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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 ９月１０日（月曜日）  

  開 会   午前 １０時００分  

  閉 会   午前 １１時２４分  

 

○議事日程 

審査又は調査事項 

＜審議事項＞ 

 ・白老町の財政健全化に関する調査について  

 

○審査又は調査事件  

＜審議事項＞   

 ・白老町の財政健全化に関する調査について  

 

○出席委員（１７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 

氏 家 裕 治 君                吉 田 和 子 君 

斎 藤 征 信 君                大 渕 紀 夫 君 

      根 本 道 明 君 

  

○欠席委員（２名） 

 委 員  宗 像   脩 君          委  員  中 出   正 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 



 2 

 

◎開会の宣言 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。ただ今より白老町財政健全化に関する調査特別委

員会を開催いたします。  

本日が最後の委員会になろうかと思います。今日まで８回ですか、小委員会 10 回ですか、これ

まで皆さん、厳しい財政状況をなんとか、今日までの財政運営を含めて、検証してきたわけですけ

れども、しかし、町に求める部分については、やり方、推進方法含めて、「こうすれ」と言うのは

ありましょうけれども、一番やらなければいけない部分と言うのは、議員それぞれ、議会がどうい

う役割を果たしていくかということが、非常に大きなことになろうかと思います。  

 そう意味においては、本日は最後の特別委員会でございますけれども、今日をぜひ有意義な委員

会にしていただきますように、皆さんの活発な議論をぜひお願い申し上げまして、開会の挨拶とい

たします。 

 

◎所管事務調査 

○委員長（及川 保君）  皆さんの手元に資料が届いておろうかと思います。この特別委員会の、

こういうふうにしていこうという資料が届いておりますけれども、事務局長のほうから朗読してい

ただけますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、委員長まとめを、今日はじめてお手元に配られています

ので、私のほうから読み上げたいと思います。  

 ４番から入っていきますので、２ページをお開きいただきたいと思います。調査結果に基づく意

見でございます。朗読申し上げます。 

（１）です。新たな自治体財政の健全化に関する法律について。 

    平成 18 年北海道夕張市は、国のエネルギー政策の転換による炭鉱の閉山により、人口の

減少に歯止めをかける振興策として行った観光事業への過剰な投資から 350 億円を超える巨

額の累積赤字による財政破綻を招き、平成 19 年２月財政再建団体入りした。いわゆる「夕

張ショック」により、国は、戦後 50 年以上も見直しを行ってこなかった自治体の財政再建

に関連する法律の改正を行った。 

    旧法は、経済環境が大きく変化していく中で十分に機能しない状況に加え、そこで適用さ

れる財政指標が狭い視野（一般会計中心）しか持っておらず、自治体の財政を議会・住民な

どが十分に認識できない状況にあった。  

    このことから、自治体のすべての会計を連結した新たな４つの財政指標（①実質赤字比率、

②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率）の導入により、本年６月 15 日

「地方公共団体の財政健全化に関する法律」が成立し、平成 20 年度各自治体の決算から適

用されることとなったが、各指標となる基準の数値は、省令として 12 月ころに示される見

込みとなっている。 

（２） 白老町の財政状況について。  
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    町の財政状況は、平成 18 年度決算見込みにおいて、一般会計は、実質収支１億 3,300 万

円の黒字決算ではあるものの、他の 13 会計（特別会計及び企業会計）においては赤字を抱

え、連結実質赤字額は 26 億 8,600 万円であり、国が新たに示す比率では、△44.8 パーセン

トの数値となる。 

    既に公表されている平成 17 年度決算における数値△41.0 パーセントでは、全道５番目・

全国６番目に悪い数値であることが報道されたところである。 

    また、景気低迷による町税の減少や、三位一体改革による地方交付税の見直し、税源委譲

による補助金の一般財源化などにより、国からの地方交付金等が過去３カ年で４億 1,300 万

円減少し、非常に厳しい財政状況にある。 

    現在、財政町政基金の残高は、平成 19 年度予算編成時点の繰入金により底をついた現状

であり、白老町が示す今後の財政見通しは、一般会計においても平成 20 年度以降６年間は、

毎年約５億 5,000 万円から６億 5,000 万円の歳入不足となり、その後回復するものの、約２

億 5,000 万円から３億 8,000 万円の歳入不足が発生する危機的な状況が続くものと推計され

ている。 

（３） 財政悪化を招いた財政運営について。 

   町がこのような財政の危機に直面しているのは、夕張ショックに端を発し、国が、自治体

の健全化に係る財政指標を自治体の意見も聞かずに拙速に法制化に進んだことが最大の要

因であることは言うまでもない。 

   財政悪化の要因は、町も示しているとおり、三位一体による交付税等の減収や景気低迷に

よる町税の減収等、歳入が大きく減少してきたことも要因であるが、日米構造協議による国

の内需拡大政策により、公共下水道、港湾、道路など、平成元年度から平成 12 年度までの

12 年間で、約 318 億円の投資的事業を実施し、町債を財源とした後年度負担が大きく影響し

たものと考える。 

町の標準財政規模は、平成６年度以降は約 60 億円台で推移をしているが、平成６年度以降

の決算規模は、100 億円を超えて推移し、平成７年度において 147 億円に達し、標準財政規

模の約 2.5 倍にもなる財政支出となっている。いわゆる身の丈を超えた財政運営がなされた

ものが大きな原因となった。 

また、本特別委員会では、悪化の原因として次のような指摘も出されている。 

① 一般会計だけの財政健全性を重視し、特別会計や企業会計への繰出金が不十分であ

ったのではないか。 

② 補助事業の十分な活用が希薄であり、単独事業の見直しが不十分であったのではな

いか。 

③ 税収の確保及び超過税率等の見直しについての検討が不十分であったのではないか。 

④ 工業団地会計において、企業誘致による固定資産税や住民税の増収等の効果に対し

て、赤字解消対策としての還元（繰出金）を図ってこなかったのではないか。 

⑤ 過去の３度における財政健全化計画の見直しがされているが、計画推進の確保及び
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検証が不十分であったのではないか。････・等々。 

