうに議会も町も思わないというところが、まず異常な

のですよ。10 何年間で 300 億も仕事をした時と、今の人は同じだとしたら苦しくなるのは当たり前

ですよ、収入減るのだから。一般家庭で言ったら、そんなことはあり得ない。家計簿赤字でどうに

もならないという状況なのだから。だから、そこら辺の見方が、さっき、どなたかが言ったように、

何とかなるのではないかということでずっと来たのではないかというふうに思うのです。ですから、

そこら辺を町に、10 年、14 年、16 年のこの計画に対する総括がどうなっているのか。それから、
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骨子ではないものがあるのかどうか。そこら辺は次にきちんと確かめていった方がいいのではない

かというふうに思います。 

○委員長（及川保君） わかりました。今ちょっと、新しい議員さんを目にすることはなかったの

ですけども、実は平成 10 年、今、大渕委員の方からはもうすでに平成 10 年の９月という、この段

階から町は財政健全化という形に取り組んでいるのですね。そういう中での、今、発言があったわ

けであります。この辺の、なぜ、つくって推進していながら、こういうことになるのだと。こうい

う、今、大渕委員の考えだと思うのですね。この辺については、実は私個人的に、今、一議員とし

て、赤字幅がほとんど減らないという、ずっとですね。それで、非常に人件費といろいろな事業費

を見ていてもですね、赤字幅が全く減らなかった状況で、私はその当時、一般質問でもした経緯が

あるのですね。その時の町長は、この人件費についてはそのとおりなのだと。人件費については、

これから定年退職の補充については、絶対入れないというのではなくて、若干名は採用しても、定

年退職の補充というのは少しでも控えていきたいと。その資料は持って来ていないのですけども、

そういう答弁も実は当時あったのですね。議員としては、非常に危機感は、実は持っていたのです

けどもね。ただ、時の町長もそういう部分では理解はしていたはずなのですね。しかしながら、い

ろいろな事業、進めなければいけない事業も当然進めなければいけなかったでしょうしね。この辺

のことは大渕委員の方から、町の考え方を聞きたいと。早くから進めていたはずなのにという思い

だと思うのです。これは、町側の考え方を聞く機会を設けたいなというふうに考えます。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。私も古い方の議員なものですから、こういう問題については

相当前から関与してきているし、私も財政の問題は関心を持って、いろいろな場面で質問もしてき

ました。それでやっぱり、私もそうでしたし、当時の理事者も普通会計を黒字にすると。それから、

いろいろ公表される数値、公債費比率だの、何々の比率だのというのは全部普通会計を基準とした

比率でもってやってきたと。それが赤にならないようにというようなことでやってきたと。したが

って、特別会計とか企業会計が赤字であっても、先ほど斎藤委員も言っておられたけれども、繰出

金をしなかったと。してきたのは、病院会計にだけは十分してきたのですよ。それでも、私の記憶

ではもうおそらく30 億くらいの金をつぎ込んでいると思うのですよ、病院だけでね。その点、他の

企業会計にはですね、例えば企業誘致を成功した、固定資産税も入るだろう、いろいろな経済メリ

ットもあるだろう、それらを含めて企業会計に繰出しするという感覚が、繰出しをすれば普通会計

が赤になるからしなかったと。こういう経過がずっと続いてきたと思うのですよね。それで今回、

新法でもって初めて連結と。企業会計も特別会計も普通会計も全部一緒にしてしまうのだよという

ことになったものだから、こういう赤字が出たと。それで、我々も反省するし、この間町長もそう

言っていましたけれども。繰出金を十分しないでと。すれば、赤字になるから、普通会計の事業が

できなくなると。だけど、しなくても、そっちの吸い込むようにして、緊縮財政でやって、ちょん

ちょんで行けばよかったのが、比較的普通会計が裕福な時にはどんどん使ってしまったというのが、

この間の反省の弁としてありましたけどね。その点を我々も十分追及して、それでいいのかという

ふうにして、どんどん追求すればよかったのでしょうけれども、そういう面での追求は弱かったし、
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あまりしてこなかったなと。今、思えば、そういう点は反省する点だと思いますね。 

○委員長（及川保君） そのとおりだと思いますね。 

 それともう一つは、先ほどらい、皆さんからあるとおり、やっぱり身の丈にあったね、例えば、

学校施設一つ捉えても、かなり高額な、見栄えだけからすると非常に素晴らしい建物が多いのです

ね。こんなことも非常に、もう少し節約すればよかったというような思いは、実はあるのですね。

これは結果論なのですけども。その地域の方々はね、大変嬉しいのでしょうけれども。しかしなが

ら、私はそういう思いで、今、おるのですね。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕はね、どうしてこうなったかという原因をね、前のことだからいいよと

