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白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 
平成１９年 ８月１７日（金曜日）  

  開 会   午前 １０時０５分  

  閉 会   午前 １１時５７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（２０名）  

 委 員 長  及 川   保 君         副委員長  山 本 浩 平 君 

委  員  鈴 木 宏 征 君         委  員  土 屋 かづよ 君 

近 藤   守 君               谷 内   勉 君 

加 藤 正 恭 君               小 西 秀 延 君 

熊 谷 雅 史 君               玉 井 昭 一 君 

西 田 祐 子 君               吉 田 正 利 君 

宗 像   脩 君               氏 家 裕 治 君 

吉 田 和 子 君               斎 藤 征 信 君 

       大 渕 紀 夫 君               中 出   正 君 

       根 本 道 明 君         議  長  堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名） 

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

 副 町 長  三國谷 公 一 君    行 財 政 対 策 室 長  二 瓶   充 君 

 行財政対策室参事  岡 村 幸 男 君    行財政対策室主幹  大 黒 克 己 君 

 行財政対策室主幹  辻   正 則 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 
○委員長（及川 保君）  それでは、白老町財政健全化の調査特別委員会を開会いたしたいと思い

ます。 

 

◎所管事務調査 

○委員長（及川 保君）  まず、加藤小委員長のほうから、先日の特別委員会の終えたあとに、小

委員会を開催しております。その経過も踏まえてまとめておりますので報告をお願いしたいと思い

ます。 

加藤小委員長。 

○小委員長（加藤間正恭君） お手元に、小委員会の報告書が提出されていると思いますが、これ

を朗読させていただきたいと思います。  

 白老町財政健全化の調査検討小委員会報告。  

 ８月６日開催された白老町財政健全化に関する調査特別委員会では、主として財政悪化の原因に

ついて、行財政対策室からの資料提出に基づき説明を受けた。小委員会としては、白老町における

財政再建への取組み（骨子）の審議に入る前に、財政悪化の要因について委員全員が、共通の認識

を持つ事が必修であるとのことから、数々の要因を文書化し今後の対応に処すべきとの結論により、

下記のとおり報告書としてまとめたものである。  

 大きく１番目は財政に対する経過についてでありますが、２番目として、２ページ目ですが、財

政悪化の要因について、それから３ページ目、３として財政悪化に対する議会の対応についてと、

大きく３つに分けて報告をいたしたいと思います。  

 まず１番目、財政に対する経過についてでありますが、  

 １．今までの財政再建団体制度は、一般会計（普通会計）の実質赤字比率だけで判断されてきた。  

 ２．夕張市の財政破綻により、本年６月に｢地方公共団体の財政の健全化に関する法律｣が、地方

自治体の意見を充分に踏まえぬまま制定された。  

 ３．２の新法により財政悪化の状況を示す、健全化判断比率として、４項目の指標が決められた。  

  イ）実質赤字比率、ロ）連結実質赤字比率、ハ）実質公債費比率、ニ）将来負担比率  

 ４．施行期日は、平成 21 年 4 月１日である。平成 20 年度の決算時より適用されるが、具体的な

数値は本年 12 月中に示される予定で、推測の段階である。  

 ５．この新法律に基づき、白老町の平成 17 年度決算に当てた場合の（ロ）連結実質赤字比率は

マイナス 41％になる。 

   連結実質赤字比率というのは、連結実質赤字額を標準財政規模で割ったものでございまして、

数値に合わせますと、61 億 3,000 万円分のマイナス 25 億 5,300 万円でやりますと、マイナス

41 パーセントになります。これ約でございますがそういうことになります。  

 ６．平成 18 年度の決算見込みの連結赤字額は約 27 億円になり、連結実質赤字比率は、より悪化

することになる。 

 大きな２番目として、財政悪化の要因について、 
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 1．国による三位一体改革は、地方自治体に対する財政的締め付けとなり徐々に財政悪化の要因

となった。 

  歳入を見てみますと、平成 14 年と平成 19 年の比較でございます。  

                            単位：百万円 

 平成 14 年度 平成 19 年度 増  減 

町   税 ２，４１５   ２，３２６ △８９ 

地方交付税   ３，７３１   ３，３２０  △４１１ 

   地方交付税、町税の大幅減少、このままで推移するならば、平成 25 年度まで毎年約６億円

の不足額が予想される。何もしないでそのままいった場合には、こういう状態になるというこ

とです。 

 ２．高齢会による社会保障費（扶助費）の急激な伸びがあった。  

   平成 12 年度は３億 6,300 万円、平成 18 年度は５億 7,500 万円であったと。 

 ３．日・米構造協議により、日本の内需拡大政策がとられ、下水道、港湾、道路等の設備投資へ

の促進計画が背景にあり、白老町の財政規模に見合った運営ができなかった。 

   平成元年から平成 12 年度までの 12 年間で約 318 億円の事業が実施されております。 

   平成７年度は 39 億 500 万円、平成 18 年度は 24 億 7,500 万円という数値が示されておりま

す。 

4．行政改革の重要課題を先送りしてきた。 

  病院・寿幸園・学校統合・保育園統合などであります。 

５．一般会計（普通会計）の実質赤字比率だけの重要視から、企業会計・特別会計への繰出金が

不十分であった。 

６．補助事業への補助金の活用、また単独事業への見直しが十分なされなかったのではないか。 

７．税収の確保及び税率への見直し検討が、不十分であったのではないか。  

８．工業団地売却と企業誘致による固定資産税額、又それによる経済効果の対価相当額を一般会

計から計画的に適切に繰入れて、赤字の減少を計らなかった。  

９．財政健全化計画が３度出されているが総括の実施が不十分であった。 

大きな３番目、財政悪化に対する議会の対応についてはどうであったかと言うことですが、 

１．行財政に関して、議会は別紙のとおり、平成元年から 19 年第１回定例会までに、代表質問・

一般質問で直接、延べ 71 人の議員が質問しているが、その他政策別では多くの議員が関連質

問している。 

  また、所管事務調査では常任委員会で７回取り組んでいる。特に平成元年度の町債発行額が

21 億 2,100 万円と増加し、平成７年度は 39 億 500 万円と最高の発行額となっており、それ以

降、財政関係の質問が急増し、議員各自が危機感を持っていたことが伺える。しかしながら、

理事者への質問でそれなりの答弁を受けているが、財政面がその後、答弁どおりに推移したか

どうかの検証追及が不十分であったのではないかとの反省が提起されている。 

２．予算及び決算審査特別委員会の審議において、一般会計の審査に比べ、特別会計・企業会計
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の審議が単年度のみの論議に終始し、過去・将来を見通した点が不十分であったとの指摘があ

る。すなわち、借入金又は返済金、一般会計からの繰出金等についての議論を深めるべきであ

ったと反省される項目である。 

 以上が小委員会での検討された内容でございます。以上で報告を終わります。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤小委員長ありがとうございました。  

 ただ今、小委員長のほうから、小委員会の経過を踏まえながら、報告をいただきました。 

 本日は、この報告がございましたこの中身について、まず、皆さんのほうからいろんなご意見が

あろうかと思いますので、お受けしたいと思います。全体でよろしいので、どこからということは

ございませんので、意見がございましたらどうぞ。ございませんか。よろしいですか。  

 どうですか、皆さん。全くそのとおりだということでしょうか。 

はい 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） まず、一つお聞きしておきたいのですが、これ答えられないだろうと思う