（４） 白老町における財政再建への取り組み（骨子）。 

   町は、これまでの財政運営を深く反省し、早期に一般会計の財政基盤を確立するとともに、

特別会計、企業会計の多額の赤字を計画的に解消することとし、町民の理解を得ながら、不

退転の決意で行財政運営を見直し、財政再生団体を回避するため、基本方針と対策項目を本

年６月に策定した。 

   内容は、理事者を始めとした職員の大幅な給与削減から、町民への負担も見据えての非常

に厳しい計画であるが、財政再建団体となった場合を想定した時に、議会としてもこの方針

の実行確保のために最大限のチェック機能を果たしていかなければならないものである。  

   町は、現在の危機的状況となった町の財政運営について、７月号の「広報げんき」から連

載で情報発信を行っているとともに、白老町町内会連合会といち早く呼応して「まちづくり

懇談会」を実施し、財政再生団体を回避するための努力を町民にわかりやすく説明を行った

ところである。 

   今後、財政指標の公表に伴って具体的に策定する実行計画について、町民の理解が得られ

るよう十分な説明の機会を設定し、情報共有の推進を図られたい。 

（５） 議会が果たしてきた役割について。  

   平成に入ってからのバブル経済崩壊後において、日本の経済は安定経済へ移行したが、町

も議会も右肩上がりの財政運営を脱却できずに進んできた。下水道整備や道路等の生活関連基

盤の整備については、町民が強く推進を望んでいたことも事実であり、町民を代表する議員と

しての立場から、一定の歯止めがかからなかったのも事実である。 

  議会では、平成元年から平成 19 年第１回定例会までの代表質問及び一般質問において、町

の行財政の推進に関して延べ 71 人の議員が登壇し議論を交わしており、毎年度における予算・

決算審査においても多くの議員が質問をしてチェックをしてきた。 

  また、常任委員会の所管事務調査においても行財政関連の調査を７回取り組んできており、

行政改革実施項目の質問及び所管事務調査を含めると相当数のチェック機能の確保を図って

きているところである。 

  しかしながら、行財政改革に関連する議員の質問に対する理事者答弁について、それぞれの

議員が危機感を持って事後の追跡や検証を行ってきたかは、結果責任としては不十分であった

と言わざるを得ない。 

  また、予算及び決算審査特別委員会の審議においても、一般会計を重視する傾向があって、

特別会計の赤字に対する問題点の指摘や解決方法等については、将来見通しが不十分であった

のではないか。 

（６） 財政健全化に対する意見の具申について。 

  これについては、意見書の関係ですので、まだ原稿ができておりません。 

（７） 今後において議会が果たす役割について。 

    町の財政は、財政再建法の成立により指標の数値の示され方いかんによっては再生団体に
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指定されるような危機的状況にあり、現状になった結果として議決機関として十分な機能を

果たせたかについては、真摯に受け止めて反省をし、今後二度と同じような議会運営をして

はいけないことを各議員が認識しなければならない。 

    このことから、財政再建に向けた取組みについては、議会のチェック機能を十分に発揮す

ることが必要である。 

○委員長（及川 保君） 今日まで議論されてきた中身を、このように文書化したわけでございま

すけれども、今、急に皆さんのほうにお渡ししたものですから、なかなかすぐには理解できない部

分もあろうかと思いますので、若干時間を取ってから、この中身について議論をしていきたいと思

います。休憩でよろしいでしょうか。 

それでは、25 分再開といたします。暫時休憩いたします。  

 

休   憩（午前１０時１３分）  

 

再   開（午前１０時２６分）  

 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

いかがでしょうか、小委員長のほうのまとめられた部分については、皆さん朗読はよろしいです

ね。 

それでは、今、局長のほうから読んでいただきました内容について、順次、皆さんのほうのご意

見を伺いたいと思います。４番、調査結果に基づく意見と言うことで、（1）～（7）までありまし

たけれども、まず（１）の新たな自治体財政の健全化に関する法律についての部分、この中身につ

いては皆さんいかがでしょうか。誤字・脱字も含めてでよろしいですので･･･・。 

よろしいでしょうか。はい、13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 中身は事実だから良いのですけれども、「このことから」と下から４行目

のところにありますね。上からの続きとして、「このことから」と、これでは文章が続かないので

はないかと思うのですが。一般会計中心でやってきたことは事実ですけれども、それで住民が「認

識できない状況にあった。」「このことから」、こういう指標が出てきたのだということですか。そ

して、「省令として 12 月頃示される見込みとなっている。」、これ文章のつながり、おかしいのでは

ないですか・・・・。  

 「このことから」ではないですよね。  

○委員長（及川 保君） 内容からすると、今、斎藤委員が言われましたことなのですけれども、

前段の、自治体の財政を、「認識できない状況にあった。」という、この連続から、自治体の全ての

会計を連結した４つの指標を新たにつくったという意味では、これはこういう形において出来上が

った指標なのでは・・・・、どうですか。 

○委員（斎藤征信君）  なければいいのですけれども・・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、４番、鈴木宏征委員。  
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○委員（鈴木宏征君） 今の部分なのですが、これ、「旧法は、」という説明を入れてしまったので、

