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平成１９年度 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２２日（水曜日） 

   午後 １時１７分 開会 

   午後 ３時１９分 閉会 

  

○調査事項 

 特別委員会における調査項目について 

 

○出席委員（７名） 

小委員長  加 藤 正 恭 君     小副委員長  吉 田 和 子 君 

委  員  及 川   保 君            山 本 浩 平 君 

       鈴 木 宏 征 君            近 藤   守 君 

       大 渕 紀 夫 君 

  

○欠席委員（０名）  

  

○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主     幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣言 

○小委員長（加藤正恭君） これより、財政健全化調査検討小委員会を開会いたします。 

非常に暑い中、お集まりいただきましてありがとうございました。過日 17 日の金曜日、特別

委員会で、小委員会で出した報告書に基づいて、特別委員会を開催していろいろと検討してい

ただいたわけでございますが、大体認められたのではないのかなという感じを受けております。

ただ、参考人招致とかいうような話しも一部の議員さんから出ておりましたけれども、それま

でやっていると非常に時間のかかる問題もあるし、先へ進まなければならないというものがあ

りますが、この間の特別委員会での小委員会報告について、何かご意見があればここで今伺っ

ておきたいと思うし、それで良ければ先へ進みたいと思いますが、いかがでございましょうか。

何かご意見あったらどうぞ。 

鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 前回 17 日の委員会の中で、このことについて各委員さんからいろい

ろご意見いただいて、一応字句の訂正ですとか、文書の中身を精査もう一回して、もう一度小

委員会で中身を審査して、最終的にはまた特別委員会でこれを承認していただく、こういう流

れに前回なったのかと思っていたのですが、前回の特別委員会の意見に踏まえてそれを直した

ものというのはできていないのでしょうか。 

○小委員長（加藤正恭君） 文書的に直すという話しはあったでしょうか。小委員会で大分追

加して訂正して、順番は特別関係無いですということで、ご理解を得たと思うのだけど･･･。 

今、森主幹の方からもう一度精査したいという数値があるのですが、それは連結実質赤字比

率61億 3,000 分のマイナス25億 5,300万というのが分子の 25億 1,300 万らしいというのです

よ。先ほど、ちょっと言われたのですけど、これをもう一回精査してもらうと、この次の委員

会で訂正、もしそれが間違っていたら訂正させてもらうということと、次のページの 12 年間で

約 318 億円の事業と。これの内、308 億円ではないかと、財政の方から来たのか、そういう話

しがあったそうです。それで、もう一度きちっとした数字を約とは書いていますけども、約は

四捨五入の方の約で、318 億の 10 が狂っていたのでは約にはなりませんので、これもう一度訂

正させてもらいたいと。この次の特別委員会まで、精査させてくるということが来ています。 

それで、小委員会での報告書の文書では、特別直さなければならないというのは無かったよ

うな気がするのだけど、各委員さんいかがでございますか。ありましたか。ただ、先ほど挨拶

の中ではちょっと言ったように、参考人招致の云々の話しもありましたけれども、それは大渕

委員が言ったことなのだけど、別に皆さんがそんなことまでする必要が無いと言えばそれに従

うと、こういうようなご発言だったのものですから、時間的な問題もあるので参考人招致まで

やらなければならいのかと、こういう問題もあります。 

そのあたり、皆さんざっくばらんな意見伺いたいと思うのですが。 

鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） ２の財政の悪化の要因についての３番目なのですが、日米構造協議に



 3 

よりのその文書が、ここが変更した方が良いのではかいかという話しが出たような気がするの

ですが･･･。その白老町の財政規模に似合った運営ができなかったという所がありますよね。こ

この所がこういう文書ではなくて、どこだったか･･･。 

○小委員長（加藤正恭君） それは、順番の問題だったのですよ。いろいろ意見は出ていたけ

ど、文書を直すとか何とかという所まで行かなかったような、不十分ではあるけれども、もう

少し説明足りない部分あるかもしれないけれども、まあまあという感じだったと思うのだけれ

ど、どうでした。 

及川委員、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 以前からこれは出ているのですよ。例えば、広報のげんきに載ってい

る部分で１、２、３、４とあるのだけど、１、２に来ている国の施策が原因だよと、こういう

ことで広報では周知しているのだけど、現実それは当然あるのだけども、順番的にいったらそ

うではないだろうと。やっぱり今までやってきたまちづくりの施策の中での大きな赤字がどん

どん増えてきたのだろうと。それが最初に持っていくべきではないのかという意見はくすぶっ

てはいるのですよね、皆さんの意見の中から。 

○小委員長（加藤正恭君） だから、１、２、３が大事ではないのだと。４番以下はそれ以下

なのだよと、こういう意味で番号付けているのではないのだと。全部が大事なのだということ。

質問者もそうですかということで、納得したものだから･･･。 

鈴木委員、どうですか。大体わかったようですか。そういうことで、１が大事で、７番がそ

うではないのだということではなくて、全部が大事なのだけど、そのうちの要因の１つである

ということで、順序からいけばこういうような順序が良いのかなと思って書いてみたのですけ

れども･･･。 

○委員（及川 保君） そういう意見が出ているという状況になると、この辺のこともきちん

とやっておいた方が良いのでは。順番どうのこうのではないとは言いながらも、その辺がどう

か。 

○小委員長（加藤正恭君） 大きな２として、財政の悪化の要因についてということで、１か

ら９を書いたということで、順序がどうのこうのというこというのを文書的に入れるというの

は、ちょっとおかしいのではないかなと思うのですよ。どうですか。１が一番大事で、９が一

番大事ではないのだという、こういうようなことも追加して書いたらどうだと、こういうよう

なことだと思うのだけれども･･･。１から９までがより力を入れる必要があっただろうと。どっ

ちかと言ったら、１、２、３は経過的な所がありますよね。そして、４からは具体的な･･･。１

から３は今までの対外的な国的なそういう要素があったと。これ分けますか。例えば、財政の

要因の悪化についてと。１、２、３を一つの括りにして、それから具体的な要因としては、こ

ういうようなことにするか、それともこのままで良いか、より説明するとすれば。外的要因と

言ったらちょっと変だけども。 

○委員（及川 保君） やりながら、こういう状況に乗っかってきているわけ。それを分けて

しまうと、また何か。 
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○小委員長（加藤正恭君） 主旨からいくと、そういう意味ではなくて、趣旨からいくと１、

２、３というのは、環境的にはそういう状況にあったと。だけども、それに対してうのみにし

たという意味ではないけれども、そういう環境にあったということの説明を１、２、３でした

つもりなのです。４からは、しからば具体的にと白老町の財政の悪化の要因はと、こういうよ

うな分け方をした方がよりわかりやすいのかなということなのです。 

○委員（及川 保君） ９つあるものだから今、小委員長が言われたように、この要因という

部分については、外的部分もここに、内的も含んでいるのですよね。さらに今、一括で財政の

悪化の要因で９項目まで並べられているのだけども、その辺の区分けはきちっとして、９つと

いうのはいかにも幅広く要因として挙げているのですよね。その辺がちょっとわかりにくい、

ぼやっとしてしまう可能性は確かにあると思うので、外的、内的は別としても、何らかの分け

方をした方がいいのかなというふうには、私は感じるのですが、いかがでしょうか。 

○小委員長（加藤正恭君） ということなのだけど、どうですか。 

近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私は、このままで良いのかなという気はしているのです。これを分け

てしまうと、国の施策の方はないがしろにされて、要するに町自体の悪い所がつつかれるよう

な気がしてならないのですよね。やはりこのままでいってやるべきだと、これが国の施策が７

年も８年も 10 年も前から進んでいるのであればそれは良いのですけど、そうではないですから、

近年ばっと出た問題ですから、やはりこれはかなり一番大きな要因だなと、私は思います。 

○小委員長（加藤正恭君） 財政悪化の要因ということで、全部くくってしまって良いという

ことですね。他にいかがですか。そういう案が出ていますが。 

及川委員、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 委員の方から、外的な所が近年の話しだと、こういうお発言だったの