のですが、４番目。20 年度の決算時から適用されるということは、前から聞いているわけですよね。

その数値がどうなるかというのは、最大の問題なわけですけれども、目前に迫っている中で、今、

推測の段階であるという、国がその辺りを明示しないというのは、何か根拠があって、理由があっ

てそうなっているのか、または、周りの自治体の様子を見ながらやっているのか。何かその辺の根

拠というのがあるのかどうなのか。普通であれば、もう出てきてもいいはずですよね。それに自治

体がどう対応するかというのは、これは自治体が生きていくための大事な点ですから、その準備を

しなければならないはずなのに、いまだにその数値が推測の段階でしかわからないというのは、一

体どういうことなのかということをお聞きしておきたいのですが。 

○委員長（及川 保君） 三國谷副町長、いかがでしょうか。この辺の、もし答弁ができましたら

お願いします。 

はい、三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君）これ推測の域での話だと言うことでご理解ただきたいと思うのですが、

ご存知のとおり、夕張の問題に端を発しまして、総務省も早急にそういった財政が悪化している自

治体を立て直すという、急いでいる分が、正直言ってあると思います。  

そこで、法律は定めたと。その具体の中身まで、まだ充分に議論はできていないというふうに思

います。それは、この議会でもいろんなやり取りの中で、問題視されています例えば、土地の問題

でありますとか、それから指標を何パーセントにするかということも、そういったことを全部整理

して、自治体の財政状況がどうあるかということをつかみきれていないと思うのですよ。正直申し

上げて、いろんなケースがありますから。 

例えば土地造成事業にしても、我々は特別会計ということでやっていますが、３セク方式でやっ

ているところもあるのですね。そうすると、今の段階では、３セクでやっている分については、こ

の再生団体の指標には含まれないということになっていますから。 

我々みたく特別会計でやっているところが、今含まれると。今のところですよ。そういう整理と

かも含めて、例えば今の指標をはめるとすれば、どれくらいの自治体がどういう財政状況、どれ位
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の自治体が再生団体になるのかと。そういう状況を把握しながら、今言ったようなことの課題を整

理している段階にあるのではないのかなと。それと、国会のやり取りでも前に私、話しましたけれ

ども、いろんな意見が出ていまして、土地の問題をどうするか。不良債務として見るのか見ないの

か。 

それから、病院会計についても、これもあまりそこでぎりぎり改革・改革ということになると、

医師不足、スタッフ不足という中で、地方の病院経営が成り立つのか。地方の医療が守られるか。

このようなことも当然ありますし、下水道も国がやれやれといってやらせておいて、赤字をつくっ

たからそこでばっさりと再生団体だと。そういうことになるのか。そういう議論がたくさんあるわ

けですね。ですから、そういうところを整理すると。それと合わせて、ここでも言われていますけ

れども、地方の意見は全然聞いていないと。そういうことで、これから地方の意見を聞いて、そし

て仕様を作っていくということになっていますので、そういうことで、多分 20 年末までと。ただ

し、適用するのは 20 年度の決算からと。これ１年置いているような形になりますけれども、そう

いう動きで動いているのではないかと。私どもそういう判断でおりますけれども。それ以上のこと

は推測なので、なかなか申し上げにくいのですが。そういうようなおさえ方です。 

○委員長（及川 保君） はい、13 番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 大体わかるのですね。ただ、何回聞いても、国のあり方というのが、地方

の自治体の主権というのを尊重しない形で、進められているのかなという感がぬぐい去れないので

すけれども。新法は国会で決めたことだから、それはそれで仕方がないですね。  

 ただ、中身の実態をこれから調べてやるのであれば、もっと期限を長くしてやるとか、もう少し

わかった形で出てくるまで、地方自治体の意見を聞くとか、そういうような期間というのが、やっ

ぱりなければならないと思うのですよね。それが全くなしで、まったなしで進められていること自

体に、無理やりやっているのかなという感じがぬぐい去れないのですけれども。  

 先ほどの副町長の答弁の中で、これから地方の意見を聞くというのがあった訳ですけれども、今

この時点で、地方自治体からのそういう意見があがっていくとか、それを聞くだとかという、そう

いう機会というのはないのかどうなのか。そういう意見があちこちからあがってくるなどというこ

とは届いていないのかどうなのか。その辺りどのようにおさえておられるのでしょうか。  

○委員長（及川 保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 総務省の、実際の、実務レベルの話なのですけれども、お盆明けに各

自治体、「各自治体というのは、どれぐらいの単位ですか」とお聞きしたのですが、ブロック単位

というような言い方をしていましたけれども、北海道を何ヶ所かに分けてということなのですが、

そういう単位で、総務省のほうから出向いて、首長さんたちに出席していただいて意見を聞くとい

う機会を、お盆明けくらいになると思うけれども開きたいのだと。こういう話しは聞いております。 

○委員長（及川 保君） 近いですね、時期は。 

○副町長（三國谷公一君） これは、７月前半の情報でした。総務省の情報なのですが、お盆明け

になってしまうだろうと。選挙の関係もあったものですからね。  

○委員長（及川 保君） はい、13 番、斎藤征信委員。  
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○委員（斎藤征信君） それで、先ほど話が出た、土地などの財産を持っていることに対してどう

評価するかというその辺の判断、あるいは特別会計の中で黒字を出している、その黒字分のものを

どういうふうに扱うかという問題。様々な論議もあったわけですけれども、それらについての見通

しというのは、今のところは全くふたを開けてみなければわからないという段階ですか。それとも

一定の方向は出ているのだというふう感触をおさえられているのかどうなのか、その辺りは。 

○委員長（及川 保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 正直申し上げて、今の段階では、そこの正確な情報といいますか、当

然国のほうは決まっていないというふうに思っておりますので、当然なのですが、今の段階では、

その辺の判断というのは全く見えないというような状況です。  

 ただし、我々としては、その判断を待っては、対応が遅れますので、今回のプログラムの骨子で

お示ししているのは、あくまでもこれは土地がどういう判断をされようと、病院関係がどう判断さ

れようと、赤字額を計画の中できちんと解消するということで、考え方としては骨子をまとめてい

るということでございます。 

○委員長（及川 保君） 他、ございませんか。  

今、斎藤委員のほうからは大きな１の、財政に対する経過についての中で質疑がございました。 

今日、資料をお渡しされた委員の皆さんですから、なかなか小委員長のほうから説明があって、

非常に難しい面があるかもしれませんけれども、日程の都合もありまして、なんとか今日、この辺

の取りまとめをきちんとしておきたいなというふうに考えます。よろしくご協力お願いしたいと思

います。 

他、ございませんか。この辺で議論よろしいでしょうか。  

小委員会の委員ですけれども、14 番、大渕委員いかがでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） 今朝、配付したばっかりですからね。10 分間くらい休憩して再度意見、こ

れで、全部よいというふうにならないと思うのですよ。 

ですから、10 分くらい休憩して、各委員さんにもう一度きちんと読んでいただいて、疑問点等を

出していただいたほうがいいのではないかと。なぜこうなったのかという原因を議会としておさえ

る。議会としてどういう組み立てかということを、おさえておく必要があると思うのです。そうで

なければ、対応策と言っても議論になりませんので、10 分ほど休憩して、皆さんに熟読してもらっ

て、質問をいただいたほうがいいのではないでしょうか。  

○委員長（及川 保君） そういう意見が、今ございました。  

 それでは、10 分と言いまいたけれども、10 時 45 分再開といたします。暫時休憩いたします。

この辺の中身を精査いただきまして、再度この中身について議論したいと思います。 

休   憩（午前１０時２９分）  

 