すぐにつながらないのですけれども、本当は、その前の「自治体の財政再建に関連する法律の改正

を行った。」「このことから」となるのに、「旧法」の説明をしてしまったので、何かつながりが悪

くなったのではないかと思うのですけれども・・・・。ここに旧法の説明が入ってしまったから、

つながりが悪く感じるのですが、何かそういうことの説明ではないかと・・・・・。  

 いいのではないかと思うのです。  

○委員長（及川 保君） 特に問題はないですよね。旧法の説明をここでしているわけですから。 

よろしいですね。ここで説明をしておかないと。  

 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君）  確かに、指摘のとおり「法律の改正を行った。」、このことから、国はこう

いう指標を出したと。こういう説明になるわけですよね。  

○委員長（及川 保君） はい、局長のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  文章、ある程度、私が作りましたけれど、その前段で、旧法はこう

いう状況にあったことから、新しい法律をつくったということなのです。前段は事実ですから、改

正を行った、改正の旧法はこういうことだったから新法はこういうふうにしたのですよと。 

○委員長（及川 保君） 新法が出来上がった経過を説明しているわけですら。  

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 「旧法から」をあとに持っていったら、おかしくなると思います。今まで

がこうで、それがこういうふうになったのですよと。こういう問題があったことが要因の一つであ

り、それはなぜかといったら、こういう会計が旧法やっていましたと。だから、こういうふうな連

結という方法になったのですよという、順を追っているのです。これが旧法が、こうだったという

のが連結が先になったら、ちょっとおかしい。これでいいと思います。  

○委員長（及川 保君） 簡潔に説明を、新法ができた経過を説明しているわけですから、ここで

あまりどうのこうのということはないと思うのですけれども・・・・。よろしいですね。 

 それでは、３ページ目の（２）白老町の財政状況について、誤字・脱字含めて、何かございまし

たらどうぞ。 

 はい、７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） はい。３ページの財政悪化のところはもう言ってもいいのですか。  

○委員長（及川 保君） まだ、（２）です。これもまた事実を、ここに述べているわけですけれ

ども、よろしいですね。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） よろしいですね。次に、（３）財政悪化を招いた財政運営について、こ

れから核心に入っていくのですけれども、４ページの中段くらいまであります。このことについて

は、皆さんのほうから、いろいろ出された事柄について、検証してきた事実ですね。このことをこ

こで述べておりますので、ここは非常に大事になってきますので、精査をしていただきたいと思い

ます。 
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はい、７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） （３）の一番最初のところの３行なのですけれども、財政悪化を招いた財

政運営にということで題しているのですけれども、「町がこのような財政の危機に直面しているの

は、夕張ショックに端を発し、国が自治体の健全化に係る財政指標を自治体の意見も聞かず拙速に

法制化に進んだことが最大の要因であることは言うまでもない。」って、言うのはちょっとおかし

いのではないかと思うのです。 

 これ、白老町の財政悪化と、今回の赤字指標とはちょっと違うと思うのですよね。だから、「財

政悪化を招いた財政運営について」というのでしたら、ここの３行がちょっとおかしいのかなと私

は感じたのですが、どうなのでしょうか。 

 今回の「赤字指標について」ということであれば、ここは別には言っても構わないのですけれど

も・・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、この件についても、実は特別委員会の中でも議論されてきた中身

ではありますね。最大の原因は何だったのだということを、今、西田委員がおっしゃったことだと

思うのですけれども。 

 ４ページのほうには、この上段から「標準財政規模の約 2.5 倍にもなる財政支出となっている。

いわゆる身の丈を超えた財政運営がなされたものが大きな原因となった。」というふうにして、こ

こで非常に厳しい状況に至った経緯を述べているのですけれどもね。  

 いかがでしょうか。①～⑤までの現実ですね。「・・・・等々」となっておりますけれども、皆

さんのほうからまた、これもぜひ入れるべきだというのがもしあれば・・・。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） 今の件なのですけれども、要するに、白老町はいずれにしても赤字なので

す。ただ、ここで言っている意味は、こういうふうになった、今のように議論をしなければいけな

くなった。これは今までの財政再建法だったら問題なく、今もいっているわけですよ。  

ですから、そういう意味でいえば、今回取り組むことは、法制化になったために、このことをや

らざるを得なくなったという表現ですから、私は、赤字だったというのは同じですけれども、ここ

の法制化になったことによって、この議論をせざるを得なくなったということですから、そういう

説明をしているのだという理解をしておりますけれどもね。 

 それで、最大の要因はそこだと。これ６月 15 日に法制化になっていなければ、今のような状況

になっていないということですから。そういう意味で私は解釈をしております。  

○委員長（及川 保君） はい、７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、ここの部分は外さないで、どこかに入れて欲しいなと、ずっと読ん

でいたのですけれども、できれば（ ２）の白老町の財政状況というところですか、ここのところに、

この３行が入るのなら、まだちょっとわかるかなと。ただ、財政悪化を招いた財政運営についてと

いうことであれば、やはり文章的におかしいのかなというふうに思うのですよ。  

 ただ、白老町の財政状況についてということで、「拙速に法制化に進んだことが最大の要因であ

ることは言うまでもない。」、今やらなければならないのはこういうことなのだよという説明だと思



 8 

うのです、この３行は。その辺が、ちょっと私ひっかかっただけなのです。それだけです。 

○委員長（及川 保君） ちょっと、局長のほうから説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこ財政悪化を招いた財政運営という書き方をしてありますけれど