いうことではなくて、町の姿勢としてどうかという辺りがきちんとしていなくてはいけないと。そ

こがきちんとすれば、私はそれでいいと思うのですよ。それでね、ここにある議事録をちょっと読

みますけどね。平成 13 年の第１回定例会です。こういうふうに答弁しているのです。これは助役が

答弁しているのですけどね。平成 12 年の白老町の 92.2、これは経常収支比率のことです。「92.2

という数字が異常な事態だというふうにおっしゃいますけれども、決して私たち、特にこれを奇異

な数字だというふうには受け止めていないわけでございます。異常な事態だという危機感は特に持

っているという状況にはないということであります。」と。これは13 年の第１回定例会で12 年の数

字、92.2 の経常収支比率が異常だという指摘に対して、異常ではないと町側が答えているのです。

明確に答えています。これは議事録ですからね。僕がどうして、さっき10 年と言ったか。財政健全

化計画をつくっている、動いている時の答弁なのですよ。こういうことが私は、今の危機をつくり

出しているのだと思うのですよ。確かに一般会計だけです。しかしね、経常収支比率というのは、

一般会計の硬直度を示しているわけでしょう。そこの指摘というのはね、私は連結であろうとも、

一般会計だけでもちゃんとやっていないとことなのですよ、私に言わせれば。そうなりますでしょ

う。ですから、そういう総括をきちんと行なうね。だって、そういう認識で財政健全化計画をつく

ったって、こういう認識でつくったって、財政健全なんて出来っこないでしょう。私が言っている

のはそういう町の姿勢に対して、きちんと議会だってこうやって言っているにも関わらず、やって

いなかったということなのですよ。だから、一事が万事、全部ではないけれども、そういう中で財

政健全化計画をつくっているということ自体がおかしいのではないかと。ここははっきりさせなけ

れば駄目なのですよ、こういう問題というのは。私はそう思います。 

○委員長（及川保君） 非常に厳しい状況であったにも関わらずね、いや、そうではないのだと、

こういう状況であったということを今、事例として出されたのですけどね。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） これは平成14 年 12 月に白老町で出された、白老町財政健全化指針平成 14

年度から20 年度というものなのですけども、これは私、始め、新しく議員になった人たちも皆、研

修した内容ではないかなと思うのですけど。そこの 15 ページのところにこういうふうに書いている

のですよね。「町債残高は検討期間中160 億円台前半で推移する見通し。また、財政指標のうち、経

常収支比率については、平成15 年度に 95％台に達するものの、その後は94％ 台で推移する見通し
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となり、上昇に歯止めがかかっている。」と。「現状延長型で試算した平成17 年度以降の赤字転落へ

の危機は、健全化方策の目標が達成できれば収支は均衡する見通しとなるものの。」と書いているの

ですよね。「健全化方策の実施については、町民を始めとする関係者の理解、協力が不可欠である。」

と書いている。非常にここでですね、94％台で推移してするから大丈夫だとここで書いているにも

関わらず、実質的には平成 18 年度は経常収支比率 101％ですか。平成 17 年度で経常収支比率、一

般財源の方で 98.7、減税補てん臨時財政対策債を除くと 104％になっていますよね。なぜ、これほ

どの差が出たのか、何か失敗してしまったのか、計画がどこか狂ってしまったのか。その辺をぜひ

教えていただきたいなと思います。 

○委員長（及川保君） 平成 14 年のプログラムの内容ですね。 

○委員（西田祐子君） ここのページのところですね。「対策を講じた財政見通し」ということで書

いているわけなのですね。ですから、私が申し上げたかったのは、こんなふうにその時は財政見通

しを立てているにも関わらず、なぜ、こんなに数字が違ってしまったのかということを、ぜひ、そ

の原因を教えてもらいたいな。実際には、この改革プログラムが失敗したのではないのかなと思っ

ているのですけどもということなのですが。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するにね、今のご発言なのですけど、それはそのとおりだと思うのです。

だから、これは 16 年に財政改革プログラムをまた、つくったわけです、町は。この財政健全化指針

ではもう行かないということで、町は財政改革プログラムというのをまた 16 年につくると、こうい

うことになるわけですよ。そして、16 年につくったものが今度また骨子に変わる、４回目。 

だから、ここのところをどれだけきちんと総括した上でつくっているのかという、そこら辺りの

問題と。西田委員が言っているのも、そういう意味だと僕は思うのだけど。そこら辺が問題なのだ

よね、問題なのは。総括をどうやって、新たなものをつくる時に絶対できるということでやるわけ

だけど、３回というのはね、４回目というのはやっぱり考え方が甘いのか、つくり方が甘いのかと

いうことになるのではないのかなと思うのです。 

○委員長（及川保君） 確かに今、西田委員の発言ではね、今、大渕委員の方からもありましたけ

ども、16 年３月に例えば、案として出されたものが、さらにまた同じ年の12 月に出されるとかね、

非常に町自体もやっぱり、いろいろ数字をうまく管理できないというか、そういう状況にあったよ

うな思いがするのですけどね。この辺のこともちょっと、きちんと検証したいなというふうに思い

ます。 

 皆さん、その検証をきちんとされずに今後の方向を議論していくというのは、ちょっとやっぱり

非常に難しい、再建団体に陥るという厳しい状況を乗り切って行くにはやっぱり検証が非常に大事

な部分ではないかなというふうに考えるものでございます。 

ぜひ、自由に発言をお願いしたいと思います。 

だいたい、よろしいでしょうか。特にございませんか。 

暫時、休憩します。 

休  憩   午後 ２時５６分 
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再  開   午後 ３時１２分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 検証として、いろいろな皆さんの意見が出されたわけでありますけども。この際ですね、皆さん

