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平成１９年白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 
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○委員長（及川保君） 午前中に引き続き、ご苦労様でございます。また、町の開催しました再建

に向けた取り組みについての、町民に対しての説明会、大変、議会からも出席をいただきまして本

当にありがとうございました。ご苦労様でした。 

                                           

     ○開会の宣告 

○委員長（及川保君） それでは、今、小委員会を開いておったのですけども、若干、遅れました

が特別委員会を開催したいと思います。よろしくお願いいたします。 

                                           

○委員長（及川保君） それでは、小委員会の経過について、加藤小委員長、よろしくお願いしま

す。 

○小委員長（加藤正恭君） 昨日、小委員会を開催しまして、十分な結論が出なくて、先ほど１時

から 30 分ほど時間をいただいて、小委員会を開催しました。 

いよいよ、この特別委員会も今日が７日、あと10 日に開催するということで２回しか、我々の議

員に任期中では出来そうもないという状態で、そろそろ特別委員会としての方向性と言いますか、

まとめの方にもって行かなければならないのではないのかなという感じがいたしておりました。そ

れで、この間の特別委員会では意見書案についての取り扱いについて、実は本来はそうではなかっ

たのですけれども、どこでどうなったのか、意見書案の議論で時間が終わってしまったと。町長の

ご出席をいただいて、今までの全部を聞く予定だったのですが、最初から最後まで特別委員会の方

の話だけで終わったような感じがしました。町長の意向は皆さんご存知のように、議会が意見書案

を出すというのは当然の権利でもあるし、問題はないのだけれども、ただ、タイミングの問題もあ

るし、はたして意見書を出すことによって、それが白老町のために、白老町の今後の財政運営につ

いてもプラスになるのか、マイナスになるのか、そういうこともいろいろと考えなければならない

なと、こういうことをおっしゃっておられたと思うのです。いろいろありましたけれども。 

 それで、昨日の小委員会では意見書案をどうするかということに終始をいたしました。皆さんの

ところにも配布したように、一応、文章的には原案をつくったのですが、これを提出するというこ

とになると、マイナスになるようなことがあってはならないので、より、町の理事者と詰めてみよ

うということで、小委員会終わった後ですね、特別委員長、副委員長、それから、私と吉田小副委

員長と４人で町の理事者と面会を求めて、忌憚のない意見を伺いました。町の理事者の言わんとす

るのは、この間の特別委員会で述べたようなことで、町の理事者は道に行ったり、総務省に行った

り、支庁に行ったり、いろいろな角度から、また、国会議員の先生方などにも、この財政に関する

健全化の新法に対して非常に危機感を持っておるのだと。しかも、20 年度からの決算から実施する

ということは非常に拙速すぎるというようなことと、それから、ご存知のように土地会計を入れら

れては困るとか。困るというのはちょっとおかしいのですが、土地会計を入れている自治体もあれ

ば、入っていない自治体もあるのです。というのは、会計上、白老町の場合は特別会計で土地の造

成の会計をつくっているところは今回の連結決算には入るのだけれども、第３セクターで扱ってい

るところは入らないのだというところにですね、したがって、白老町が全国でワースト６だという
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ことが新聞記事になってしまったというのはおかしいというようなことからですね、いろいろな角

度から町の理事者は総務省に申し上げていると、こういうようなことであると。そこへ持って来て、

白老町議会からそれはおかしいぞと、ああだ、こうだというようなことを書いた意見書案が提出さ

れるのは、考えてみるとマイナスになるのではないのかなと、こういうようなことでございました。

私の説明が足りなければ、私の他に３人出席していますので補足していただければありがたいと思

うのですが、だいたい、そんなようなことで帰って来たのです。 

 それで、小委員会としても、この意見書案を提出するか、しないかということについての結論は

出しません。出さなかったのです。それで、この特別委員会で意見書案を出した方がいいか、どう

かというご議論をいただいて、大勢が出せと、こういうことになるのであれば出さなければならな

いでしょうが、そうでなければ、今回、意見書案は提出しない方向になろうかと思うのですが、そ

の辺りを十分、ご議論いただきたいなというふうに思います。 

 それから、もう一つはですね、先ほど申し上げたように、そろそろまとめの段階でございます。

特別委員会では財政悪化の要因について、もちろん議論もしたし、町の理事者を呼んでいろいろな

説明も受けた。それから、その次には、財政再建への取り組みの骨子について、いろいろな議論を

いただいたわけですが、何回も言うように、本日と 10 日の２回しか特別委員会が開かれませんので、

特別委員会としての何らかの方向性を考えなければならない時期だろうということで、できうれば、

今日はその意見書案の問題と、それから、そういう締めくくりをする段階での皆様方の意見を賜り

たいなと思っております。それで、いろいろ議論の中に、いろいろな方々から、いろいろな提案が

ございました。20 年度からのいろいろな骨子案が出ておりますけれども、それが、確実に実行され

ているかどうかということを、毎月というわけにはいかないので年に４回ぐらいは資料を町の理事

者から出してもらって議会でチェックすると。おそらく、特別委員会はまだ継続する・・・。この

次は新しい議会になりますから、そこまでは拘束はできませんけれども、おそらく、このような特

別委員会が継続してつくられるとすれば、その席で年に４回ほどチェックするような機会をつくっ

てですね、達成度と言いますか、確実に実行されているか、計画どおりに行っているかどうかとい

うことをその４回の中でチェックしてもらうと。そして、議論してもらって、修正するところは修

正していくというような方法も講じるような、一つの方法があるのではなかろうかというふうにも

思います。 

 それから、これは新しい議会で議論されることをここでああだ、こうだと言うわけにいかないの

かもしれませんが、予算と、それから、20 年度の決算、非常に大事な要素が含まれておりますので、

そういう４回ほどのチェックなどをしながらですね、20 年度の決算が、例えば25％という数字が出

た場合に、それにマッチするような数字になっていくかどうかということのチェックをする必要が

あるという提案も、この特別委員会でしていかなければならないのではないのかなというふうにも

考えます。 

 それから、小委員会で議論された一つはですね、財政内容を示すいろいろな指標がありますね。

４つも５つも、まだあるかもしれませんが、たくさんあります。経常収支比率だとか、いろいろな

公債比率だとか、起債制限比率だとかいろいろな数値がありますが、それにできうれば、ネットを
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かぶせたらどうだと、こういう意見が小委員会で出ています。ネットというのは語弊がありますけ

ど、例えば20％超えればこうなりますよというような数値があった場合に、20％というのを少し厳

しくして18％ぐらいに下げて、18％を超えては駄目だよと。これは早く訂正しなければ駄目だよと

いうような、何かそういうガイドラインと言いますかね、そういうものをつくってみたらどうかと。

実は小委員会の中でこういう提案がなされております。いろいろな数値、何種類もの表す指標があ

りますから、簡単には行かないのかもしれません。総合的に見て、白老町はいい方向に向かってい

るよという判断の指標をですね、そういうふうに一つつくってみたらどうだという提案もございま

すので、その辺りも、今後の問題なのですけれども議論しておいた方がいいのではないのかなと。

この程度、小委員会で議論された内容でございますので、特別委員会で皆様方の慎重なご審議をお

願いいたしたいと思います。まだ、私の説明で足りない部分がもし、ありましたら、小委員の方が

おられますので、その方々からもご説明いただければありがたいと思います。以上でございます。

よろしく、どうぞお願いいたします。 

○委員長（及川保君） 加藤小委員長、ご苦労様でした。 

 ただ今、加藤小委員長の方から説明がありましたような経過が小委員会ではございました。意見

書も一つあるのですが、大事なことは、今日まで特別委員会、いろいろな角度から皆さんのご意見

を伺って検証してまいりました。それで、議会の果たしてきた役割も当然、その中で議論もしてま

いりました。町も当然、３回に分けて町民の皆様にこういう状況であった、そして、この検証とい

うものを非常に町民の皆さんに向けて本当に素直に、素直という表現がいいのかどうか、本当のと

ころを町民の皆さんにわかっていただこうという姿勢がうかがえます。議会としても今日まで検証

をやってきましたけども、やはり、議会の果たす役割を果たしてきたのですけども、やはり一定の

チェック体制が非常に不十分であったというのは、これはもう否めない事実だと思うのですね。当

然、責任も議会としてもあろうかと思います。そして、今日の小委員会の中でも、昨日の小委員会

の中でも出されたのですけども、大事なことはやはり、これからの議会がどう役割を果たしていく

のか。どういう体制でやっていくのか。今、小委員長の方からもお話がありましたけども、その辺

の詰めの議論を今日の特別委員会、そして、予定されております 10 日の特別委員会、もう残されて

いるのはこの２日しかないわけですね、今日も資料なども、急でしたけども皆さんの手元にあろう

かと思いますけども、それなども含めて、ぜひ、今後の議会のあり方についての議論を皆さんの方

から活発な意見をいただけますように、よろしくお願いをしたいと思います。 

 今、小委員長の方から何点かの参考になるようなお話がございました。当然、当面大事なことは

平成 20 年度の予算、さらには決算についてのチェックをきちんとやらなければいけないのではない

かと。それから、もう一つは先般の特別委員会の中でも吉田正利委員の方から指摘がありました。

今後、きちんとしたチェック体制をしていくのかということも実は指摘しておりますので、その辺

のことも含めて、ぜひ、皆さんの方から出していただきたいと思います。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今、小委員長の方から意見書の件についての話がありましたけ

