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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 ８月１０日（金曜日） 

   開 会  午後 ３時３０分 

   閉 会  午後 ５時３１分 

 

○議事日程  

特別委員会における調査項目について 

 

○会議に付した事件  

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        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 

 

○職務のため出席した事務局職員 

      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） ただ今から財政健全化の調査検討小委員会を開催いたしたいと思

います。 

 

    ◎調査事項 

○小委員長（加藤正恭君） 15 時 30 分という時間帯にお集まりいただきまして、ありがとう

ございました。 

 今日は、先日小委員会を開催したのですが、時間がないということで、今日に延期しました。 

 ８月 17 日の特別委員会に対して、そこで検討する事項等について、小委員会をして、そのテ

ーマ等についてですね、ご議論いただきたいというふうに考えております。 

 それで、前回はご案内のように、今までの反省を含めた問題についての議論をしてきました

が、今日はいよいよ取り組みの骨子。骨子について今回、この次の特別委員会で入りたいと思

いますので、主としてそちらの方のテーマについてご検討いただきたいというふうに考えてお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 町の方から出されている取り組みの骨子、その基本方針と、回避するための基本方針と対策

項目というものが提示されておりますが、20 年度までの対策ということがメインになるのでは

ないかなというふうに考えます。 

 いちいち読みませんが、１から５まで、具体的に示され、その金額も示されております。こ

ういう問題について、進めていきたいと思いますが、どなたからでも結構です。どのような項

目を特別委員会で議論するか。その点について、ご提案を願いたいと思います。 

 はい、どうぞ。鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） この間、ちょっと最後ですね、時間がなくてあれなのですが、一応私

の発言というのか、お話したのは、前回は町の方からですね、どうして財政悪化の原因はどう

いうことかというようなことをお話いただいてですね、そのお話を聞いた中で、議会としての

考え方というのですか。抑え方というのを、一回整理をしたらいいのではないかという話をし

たつもりなのですが、そういうことから入っていくのだと僕は思ってきたのですが。 

すぐこっちに入ってしまうのではなくて、一回議会として整理をしてですね、一応議会とし

てみた場合に、やっぱり悪化の原因というのはこういうことだったのだという捉え方というの

ですか。そういうものを一回、捉えてしまった方が、これから入っていく中でですね、骨子の

方に入っていく中でも、また入っていきやすいのかなと、逆に思ったものですから、前回そう

いう、私は質問というのか、お話をしたつもりでいたのですが。 

○小委員長（加藤正恭君） はい。そういう鈴木委員のお話がありましたけれども、いかがし

ますか。 

 まず、そういう財政状況の検証の結果をまず整理してみたらと。こういうご提言なのだけれ
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ども。 

○委員（鈴木宏征君） それで、それをもってですね、特別委員会を開催したときに、小委員

会としてはこういう抑え、大渕委員からもおっしゃったのですが、一応小委員会としてそうい

うふうな部分で取りまとめたものをですね、委員会に、小委員会ではこういう抑え方をしたの

だけども、これでいいかどうかって確認して、委員会全体の認識っていうのか、考え方として

抑えたらいいのではないかなと、僕は思ったのですが。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、進め方の問題なのだけれども。その点についてはいかがで

すか。 

 はい、どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私もそういう思いで実はいたのですが。今小委員長の方から、骨子の

部分にもう入ると。 

小委員長のお考えをちょっとお聞きしたいのですけども、特別委員会を設置した中で、検証

と今後の町の財政を含めて、まちづくりにどう、この財政を考えた中でね、進めていくのかと

いうことを、骨子にこれから入っていくのですけども、その検証がね、きちっと本当にされ、

町から示されたこの財政状況の今日までの経過をね、これを良しとして、良しとしてというか、

これを踏まえてもうすぐに検証は終えたという判断に立っておられるのか、ちょっと今、疑問

に思いましたのでね。どういうふうにまとめて、この特別委員会をまとめていけばいいのか。

非常に苦慮しているところなのですけど。 

町から出され、示されたものに、もうこれで、このとおりだと。議会もこのとおりにすべき

だということなのかどうか、ちょっとお聞きしたいのですけど。いかがでしょうか。 

○小委員長（加藤正恭君） 私の考え方を聞きたいということなのですけれども、この間の説

明では過去３回のいろいろな改革・指針、それからプログラムですね。それらについての説明

があって、そしてそこでいろいろ質疑もしたい。私は理解をしたと思っています。過去のこと

についてはですね。 

それを、ここの小委員会でまとめるということは、ちょっとそれは僭越だと僕は思うのだけ

どね。 

○委員（及川 保君） いや、そうではなくて、検証結果としてもう骨子に入っていいという

お考えなのですかと。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、それらを踏まえて、もちろんこれから骨子を検討する場合

には、過去の、今までのね、説明があった過去のこういうふうになった原因も踏まえているこ

とは当然なのですよ。それに基づいて、こういう骨子が作られてきているわけですよ。 

○委員（及川 保君） ですから、これらを元にして骨子にもう入りましょうと。こういうこ

となのですね。 

○小委員長（加藤正恭君） そうです。僕はそう思ったのですけど。 

 はい、どうぞ。 
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○委員（及川 保君） いや、小委員長ね。ということは、この、これからそういうふうに骨

子に入るとしていますけどもね、ということは、次の特別委員会 17 日ですけども、ここでもう

骨子に入ってしまうのですね。入ってしまうというお考えなのですね。 

○小委員長（加藤正恭君） この間の８月６日に行われた特別委員会の中の、この調査事項の

中に、１、２というのがありますでしょう。 

 １が行財政対策室からの説明というのがありましたね。その次、２として白老町における財

政再建への取り組み、骨子と。ところが、時間がなくて、骨子には入れなかったと。それで、

１の行財政対策室からの説明は一応終わって、それも議論をしたと思うのですよ。 

○委員（及川 保君） もうすでにしたと。１については。 

○小委員長（加藤正恭君） 時間があれば、この骨子の方に本当は、特別委員会の中で入る。

だから、入れなかったわけですね。 

 ですから、それに対する、この間時間がなくて、骨子のことについては大まかなことではだ

めだよというふうに指摘されて、そして今日の問題になったと思う。 

 それで、特別委員会では骨子の取り組みについて、今回、今度 17 日にやるのだけれども、そ

れの取り組みについての方向性をこの小委員会で議論しようということで、今日召集したとい

うふうに、私は認識しているのだけど。違う。まだ相変わらず、この行財政対策室からの説明

について、小委員会で、まだここで議論しなければならないのかな。結論を出すのは特別委員

会で出してもらわなくてはならないので、我々小委員会とすれば、財政再建の取り組みの骨子

の、今回、この次に出す特別委員会への検討事項を、今日やろうというふうに考えたのですけ

れども。この間は、最後はそういうふうになったと思うのだ。 

 はい。大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに今の状況で特別委員会を開いて、何を引き出すかという問題

なのですよ。 

それで、今ね、委員さんから出ているのはどういうことかというと、一つは原因の中身をね、

何も全部文章化して出すというのではなくて、ちゃんと整理をして、原因が何だったのかって

いうことをちゃんと整理をしておく必要がないかと。小委員会で。 

 そうでないとね、何に基づいて、ただ議論して、言いたいことを言っただけというのではな

くて、原因はこういうことなのだということが、ちゃんと整理されて、特別委員会に出ないと。  

 ですから、今までの特別委員会が散漫な意見だけが出ていると、僕は思うのです。 

 ですから、全員が何だったのかっていう整理を、一つはきちっとすること。 

 もう一つはね、議会の果たしてきた役割を明確にすると。これをやらないとね、例えばこれ

からも説明会、実際に町側は説明会の日程が決まって説明会をするわけですよ。そこに議員が

参加するかどうかっていうこともあるのですけど、そのときにですよ、議員の果たしてきた役

割を何も明確になっていない。 

少なくても私が調べたら、相当量で質問していますよ。これ、全部チェックしましたけど。



 5 

何時間もかけて。 

 そういうことがなくてですよ、骨子案だけで行ったときに、議会の連中、お前ら何をチェッ

クしていたのだと。そうやって言われたとき、いや、何もしていませんでしたと。申し訳ない

ねって、言うのかどうかという問題ですよ。 

 ですから、僕は、議会の果たしてきた役割をきちっと明らかにするっていうことと、原因の

中身をちゃんと整理しておくと。 

 そして、もちろん素案に入るなといっているのではないです。入っていいですよ。 

 そのことをきちっと我々が捉えないで、もしやったとしたら、素案の検討なんかいくらした

って、僕はだめだと思うのですよ。それで町民が納得するならいいですよ。私はそれで、町民

が納得するような中身には、なかなかならないと。議会は一体何をやっているの、お前らと。 

 そのときね、何も言えないっていう状況の中で、町側の説明だけを聞くなんていうことには

ならないよ。 

 原因はこうで、議会はこうやっていたけど、こうなったっていうようなものに、特別委員の

メンバー全員がそうならないと、骨子案の検討まではいかないのではないかと、僕は思うのだ

よ。 

 だから、もちろん同時並行でやっても僕は構わないと思いますよ。だけど、今言ったこの二

つのことはね、明確にするべきですよ。それが、議員全体の分かるような形にしないと、議会

が果たしていく役割、私個人はやったよっていうことで、皆さんがいいと言うなら僕は構わな

いです。僕は自分で調べた分だけで、私はこうやって取り組みましたって言いますからね。 

 だけど、議会は何もやっていなかったのではないかってなったときに、どうするのかってな

りませんか。僕はそういうことをきちっとして、特別委員会の中でも意思統一して、僕はそう

いうことだけでもね、特別委員会を作った意味はあるし、意義はあると僕は思いますから。 

 だから、素案の検討をしたいというのはよく分かりますけど、そこのところの整理をきちっ

としたうえでね、やらないと、僕は議会としての立場がなくなるし、議会としての役割がなく

なってしまうのでいないかなと思うのだけど、どんなものですか。私はそう思います。 

○小委員長（加藤正恭君） ということは、特別委員会で対策室からの説明を受け、それに対

していろいろの角度から、各 20 人の委員からいろいろ議論があった。それの総括を、まずして

やらなければだめか。 

 それと、僕はもう骨子の方に入って、その中で並行してやっていった方がいいのではないの

かなと。時間的な制約があるものですから。 

 ただ、骨子だけ、大渕委員の言うように、そういう反省をするだけでいいというのだけれど

も…。もちろん骨子に入ってもいいとは言っているけどね、並行してやった方が私はいいので

はないのかなと。過去のことをどうのこうのってね、ずっと反省したところで、進まないので

はないのかなと。どっちみち、骨子の議論の中に、過去のこういうところがまずかったな、あ

あいうところがまずかったなということは、当然議論としては僕は出てくると思うものだから。 
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 だから、進めていくためには骨子をやりながら、そういうものも一緒にやったらどうかと。