の思いと言いますかね、とにかく出してもらって、出し尽くしておいてね、今後のまた方向を決め

て行きたいと思いますのでよろしくご理解をお願いしたいと思います。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。小さいことは別にいたしまして、私が日常考え

ていることを２、３申し上げたいと思うのです。まず、一つは、この町財政のコントロールに対し

てですね、やっぱり企業感覚でものを見るのと、役所感覚でものを見ているのをずいぶん違うので

はないかと思うのです。私はやはり、計画するにいたしましても何にしても、そのようなものの見

方を理事者以降、きちんと捉えていないとこのような状態というのは起こり得るのではないかと、

職員全体に対して。もし、これが企業だったらどうかと言うと、全く認めないと。要するに、標準

財政規模が60 億とした場合ですね、やはり２倍以上の負債を抱えた時にこの企業がどうなるかとな

ると、これはもう当然ですね、見てのとおり、やはりそこでストップするわけでございます。そう

いうふうな感覚からすると、いくら負債を抱えても、それを止めるだけのですね、やはりコントロ

ールする力が出ていないのではないかとそう思うのですね。それで、私はやはり、白老町において

も総体的に見ると、このような経緯からするとやはり企業感覚の捉え方というものをもう少し町財

政に打ち込んで、それをうまく回して行く必要があったのではないかという気がいたします。 

 それから、町全体からすると私は、年度初め、それから、中間でもそうなのですが、各部署にお

いても計画が多すぎると。何でこんなに計画が必要なのかということでずいぶん気になるのです。

それで、そういうふうな意味でですね、やっぱり頂点に立つ財政を中心にした各部署の計画がどう

なっているかという一貫性がどうも見られないと思うのですね。各部署独自で計画をつくりっぱな

し、それから、それを各計画がどうなっているのか、その検証について、チェックに対してなかな

かはっきりした体制が出て来ないというような見方が、日常見ていまして非常に多いと思うのです

ね。そういうふうな観点からして、やはり、今後そうなのですが、町財政の運営については特に企

業でどうやっているのか、その体制をきちんと捉えて、そして、日常の企業経営のやり方を町財政

にも導入しながらやって行かなければ、どうも納得できない面が多すぎると思うのでございます。

そういうふうな意味で、特に標準財政規模がこの町はどうなっているかということに対して、それ

を中心にして、やはり総体的な町債の発行なり、あるいは全体的な事業のコントロールをきちんと

すべきだという感覚になって行くべきではないかということを痛切に感じます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） はい。そういうことですね。私も同感であります。しかしながら、赤字だ

から全てやめるということには、全ての事業を赤字、黒字だけで判断するというのも、全部がそう

かと言ったら、そうではないとは思うのですけども。しかし、そういう感覚がなければ、民間の企

業とやっぱり同じなのだということを早くわかっておくべきだったなという思いはしていますね。 

13 番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 私も確信を持って言えるわけではないですけどもね、役場の組織がたて割

りの行政からね、今の話の続きになるけども、財政をきちんと健全化していくためにはそれぞれの

事業があって、それがお互いにぶつかり合うことによって財政をさらに圧迫する。だから、組織を

横割りにしてね。そして、行財政対策室で参事が集まって事業を見直す、今までの事業を全て見直

して、絞るところは絞り込む、そして、節約できるところは節約していくという方向で改革をやっ

たのではなかったのかなと。それが本当に活きてきたのか、どうなのかということになるとちょっ

と首をかしげるのですよね。確かに残された重要案件をそれぞれ解決するということの担当はそれ

ぞれあったけれども、それをもう一つ、全部まとめてね、まちづくりのためにどういう方向で、ど

こを押さえて、どこを伸ばしていくのかということが本当にできたのかどうなのか。その辺りは外

から見ていて見えないと言いますかね、その効果というのは出て来なかった。私が、行財政対策室

ができた時にそういうふうになって行くと、今までやっていたものもやめたり、縮小させたり、軽

重、重い、軽いというのをきちんと皆に示しながらね、まちづくりを進めて行く場所だと思ってい

たのですよね。そういうふうになって行かない。やっぱり今までのような状況が続いていたのでは

ないかと、そういうような感じがしてしょうがないのですよね。これが当たっているか、どうかは

私もわかりませんけども。そういうところに甘さがあったのかなというね、なお、いまだに甘さが

あるのかなという感じがするのですけどね。 

○委員長（及川保君） いまだにね。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今回の検証の中でですね、広報「げんき」の８月号と７月号なのですが、