れども、この前、意見書というのは議会の機能として当然の権利であり、これは自分たちで案をつ
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くって、自分たちでどうするかということを決めなければならないことは先刻、承知なのだけれど

も。この間の町長の意見を聞いて、それでどうするかという手続きの問題というのは、完全な誤り

かなという気がするのですよ。町長の意見も交えてというのはいいのですけども、本来であれば、

議会でそれを決めて、こういうふうにできたから、これを出すよという中で、それでは、町の理事

者がこれに対して、どういう見解を持つかというのは影で、内部折衝で聞いてみて、もし、それに

重大な問題があれば、もう一度議会に持ち帰って、みんなで検討すると、こういうのが筋だろうと

思うのですよね。この場の中で町長の意見も交えて、出せるのか、出せないのかと聞くのは、筋と

してはすごく変だなという気がしたのですよ。そのことについては今、何も触れられなかったので、

ちょっとそのことはどうなのかなというふうなことなのですけども。出すか、出さないかというの

は極めて政治的な問題ですよね。そのことを皆さん、どうしましょうかと投げかけられても判断し

きれない部分というのがかなりあるということでね。そういう問題というのは、やはり水面下でい

ろいろ話をして、それがみんなの問題として提起されるというふうな手続きというのは必要だった

のではないか。今ここで、みんなで出すか、出さないか決めようではありませんかというのはね、

また一に戻ったというような感じがするのですよ。その辺りをどう考えられるのか、そのことだけ

ちょっと伺っておきたい。 

○委員長（及川保君） 小委員長の方からも今、説明ありましたように、町長の意見もこの場合も

聞いておくべきだという前回の特別委員会のこともありましたのでね。今、加藤小委員長の方から。 

○小委員長（加藤正恭君） ちょっと言葉足らずなところがあったかと思いますが、小委員会では

意見書案は提出しようと、こういうことで決めて皆さんに配布したように原案もつくりました。そ

して、検討しておりました。たまたま、先ほど申し上げたように、町長の意見も特別委員会の席で、

別に意見書を出すことについては反対はしませんと、そういうことは申しておりました。ですから、

そのとおりなのですが、ただ、非常に微妙な財政健全化の新法については、白老町がワースト５だ

とか、ワースト６だとか、そういうふうに出てから、こういう行動を起こすというのも、他の自治

体も全部そうであれば問題ないのですが、他の自治体は別にその中に載っていないわけですね。そ

ういう自治体が全部で胆振管内とか全道でそういう動きがあるのであれば非常にいいだろうと、効

果的だろうと、しかし、単独で白老町だけが出すということは本末転倒ではないのかと。いや、町

長がそう言うのでないのですけども、本末転倒ではないのかという感じも無きにしも非ずだと。そ

れが出すことによって、白老町が総務省に行ったり、道庁に行ったりして有利なふうになるのであ

れば大変いいのだけれども、それが逆にマイナスの面に作用するということになると、白老町のた

めによくないということはマイナスですから、そういうことも実は心配をしたのです。それで、町

長もこう言っておるから一つ、ざっくばらんに伺おうではないかということで、私一人では駄目で

すから４人の委員長、副委員長とでお邪魔して行ったと、こういうことです。それで、小委員会で

は結論を出さないで、今日の特別委員会でざっくばらんにお話申し上げて、皆さん方の意見を聞い

て、そして、提出するか、しないかの判断をしていただきたいとこういうことです。ですから、賛

成者もいるでしょうし、反対者もいるでしょうけれども、いろいろ、それについて議論していただ

ければありがたいと、小委員会の結論はそういうところにいったとこういうことでございます。わ
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かっていただけたでしょうか。 

○委員長（及川保君） 山本副委員長、どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） 特別委員会の副委員長でございますので、若干、補足説明をさせてい

ただきます。ただ今、斎藤委員さんからのご指摘はですね、先だっての特別委員会の最中にあの場

で町の意見を聞いて意見書をどうのこうのするというのはおかしいのではないかということだと思

うのですよ。この件につきましては、全くそのとおりでございまして、特別委員会のあの時点での

運び方については誤りがあったということは素直に認めたいと思います。 

 それで実は、小委員会の中でこの意見書を出すことにあたって、やはり行政側とある程度足並み

をそろえた形の中でやらなければですね、やはり相手、総務省側に与える印象もございますので、

いろいろ他のことで行政はやっていますのでね。そういったことで小委員会を代表する方々が理事

者の方にこういう形で出したいのだけれども、これについて異論はないかということをざっくばら

んに聞きに行ったのですよ。たまたま最初に、その話を言った時に町長は不在で、副町長しかいら

っしゃらなかったと。当然、副町長としては議会の独自でということはわかっていますから、議会

がそういう考えであればということだったのですけども、その当日、あの時点で若干もめたのは、

町長と副町長との見解の相違ではないのですけども、若干の温度差がたぶんあったと思うのですね。

その中でおそらく町長は「何だ、これは」というような状況になって、あのような形になってしま

ったということでございまして、斎藤委員さんのご指摘のとおり、あの時の特別委員会の運び方に

関しては誤りがあったということで素直に認めたいと思います。今後と言っても、もう何回もない

ですけども、気をつけて運びたいと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） そうやっていろいろ言われるとね、経過を聞くと、そういう運びでやって

いたということがわかって、ある意味では納得できるのですよね。ただ、ああいう運び方で委員長

はそれで来ようとしていたのかどうなのかということで言えば、運び方をもう少しきめ細かに考え

ておいてほしかったなという気はするわけですよね。今、話をされた、これは間違いだったと言わ

れましたのでね、そのとおり素直に受け取りたいと私も思います。ただ、私さっき、政治的な問題

だよとこう言ったのはね、国に対しても、あるいは町の理事者の中でもどういうコミュニケーショ

ンがあるのかは知らないけども、ちょっと温度差があったとか何とかということも、そういうもの

も含めてかなり微妙に動いている部分があるわけですから、そこは水面下できちんと抑えた上でね、

出そうと言って原案まで出したのだから、それはそれでいいのですよ。ただし、町側としても考え

なければならない困難点はこれだよと今日、出してくれれば、それをどうクリアすれば出せるのか、

それが一番大きな問題だったら、やっぱりやめようかとなるし、判断の基準になるわけですよね。

その判断の基準を示さないまま、どうですかと聞かれた時に答えというのはなかなか出せませんよ

ね。ということで、これも今、全部言いましたよと言われたら、そうなのかどうかわかりませんけ

ども、そういう心配される点、出すということに対する心配される点はこれですと、これをどうし

ますかと出してもらわないと論議というのはなかなかできないと私は思うのです。その辺りどうで

しょう。 
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○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 意見書というのは、私もずっと今まで議会で出してきましまけれども、や

っぱり国の施策、そういったものに対して道民が困ると、町民が困ると、国民が困ると、そういっ

た時点で私たちは、意見書というのは出してきたというふうに私は思っています。それは、国の施

策に対しての不足な部分、それから、欠点としてこういうことがあるということを具体的に挙げて、

こうすべきだということを出してきました。もちろん言い分もあるのですけれども、今回の特別委

員会を設けてやっている白老町の現状というのを私は理解しなければいけないのかなというふうに

思ったのですね。というのは、国は、もちろん私たちは議員ですから、国の制度がおかしいという

ことはもちろん言っていっていいと思うのです。ただ、町側が言う言い分というのは、連結決算と

いう一つの方法をとると言ってきた時に、他の市町村は困っていないということが一つ原因として

あると思うのです。もちろん困っているところもあると思うのですけれども、その５番目というこ

とで必死になって、今、取り組んでいる白老町が、首長が中心になってどんどん国に言っていって

いる時に、白老町がその原因は何なのかと言ったら、夕張とかああいうところみたいに原因が明確

にわかっているというか、その原因が「それはしょうがないな」と、炭鉱が無くなって人口を定着

させるためにいろいろな事業をやったことが失敗したと。ところが白老町は、身の丈にあった政治

をやっていなかった、行政をやっていなかった。それも議会がきちんとチェックできなかったとい

う大きな要因がある中で、今、白老町がそれに取り組んで、こうやって行ったらということで首長

が総務省に言っていっていることに対して、議会も同じ両輪でやって行かなければいけないのに、

それが国のせいだということを今、言っていくことがいいのかどうなのか。私たち、町長がいなか

った時に、副町長と行財政対策室がやっているところへ行って言った時もそのことだったのです。

一番心配していることは、今、町がこうやって、やっていますよと、だけど、町が財政厳しくなっ

たら、そういう原因があるということがわかっていて、国のせいだよと、自分たちの責任を放棄す

るように向こうに受け止められることが一番困るということだったのです。意見書を出すことは賛

成なのですよ。それはそれぞれ出していいけれども、みんなが責任を国なのだというふうに、今、

言える、町がせっかく努力していることを国なのだよと言ってしまうことがマイナスに働くという

ことは言っていました。だから、出し方、それから、内容というのは精査してほしいということは

その時も言われてきました。町長も昨日、そういう話でしたよね。議会として出すことは構わない

と思うと。ただ、それを総務省に直接持っていくとかということになると、今まで自分がやってき

たこと、町は今、こうしてやっているということを言ってきているのだと思うのです。そのことを

ぽんと議会が、あなた方の責任ではないですかというふうに言っていくことが、だから、文章の出

し方で町も私たちもこうやって直接出すのであれば、町もこういうことをやって、議会もこういう

ことをやっていますと。その中でこういうところがやっぱり大変厳しいところだということを言っ

ていくのならいいのですけど、今回の文章はやっぱり国の制度が悪いということが中心になってい

ますから、そういったことで言うとちょっと厳しいのかなと私も思います。だから、町村議会を通

じてだとか、そういう手法もあるのではないかと言われた時に、方法としてはいろいろな方法があ

るのだなというのを、議会としてこれから検討してやって行かなければいけないのかなというふう
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に私はそういうやりとりの中では捉えてきました。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ９番、吉田でございます。今、小委員会の皆さん、いろいろとご苦労され