も、最初に言っているのは、財政危機を直面したのは、こういうことですよと言っているのです。

そのあとから、財政悪化の要因を述べているということで理解いただきたいと思います。  

 この議論は、常に出ていたことですから、これはどこかに入れなければならないということで、

現状の財政状況の中に入れるのはおかしいだろうということで、文章を見ていただくとわかるよう

に、財政危機に直面しているのは、という書き方をしていると思います。そのあとに、財政悪化の

要因はということ。標題と合わないかもしれませんが、こういう出だしでなければ（２）に持って

いくのもちょっとおかしいだろうという部分なのです。 

 別にここが、財政悪化を招いた財政運営ということでは、言っているところではないということ

で理解をしていただきたいと。 

○委員長（及川 保君） 直接的に、この財政運営についてのことではないということです。  

 どうですか、皆さん。  

○事務局長（上坊寺博之君） ここの標題と違うということであれば、まるきり取っても、別に支

障はないと思います。  

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 そして、最後「・・・・等々」となっていますけれども、特に、これ以上入れるとかというのは、

よろしいですね。特にございませんね。  

○事務局長（上坊寺博之君） ここの、財政悪化の要因のまとめた考え方というのは、町が示して

いるような財政悪化の原因と町が言っているものと、議会が同じように言っているものについては、

全員がここに入っていますので、それは省略していますので、大きなものだけを書いているという

ことです。あとの部分については、町が他のもので言っていないのですけれども、議会がこうでは

ないかというものを選択して載せているということで、理解していただきたいと思います。 

まだ、悪化の要因というのはたくさん出ていたと思います。ただ、それは、町と共有するものに

ついては重要な部分だけを載せて省いてあるということで理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。それでは（４）白老町における財政再建への取り組み

（骨子）についての部分について述べております。先ほど申し上げましたように、この部分で中段

の、「非常に厳しい計画であるが、財政再生団体」「再建」となっておりますけれども「再生」と訂

正してください。 

最後に、懇談会を実施したこと、今後も町民に対する説明をきちっと出しなさいというふうにま

とめております。 

どうでしょうか、特に問題ありませんね。進めてよろしいでしょうか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） それでは５ページの、（５）議会が果たしてきた役割について。（５）、

（６）、（７）入りますけれども、この部分は非常に大事になってくる部分だろうと思います。今後、
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私たちがどういう役割を、今日まで果たしてきたかが、この部分だと思いますので・・・。これも

皆さんのほうから、いろいろ意見が出されたところであります。 

 具体的に入れようとすれば、かなり入れなければならないものもあるだろうと思いますけれども。

簡潔にまとめようとすれば、この程度になるのかなと思います。いかがでしょうか。  

 よろしいですか。 

 ため息も出ているようですけれども、よろしいですね。これで進めようと思います。  

 （６）の財政健全化に対する意見の具申についてですけれども、これは先般行われた中での、皆

さんから「こうしましょう」ということで決まったものであります。これは、今、事務局のほうで

文書化にして、皆さんにお示しをしたいと思います。まだ、文書としては載っていませんけれども。  

 それでは、最後の６ページに移ります。 

 （７）今後において議会が果たす役割について。１）から４）になっていますけれども、これで、

加藤小委員長のほうで手書きのまとめた部分がありますけれども、この中の、まとめてここに入れ

たいなという考え方であります。  

小委員長のほうから手短に。18 番、加藤正恭小委員長。  

○小委員長（加藤正恭君）  私、個人の私案として、皆様方からいろいろと特別委員会、小委員会

で議論されたことを、この１）から４）とは決めていませんが、７）でも８）でもいいのですが、

それまでにまとめてみたわけで、先ほど８時半から小委員会をやって、１時間半の中で、非常に急

いでやったものですから、その前に私の私案を先に提出したほうが進みやすいだろうと思って書い

たわけで、それで、小委員会で議論されたのは、①、これは必要ないと。これは消して結構です。 

②ですが、健全化計画案が強力に、また確実に実現するためには、その達成度チェックを年度内

に３～４回、その経過、成果について資料を議会に提出し、チェックを受ける制度システムを作る

必要があるのではないかと。これは 19 年度から 28 年度までの 10 年間、こういうふうにしてやっ

ていくと。こういうことを述べております。 

議論していただきたいのは、こういう制度システムを作るべきかどうかと。ただ、３～４回やれ

ばいいのだよというだけではなくて、必ずやるのだというふうにしていかなければならないのでは

ないのかということで、一応②に持ってきております。 

 それから、③ですが、20 年度の決算の見通しについて、21 年の１月頃まで、４指標、現実とし

ては①～③までなのですが、④の将来負担比率というのは、これは 20 年度の時には検討しなくて

も一応はいいことにはなっています。できうれば、それも 20 年度の決算の指標には関係ないには

しても、検討する必要はあると思って４指標、（３指標）としたのですが、それを、この１月頃ま

でに今までの経過についての資料を、もちろん②でやっているように年に３～４回チェックしてい

ますから、あえてここでチェックする必要はないのかもしれませんが、決算年度、３月から５月。

５月に出納閉鎖というものがありますから、実際に決算が出るのは６月、７月でなければ出てこな

いと。それを締めてしまってから、その数値がわかったのでは遅いというふうに考えるものですか

ら、１月頃までに３月から５月までの予想を入れた決算。それを、数値を審議していかなければ、

締めてしまってからこういう数値になりましたでは遅いのではないかということで、③に 20 年度
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の決算に限り、こういうふうにしたらどうかと。こういうふうにして、一応③で出してみました。 