ですけど、現実には三位一体というのは、地方分権一括法というのが制定されましたよね。こ

れは、かなり以前からの状況なのですよね。例えば、公共事業の部分で一つ言えば、下水道事

業についても、経済考慮しての政府の、国の施策で来ているわけですよ。近年に限って、この

状況になったというわけではないわけですよね。その辺をきちっと把握していないとまずいの

かなと、私は感じるのです。 

○小委員長（加藤正恭君） 及川委員、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 私は、先ほど分けた方が良いのではないかという話しであって、特に

こだわってはいません。 

○小委員長（加藤正恭君） ということなのですが、良いですか。 

鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） このままで良いのではないかと。 

○小委員長（加藤正恭君） 吉田小副委員長。 

○小副委員長（吉田和子君） このまとめは、何らかの形で報告されているのかわからないで

すけど、一応まとめたのは、この次の議論に入るための原因をどういうものとはっきり明確に
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しておかないと、これから議論していく度に、元に原因が戻ってしまうのならまずいのではな

いかということで、こういう要因をまとめて、ここから再度どうするのかという意見に進めて

いくためのものですので、この要因が分かれたからじゃあ変ってくるということでは、私はな

いと思いますので、要因としては、外的な要因を含めて、外的な要因であっても、健全育成や

っている所もあるわけですから、そういったことからいくと、白老町はそのことをきちっと見

極められなかったという部分もあると思いますので、これは全部一緒で私は良いような気はし

ますけど。 

○小委員長（加藤正恭君） ということですので、そういうことで、これを基本的に頭に入れ

ながら、今後のことを考えると、そういう意味での提案だということでよろしいですね。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ３番目の財政悪化に対する議会の対応。これは、これで良いかどうか

というのは、きちっとしておいた方が僕は良いと思います。それはどうしてかというと、この

後我々が外へ出て説明するときに、このことをはっきりしておかないと、大変だと思うのです。 

ですから、ここの部分だけは財政悪化に対する議会の対応は、これが良いというのなら良い

のですけども、ここはもっと議論しておく必要はないのかどうか。時間かけてやるという意味

ではないです。これで、本当に町民の皆さんのそういうのに答えられるかどうかというあたり

は、私はちょっと心配なのですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） この間、特別委員会でも、どなたかそういう話ししていましたけ

れども、しからば具体的にもう少しよりわかりやすくということになると、どういうような文

書。文書化するということが前提なものだから、やはりそのための文書を追加するかどうか。

私としては何も文書的なものは考えておりませんけれども、大渕委員、そういうことを言うと、

具体的にはどういうふうなものをより深く説明するためや、この部分が足りないという部分が

あったら提示していただけませんか。 

○委員（大渕紀夫君） 具体的な問題がこれだけで良いかどうかということが一つあります、

前段の。 

それから、この文書全体に貫かれているのは、議会がやったのではなくて、例えばこういう

言葉になっています。議員各自が危機感を持っていたことが伺えるとなっていますよね。それ

と、検証が不十分でなかったかという反省だと、反省が１も２も反省になっているのですよ。 

こういう表現で果たして良いかどうかという話しなのです、僕が言っているのは。例えば、

伺えるということになると、一部の人が考えていたというような感じに捉えられるでしょう。

だから、僕は 100%ではないけど、議会は結構やっていたのではないかと、僕は思っているのだ

けど。そこをもうちょっと打ち出した方が良いのではないでしょうか。これだったら、議会あ

まりやっていないで、反省ばかりしていると。やっぱり議会何にもやっていなかったのだとな

らないか。皆さんの認識がならないのだったら良いですよ。 

○小委員長（加藤正恭君） そういうふうにとるかもしれないけれども、僕が考えたのは、そ

れだけ一生懸命やっていたのだよと。だから、危機感持ってやったことなのだと。具体的にま
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だ、その他にいっぱい財政問題ではなくて、いろんな場面で財政の問題を議論したというのは、

71 の中に入っていないものもあるのだけどもということで、追加した部分でもあるのですよね。 

○委員（大渕紀夫君） そうしたら、具体的に言いますか。私がという意味ではなくて、例え

ば町は議会の質問に対して大丈夫だと答えたと。だから、こうなったのでしょう。それは、検

証は不十分、どうしてそのこともっとやらなかったのだと言われたら、それはそうなのだけど、

僕は町が事実だと答えているのだから、大丈夫だと思うものやるわけがないのだから・・・。 

だから、そういうことを入れて、議会はちゃんとやったけど、町は大丈夫だと言ったのだと

いうふうに書くのと、反省している、反省していると書くのと全然違うような気がするのだけ

ど、違いますか。 

○小委員長（加藤正恭君） そういう文書を強く書くか弱く書くかということなのだけど、答

弁どおり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いうのが反省だと、こ

ういうふうに書いたつもりなのだけど･･･。 

○委員（大渕紀夫君） だから、僕はそういうことを議会としてちゃんと聞いたけど、町は大

丈夫だと言ったと。だから、大丈夫だからその後、検証は確かに不十分かもしれないけど、質

問だってしなくなるでしょう、大丈夫だと言ったのだから。そういう理屈になりませんか。 

だから、当然町が大丈夫だと言うから、みんな質問しなくなるでしょう。 

○小委員長（加藤正恭君） しなくなったので反省していると、こういうふうに･･･。 

○委員（大渕紀夫君） それだったら議会が主体ではなくて、町が主体的なようになるでしょ

う。私が言っているのは、議会が主体的に論戦をリードした部分だってあるのだから、実際に。 

理事者側だって答えているのだから。そういうことを、やっぱり議会としてはこう言ったけ

ど、町はこう言ったって、それはどう書くかは別にしても、町は大丈夫だと言ったからその後

やっぱりやらないと思う、これで大変だ大変だと言ったら･･･。財政健全化計画を町が作ってい

ながら、大丈夫だという話しではないのだよ。 

だから、そういうことを書かないと、議会が果たした役割というのはわからなのではないか

と、私は思うのですよ。こういうふうに読むと、反省だけ議会がしていて、やっぱり議会も同

罪かとしかならないのではないかなと思うのですよ、町民の中に出たときにはですよ。 

ですから、議会はちゃんと役割を果たしていましたと。しかし、それが 100％十分だったか

というとそうではなかったかもしれない。それはそうかもしれない、それはそうかもしれない

けど。少なくとも、そこまでの役割を議会として果たしたと思うのです。皆さん言っているよ

うに 71 回ではなく、もっともっと取り上げているわけだから。そういうことは自信持って議員

が町民に話しができなかったら駄目ではないか。 

○小委員長（加藤正恭君） 表現の仕方だと僕は思うのだけど、大渕委員言っているように、

その他政策別で多くの議員が関連質問しているというとう文書でそういうものも含まれている

のですよ。ただ、これではちょっと弱いよという意味なのか、もう少し・・・。 

○委員（大渕紀夫君） 議会がちゃんとやったということを、もっと打ち出すべきだというこ

とを言っているわけです、僕が言っているのは、強く。 
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○小委員長（加藤正恭君） やったのだけども、結果的にこうなったのだと。 