て、検討されているということは本当にご苦労様でございます。よく気持ちわかります。それで私

も当初はこの案についてはやはり出すべきでないのかなという見解でおりました。しかし、いろい

ろと経過を通っていった時に、先般も、それから、小委員長の報告のとおり、特別会計とか、第３

セクターの会計挿入云々の関係もあって、まだ未確定の部分が多すぎるというような報告もござい

ました。それから、町サイドの現況進めている改革案についても、やはり、いろいろと思惑がある

ようでございますので、この段階で私は、今いろいろと論議されておりますけれども、原案そのも

のについてはやはり保留にすべきだという考えになっていいのではないかという気がいたします。

以上でございます。 

○委員長（及川保君） ５番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ５番、玉井です。私は総合的に議会も出すべきだと。町が各省庁にお願い

していることもしかりだろうし、議会も一生懸命やっているのだということを出すべきだと私は思

うのです。それで、その中身ですよね。はっきり言って、町側として、この意見書の全部悪いわけ

ではない。どこを訂正すればいいのか。それは聞いていないのだと思うのだけれども。全般的なこ

としか聞いていないと思うのですけど。それを訂正して出すのであれば、問題はないのかなと思う

のです。僕は今、最初に言ったように、町理事者も一生懸命やっている、もちろん職員もやってい

る、議会も一生懸命やっているのだということを各省庁にわかってもらうためにも、これは早いう

ちに出すべきだろうと私は思うのですよ。そのために、この委員会も設定したと。もちろん最初か

ら全部できる、結論まで出ないかもしれないということも考えながらやったのだけど、もし、結論

が出せるなら早いうちにこれを実行すべきだなと私はそう思います。以上です。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 今、玉井委員の発言がございました。意見書の提出については部分的な修

正とか何かというよりも、総体論の中でいいか、悪いかの判断だと思いますので、私は部分的な訂

正で出す、出さないという判断よりも、今回の場合ははっきり保留した方がいいだろうという結論

になっているわけです。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） いろいろと話を重ねてきて、こういうふうな結果になったものすごく大き

な要因というのは、過去の町の放漫経営というか、言葉は当てはまるのかどうかはわかりませんけ

ども、そういう一つの大きな判断ミスというような形の中で起きてきたことだというふうに、段々

そういう印象というのは強くなるわけですよね。だとすれば、それにチェックをしなければならな

かった議会は何をやったかということになると、これは共同の責任ですよね。そういう意味では、

国に様々な問題があっても、国が悪いのだという一方的な言い方というのは納得されないものだと

いうふうに思うのです。だから、そこのところをきちんと抑えた上でね、私たちはこの事態に対し
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て、どう対応したか、町民がじっと見ているわけですよね。今、できる範囲のことで何をやってき

たのだと。その時に、「ちょっといろいろありまして何もできませんでした」では駄目だしね。「そ

のことはさて置いて、これから後のことを考えました」ということで納得してもらえるのかどうな

のか。我々が今、しなければならないことは精一杯いろいろなことをやってみなければならないわ

けですよね。その中で、せいぜい意見書の中で言えることと言えば、今、努力中、町がいい、悪い

ではない、国がいい、悪いではなくて、今、国の方針に従って頑張っているのだけども、健全化さ

せていくために、あともう少し時間を延ばすべきと。それがあれば十分やって行けるのだというよ

うなことで、これは要請文になるのかどうなのかわかりませんけどね、どういう形になるのかは、

それはちょっと考えなければならないと思いますけども、そういうふうに期間を延ばして、我々の

努力をさせてくれというようなことの趣旨で出せば、出せるのではないかと。「お前が悪い」のでは

ないのですよ。「私たち、今、努力しているのだ」というね、そういう形のものができないかどうか。

そして、そうやって精一杯議会も頑張りましたと、ぎりぎりの段階まで頑張りましたという姿がな

かったら町民はやっぱり納得しないだろうと思うのですよ。以上です。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 先ほど、玉井委員さんからの意見もございました。昨日、小委員会の

中でですね、前回の意見書も若干見直しして、訂正した上で町長にも見てもらったのですよ。正直

なところですね。それをちょっと配っていただきたいと思います、内容をちょっとコピーしていた

だいて。若干、訂正したものがあるので、できれば配っていただいて、その上で議論をしたいので

すけども。 

○委員長（及川保君） 字句の問題だから、そんなに変わっていません、内容は。 

○副委員長（山本浩平君） それでですね、私は先ほど、斎藤委員からも出ましたけど、政治的問

題だろうという話ですよね。政治的問題だと思うのですよ。政治的問題というのは、町側が考えて

いる、総務省だとかに対している政治的問題を議会がじゃあ、どう受け止めるかと。今、理事者の

考えをどう受け止めるかということなのですよ。ですから、私はやはり今、出すのであれば、先ほ

ど吉田和子委員さんがおっしゃったようにですね、いわゆる町村会だとか、議長会を通して、白老

町単独ではなくて、そういった形で白老の意見もくみ取っていただいた形の中で出すのであればい

いかもしれないけども、白老町にとって、今、単独で出すことは政治的にマイナスだという理事者

の考えであるわけですから、これはやはり議会もそれを尊重する方が私はベターだと、このように

考えます。以上です。 

○委員長（及川保君） 他、意見ございませんか。 

11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 11 番、氏家です。先回、開かれた特別委員会の中で、町長同席の中でこの

問題が取り上げられて、たぶん、それ以上の進展は何も無かったのではないかなと僕は思うのです

よね。この取り扱いについての部分ではね。理事者側からの意見と、それから、先回からの進展と

いうのは、そんなに大きな進展は無かったような気がします。あの時にこの意見書の取り扱いにつ

いて、たぶん、各委員さん、いろいろな意見を出したのでないかなと僕は思っているのですよね。
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ですから、例えば、国側が悪いというこういった一方的な文章の中で出すことがベターなのか。そ

ういった面ではもっともっと、出すのであれば、北海道として、地方６団体として一緒に呼吸を合

わせた中でやって行くことがいいのではないかとかという意見がたぶん出ていたと思うのです。で

すから、私も今回は白老町議会としての立場として、こういった意見書を今、出すことが白老町に

とって利益に繋がるかと言ったらですね、違うのではないかなと、やっぱり思っている一人であり

ますので、今回はこの意見書を出すことについては反対の一人です。 

○委員長（及川保君） いろいろ今、皆さんの方から出されておりますけども、今回に限らず、皆

さん、定例会ごとに出されておる意見書ありますね、これはやっぱり、今回の件も一つ、町長の意

向は当然あったとしても、やっぱり分けて考えなければならないという部分はあると思うのです。

分けて考えるというのは、例えば、今回の財政について言えば、放漫経営は当然ありました、これ

はもう事実ですから。それともう一つ、一方では、先ほども小委員会の中でも出されていたことな

のですけども、やっぱり議会が通常定例会ごとに出されておる国の政策に対して、やっぱり地方、

国民へはきちんと正してほしいという意味合いも当然ありますよね。だから、やっぱり分けて考え

なければならない部分は、現実にはあろうかと思うのです。だから、今回については、町長の現在

の状況の中で町が今、総務省に働きかけている状況の中で議会が独自にこの案を出せるのは非常に

困ると。困るというのは、非常にまずいなというような思いでおられるということなのですね。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。すり合わせはきちんとやられてね、そのことは皆さん理

解されていると思うのです、僕は。町長の意向というのは理解されていると思うのですよ、皆さん

ね。今、お話あって、加藤委員や山本副委員長が言われた中で理解されていると思うのですよ。で

すから、あとは今、吉田和子委員や山本副委員長が言われたように、直接総務省に持って行くこと

がね、町としてはちょっと差し控えてほしいと言っているわけです。だから、それは差し控えた方

がいいと思いますよ。そのためにきちんと打ち合わせをやっているわけですから。道の町村議長会

だとか通じて出すのは構わないよと言っていらっしゃるということなのでしょ、町はね。そうであ

れば、そういう形で出すというふうにすることに何が問題あるのですか。僕は何もないと思うので

すよ。ですから、そういう形でやれば、それでいいのではないですか。ですから、町の意見はちゃ

んと聞いて、我々はきちんとすり合わせをされたわけですから、そこで合意をちゃんとされている

わけですよね。そうすれば、町村議長会を通じて出すのは構わないよというふうに言われているわ

けですから、その上でこの文章が何か問題あるなら、それはそれで直せばいいだけのことであって

ね。そういう形で出すというふうにすれば、それであとは何もない話ではないかと。それは、吉田

和子委員も山本委員もそうやって言われているわけですからね。そういう形では駄目なのでしょう

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の方法について、ちょっとお話申し上げますけど。意見書の形式