 「必ず、これを載せれ」と、こういう意味ではないのですが、こういう項目もあるだろう。 

 ④番目が、20 年度の予算審議ですね。来年の３月に審議されますが、この４指標の数値との整合

性も、十分予算審議の中で検討しなければならないのではないのかなということで、こういう文章

を書いてみました。④です。 

 それから、⑤ですが、平成 19 年度より決算時よりですね、現在の年度の決算時から毎年、決算

においてはこの４指標を活用した財政分析を、我々に配付されております決算成果説明書というの

がありますね、それには現在は載っていませんので、必ずこれを追加して掲載するようにしてみて

はどうかと、こういう文章でございます。 

 それから、めくっていただいて、字が汚いので申し訳ありません。本当はパソコンで打っていた

だけばよかったのですが、時間が間に合わなかったものですから、汚い字のレポートを出しており

ますが・・・・。 

 ⑥ですが、財政再建達成のために、あらゆる財政状況を示す数値について、一定の歯止めをかけ

るべきである。これは特別委員会の中でも議論しておられますが、これらも国の基準値みたいのが

ありますが、それらをきちんと歯止めをかけるべきである。それをオーバーした場合にはどういう

処置をするか、それら等も十分に検討すべきではないかということです。 

 それから、⑦として、財政的な裏付けのない政策選択に歯止めをかける必要があるのではないか。

これも議論されておりましたが、補助制度の十分な研究、町民の要望、国の政策には、今までの反

省も踏まえて十分な検討・審査の必要性があるのではないだろうかと、こういうふうに思いました。 

それから⑧番目は、これも出ておりましたが、このような文章ではなくて、もう少しきちんとし

た文章にしてもらいたいのですが、情報公開のより徹底を進めていただくと。 

それから⑨番。これは議論にはなっておりませんが、将来的には、財政健全化条例というものの

制定を白老町議会として検討してみる必要があるのではないかということで書いてみました。  

次の、監査委員の重要性については、小委員会でも議論していただきましたが、これは一応、載

せないことにしようということに決まりましたので提案はいたしません。  

それから、３ページ目の議会のチェック機能の充実についてということは、さっき述べたのと重

複するかもしれませんが、文章的にちょっと書いてみました。  

①ですが、議会は予算・決算の審査や議決などにとどまり、意思決定期間として、執行機関に対

する牽制機能を果たしていなかったのではないか。特に財政運営については「任せきり」になって

きたのではないかと。反省の意味もこめて、こういうふうに書いてみました。 

②です、財政運営に関する適法性や効率性のチェック及び財政運営の持続可能性に付いて、十分

なチェックが欠けていたのではないかということも書いてみました。  

③議会の二元代表制の機能強化のために、住民の目線に立つ機関として、議会自らが自己改革し、

役割を発揮できる体制強化と、議員の資質向上に努めるべきだというふうに書いてみました。これ

は、今までいろんな形で皆さんから議論されたものの、ただの文書化でございますので、これらも

含めて、（７）の今後における議会が果たす役割についてというところの、１）～４）でも５）で
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も６）でもあれば、こういうところに書いてみてはいかがかと思って、原案として書いてみたわけ

です。この中で、統合できるものがあれば統合して結構ですし、この文章にこだわる必要はござい

ません。ただ、ヒントになっていただければ結構かと思いまして、提案をいたした次第でございま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、ありがとうございました。結構長いまとめになっていますけれど

も、これを更に簡潔化して、この中に最後の役割についての部分に活かしたいなというふうに思い

ますけれどもいかがでしょうか。特にございませんね。「これが抜けているよ」「これをいれて欲し

い」というのが、もしありましたら・・・。  

はい、18 番、加藤正恭委員。  

○委員（加藤正恭君） 先ほど申し上げたように、年に３回なり、４回なりのチェックをすると。

これに対して、これを制度化したらどうかと。必ずやるよと。やるべきだではなくて、この 10 年

間、必ずやっていかなければ。良ければずっと後まで続けていいのですが、制度化することについ

てはどうか、皆さんの意見も伺っていただきたいなと思います。  

○委員長（及川 保君） 皆さん、今、加藤委員のほうから、制度化したらどうかというお話もあ

りました。このことについてはどうでしょうか。  

はい、９番、吉田正利委員。  

○委員（吉田正利君） 今、加藤委員がおっしゃるように、本来の目的は、財政再建を外すための

目標をどうするかということでございますので、当然、加藤委員がおっしゃったような内容で、制

度化すべきだと思います。以上です。  

○委員長（及川 保君） 制度化すべきというご意見ありました。  

はい、14 番、大渕紀夫委員。  

○委員長（大渕紀夫君） これ、まとめて議論したほうがわかりやすいと思うのです。それで、今、

１番目の話が出まして、加藤委員がそうやっておっしゃいました。吉田正利委員が賛成されました。

これは、吉田正利委員から出された中身のものですけれども、これはやっぱり、本当に私も必要だ

と思うし、制度化すべきだというふうに思っております。これが１番目かなと。順番は関係はない

のですけれどもね。 

 ２番目に、山本副委員長等何度もおっしゃっていましたけれども、情報公開の関係ですよね。私

も、前文でもうたっていますけれども、やっぱりこれがどこまで共有されるかという問題なのです

よ。それで、加藤委員が出された問題では、⑧の部分に情報公開がありますけれども、これが次に

きて、そして３番目に加藤委員の⑥の財政再建達成のためのあらゆる財政状況を示すための数値。

要するにガイドラインのことですけれども、これが３番目。順番は別に関係ないとは言っても、４

番目に、⑤の 19 年度決算、要するにこれは①とも連動しているのですけれども、主要成果等説明

書の中に４指標の数値を載せるということだと思うのですけれども、ですから、これが４番目で、

５番目辺りに議会のチェック機能、これを最初にするべきかもわかりませんけれども、議会のチェ

ック機能の、これは鈴木委員さんが言っていましたけれども、③の議会二元制うんぬんということ

から自ら自己改革うんぬんという、文章はこのまま書くかどうかは別にいたしまして、この５つ辺
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りが載るのかなと。そして、それ以外の載せる部分があったら載せるというようなことで、議論を