○委員（大渕紀夫君） 町は大丈夫だと言ったのだから・・・。 

○委員（及川 保君） 繰り返しているでしょう。そのとおりなのですよ。大丈夫だと言って

いるから、議会としてもそれ以上やらなければならないのだけど・・・。 

○小委員長（加藤正恭君） だから、それを書いているのだけど・・・。 

○委員（大渕紀夫君） だから、反省とばかり書いたら議会が反省ばかりしていて、役割果た

していないとならないかということ、町民に出たとき。ここにいる人はわかっているから良い

けど・・・。 

○小委員長（加藤正恭君） でも、反省しかないでしょう、結果論として。そのとおり追求弱

かったから、結果的にはこうなったのでしょう。 

○委員（大渕紀夫君） その時点では、町は大丈夫だと言っているのだから。大丈夫だと言う

ことに対して、大丈夫ではないのではと言えば、聞けと言えばその後ずっと聞いているのだけ

ど。だから、十分だったか不十分だったか、結果がこうだったからということになるのだけど、

しかし議会がどういう役割を果たしたかということがきちっとしていないと、やっぱり僕は議

会が何もやらなかったということと同じになってしまうということ。僕は議会が果たした役割

をもっと強く打ち出すべきだと。 

○小委員長（加藤正恭君） 吉田小副委員長、どうぞ。 

○小副委員長（吉田和子君） 私も、昨日と今日に渡って、あまり今まで言われることなかっ

たのですけど、かなり厳しく言われたのです。議会は何をやってきたのだと。 

質問もして、ちっと財政の一般会計が中心になったから、私たちも質問をして、きちっとそ

れはどうなのだということをやっているし、大丈夫だと言われたら私たちはそれ以上の所がな

かったのはもちろんあると言った。私は、ずっと思っているのですけど、この 12 年間で 318

億円の事業が実施されていると出したら、議会はそのまま全部うのみにしたのかということに、

私はなるような気がしたのです。 

だから、この中で補助がどのくらいの割合であったのか、そのときの事業がどういうものが

あったのかということ、ある程度きちっと出して、その 318 億の内訳もあるけど、説明できる

ように盛っていないと、それだけの事業を黙ってやらせたのだから、そんなのあたりまえでし

ょうと言われたら、じゃあそれが町民にどれだけ還元されてきたものなのかということも、き

ちっと検証しないと駄目なのかなと思っていたのですけど。 

それと、今日言われたことは、やっぱり私前に言ったこと言われたのです。やっぱり、挨拶

の中で、白老町の財政大丈夫だと挨拶していたのに、これは今回のこというのですよ、町長挨

拶していたのに、４年経たないうちに大変なのですと、今まちづくり懇談会あるという通知を

聞いたと。そういうことを言うのですよ。 

だから、今の町長がそれを全部やったような感覚を受け止めている人がいるのですよ、やっ

ぱり。私は、そうではないのだよと言った。一般会計でいくと判断としては甘かったのかもし

れないけど、一般会計としてはこうで、夕張のことがあって、こういうふうに全部一緒になっ
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たものを見ていくとなったから厳しくなった。でも、厳しくない所もあるわけだから、そうい

うものの見方は甘かったのだという話はしたのですけど、だからその辺のこと、ある程度数値

的なもの、ものの具体的なものである程度調べてでも良いから、出しておかないと、さっき大

渕委員言った 12 年の質問で経常収支比率はこれで大丈夫だと言ったら、大丈夫だと言ったと。

そのときの数値はこういったものになっていたとか、ちょっとそういう説明をできる具体的な

ものを出しておかないと、これはこの報告とは別でも良いと思うのです。318 億の事業はこう

いうことなのだと。これだけの補助と交付税はこれだけあったのだと。だけど、借金としては

これだけ残っているということを具体的に数値的に町民がわかりやすいようにしてあげる。自

分たちもそうですけど、町民だけではなくて。 

それから、もう一つは財政収支比率の中での議論というのは、ほかの人もやっているのです

よ、みんな。予算でも言っている人もいるし、それは全部取り上げるのは大変だから、中心的

な一番大変な数値が出たときのものの、数値の違いをきちんと出していて、議会ではきちっと

それは追求していますよと。それで、大丈夫だと言われれば議会としては、やっぱりそれ以上

のものというのは、国の制度を見て、そういうふうに言っているわけだから、そういう部分で

の甘さ。でも、もしか甘いと言われれば、甘かったのかもしれない。それ以上のことは言わな

かったということに一つの反省そして出すとか、そういうふうにしていかないと、なかなか検

証が甘かった、それだけで議員さんは良いのかと、何かなってしまうような気がするのですけ

ど。 

○小委員長（加藤正恭君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も実はそれを危惧しているのです。まちと同じ検証結果が今の状況

では、最後の方には議会の対応として言っているわけですけど、まちと結局同じことを言って

いるわけですよ、結果的には。これでは、議会としての責任というのはどんなことなのだと言

われたら、結局はまちと同じ状況なのだよと、そういう説明をするしかないのですよ、今の状

況では。今、吉田小副委員長が言われたように、そこ辺りをきちっと捉まえていないと、やっ

ぱり非常に町民に対する説明というのは厳しいかなというふうには、私は危惧しているのです

よね。私は、そういうふうに感じているのですけど。 

○小委員長（加藤正恭君） 近藤委員、どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 私は、今皆さんの話しを聞いていると、言い訳にしかすぎないように

気がしてならないのですよ。だけど、実際やったことは、結果はこうなっているのだから、私

はこの文面で十分通じると思うのですよ。あと、個人的に聞かれたときに、それなりに答えれ

ば良いだけだと私は思うのですけど。ただ、あまりそこまで言ってやってしまうと、本当に議

会に来てしまって、議会の方はどうなっているのかということに、それは確かに 100 回近く質

問はしているけれども、それに各議員はうのみにしたのかということになってしまうような気

がしてならないのですね。だから、あまり強くやると、こっちに跳ね返ってくるのではないの

かなという気がしてならないのですけれども。 

○小委員長（加藤正恭君） 吉田小副委員長、どうぞ。 
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○小副委員長（吉田和子君） 強くやるというのではなくて、具体的にきちっと説明できると

いうことが大事だと思っています。説明できなければ、責任は感じています。 

では、どういうことが責任を感じている所かと聞かれたら、賛成してきましたからと。それ

だけで許されることではないのですよ。 

私ちょっと一つ言い忘れましたけど、大渕委員が、私は一つそういうふうに出していくと必

ず行き当たると思うのですよ。ここなぜ良いと言ったのか、大丈夫と言ったのかということに

なると思うのです。参考人招致という話しありましたけれど、議会としてこの小委員会の、そ

れとこの原因をどうするかということはもちろん議論していく。その狭間の中で見えてこない

部分、はっきりしなかった部分、大丈夫だと言ったこことここのは、どうなのだろうかという

ことを参考人招致する。来ないかもしれない。来ないけど、来ないなら来ないなりにきちっと

項目として挙げて、これにだけでも答えてほしいというぐらいの、議会としての一つのやって

きたことで大丈夫だと言われて、でも私たちは本当に大丈夫かと言って疑って、反対するわけ

にはいかないわけです、予算でも何でも出されたときに。そういったものもあったわけですか

ら、議論が無くて賛成したなら良いのです。 

私たちは、もちろん全部責任があります。でも、議論をしてきて、ああ大丈夫なのなら数字

的に国が示されるものなのだというふうに言われたら、そうなのかなと引いた所はあったと。

それは、引いた所は反省点で、では大丈夫だと言ったことは何なのかということはお聞かせ願

いたいというふうに、そういうものが形として何かあっっても私は良いのかなと思うのですよ。

そうでないと、現町長ももちろん責任ありますよ、それを引き継いだわけですから、だけど現

町長の責任だけではないわけですから、そういう所が今日言われて初めて現町長に責任がある

と思っている方が結構いるのだと思ってしまったのですよ。もちろん引き継いでから町長は責

任無いなんて言っていませんし、そういう所は明確にしていかないといけない。では、全然責

任ないのということになってくると、やっぱり議会で議論をしてきたというものを踏まえると

いうことになると、ある程度明確なものが見えてこないと、私は言えないのではないかなとい

う気がするのですけど。 

○小委員長（加藤正恭君） 大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 現町政が大丈夫だと言ったのは、この原因を生んだ大丈夫だと言った