再   開（午前１０時４８分）  

○委員長（及川 保君） それでは、委員会を再開したいと思います。私の進め方が、皆さんにな

かなか理解していただけなかったかなというふうに、申し訳ございません。  
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 議会の今日まで在り方と言いますか、こういう財政状況に至った状況をいろいろ検証してきたの

ですけれども、その結果が今、小委員会なりにまとめて見たわけでございます。ただ、先ほどから

申し上げていますように、議会として検証をきちんとしておかないと、次に進むということがなか

なか難しいかなと思いまして、今、副町長以下職員の皆さんには退出いただきまして、議会だけで、

議員だけでの検証を、まず、してみたなというふうに考えますので、自由に、本当に議会はどうだ

ったのかということを、皆さんと議論をしていきたいなというふうに思います。  

 ですから、今日ここに小委員会の報告がありますけれども、これだけではないだろうということ

もあろうかと思います。今までは、町も交えた中での議論でしたので、なかなか出にくい部分もあ

ったのかなというふうに考えております。皆さんの自由な、建設的な、そしてまた、きちんと反省

すべき部分も多々あろうかと思いますので、ぜひ各委員それぞれの思いをぜひ出していただきたい

なというふうに考えます。よろしくお願いしたいと思います。  

 よろしいですか。７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ２ページ目、２番目の財政悪化の要因についてなのですが、１番目、国に

よる三位一体の改革とか、２番目の高齢化による社会保障費の急激な伸び、また、３番目の日米構

造協議によりと書いていますけれども、この３つというのは白老町はかりではなくて、全国的な問

題ではないかと思うのです。ですから、これが１番目、２番目、３番目の財政の悪化の要因につい

てとなっているところに、何かちょっと違和感を感じるのですね。 

 むしろ、４番目以降の、白老町としての独自の考え方が先に来て、根底には、この１番目、２番

目、３番目があると思うのです。そうではないと、正直言ってこれをまとめられて、町民の方がこ

れを読まれたときに、非常に言い訳っぽくというのですか、思うのです。  

 せっかく、ここまでまとめていらっしゃるのですから、できれば議会側が指摘するべき点、４番

目、５番目、６番目、７番目、８番目ですか、そういうものをきちんと先にもって来るべきだと私

は思います。 

 ９番目の、特に財政健全化計画が３度出されているが総括の実施が不十分だったというところが、

誰が総括の実施が不十分だったのか、つまり議会の総括だったのか、理事者側の総括の実施が不十

分だったのか、その辺はきちんと明確にしていただきたい。  

 それと３ページ目の、財政悪化に対する議会の対応についてなのですけれども、ここで書かれて

おります何度も議員が、延べ 71 名が質問をしていると書いておりますけれども、１の最後のほう

に書いているのですけれども、財政面がその後答弁どおりに推移したかどうかの検証追及が不十分

であったのではないかとの反省が提起されている。と書いていますけれども、つまり延べ人数 71

人の議員が質問していることに対して、これが検証追及が不十分であったというふうに取るのか、

それとも延べ人数 71 人の議員が質問しているのであったにも関わらず、理事者側がそれを真摯に

聞く姿勢があったのかどうなのか、その辺私は非常に議論が分かれるところではないかなと思うの

ですけれども、むしろ私は後者のほうの、これだけの議員が質問されているのであったのだから、

もっと理事者側はそれをきちんと受け止めて、それを財政面に反映させていくべきだったのではな

いか。その辺をきちんと書いていただきたいなと。以上３点を思います。  



 8 

○委員長（及川 保君） はい。今、西田委員のほうから、このまとめの部分についての指摘がご

ざいました。実はこの件については、前回の特別委員会の中でも、町側が広報で出した部分につい

て、やはりこういう形、最初に国の地方財政の進め方についての２項目くらいがあったのですね。

それはちょっと違和感を感じるというご意見もございました。  

 今のご意見はそういう、やはり同じような想いだと思うのです。本当に、まずこれが先なのかと。

確かに要因としてはあるのだけれども、この辺については違和感があるよという西田委員の意見だ

ったと思います。 

 この辺についてはいかがでしょうか、皆さん。  

はい、加藤正恭委員。  

○委員（加藤正恭君） 小委員長の立場としてですね、この原稿の構成を書いたものとして、ちょ

っと西田さんの今の意見に答弁してみたいと思うのですが、一番先に財政悪化の要因について、１、

２、３が、地方自治体共通の問題であって、白老町だけでの問題ではないと、こういうことなので

すが、そのとおりでございます。  

 ただ、１、２、３に持ってきたというのは、こういう国との関係での問題があったというのも一

つの要因であるという意味で持ってきたので、１番が一番重要で、９番が一番悪いと、こういう意

味ではございません。順序が先であろうと、あとであろうと１番から９番まで全部大事な問題であ

るという認識で読んでいただければありがたいと思います。  

 ただですね、ここにも書いてありますが。国の三位一体改革というのは、これはやっぱり地方自

治体が困っているのは、共通の認識です。だからそれに対して対応すればよかったというのだけれ

ども、そのペースがどんどんどん、今までの生湯みたいなところにいたのが、急にどんどんどんど

んこうやって締め付けられてきていれば、やはり財政の大きな原因であることは間違いないのです。

だからそれに対しての対応を、白老町が取っていけば一番いいわけだったのですが、なかなかそう

いうふうになっていかなかったと。こういうのが原因であって、ただ、１、２、３に持ってきたの

はそういう１、２、３が一番大事で９番が一番軽いのだと、こういう意味ではないということだけ

ご理解いただきたいと思うのです。  

 それから、議会の対応についてですが、これは議会議員は述べ 71 人と書いていますが、その他

に関連していろんな立場で財政の問題は言っています。ただ、71 というのは表面的に、タイトルと

して財政問題についてということで目次として出した人たちの数が 71 人であって、他の人たちは

何もしていなかったのだと。こういう意味ではないことをご理解いただきたいと思います。 

 それで、その他政策別では多くの議員が関連質問をしておりますよと、こういうことも書いてお

ります。それから、もう一つは、我々が一般質問をし、代表質問もして、町の理事者の考え方を伺

ったと。そうすると答弁は、｢大丈夫でございます。｣と、｢そういうふうにはならないと思います。｣

というような答弁が議事録等でもあったのです。しかし、そのあと、しからばそのとおり大丈夫で

あったのかという再検証が、議会側として、僕は何回の定例議会で、こういう質問をしたのだけれ

ども、どうもその数字と違うのではないかというような、追求的な質問をしてこなかったのではな

いのかと。町の理事者のほうにこの間も言っていましたけれども、必ず一般質問があって答弁をし
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たと、そういうときには必ずあとで検証しているのだそうです。ところが議会側は、ただ一般質問

をしたと。代表質問をしたと。しかしそのあとのことで、こういう答弁があったのだけれどもその

とおりになったのかとか、そのとおりになっているのかとか、そういうことの検証が非常に不十分

であったのではないかということが、小委員会でも反省点として上がっていたと、こういうことで

すので、その辺り、そのようにご理解いただければありがたいと思うのですが。いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 理解はしていると思うのです。この内容についてはね。今、小委員長が

順番については特に、国のほうが１番に来たから最大の理由だというのではないのだということは

理解していただけましたよね。西田委員、よろしいですか。どうですか。  

はい、７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。それでは、今、一番最初におっしゃいました１番から９番