恐らく、必ず出てくると思うのですよ。反省点を含めて。どうですか。 

 はい。大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） そういう進め方がいいっていうなら、それはそれで皆さんがいいとい

うなら僕は構わないですよ。 

 ただ、私が言っているのは、議員の果たしてきた役割が明確にならないで骨子案をやると、

議会の果たす役割と、町の果たす役割は違うわけですよ。だって、執行側に我々成り代わって

やるわけにはいかないでしょう。 

 そうしたら、この骨子案のどこが、こうやってやれっていうのではなくてね、骨子案の組み

立ての仕方が悪いとか。今が骨子だと。肉付けするのはまだ成案ができていないと。そのため

には、こういうことを盛り込みなさいっていう議論でしょう、我々がする議論は。それ以上で

きないと思うのですよ、僕は。ただ土地をどこかに売る、いやいやあそこに売ったらいいので

はないかっていう議論なんか、したって仕方ない話です、それは。違うでしょう。 

 そうだとしたら、今骨子案を成案にするときに、するわけですから。町側は。そのときに議

会として、きちっと盛り込みなさいっていうのが、私は議会の果たす役割だと思っていますよ。  

 それをするためには、原因の整理と、議会の果たしてきた役割が明確にならないで、そのこ

とができますかっていうことを言っているのです、僕は。 

 だから、それができるっていうのであれば、僕は構わないけど。それをきちっとしないとね、

議会が果たしてきた役割がきちっとしていないで、骨子案の議論って、どうやってするのかな

と思うのだけど。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ。吉田和子小副委員長。 

○小副委員長（吉田和子君） 今まで２回、ある程度この議論的なものをしてきたのですけど、

先ほどから言っているように、なぜそうなったのかって、私たち議員には説明責任があるので

すよね。説明責任がある前に、どうしてこうなったのかということを議員がみんな、ある程度

共通のところに立たないと、この間も委員会があったのですけど、それぞれがいろいろな思い

で話している。それで、確か同じような質問も、何か同じようなことをみんな言ってみたりだ

とか、そしてある程度答えてくれているのだけど、また方向がちょっと違うのだけど、また質

問して、それはさっきでも同じようなことを聞いているのにとかっていうね、何かね、こう、

あっちに行ったりこっちに行ったり、時間がない中でやっていくから、もうちょっと絞った意

見をやっていかないといけないと思うのです。 

 私前に、前回の小委員会のときに言いましたけど、もちろん私たちそれぞれ、何年議員をや

ってきたっていうのはあるのですけれども、特に新人の議員さん方やっぱり、５年、４年の間

のことですから、その前のことですから、その辺をしっかり理解していただいて議論に入って

いかないと、でも私はこうだったと思うとかってこう、意見のまとまりがなくなるっていう気

がするのですよ。 
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 だからやっぱり、検証をきちっとして、皆さんが同じ共通点を持って、ここなのだと。だか

ら、今度骨子案にはそれを繰り返さないためにはどうするのかっていうことの、絞ったこう、

あれをやっていかないと、さっき言ったように。それを骨子案に肉付けする。だけど、それを

どう肉付けするのかっていうことも、きちっと方向性を、きちっと見えていかないと、何かこ

う、またいろいろな思いの中で話してしまうと、本当にあと３回。今月 31 日、やりますよね。

この３回、31 日ぐらいにはもう、ある程度ね、骨子案の肉付けができるような形になっていか

なといけないと思うのですよ。 

 それが何かこう、的を絞れていかないと、本当にこう、きちっとした議論ができないで終わ

ってしまうような。責任も、自分たちしっかり自覚してやらないと、責任放棄の意見が出てき

たりだとかってする可能性も何か、あるような気がするのですよね。 

 そういうところを明確にしながら、議論をしていく。それで、議論をしていく以上、あまり

こう、バックしないような形で、前向きな議論ができるような形にしていかなければいけない

ような気がするのですけども。 

○小委員長（加藤正恭君） さて、どういう進め方をしますか。そうなると。 

 この間、特別委員会では財政状況の検証結果というのがね、これは健全化計画、指針、それ

からプログラムと。３種類を、前回やったものの反省を踏まえて、健全化指針を作った。また、

それについてまた、今度はプログラムを作ったと。こういうような経過の説明は、この間され

たのです。 

 そして、ここにもちょっと載っているけれども、平成 13 年に 91.6％に経常収支比率が上が

った原因等についても、その話はどういうわけだったかっていう話も説明もあったわけですね。

町税の落ち込みだとか、高い県への繰り出しの増があったとかっていうことなのだけど。 

 大渕委員の言うように、そこに議会がどのような関わりを持ったかということまでは、なか

なか難しい問題ではないのかなと。いや、当然そういうことを検証しなければならないことは

十分分るのだけれども、今になってそういう話をしたところでね、果たして原因は、責任をど

うのこうのという問題にもなるし、どういう進め方をしたらいいですかね。具体的なこととし

てね。 

 はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） こんな議論ばかりしてもしょうがないのです。一つは私はね、私の考

えです、これは。だけど、どこかで何か提案しないと議論にならないから僕は言うのですよ。

そこだけ誤解しないでください。 

 一つ、原因はやっぱりね、国が財政健全化法を決定して、今のような指標を作ったからです、

一つは。 

 二つ目は、国によるその三位一体改革による財政的な締め付けの状況。これ二つ目です。こ

れははっきりしている。これは、数も、数字も明らかになるのです。 

 実際に、交付税が入り、そういう状況になっている。 
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 それで、なぜ白老がそうなったかと。皆さんご存知のとおり、財政改革プログラムの中にあ

るように、平成６年から 15 年までの 15 年間で、白老町で 318 億円使ったということです。こ

の 318 億円のトップが下水道で 120 億円。港湾が 73 億円、道路が 60 億円、その他もろもろと

いうことです。 

 それで、なぜこうなったか。一般会計から特別会計に出さないで、全部使ってしまったと、

一般会計に。企業会計、特別会計の赤字をそのままにしたと。税や交付税の歳入に合う仕事を

していない。あまり補助金を使っていないと。 

 これが、本当に誤りの原因なのかどうかと。実際にこのときに、この間から言っているよう

に、全く我々は財政的には問題ないと思っているって言っているわけですから。 

 だから、こういうことを規定できるのかできないのかっていうことになると、当時の人を呼

んで聞いたらどうですかって言った意味は、そういう意味なのです。僕は、根拠もなくて言っ

ているのではないです。 

 そして、皆さん方が同じことであれば、同じように思っているのであれば、原因はこういう

のだということで、それは何も、文章にしなくてもいいから、委員長が言って、こういうこと

ですから皆さんどうですかって、特別委員会に諮って、そうだってなればそれはそのまま進む

ことですよ。私が言っているのはそういう整理をきちっとして、議員の皆さんがちゃんと頭の

中で整理できるようなことをしてあげないと、２期目の方がどうおっしゃるかというとね、我々

はその前のことは知らないというのですよ。 

 知らないと言ったときに、皆さん方も同じように決算審査特別委員会を３回くぐっているの

です。なぜそのとき質問しなかったのですかって、ちゃんと委員長言わなければだめですよ。

そうでないと、議員の共通認識にならないでしょう。 

 ４年目の人だって、４年間しかやっていない人だって、決算委員会を通って各企業会計、特

別会計は赤字なのだから。なぜそのことを指摘しないのですかって。特別委員会の決算審査の

時間、どれだけとっていますか、議員の皆さん。それぐらいのことを議会で、我々自身が議論

し合わなかったら、今の 26 億円なんて返せるわけがないですよ、議会で。議会のこと。そんな

骨子案の議論なんかしただけでね、返せるものだったらとっくにそれだけやればいいのですよ。 

 私はそういうことを、きちっと議員が共通の認識で、４年しかやっていない人も、20 年やっ

ている人も、みんな同じ認識になって、本当にやろうっていう気持ちになるのはそういうこと

で原因が分からないと、つかまないとならないっていうことを言っているのです。 

 ですから、私の今言ったことは私の考えたことですから、それはあれなのですけど、そうい

うことをちゃんと小委員長はまとめて、特別委員会に言うと。議論されているわけですから。 

 私はそういうふうに思っているよ。だから、皆さんから出た意見の中でまとめてそういうこ

とをきちっと言う。そのときに、議会がどうしたかって。私これ、あれですよ。広報を調べた

の、全部。議会だより。どれだけ財政のことをやっているかって。 

 そうしたら、かなりやっていますよ。何回やったぐらいね、これからそうしたらみんなで年
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度を分けてね、調べてね。これだけやったからね、我々は議会としてちゃんとやっているのだ

と。いやいや、ちゃんとやっていないところもあるということを含めてね、それぐらいの根拠

を持って、小委員会で根拠を持って特別委員会に行かないと、特別委員会の議論なんて僕、活

発にならないということなのですよ。さっきから言っている意味は。 

 そういうことが、私は必要ではないかということなのです。そうでないとね、鈴木委員には

申し訳ない、鈴木委員が悪いというのではなくて、２期目の方ね、８人いらっしゃるわけです

から。８人。その人たちは、私たちは４年前のことは何も分からないと言われたときに、きち

っとそうではないというふうにしないとだめでしょう、特別委員会。そうですよね。そういう

ふうにできるための根拠を小委員会は持ってやらないとだめですよ。僕はそう思うのです。 

 だから、そういうふうに特別委員会を作っていかないと、そのための小委員会は事前にやっ

ているわけですから、私はそういう議論をここでして、そしてやるべきではないかなっていう

ふうに思っているのです。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回のときにもね、１日の小委員会のときの議論の中で、今言