ものとは違うのですよね。そこを我々はっきり認識しなければならない。それは、現町長が大

丈夫だというのは、今の法制で新しくできた法制度がそうなったから問題になっただけの話し

で、そうでなかったら問題にならない。借金はどんなことをしてもずっと同じなのですよ、状

況が変ったわけではないのだから。 

だけど原因というのは、今回の現町長の原因というのは、国が地方の言うことを何も意見聞

かないで、これから聞くと言っているけど、作ったから町長は大丈夫だと言ったのです。根拠

があるのです。飴谷町長が言った根拠というのは、大丈夫だと言った根拠はちゃんとあったの

ですよ。一般会計は実際に大丈夫なのだからと。だけど、前回平成 14 年にその時言った大丈夫

だというのは違うのですよ、大丈夫だの中身が。だから、僕は言っているのです、しつこく。
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全然違うのです。なぜ違うかというと、そのときは経常収支比率が実際に書いているでしょう、

町の反省の中に。経常収支比率以外は良いと言った。馬鹿な反省するなと僕は言いたいです。 

そこがいかなかったから駄目なのだよ。他がいかなくて、そこがいくということがあるかど

うかわからないけど。そうしたら、こんなふうにならなかった。だから、大丈夫かと聞いたの

に、大丈夫だと言ったわけです、作っていながら。だから、現町長が言われた大丈夫だと言う

のと、前の人が言った大丈夫というのは全然違うのですよ。そこの所を僕は言っているわけで

す。だから、それを一緒に考えてしまったら、町民に説明するとき、とんでもないものになっ

てしまうでしょう。だから、やっぱりこの後の取り組みの中で、僕は提起しようと思っている

けど、そういうことをしないと駄目だなと、この反省が終わったらと思っています。だから、

面倒くさいことを言っているのではなく、そういうことをやっぱりわかるようにした方が良い

のではないかということです。 

○小委員長（加藤正恭君） 及川委員、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 今、議会がやっている検証含めて、今後についても議論するのだけど

も、議会が町民から跳ね返ってくるとか、そんな次元で意見するというのは、やっぱり納得い

かないのですよ。それこそ真剣にやらないと逆に、批判ではないですよ。議員としてそういう

部分できちっと判断しておかないと、町民からまともにこれを取り上げてやっていくと、逆に

議会がそういうふうになっていくよとか、そういう私はやってはいけないと思うのです。 

判断というのは、先ほど近藤委員おっしゃられたのですけど、議会に跳ね返ってくるような、

というような発言だったのですけど、そうではなくて、ここは真摯に受け止めて、議会として

の対応をしないと逆に誤った状況に陥るのではないかなというふうに私は危惧しているのです。

それともう１点。今、それぞれの委員さん、それぞれおっしゃっていますけども、私自身も議

会がこれだけやっていて、まちとして改革プログラムを作りながらの状況の中で、議会として

の非常に私も心配していたことがあるのですが、その時々に応じて大丈夫だということは皆さ

ん聞いているのですね。結果的にはそれ以上詰められなかったという議会の当然責任はあるわ

けですよね。きちっとしてもう少し詰めてやっていけば、この状況というのは把握できたはず

なのに、それができなかった。非常にこれは議会として、やれれば良かったという反省はある

のですけども、その大丈夫だよという根拠を、そのときの理事者が大丈夫だと言った根拠をや

っぱり知りたいのですよね。 

もう一つは、318 億というこれだけの赤字をどんどん作ってきたのですけども、結局はこう

いう状況になってしまったのですね。ここにも小委員長がまとめられた部分にあるのですけど

も、要するに町の財政に見合ったまちづくりを推進できなかったというのはやっぱり大きな要

因だと思うのです。身丈に合った部分をやってこなかったから、こういうふうになったわけで

ありまして、この辺何でそういうどんどん膨らむようなやり方を、まちが破綻するようなやり

方をやってしまったかという本当の所を知りたいのが、これは私今そういう思いで実はいるの

です。 

○小委員長（加藤正恭君） いろいろ伺うと、12 年のときのそういう質問に対して、経常比率
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が 92％ぐらいに行ったと。大丈夫かと、大丈夫だと言ったのだから、その原因は何かというこ

と、参考人を呼んでその当時の町長に聞かなければ駄目でしょう。そういうことになってしま

う、最終的には。そういう必要性がありますかということなのです、今。 

○委員（鈴木宏征君） そういうことだけではなくて、大丈夫だといったのは、やっぱりこう

いうことだから大丈夫だという説明をしていると思う。それが納得できたから質問をしている

人も、これなら大丈夫だなと理解して質問を終わっていると思うのです。 

ただ、大丈夫だ大丈夫だではなくて、そのときはこうだから大丈夫だというふうに考えてい

ますよと説明があって大丈夫だと言っているということだと思います。 

それであれば、その説明がどうであったかという、それは追求ですよね。だから、その説明

がそのとおりではなかったから、今があるのであって、ただ大丈夫だ大丈夫だと言ったのに、

その大丈夫だと言ったことを追求するというのは、そこの所は前の町長が答弁したと思うし、

答弁しなかったら、ただ大丈夫だと言っただけで、何で議員の人が納得してしまったかと逆に

思いますよ。やっぱりそれは、答弁した人が、こういうことだから大丈夫だということをちゃ

んと答弁して、そのことが理解できたからそこで追及が終わったのだと、僕は思うのですよ。 

前後がある、ただ大丈夫だではなくて、その大丈夫の理由をちゃんと説明して、それが納得

しなければ、質問した人もそれで納得しないと思うのですよ、ただ大丈夫だけでは。その質問

に答えた大丈夫だが、大丈夫ではなかったから今があるわけでしょう。だから、それが答えた

大丈夫だということを、ずっと追求してこなかったとか、検証してこなかったとか、そういう

所に問題があると思う。僕はそういうふうに思うので、僕はこういう書き方で、書き方がもう

少し厳しく良いということはわかりますけども、そのぐらいで書き方としては、僕は良いので

はないかと思うのですが。 

○小委員長（加藤正恭君） 山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 定例会とか多くの方が質問されて、確かに議会としては厳しい質問等

をされてきていたと思うのですね、経過の中で。 

しかし、最終的には議決してきのも議会な訳なのですよね。中には最初から最後まで大型公

共工事等に対しては反対ですという形で、表明されていた方はいらっしゃるとは思うのですけ

れども、議会全体としては議決をしてきているわけなのですよ。やはり、町民はそこを最終的

にはどうだったのというのを、やっぱり見ていると思うのですよね。 

私はこの前も申し上げたのですけれども、あまり追求することが果たしてどうなのかなとい

うふうに、やっぱり思うのです。私が理事者の立場であれば、これは聞いた人が答えになって

いないとか、いい訳だとかとかと言われるかもしれませんけども、夕張問題がクローズアップ

された後に、国の方針が大幅に転換された結果、企業会計、特別会計、病院会計等も全て含ま

れるような状態になってしまったと。まさかそれらが含まれると思わなかったので、何とか一

般会計さえきちんとやっていればこういような形になるとは思っていませんでしたぐらいの答

弁にしかならないのではないのかなと思うのですよね。 

もしそこを、前理事者を呼んで追求していたとしても、最終的にはそこまで議会として議員
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がよんでいたかということもあるのですよ。民間の会社で言えば、本社の良い部分だけ残して

おいて、赤字の方は小会社にどんどん飛ばしをやっていったわけですよね。これ、良いかどう

かという議論が、本当に真剣にそこでされていたのかどうかなのですよ。議会としても逆に言

えば、チェックされても仕方がないのかなと思うものですから、私は、この程度にしておくべ

きかなというふうに思います。 

さらに付け加えますと、今までの定例会の中でも、過去の反省をどうだったかという質問を

していると思うのですよ。それに対して、今の現町長ですけども、やはり過去に対しての反省

をやはりこういう所が甘かった、こういう所があったということも現にやはり説明をしている

わけですから、過去の人達を呼んでどうだったかという追求をしても、果たしてこれからの方

針を展開していく上で、必ずしもそれがプラスになるかどうかということは、ちょっとわから

ない所もありますね。個人的な意見としてですけれども。 

○小委員長（加藤正恭君） ちょっと休憩します。 

休憩 午後２時０４分 

  