というのは行政庁に対して陳情するものなのですね。だから、白老町が、例えば議員会に対してで

きるかどうかというと、これはできないのです。議長会に意見書を出すということはできません。 

ですから、そういうものをやる場合には、議長会が意見書というか、要望書を出すように働きか
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けるということしかできません。その部分を取り違えないようにしていただきたい。経由で出すと

いうことはできません。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、意見書を全道議長会に出してほしいという要請をするとい

う意味だね。わかりました。それはそれでも構わないのではないですか。できることをするという

意味なのです、私が言っているのは。 

○委員長（及川保君） わかりました。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） そういうことだと思うのです。だって、苦しい思いをしているのは、白老

町はもちろん５番目ですから一番苦しい方ですけど、道も倒れるだろうという話も出ているわけで

すから、このまま進んで行けばね。だから、そういうことであれば、全道的にだってそういう働き

かけは出てくるだろうという、町長もそういう判断をしていました。だから、そういった中で出し

ていく中で文章を出していって、それが統合されて出していくような形になるのではないかという、

きっと出てくるという話はしていましたよ。だから、そういう話はあるのだと思うのです、首町会

だとか、そういうところでね。だから、そういう話をされているのだと思うのですよ。だから、そ

ういうことであれば、意見書ですから、国にこうすれということですから、町単独ということにな

ると、またちょっと厳しいものがあるだろうと思うから、やっぱり一緒であれば。北海道が厳しい

わけですから、そういった意味では北海道が一つになって出してもらいたいということをお願いし

ていくというのは、私はいいのではないかというふうに思うのですよね。 

○委員長（及川保君） 今、吉田和子委員のお話もありました。大渕紀夫委員のお話もありました。 

ここはですね、皆さんどうでしょうか。総務省、国に対して直接意見書を提出するというのは、

非常に町長とのすり合わせの中でも、いろいろな今、お話されたような部分がありましたので、方

法は別としてもこの意見書を、どういう形になるか、局長とも、これから相談しますけども、いず

れにしても、この内容を含めて国に対して直接ではなくても、間接的にでも提出するということで

よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） よろしいですね。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今、意見書を出すというのはわかったのですけど、例えば今の話でしたら、

全道の議長会だけの話なのでしょうか。それとも、市町村会とかなんかも・・・。 

ちょっと教えていただければ。 

○委員長（及川保君） ちょっと今、調べていただいて、どういう形になるかは別として、提出す

るという方法で進めたいと思います。よろしいですね。今、提出すると、私、申し上げましたけど

も、町村会及び議長会含めて働きかけるという形にもって行きたいと思いますので、よろしくご了

承願いたいと思います。よろしいですね。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 
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○委員長（及川保君） それでは、意見書については、このような取り扱いをいたします。 

 暫時、休憩します。 

休  憩   午後 ２時２７分 

                                           

再  開   午後 ２時４１分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 次にですね、骨子案は示されたのですけども、議会として今後どういうチェック体制と言います

か、本来、議会が果たす役割をきちんと果たして行こうという、こういう話が実は小委員会の中で、

先ほど小委員長の方からありましたけれども、議論されました。そこで、この特別委員会の中でそ

れぞれの議員の皆さんから、こういう方法をとって行こうとか、こうすべきだとかという意見をぜ

ひ必要としておりますので、活発な議論をお願いしたいと思います。これについては、今日、皆さ

ん急にお聞きしたと思いますので、また次の、最後になろうかと思いますけども10 日の委員会の中

でもきちんと議論をして行きたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、何点か小委員長の方からあったかと思います。まず、町が示した骨子案について、これ

は具体的には実は12 月を目途に提案されるだろうと思いますけども、この骨子案をきちんと確実に

実施、実行されているのかという経過をどういう体制でチェックしていくのか。これ実は、吉田正

利委員の方からも特別委員会の中で町側に対しまして、こういう質問が出されておりました。町は

非常にそのとおりだと。これをぜひ、どういう形になるかわからないけどもチェックはしていくと

いう、実は副町長の言明も皆さんご承知のとおりだと思います。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 小委員長の方から、今、何点か出されました。一つは健全化計画をこれか

らやって行くのに、年４回ぐらい資料を出させてチェックしていくという体制を確立すべきだとい

うことについては、前の時にもそういうふうに出されましたのでね、これは全くそのとおりだろう

と私も考えます。 

 それから、20 年度予算と決算のチェックをきちんとやろうではないかと。当面、再生団体になら

ないような形で、それに対してどういう予算を組まなければならないかという、そのチェックはし

ようと。これも当然だろうと思います。 

 それから、もう一つは、私たちがやっぱり陥っていたのは、各種指標に対するガイドラインに目

をきちんと通すという、やっぱりそのことが抜けていたということが明らかになったと思うのです

よね。とすれば、やっぱりそのガイドラインをこれからつくって、町の予算をそういう目で見て行

こうということ、これも当然の仕組みかなというふうな気がするのです。ただ、もう一つ付け足さ

なければならないかなと思うのは、20 年度の決算を過ぎればいいだけの話ではないですよね。その

ために 10 年間の長いスパンの中でどうやって行くかという。20 年を過ぎて、21 年、22 年というの

もかなり厳しくなるはずです。もっと厳しくなるはずですね。とすれば、何に目が行くかというと、

やっぱり住民負担を増やしながらでも解決しようではないかというところへみんな流されて行って

しまうというような気がするわけですよ。町長も返すだけが目的ではなくて、夢のあるまちづくり
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が必要なのだということを何回も言っていますけども。だとすれば、まちづくりの総合計画の中で、

本当に住民サービスを低下させないで、どういう財政をつくっていかなければならないかというこ

と、これはすごく大事なことではないかと。総合計画やなんかとの整合性というものをきちんと取

りながらやって行こうではないかという、そういうことも大事な要点の一つではないかなというふ

うに思っていますので、そのことが何らかの形で入らないのかどうなのかというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 今、斎藤委員の方から、小委員長の方から説明のあった部分も含めて、実

際に指標に対するチェックと言いますけども、どうすればチェックできるかというのは皆さんそれ

ぞれの議員活動の中でやられていたとは思うのですけども、なかなか実際には機能されなかったと

いうことがあると思うのですね。そういう部分も含めて方法論をお聞きしたいと思います。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今のチェック体制ということで、以前から私自身が感じていたのですけど、

代表監査委員というのがいますよね。議会から１名出ているわけなのですけども。私はそういうこ

とよくわからないのですけども、この監査委員というのをですね、例えば議会でもうちょっと人数

増やすとか、そういうことはできないのでしょうか。どうなのでしょう。それでもうチェックはか

なりできるのではないかなと感じてはいたのですけども。例えば５人ぐらいいたらね、代表監査委

員の人たちでできるとか。なんかそういうことはできないのですか。その辺わからないので、すみ

ません。 

○委員長（及川保君） 事務局長に。 

○事務局長（上坊寺博之君） 監査委員の法事項だから調べていないから、ちょっとわかりません。

何人おかなければならないというのは、今すぐ出てきません。 

○委員長（及川保君） 後で、人数が決められているのか。 

○委員（西田祐子君） それもそうなのだけど、監査委員がいっぱいいたら皆で、例えば、今の特

別委員会の小委員会みたく何人かでできるかとかね。そういうようなことも。 

○委員長（及川保君） 今の話も含めて、局長に調べていただきたいと思います。 

 その他。今、代表監査委員の話も出されましたけども。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど、小委員長として提案したことはですね、実は今回、設けられた特

別委員会の締めくくりの一つの、実際やるのは今度新しく選ばれた議員さん方で検討する、細かい

ことはだよ。それまでには 12 月に数値的なことも出てくるし、具体的なことも出てくるのでね。今

の段階ではまだ、そこまで深く、今の段階では言えないものだから、こういうふうにしてまとめと

して提案して、今後の議会ではこういう面でやってくださいと。ここでやるべきだと言ってしまっ

たら困るのでね、やるような方向で進めてもらいたいというような意見としてしか、今のところね、

14 日でもう終わってしまうわけだから。だから、そういうふうにまとめてもらえれば、後は新たに

選ばれた議会でやってもらうと、こういう進め方をしてもらえればありがたいと思うのだけど、ど

うですか。 

○委員長（及川保君） 皆さん、どうですか。そういう形でいいですか。新たな議会において。そ
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うするとね、お諮りしたいのですけども、今、何点か、斎藤委員の方からも出されました。小委員

長の方から出された部分ではあるのですけどもね、当面、20 年度の予算、決算をどういうチェック

体制にするのだとか、そういうものについても小委員長の方から今お話ありましたけども、それも

後の議会でいいということですか。 

○委員（加藤正恭君） 特別委員会でそういうことを十分配慮してやるべきだというようなことで

意見として述べれば、この特別委員会の目的は達成されるのでないかと僕は思うのだけど。 

○委員長（及川保君） 決定するのではなくね。 

○委員（加藤正恭君） 具体的なことは、この次の10 月の選挙で選ばれた新しい議会で、今度は決

めていってもらえればいいわけですから。意見として述べておいた方がいいのではないかと。僕が

言ったのは、これで全てではなくて、その他にまだ３つも４つもあるかもしれないから、それを出

してもらえれば、それで結構だと思うのです。今の監査の話も、もし、必要であればね。 

○委員長（及川保君） はい、12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 20 年度の予算、決算をしっかりチェックしていく、チェックの中に入ると