までの、この順番については、特にそういう意味ではないということがわかりましたけれども、そ

れであるならば、１番目の国による三位一体の改革というのは、これはあとから出てきた問題であ

って、やっぱり３番目にある日米構造協議により、これがやはり原因の発端ではないかと私は思う

のですよね。これによって、日本の国がアメリカから 800 兆円の公共事業をするようにと言われた

と。それによって、大型事業がどんどん行われたと、日本が 800 兆円からの赤字になった。そうい

うことになって国のお金がなくなったから、やはり三位一体の改革で、交付税をどんどん切り捨て

る原因になっていったわけですから、それであれば３番目のこれを一番最初にもって来るべきでは

ないかなと思うのです。と言うのが私の考え方でございました。  

 それと、３番目の財政の悪化に対する議会の対応についてなのですけれども、確かに加藤委員が

おっしゃったとおりに「検証追及が不十分であったのではないかとの反省が提起されている。」こ

こまでは、私も理解いたします。  

 ただ、そのあとなのです。私たち議員が、数多くの先輩議員たちが、議会で質問していることに

対して、検証されたと言うのであれば、それを町側が、なぜ財政面に反映させてこなかったのかと

いうことを明記してもいいのではないでしょうかと言う私の意見でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。そうですね、今の最初の部分については、再度出

ましたから。二つ目については、議会はこれだけやってきたにも関わらず、これだけの検証をして

いるわけですね、しかしながら、こういう財政状況に至ったのは、首長以下、本当にきちんと対応

していたのかと言う部分だったのだと思うのですね。それでよろしいですか。 

 はい、11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） その点について１点。僕はそれは、議会側の言い訳にしか聞こえてこない

気がするのですけれども。これはあくまで、議会としてどうだったのかということを検証しながら、

今後どうするべきかを考えていかなければいけない特別委員会ではないのかなと、僕は思っている

のですよ。 

 今までのこと、例えば町側にもこういったものがあったということを書くのもいいのかもしれな

いけれども、逆に言い訳にしか僕は聞こえてこないような気がするのですね。あくまで、議会とし

てどうだったのかということを重要視して、ここではまとめていかなければいけないのではないか。
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みんなが同じ、共通の認識を持っていかなければいけないのではないかと、僕はそう思うのです。 

○委員長（及川 保君） そうすると、今の意見はこの検証では良いと言うことなのですね。  

はい、11 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 確かに内容的には、例えば行政改革の重要課題を先送りしてきたことを明

確に書いてありますし、これには下水道事業や何かも含まれてくると思うのだけれども、そういっ

たものをもし書くのであれば、もっと掘り下げて、逆に議会として、例えば下水道事業の先送りの

原因がどこにあったのかということを、明確にしていかなければいけない部分もあるかもしれない

し、下水道事業をここまで広大な予算立てをして実施してきたと言うことに歯止めをかけられなか

ったと言うこと。結局は合併浄化槽等々の施策が、法律改正が出てきたときに、それについてもっ

と早く手をつけていれば、これも今になってみれば、それこそ言い訳めいた話しになるのだけれど

も、そこも議会としてちゃんとそこに取り組んでこられなかったと言うことも、やっぱり明記して

おかなければいけないことなのかなと、僕は思ったりします。  

 だから、事業の先送りだとか、それについて、例えば延べ 70 何名の方々が、またそれ以上の方々

が質問してきたと。それは一つの結果かもしれない。でも、それが反映されていれば、それを徹底

して議論していければ、こんなふうにはなっていなかったと言うのも一つの事実だと思います。  

 こうなったから、特別委員会を開いて、こういう議論をしているではないですか。こういうこと

が、もっと前にできたのではないのかなと、僕は思ったりもするし、だから、あくまで今のこの内

容については、議会としてどうだったのか、議会としてどうなのかということをやっぱり議論すべ

きであって、例えば、理事者側に対して、理事者側が言うことを聞かなかったとかという話は、僕

はちょっと違うような気がするのです。  

○委員長（及川 保君） はい、一方ではそういう今の意見が出ました。  

１番、小西秀延委員。  

○委員（小西秀延君） 私も、今、発言された氏家委員の意見と似たところがあるのですが、この

報告書に、このままで良いというのではなく、そういう部分を書き入れるべきだというふうに思い

ます。というのは、３番目の財政悪化に対する議会の対応についてで、１番目の最後の部分を言い

ますと、財政面がその後、答弁どおりに推移したかどうかの検証追及が不十分であったという。２

番目にしますと、一般会計からの繰出金等についての議論を深めるべきであったという、その２点

の反省なのですが、私は、議会はこの間も議決を行ってきていると思います。その議決に対しての

反省を真摯に受け止めるべきではないかというふうに、私は１番そこが重要なのではないかと思い

ます。 

 確かに、ここの部分を、こういう議論を経て議決して来ている、その過程を明確にするというの

は、検証するべきだというふうに私も思いますが、まず１番検証しなければいけないのは、結果だ

というふうに思いますので、それを真摯に受け止めて、その観点からたって反省・検証していくべ

きだなと思いますので、そういう部分をぜひ記載すべきではないかというふうに私は感じています。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。  

13 番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 先ほど、１番最初に話のあった、要因があって対応がある。それはどちら

が先であろうと、それは構わないのだけれども、今求められているのは、その対応をどうしてきた

のかと。そしてそれが、どういう要因がある中でということが、みんな知りたいのだろうなという

ことから言うと、ひっくり返ってもいいのだけれども、これはどちらでも大して変わらないけれど

も、これ、読む中で１番大事なことは、そこの中に、議論の中に、危機感があったかどうかという、

理事者側にも、議会の中にも、危機感を持ちながら、そういう論議をしてきたかどうかということ

が、問われるのだろうなと。 

 そういうことが、今までの話の中で、質問やら、検証の中で、そういうものがどこにどういうふ

うに表れてきていたのかということが町民はきっと、問うのだろうと思うのです。  

 極端な言い方をすれば、責任はどこにあったのかということをやはり問われてくるわけですから。

その中に、どっちがどうしゃべったか、どう答えたかというのも、これは一応大変な問題になるの

だけれども、我々としておさえなければならないのは、このときにこういう質問をしていましたと。

理事者はこう答えていましたと。だからどうなのといわれても困るけれども、そういう論議があっ

た。だから、議会としては責任を充分に果たしていましたということが、我々確信にならなければ、

「お前たち、何をやっていたのだ」と言われたときに、「結果としてまずかったから、これは我々

としての責任です」と、頭を下げればすむということにはならないわけですよね。  

 やはり、我々は長いこの議会の中で、どこでどういうふうな立場で質問をしていたと。どういう

ものを要求していたのだということを、はっきりさせなければ。今の短い時間の中に、全部はっき

りさせるわけにはいかないかもしれないけれども、その主要な部分で、おさえられないかどうか。

そのために会議録というのがあるわけです。会議録の中で拾って、我々はその資料として持つ必要

はあるのではないかと。それが何もなしに、「お前責任は」と問われた時に、なんて答えようか。

これは言い訳でもなんでもない。我々は、多分、今までの話の中で、今後の見通しはどうなのだと

いう質問というのは、かなり出ていたはずですよ。  

 あれだけの土地をどうするのだという質問も、かなり出ていたはずですよ。だから、そういうこ

とにも触れて、議会がきちんと責任を果たしていましたという確信がなければ、結果だけを論じら

れては、「ああ、すみません」というしかなくなってしまうわけでしょ。  

 それでは、町民への責任は果たせないのではないかなという気がするのです。ですから、そうい

うものも用意ができるのであれば用意しながら、この最後の文章、議会が何をしてきたかと言うこ

とを、もう少し具体的に掘り下げておく必要があるのではないかと、そういう気はして見ています。 

○委員長（及川 保君） はい、16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 今、小西委員からありました意見とほぼ同じなのですが、財政悪化に対す