再開 午後２時１８分 

○小委員長（加藤正恭君） 引き続いて、小委員会を再開をいたします。 

この文書について、一通り皆さんの意見がありました。おそらく根底に町民にどのように説

明をするのかという所も一方あろうと思います。おそらく発言している皆さんは、近々開催さ

れるまちづくり懇談会、もう回覧板で回っていますが、それを意識しておられるのだろうと思

うのですが、この間の実は議運で、一定の方向が出ています。議運でない方もおられますから、

たまたまここに議運の委員長もおられるので、議運の委員長からまち懇の持ち方、それから議

員の参加等について、この間一応決まったことをお話しいただいて、それを元にしてまたこの

小委員会報告等についてご議論願いたいと思います。ちょっと、お願いします。 

○委員（大渕紀夫君） 結論だけ言います。まちづくり懇談会については、今まで我々議員は

全部出ています。それで、結論で言えば、今までと全く違わないまちづくり懇談会ですから、

議会は出席すると。席については、いろいろご議論があったのですけれども、町側ではなくて

今までと同じような形で。白老は違ったと聞いたのだけど、萩野とか竹浦は町側がいて、こう

いうふうに議会がいるのですね。そして、ここに町民の皆さんがいらっしゃると、こういう形

で、我々が説明するような立場で座ったりはしないということです。それから、３つ目に多分

まちづくり懇談会ですから、意見が出るかもしれません、財政に対する。その時は議長がまと

めて全て答えると。個々点々ばらばらに答えるようなことはしないと、議長が答えると、こう

いうことです。同時に委員の中から出た仕切りをきちっとしていただくということでは、それ

は当然町連合にきちっとしていただくと。だからと言って議会がどうだったと聞いたときに、

そういうのは今回関係ありませんというわけにはいかないわけでしょう、町連合は。ですから、

それは適切な形で出してもらって、議長が責任を持って答えると、こういうような結論でござ

います。ですから、３日間については、議員の皆さん方が出席をされるのは構わないと。 
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○小委員長（加藤正恭君） 自由参加ですね。ということです。 

近藤委員、どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 萩野地区の関係で議会に対して質問が無ければ、もう何も議長も答え

る必要は無いと。わかりました。 

○委員（大渕紀夫君） 質問が出た場合については議長が答えるということです。 

○小委員長（加藤正恭君） 議長は小委員会でまとめた、おそらく質問は、何でこうなったの

だというのは主に出てくると、今皆さんが心配しておられるころが中心になるだろうと。その

ときには、小委員会でまとめたこれに基づいて大体ご説明するだろうと、こういうようなこと

になっているようでございます。それ以上のことは、今の所は言えないということですから、

その辺りでまち懇のことについては、ご理解いただきましたね。そういうことで行なわれます。 

さて、どうしましょう。 

山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 先ほどのある程度徹底的に洗い直し、参考人まで呼んだ方が良いとい

う意見と、そこまでする必要がないという意見が丁度３、３ぐらいに分かれているような気が

するのですよ。フリートーキングにしてその点についてディスカッションしたらいかがでしょ

うか。分かれていると思うのです、今。 

○小委員長（加藤正恭君） 議事録を止めて、休憩しましょう。 

休憩 午後２時２３分 

  

再開 午後２時３２分 

○小委員長（加藤正恭君） それでは、休憩を閉じて、委員会を再開しますが、24 日に特別委

員会がまた行なわれます。そのときのテーマをまず今後ここで考えていただきたいと思うので

すが、反省は反省として、これは終えたことにして、先に進みたいと思います。それで、具体

的に町の方から出ている骨子ですね。これについて入りたいと思うのですが、いかがでござい

ましょう。 

日時的な問題がありますので、最後の方のページ、文書でいくと５ページ、再建団体転落回

避の対策額の大枠とこういう所に入りたいと思うのですが、どうでしょうか。その前の方は、

ずっとした経過を説明しているし、反省点などもありますが、これをこの次の特別委員会に持

って行って検討してもらうと、こういうふうに進めたいのですが、いかかでございましょう。

進め方についてですね。ご意見が無いようなのですけど、どうですか。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） よろしいですか。この３の再建団体転落回避の対策額の大枠とい

う項目に入って良いですか。まずいですか。良いですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） それでは、そういうふうに進めていきたいと思います。 

これは、19 年度から 28 年度までの 10 年間ということでのあれを載せておりますが、２番目
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の平成 20 年度決算時までの対策額と。これが今、目の前に来ている問題だろうと思うのですね。

この間もいろいろ議論しましたけれども、出ていましたけれども、連結実質赤字比率が果たし

て 25％となるのか，30％になるのかというのは、12 月中まで待たなければわからないと、こう

いう状態で議論しているわけです。 

それからもう一つは、この間も出ていましたけれども、土地の会計が連結中になるのか、そ

れから病院がちらっと聞くと、そこから抜けるのではないかという話がありますけれども、こ

の計画はあくまでも全部入ったものとして考えられております。数値も 25％以内に死守すると

いう言葉も入っておりますが、これらでいけば 20 年度の決算では合計では 26 億 7,600 万円不

足しますよと。これが解決できなければ、25％以上になって再建団体に入ると。再生団体に転

落すると、こういうことでの数値なわけです。次に、対策項目の柱として１から５まで、こう

いうのを載せております。どうでしょう。進め方として一つずつやりますか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） この骨子なのですけども、今回のまち懇での説明ですよね。 

○小委員長（加藤正恭君） そうです、それを説明するはずです。 

○委員（及川 保君） これに対して、議会が何をされようとされますか。 

○小委員長（加藤正恭君） 議会は議会で、この計画に対してどうだろうということで特別委

員会を設けているのですけど。総務文教常任委員会でも･･･。 

○委員（及川 保君） すでに町民に説明されてしまいますよね。 

○小委員長（加藤正恭君） 我々にも説明されていますから。 

○委員（及川 保君） これを議会が特別委員会で全体の説明を受けた中で、それをやるとい

うことになっているのですよね。どういうふうに進めたら良いのですか。 

○小委員長（加藤正恭君） 一番最後に平成 20 年度までの対策額として、具体的な数値がこ

こに一応出ているのですよ、26 億 7,600 万円。これを実行しようという計画なわけですよ。そ

れが実現をしなければ、再生団体へ転落しますよと、厳しい見方をしているわけですよ。それ

で、特別委員会を作っているわけなのだけど。 

吉田小副委員長、どうぞ。 

○小副委員長（吉田和子君） 骨子案が出されていますよね。今後の対策項目が出されていま

すよね。これを出されたことを議会が、もちろん説明会するからその後というのですけど、私

たちは説明受けているわけですから、じゃあこの手法で本当にできるのかとか、こういった手

法をするべきではないかとか、ここをやらないで、こういう方法があるのではないかという、

そういう議会側の意見を出していくということなのではないですか。最初に言えば、連結決算

収支赤字比率が 25％以内を死守すると。では、25％という数字が本当に大丈夫な数字なのかと

いう。これだって明確なわけではないわけですよね。そういった議論も必要になってくるので

はないかと気もするし。 

○小委員長（加藤正恭君） それは、国で決められることだから。 

○小副委員長（吉田和子君） だから、これは予想としてこうだろうということで、町側が持
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っているわけですから。では、いろんな手法やることによって、もしかしたら 30 億の赤字解消