こういうふうに白老町としては町民の皆さんに情報を公開しているという形ではやっていらっしゃ

るのですけれども、実際に町長の白老町は全力で財政再建に取り組みますとかね、こういう内容に

ついての文字が全体的に私は小さいのではないかなと。ちょっと高齢の方とかですね、そういう方々

に本当に白老町の現状を示すのであれば、もっと積極的に文字を大きくするなりして、紙面を割く

なりして努力するべきなのに、普通にこういうふうな形でしている、そこのところがちょっといま

いち、隠そうとしているわけではないのだろうけども、もっと本当はこうなのだよという積極姿勢

があってもいいのではないかなと思うのです。特に高齢の方からちょっと字が小さくて読めないと

かというのが結構多くてね、もうちょっと字を大きくしてくれないかいという声を何人かから伺い

ました。私自身も実際に読んでみてね、本当にそうだなと思っています。本当に大変で、白老町が

取り組むのであれば、もっときちんとした形で町民に知らしめる必要があるのではないかなと思う

のですけれど。まず、そういう姿勢が必要なのではないかと思います。 

○委員長（及川保君） はい。現状の町広報の内容についての、今、意見であります。このことに

ついては議会の方から、きちんと早めにしなさいというお話の中で７月、８月の掲載になったよう

でありますけども、今の意見で町長の全力で取り組むという姿勢がちょっと消極的だなというご意

見でしたね。 

検証ばかりでなくてもいいですよ。今日は、体制はそういう形で行こうと思いましたけども、何

か思いがありましたらね。 
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９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 実は、虎杖浜地区で日曜日に町内会の幹部会がございました。そこで連合

町内会長が先般、町長から急に招集を受けて、財政問題についての説明があったということを各町

内会長の席で発表しました。それで、いろいろと鋭い質問が出まして、連合会長が答弁にやっぱり

苦しむわけです。そういうふうなことであったのですが、私、見ておりましてですね、集まった町

内会長が７月号の広報を半分ぐらいは見ていたのでしょうか、わからない人もだいぶいるのですね。

なるほど、これは見ていないのだなという感覚で捉えました。７月号をよく熟読していると、連合

会長の説明を十分わかったはずなのですが、まるっきり白紙で聞いているという感覚の人が多いの

ですね。それで、この調子だと問題あるなという見方をしておりました。それで、途中から、この

件については、各町内会について町の方から説明はどうなっているのだろうかというような質問が

出ましたら、これはもう即、町の方から各町会の方に説明会を催すということを聞いておりますと

いうことをお話しておりました。そういうふうなことで変わって説明したら、だいたい納得したよ

うでございますけれども。ここの印象なのですけれども、非常にびっくりしているのですね。初め

て聞いたから、びっくりしたと思うのですけれども。「えっ」というような感覚であまり言葉が出な

いような状況でございました。これからやっぱり相当、この話を持ち出して行くとですね、各々の

部署でそのような状況が派生するのではないのかなというような印象を受けましたので、私、その

虎杖浜の町会に出ておりましたので、そのような内容でございましたので、一応、参考までにお話

しておきます。 

○委員長（及川保君） 今のは実際に最近あったお話ですよね。議会としては非常に早く、この件

については町民に知らしめなければいけないと再三にわたって町側に具申しているわけですけども、

このことが先般、町連合、会長さんだけを集めてやったのでしょうけども、実際の一般の町民の皆

さんにまではまだ周知されていない状況が見られるということですよね。これはいずれにしても、

これから何をするにしても町民の理解を得られなければ大変な事態になるわけですから、徹底した

報告義務と言いますか、内容を知らせる義務というのはあるはずなのですね。ぜひ、これはやって

もらわなければいけないということですね。わかりました。 

 他、ございませんか。13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。もう一つ、わからないことはね、国保会計だとか、町立病院会

計だとかというのはどんどん、どんどん累積赤字が増えていくわけですよね。これは生産性を上げ

るものではないから、社会の状況を反映して自然に累積赤字が増えていく部分ですよね。それには

相当の資金が、埋めていく資金が必要だという、これは本当に町で努力して何とかできるものなの

かどうなのかという一つ、側面があるのではないかと思うのですね。ただ、それを埋めていくにし

ても、その他の下水道会計だとか、様々な会計がやっぱり何年間の間に２倍、３倍に膨れているわ

けですよ、累積赤字がね。というのは、これはもう明らかに国の指導の責任というのが問われるの

ではないかなという気はするのですよね。町がこんなふうにしてやってこられたのも、やっぱり国

が交付税で見ていくから、どんどん事業を進めなさいという保障があって、それが今、改正になっ

てね、会計が苦しくなってきて、法改正であとはそれをどんどん進めてきたところが悪いのだとい
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うものの決めつけ方というのはね、本当に一方的な言い方であって、ここへ来るまでに、法が改正