ってきた議会の行ってきた役割、きちんと責任を果たしてきた部分。これは、財政健全化に関

する質問ですとか、行革の積み残しに対する委員会の動きね。それは当然必要だと思って、事

務局では抑えています。大渕委員もやっていると思いますけど、今配りますから。 

 これは、今言ったように、委員会報告書。元年からね。当然悪化しているのは５、６年から

始まっていますけど、元年からどのような一般質問がされてきたか、もういない人もいますし、

当然。いる人もいますし。19 年度までにどういうふうにされてきたかというものをまとめただ

けですから、中身についてはね、細かく一字一句は検証していません。質問項目の課題の中に

出てきている部分でとっていますので。それで一応抑えてもらっていいのかなと思っておりま

す。 

○小委員長（加藤正恭君） 平成元年からのあれに、資料としてね。 

○事務局長（上坊寺博之君） これだけやってきたという、質問もしてきていますし、特に行

革が進んできた９年ぐらいですか。あのぐらいからどういうふうに取り組んできているかって

いうのは、結構何回か取り組んできているのですよね。 

 ちょっと、所管事務調査もうちょっと増えるかもしれませんです。あと、寿幸園ですとか、

適正配置とか、そういうものも当然取り組んでいます。これ、財政の部分しか取り込んでいな

い。行革の積み残しだとか、そういう部分。 

 まだやっているはずです。寿幸園もやっているし、適正配置もやっているし。ちょっと若干。

財政だけで。ちょっと、もうちょっと増えると思います。 

○小委員長（加藤正恭君） 相当やっているのだね。こうやって見るとね。 

 ３枚は常任委員会の取り組みもやっているのだね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３枚目はもっと増えると思います。 
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 要するに、財政の関連と、町側は行革の積み残しと言っているのは当然行革の積み残しをど

ういうふうにやってきたかっていう。これも必要だから。 

 だから、一般質問の、主に財政なのですよ。だから、行革の積み残し、個別のものはもっと

あると思いますよ。例えば、寿幸園、個別に聞いたとか、適正配置だけで聞いているというの

もありますから、もっともっと増えると思います。抑え方によってはものすごく変わりますね。  

○小委員長（加藤正恭君） 相当、各議員さん、一生懸命こういう問題についての取り組み、

やっていたのだけれども、結果的にはそういうふうになっていっていない。結論的には。それ

で、現在の状況になっている。 

 問題は、こういう質問をしたと。その後、実行性があるかどうかの、より深いあれが必要だ

ったのかなと。そういうことからいけば。 

 はい、どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） はい、大渕です。ですからね、原因を明らかにするっていうことと、

その原因が、当時の、やられた方々が、良としてやったのか、非としてやったのかっていうこ

とが一つ問われるのと、それは良としてやっても、非としてやってもいいのですけども、議会

が自信を持ってそのことを、原因はこうだっていうふうに言えるのかどうか。 

 同時に、これだけ取り上げているっていうことは、議会が何もやらなかったっていうことで

はないということだけは、これだけでもまず明確になりました。 

 そういう中で、今小委員長が言われたように、これだけ取り上げてもやらなかったのは、議

会の追及が弱かったのか、それとも町側がやる気がなかったのかっていうことですよ。 

 ですから私、この間から言っているように、町側のやる気のなかった部分についてはきちっ

と明確に、矛盾があるところは指摘しているっていうのは、そういう意味で指摘しているので

すよ。 

ですから、そのことをどうしても検証するのだったら、良いか悪いかは別ですよ。来るか来

ないかは別です。ですから、この間言ったように、私は参考人でも何でもね、来てもらって当

時の状況を、これだけ取り上げていてもできなかったのは、どうしてなのか。議会の追及が弱

かったのかっていうことを確認しておく必要がないのかどうか。 

 僕はね、そういうことが、いや、やるかどうかは別ですよ。だけど、僕はそういうことをこ

こで、そこら辺までの議論ができないと、対応策は考えられないのではないかっていうことな

のです。そのことを言っているのですよ。 

 たから、これはそういう物の上に立って、白老の議会と町が試されている中身ですから、そ

のことはやっぱりね、僕はもう、この次はこのことをやったらね、もうやりません。やる気は

ありません。それ以上やっても無理ですから。検証だけやったってしょうがないのだから。 

 だけど、そういう一定のまとまったものがきちっと示されて、議員の共通の認識にするって

いう、どなたかもおっしゃったけど、そういうことがね、やった上で議論しないとだめでない

のかなっていう気が、すごくしているっていうことです。 
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○小委員長（加藤正恭君） はい。鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 先ほど大渕委員が、ここまでに至った原因というものを自分で考えた

部分ということでお話されたのですが、私も非常に近いというのか、同じような考えで、そう

いうものが原因だったのだなっていうようなことが、思っています。 

 それと、今の議会の部分なのですが、私も何回かこう、質問はしているのですけども、やっ

ぱり反省というのですか。としてはやっぱり、せっかく質問して、そういう答弁をいただいて、

それを深く、もっと追求するっていうことが一つ、必要だったのかなと。もっと検証するって

いうのですか。 

 あの質問をしたことに対して、答弁されたものが、本当に行っているのかどうかっていう、

そういうものだとか、やっぱり、そういうことをやっぱり反省点として、やっぱり持っている

のですよ、私としては。 

 だから、やっぱり今後もしこのままね、こういう財政が、今後の新しい部分に入っていく中

でですね、やっぱり質問したり、答弁されたりしたものについてはですね、やっぱり本当にそ

のとおり、答弁したとおりに行っているかどうかということと、もう少し何か自分としても掘

り下げてですね、自分なりに検証する必要、もっと、何というのですか、深く追求する必要が

あったのではないかとか、やっぱりそういうことが、今後のその反省点の一つとして、自分は

思っていますので。 

 もう今後、政策研究会というのも一つ、あったのですが、一つ私の考えているのは、これか

らの議会の中でですね、質問して答弁されたことに対してですね、町側では答弁した、質問さ

れたことに対して答弁したことの、何と言うのですか、報告、検証というのですか。やってい

るのですよね。 

 ですから、議会としても、そういうものを逆に議会としてやってですね、本当に自分が質問

したことの答弁がですね、そのとおり行っているかどうかっていう、そういうものをですね、

やっていかなければ、また同じようなことになってしまうのではないかなと思うので。 

 やっぱり、そういう場っていうのもやっぱり、議会の中で作っていくべきかなっていうよう

なことを思ったのですよ。 

 やっぱり、そういうことをこう、やっていくと、何かこれからね、もし同じようなことがあ

っても、少しは何か、こういう同じようなことにならないでですね、済むことかなというよう

なことを思っていますので、僕は今後についてはですね、やっぱりそういう取り組みを、議会

でもしていかないと、また同じようなことになってしまうのではないかなというように思いま

すので。 

○小委員長（加藤正恭君） 今の鈴木委員の後半の部分は、大事なことですね。我々も質問を

した、こういう答弁があったと。それからそのとおり、実際実行されているかという検証がね、

言いっ放しという傾向が、今まで多かった。今後は政策研究会などというものの考え方がある

から、そういう場所で、果たしてああいう質問をしていたけれども、そのとおりに行っている
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のかとか、そういうような場所でね、やっていかなければならないなと。 

恐らく、町理事者は答弁したことに対していろいろ、今鈴木委員も一時課長をやっていたか

ら、実際はやっているのですね。 

○委員（鈴木宏征君） はい、そして、これはもう早急にやるものか、少し検討する…。 

○小委員長（加藤正恭君） その検討が間違った方向に行かないはずなのだけどな。それが、

検証しているとすればだよ。 

 もちろん、さっき大渕委員の言ったように、環境的なね、国の政策やらいろいろな変更があ

って、そのとおりになっていないということも事実としてあるとしてもね。 

○委員（鈴木宏征君） ただ、やっぱり僕、行政にいたからということではないですが、やっ

ぱりこの取り組みのですね、何というのか、よくうちらの代表も言うのですが、甘いって言っ

たらおかしいですけども、やっぱり経営的感覚の中でですね、こう、見方が非常に甘いと思う

のですよ。普通ですと、僕も思うのですが、やっぱり会社ですと、最悪のことを考えますよね。

だけども、行政は最善のことを考えるのですよ。そこの、そのギャップというのが大きいと思

うのです。もし、入ってこなかったことを考えてやればですね、最悪のことを考えてやらない

とだめですよね。 

 ところが、今年もこれが入ったから、来年もこのぐらい入るのではないかっていう、そうい

う見方で見てしまいますよね。その、やっぱりギャップの大きさが、だんだんとやっぱりこう

いう、毎年のことですから、開きがだんだん出てくるのではないかと。 

 そして、やっぱり５年計画、10 年計画ですから、１年で１億円違ったら 10 年で 10 億円違う

のですよ。やっぱり、こういう見方の甘さとかですね、だから、検証はしているのですが、や

っていることそのものがですね、やっぱり見方が甘いもので作ってしまいますから、やってい

ることは全くやっているわけですよ。 

やっても、結果としては、最終的にはですね、入ってくるものが入ってこないとか、そうい

うことになってしまって、出るものは出ますから、その入ってくるものが入ってこなくて、そ

れが積み重なってですね、やっぱりこういう状況になってしまったのではないかって、私は思

うので、やっぱりその、最初に数字を考えるときの一番最初の目標とする数字の捉え方ですよ。  

 それはやっぱり、こう最悪を考えて、やっぱりやらないと、その結果がやっぱりこういうふ

うになってしまったかなと、僕はずっと思っていたのです。 

○小委員長（加藤正恭君） はい。及川委員、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 検証という意味で、皆さんずっと出されていますよね。そして、今後

のその、議会のあり方も含めて今話をされているのですけども、議会がですね、事例を一つ挙

げますとですね、私の経験したことなのですけれども、要するに、当時のその雰囲気というの

は、例えばその現、これ、言っていいかどうか分からないですけども、これ例えばこういう委

員会が開かれたときに、例えば異議をとる。 

港があります、下水道があります、いろいろな、全部含めた中での政策の一つの中で、例え
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ば異議を問えて、これはやっぱり違うのではないかという、一つの意見を出したときに、ある