したほうが効率的ですし、わかりやすいと思いますので、そういうような形で議論をしていったら

いかがということでございます。  

○委員長（及川 保君） というご意見がありました。ここで、項目でいくとかなりの項目になっ

ておりますけれども、簡潔にまとめようと思えば、これはまとまると思いますので、今、大渕委員、

吉田正利委員のほうから、意見が出されましたような形でまとめれば、大半は網羅するなというふ

うに、私は、実は感じております。  

いかがでしょうか、今、大渕委員のほうからも出されました、順番もありましたけれども、皆さ

んのほうからもし何かご意見がありましたら伺いたいと思います。異議なしということでよろしい

ですか。ありませんね。わかりました。それでは、この小委員長のほうから出されました内容につ

いて、簡潔に最後の議会の果たす役割についての部分に、１）、２）、３）、４）、となっていますけ

れども、５）、６）になるのか。まとまるのかは別にして、そういう形でまとめたいと思います。

よろしいでしょうか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） はい、よろしいですよ。なんでも結構です。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 議会のチェック機能の充実のところの３番目のところに、ちょっと具体的

に書いたほうがいいと思います。議員の資質向上というのはずっと言われてきたことであって、そ

れを具体的にどうするのかということを議論していましたよね。そういう⑦にある補助制度の十分

な研究だとか、それから町民の要望は情報公開のほうで出てくると思いますけれども、国の政策に

あったというか、それをきちんと見通せる政策研究会ということもありましたけれども、そういっ

たことについても、具体的な形の中で、議員の資質向上という漠然とした言葉ではなくて、具体的

に自治基本条例の中にもかかれていますから、そういったこともまとめる時に考慮してもらえれば

というふうに思います。  

○委員長（及川 保君） わかりました。今、吉田和子委員のほうからあったのは、今後議会が取

り組む中で、単に議員の資質向上ではなくて、議会として政策研究会のようなものをきちんと制度

化してやったほうがいいだろうというようなご意見だと思います。国の補助制度も含めた、調査す

るという部分においてのことだと思います。  

いかがでしょうか。そういう形でまとめてよろしいでしょうか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） はい、他、何かございませんか。 

はい、14 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 結構です。それで、できれば、明日から決算委員会に入りますので、事前

に６番目の部分と、７番目の最後の項目の部分ですけれども、正副委員長なり、小委員会の正副委

員長も入っていただいて構いませんけれども、少なくてもそこでたたかれて確認されると思います

から、それをできれば 14 日の前に、もう一度全議員に配付をしていただいて、６番目の財政健全
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化に対する意見の具申の部分と、最後の議会が果たす役割の項目ですね、これが一つの指標になっ

て、これがこれからやっていくということになりますので、そこについては、できれば 14 日が最

終ですから 12 日くらいにもし文書になれば、成案かなりできていますから、それくらいに全議員

に、決算委員会の前後にでも配付していただいて、そこでもう１回チェックすると。会議は開かな

くても結構ですから、全員がチェックできるというような場をもう一度設けていただきたいという

ふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 大渕委員のほうからもう一度、きちんと出来上がった段階で皆さんのほ

うに示して欲しいという要望だったと思います。局長、大丈夫ですよね。できますと思いますので、

そういうような形で扱いたいと思います。 

はい、12 番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） これは、今後の取扱いとして、９月号の広報に載せていくことになるのか

どうか。議会が解散になりますから、町民への説明は今後の議員さん方が受け継いでいくことにな

りますよね。そういったことを考えると、この議論をしたこと、この報告書というのは、議員全員

でやって議員に報告するわけですよね。本当であれば、これは町民説明会に出ていったときに、基

本になる部分だと私は思うのです。  

 そういうことからいうと、今後どういうふうにされるのか。広報に載せたりそういうことはない

のか。報告して終わりという形になるということなのか。その辺どのようにお考えなのですか。  

○委員長（及川 保君） 今、吉田和子委員からは、議会広報は 12 月号ですよね。 

はい、16 番、谷口勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 今、話がありましたけれども、これですね、議会広報に載せることは可能

だと思います。森主幹大丈夫ですね。  

○委員長（及川 保君） 12 月１日号ですよ。 

はい、14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 可能であればですね、例えば、臨時増刊なら増刊でこれだけ載せて、大き

く書けることが可能であれば、予算もあるからなかなか大変だと思うのだけれども、やっぱり、こ

れ 12 月に出ても、はっきり言えば意味ないですから。ですから、できれば、今月中とは言わない

けれど、可能であれば、これだけ臨時増刊にして全戸配付かけるくらいのことがあっても、ここは

それくらいの中身ですよ。可能かどうかは別にして、そういうことは探れないのですか。  

○委員長（及川 保君） はい。今、広報特別委員長のほうからは、12 月１日号という形で進めた

いという話しでございました。しかし、吉田委員、大渕委員、皆さんそのことについて心配されて

いると思うのです。議会の中では決めたけれども、外に向けては全然、何も広報されないわけです

よね。ここが心配されているのだと思います。可能であればどうでしょう。 

はい、16 番、谷口勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 可能であればといえば、可能にしなければいけないのですよ。そういうよ