される前に、じゃあ、それぞれの国の特別会計や企業会計がどういう状況になっているのかという

調査がありね、どういう指導があって、その余裕期間があって改善していくべき方策が講じられて、

それで、なおかつ駄目であってペナルティがつくというのだったらわかるのですよね。ある日突然、

今までのやり方とガラッと変わってしまって、これ以上は駄目だよと言われた場合に、じゃあ、国

の指導っていったい何だったのだという問題になると思うのですよ。そこのところがね、国という

のはずいぶんいい加減だなという気はするのですけどね。自分たちの都合によって法をどんどん変

えていってね、地方の苦しみというのを、努力というのを・・・。そういうふうにしてきたのも地

方の努力。好き勝手に、赤字にしたくてしてきたわけではないわけですよね。その地方、地域の実

情があって、そういうふうにしてきたという部分というのがあるはずですね。じゃあ、何で相談に

乗らなかったのかと。これ辺りになると、夕張の問題と同じなのですよね。国の政策で炭鉱を潰し

て、そのしわ寄せで赤字が膨れ上がった。その間の指導というのは、国の責任というのはどういう

ふうに問われてきたのかということになると、その辺はよくわからないのだよね。それと同じで、

今、地方がこういうふうになろうとしている時に、じゃあ、地方への指導というのはどういうふう

にあったのだと。それがはっきりしないためにお互いに、前の町政がよくなかったとか、現在の町

政が温かったのだとか、自分たちの足元のことについてはいろいろと心配できるけども、国のやり

方は何だというところへ行くとね、それを言ってもしょうないでしょうということで一蹴されてし

まうのでね。手が届かないところなものだから。だけども、少なからず、そこの部分の責任という

のはかなり大きい気がするのですよ。だから、お前どうするのだと言われても、ちょっと困るけど

ね。全く、その辺りね、我々は見逃すわけにはいかないのだろうなという気はするのです。 

○委員長（及川保君） 斎藤委員の言われていることは本当に、誠にそのとおりだと思うのですね。

突然降って沸いたように特別会計を含めた町の決算をしなさいという、１年の猶予はあったとして

もね。これが、加藤小委員長がよく国のやり方がという話も再三にわたってあるのですけどもね。 

３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） いろいろな原因につきましては、今日、皆さん各々がおっしゃられた

ことが、それぞれ妥当であるというふうに認識しております。それで、今後のことなのですけども、

町の方にぜひ資料として提出していただきたいものが一つあるのですよ。それは、もう財政再生団

体に転落にならないために、これからこういうことをやっていきますよという説明はあると思うの

ですけども、実際に財政再生団体になった場合、白老町はこうなりますよというような、そういっ

たものも提示していただきたいと、そのように考えます。なぜなら、実はですね、民間の人たちの

話ですけれども、白老は夕張と違ってですね、そんなに大きな赤字ではないと。しかも、土地がほ

とんどですから、その赤字の部分は資産ではないかと。この方がいいよと私、言うのではなくてね、

そのような意見も町民の中にあるということをちょっとお話したいのですけども。財政再生団体に

一回転落した方がいいのではないのかと。その方が役場としても目も覚めるし、いろいろな手も国

はさしのべてくれると。最後までちょっと聞いてくださいね。例えば、民間であればね、再生法っ

てありますよね。再生法ということで企業がまた再度再生されるという法律があります。実際の場
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合はこういうような形なのですけども、そういった意味でですね、そういうような議論も中にはや

っぱり出てきているものですから、逆に財政再生団体になったら、こういうふうになってしまうの

ですよというのを僕は町民も認識してもらわないと、いざ、町民に痛みを与えるような政策をこれ

から行なうにしてもですね、いや、本当にそんなふうになったら大変なのだと、だから、協力しな

ければならないのだという気持ちになるか、ならないかというのも大きなことだと思いますので、

ぜひ、財政再生団体になったら白老にこう変わるというような、明確なというのはちょっと難しい

かもしれませんけども、そのようなものも出していただければなというふうに考えます。 

○委員長（及川保君） わかりました。このことも大事なことですね。先ほども申し上げたように、

町民も一緒にこのことを進めなければ、役場の中だけで片付く問題ではないわけですね。だから、

その部分の、再建団体に陥った時にはこうなるのだよと、こういう部分が必要だということなので

すね。わかりました。その資料も出せると思うのだけど、どうですかね。 

○委員（加藤正恭君） 資料ではないのです、説明書だから。 

○委員長（及川保君） 説明書というかな、そういうことですね。それでいいですね。わかりまし

た。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 昨日、私も言われたことはね、いつ、努力するかということなのだけどね。

役場の職員も、もう本当に半分にしなさいと。それから、公用車も半分にしなさいと。そんなこと

言ったって、町民サービスのために必要な数だけ揃えているのだから、それは徐々に減らすという

手はあっても、今いっぺんに半分にするなんていうことはね、そんな馬鹿げた論理はないよという

話をしたところが、いずれ、そういう目に遭うのであれば、国の再生団体になってしまって、国の

管理の中に入って努力をするのか、あるいは今のうちに、その管理に入らないうちに皆で頑張ろう

じゃないかということでやった方がもっと気が楽だし、自分たちのやれることができるのではない

かと。そのために本当に絞れるところを絞りながら、いろいろな事業も見直しながら、ちょっと切

ないなと思うぐらいのことまで今、思い切ってやるべきではないかと。どん底に落ちてしまってね、

どうにもならないところから這い上がって来ようというのとはまた違うよという話をされたのです

よ。それはもっともだなというふうに私は捉えているのですけどね。 

○委員長（及川保君） なるほどね。その方は状況をわかっている方ですよね。 

 皆さん、あと、どうですか。出尽くしましたか。 

熊谷委員、どうでしょうか。特にありませんか。小西委員、ありませんか。 

６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ６番、土屋です。これも私自身の考えではなくて、町民の中から出てい