議員さんの方からね、何を言っているのだと。逆にその、叱責される状況が何回かあったので

すね。 

要は、今やっている、町長のやっていることは、議会として進めなければいけない立場なの

だろうと、こういう、要するに車の両輪の倫理で当時やられていたと思うのですけどもね。 

 だから、何かその、異議を問えることが逆に、非常にやりづらい、議会としてのその雰囲気

がやりづらい部分も結構あった記憶があるのですね。 

 だから、そういうことからすると、市町村の議会としての役目を果たすべきときに、きちん

と果たしていなかったなって、先ほどから出ている、議会、委員会で取り上げても、そのもの

のその詰めの甘さって言いますか、町側が答弁いただいた中で、そこでもう、ああ大丈夫だと。

大丈夫なのだと。こういう状況が結構やっぱり、あったように私は記憶しているのですけれど

もね。 

 だから、そういう部分もあったということを踏まえてね、いろいろな意味でこれから、本当

は議員一人ひとりが議会として果たすべき役割と、議員としての果たす役割と、別だとは思う

のですけれどもね。 

しかし、委員会を開かれたときその、自分のその意見を言ったときに、おかしいだろうと、

こういう指摘をされる、現町長がやっている政策についてね、一緒に進めるのは筋だろうと。

こういう意見も出されたこともありましたのでね。 

 だから、そんな状況から考えると、非常に、何というのかな。なかなかその議会としての役

目を果たせない、果たせないような状況もあったのかなというふうに今、反省はしているので

すけどもね。 

○小委員長（加藤正恭君） 僕はあまり、そういう異議を申し立てて、20 人の議員さんの、最

終的には民主的なルールに基づいて、議論を大いに活発にやって、たとえ反対があろうとなか

ろうと、やはりそれに対して賛成多数ということで、仕事はどんどん進めていったと思うので

す。 

 だから問題は、その中での議論の中身がね、果たしてそういう中身に行っていたかどうかと

いうことは、大渕委員やら鈴木委員もそういうことを言うのだけど、果たしてそこまで深く議

論したかと。質問したよと、したけどもその後、その検証を十分にしたかと。していなかった

のではないのかと。理事者の方では議員の質問に対して答弁はしたよと。しかし、その後検証

はしていたというのだけど、それであれば何でこういう道に行ったのかなと。今考えるとね。

不思議で仕方ないのだけども、そこにはある日突然環境が違ったりなんかした部分も、カット

された部分も、十分に 100％補助金が来なかったりなんかした場合もあったのかもしれないの

だけど。大きくはそんなに違わないと思うのだけどもね。 

 はい。及川委員、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 及川です。やっぱりそれはね、僕は甘いのではないかと思うのです。
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そういう結果というかね。 

 やっぱり、例えば町長という役職はそのまちづくりの中で当然、町民の福祉向上のためにね、

頑張るわけですから。それはもう、いいのですけれども。 

 しかしやっぱり、お金とのあれですよね。バランスを考えながらの政策をしなければいけな

いわけですよね。進めていかなければいけないですよね。 

 だから、その辺のね、やっぱりその考え方が、職員というのは町長から、当然いろいろな議

論をした中で、役場の中での議論の中で、当然進めてはいる、いたと思うのですけども、しか

しながら一方ではその、町長という、命令をされればやっぱり、これ職員としてはやらなけれ

ばならない、皆さん立場なのですよね。反対してまでその、結局は辞めていくかね、自分が辞

めていくか何かしなければいけない状況も、多分にあったのではないかと私は、もし異議を問

えてね、議会ではなくてその職員との関係なのですけども。 

 だからそういうその、非常に厳しい中での財政状況であったにも関わらずね、放漫経営って

言いますか、非常にこの厳しい状況にあったのではないかなというふうに、私は推察するので

すよね。 

 それでなければ、こんな事態には絶対なっていませんよ。お金との、きちんとやり繰りをし

ていたのであればね、絶対こういう事態にはなっていなかったと私は思うのですけどね。 

 その辺皆さん、どうお考えになっているか。ここでなかったら言えない状況なのだけど。 

○小委員長（加藤正恭君） いやいや、そのとおりではない。突然今年の３月にね、この新法

というのがぽかんと出てきたのも、大きなね、この変化なのです。 

 しかも、土地のあれがね、赤字の方に入れられたなんていったらね、これはもうとんでもな

いことでね。こういうふうに突然ぽんぽんぽんぽん変わるのでね。 

○委員（及川 保君） 最終の、だからそこだと思うのです。そこに尽きるのですけどもね。

国の政策の転換に尽きるのですけども。 

○小委員長（加藤正恭君） だから、そういうことをああだこうだ言ったところで、国で決め

てきた後、それに反対したからって何かいいわけではないわけだから、やっぱりそれに従わな

くては。 

○委員（及川 保君） 国の状況は、今変わったからそう言えるのだけども、当時からそうい

う状況にはあったですよ。どんどんどんどん、やってきたのですよね。赤字でも。借りてやっ

てきたのですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） ただ、土地の部分はね、資産の部分は入っていなかった。 

○委員（及川 保君） 特別会計というのを隠れ蓑にしてやってきたと、私はそういうふうに

しかとられないのですけどね。 

 いくら赤字でも、特別会計は赤字を作ったっていいのだと。許されるのだと。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、そんな無責任なことはないと思うのだけども。結果的に言

えばそういうふうになるかもしれない。 
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○委員（及川 保君） 結果的にそうではありませんか。最後には、町民がこれ負担をしない

といけないですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） はい。吉田小副委員長、どうぞ。 

○小副委員長（吉田和子君） 今の国のね、３月に法が変わったっていうことなのですけど、

一点はっきりしていることは、そういうふうになっても他の自治体はたいした影響がないって

いうことなのですよ。 

 白老町はそれで５番目に入って、厳しい状況にあるっていうことだけは、はっきりしている

ことだと思うのです。だから、それだけが理由だっていうふうにはならないっていうものは、

私あると思うのですね。 

 それで今まで、いろいろな議論をしてきましたけれども、本当にやっぱり、財政の問題だと

か、私たちもいろいろな経費削減だとかっていうことに対して、いろいろな細かいことで、か

なりの質問をしてきましたけど、そして、やっぱり先輩議員から言われたことは、自分が質問

したことを検証する意味でね、また改めて質問、その当時の答弁を見て、どう状況が変わった

かということを見て、質問することが大事なのだよということで、よく前の質問を見ているか

いって言われて、ここにいる大渕委員にだって、私言われたことがあって、そういうことで何

回か定期的にしていましたけど、私これは私個人の考えというか、私自信の問題なのですけど、

大低のどこかに、厳しいのだから削減しなさいって言いながらも、町の行政というのはどうに

かなるものだっていう、そんな甘さが私はあったと言われたらあったと思うのです。 

 倒産なんていうことは到底、赤池の話は前に一回出ましたけれども、それで前町長のときに、

やっぱりその財政再建団体になるとか、そういう話で、かなりいろいろ議論しましたよね。 

 そういったときに、何かすごくね、こう、一つのその再建とか何とかということの、私たち

の耳新しく聞いた言葉があるような気がするのですね。 

 だから、私は最終的には、みんなが、議員がいろいろな質問をしてきて、いろいろなことを

やったけれども、大低のどこかに入り込めなかったというのはあると思うのです。それをひっ

くり返すだけのものはなかったということだと思うのです。 

 もちろん、行政だってひっくり返そうなんて思わないで、行財政改革を一生懸命やってきた

わけですから、それを両輪となってこう、やってきたような気がするのですね。 

 だから、本当にその、私たちの追及が甘かったのかって言われたら、私は甘くはなかったと

いうふうに思っています。ただ、答弁をされたことに対して、どこかでやっぱり納得していた

のかなっていうのはあるのですよね。 

 だからその、だからどうなのだよって言われたら、私もちょっと困るのですけど。 

すごくやっぱり、私たちの中にも甘さがあったというのは、すごくそれは認めなければならな

いと思うのです。 

○小委員長（加藤正恭君） 吉田小副委員長の言われるように、本当だ。白老だけがそうなっ

たわけではないのでね。 
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 はい、どうぞ。 

○委員(大渕紀夫君) 吉田小副委員長の言われる気持ちは、僕よく分かります。 

 ただね、原因があるから結果があるのですよ。その原因をきちっとしないで議論したらそう

なるのです。 

 原因があって、必ずなるのだから、原因をきちっと究明しないで議論をすると、どっちが悪

いか分からなくなるの。あなたも悪いのではないか、私も悪いのではないかってなるでしょう。  

 違うのですよ。原因っていうのは必ずあるのですから。 

 だから、今言われた、白老町がこうなったのはいろいろあったと、他の町はなっていないの

だもの、白老だけではないかって、明らかですよ。それは、原因があるわけですよ。 

 私はそれを、原因をきちっとこう、議員が納得する原因をちゃんとつかまないで議論をする

と、僕はだめだと。素案をやっても、何をやっても、我々が、何百回取り上げてもできなかっ

たらだめなのかっていうと、そういうわけでもないでしょう。 

 だから、原因がきちっと分かれば僕は、それに対してどういう指摘をやってきたかっていう

ことになるわけだから。そこのところから大分議論が深まってきている、そこまで深まれば、

議員さんは納得すると私は思うのですよ。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、先ほど大渕委員がこういうふうになった原因といって、自

分の考え方だけどもって言って、４つか５つ、冒頭で話したね。 

 あれがすべてだと、私は思わないけれども、ほとんど間違いないと思いますよ。 

 だから、ああいう認識は皆さん持っていると思う。文章にするかしないかは別にしてもね。 

○委員(大渕紀夫君) だから、そうだとしたら、なぜなったかということですよ。その原因に、

どうしてなったかと。誰の責任で、どうしてなったって。 

 それは、個人のことを挙げるとかっていうことでいない、なぜなったかっていうところがな

いと、だめなのですよ。一つは国の問題もある。 

 国の問題の中でこういうふうにやったのは、どうしてやったのかと。町民の要求だからやっ

たのかと。例えば下水道なんかはトップです。町民の、本当に要求をやったから、財政を無視

してやったのかということになるでしょう。 

 そういうところまで議論が行かないと、その、何というのかな、納得できるところまでいか

ないのではないかということなのです。 

 時間を見たって、まだ１時間経っていないですよ。50 分でここまで来るわけです。 

 だから、本気になって議論すればやっぱりそうなるし、さっき言ったように本気になって調

べようと思ったら２時間や３時間あったら、これだけで手分けしてやったらものすごい仕事が

できるっていうことです。 

 だから、そこら辺までね、私はやっぱり深めておく必要がある。それで、小委員会のメンバ

ーのどなたかが言ったりやったりするとね、やっぱり議員の皆さん方は納得できる形になって

いくのではないかと思うのですよね。 
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 多いか少ないかだけど、これだけ、やっているとしたらこれ、議会やっていないなんてなる。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、議会がやっていないっては、いう批判はないのだよ。 