うなことでやらなければいけないというのであれば、そういうふうにしなければならないと思いま

す。それについていろいろありますけれども、今、ちょうど忙しい時期かなと。そういうことで、
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ある程度僕も考えていますので、それはそれとしてやはりやると言うことであれば、それそって進

まなければならないと。私はこう考えます。  

○委員長（及川 保君） はい、14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言ったのはどういうことかというと、例えば印刷に出さなくても、タ

イプならタイプで打って、特別号と書いて、それを町役場の印刷室で印刷して、10 月１日の「げん

き」に挟むとか、それくらいのことが、何も印刷屋さんに出さなくても良いですから、この中身を

そういうふうにして、議会はこうやって、18 回の会議を持って、ここまでの成果を得たということ

を町民に知らせる義務が議会としてはあると。それが、選挙を通ったあとに、12 月に広報に出され

ても、それは町民は受け止め方としては､「今ごろなんだい」としかならないですよ。ですから、

印刷に出すとか、広報の皆さん方非常に大変だけれども、１回や２回はやってもらわなければだめ

だけれども、そういう方策も考えて、そして町民に知らせられるものであれば、これは全員一致で

これがとおるということであれば、14 日以降そういう形でもいいですから考えたらいかがでしょう

かという提起でございます。 

○委員長（及川 保君） そういうことでやってもらえればありがたいですね。 

16 番、谷内勉委員。 

○委員（谷内 勉君） 実際、そういう意見がここで統一して、そういうことで進めるということ

であれば、期間がどうであれ、やっぱり進めなければならないと思うのですよ。ただし、時間があ

るかどうかという、その辺も私ちょっと心配になるのです。だけど、意向がそういうことであれば

進めるべきと、そういうふうに考えます。 

○委員長（及川 保君） はい、広報特別委員長も今、ご発言がございましたけれども、これは検

討していただいて、やる方向で、町民に周知するという方向で、ぜひ特別委員会委員長としてお願

いしておきたいと思います。 

はい、12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私、広報委員ではないのにいろんなことを言って申し訳ないのですが、こ

の報告書の中で、これを町民に向けて出していくということになると、町民の意見の中で「まちづ

くり懇談会」もいろいろ出ていましたけれども、議会の責任のとり方はどうなのだというのがあり

ましたよね。これをやりましたよね。一つすごく気になっていることは、白老町による財政再建の

取り組みの中で、理事者をはじめとした職員の大幅な給与削減と書いてありますよね。それからい

くと、私たちは解散になりますので、これはその考え方については、次期に移行するということに

なると思うのですが、そういったことを報告のあとに・・・、何か私その辺がすごく気になるので

す。言われるのです。  

「議会は、今までの給与をきちんともらってやっていくのだ」と。そういうことをすごく言われ

るのです。他の方も言われていると思うのですよ。職員が 20 パーセント削減していて、議会は何

もしないのかと。もちろん今まではやっていましたよということなのだけれども、職員だってそれ

をやっていただろうと。そういうようなことが出てくるのですね。今のこの議員では取り組めるこ

とはできませんよね、改選になりますから。そういった意味では、補足というか、そういうことは



 15

今後の議会の中で考えていく方向であるとか、何か一言入ったほうが、町民に向けていく時にどう

なのかなとちょっと思ったのですけれども・・・。考えすぎでしょうか。  

○委員長（及川 保君） とにかく、今、現状で出された部分についてはきちんと町民に知らせる

ということも我々の務めだと思いますので、次期にかかわる部分に我々一生懸命に悩んで広報する

ということも、これまた無責任なことですので、決められた、今、こうして皆さんと議論して決め

たことを町民に向けてきちんと周知するということを基本にしてまいりたいと思うのですけれど

もいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、そういう形で進めたいと思います。まだ昼までかなり時間がある

のですけれども、特にまた、何かここで申し上げておきたいということは、今日が最後ですので。 

４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 前に戻って申し訳ないのですが、（３）のところで、ちょっとやっぱりど

うしても気になるので、自分なりにずっと考えていたのですが、やはり１番最初の３行なのですよ

ね。先ほど西田委員もおっしゃったのですが、この文章そのものは、絶対にいれないといけないと

思うのですが、入れ方が、何かここで言うまでもないというほうで、くくってしまって、次の「財

政悪化の要因は」につながる文には、何か違和感があるので、今、自分で考えてみたのですが、こ

のような文章はどうでしょうかと言うことでお話するのですが、「言うまでもないが、」で１回切っ

て、「この法制化に関わらず、町財政が悪化していることは事実である」というふうに書いて、「そ

の財政悪化の要因については、町も示しているとおり」とつながれば、何かこれを見るとどうして

もこれだけが、何か財政悪化の要因であって、下のほうのつながりが悪いので、そういうことで、

国が法制化したことによって、こういう危機に面しているということは、そうなのですが、この危

機に面しているということと、財政が悪化しているということは同じではないのですよね。イコー

ルではないのですよ。だから、こういう法制化になって危機に面しているのだけれども、この法制

化に関わらず町の財政は悪化していることは事実なのですよね。だからそういうふうに変えて、そ

して「財政悪化の要因については、町が示しているとおり」というふうにつながると、何かつなが

りが良いのではないかと思ったのですが・・・。ここで切ってしまうと、何か上のほうと下のほう

のつながりが、非常に悪いなと。  

○委員長（及川 保君） これ、しかしながら、事実ですよね、これみんな。 

○委員（鈴木宏征君） 僕は、事実ではないといっているのではなくて、危機に面していることは

間違いないのですよ、この法制化によって危機に面しているのは間違いないのだけれども、今まで

財政悪化になってきたことと、この法制化とはイコールではないということですよ。  

これが、法制化ができたから財政悪化したわけではないのですよ。財政悪化というのは、今まで

の下にあるように、こういうことが要因で財政悪化になってきているわけです。それは、たまたま

数字をそういうふうに示されたから危機だというふうになっているのだけれども、その危機が、そ

の財政の数字が示されなくても、もう町の財政というのは危機的なというか、悪化しているのです

よ。 
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だから、この法制化にも関わらず町財政が悪化していことは事実であるというふうにくくって、