る声なのですけども。職員の意識改革を行なうというふうに理事者側がおっしゃっていますけれど

も、じゃあ、その意識改革をどういった形でするのかということ。やっぱり、今、抱えている問題

も、意識改革をしたということが町民の目線でどういう形で見えるのかということですよね。それ

を皆さんおっしゃっています。 

 それとやっぱり、この赤字に関連して、病院のあり方というものも再度出てきているわけなので
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す。それは、病院をなくすとか何とかではなくて、病院の職員の意識改革がなっていないのではな

いかというのがすごく出てきているわけですね。特にあえて言わせていただければ、古い職員さん

方の意識改革がなっていないということがすごく出ています。それは直接、町民の皆さんがお話さ

れていることですので、やはり、本当に改革を進めていくのであれば、本庁舎も含めて全体を目に

見える形の改革をして行かなければならないのではないかなと思っております。以上です。 

○委員長（及川保君） 職員の意識改革だね。わかりました。このことは議会も、もう私も17 年く

らいになりますけども、事あるごとに職員の意識改革というのはきちんとすべきということはそれ

ぞれの議員の皆さんからも出されていることですしね。私も古い部類に入ってしまっているのです

けども、実はかなり変わってはいるのですけどもね。 

しかしながら、なかなか、まだ理解されていない部分というのは結構あるようですね。理解され

ていないというのは、職員の皆さんがですね。町民ではなくて。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） これは次の段階かもしれませんが、一応、広報８月号に「脱・財政危機宣

言」というふうに載っております。その中で対策としてですね、町の内部体制の問題で、ここで非

常に私も疑問に思っているのでございますけれども、これもやはり一般企業であれば、社長が全員

を集めて説明してですね、即、実施すべき問題ではないかというものがここに載っているのですね。

日当直の問題と、それから、庁舎の清掃問題載っています。これは町民との係わりの中で、次は町

民の問題が出ているのでございますけれども、このような内容を対策の重点施策として載せている

ということ自体が、僕は非常にスピード感からして、今このような状勢になっているにも関わらず

ですね、要するに職員の意識改革の問題で、やはり、きちんと全員に知らしめて、全員がこれを理

解したのであれば、むしろ、例えば、一職員から一つの話が出てでね、自分たちがするからという

ようなことで町長に申し上げるぐらいのスピード感があってもいいと思うのです。上から下まで僕

は、そういうふうな意味では非常に何か問題あるのではないかと。いつ決定してスタートするのか、

来年かということになりはしないかと思うのですね。こういうふうなことはすぐできる問題だから、

このような対策に上げないでですね、やはり、これは内部の、一部署でも結構なのですが、そのよ

うな部署から声が上がってですね、やはり、役場でもこういうふうなこと自主的にスタートしたの

だというような内容を持ち上げるべきではないのかなというような気がするのです。非常にこうい

うふうな意味では、ここに重点施策として上げること自体がちょっと問題あると思うのですね、こ

ういうような問題は。やはり、そういうふうな意味からして、スタート、アクションをどの時点で

起こすのかということについて、ちょっと疑義を感じたものだから申し述べたいと思います。今、

お話しするような内容ではないと思いますが、やはり、このようなところから一つの危機意識とい

うものをどこまでお互いに感じ取っているのかと。上から下までですね。そういうふうな感覚をも

う少し、やはり、きちんとして持つべきではないかと思うのでございます。以上です。 

○委員長（及川保君） はい、わかりました。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今のようなことを言ってもいいのですか。 
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 私も吉田正利委員と同じような疑問を感じておりました。今回のこれに対しまして町長を含めて

ですね、理事者側の給料をいったいいつから下げるのかなと。実際には、町職員の給料削減という

問題に先行して、私はするべきではないかなと思っているのです。また、青森県のある町ではです

ね、今年度７月１日付から削減を始めました。実際に議員と、それと町長。やはり、まず、模範と

なって町長が率先してやる姿勢を示さなければ、先ほどの広報の話もありましたし、町職員の意識

もやはり、それだけ大変なのだ、緊急性を帯びているのだという危機感が本当に伝わるのではない

かなと思いますので、ぜひ、その辺もきっちりやっていただければありがたいなと思います。 

○委員長（及川保君） はい。今、吉田正利委員、それから、西田委員、内部の意識、本当に真剣

にこの危機を感じているのかということですね。 

 どうですか。皆さん、出尽くしたようですか。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今のご意見もございましたけれどもね。今日の特別委員会でどこをきちん