を何とかできないのかとか、こういった方法を持って行ってやったら、これがこういう効果が

あるのではないかということをきちっと議論をして、このものに議会が肉付けをしていくとい

うことになるのではないかと思うのですけど。 

それと、前の総務文教常任委員会がこの問題を取り上げたとき、８月の初めにこの骨子案に

ある程度肉付けしたものが、説明あるという予定ではなかったですか。 

○委員（山本浩平君） 当初はそうでした。ところが、退職等の人数が大体具体的に把握でき

るのは８月末になるという話しだったのですよ。ですから、骨子についての具体的なものは８

月末を過ぎないとなかなか出てきていませんよというような、ちょっとお話しだったのですよ

ね。ですから、この中身についての具体的なものを、それぞれの委員さん、全員委員ですから

特別委員会においては。各委員さんがそれぞれ質問しても、答えられる部分と答えられない部

分が相当あるのかなというふうに思います。ただ今回、この間の議運の中で決定したことが、

定例会での一般質問については特別委員会があるので、財政に関する質問は駄目ですよという

ふうに決まったわけですから、その特別委員会で質問する以外ないわけです。そこで、やはり

皆さんが思っていることをどんどん質問して、答えられるものは答えていただいて、答えられ

ないものは仕方ないのかなという形にしかならないような気がするのですけど。他にまだ良い

方法があるのであれば。 

○小委員長（加藤正恭君） 先ほど吉田小副委員長が言ったように、こういう案しかないのか

と。特別委員会でまだ心配な部分もあるから、よりまだこういう方法もあって、歳入が増える、

歳出が減るという方法もないのかという議論も特別委員会の中でできると私は思うのですけど。

これは町から出したものではなくて、これ以外のものとして考えられないか、考えられるとし

たらどういうことがあるかと、こういうような議論が特別委員会で必要だろうと思うのですけ

ど。これをうのみにしないで、このままで終わりだという意味ではなくて。そういう意味での

特別委員会を設けたというふうに思うのですけど。 

どうですか、特別委員会で別に小委員会で具体的な案というものを出さないで、説明を受け

たのだから、それを特別委員会の中でいろいろ質疑応答するという方法だけで良いですか。各

委員さんに任せると。それであれば区切るとか、歳入ばかりと、歳出なら歳出ばかりとか、そ

ういうふうに今回は歳入に区切るとか、次は歳出にするとか。歳入の中でも今日はこれに絞る

とか、何かそういう方法でもあれば、総花的にことになってしまっては焦点がぼけるような気

がするのだけど、そのあたりどうですか、進め方として。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕はこの中身を自主的に議論するというのは、かなり大変だと思うの

ですよ。だから、今必要なのは何かと言ったら、この間から言っているように総務省は規律を

どこに置くのかということで、これから自治体の意見を聞くと言っているのですよ。 

ということは、町村議長会だとか、都道府県議長会だとか、地方６団体にただ聞くというだ

けでは駄目だと思っています。ですから、まず我々がやらなければ駄目なのは、特別委員会名
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かどうかわかりませんけれど、まずこの中身についてはおかしいと、町とも我々も話をして、

こういうふうに改善してくれと、意見書なら意見書、決議案なら決議を議会としてやってすぐ

送ると、まず。 

現町長が大丈夫だと言ったけど、大丈夫ではなくなったのはどうしてかと言われているわけ

でしょう、町民から。それは町の責任ではなくて国だということで、総務省なら総務省にきち

っとそういう町の意見を議会として送ると。決議文でも良いし、決議案でも構わないでしょう、

意見書でも良いし。それを我々が独自で作って、やっぱり国にきちっと意見を言うと。例えば、

21 年度はなくて、23 年度にすれと、２年間延ばして。それまでに 25％なら 25％でも良いけど

やれとか、それが正しいかどうかわからない。そういうことを議論して、町の意見も少なくて

も聞いて、まずそういう行動を起こすべきだろうと思うのです。それが一番早いのです。 

なぜか、２年延びてごらん、借金は同じだけど、どんなことをしたってかわらないのだから、

対応策が２年間延びるって、21 年度から 23 年度にしてもらえばかなり違うわけでしょう。 

だから、そういうことをやるべきだと思う。それから、これはちょっともめるかもしれない

けど、良いかどうかわからないですけど、例えば北海道選出の国会議員にそういう要請すると。

おかしいと、これは。北海道はこういう状況だったら潰れてしまうと。本州みたく、埼玉みた

くみんな合併して、大きな町ばかりあるわけではないと。音威子府かどこか、1,200 人のそう

いう所もあるのに、こんなやりかたおかしいのではないかということで、国会の先生方にお願

いすると。それは、わかりませんよ。皆さん、うんと言うかどうかしれない。 

僕はそういうことを議会として行動するべきではないかと思う。それとか、例えば、本当に

これでやや成功しつつある白老だけではないのです。お金無くて、こういうふうになっている

のは、６位というのはそうだけど、中身は白老より厳しいまちはたくさんあります。北海道で

なくてもたくさんあります。例えば、隠岐の島だとか海士だとかは、町長のカット 50％です。

副町長 30、職員 16 から 30 でラスパイレスが全国最低で 72、という所があるのです。それは何

かと言ったら、よくよく調べると、自らそういうふうにしてくれと、町を守るために。どうい

うことかといったら、職員３班に分けて、全員が職員入って公募で 10 人とか 20 人とか入れて、

そこでこういう状況だけどどうすれば良いかという議論をうんとしてもらう。そうしたら、や

っぱり職員多いのでないかという意見。公民館の使用料もうちょっと上げた方が良いというの

が、行政側から出るのではなくて、懇談会で町民が入った中で出てくるというのですよ。だか

ら、今乗り切るためには、赤字はどっちみちか変らないのだから、そういう仕組みシステムを

どうするかと。一番大切なのは、10 年後にどんなまちになっているかというのを見えるように

するということ。これが無い限り、責められっ放しだったら町民は嫌だと言うって。 

だから、攻めるまちをどうつくるかというあたりを、僕はそういうここの 26 億というのはも

ちろん大切だけど、ここで我々が、町が、職員が、副町長以下朝から晩まで残業してびっしり

やっているのですよ、このこと。そこに僕らが挟まって、これくらいの意見言って、それは大

した良いから、これやったら全て解決しますなんて、僕はならないと思うのですよ、はっきり

言って。だから、そういうどういうふうにしたら、このまちを再生できるかというあたりを議
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会できちっと議論してやっていたらいかがなものか。もちろんこのことやるなと言っていない、

やっても構いませんよ。だけど、今議会がやるのはそういうことではないのかな。その中で必

要なことをどんどん聞くというのは、それは構わないです。僕はそういうことを行動すべきだ。 

○小委員長（加藤正恭君） 僕もそう思う。ただ、その前に果たしてその 26 億 7,600 万とい

う数字が、やっぱりしなければならない一応目標値なわけなのだ。これが可能かどうかという

ことも含めて、そして陳情とかアクションを起こさなければならないと思う。これなかなか難

しいよということになったら、どうしてもやらなければ駄目だと思うのですよ。 

特に僕は財産の売却の 15 億 9,000 万ですね。これなんか果たしてできるかどうかということ

なのですよ。やってみなければわからないというのだけど、売れれば問題ないのだけど、果た

して１年か 1 年半の中で処分できるかと、こういう問題も大きな問題です。人件費の削減なん

て町自体も６億 8,000 万も減らそうとしているわけですよ。こういう姿勢があるわけですね。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 骨子は、まちが最低限やらなければ、このまちは財政破綻ということ

で、徹底した議論の中で作り上げた骨子ですよね。であるならば、これはもう最低限どうやる

かやらないかということではなくて、やらなければいけないのです、これは。 

○小委員長（加藤正恭君） 検証しなくて良いのですか。それを今やろうとしているのですよ。

検証しないで、ただ数値出たから認めるかということだけのことになってしまう。 

○委員（及川 保君） 当初から疑問を持っているのは、実はそこなのです。これはもう最低

限やらなければいけないというまちが示した案ですよね。それを今この部分は大丈夫なのか、

どうやってやるのかとか、そういう具体的な内容まで詰めて出てくるのですか。そこが実は疑

問だったものですから、冒頭の話しになったのです。 

○小委員長（加藤正恭君） 検証しなければ駄目でしょう。説明は受けましたよ。人件費が６

億 8,100 万という数字は出ているけど、具体的にどういう人件費の削減になるのかという中身

を検証しなければ、ただ、26 億 7,600 万だから及川委員の話しなら、これを認めるべきだと、

当たり前なのだ。認めなかったら再生団体に入るのだということ、十分承知しているのだけれ

ども、果たしてこの 26 億 7,600 万中身がこのままで良いのですかと、何もしないでトータルで

26 億何ぼだよと。それだけで良いのですか、そうなると。特別委員会でやって、よしわかった

と、それでは今度アクション起こすかと、これはなかなか厳しい数字だということに、大渕委

員の議論に戻る。それから総務省あたりと交渉する、一つの方法として、道選出の国会議員に

頼むとか、良い悪いは別としてもそういう方法もあるのではないのかと、こういうことになる

のではなるだろうと思うのだけども、順序としてそういうふうになると思うのだけど、いかが

ですか。これが、当然数値目標だからやらなくてはならないことはわかっています。 

吉田小副委員長。 

○小副委員長（吉田和子君） 私はこれに固執していたので、先ほど大渕委員がおっしゃった、

そういう方法があるのだなと思って聞いていたのですけど、もしそういう私たちが行動を起こ

せることというのは、何があるのかという二段構えでも良いと思うのです。行動を起こすこと
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と議論をすることは別に良いと思う。別で良いと言ったらおかしいですけど、私はさっきおっ