る議会の対応なのです。これ、やはり、平成７年度からこれに関する質問が、非常に急増している

と。そういう急増している、それはやっぱり危機感を持っていると、そういうことだと思うのです。  

 それに対して、理事者への質問もそれなりに答弁を受けていると。だから、それを全部理解した

かどうかというのは、それは別としまして、要するに最終的には検証の追及が不十分であったとい

う、私はこの辺のところを反省すべきではないかなということを私は感じます。  
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 ですから、今後、今言った単独事業のことについても、一つ一つ、確認するくらいの考え方でい

かなればだめかなと。私はそう感じます。例えば、今言った２番目に書いてあります一般会計審査

に比べて、特別会計・企業会計の審査が、このへんのところやはり不十分かなと。そういうような

ことをしてきた結果がこういうふうなことになったのかなと、私はそういうふうに感じますので、

その辺のところを今後・・・・。  

○委員長（及川 保君） このまとめで良いということですね。このまとめが正しいと。  

○委員（谷内 勉君） 良いと言うことで発言しているつもりです。そういうようなことで、今後

こういうようなことでやっていくべきかなと、そういうふうに感じます。  

○委員長（及川 保君） 他、ございませんか。  

はい、14 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 何点かお話ししたいのですが、一つは、財政悪化の要因についての３番目

の日米構造協議うんぬんと書かれているところの件なのですけれども、ここは、趣旨はそのあと、

平成元年から平成 12 年までの 12 年間で約 318 億円の事業が実施されていると。その上に白老町の

財政規模に見あった運営ができなかったと。こうありますけれども、ここが主要な中身なのですよ。

原因がどう追求されるかということが大切だと思うのです。ですから、私はやっぱり、ここの部分

が一つ。 

 それと、もう一つは９番目の西田委員から出されましたけれども、財政再建化計画が３度出され

ているけれども総括の実施が不十分であった。これは当然町のことをいっています。議会の総括で

はございません。なぜ、３度出たのに、それができなかったのかということ。これは議会でも結構

取り上げられています。何度も。 

 この３度出された財政健全化計画、この間、総括文書が出ましたけれども、その中に実際にあり

ますよね。他の指標は全部できたのだけれど、経常収支比率だけができなかったという総括なので

すよ。町の総括は。 

 一番肝心なところができていなのです。だから、全然できなかったわけでもないし、やっていな

いわけでもないのですよ。だけれども、そこができなかったということが問題なのですよね。です

から、なぜ、この悪化の要因について、私が言いたいのは、どこまで我々が深く知れるかというこ

となのですよ。 

 だから、なぜ、12 年間で 318 億円の事業を行われたかということなのです。ここのところがきっ

ちり認識しないと、一つだめではないかと。それと、議会の果たしてきた役割の件なのですが、こ

れは、どなたかおっしゃいましたけれども、議事録を見ますと、結構きちんと聞いてきちんと答弁

しているのです。 

ですから、それについて、同じことを何度も聞いている部分もあります。年代を追って聞いてい

る人もいます。「起債をこんなに借りて大丈夫か」と、今はもうやめられた議員ですけれども。そ

の人は何度も何度も質問をしています。その度に、答弁がちゃんとあるのですよ。それを読むと、

今読んでも首を傾げざるを得ないような答弁になっている部分も結構あるのです。大丈夫だといっ

てみたり、国にどんどん言って直すと言ってみたり、そういうふうに答弁しているのです。それに
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対して、次に聞いている人もいるのです。 

だから、完全だとは思いませんけれども、私はやはり、そういうところをきちんとすべきだと。

それから、小西委員が言われた部分については、そうだと思います。だから、最終的に我々が取っ

た態度がどうだったのかと。議決したかどうかということですよ。そういうことも含めて、やっぱ

り決算委員会の中身の不十分な点を含めて、私は決算委員会の中身は不十分だと思っています。 

今、２期目の方々も、すべて３回は決算委員会通っている訳ですから、そのときに、この赤字と

いうのは全部出ているのですよ。何も突然出たものではなくて、３年前からの決算委員会で全部出

ているわけです。そのとき我々が、どんな立場で議論をしたかということ、これはやっぱり、きち

んと反省すべき点は反省すべきだろうと、私はそういうふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） はい、他ございませんか。 

はい、９番、吉田正利委員。  

○委員（吉田正利君） 大渕委員からの発言がございましたが、やはり、この 318 億と言う事業計

画といのはやはり、私もいつも懸念している問題であります。いろいろと、今後の体制の中で、こ

れの一つの検証という意味で、いろいろと資料が出ておりますけれども、やはり各年度にどの事業

が、どの地域にどのような方法で行われていったのかということを、再度明確に周知すべき問題で

はないかという考えでございます。  

 それから、話しは小さくなると思いますが、今、この国の施策の中で、法の改正によって４指標

が出てまいりました。それでクローズアップされているわけでございますが、本来これがなくても、

一般会計ベースを見ると、非常に大きな問題というのは人件費率の問題だと思うのです。平成 14

年 25 億円ベースが、平成 18 年に 22 億数千万円ベースに下がっているわけでございます。決して

やっていないというわけではないわけでございませんが、財革プログラム並びに行革の中で、これ

らを真剣に取り上げている割には、ペースが非常に緩慢過ぎると私は考えております。 

 この一般会計の財政規模の中で、この人事の総予算というものは、やはり非常に大きなウエート

を占めすぎているのではないのかというような考えをもっているわけでございます。決して、これ

を今までおろそかにされているという考えではございませんけれども、一つの対策の取り方として、

やはり、圧縮の度合いが、ペースが遅いと、私は考えております。 

 例えば、22 億 5,000 万円の財源規模で、人件費規模であった場合に、やはりこれが 100 億円ベー

スの一般会計という流れを見たときに、非常に占めているウエートが高すぎると、いつも考えてい

るわけでございます。これが、20 億円ベースに、もし下がっていたとすれば、私は非常にこの問題

については、スムーズに流れていったのではないかということから考えますと、これらについても

う少し、反省点として取り上げてもいい課題ではないのかと言う考えを持っております。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、ありがとうございました。今、初めて人件費の話も委員のほうか

ら出ました。これ実は私も、10 年程前から議会のほうでも取り上げた経緯があるのですけれども、

今、定年退職の不補充という部分で、対応はしてきたのですが、なかなか大きな数字となって現れ

てきていないのですね。その辺が課題だったのかなと感じております。 
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他、ございませんか。先ほどの委員の中からお話がありましたけれども、要するに、前の町のや

り方に対して悪かった。議会は良かったのだという、こういうことではないのですね。やはりきち

んと検証しておいて再び繰り返しをしない。こういう考えのもとで、これからまちづくりを進めな

ければいけないという。こういう大事な部分をここで今やっているということをぜひ理解していた

だきたいというふうに思います。 

いろんな意見が出されましたが、どうでしょうか。今日までの検証については、この辺りでよろ

しいととらえてよろしいでしょうか。 

はい、18 番、加藤正恭委員。  

○委員（加藤正恭君） 先ほど、小委員会の報告として出したのですが、これが絶対的なものでは

ございません。もちろん添削もしていただいたり、皆さんの意見を聞いて、追加するものがあれば

追加してもらうと。それを言うのを忘れたのですが、そういう性質で小委員会で提出しております

から、別にこれが絶対的なものだということを言っているわけではございませんから、追加すると

ころは追加してもらっても構いませんし、カットするところはカットしていただいて、もしあれば

ですよ。そういうところは、この委員会でやっていただければありがたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。今まで出された意見、そして、小委員会から示さ