とするかという問題なのだけど。一つは議会が果たしてきた役割を明確にすべきではないかと。こ

れはやっぱり、どこかでやらないと町民に説明する時に困りますよね。議会は何をやっていたのだ

ということになるわけですから。ですから、議会の果たしてきた役割を明確にするということが一

つ。 

 それから、原因をより明らかにするというのは、なぜかと言うと。原因をより明らかにして、同

じ誤りを繰り返さないということなのですよ。ですから、総括をきちんとしておく必要があるだろ

うと、こういうことなのですよ。これは町も同じです。 

 それから、町民に原因をきちんと説明する。今、ありましたように危機意識が薄いというのであ

れば、我々から言うのはおかしいのかもしれませんけれども、例えば、私、前にもちょっと言った

ことあるかもしれませんけどね、役場の職員が直接町内会に出向いてね、全員で、10 人なら 10 で

行って説明すると。本当に危機感を感じているのなら、やっぱり、そうやって町民に訴えなければ

駄目ですよ。そういうことが具体的にこっちが言ってもいいものだったらね、例えば、町民に原因

をきちんと説明ということで、説明に行く人は勉強しなかったらできないですからね、ですから、

役場の職員の皆さんに行ってもらえばいいのですよ。そういうことも含めて考えなければ駄目だと。 

 それで、再建団体、もしくは、それに近いところで成功している場合はね、ほとんどが住民から

信頼を得るための情報公開と説明責任を徹底しているところなのですよ。そういうふうにしたとこ

ろがやっぱり成功しつつあるところ、それから、財政再建団体になったところ、赤池町なんかは典

型ですよね。そうして、住民が参加してくるわけですよ。ですから、住民に何か参加しなさいよ、

協働のまちづくりだからって、それだけではもう来ないのです。そういうことではないのですよ。

だから、本当に危機だというふうになったらね、そういうことを徹底してやらなければ僕は駄目だ

と思います。そうでないとね、その時点になったら町民が参加するまで待っていましょうなんて、

そんなことにはならないですよ。だから、そういうことをすることが白老町全体、町民全体の意識

を変えることになるのです。その先頭に立つのが我々だとか、理事者であり、そして、役場の職員

なわけですよ。ですから、そういうものが見えるような形にしていかなければ駄目ではないかなと
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いうふうに思うのです。具体的にはそんなことを一つ言いましたけども、そういうことを３点ぐら

い、きちんと今日の会議で明らかにしておく必要があるのではないかというふうに思います。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。玉井委員、どうですか。特にないですね。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 広報８月号の、今、大渕委員がおっしゃいましたけれども、町民説明をし

っかりするというのは、私、先ほど言いましたように、意識改革を持つ。これは職員も一緒なので

すね。広報８月号の「脱・財政危機」の中で、私ちょっと「えっ」と思ってしまうものがあるので

すが、財政悪化の原因の中に高齢化率の向上とありますよね。これは当然、白老町の生活をしてい

る人口を見れば、高齢化率の向上というのは当然わかっていることなのですよね。それを上げてい

ること自体に私はちょっとね、町民に本当にどういうふうに説明するのかなと思うのですよ、この

ことは。当然わかっていることですから。町長が説明していますけど、家庭の財政と同じでね、入

ってくるものに見合った支出をしていく。これだけのお金が保険とか病気で高齢化になったらかか

るよと言ったら、普通は皆さん、その分は家庭では貯金しますよね、高齢になったら。そういうも

のがわかっていて、その後にね、「町では町民要望に答え、快適な生活環境をつくるために多額の町

債を発行しながら、道路や学校や下水道、公園などの都市基盤の整備を進めてきました。」と。これ

を一般会計に例えるならば、子供があれ欲しい、これ欲しいと言ったからって、財政に見合ったも

のというのは家庭にありますよね。サラ金から借りてでもやりますか。そういうふうなことだと思

うのですよ。そういったことを町民の方々にきちんと説明しないと、私はいけないのではないかと

いうふうに思うのですね。 

 それと、骨子案の中で、これもさっき吉田正利委員がおっしゃいましたけども、私、議員になっ

て一番最初に思ったことは、庁舎内の清掃とかというのは職員がやらないのは当たり前だという考

え方がすごい反発を感じたことなのですけど。ずっと言ってきましたけど、ずっと受け入れられま

せんでした。それで、その中で歳入対策一つを見ても、収納率、確か前に、これ間違いかもしれま

せんけど、不納欠損とか全部合計すると８億、確かあったと思う。5,800 万すると１％下がるとい

う話がありましたよね。そういう計算でいくと、どれだけ自分たち職員が収入を取ってくるのかと

いう意識が全然感じられないのです、私、この中で。それで、財産の売払い、これはある程度、相

手がいることですから、これは大変なことだと思うのです。それで、収納率の向上対策なんかも全

然おかしいですよね、こんなの。コンビニの払いをするとかね、利便性を図るから収納率が上がる

のかと言ったら、当然もう上がっているはずですよ。そういったことの対策一つひとつを上げてい

ったらたくさんあるのでね、それは私、言わないでいたのですけど。 

 それから、下水道使用料の改正。これはやっぱり町民の利便性を図るためにやったと。私、前に

下水道工事を完了した地域でどれだけの設置状況なのかと聞いたら、それぞれ理由があって設置し

ていない人がたくさんいるという話だったのですけど、こういった利便性を図るために町がこれだ

けのお金を使ったということの説明がされていたのかどうなのか。そういった中で今、合併浄化槽

になったら、なぜ、下水引かないのだという町民の反発があるというのもお聞きすると、じゃあ、

引いたところの人たちは、なぜ、そのことを理解して、つけようとしてくれないのかということの
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対応も、ただ、収納率、手数料と水道料金を上げることで50％補いたいということではなくて、そ