思うのですが。私は民間の方々の、いろいろなボランティアだとかをやっている方々の補助事業と

いうことで、補助金の探し方というのはすごく上手なのですよ。私たちは一事業をやる時に、今回、

クリーンエネルギーの関係もそうですけど、あれは環境庁でしたっけ、農林の方かな、その補助制

度がこれだけですということで聞いていますよね。そういうことですっと流しているところがある

のではないかなと私は思って、この間たまたま、そういうＮＰＯの方が努力されて、こういう補助

金を見つけてきた、こういう事業をやっているのですと聞いた時に、言っていることの中に補助事

業ってすごくあるのですよねという話を聞いた時に、たまたま私たち、病院で栗原市に行った時に、

病院を建てる時にも水まわりかなんかの設備の時に、やっぱり環境の方の、病院を建てる方ではな

くて違う方の補助金を持って来て、それでやったということを聞いているのですね。 

だから、私たちもわりと報告されると、それを単純に・・・。それでは私たち議員がそれを本当

に探し当てられるのかどうかというのはちょっとわからないのですけども、そういうチェック機能

を高めるということでは、議員ももうちょっといろいろな情報網を巡らせて、そういったことをや

る時には、そういう事業というのは本当にないのかどうなのか。インターネットだとか、それこそ

道に問い合わせるとか、いろいろなことを私たちも努力する必要が私はあるのではないかなと。た

だ、それだけの補助事業で、交付税がこれだけで、わかりましたと聞いてね、今までそれをやって

きたからチェックが十分ではなかったというものもあると思うのですね。だから、そういった意味

では、本当にそういう情報網を広げて、議会としてもこういう事業をやるのなら、こういうことを

使えないのかというぐらいの、反対に情報提供ができるようなね。そういったチェック機能の中に

含めてになると思うのですが、そういう機能も持つべきだというふうに私は思っています。 

○委員長（及川保君） 今、お話が吉田和子委員の方からありましたけども。議会が補助のどうい

ったメニューがあるのかとか、こういう部分を探すというのも非常に厳しい面もあるのではないか

とは思いますけども、やはり、そういう目で全ての事業に対しての議会としての目を向けて行く、

関心を持つ、これは大事なことだと思うのですね。今までそれが、今、話があったように流してし
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まうというか、「ああ、そうなのか」、「それはよかったな」とこういう程度の実は状況だったのが現

実だったと思うのです。だから、補助を受けることによって、町にとってはどのくらいのメリット

がきちんとあるよとかね、その部分まで議論がされていたかとなると非常に疑問な部分が私も含め

てあろうかと思いますので、今のは大事なことだと思いますね。これも、この特別委員会の中でこ

ういう意見としてありましたというふうに明記しておきたいと思います。 

３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 今の吉田和子委員さんのお話とちょっと重複するところがあると思う

のですけども、同じような考え方でですね、今まで議会でも、いろいろな質問、過去も現在もそう

ですけども、質問の中で町の財政は大丈夫なのかという質問のそれぞれの議員さんがされてきたと

思うのですよ。その中で過去も大丈夫だと。というのは、連結決算という形になって、指標の見方

が変わって、いきなり、こういう状態になったのだけれども、誰しもがこういうような見方をする

と思っていなかったものだから赤字の部分は、ここの会計は赤字でもいいのだよ、みたいな形でや

っていましたよね。それに対してメスを入れることはなかなかできなかったと思うのですよ。です

から、その点も含めてですね、やはり議会のチェック機能というのも強化するためには、議員のや

っぱり資質向上というのは大命題ではないのかなと思うのですよ。そういった中で議会改革として

は、これから取り組む項目になっていますけども、私は財務に関しての指標の読み方等も含めてき

ちんとチェックできる体制をとるために政策研究会みたいなものをやはり発足させて、そして、先

ほど出ていましたけどもガイドラインも決めて、厳しいチェックをできるような体制づくりを議会

自ら、やはりつくるべきではないのかなというふうに感じます。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩します。 

休  憩   午後 ２時５８分 

                                           

再  開   午後 ２時５８分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 監査委員の規定は地方自治法の規定なのですね。ですから、任意規

定ではないのですね。監査委員の数をきちんと今、抑えていなかったものですから、調べますとで

すね、都道府県市町村で監査委員を置ける人数というのは決まっていましてですね、町の場合は２

人となっているのです。ですから、これ以上置くということは法律上できないと、一つの管理があ

りますけど。監査委員の役割というのはですね、適正な事務の執行と経営上の事務執行に係る指摘

なのですね。ですから、今、言っているように、過去の財政悪化の部分でいくとね、やりすぎたと

いう部分のチェックをするのであれば、監査委員ではなくて、一番入り口にいるのは議員さんだと

いうことです。ですから、そこを監査に委ねるということは、これは議論の別な方向であるという

ことを認識してください。 

○委員長（及川保君） ですから、どういう形になるかはわかりませんけども、特別委員会にする

のか、チェックの体制をきちんと役割ができる体制にするのかは今後の決め方だと思いますのでね。 
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14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 最終段階に入っているというようなことだから、まとめ的なことがやられ

ていますけれどもね。一つはやっぱり、私は長い間やらせてもらっている関係もあって発言するの

ですけども、今は情報公開条例で極めて情報が公開されています。それでも私は不十分だと思って

いますけれども。しかし、この12 年間というのは、やはり情報公開が不十分だったということは事

実です。実際に町に資料をもらいに行っても、もらえないという資料もありました。私が行った時

に、事実ありました。それは情報公開条例ないから、出せませんよと言われたら出ないのですよ。

今は違いますよ。だけど、そういう経過を経ているのです。ですから、全てがチェックできたのか

と言ったら、そうではない部分もあります。一つの例を挙げれば、例えば港湾計画なんかという、

第５次港湾計画の構想とかというのがあるのですけど、事実、それは我々が行っても個人にはもら

えなかったことがあります。ですから、何を言いたいかというと、何でもかんでも全部情報公開だ

からって、議員に全部渡さなければ駄目だということではないのだけれども、本当に必要なものを

きちんと議会が精査して、そういう資料を出してもらわないとやっぱりチェックできないのですよ、

やりたくても。だから、そこら辺ね、やっぱり事業内容だとか、財政根拠だとか、ランニングコス

トだとか、必要度だとかという事業に対するそういうものを我々自身が出させると同時に町も出す

と。例えば、今回のまちづくり懇談会が本当に適切な形で、適切な時期に、適切な体制で行なわれ

たかどうかと。町民に対する情報公開で言えば。これは情報公開ですからね。やったからいいとい

うものではないのですよ。これから何度もやると言っているから、たぶん、そうなって行くとは思

うのですけれども、本当に情報公開をやるということがどういうことか。何でもかんでもみんな知

らせるという意味ではなくて、必要なことは町の側から知らせる、共有するという姿勢ね。ここの

ところが、私はないと駄目だと思っています。ですから、徹底した情報公開というのを議会も、町

も、町民もみんなでやれるような仕組みをつくった方がいいと思います。やっぱり都合悪いことは

いろいろ出したくなくなるというのは、それはそうですよね。わかるのです。だから、そういうこ

とを含めてやっぱり、こちらもそういうことをきちんとしていただけるような体制をつくるという

辺りがね、あまり具体的ではなくて申し訳ないのですけど、非常に大切な部分だろうなと感じてい

ます。12 年間というのは加藤委員に聞いてもわかると思うのですけど、実際に出ていない情報とい

うのはたくさんありますよ。情報公開制度がなかったから。 

○委員長（及川保君） なるほどね。議会として体制をきちんとつくって行くべきだという貴重な

意見でした。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、大渕委員の意見を伺っていて、自治基本条例の中の議会の政策研究会、

私はこれがすごくね、本当に議会がそういう機能を生かして、出したくない情報も出させられるよ

うな・・・。こっちが情報不足ですよね、勉強不足ですよね。そういったことも本当に取り出せる

ような、そういった政策研究会という一つの持てる機能を今後やっぱり十分に生かして行く方法を

議会として今後考えるべきではないかなと。今のお話を伺っていて、本当にそういう一つの政策に

対しても、本当にこれはどうなのだろうかということを徹底してできる、そういうような仕組みづ
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くりというものができる体制ができているのだなと、私、思いながら、今、聞いていたのですけど。

そういった部分で、個人なら駄目だけど議会としてだったら情報もある程度出してもらえるのかな

と、そういうような思いもちょっと思って、今、聞いていたのですけど。今後ね、これは受け継が

れていくわけですから、新しく議員が代わった時にね。そういった意味では、本当にこの研究会を

大事に、そして、機能を十分発揮できるような形にもって行ってもらいたいということも付け加え

てやって行くといいのではないか、そして、情報をどんどん公開してもらって、研究をしていくと

いう形を進めて行くというふうにもって行ったらいいと思うのですけども。 

○委員長（及川保君） 今、古い議員さんの方から、ちょっと表現が悪かったですけども、貴重な

意見だったと思います。これもきちんと明記しておきましょう。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。今回の健全化法という新法、これはいろいろ議論して