 ただ、それを検証…。 

○委員(大渕紀夫君) 町民の中にはもろもろあるよ。私、ばんばん言われたよ。 

 お前何、チェック何をしていたのと。議会なんていらないのだ、そんなものっていうのは、

直接言われたよ。私なんて何回も。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、知らないからでしょう。 

○委員(大渕紀夫君) いや、もちろんもちろん。もちろんそうですよ。そのとおり。 

○小委員長（加藤正恭君） だって、議会だよりでも出しているのだから、それまでチェック

しているかどうかは別にしてもね。こんなにやっているのだよ。 

○委員(大渕紀夫君) だから、これを見たらね、ちょっとやっぱり安心してね、やっぱり我々

もうちょっと物言ってもいいのではないかなって、僕は思うけどね。物を言ってもいいってい

うことは、原因究明のため含めてですよ。 

 ちょっと、暫時休憩した方がいいかな。 

○小委員長（加藤正恭君） はい。ちょっと休憩してください。 

休憩 午後 ４時２３分 

 

再開 午後 ４時４１分 

○小委員長（加藤正恭君） 休憩を閉じます。 

 いろいろ出ておりますが、大分時間も経過しました。ちょっと、骨子の方まではこの次の特

別委員会ではちょっと難しいようで、対策室からのいろいろ説明、それらを踏まえて、どのよ

うな検証をしてきたかと。議会を含めてですね。 

 そして、どうしてこういう結果になったのかということを、この次の特別委員会で議論して

もらうというふうに持って行きますか。今日の小委員会では。 

 それまでに私、文章も書いて報告するようにしたいと思うのですが。取り組みの骨子の方ま

では行かれないでしょう。この次の特別委員会には。 

 そして、議会の活動がどうだったかと。過去を振り返って、これだけのことを取り組んでき

たのだと。そういうことは分かるのだけれども、それでもなおかつこういう状態にあると。 

 はい。どうぞ、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) 大渕です。くどいようですけれどもね、今日小委員会で議論された、一

つは原因の中身がもうちょっと、もし皆さんが出していただけるのであれば出してもらって、

原因の中身を一定限度箇条書き整理を行って、皆さんに文章で示す必要はありませんけれども、

口頭で議会としては、これはこの間出た意見も含めて。私、同じことを言っていますから。 

 ですから、２回の特別委員会の中で原因としては皆さん方からこういうふうに出ていますけ

ど、こういう認識でいいですかということを、一つはきちっと確認すると。 
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 それで、当然、マスコミが入るかどうかは分かりませんけれども、当然文章でも残りますか

ら、正確にしておいて、そこは正確という意味は、なるべく網羅して原因をきちっとして、そ

して皆さん方からも特別委員会の皆さん方からも意見を聞いて、一定限度原因を明らかにして

おくと。議会として。 

 もう一つは、議会として果たしてきた役割が、こういう状況ですということも報告し、その

ことについても皆さんの意見を聞くと。 

 この二つをね、やれば、私はそこで意思統一ができればですよ。それ、特別委員の皆さん方

が何も、小委員長や委員長に聞いて、これはどうなのだということでなくて、それはこういう

ふうに小委員会としては考えるけれども、皆さんどうですかと。そういう形でまとめていいで

すかと。まとまらなかったらだって、次に行けないのだからね。 

 だから、そういうふうに一旦そこまで、もし行ければ行って、そしてもう骨子案に入る分に

ついては、それはね、入らないというわけにはいかないわけだから。原因の究明だけで終わら

せるなんていかないのだから。 

 ただ、出ているように、例えば財調がどうなったかとか、補助金がどんなふうになっている

かだとかっていうことは、個々に調べられるものについては、まさか向こうの手をものすごく

わずらわすわけにはいかないから。調べられる範囲で我々も努力してやるというようなことで

ね、この原因の中身を整理して、きちっと全員の認識になるかどうか。 

 もう一つは、議会の果たしてきた役割が明確になって、それをみんなに示すことができるか

どうか。 

 この二つをやって、皆さんにそういうことができれば、骨子案に入っていくっていうのは構

わないのではないかと、僕は思うけど。 

○小委員長（加藤正恭君） という意見なのですが、どうですか。そういうことでいいですか。

進めていくのに。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） はい、それでは進めていきます。 

 こういう原因のあれを、文章にするかしないかは別にして、小委員長から特別委員会の皆さ

んに報告すると。文章にするっていうのはいかがですか。する必要ない。共通の認識をするた

めに、文章化しておいた方がいいのではないかなと思うのだけど、どうだろう。できるのなら。 

○小副委員長（吉田和子君） した方がいいですよね。固まったもので、またそういうふうに

皆さんが、これもちょっと入るのではないかとかっていうものをもらって。基本的なものがあ

る程度あると、みんなもまた、それ入っていないけど、これもぜひというようなものが出てく

るような気がするのですけど。 

○小委員長（加藤正恭君） ということのようですから、共通の認識、原因の内容、文章にし

て、それを特別委員会で議論してもらうと。 

 そして、この部分はまだ足らないと。弱いぞとか。そういう面があれば、補充してもらうと
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いうようなことで、それまでここで、その内容を検討していただきますか、そうしたら。 

 箇条書きというような、前後の文章は別にしても、箇条書きとして、一つは。先ほど、大渕

委員の言った案ね。あれをちょっと、たたき台にして、それから文章化しているから、ちょっ

と言ってもらうかな。 

○委員(大渕紀夫君) 文章には何もなっていないから、一文しかないよ。いいですか。 

○小委員長（加藤正恭君） 箇条書きでいいですよ。 

○委員(大渕紀夫君) 一つは、みんな言っている国の財政健全化法が６月に決定して、市町村

の意見を全く聞かずに、勝手に、勝手にと言ったらおかしいけど、勝手に４つの指標を作った

と。これが今回の引き金だと。 

 二つ目には、国による三位一体改革による財政的締め付け。これは交付税。４年間で約 10

億円ぐらい減っているのかな。 

○小委員長（加藤正恭君） 10 億円ぐらいね。 

○委員(大渕紀夫君) トータルでね。言えばこれ、合併を進めるためにもやったということだ

と思うのだけどね。 

 それから、３番目に、日米構造協議の結果による平成６年から 15 年まで、合計 318 億 6,000

万円の仕事をしたと。これで言えば下水道が 120 億 9,000 万円。 

○小委員長（加藤正恭君） ちょっと待って。それ、せっかく調べているようだから、下水道

がいくら。 

○委員(大渕紀夫君) 合計で 318 億 6,000 万円で、下水道が 120 億 9,000 万円。121 億円だね。  

○小委員長（加藤正恭君） 121 億円。 

○委員(大渕紀夫君) 港湾が 74 億円。 

○小副委員長（吉田和子君） これ 15 年までですよね。 

○委員(大渕紀夫君) 15 年まで。平成６年から 15 年まで。 

○小副委員長（吉田和子君） プログラムに出ているのですか。 

○委員(大渕紀夫君) 出ている、それ足していないだけ。 

 道路が 60 億 6,200 万円。これ、あと残ったもの全部箱物から公園から全部出したら 318 億円

になるのです。 

 それで、なぜこの日米構造協議の結果こういうふうになったのだけど、これのときの問題点

は、一つは一般会計から特別会計に、繰り出す金額が少なく、全部使ったと。特に法人税や、

住民税は別にして、法人税と固定資産税は、少なくても上がったところに使うべきだったので

はないのかっていうことだね。 

○小委員長（加藤正恭君） 特別会計への繰り出しがなかったということね。 

○委員(大渕紀夫君) 全部使ったと。いや、いくらか繰り出しはしているのだけどね。ゼロっ

ていうわけではない。 

 それから二つ目に、企業会計・特別会計の赤字をそのままにしたと。一般会計でどんどんど
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んどん使ってしまったから。 

 当然同じだけど、税と交付税の歳入に合った仕事をしていないと。 

 それで、この表現はちょっと難しいのだけど、補助金の使い方が不十分…。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、それはちょっと。 

○委員(大渕紀夫君) 補助金を使っていないといったら嘘だからね。使っているから。 

 だから、その補助金の研究が足りなかったとかね。 

○小副委員長（吉田和子君） 十分活用できていなかったというかね。 

○小委員長（加藤正恭君） どういう表現にしたらいいかな。 

○委員(鈴木宏征君) 何か、今の言ったのは国の制度の活用の不十分さとか、補助制度の補助

金活用の不十分さっていうのか。何かそういうような…。 

○小副委員長（吉田和子君） ちょっと、そういうふうに具体的に言った方が見て分かりやす

いのではないだろうかね。 

○委員(及川 保君) 聞く人は逆にその方がいいのだよね。 

○小副委員長（吉田和子君） 補助金制度がいっぱいあったと。でも、それを十分調査をして、

使いこなしていけなかったと。使っていっていなかったという。 

○委員(鈴木宏征君) 活用されていなかったという。 

○小副委員長（吉田和子君） 一つの例として何か聞かれたらね。どんなものを使っていなか

ったのって、一つの例としてはそうなっているのが理由で。 

○委員(及川 保君) いいのではないですか。補助制度っていうので。 

○小委員長（加藤正恭君） これもう、最近分かったことなのでよね。見野町長のときは全然

これ使っていないというのだもの。そうかなと思うのだけどね。 

 山手町長は大分使っているのですよ。あのコミセンがそうだからね。 

○委員(大渕紀夫君) それと、最後にやっぱりね、平成 10 年度に財政健全化計画を作ったと。

それにも関わらず、その後の議員に対する答弁の中で、財政的には問題ないって言っていると。  

 これね、財政健全化計画を作っていながら理事者が問題ないって言うのはね、全く問題ある

のだわ、これ。これはやっぱり、指摘しないと絶対、そのことが議会と理事者との関係での大

きな問題になるよ。議会がやってきたかやっていないか。 

○小委員長（加藤正恭君） それはあれかな。この間の説明でいく、これで、この中で３ペー

ジにある 13 年度は 91.6％に上昇したと。そのときにやったものかな。 

○委員(大渕紀夫君) 平成 12 年のね、平成 12 年の…。 

○小副委員長（吉田和子君） 一つちょっと話がずれるけど、平成 10 年に財政健全化計画を

作ったでしょう。それで、この目的っていうのは経常収支比率を 85％以下にすることだと。そ

して、計画的な政策、財源確保を図るということを目的としたと。 

 それがずっときていて、失敗してというかね、それはならなくて、14 年から 20 年までの白

老町健全化指針を作ったと。 
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 これのね、最終的なね、評価というのはね、このときにね、91.6％まで経常収支比率が上昇