れた意見、これはこれから特別委員会の中で、きちんとまとめられた中で報告しなければいけない

わけですね。そうすると、そのあとから、これもあった。これは違うのではないか。という話しに

は絶対ならないわけですから、ぜひここできちんとした検証をお願いしたいと思います。  

町立病院の特別委員会の際にも、そういう形をとっておりますので、皆さんは十分ご承知のこと

かと思いますので。 

 ご意見、皆さんありませんか。20 人居るわけですから、それぞれの思いがあろうかと思うのです

がいかがでしょうか。ございませんか。これで検証をすべて終えたという形でよろしいですか。  

はい、18 番、加藤正恭委員。  

○委員（加藤正恭君） さっき、追加してもらいたいというようなご意見があったように伺ったの

ですが、その辺りはどうですか。どなたかから提案があったようですが。  

○委員長（及川 保君） はい、１番、小西秀延委員。  

○委員（小西秀延君） さっき、私から提案をさせていただいたのですが、皆さんいろんな意見を

出していただきましたが、私もその中で思うのは、理由の中でもこの書類を見せてもらって思うの

がですね、やっぱり８番の工業団地売却と企業誘致による固定資産税額、またそれによる経済効果

の、８番のこれをずらっと読みますと、そこをきちんと行っていれば、17 年度決算において 25 億

円が連結決算による赤字となっておりますが、そのうちの 21 億円、大方の部分はそこに絡んでく

るわけなのですよ。そこがクリアされていれば、今回このような問題にはなっていない。いろんな

理由を考えられますが、私はここで特別会計の決算、そして予算の審議を行ってくるときに、私も

含め議員全員、ここにおいて決断をしてきたわけです。決裁をしてきたわけです。議会は議決をし

てくる場です。それにおいてしてきたことに、まず、前提に立つべきだというふうに私が考えてお

りますので、まず、こういう質問があった。議論をしたというのも、過程において大変重要なこと
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である。ここに書いてある、３番目の財政悪化に対する議会の対応について、ここに書いてるとお

りだと思いますが、そこにまず、その前提を書き加えるべきではないかと、議会はそれだけ責任を

持って、町民の代表として、二元代表制として行ってきているわけです。そこで、責任を明確にさ

せるべきではないかと。それをしない限り、単なる言い訳で書いた文章にしか見えないのではない

のかなというふうに私は感じております。 

○委員長（及川 保君） はい、他、ございませんか。  

はい、13 番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 大体同じようなことかもしれませんが、やはりこれ、責任の所在というの

は、明確にするためには、この文章をもう少し肉付けして欲しいなという気がするのですけれども。 

 例えば、318 億円の事業が実施された。これ、何のためにここでこういう身分不相応な事業と言

うのだろうと思うのですけれども、身の丈に合わない事業が、なぜここでされなければならなかっ

たのかと。一言で何か付け加えなければこれはわからないわけですよね。あるいは、重要課題を先

送りしてきた、なぜ先送りしたのかというそれだけ切羽詰った状況というのはどこにあったのだと

いうこと。これだけでわかる人はわかるかもしれないけれども、わからない人はもう一言なければ

わからないわけですよね。 

 企業会計・特別会計の繰出金が不十分であった。なぜ不十分なの。普通考えたら、特別会計の負

債というのは、特別会計の中で返していくのが建前なのに、それがなされないで、繰出金が不十分

であった。なぜなの。その一言が必要なのではないか。ということが、もう一言あることによって、

それに対して、町がはっきりやらなければならなかったことは、これは町側の間違いだったら間違

いだと指摘しなければならないのだろうと思うのです。その上に立って、最後に議会の対応はと来

るわけだよね。対応も答弁通り推移したかどうかは検証追及が不十分だったで終わらせてしまわな

いで、一般的に言えばそうかなという、そのようなものではないだろうと思うのですよね。不十分

だと言い切るためには、会議録を開いてみて、そういう部分の追求があまりにも少なかったと、そ

ういうことが明確にならなければ、我々責任ある統一見解というのは出てこないのではないかとい

うふうに思いますので、特別会計・企業会計の審議が単年度のみの議論だったと。本当にそうか。

確かに一般的に言えば、なかなか質問が出せなくて、割に早く終わってしまったという経過から見

ると、この特別会計・企業会計の議論はもっとすべきだったなという反省は自分たちでしますよ。

だけれども、本当に全体の議員の質問の中で、そういう心配をしながら、そういう追求というのは

なかったかどうかということ。 

 もう少し検証しておかないと。せっかくの機会ですから、そういう検証もしながら、やっぱり議

論が不足だったとか、不十分だったとかということになれば、それならそれでいいと思うのですよ

ね。そういう事がもう少しわかるように、文章を膨らませていただきたいなと、こういうふうには

思います。 

○委員長（及川 保君） 今、一つ目は平成元年から 12 年度までの 12 年間なのですけれども、318

億円のこの事業、なぜこうしなければならなかった。この辺のこともきちんと出しておいたほうが

良いのではないかと、こういうご意見だったと思うのです。これ大変な、膨大な資料を紐解かなけ
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ればいけないのですけれども、この辺どうですか。  

はい、１番、小西秀延委員。これに関連していますね。 

○委員（小西秀延君） 318 億円、これがすべてが悪かったことだと、僕は認識してはおりません。 

町民のためを考えて行っている事業が、総額的にこうなった、これを承認してきたのも議会です。 

だから、それがどうであったかと言うことは、すべてが悪かったということにはなりませんから、

細かく検証するというのは、これ大変難しいと思います。この中から、例えば繰出し金を年 1 億円

出していたら、今このような問題にはなっていません。そういう分配の比率というものがあるでし

ょうが、一気にこれが悪かったというふうに私は認識すべきではないというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 私も、実はそう思うのですが、ただ、事業そのものが悪いとかいいとか