ね、ようやく資産というものに目を向けたのが今回の問題だと思うのですよね。今までの単式簿記、

今までの自治体の会計というのは現金主義と言って、現金の動きだけの決算であり、予算であった

わけですよ。ところが、最近の土地造成の勘定科目が出てくるということは複式簿記の採用なので

すよ。あちこちの自治体でも、白老でも一部複式簿記、バランスシートをつくってはいるけれど、

まだ完全ではないのですよね。ですから、早晩ね、必ず僕は複式簿記が勘定科目として、資産とい

うものがどういうふうに減ったのか、増えたのか、そういうことからいくとどうしても複式簿記の

採用というものが将来は考えざるを得ないと、そういう時代に今、来ていると思うのですよ。それ

で、実際に採用しているところもあるけれども、自治法では別に複式簿記にはなっていない。だけ

ども、早晩、複式簿記の時代が来ると思うのでね、やっぱり我々も複式簿記を一生懸命勉強してい

かなければならないなという、そういう時代が来ると思いますのでね、その辺りも、もし、あれだ

ったら、しておければありがたいなと思うのですけどね。 

 それともう一つね。先ほど、監査委員の話が出ていて、これは自治法で決められているから人数

は別として。監査委員さんというのは、宗像委員に聞けばわかるのかどうかは知らないけど、外部

監査方式を取り入れるということも出ているのですね。外部監査ということは、やっぱり数字がき

ちんと入った、出た、残金がこれだけありましたという、町内会の会計を違って、金額はきちんと

載せていますよというだけの監査であってはならないと思うのです、今後は。今後はやはりね、最

終的にチェックするのは議会だとは言うけれども、毎月の出納簿とか何かを見ていて、または借り

入れやら何やらも見ているわけだから、そうすると我々以上に監査委員というのは数字を見ている

わけですよね。そうすると借り入れが多くなっていく、前々回だったか、私がちょっと質問した一

時借入金の問題もあるのだけれども、そういう問題も十分チェックするためには監査委員さんも監

査委員さんの意見として出来うれば、議会で当然チェックすることは一番重要なことはわかるのだ

けども、監査委員さんも今こういう状態にあるのは非常に危険ですよとか、何かそのくらいのこと

を言ってもいいのではないかと。ただ、そこまで自治法で言えないのであれば、これはどうにもな

らないのだけれども。やはり、そのくらいのことはあってしかるべきだと思う。それに基づいて理

事者が、「ああ、そうか」と言って、直すところは直すとかって、早く直せばいいわけですから。深
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みに入らないうちに直すという方法もあろうと思う、内部的にも。だから、そういう面で監査委員

さんの自治法も少し改正してもらうような時代が早晩来るのではないかなという気がするのだけれ

ども、どんなものですかね。監査委員さん、その辺りどうですか。 

○委員長（及川保君） 最初に出た外部監査とは、また別ですね、今の後段の話は。 

○委員（加藤正恭君） いや、関連している、外部監査を入れるということは。もう、そういう空

気になっているのですよ。全道の中に外部監査を入れるべきだと。 

○委員（大渕紀夫君） 財政再生団体になったら、外部監査入るでしょう。 

○委員（加藤正恭君） 入る、当然。ならなくても外部監査を入れてやるという提言もされている

のですよ。宗像委員、その辺りどうなのですか。 

○委員長（及川保君） 10 番、宗像脩委員。 

○委員（宗像脩君） 今、加藤委員さんから言われている外部監査というのはしていません。外部

の人が入ってきてどうのこうのというのはやっていません。ただですね、しょっちゅう監査室では、

主幹含めて３人ですけども、今、町として何が問題になっているかとか、そういったことについて

の意見交換と言いますか、そういうことはしょっちゅうやるのです。ということは、毎月23 日から

25 日までの間に定例監査というのがあって、必ずみんなそこで寄るわけですけども。その時に、ま

ず、そういうことをやるということ。 

 それから、はたして帳簿が現金とあっているかどうかということも、これは現金を、１万円札を

数えるわけではないのですけども、銀行から来る預金残高証明というのがありますから、それなん

かとも照らし合わせてやるというような状態です。そして、いつも私がわからなかったものですか

ら、しょっちゅう聞いて、そういうものかなと思うのですけども、監査委員にもやっぱり壁がある

わけです。ここまではできるけども、これ以上はできないというのがあるわけです。ここまででき

るというのは、いわゆる予算が、議会で予算が全部決まるわけですけども、それで、予算の中身も

全部決まって、決まったことについての支出については何にも言うことはできないわけですね。そ

して、予算外のものが、もし、出てきた場合には、それらは全部チェックするのですけども、今の

ところはそういったものはないのです。補正予算なり、何なり、必ず予算通ってから来ますので。

ただ、意見だけは、例えば、ついこの間、町長室へ行って、町長の方に資料を出すと同時に、ちょ

っと路辺談話式になりますけども、こんなふうに思うのですけどね程度の話はします。例えば、敬

老会。この間、竹浦でも懇談会の中で敬老会はもうやめろとかという話が出たのですけども、あん

なようなこと、そういうことは去年、一昨年から町長の方には、「私たちはそう思いますよ、敬老会

をいつまでも 3,000 円にしなくてもいいのではないですか。」それで今度は 2,600 円。「これもどう

ですかね。」無くてもなんて、そこまで極端なことは言いませんけども、そういった補助的なものに

ついてはどうですかという、そういった類の意見などについては話をするということです。以上で

す。 

○委員長（及川保君） 現在の宗像監査委員の方から話がありました。 

８番、近藤守委員。 

○委員（近藤守君） ８番、近藤です。今まで皆さんの意見は、これからチェック機構とか、いろ
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いろそういうことをやるための話なのですけども、現在の我々議員が要するにやったことというの

は、町と同じくいろいろな立場で賛成、反対をやってきて決めたことなのですけども、役場の職員

は 30％だとか、20％の報酬カットをしているわけですね。私なんかも町の人からね、議員だって報

酬ぐらいカットするのだろうという意見が何件かあったのですよ。ですから、そんなことを含めて

ね、皆さんはそのことに対する意見があったらお聞きしたいなと思いますけども。 

○委員長（及川保君） これはまた議運の中で議論する、また、いろいろと別の場所でやられると

思いますので。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。今、近藤委員の言われたことは私のところにも電話たく

さん来ています。それで、私が答えているのは、どうやって言っているかというと、それは今、決

めるわけにはいかないだろうと。議員さん、皆さん考えていらっしゃると思いますと。だけど、今、

決めるわけには・・・。新しい議会がこれからできるのにね、今、僕らが何ぼ切るなんて言ったら

とんでもない話になりますから、それは新しい議会で考えていただきたいと。しかしね、役場の職

員の皆さん方20％、幹部35％ですから、やっぱりそれは考えるのではないでしょうかと、それ以上

はちょっと私も言っていません。それはちょっと今、決めるというわけにはどんなことをしてもい

かないからね。そういうことではないかなと思いますが。 

○委員長（及川保君） いろいろな意見が出されて来たのですけども。 

３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 私は情報公開とともに議会の調査権というかな、それを行使できるよ

うな、いつでも調査できるのですけども、先ほどのお話をちょっと似ていますけれどもね、なかな

か、今こういう状況だから、ここまでは話せるけれども、ここまでは話せないというところがある

と思うのですよ。しかしながら、例えば大きな事業に関してね、成功すれば町民は当たり前だと思

っていますけども、失敗した時は「お前ら、何やっているのだ。」という話になるわけですよ。行政

に対してもそうですけれども、議会に対しても。要は、町側と馴れ合いだったから、そういうふう

になったのだろうと。何もチェックしていなかったのだろうと。こういう話になってくると思うの

ですよ。今回、同僚議員が今定例会でＲＤＦの、バイオマスですけどもね、質問を専門的な見地で

細かく質問されておりましたけれども。私もですね、事業に対しては、基本的には賛成なのですけ

ども心配もものすごく持っている一人なのですね。というのは、今まで成功例のないものを初めて

やるということですから、そういったようなことも含めて、当然これは成功すれば何も言われませ

んけど、失敗した時は、結局は議会、あなた方は何をどうしていたのという話になってきますので、

そういった意味も含めてやはり議会としても調査権を行使できるような、もっともっと情報も公開

していただきながら調査するような、そういうこともどんどん積極的にやって行くべきだというふ

うに思います。 

○委員長（及川保君） はい、わかりました。 

１番、小西秀延委員。 

○委員（小西秀延君） 先ほど、18 年度の決算カードをいただいたのですが、だいたいこれを見れ
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ば、市町村の経営状態と言ったらあれですけども、財政状況がわかるようなシステム化されたもの