その財政悪化の要因については、町が示しているというように書いたら、何かつながりがいいので

はないかと思ったのです。もし、そのままでいいと皆さんがおっしゃるのであればいいのですが、

何かここでポンと切っちゃって、下につながっているので・・・。 

○委員長（及川 保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私もそのとおりだと思います。これ事実なのだけれども人が読んで誤解を

受けるおそれがある場合には、誤解を受けない最大限の努力はしなければならないだろうと。ただ、

ここ、本当に財政危機になったのが、これ国のこういう法制化が最大の要因だというふうにも読め

るわけですよね。「お前たち、開き直りか」となってしまうのですよ。だから、そこら辺の誤解を

解けるような文章表現は工夫すべきだと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 私もですね、実は先ほど反対はしなかったのですけれども、西田委員

のおっしゃりたいことと鈴木委員のおっしゃりたいことは、多分同じだと思うのですけれども、こ

の前意見書の取扱いについても、一部議会のほうと、理事者のほうとなかなか整合性を取るのに時

間がかかったり、いろいろなことで意見を交わしましたよね。意見書として国に、法務省に対して

提出するかどうか。そういったこともいろいろ加味して考えた場合、１番の本当の原因が、国が新

法を作ったからこうなったのだと、我々の責任ではないよと誤解されても、困るので何かやわらか

い表現ができるのであれば、鈴木委員がおっしゃられたような形でまとめられたらどうかなという

ふうに私も思います。  

○委員長（及川 保君） はい、要は、後段に出てくる町の財政支出が身の丈を超えたという部分

が、本当は主なのですよね。主はそこなのですけれども、どうもこの文章からすると、皆さんの出

されている意見というのは、これはちょっと違うだろうということなのですね。 

○副委員長（山本浩平君） 違うだろうというのではなくて、表現をちょっと、先ほど鈴木委員の

言われたような・・・。  

○委員長（及川 保君） わかりました。その辺ちょっと。 

はい、18 番、加藤正恭委員。  

○委員（加藤正恭君） 文章の問題ね。趣旨が十分伝わっていないようだとすれば、ここでどうの

こうのではなくて、委員長と副委員長でその辺りを訂正して、13 日か 12 日当たりにもう一度、こ

の文章を出すわけでしょ。だからそのときにやるように、委員長と副委員長で調整してください。

事務局も含めて。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

はい、14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 誤解を招くのは良くないと思うのですよ。ただ、私、事実で言えば、白老

町もそういう原因でそういう状況になっているというのははっきりしているのです。ただ、国がそ

ういう指標を作ったから、今のような状況になっているのもはっきりしているのです。だから、何

も他のところに責任転嫁をするとか、そういうことでは全然ないと思うのですよ。そこのところを
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書かないと、僕はおかしくなると思うのですよ。拙速に国が指標を出したためにこうなって混乱し

ているのです。これだけははっきりしているのです。出さなければこうはならないのですよ。だか

ら、私は財政の危機に直面しているというのは、これは前からずっと直面しているのですよ。だけ

ど、今みたいな問題になったのは、国が指標を出したから問題になったのでしょ。そうでなければ

こういうふうにはならないのですよ。  

ですから、この文章が良いかどうかは別にして、誤解を招くようなことはだめなのだけれども、

私が言いたいのは、もちろんそういうことがあるのだけれども、国が地方自治体の意見をもっとよ

く聞いてこの指標を出したら、こういう混乱にはならなかったということなの。ですから、そこの

ところは逃さないで、きちんと表現していただかないと何か我々だけが悪くて、何もどこも何もな

いのだけれども、今まで同じように来ているのに、国がいきなりそういう指標を出したからこうな

っているわけですよ。ですから、そこのところだけは表現として、きちんとどこかに入れていただ

きたい。書き方は別にして、私はそこは、本当に入れていただきたいというふうに思います。それ

が抜けてしまったら、僕、全然やった意味がなくなってしまうような気がしてしようがないのです

けれどもね・・・。それだけです。そういうことが皆さん方も入れないといっているわけではない

から、そこは入れていたかないとだめだということだけははっきりしておいてください。  

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。 

これは正副委員長にお任せいただけますでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） はい。他、皆さんのほうから。 

今日が最終日になりますけれども、何かご意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） ございませんんね。何かありますか。  

それでは、大変、白老町の財政が厳しい、これは本当に議会の責任、非常に大きいものがあると

思います。そういう意味においては、合計８回特別委員会を開催しまして、それぞれの皆さんのご

意見、さらには議論を議会の中でいろいろと交わしていただきました。  

このことが、次の新しい議会があるのですけれども、どうかこの町がこれから進めるいろんなま

ちづくりの政策、推進についても、議会がきちんとした役割を果たさなければ、こういう事態にな

るということを、皆さん一人一人が肝に銘じて、これまで出された皆さんの議論を、ぜひ次期の議

会に活かしていくように務めてまいりたいと思います。 

本当に、長期間に渡ってこの特別委員会に、大変厳しい、そして熱のある議論を交わしていただ

きましたことを改めで感謝を申し上げまして、この特別委員会を終わらせていただきます。 

本当に皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。  

 

（午前１１時２４分）  