しているのだよね。 

 だけど、歳入の落ち込みの中で収支均衡した財政運営が図られたと。経常収支比率以外は目

標達成だと。それで、財政健全化計画を策定した意味は大きかったって評価しているって書い

てあるでしょう。何で評価できるのかなって思うの。 

○委員(大渕紀夫君) それがいかなかったらだめなのだって言っているのに、そうやってやっ

ていないからおかしいので。 

○小副委員長（吉田和子君） だから、一番の目的は経常収支比率だったって、このときはだ

よ。まだ、連結決算ではないわけだから、そのね、一般会計だけを見てやっていたわけでしょ

う。 

 その中で一部、それがずっと財政健全化の大きな目的が、この収支比率なのだけど、85％が

91％に上がっているのだけど、でも健全化を策定した意味は大きかったと評価するっていうこ

とがね、やっぱりこれは一番、もっと厳しく評価しないと生きてこない、大渕委員が言ったよ

うにね。作ってきて、それが生きてこない、それが立て直しできなかったというのは甘かった

のではないかっていうのが、こういう端々に現れてくるね。 

 だから、こういうところをきちっと私たちも、また指摘しないと、そういう評価の仕方はや

っぱりだめだったのではないのかっていうことを言わないと、だめなのだろうなっていうふう

に思うのですよね。そういうふうに言っていることが。 

○小委員長（加藤正恭君） はい。どうぞ、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) それはもう、今言われたとおりなのです。 

 だから、そのことを指摘しているのです。議会。指摘しているにも関わらず、そういう総括

であり、指摘したときは何て言っているかといったら、異常な事態だという危機感は持ってい

ないと言っているわけだから。だから、そういう認識なわけよ。もともと。 

 それで、86 でなくても 85 でなくてもいいってなったとき、道や国が 90 でもいいって言った

からいいのだよっていうことでしょう。そうしたら、一番最初に作ったのは一体何だったのっ

て聞いたら、これは 13 年のね、３月ですよ。 

 それで、僕はそんなことを言っているのではなくて、そういう認識が問題だよっていうこと

なのですよ。議会は指摘しているにも関わらず、そうやらなかったっていう意味。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、吉田小副委員長。 

○小副委員長（吉田和子君） この財政状況の検証結果っていうのは、今の行財政対策室が評

価したことではないのでしょう。これは、今までやってきた人たちが、次こういうふうにやっ

て、それを評価してまた次を作って。その当時のことを言っているでしょう。 

○小委員長（加藤正恭君） 当時はね。そうです、そうです。 

○小副委員長（吉田和子君） 私、今言ったのかなと思って、とんでもない話だなと思って。

いや、ばかみたいなのだけど、今頃思うのだけど。よくよく読んだら、あれと思ったのですけ
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ど。 

○小委員長（加藤正恭君） 当時の評価がこれ。 

○委員(大渕紀夫君) それでこの間、僕確認きちっとしたのです。当時の文章だなって。 

○小副委員長（吉田和子君） どうしてこういう評価ができたのか、聞きたいですね。 

○委員(大渕紀夫君) 聞きたい。僕はすごく聞きたい。 

○委員(及川 保君) それをやらない限りね、何かこう、絶対すっきりしたあれは出てこない

と思うのですよ。分からないのだもの、だって。何でだったのだっていう。 

○委員(大渕紀夫君) だから本人に聞いてみたいの。 

○委員(及川 保君) そういうことなのです。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、ご本人に聞いたって、今分からないわ。答弁なんかできな

いよ。いや、断定はできないけど。 

 出てこないでしょう、例えば参考人にって言ったってそれは。 

○小副委員長（吉田和子君） そういう評価をしたことと、議会の質問をこれに照らし合わせ

てみて、それでそういう答弁で終わって、それがどうして…。 

○小委員長（加藤正恭君） 話を進めますけど、共通の認識で、先ほど大渕委員の方からいろ

いろ、１から僕は６くらいしか、５か。５くらいしか書いていないのだけども、後でもう少し

整理してみますが、この他に何か理由、各議員さんが共通の認識として持つべきだという点が

ありますか。これに関しては。この程度でいいですか。 

 はい、どうぞ。鈴木委員。 

○委員(鈴木宏征君) さっき私も言ったのですが、やっぱり何か今までは、その出たものって

いうのは、行政の方を見て言っていますけれども、やっぱり議会の方の部分の反省っていう部

分を入れておかないとだめだと思うのですよ。 

 それで、やっぱり先ほど言いましたようにね、やっぱり質問、そういうものを…。 

○小委員長（加藤正恭君） それはいいのだけど、二つ目にね、それの問題を書こうと思って

います。一つ目はね、こういうことを、要因を各議員さんが共通の認識を持つための文章とし

て、この１から５くらいまででいいですかと。こういうこと。 

 二つ目が、議会活動は今まで果たしてそこまでやっていたかどうかという問題。それはまた

後で、よろしく。 

 こんなところですか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら、共通認識はこの程度にして、議会活動の方に入りた

いと思いますが。大きな項目としてね。 

 先ほど鈴木委員からも指摘されましたけれども、議会としては結構やっていますよと。これ、

各議員みんなに配布するかい、これ。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○小委員長（加藤正恭君） これ、みんなに配布して。当日。全議員。 

 これだけの取り組みは、現実にやっているのですよと。だけども反省点としてね、我々議員

は言いっぱなしだったと。その後、町の理事者からはこういう答弁があったのだけれども、そ

の検証をね、後追いがおろそかになってきたのではないか、おろそかだったのではないのかと

いうのが、反省点ですよというようなことを述べたいと思うのだけれども、いかがですか。 

 そういうのが一つ。それがすべてではないですよ。その他にまだあるでしょうけれども。と

いうことで、一ついいですか。 

○委員(鈴木宏征君) いいのですが、やっぱり書き方がちょっと、気をつけていただきたいの

と、大渕委員みたく、ずっと検証してですね、やってきた人もいますので、全部ではないので

すが、そういうことは結構多かったのではないかっていうようなところも、何か書き方をちょ

っと。 

 全部がそういうようなことではなかったのではないですか。やっている人もいるから。 

○小委員長（加藤正恭君） いやいや、だから、名前がどうのこうのではなくてね、結構議会

としては追求はしていたと。追求したのだけれども、現実的にはそういうふうにならないと。

数値的にはね。 

 従って、またこの次も同じようなことにならないよう反省するために、追求したはいいけど

その後の検証が不十分だったというのが、反省点の一つであります。 

 その前に、書いてくるのはいいのだけど、皆さんにご検討いただきたいのだよね。 

○委員(及川 保君) これ、逆に小委員長ね、みんなに事前にこういうことだっていうね、こ

こで決め付けてやるのではないのだけど、みんなに理解してもらっている方がいいかもしれな

いね、これ。箇条書きというのはいいのだけど。 

○小委員長（加藤正恭君） 文章を作るということでしょう。それを今、お聞きしているわけ。  

○委員(及川 保君) 配られるのですよね。単に聞いただけでは。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当然配らないと、文章にした意味がないので。 

○小委員長（加藤正恭君） だから、その前にね、その前に皆さんにこれでいいですかという

ことのご議論をする場が必要だ。当日配布でみんなと同じではまずいと思うものだから。小委

員会のメンバーだけでも。 

○事務局長（上坊寺博之君） 17 日はまずいのですか。10 時からですから、９時に出てきて

もらえれば。小委員会を９時からにすればいいのではないですか。ちょっと早いですけど。 

○小委員長（加藤正恭君） 17 日は 10 時からですか。17 日、そうしたら９時に出席してもら

って。だけど印刷とかコピー。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、９時にまず来てもらって、たぶん今出してもらっている

からね、字句訂正だとか、そんなにかからないと思います。30 分で終えてもらえれば、打ち直

しして印刷かける。それでいいのではないかなと思います。 

 箇条書きだから、当日議場で配ってもね、小委員長の方から報告があるとしたら、聞きなが
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ら見ているのだから、そんなに問題ないと思いますけど。 

○小委員長（加藤正恭君） そうですか、はい。いや、文章は書いてきますから。 

○事務局長（上坊寺博之君） ファックスで流してください。ファックスで流して、打ちます

ので。それでないと、全文打ち込みになるとちょっと。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら 16 日まで、前の日までやらないとだめだな。 

○事務局長（上坊寺博之君） ええ。前の日の夕方まで送ってもらえれば、間に合う。そんな

にかからないし。改めて全員にファックス流します。 

○小委員長（加藤正恭君） 議会活動の問題、今一つ出たけど、まだありませんか。そのほか

にまだ言いたいこと。 

 一般質問、それから常任委員会所管事務でもやっていると。 

○委員(大渕紀夫君) あと議会でやるって何だろう。何かあるかい。 

○小委員長（加藤正恭君） これですべてだな。まだありそうなもの。 

○事務局長（上坊寺博之君） 決算審査。 

○小委員長（加藤正恭君） 問題は決算だな。決算のことをちょっと言うかい。予算は…。 

○小副委員長（吉田和子君） でも、夕張の問題があってからも、予算的にも結構ね、短期間

にやれとか、指摘しましたよね。そういう部分ではね、やったのですけど。 

 それまでは特別会計の関係。やっぱり白老のやり方は間違っていたということですか。議会

も。やっぱり一般会計を中心にやってきたでしょう、ずっと。一般会計を中心にやってきまし

たよね、私たちの中で。でも、他の自治体は、やっぱり特別会計のそういった企業だとか、あ

ると思うのです。どこも。だけど、そこ、そういうことにきちっと関わって、その得た収入を

そっち側に回すとか、そういったことをやっていたからこういう連結になったときに、赤字の

比率がやっぱり低いということなのですか。 

 白老はまるっきりそれをやらなかったっていうことは、議会もそういうことに対しては責任

があるっていうことになりますか。その辺をきちっと言っていった部分ってあるのですかとい

ったらおかしいけど。やっぱり入れるべきではないかっていう、そういう話は今までしていた

かどうなのかっていうのはちょっと。 

○小委員長（加藤正恭君） 結局ね、僕も思うにはね、そういう企業会計・特別会計の決算を

数値的には間違っていないと。 

 だけど、その借金とか何かに対しての、一般会計からの、もう少し繰り出しをしてあげなけ

ればだめではないのと、このままではだめではないのという議論が、そういう面では少なかっ

たということだね。決算においてね。そうすると、借金が少しずつ減っていたろうと。5,000

万円ずつでも 10 年やれば５億円になるわけだから。そういう面での議論が欠けていた面は、確

かにあるかもしれないね。反省点としてね。 

 なぜ、変わらないのだと。利息だけ払って、元金はそのままね。だから、その辺り入れて、

少しずつこう返していくようにしたら、という面での議論がたりなかったのではないかと。そ
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ういえばそういう面での議論はあまりしていなかったね。 