になっているはずなのですね。ところがですね、これを見ても特別会計等の赤字の状況というのが

なかなか見えて来ないというのが事実なのですね。こういうところのシステム化をもっと変えてで

すね、見てすぐわかると。他の市町村との運営状況がどういうふうに違うのだということを理解で

きるシステムを構築した方がいいのではないかというふうに思いますね。これはちょっと他市町村

も絡みますので難しければ、当初のうちは自分のところで調査したものを比較するような形をとれ

ればなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） はい、わかりました。 

私の方から１点いいですか。私もそれなりに長い状況になっているのですけども。議会に対して

町が実施する政策、だいたい固まった時点で議会の方に説明があるのですね。これというのは、以

前から白老町は特に委員会と言いますか、審議会と言いますか、町民を巻き込んだ委員会というの

が非常に多く、やっと最近それなりにまとまった数にはなってきましたけども。100 人会議を含め

て、いろいろな意見の中から出てきた政策も実はたくさんあるのですね。そういうものというのは、

議会に上がってきた時にはもうすでにだいたい大きな形になって出てくるわけです。それを議会が

「これは駄目よ。こんなことをやってはいけないよ。」という話にはどうしてもやっぱりなりにくい

部分が実はあるのですよね。例えば、何でこんなことをやるのかなという部分があったとしても、

非常に、修正くらいがいいとこではでしょうか。例えば、学校一つ建てるにしても、何でこんなす

ごい学校なのだと思ったとしても、それが言葉に出して、なかなかできないというね。議員もそれ

ぞれ皆さん、町長と同じ、選ばれているわけですから、非常にその部分が議論しにくい部分は今ま

であったのではないかと、私は強く感じているのですけども、これは皆さん、そのようなことを感

じたことはなかったでしょうか。だから、その辺のことがどういう形でまちづくりに活かしていけ

るかですね。どういう体制ができるかですね。だから、そこも非常に大きな今までの反省部分なの

かなというふうに思うのですね。 

 他、何かないでしょうか。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。先ほど、山本副委員長が言われた件なのですけれどもね。

私も本当に同感なのですよ。例えば、うんと簡単に言えば、日本航空学園なんか典型ですよ。批判

されて、人が集まれば評価されるのですよ。あれ、集まらなかったら批判されるのですよ。下水道

だって同じですよ。本当に下水というのは、私は文化のバロメーターだってみんな言って、引こう

ってみんな引いたのですよ。町民の皆さん、本当に要望したのです。この間集まられた方々皆さん、

私は、下水は引いてくれと言ったと思うのですよ。だけど、こういうふうになったら一番多かった

のは 120 億で、318 億の一番多いのは 120 億だから、「お前ら何をやっていた」と、「何で早く合併

浄化槽にしなかったのだ」と。町民が悪いと僕は言っているのではないのですよ。政策の判断とい

うのは、それが全部、その時点で、今回の時点でその政策が全部誤っていたかというふうになると

私は違うと思います。もっと後に判断されるべきものもたくさんあると思うのです。逃げでも何で

もないですよ。ですから、そういうことを自信持って言える議会。自信持ってね、我々はやっぱり、

こういうことで間違ったことはやっていないしね、こういう状況になったから議員全員総懺悔で、
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「申し訳ありませんでした。みんな我々が悪いのです。」というふうにはね、僕はならないと思いま

すよ。そこはそういうふうにしないと議会の存在価値なくなりますよ。いらないとなります。皆さ

んいろいろなことを言って、町民の方にいろいろ言ったり、いろいろなことで発信していますよ。

だけどね、結果としては、じゃあ、議員いらないのかということですよ。僕は違うと思います。例

えば、さっき委員長言われましたけどね、100 人会議でなんぼきちんと決めても、100％決めても議

会で駄目だと言ったら駄目なのです。議会というのはそれだけの権限あるのですよ。我々はそれだ

けの権限、町民からも、理事者からも任されているのですよ。その立場を本当に考えないと、全部

今までやってきたことが悪くて駄目だなんて、そんな議会なんかではないですよ。私はそう思いま

す。ですから、政策の中で確かに行き過ぎた部分もあるし、間違っていた部分もあると思いますよ。

しかしね、下水引っ張って、今、引っ張っている人の中で、「これやめて、合併浄化槽にしてくれと

言ったのに、何で引いたのだ。」と言った人いますか。いないと思うよ、僕は。だからね、そこは全

部が今の判断ではなくて、将来判断することもあるしね。だって、日本航空学園、あれだけいろい

ろ批判あったのですよ。いろいろな形であったのですよ。しかしね、これからだってわからないよ、

来年ゼロになったらどうなりますか。やっぱり駄目だったとなるかもしれないでしょう。そういう

ことだってあるのですよ。そのことを町民にわかってもらうことだって我々の仕事ではないですか。

僕はやっぱりね、全部すみませんと言っているのではなくてね、我々も積極的にそういうことを言

い、さっき山本副委員長が言われたように、我々は一生懸命勉強して、調査権は百条調査以外はあ

まりないかもしれない。資料はもう出さないと言ったら、出せとは言えないみたいなのだけど、し

かし、それは今の理事者との関係ではそういうふうになっていないですよね。出してくれと言った

ら、出してくれるわけだから。だから、やっぱりそういう立場で議会は動いていかないと、10 月は

何だか変なことになったら困るなというふうに思っているのですよ。だから、歳費だって新しい議

会で考えて、削るなら削った方がいいのではないですか。自ら削っているところはたくさんあるの

だから。みんなが削ると言ったら、削った方がいいと思いますよ。だから、そういうことは我々の

中で自主的にやっぱり考えて、いろいろなことやれるようにした方が・・・。理論的にちゃんとし

ているのなら、増やすことも考えてもいいです。本当にそう思いますよ。ただし、理論的な裏づけ

がないと駄目ですけどね。 

○委員長（及川保君） 町のあらゆる事業については、やっぱり議員一人ひとりとして責任を持っ

てそれぞれが判断する、この能力が無ければ議会の果たす役割というのは無いに等しいのですよね。

いい意見が出ています。 

９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。重複するのですけれども、私、この財政改革の骨子を見まして、

これから、実施案が出てくると思うのですけれども、今後の体制の中で、先般も話したのですが、

やはり文章で表すということはどうしてもやっぱりわかりにくいと。やはり数字で目標を定めて、

これをいつまでに誰がどうようにして達成するのかという、そのような指標を明確に示すのが本当

の実施案だと思うのでございます。役所の方式はなかなか難しいので改正はできないかもしれない

けれども、少なくても、やはり管理サイクルの中でＰＤＣＡとあるわけです。プランを立てて、そ
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れから、るるチェックして、そして、アクションを起こすという、そのような手法が一目でわかる

ように、例えば、一つの改革の中で改革目標を立てたら、いつまで誰がどのようにして実施するの

かということを一目瞭然わかるようなシステムで、きちんとやっぱり管理する方法をこれからとっ

て行かなければ、いくら立派な計画を立てましてもお互いに計画をチェックするということだけで、

実施をチェックする機能が働かないと思うのですね。そういうふうな意味でやはり今後の骨子案を

実施に移す場合は、やはりきちんとした目標管理手法をとって、そして、この目標は誰がいつまで

このようにして実施するのだという、そのような手法を明確に議会も当局も、それから、監査の方

も一つの見方で全員がチェックするということが正しいやり方ではないかと思うのでございます。

そういうふうな意味で今後やはり、これらを製作するにあたっては十分注意してやっていただきた

いなと思います。私ども、やはり、立派な骨子案を見ましても、これはまた、非常にそういうふう

な意味でいざチェックする時になかなかチェックし難いものになってしまって、結果的にはおかし

くなってしまうのではないかなというような気がするのですね。ですから、特にこれからそういう

ふうな意味でわかりやすく、数字を立てて、そして、いつまで誰がどうしたら、この目標が達成さ

れるということを正規に謳うような方式をとっていただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） なるほど。その辺のことも入れておきましょう。 

18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今日のような特別委員会、財政健全化に関するからこういう

活発な意見が出たのかなと。僕、議員として長いのですが、こういう議論をしたのは初めてですね。

それで、町の理事者もいないで、これだけ活発な意見が出るということは、何かこういう機会を今

後、政策研究会という議会改革の中でも議論されていますけれども、それは当然、新しい議会で採

用されるのでしょうけれども、非常にこういう議員同士の議論というのが今まで非常に少なかった

ような気がするのですね。ですから、理事者がいないから当然そうなるのかもしれないけど、こう

いう機会を年に何回か、テーマを設けて、この次の議会からは議員同士でいろいろ議論するという

ことも考えたら非常に有意義な、私は特別委員会だったなと。だから、こういう特別委員会をつく

ったことに私は意味を感ずるのだけれども。今後、これを参考に別なテーマでもいいから、こうい

う機会を年に何回かつくって、議員同士で自由にディスカッションできるような場所があっていい

なと。今後、そういうことを計画されたらいいかと思いますね。非常にいいことだと思って。 

○委員長（及川保君） そうですね。議会としても改革の中で次期から特別委員会を常任委員会体

制に持って行くのだと、広報・広聴も含めてやるのだと、こういう役割はやっぱりそういうところ

に大きなものがあるのだろうと私は感じているのですけれどもね。今、加藤委員が出された部分に

ついては、この辺のこともきちんと入れていきましょう。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 小さなことなのですが、私、町単独事業とか、そういったものの見直しを

するという話をしていて、それを本当に全部具体的に出した方がいいのではないかという話を行政

側とやった時に言っていたはずなのですが、今回、竹浦とかの町民との懇談会をやった時に、やっ

ぱりこういった事業を町はもうやめてもいいのではないかと、いくらぐらいかかっているのだと聞
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いた時にすっと金額出なかったのですよ。1,000 万じゃないかとか、何ぼだとかって。敬老会の関