ということではなくて、今、斎藤委員も考えているのは、多分、本当に白老町の財政に見合った進

め方をしてきたのかという、その辺の検証のことを言っているのだと思うのですね。だから、細か

な部分は良いと思うのですけれども、大きく出ているような部分ですよね。道路整備、それからい

ろいろありましたよね。下水道も当然一番大きな問題、課題になるわけですけれどもね。それから、

港湾。いろんな、その他あると思うのですけれども、大きな箱物も随分、この時期に建てているわ

けですけれども。本当に身の丈にあった事業を展開してきたのかという部分が、やっぱりこの中で

は問われているはずなのですね、だからその辺の検証そのものはできますよね。大きな部分だけ、

どのくらいやったのかなという。  

はい、４番、鈴木宏征委員。  

○委員（鈴木宏征君） 今議論しているのは、今までの財政を状況を見て、議会としてどう考えて

いるかということを反省していたり、どうとらえているかということですので、いろんな議案には

賛成された議員もいるし、反対された議員もいるし、ただ、結果としてはそういうものが議決され

て、通ってきているということなのですよ。  

 その時に、誰が賛成して、誰が反対したかという話しではなくて、議会としてこういう結果を生

んでいるわけですから、そういう検証をする必要というか、ないような気がするのですよ。この行

政改革の、この質問をしたときに、私はこういう反対をしたのに、議会としては通ってしまったと

言うことは、たくさんありますよね。案件、案件で。  

 ですから、そこで誰が反対して、誰が賛成したかというのではなくて、議会として、結果として、

議決したのか、反対してそれを否決したのかの、それしかないですよね。だから、それ以上踏み込

んで、そういう反対の意見もあったよとか、そういう検証をする必要はないのではないのかなと。 

○委員長（及川 保君） 鈴木委員、そういう意味ではないのですよ。 

○委員（鈴木宏征君） さっきの話しの中での後半は、そういうふうにとれますよ。僕はそういう

ふうに取れたのです。  

○委員長（及川 保君） そうなの、それは絶対この特別委員会では・・・。 

○委員（鈴木宏征君） 僕は最後のほうの言葉の、議論の中に、最初の 318 億円はおいて置いてで

すよ。あとのほうの意見の中には、そういうところまできちんと検証しなければ全く議会として、

それに対してどうだったかなかというところまで検証できないのではないかという踏み込んだお
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話だったので、そういうことではないのではないかなという話しを、僕は、そこで誰が反対したの

ではなくて、議会として、それが結果として可決したのか否決したのかいう、そこでしかないのか

なと思ったものですから、それでもういいのではないかなと。  

○委員長（及川 保君） 確認しますけれども・・・。 

はい、13 番、斎藤征信委員。今の意見に対してですか。どうですか、反対したのに通ってと、そ

ういうことではないですよね。 

○委員（斎藤征信君） 全然違うのですよ。 

○委員長（及川 保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ずっと今までお話を伺っていて、ここの中に、今後白老町議会として、こ

の財政の厳しいことを両輪として歩んできた議会も賛成をしてきたわけですよ。通って来たという

ことは賛成をした訳ですから。そのことについての責任というのはみんな感じていると思うのです。 

 だから、その要因が何であったのかということを、ある程度具体的に出して、一番大事なことは、

さっき鈴木委員がおっしゃった、今後「議会としてこういうことを繰り返さないためにどうするの

か」って、先ほどから言っているように、時間的な問題もあります。そういった意味では、一つ一

つ、こういったときにはどういう意見が出たのか、もちろん検証できたら、それは最高に良いので

すけれども、それは検証できないと。大まかな基本的な部分での理由をここに掲げたわけですよね。

決して議会が責任がないとか、ずっとさかのぼっていけば、318 億円を実施してきた事業の責任者

である人はどういう考えであったのかということまで追求していかなければいけなくなると思う

のです。 

 そのときに、もちろん賛成した私たちも責任を感じて、原因を全部追求していったわけですから、

そのときに、そういう自分の背丈以上のものをしていったことの考え方は、どういうことであった

のかということには、なってくるのではないかと思うのです。議会として、一つは、それまでやっ

ていくのかどうなのかということだと思うのです。 

 それはそれとして、今まで私たちが一番反省すべき点は、議会は一般会計を中心にやってきたと

いうことだと思うのです。やっぱり、特別会計・企業会計の質問がほとんどなかったということは、

今考えて、連結決算になって初めて、そうだったのだという反省は、すごくみんなあると思うので

す。でも、今までの一般会計の、経常収支比率の議論くらいしかされて来ていなかった。もちろん

個別にやってきた方はいらっしゃいます。だけど、そういうものの積み重ねだったと思うのです。 

 ですから、もちろんこの骨子の基本的な要因を明確にしないと、次の段階に入れないということ

で、今これをやっているわけですから、これに足りないものをある程度、一つ一つ、議論としてや

ってきたことはどうだったのかということをやっても、最終的には賛成してきたからこうなったの

だと思うのです。それだけはみんなが自覚して、これからどうするかということを進めるべきでは

ないかというふうに、時間的なことを考えるとそのような気がするのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 確かにそうなのですね、時間的制約が非常に、今回は厳しい中でやって

いるものですから、時間を取ってしまうと後ろのほうが、議会を含めてこれからの町づくり、議会

がどうあるべきかのそこの部分が非常におろそかになる状況が考えられるのですね。 
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今、いろんな意見が出されました。検証の部分は、この小委員会がまとめた部分にさらに今日、

皆さんがいろんな意見を出されました。この部分で進めて、まとめてよろしいかどうかですね。今、

斎藤委員の意見もございましたけれども、この中身まで踏み込んでいくとなると、非常に時間的制

約が問題になってしまうという状況がございます。しかし、やっておかなければいけないという思

いもあるのですけれどもね。いかがでしょうか。 

はい、14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今も、吉田委員から出ましたけれども、これ実際は悪化の要因ですけれど

も、３だとか４だとか、５、６、７、８、９と、これ確かに議会はそういう形で参画してきたのだ

けれども、なぜこういうふうな考え方でやられたのかというのは、結果としては議事録を精査して

もわからないのですよね。だから、言われたように、どこまでやるのかということになるのです。

もちろん、あとのこともあります。ただ、このことをきちんとしておかないと、あとのことは多分

今までの３回の財政改革と同じくなるのではないかと、私はそれをすごく心配しているのですよ。 

 それだったら、議論はしたけれども、また同じく改革が出たけれども、また出来なかったとなっ

たら、これは待ったなしですからね。そうなってしまうのですよ。 

 なぜ、工業団地の問題を含めて、入れなかったのかというのはわからないのさ。我々だって。固

定資産税と法人事業税があるとしたら、その分だけでも特別会計に入れなければだめなわけでしょ。

本来からいったらそうだと思うのだけれども、なぜそうなったのかというのはわからないのです。

少なくても僕は。 

 だから、例えば 318 億円、もちろん言われるとおり、我々が要求してつくってもらったものがた

くさんあるわけですから当然ですよ。だけど、なぜこれだけになるということ、いろいろ質問をし

ていながらも、しかし、どうしてこうなったのかということはわからないのだ。だから、それがわ

かるような仕組みが取れるものであれば必要ないのかということは、私は感じています。これ以上、

この議論をしてのしようがないと思うのだけれども、なぜそうなったのかということがわからない

中で、こういう結論しか出ない。だから良くわからなくなってしまうのだけれども。どうしてこん

なふうになったのかという、考え方がわからないものだから。それを聞くということができるのか

できないのかということはあるけれども、そういうことしかないのかどうかですね。そこだけは、

私はこういう公の場で、一応言っておきたいと思います。それは参考人になるのか、何になるのか

分かりませんけれども、来ていただいて聞くとかということを含めてね。そういうことが必要ない

のであれば、それはそれで構いませんけれども、なぜこうなったのかということについては、そこ

の部分まではやはり行けないなという気がします。 

○委員長（及川 保君） これに関連していますか。３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 議会も一緒に賛成してきて、こういう形になったわけです。これは真

摯に受け止めて、反省すべきことは反省すべきだと思うのですけれども、今、大渕委員さんが言わ

れたことにおいてなのですけれども、この 318 億円の事業、なぜなされてきたのか、あるいは会計

のやり方ですね。これに関して、仮にもとの理事者等を参考人として特別委員会に呼んで、それを

答えていただくというようなことまで必要かどうかということに関しては、私は疑問に思います。 
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 もし、そこまでやったとしても、今日午前中の副町長のお話の中で、これからの総務省の考え方