れ以前に設置する人を、なぜ、増やそうとしないのかとか、そういった意識の持ち方が全然、収入

をいかにして取ってくるか、出したものに対しては収入を取るというのがね、これは公務員感覚で

はないのだと思うのです。町民サービスだからって、やったと思うのです。ですけど、今、それを

言って、やった以上はそれに見合ったものを町として取っていかなければいけないのだということ

を町民の方々にやっぱり理解してもらうということの説明も私は必要ではないかというふうに思う

のですね。以上です。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 今、吉田和子委員から非常に厳しい指摘があったと思うのですけれど

も、私もこの特集を見て、実はちょっと首をひねったのはですね、今、吉田和子委員がおっしゃら

れたとおり、高齢化のこともそうですし、地方交付税と町税の大幅な減少、これも確かに原因の一

つではあると思うのです。国の政策がいいか、悪いかと言ったら、また、これは別の議論なので、

それはここでお話しても仕方ないと思いますので置いておきますけれども。じゃあ、この１番と２

番というのは、白老だけなのかと言ったら、そうではないですよね。これはどこの町村でもこうい

ったことがあって、その中でも皆きちんとやってきているからこういう状態になっていない、こう

いう形にはなっていないわけですよ。むしろ僕は、この３番の12 年間で 300 億円、多額の借金で財

政が硬直化した。４番の行革の先送り。これがむしろですね、白老町の一番の大きな原因ではない

のかなと。これらをやはり、これから町民のところに説明しに行く上でも前面的にこうこう、こう

でしたと。それで、これから皆様に協力を願いたいと、こういったような姿勢で行かないとですね、

何かちょっと理由をすり替えてはいませんけども、この１番、２番の理由を１番、２番に持って来

るようなことでは、私はいけないと思うのです。ですから、今朝ですか、道新さんのこのような記

事になるわけですよね。何で白老がこうなるのと。夕張や赤平、室蘭では明確な理由はわかるけれ

ども、ちょっと白老は首ひねってしまうなと、やっぱりこういう記事になるわけですよ。ですから、

私はね、白老の原因というのを明確にやはり示すべきでありますし、このようなことになった原因

をやはりきちんと究明して、直ちに、スピーディーに解決を向かうという方向に持って行かなけれ

ばならないのではないのかなというふうに感じます。 

○委員長（及川保君） はい、わかりました。吉田和子委員も、今の山本副委員長もそうですね、

広報８月号に載っている、財政悪化の原因というところでね、甘い考え方ではないのかなと。もう

すでにこういうことはわかっているわけだから、このことに対する考え方の甘さ。これを最優先に

１、２と順番から申すわけではないですけども、先に持ってきて説明しているという状況はちょっ

と甘いのではないかという意見ですね。 

 だいたい皆さんの意見は出尽くしたようですか。今、皆さんの方からいろいろ意見が出されまし

た。ほとんどが検証という中で、さらに「げんき」８月号の中での疑問に感じているというのが、

まず、大きな点としてありました。それから、議会としての取り組みは平成９年ですね、財政改革

という取り組みはもう早くから実はやってきておるのですが、非常に見通しが甘かったのか、どう

だったのかと。取り組みながら、この状況はいったいどういうことなのかという、非常に疑問を持
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ったというね。さらに、議会からも経常収支比率の問題指摘などもしていた中で、いや、これは大

丈夫だという答弁が行なわれてきたという現実があるわけですね。そのことについて、町側の考え

方を聞きたいということがございました。それと、町民に対する説明責任ですね。このことについ

ては、役所を挙げて取り組まなければならないはずなのに、なかなかそういう状況が見えていない

と。町民に伝わっていない節があると。職員が自ら説明すべきではないのかというご意見がござい

ました。さらには、今までの事業なんかも身の丈に合った事業展開を推進するべきではなかったの

かという、非常に甘さがあったのではないかというご意見もございました。いろいろ私もメモはし

ておるのですけども、これを小委員会に持ち帰りましてね、今までのことを皆さん、どういう形で

進めて行くか。当然、町側に資料と言いますか、説明を求める部分が出ているようなので、このこ

とについてはきちんと精査をしてみたいなというふうに考えております。 

いかがでしょうか。まだ、他に付け加えておきたいことはありませんか。ありませんね。 

暫時、休憩します。 

休  憩   午後 ３時５９分 

                                           

再  開   午後 ４時００分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（及川保君） 本日の特別委員会はこの程度にしてとどめたいと思います。また、次回の

委員会の中では、皆さん、また、さらに意見をまとめて、私はこう思うというような状況をぜひ、

つくっていただければ大変ありがたく思います。長時間にわたってご協力いただきましてありがと

うございました。ご苦労様でした。 

（閉会 午後４時００分） 