しゃったように、23 年に延びればもちろん私たち町としてもそのことの検討はできる。今まで、

財政再建計画だとか、いろんなものを出されてきて、これを出されたときに、じゃあ今まで政

策推進室が駄目だとかということではなくて、目新しいものが出てきたかと言ったら同じよう

なことが出てきているような気がするのです。全部同じようなことが出てきていると思う。 

だから私たちは、いろんな勉強の場があまり無いですけど、知恵絞って本当に行政側が考え

ることはこういうことなのですよ、出てくるというのは割と。私たちがもっと側面からないの

かという二段構えで、その中でその時間をほしいということが、やりながらそういう時間が必

要だということも訴えていく。 

20 年と言われているわけですから、今年の数字から出てくるわけですから。出る前にそれは

言われなければならない、行動を起こさなければならないことですよね。何とか連結決算のあ

り方をもうちょっときちっと見直してほしい。それから、パーセンテージももうちょっとこう

いうことではないかというようなことを、そっちはそっちで数字的なものを出せるようにして

おくと。 

それと、この見直しの項目出されているのが、これはこっち側のことであって、これがどう

いうふうにできるのかという議論をきちっとしていくと、そういう形に、この時間が無い中で

すから、そういうふうな形で選り分けてと言ったらおかしいけど、そういう形に･･･。これを議

論してからじゃあこの部分とこの部分が少ないから出しましょうではなくて、だって連結決算

というのは出てきているわけですから、今の示されているのはあるわけですから、ある程度。

決まってはいないけど、決まってからでは遅いわけですよ。決まる前にこうしてほしいという、

行政はこういうふうに今捉えて、こんなことでやられたら大変なのだということを訴えていく

と。こっちはこっち出されている骨子案に対して、本当にこんなことと言ったらおかしいです

けど、こういうことで本当にこと足りるのかと。本当にこの数値的なことが出せるのかと、そ

ういった議論をきちっとしていくべきではないかなというふうに、私は思うのですけど。 

○小委員長（加藤正恭君） そのとおりです。僕は総務省にそういう意見を出すのはもちろん

当然のことだと思うのだけど、僕も一般質問に総務省に反省をするように申し入れしなさいよ

ということを言ったのだけど、そういう意味で言っているわけですよ。ただ、果たして白老が

そういう再生団体になるかという数値、26 億改善されれば済むのだけれども、果たしてこの数

値を十分理解して、本当にできる数値かできない数値かということを検証もしないで、ただ行

動だけ動いてしまっても、これはまずいのではないのかなと。ある程度この数値というものを

確認して、これは難しい所もある。特にはっきりして言って財産の売却なんていうのは、やっ

てみなければわからないのがあるのですよ。２年経つから良い、３年経つから良いという問題

でもないような気もするし、ちょっとしたら来月売れるかもしれないし、そのあたりわからな

い問題も含まさっているものだから。そういうものまで連結決算の中に入れること事態が無理

なのではないのかなという陳情の方法ならあると思うけども、そのあたりどうですか。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに、今回財政問題はできないわけです、一般質問で。だから、
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今日なら今日通達全議員に流して、明日一般質問と同じように、一般質問に取り上げられない

のだから、明日財政問題聞きたいこと聞いてくれと流せば良い全議員に、構わない。 

そして、理事者出てもらって徹底的にやれば良い、何もそれは加藤小委員長言われたような

こと含めて。そんなものうれるのかと聞いてみれば良い。 

○小委員長（加藤正恭君） それを特別委員会でやるというふうに持っていくか、その中身を

皆さんと今まとめようと言っているだけ。 

○委員（大渕紀夫君） 僕が今言いたいのは、そういうことをやりながら、とにかく３回か４

回しかできないのでしょう。そうしたら、同時進行でどういうふうに行動を起こすのかと、何

をやるのかということは議論しておかないと、そんなのは終わってからでは全然できないです

よ。だから、そういうことを議会として何ができて、質問するのは明日でもその次でもどんど

んやったら良いのではないですか、一般質問できないのだから。自由活発にこの全体のことに

ついて、思っていることをどんどん言えということで、今日なら今日通達流して。 

○小委員長（加藤正恭君） そういう持って行き方しますか、特別委員会。 

○委員（大渕紀夫君） だから、会派で徹底されていないでしょう。一般質問取り上げられな

いというの、来てないでしょう、もちろん会派でやっていないだろうから。 

○小委員長（加藤正恭君） 出しても受け付けないと思う。 

○委員（大渕紀夫君） だから、受け付けないのだから、そのことを知らない人がいるから、

それで通達流して、明日全部聞きたいことみんな聞きなさいということをやったらいかがです

か。 

○小委員長（加藤正恭君） 局長、良いですか、そういうことで。 

○事務局長（上坊寺博之君） 構わないと思います。 

○小委員長（加藤正恭君） 小委員会での議論として、一般質問できないのだから、特別委員

会でその点についての、一般質問に類したようなことをやれと。多いにやってもらうと。一般

質問ではないから、何回でもできるから、一般質問よりは良いかもしれない、時間の制限は無

いし。特別委員会、ちょっと時間取らなければ駄目だ。２時間では足りない。24 日、何時から

になっていましたか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本会議、終了後。 

○小委員長（加藤正恭君） だったら良いですね、終わってからなら。それで終わりですか。

後、無いでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） 小委員会。 

○小委員長（加藤正恭君） それは、終わってからですね。その問題と、そ れからもう一つは、

そういう行動を起こす。 

○委員（大渕紀夫君） これは、臨時議会に間に合わないから･･･。ただ、これはぱっぱとや

らないと駄目だと思う。 

○小副委員長（吉田和子君） 小委員長おっしゃったように、土地が売れるかどうかという、

そういう検討をして、これは無理だと出すのではなくて、連結決算自体の手法に問題があると
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いうことを言っていくべきだと思うのです。白老町としては、何になろうと財政は厳しいから、

こういうことは本当にしっかり検討して進めていく。 

○小委員長（加藤正恭君） だから、無理だということを言っているわけ。だから、総務省に

見直してもらうというのは、これを・・・。 

○小副委員長（吉田和子君） 無理だから見直してほしいのだよというのではなくて、連結決

算自体にも疑問があるときちっと言った方が良いのではないのですか。 

○小委員長（加藤正恭君） 連結決算に入れるものは決まっているわけだから。 

○小副委員長（吉田和子君） だけど、何を入れるかは決まっていないわけでしょう。だから、

町が取り組むべきものは、これはどう変ろうとやると言ったでしょう。このことの手法という

のは、きちっと議論しなければならないと思う。ただ、議会が行動を起こしていくということ

は、この議論とは別に終わってからではなくて、先に連結決算こういうことは違うのではない

かということをきちっと言っていくと。その厳しさをきちっと言っていくということをやった

方が良いのではないかというふうに思うのですよ。そのことは別に皆さんと議論するか、特別

委員会で諮るかしないと。 

○小委員長（加藤正恭君） 小委員会の意見として、特別委員会始まる前に、その問題につい

てこういうことで議論されましたと。それで、行動を起こしたいと思うと、そういうことを中

心に議論をしてくださいと、こういうふうに提案すれば良いでしょう。その日の内に決議案出

すと決まれば出しましょう、特別委員会として。その二つで良いですか。文書は私に任せてく

ださい。特別委員会に提案する問題についての文書は、今の話しをまとめて、そして出します

から。 

○委員（大渕紀夫君） やっぱり意見書の方が決議より強いでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） 決議は性格全然違うのです。決議というのは議会内の決議です