が、どういうふうに展開して変わっていくのかわからないわけですよね。その中で、議会のほうだ

けが先走って、これは白だった。これは黒だったというようなことを決め付けて、どんどんやって

いけることと言うことに関しては、ちょっと疑問に思うし、まず、タイムスケジュール的に考えて

も、これは全然ないわけですよ。もう少しで解散になるわけですから。その辺を考えると、今回の

この辺のまとめ程度にしておくべきであって、私はそんなに踏み込むべきではないというふうに考

えます。個人的な意見として述べさせていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 実は、今、山本副委員長のほうからもお話がありましたけれども、確か

に時間的に制約はあるわけですね。ただ、今までこういう、私たちも承認して進めてきた事業がい

っぱいあるわけですよね。しかしながら、このまとめの中でもありますように、なぜ、財政が厳し

いという中においてもこれだけに事業を進めてきたのかということが、町民のためとはいえ、本当

のところがなかなかつかめないのが、はっきりしているのですよ。 

 「なぜなのだ」ということは、皆さん疑問をもっている部分なのですよね。本当に時間がないと

いうのは全くそのとおりなのですけれどもね。多分、皆さんもそういう思いでおられるのだろうと

思います。最後の、14 日というタイムリミットがきちんと決められている中での状況ですから、先

ほど大渕委員のほうからも、出された部分ですけれども、皆さんのご意見を伺って、それぞれの皆

さんの意見を伺っておきたいなというふうに、その上においてどうするかということを考えたいと

思います。 

はい、４番、鈴木宏征委員。  

○委員（鈴木宏征君） 先ほど、そういうことをしなければ、大渕委員のほうからも、今後また同

じような状況になってしまうのではないかというお話もあったのですが、今、ここでまとめられま

した２ページ目の財政悪化の要因についてという部分の５番目から６番目辺りですよね。ここら辺

は、今後議会としても、きちんとチェックできるところだと思うのですよ。ですから、今後議論を

する時に、こういうところを深めて、きちんと念頭に入れて、議論を深めていけば、かなり今後と

違う展開というのですか、部分というのは出てこられると思いますので、私は、今回はこの程度で

まとめてよいのではというふうに思いますけれども。  

 今後も、全く今までと変わらないということはないと、私は思いますので、今までのことは今ま

でのこととして、やはり今後どうするのかということのほうが大事なことですし、ここまで、今後

の要因などについてもまとめたわけですから、このことを踏まえて今後取り組んでいければ、かな

り違った形になるかなと私は思いますので。取りまとめしたこの部分で、私は良いと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 先ほどの、どうしてもわからないということで、ぜひお聞きしたいとい

うお話があったのですけれども、この件については、皆さんの意見はどうでしょう。 

はい、14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言ったのは、そこまできちんとしないと、今の問題というのはそれく

らい大きな問題だし、我々が取り組むということはそういうことだという意味です。やらなければ

いけないとか、やるべきだと言っているのではなくて、もしこの問題の原因を本当に追求して、本
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当にきちんとしてやるということであれば、そこまで我々が考えていなければだめですよという意

味なのですよ。そういうことがよいとか悪いとかではなくて、我々町民に責任を追うということは、

そこまでやらなければならない中身だと、私は思うから問題提起をしたのです。  

 ですから、それが何も適切でなければ、それは何もやる必要はないわけですよ。ただ、このこと

を本当に究明しようと思ったら、今の２人の方はある意味で、良いのではないかというふうにおっ

しゃっているわけですから、それは皆さんがそういうことであれば構わないのですよ。だから、こ

れは一長一夕にして起こったことではなくて、長い経過の中でこういうふうになっているわけです

から、ですから、それを我々がどういうふうに対処していくかというときに、このあとがないのな

らいいのだけれども、このあとやらなければならないことがあるわけです。  

 今までよりもっと大きなことを、議会としてもやらなければだめなのですよ。だから、私は、原

因はきちんと深くわかるところまでわかったほうがいいという意味で、そういう手立てもあるので

はないかと言っただけの話ですから。  

○委員長（及川 保君） はい、６番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） この財政問題に関して、今後私たちが議会として、町民の中に入ってい

く、町民懇談会などもありますよね。そのときに、町民の皆さんから質問されてはっきり答えるこ

とができるのかどうかというのが、私は非常に懸念されるのです。そういう部分においては、延べ

71 名の方が、今まで財政問題について質問して、当時の理事者の方がいろいろお答えになっている

と思うのですけれども、それを今更掘り下げて精査するということはできないのです。ただ、やっ

ぱりどういう目的で、どういう考えで事業をずっとやって来られたのか、それを私たちに説明して

いただかないと。今後においては、私たち町民の皆さんに責任を持てないと思うのです。  

 そういう意味において、私はやっぱりそういうことも必要かなと考えていますけれども。  

○委員長（及川 保君） この件について、皆さんの意見を聞きたいと思います。いかがでしょう

か。特に、意見がないようですけれども。その他、意見ありませんか。 

非常に大きな 318 億円という事業を推進した、議会としても非常に厳しい財政の中で、大丈夫か

ということでやってきたにも関わらず、進めてきたという。なぜだという疑問がどうしても残って

しまうのは間違いないのですね。この辺のことをきちんとつかまえておかないと、やはり議会とし

ても、これからどれだけチェックができるか問題なのですけれども、課題になってくると思うので

すけれども、この辺のことをしっかりおさえておかないとまずいというのが、大渕委員の考えだっ

たと思います。また繰り返すぞということが中に入っていると思うのです。 

皆さんの意見は、ないようですね。よろしいですか。今日の小委員会のまとめに、きちんとまた、

今日の意見を踏まえて、特別委員会の検証としてよろしいですか。 

はい、７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） このようなことを聞いたらおかしいのでしょうか。議長はどのようにお考

えなのでしょうか。議長の意見を聞いてみたいと思います。  

○委員長（及川 保君） 意見を聞きたいとはどういう意味ですか、今日のまとめの、小委員会の

ですか。特に何かありますか、議長。 
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はい、20 番、堀部登志雄議長、何か思いがありましたら。  

○議長（堀部登志雄君） 皆さんで、小委員会で前回の特別委員会でいろいろ意見が出た部分に対

するまとめとして、小委員会で一つのたたき台という形で、こういう具合にまとめたということで、

今日その報告が小委員長のほうからなされて、いろいろと皆さんからこの財政に対する経過、ある

いは財政悪化の要因、それと議会としての悪化に対する議会の対応についてということ、３点で詳

細に出されました。 

 これをもとに皆さん、いろいろ意見を出されましたので、さらにこれに肉付けをしていただいて、

そしてまた再度かけてもらうというような形で取りまとめて進めていったら良いのではないかな

という具合に思います。  

 先ほど小委員長のほうからも、途中でありましたけれども、あくまでもこれ、小委員会として、

全体でこうやってまとまりづらいもので、小委員会としてこういう形で出したよと。それに対する

皆さんの意見を聞いて、皆さんいろいろ出たわけですから、それを小委員会でさらに肉付けしてい

ただいて、それで、再度、また皆さんに確認して、議会としての、特別委員会としてのまとめにし

ていったほうが良いのではないかとそういう具合に思います。個々の意見についてどうのこうのと

いうのは、皆さんが言われていることはもっともなことで、これについてどうのこうはないですけ

れども、そういう形で進められたらいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。よろしいですか。  

 本日の委員会は、この程度にとどめたいと思います。  

次回は８月 24 日本会議終了後、また開催いたしますのでよろしくお願いしたいと思います。  

本日はご苦労様でした。  

 

（午前１１時５７分）  