どうだい、大渕委員。その辺り。 

○委員(大渕紀夫君) 実際はやっぱり、決算委員会でそういう議論にはなっていないっていう

ことは、事実だと思います。それでやっぱり認識が、一般会計中心主義だっていうのは我々の

中にもあったっていうことですよ。議会の中にも。 

 要するに、特別会計に対する、やっぱり皆さん言っていますけど、財産があるっていう見方

をしていたっていうことですよ。 

だから、いやいや、売ればあるのだよと。赤字だけど、売ればあるのだっていう、そういう

考え方でいたことは、これやっぱり事実だと思う。 

○小委員長（加藤正恭君） 僕自身もそうだ。 

○小副委員長（吉田和子君） そういう説明もしたいよね、町民の方々にも。 

○小委員長（加藤正恭君） みんなそうだと思うよ。 

○委員(大渕紀夫君) ただ、それでも一般会計の中で使っているお金の量は、やっぱり多すぎ

た。それだけ見たって多すぎることは確かなのだけど、プラス特別会計で使ってしまったもの

だから、もっともっと多くなってしまったっていうことでしょう。 

 だから、ルール計算で例えば出せる、下水なんかはルール計算で出せる範囲以上に出してし

まっているから、赤字がどんどんどんどん増えるわけでしょう。 

 ルール計算で出せる分で終わっていれば、下水はね。要するに、維持管理費だってままなら

ないわけだからね。使用料では。 

だから、ルール計算で出している分以上に借金するものだから、起債償還になったら全然払

えなくなるっていうのは、当たり前だよね。 

 だから、あれはやっぱり一般会計から、今まで出していたのだから、辛くなったから出さな

くなったわけでしょう。だからそうなってしまうのだ。 

○小委員長（加藤正恭君） これ、こういう考え方はどうだったのだ。予算の中で、もう企業

会計・特別会計に、これだけの金を繰り出すのだという予算を、予算化してしまうという方法

さ。当初から。一般会計から、それは出すのだと予算化してしまっていれば。しゃにむにそっ

ちへ行ってしまうわけだよね。 

 予算化していないから、余裕があればやると。余裕がなければやらないというような感覚に

なったのではないのかなという気がするのだけどね。当初予算からもう、繰り出すのだと。5,000

万円でも 6,000 万円でもという、そうすると一般会計の方から、金がなくなるから使えなくな

るわけだ。そういう方法も、講じていれば良かったのかなという考え方はどうですか。 

 及川委員、どうぞ。 

○委員(及川 保君) 小委員長ね。今、そのとおりだと思うのです。そのとおりなのだけど、

やっぱり最大の問題になっているのは、今特別会計なのですけどもね、ただ、その特別会計に

繰り出しはしていたのですよ、だって。 
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 当初から予算化すればいいって、今小委員長おっしゃいましたけどもね。 

○小委員長（加藤正恭君） していないのもあるのだよ。 

○委員(及川 保君) していないのもあります。あるのだけど。 

 やっぱり、一般会計が苦しくなれば、しなくなってしまうわけですよ。その、今言っている。

条例化してしまえば、ね。 

○小委員長（加藤正恭君） うん、だからね。予算化でしょう。予算化してしまえば。 

○委員(及川 保君) やっぱり、一般会計が問題あったと思うのです。無理をやっぱりしてい

るのですよ。僕はそう思うのですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） はい、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) あまり正確でないけど、例えば病院にはずっと出しているでしょう。こ

れ、赤字にならないで全部出している。 

 それから、下水だってルール計算にしたのはあれ、何年前だったかわすれてしまったけど、

それまで佐久間氏が下水道課長になるちょっと前までは、ルール計算以外にたくさん出してい

たでしょう。下水については。出していたと思うのです。 

○小副委員長（吉田和子君） 何年ぐらいから、その交付税が下水道に対しては厳しくなった

のですか。 

○委員(大渕紀夫君) いや、それだから。佐久間氏に言って私、あの一覧表を出してもらった

のだから、何年ぐらい前からね。 

 これはルール計算で出したのですよ。そして、今の町長になってから、１億円ずつ出すって

いうことで、実際には１年間か２年間で終わってしまったけど、出したよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） プログラム上の計算で。 

○小委員長（加藤正恭君） プログラム上でしょう。実質。 

○委員(大渕紀夫君) いや、１回は、１年間は出しているでしょう。国保に 3,000 万円で、港

湾整備にいくらで、１億円。３年間か何とか出す計画だったのだよ。 

 だから、そういう、工業団地に出すっていうふうにはなっていない。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２年間出しています。 

○委員(大渕紀夫君) ２年間出していた。 

○小委員長（加藤正恭君） 工業団地には出していない。 

 はい、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 繰り出し金っていうのは、繰り出し基準って、国で決めたもの

があって、ルールで出す分は決まっているのですよね。工業団地にはルールがないのですよ。 

 ですから、政策赤字として出さなくてはならないのですよね。病院もそうです。ルールでい

くと、あんなに出さないでしょう。元金の 100％と、どっちだったかな、それのルール分はあ

るのですね。下水もたぶん、起債の半分です。２分の１を出すことになっているのですよ。国

保は、その波及分、波及分を出すことみたいですね。 



 27 

 だから、決まっているのですよね。だから、ルール分はたぶん出していると思うのですよ。

ルール分は。 

○委員(大渕紀夫君) ごめん。私が言ったのは病院と下水は、それが決まる前までは、ルール

分以上に赤字の分を出していたっていうことを言っているのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 政策赤字。 

○委員(大渕紀夫君) そうです、そうです。その分出しているのです。 

 だけど、工業団地だとか、出していないのですよ。出しているのは下水、だから下水はそれ

を、ルール計算しか出さなくなってから、赤字がだんだんだんだんと増えているのですよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、物の見方としてはね、ルール分以外は自分でしないと

だめなのですよ。基本的には。 

 だから、病院だって本当は、黒字を持っていかなければならない。だから、下水も使用料、

そういうことになってしまうのです。 

○小副委員長（吉田和子君） それとね、交付税のね、割合あるでしょう。よく、港湾なんか、

私港湾質問したのですが、港湾になんか質問したらね、どれぐらい交付税措置されるのだとい

ったときに、まとめて来るから、これはいくら、これはいくらって分からないっていう、よく

そういう答弁をしていましたよね。 

 ああいうのってね、最終的には検証できるものなのですか。港ではこれだけ入ってきたと。

だから、何割はちゃんと交付税措置されたのだと。 

 そういう物の見方も甘かったっていうことなのですか。行政としては、どうなのですか、そ

の辺。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の、不十分かもしれないですけど、交付税っていうのはね、

ルール上いくら入っているかというのは抑えられるのですよ。 

 ただ、需要額と収入額とあって、収入額は引かれますから、そうしたらいくらですかと言っ

たら、率で出すしかないのですよ。 

 ただ、交付税っていうのはそういう、それぞれの町の事情によって動向するだろうなってい

うのを見たものだから、必ずしもそれがそこに使われなくてはならないっていう金額ではない

のですよ。 

 それは、全国 10 万都市を基準にして、一定のルールで算出していますから、だから、その町

ではこっち側を多く使っているところもあるし、使っていないところもある。 

 だから、そういう物の見方で見るものではないのですよ。本来は。 

 だから、財政は分かりませんっていう答えになるのです。 

○委員(大渕紀夫君) より基準財政需要額から基準財政収入額を引いた額が交付税だってい

うでしょう、一般的には。ルール計算できる分、あるよね。学校がいくらあって、道路がいく

ら。あるでしょう。それ全部足していったら、そうなるかと。その金額一致しないのだもの。 

 そうしたらどうなるかといったら、港の担当者は、港で計算した分で来ているって言うわけ
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です。それは。そうしたらね、来ているって言うでしょう。 

 そうしたら、町民課なら町民課で今新しいヘルスアップ事業。これは交付税で見ています。

これは来ています。そうやって全部使っていったら、足りなくなる。交付税総額が足りなくな

るのだと。 

 だから、どこで来ているかっていうのは分からないわけです。色が付いているわけでないか

ら。 

 だけど、総額としてはそういう計算、基礎と基準財政需要額から収入額を引いた分がそうで

すとなっているからそうなる。 

○小委員長（加藤正恭君） 僕もその点でね、質問したことがあるのですよ。 

 だから、交付税措置されているという、それが後年度で何回かに分かれて、その分が来てい

ると。それは確認できますって言うのだよ。 

 だけど、本来の交付税というのはそういうものではなくて、大渕委員が言ったように、足ら

ない分が来ているのかっていう確認はできませんっていうことなのですよ。 

 特にいい加減なのはね、普通交付税と特別交付税があるでしょう。それで、特別交付税なん

ていうのはね、いい加減なのだ。丸っきりこれは。 

 政治家でね、政治家の圧力でね、気に入ったところにはあげるし、気に入らないところには

あげないと。はっきりしているのは、米軍の基地のね、演習場の問題だってそうだもの。反対

した議会のところは一銭も来ない、ゼロだった。そして、一番先に手を挙げたところはきてい

る。そういうようなことがね、新聞にも出ていたけどね、実際にそういうことがあるのだよ。

だから、非常に交付税に対する不信感というのはね、僕は持っていますけどね。 

 はい、どうぞ。 

○小副委員長（吉田和子君） その交付税の使い道っていうのは、首長の物の考え方ですごい

違ってくるっていうことなのでしょう。 

 本当は入っている、入っていると思ってばっと使ってしまうのか、これを優先的に我々はや

るのだから、交付税がね、いくら措置されていても、他の方が足りなくなったとしても、色が

付いているわけではないのだから、私はこれをやるって言ったら、それに力をぼんぼん入れて

しまうっていうことはできるわけですね。 

 だからやっぱり、こういう事業をやってきたっていうことの、その見合う分をやっていたっ

ていうことははっきりするっていうことなのですね。こういう数字が後になって出てくると。 

 そういうことで考えていいのですよね。 

○委員(大渕紀夫君) だから、さっき局長が言ったように何がといったら、交付税で返す、起

債を返すっていうふうにして交付税で見ているっていうのは、他がいくらなくてもそれは優先

的に本当は返さなくてはだめなのです。全部。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、事業費補正っていうのはね、増額だから。起債の増額