から、対外的には何も効力はありません。決議書を持って意見書を付けて出すのは、これは可

能ですけど。だったら対外的に効力と言うのか、意見書しかないです。決議書というのは、議

会内の決め事ですから。 

○小副委員長（吉田和子君） 私たちも今まで意見書を出してきていますけれども、それを出

したらさっと見てもらえるような状況になっているのですか。 

○小委員長（加藤正恭君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） だから今、吉田小副委員長言ったように、できるかできないかわから

なけど、今こういう状況なのだから、例えば議会が代表して意見書持って総務省に行くと。 

良いとか悪いとかわからないです、町にも聞いて。そういうことが良いのかできるのか会っ

てくれるのかもわからないけども、行ったついでにいろいろあっても各政党全部回って、各政

党の政調会長なら政調会長にちゃんとコメント取って合わせてくれと。ここは９区なのだから、

民主党は幹事長に合わせてくれということで、そういうことをやって、そのとき新聞記者にも

言ってわんわん書いてもらうとか、そういうことをやらないと、可能かどうか別ですよ、今言

っているのは。そういうふうに物事考えないと、この中だけで 26 億どうするかという考え方で
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は駄目なのです。 

僕はそういうことをやって、あと町民の皆さんに説明するならその後、説明した後何もしな

いのか。僕はやっぱり町民の皆さん入った懇談会みたいなもの作って、町の職員も入り議員も

入っても良いから、やっぱり民間の中で徹底的に議論できるような形を、良いかどうかは別で

すよ。だからそういうこと、もっともっとあると思うのですよ。そういうことを考えて、例え

ばどこに行くのが効果あるのかわからないけれど、バス貸し切って高橋知事に会いに行くと。

こういうことだから、絶対総務省に意見上げてくれと、北海道はワースト６番の内、５つでし

ょう。知事だからやらなければ駄目ではないかと、どうですか、そういうのとか。札幌までだ

ったらバス貸し切って全員で行ってやれば良いでしょう。 

○小委員長（加藤正恭君） そういうテクニックは特別委員会で議論すれば良い。何か良い方

法を講じようと。やりましょう、それ。 

○委員（大渕紀夫君） ただ、特別委員会では出ないと思う。ここで出るもの出しておかない

と。 

○小委員長（加藤正恭君） それを原稿書いて報告しますから、小委員会の報告として。特別

委員会で議論してもらいましょう。 

○委員（大渕紀夫君） 僕が思っているのは、多分、特別委員会でやったらぐちゃぐちゃにな

ってしまうから、そういうことを町の方と確認して、そういうことを議会としてやって良いこ

とかどうか、わからないから、総務省に行くということも、会えるものだかもわからないから、

そういうことをちゃんと確認しながら、こういう方向でいったらどうかということを、特別委

員会に提起したらどうですか、小委員会で。ここで案として作ったらどうだと。 

○小委員長（加藤正恭君） 案を作れというのでしょう。それは今、考えます。 

○委員（大渕紀夫君） 何かご意見ありませんかというのでは出ないから、こういうふうにし

よう、こういうふうにしよう、それ以外に何かないかと、この中で駄目なものないかと聞いた

方が早いでしょう、時間無いから。 

○小副委員長（吉田和子君） ある程度、基本的なものは出されて、初めていろんな議論が出

てくる気がするのですよ。何も無い中で、今までこうして議論したから、こういうことが出て

きたのであって、それを議論入る前に出てこないでじっとしているというのが、そういうふう

になげかけをするという。 

○委員（大渕紀夫君） 山本委員も青年会議所でいろいろやっていたのだから、そういうもの

で活かせるものがないのかどうか、この際あらゆる手立てを考えて、とにかく議会として打て

る手を全部打つと。やっぱりそれぐらいでいかないと、特別委員会作った価値も無いし、今日

マスコミ誰も来ていないけども、マスコミどうせたいしたことないなと思ったかもしれないけ

ど、こっちはやっぱりやるだけ町にも言って、やるだけやりましょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の結論すぐ出してあれですけど、基本的には総務省に意見書

を届ける、北海道の意見書を届けるということは、これは可能です。ただ、全員で行けるかど

うかどうかはちょっと疑問です。これはあくまでも議会の代表として行かなければならないの
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で。届けることは可能です。もう一つ総務省に行ったついでに、大臣の所に陳情に行けるかど

うかというのは、これはできません、基本的に。ただ、行ったついでだから公務ではなくて、

ついでにやってくるというのは、これは･･･。 

○委員（大渕紀夫君） 各政党に行くというのは駄目ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に議会は陳情できないのですよ。公務とみなされないの

で。 

○小委員長（加藤正恭君） 代議士に会うのは可能です。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書を届けたついでに会うというのは、これは別に否定する

ものではないです。ただ、その過程は公務にはなりませんということです。 

○小委員長（加藤正恭君） 休憩します。 

           休憩 午後３時０９分 

  

再開 午後３時１４分 

○小委員長（加藤正恭君） 再開をいたします。今、休憩中にいろいろ議論がありましたが、

24 日に開催される特別委員会に小委員会として提案する事項については、文書の方は私に任せ

ていただきたいと思いますが、報告する事項としては、もちろん平成 20 年度までの対策額 27

億弱のことについての議論は当然ですけれども、その他にもう一つ、道庁、総務省、国会議員

等に対する意見書の提出についての考え方を文書的に今浮かびませんけれども、意見書を書く

のではなくて、方法をとるということを特別委員会に提案してみたいということのほか、この

二つだけで良いですか。そして後、時間のある間、この 27 億の中身について、一般質問はでき

ませんので十分ディスカッションしてもらうと、特別委員会の中で納得いくまでやってもらう

と、こういうようなことで当然町の理事者も出席してもらわなければなりませんけれども、そ

ういう進め方でよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） それでは、特別委員会に出す文書については私にお任せいただい

て、本会議終わった後に特別委員会が開かれますので、本会議前に文書を委員の皆さんに配布

しますので、提案する事項についてのご検討いただいて何かあれば、言っていただければ訂正

しておきますけれども。早く集めなくても良いと思うので、本会議終わって特別委員会までの

間に、ここがおかしいとか何とかあれば、特別委員会が開会されるまでの間に訂正したやつで

臨むと、こういうふうにしたいと思いますが、そんなことでよろしゅうございますか。その他

に何かありますか。それは、特別委員会の中で出たことについては、また特別委員会の中で議

論してもらえば良いと思うので、小委員会としては、今日はそういう結論に達して、このあた

りで終わりたいと思いますが、いかがですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、仮に意見書を作るという流れとしては第３回定例会で議決

は必要ですから、特別委員会だけでは決められませんので、議決が必要ですので、第３回定例

会の 13 か 14 にしか意見書はできません、多分。多分、特別委員会の提案になるのか、委員会
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提案できますので、特別委員会の及川委員長名で提案するのか。間に合わないですね、これ現

実的には無理ですから、明日、明後日のやつにかけられれば、これは全然問題無いですけど、

かけられないということになれば本会議中ですので。 

○小委員長（加藤正恭君） そういう進め方で良いですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（加藤正恭君） なるべくスピーディーに意見書案を提出するような･･･。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通年議会だったら良いですけど、24 日に閉めてしまいますので。

閉めないと次の議会、告示入ってしまうので駄目なのです。 

○小委員長（加藤正恭君） この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

（午後 ３時１９分） 