係と、それから、長寿祝い金で 1,600 万ぐらいあるはずなのですよ。そういったことがすっと出て

こないこと自体が、見直しをかけるって、具体的にどういうものがあるのかと。18 年度の決算のこ

れを見ても、町単独事業というのは７億 1,600 万あるのですよ。補助事業というのは３億9,200 万。

両方で 11 億以上ぐらいのお金があるのですね。これを見た時に、本当にこれがどういったものがあ

るのかということを検討する時に、やっぱり具体的にどういうものがあるのかということを、吉田

正利委員がおっしゃったように、具体的に出して、本当にそれがどうなのかという議論できる場に、

それにもちろん議員も加われるような、そして、私たち議会これから、もしかしたら新しい議員さ

ん方で説明会に出て行くかもしれませんよね、こういう財政に関して。そういった時に、こういう

ことを見直しすると言うのだけど、皆さん意見どうですかというふうに聞いていくことも今後出て

くると思うのです。そういった意味ではやっぱり先ほどおっしゃったように、いろいろな面の具体

的なものの数値の表示というのはすごく必要になると思いますので、そういった点をこちら側とし

てはきちんと言っていくべきかなというふうに思っています。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕も一つだけ。吉田正利委員が言われたました件なのですけど。例えばで

すよ、今回、土地売れたと、キューピーに。そうしたら、臨海部はこれだけ減ったと、売れたのだ

から。決算が来なかったらわからないとかそんなことではなくて、売れのだから臨海部の借金はこ

れだけ減りましたと、工業団地２つ売れたから、これだけ減りましたと、そういうことを町民説明

会で説明すればいいのですよ。例えば日本航空学園、いつも言うけど、残金、払ったら減っていて

いるのだよ。載っているのは２億5,000 万、もう２億切ったでしょ。１億９千何百万なのです、僕、

調べたら。８月末で。だから、そういうことを言えるように、今、吉田和子委員、小さいことだと

言われたけど小さくないと思うのですが、そういうことが我々もパッとわかって、こうやって土地

売ったからこれだけ減ったと、それが26億の内の5,000万でもいいでしょう。そういうことがパッ、

パッと出ないものだから町民は「何をやっているのよ、いつまで経っても同じだ。26 億７千何百万。」。

減っているでしょう26 億から、土地が売れたのだから。そうしたら、売れた金額でやった方がいい

と思わないですか、我々だって。何でそういうことがパッ、パッと出ないのかなと思うのだよ。航

空学園の残金も含めてですよ。だって、もう２億切っているのだよ。だから、そういうことをやろ

うよ。 

○委員長（及川保君） 要は、情報公開ですよね。 

○委員（大渕紀夫君） そうです、情報公開。そういう意味の情報公開。 

○委員長（及川保君） 議会に対して、町民に対して。 

○委員（吉田和子君） 数字的にきちんとわかっていると、そういうことが説明できると町民の方

は安心するのです。 

○委員（大渕紀夫君） そうだ、納得する。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） だから、この間、私、本当にね、何ですぐ答えられないのと思ったのです。
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敬老会もうやめてもいいのではないかと、どれぐらいかかっているのですかと言った時に、すっと

数字が出なかったのが、私、すごい何やっているのと言いたかったのです。だから、そういうこと

がやっぱりすっと出る、これだけかかっているのですよと。皆さん、そういうことを言っていただ

いてありがたいですと言った時にすっと数字が出たら、行政ってちゃんと抑えているのだなと、全

部わかっているのだなという安心感があると思うのです。それが、調べるのに後ろを見たり、あっ

ち見たり、こっち見たりして、1,000 万近いとか、そんなことではやっぱり説明責任が果たせない

と思うのです。そういった意味ではやっぱりさっき言ったようにきちんとするべきだというふうに

思います。でも本当にね、町民が必死になって考えてくれているのですから、やっぱりそれにきち

んと答えられる体制づくりはね・・・。だって、私も言っていたのですから、そういう数字を出し

ておくべきだとかね。保育所だって、負担になるかどうかはまだ最後の手段だと言ったって、でも、

どれだけ増えるのだろうと町民は思うのですから、そういったことを明確にしておくと、もしかし

たら、そういうことになるのかもしれないと腹をくくってもらえるということだってあると思うの

ですよ。そういったことがきちんと明確になって行かないと。もちろん私も抑えていませんから、

聞かれたら言えないのです。だから、そういった部分の説明ができるような形にしておくというこ

とがすごく必要だと思います。 

○委員長（及川保君） はい。だいたい話の内容はもう十分すぎるぐらいわかるのです。やっぱり

情報公開に尽きると思うのです。何か隠しているわけではないのだけど、それを提示しようとしな

いという、やっぱり役所の親切さが足りないというか・・・。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 大変勉強になりました。いろいろな意味で勉強になりました。いろいろ教

えてもらったわけですけどね。自治基本条例をつくった時に自由な論議という言葉がありますよね。

議会の中で自由な論議って、どういう場所でどういうふうに使うのだろうかという、そのことにつ

いてはやっぱり掴みきれなかったのですよ。実際に今、こうやって皆さんの議論を聞いていまして

ね、やっぱりこれが自由なのかなと。ということは、何でもしゃべればいいというものではないの

かもしれないけども、お互いに賢くなると、誰かに向かって何かを言うのではなくて、それを聞き

ながら自分が利口になっていく、お互いに利口になっていく、これが自由な論議なのかなという気

がするのですよね。それで、そういう場をこうやって実証できたということはすごく嬉しいことな

のですよね。やっぱり自治基本条例が活かされてくるなという、そういう期待というのがものすご

く持てる。それで先ほど、政策論議をこれからしようではないかと言ったのも、やっぱりこれの延

長だろうというふうに思うのですよね。あとは、議会改革の中で情報公開で何を出させるのも大事

かもしれないけども、それ以上にそこに目をつける議員の質の高まりの方が大事なような気がする

のですよ。ですから、これから議会改革をして行きながら、そういう場をどうやってつくって行く

かと、その辺りにきちんと目を置いて、やっぱり自分たちが利口になっていくのだという、お互い

に議会全体というか、議会の中の私一人が偉くなればいいのではなくて、議会全体の質が高まると

いうことをやっぱり常に考えてほしいなというふうに考えます。 

○委員長（及川保君） はい。３番、山本浩平副委員長。 
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○副委員長（山本浩平君） 先ほどいろいろ出ていたと思うのですけれども、先ほどの大渕委員や

吉田委員がおっしゃっていたことと似ているのですけどね。この前の特別委員会の時にエポックサ

ービスと田野井製作所の２つ土地売れたらいくらだという話があった時に、なかなか行財政対策室

の人たち答えられなくて、事務局長が必死になってサインを送っていたと。ああいう状況というの

はですね、ちょっとあまりにも時間が無かったというのもあったのかもしれませんけれども、当然、

関心を持たなければならないわけですよね。僕は少なくてもですよ、例えば行財政対策室ばかりで

はなくて、今、土地売ることで大変なのですからね。全部の課長さんくらいは、あの２つが売れた

ら、だいたいどのぐらいだというぐらいの大まかな数字ぐらい抑えておくべきだと思うのですよ。

それがどういうことかと言うと、やはり行政のシステム上仕方ないところあると思うのですけども、

すぐ異動して全然違う部署に行きますよね。ですから、その時、その部署にいれば、そのことだけ

をやっていればいいという感覚がどうしても長年のことだと思うのですけども、やはり大まかなこ

とぐらいは自分の部署とは関係ないことでも掴まえておくというようなことも必要ではないのかな

と。これは、職員の意識改革というようなことになっていくと思うのですけどね。最低限そういっ

たことがやっぱり必要ではないのかなというふうに感じました。 

○委員長（及川保君） 本当に率直な意見だったと思いますよ。あの時にね、本当に数字が、何が

正しいのかという感じのやりとりをしていましたからね、あの姿を見ていると。さっきも大渕委員

からの方からありましたけども、やっぱり役所はもう少し真剣にね、今、言った、大事な、みんな

関心の持っていることなのに、今、起きたことが全然わかっていないのですよね、どのぐらいの数

字だと。大雑把でもいいではないですか。そこが非常に・・・。これがまた続くのであればね、こ

ういう状況が続くのであれば、やっぱり同じようなことを繰り返すという、たぶん、吉田正利委員

の思いはそこだと思うのです。同じことをやっているのではないかと。２回も３回も財革のプログ

ラムが出てきても、一生懸命立派な文章をつくっても結果的には、ひょっとしたら駄目な可能性も

あるのではないかと、そういう危機感を持っているのですよね。だから、やっぱり数字をきちんと

検証していくと。だから、今のような意見も大事な部分だから、これもきちんと説明してもらうと、

こういうことですよね。 

他に何かありますか。よろしいでしょうか。実は10 日も開催予定になっています。10 日は 10 時

からの予定になっていますけども、ぜひ、今日のことも含めて何でもいいです、今後のまちづくり

における部分でもいいですから、ぜひ、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。そこで、いいま

とめに。そういうことでまた10 日も開催しますのでよろしくお願いしたいと思います。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（及川保君） 本日の委員会はこの程度にとどめたいと思います。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後３時４２分） 