分をまるまるオンされてくるわけなのですよ。いや、それは総額の分どりあっこだっていう、
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総額のオンされてくる。 

 だから、そこの算出はね、間違いなく起債額として算出されている。 

 だから、逆に言ったら、交付税総額でね、特定の部署にお金なんか付いていないのですから、

議会費だとかね、特定のところはないです。町民サービス課なんてないのだから。 

 だから、そこの中の全体が、一定のルールで計算されているというだけです。だから、一般

財源なのです。特定財源ではない。難しいですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） どうですか。今の交付税は触れる。今、議会活動の方に入ってい

ったのだけど。途中から交付税に入ってしまったけど。 

○小副委員長（吉田和子君） 議会もそれをきちっとね、議会は議論していたから。交付税の

措置のね、どれぐらいの割合なのだとかっていうのは、よく質問していましたから、それに対

してはね、これぐらいは間違いなく入るって、それぞれが答えていましたからね。 

 そういうことから考えると、その物の見方、それで色が付いていないから、入ってきたとこ

ろで使われてしまったら、結局払う分に回らなかったりだとか、余分にとった予算からも何か

作ってあるものが、全部そういうのが全部赤字となって今までの、今の財政を圧迫してきたっ

ていうことになるのですよね。 

 それが、企業のそっちの方に使われてこなかったっていうのも、もちろんあるのでしょうけ

どね。特別会計の方にね。 

○小委員長（加藤正恭君） 議会活動として二つ、そういう一般質問、常任委員会の活動でい

ろいろやっているのだけれども、なかなかそれに対してのね、質問は一生懸命して、どうだこ

うだっていうことを質問したのだけれども、それに対しては返事はしたと。理事者が返答はし

たけれども、それがそのとおり実行されているかという検証は、どちらかというと不足だった

のではないかということが１点とね。 

 それから、決算審査特別委員会の問題については、一般会計が主体的に審議はしたけれども、

特別会計・企業会計の方は、比較的おろそかにしていたと。しかも、なおかつ、一般会計から

の繰り出しについての追求が不足だったのではないのかというような反省点の二つ目。 

 まだある。もう少し。勝手なこと書けないからね。議会活動として。 

 はい、どうぞ。及川委員。 

○委員(及川 保君) もう一つね。要はその、町長も議会も、町民から選ばれてというか、出

ていますよね。 

 そうすると、一方が、例えばその、非常に厳しい財政状況の中でも、これは町民のためだと。

生活の向上のためなのだという思いがね、その向上のためなのだという思いが、やっぱり相通

じるものなのですよね。 

 そうすると、財政が圧迫されている状況、厳しい状況の中でも、一方これはもうやると。や

るのだという提案をされたときにね、議会がそれを一つの、やってはいかんと、今これをやっ

てはいかんという、もう少し厳しいようなね、目がなかったというか。できなかったというか。
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これも一つの。 

○小委員長（加藤正恭君） 何でもかんでも町の理事者の言いなりになっていたということで

はないのですよ。それは絶対ないのだけれども、いろいろな議論をしながらも、最終的には否

決したということはありませんね。 

○委員(及川 保君) ないですよね。だから、そこにもやっぱり、大きな…。 

○小委員長（加藤正恭君） 否決までいかなくても、修正というものがあったかといったら、

なかったです。修正の部分、入れますか。 

 いろいろなディスカッションはしたよと。したのだけども、修正動議とか、否決はちょっと、

全くないのだけども、修正も全くないわけですよね。 

○委員(近藤 守君) 最初のね、一番目のね、要する不十分だったということでね、それにみ

んな入ってしまうのではないですか。 

○委員(及川 保君) 簡単にそう言えばそういうふうに、まとめてもいいのだけど。分かるも

のはそれで分かるのだけどね。 

○委員(及川 保君) そこまでいってしまうとあれかな。いや、私もどうかなとは今。 

 でも、それもやっぱり大きな原因としてあるのですよね。中には。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたらこの程度でとどめておきますか。 

 そして、予定としては、時間ももう５時半になります。８月の 17 日は特別委員会があります。

10 時からですね。それで、委員さんは９時までにお集まりいただきたいと。小委員会のメンバ

ーね。 

 私は、原稿は 16 日まで。16 日の４時ころまでにね、ファックスをするようにします。その

原稿で、９時から、これでいいですかということで、９時からお諮りいただき、30 分くらいで

切り上げて、コピーにまわして、10 時からの会議に臨むと。こういうことで、進めたいと思い

ますが。まだ足らない部分があったら、そのとき、当日のね、朝９時でもいいですから。その

ときにでも申し出てもらえればありがたいと思うのだけれど。 

 はい、どうぞ。 

○委員(近藤 守君) 特別委員会が終わった後、また小委員会は。 

○委員(大渕紀夫君) その日ね、昼から議運なの。 

○小委員長（加藤正恭君） 特別委員会は 24 日になっていますね。次の。その後。 

 20 日、21 日、22 日はどうだい。空いているかい。こっちの方で。 

○委員(大渕紀夫君) 20 日、21 日は僕だめです。 

○小委員長（加藤正恭君） 21 日、22 日、23 日は。 

○事務局長（上坊寺博之君） 時間はその隙間をとるのなら、いつでもとれるのですけど。 

○委員(大渕紀夫君) 私 20 日、21 日はいないのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 22 日でもいいですよ。 

○小委員長（加藤正恭君） 22 日、都合どうですか。 
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○委員(大渕紀夫君) 板倉町の視察が終わったらいいですよ、私。 

○事務局長（上坊寺博之君） 午後からはできますよね。 

○小委員長（加藤正恭君） 午後からでいいでしょう。 

 そうしたら、22 日のね、14 時。13 時でもいいかい。 

 それでは、13 時、小委員会。それは、何かといったら 24 日の特別委員会に対する懸案事項

を、22 日の 13 時から小委員会と。やります。 

 それでいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） それではそういうことで進めていきたいと思います。 

 24 日は何時から。 

○事務局長（上坊寺博之君） 24 日。議会本会議終了後としています。 

○小委員長（加藤正恭君） 特別委員会。 

○事務局長（上坊寺博之君） たぶん、今意見書３件だから、１時間かからないのではないか

なと。議会の部分だけですけど、質問。委員会報告にどれだけ質問があるか。１時間でしょう

ね。 

○小委員長（加藤正恭君） そうしたら、24 日終わった後、特別委員会が終わった後、小委員

会できない。できるね。 

○事務局長（上坊寺博之君） できると思いますよ。ただ、昼食い込むか、議論がちょっと足

りないかなと思いますけど。 

 11 時からやって、特別委員会が２時間やるとしたら、２時まで引っ張るということですよね。

24 日ですよ。 

 定例会が、意見書読んで…。 

○小委員長（加藤正恭君） 24 日３時から。 

○委員(大渕紀夫君) いやいや、24 日小委員会をやるのなら、特別委員会終了後にすればいい

し。 

○小委員長（加藤正恭君） それでいいですね。では、24 日の終了後に小委員会。24 日特別

委員会がありますから。特別委員会後ね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 28 日にしますか、30 日にしますか。28 日なのです、予定は。 

 ただ、皆さんにもう 28 日で通知しているから。通知というか、予定表を入れているからね。 

○小委員長（加藤正恭君） 31 日は議運があるのだな。10 時から。 

○小副委員長（吉田和子君） これは定例会の後の議運ですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 告示日ですから。 

○小委員長（加藤正恭君） その後のことは後で、そのときに決めましょう。もう少し。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、定例会の中でもこの委員会を組んでいるのですけど、求

める日にちありますかね。 
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○小委員長（加藤正恭君） ７日と 10 日に入っているのか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、13 日に委員会報告をしなかったら、求められなくなりま

す。13 日、14 日で。 

○小委員長（加藤正恭君） 10 日が最後になるのだな。締め。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、まとめもかなり難しい。 

○小委員長（加藤正恭君） この辺り、少し流動的に考えて。 

 とりあえず、小委員会 17 日９時からと。それから、22 日 13 時。これまだ、通知していない

ね。小委員会の方はね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 28 日はしていません。 

 委員長、きつくないですか。決算委員会もやらなくてはいけないですよ。 

○小委員長（加藤正恭君） いや、ここの、９月まではちょっと考えられないです、まだ。 

○小副委員長（吉田和子君） 決算委員会のまとめは。 

○小委員長（加藤正恭君） ９月 11 日、12 日だ。決算ね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこまでやったら、まとめる時間がないかもしれない。 

○小委員長（加藤正恭君） ここで今ああだこうだ。ここら辺までのことで。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこまでは決められないと思います。せいぜい出しても 28 日

の通知ぐらいしか出されないのでいないかな。 

 それ以後になると、ちょっと、委員長きついかもしれません。 

○委員(大渕紀夫君) あとはもうね、やるとしたら７日の日にまとめて終わりだ。 

○事務局長（上坊寺博之君） それともか、また会期だけ延長しておくかという可能性もある。  

 ただ、締めなければならないからね、何かで。この特別委員会の報告をするから、いつもよ

り１週間早いのだから。 

○小委員長（加藤正恭君） ９月の方はちょっと、もう少し流動的にしておきましょう。 

 

◎閉会の宣告 

○小委員長(大渕紀夫君) それでは、今日はこの程度にとどめたいと思います。 

ご苦労様でした。 

（午後 ５時３１分） 

 


