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平成２０年白老町議会町税の税率改正に関する連合審査会会議録 

 

平成２０年１０月２０日（月曜日） 

開  会  午後 １時３３分 

閉  会  午後 ３時２３分 

                                         

○議事日程 

審査事項 

・議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○会議に付した事件 

審査事項 

・議案第６号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○出席委員（１５名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 玉 井 昭 一 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

委  員 鈴 木 宏 征 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主   幹    森   隆 治 君 



 2 

                                         

◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 時間も過ぎましたので、総務文教常任委員会連合審査を開会いたし

ます。 

（午後 １時３３分）  

                                         

○委員長（及川 保君）  午後からお集まりいただきまして、ありがとうございます。この連

合審査の後、また常任委員会が２つ設けられたということで、ある一定の時間がきましたら常

任委員会を閉めたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、皆さんのお手元に事務局からフローチャート届いていると思うのですが、その説

明について局長から説明を行いたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 15 日に連合審査終わりましてから総務の委員会が行われまして、

今回の連合審査会の流れをわかりやすくつくっていただきたいということで、私のほうで案を

つくって、先ほど総務のほうに確認いただきましたので、これを概略説明したいと思います。 

今回総務に付託されました連合審査の内容につきましては、町税の税率改正の件でございま

して、中間報告において議会の対案として、固定資産税の税率を 1.7％から 1.65％に見直しを

しなさいという対案を出してございます。それを受けて町は 1.65％ではなくて 1.7％の議案提

出をしてまいりました。これは、議会が示した 1.65％については、土地の売却を財源としてい

ることから新財政改革プログラム上、これについては対案とできないという理由でございます。 

それで、1.7％の提出でございますので、まず一つの考え方としては、議会が示した税率

1.65％が、土地の売却が対案となるかどうかというのが必要になろうかと思います。これが議

会として対案になり得るということであれば、左側のほうにいきますけど、税率 1.65％に議案

を修正する行為が必要になろうかと思います。基本的には対案を示しておりますので、この流

れになるのですが、これが一つの考えとして、やはり土地の売却が無理があるのではないかと

いう考えに落ち着くのであれば対案になり得ないと。そうしますと、連合審査会の中では税率

1.7％の議論を進めていただくのがよろしいかと思います。要するに、町の提案を認めるかどう

かということでございます。これについて、なお 1.65％ということであれば反対の議案を否決

するということになろうと思います。1.7％やむなしで賛成ということになれば税率 1.7％にな

りますが、議会は 1.65％という対案を示しておりますので、すんなり 1．7％ということにはな

らないかなと。やはり附帯決議は必要ではないかと思っております。 

もう一つの考え方としては、住民負担の軽減から別案を議会として検討するかということで

ございます。これは、代替案の検討になりますが、これについても、基本的には町が代替案を

協議にのれるかのれないかというのが前提になろうかと思います。左側のほうにいきますが、

町との協議ができるということであればきちんと議論を交わしまして、１回議案を撤回しても

らうのが望ましいのではないかと思っております。その後、町側から議会の意見を組み入れた

修正案を再提出していただくということになるのではないかと思います。 
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ただ、代替案については、なお町が酌めないということであれば税率を議会が修正して、当

然予算提案権は町にございますので、議会が予算提案されたものを独自に修正すると。この流

れになるのではないかと思っております。ですから、議会として選択肢としては、黒の網掛け

で囲った部分の議決を通らなければならないと。町が代替案を酌んでいただいて、再提出する

というのが真ん中の下の段になろうかと思います。こういう議論で進めていって、総務のほう

で採決を取ったらよろしいのではないかなと思っております。私からは以上です。 

○委員長（及川 保君）  局長から説明がありました。９月の本会議で総務文教常任委員会に

付託された超過課税の税率の 1.7％に対する町のプログラム案に対して総務文教が付託を受け

たわけであります。そこで、連合審査という形で本日まで協議を進めてまいりました。皆さん

のご意見も十分お聞きしてまいりました。そういった中で今局長から説明があったように、こ

の部分の 1.7％当初の連合審査の中では 1.65％という部分について確認をさせていただいたわ

けでありますけども、本来この常任委員会に付託された案というのは 1.7％だと。1.7％をどう

するのだという案件でございましたので、本来の姿に立ち返りまして、皆さんとこの部分につ

いてけじめをつけておきたいと。10 日のこの委員会の中でも皆さんのご意見の中からも出てお

りましたように、土地の部分で対案となれるかと。この部分については、非常に厳しいという

意見は多々出ておりました。そして、それを受けて先般の連合審査の中で、理事者がこの土地

の売却については非常に難しいと。町としても対応は難しいというはっきりとした答弁がされ

たわけでありまして、その時点でこの 1.65％という議会が提案した土地売却案については、ま

ことに残念ではありますけども、対案とはなり得ないということが明白になったわけでありま

す。そこで今回議会として、1.7％に対する 1.65％の土地売却が対案となり得ないということ

をこの委員会ではっきりと苦渋の決断と言いましても、この部分についてはそうせざるを得な

いということでご理解を賜りたいと。賜りたいのでありますが、皆さんのご意見もここで伺っ

ておきたいなというふうに思います。今、フローチャートに示されております議会が求めた

1.65％の土地売却についてきちんとけじめをつけておきたいという委員長としての皆さんへの

お願いでございます。次に今後どうするかと、こういうことにしていきたいなというふうに考

えておりますので、皆さんのご意見を伺っておきたいなと思っております。現実として、先般

の副町長の土地売却は難しいという答弁がございましたけども、それを認めるかということで、

皆さんお考えはいかがでしょうか。自由に意見を出していただきたいと思います。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先回もいろいろな議論の中で、この土地売却についてはや

はり対案になり得ないという、何かそういう私自身はそう感じているのです。それに対して対

案になるといういろいろな部分で議論をしたとしても、理事者側からの意見というのは先回こ

こに出席していただいて話を聞いたあれ以上のものというのは出てこないような気がします。

私はやはり、現状を考えたときに、町の提案というのは 1.7％の部分で出てきますけども、そ

れに対しての土地売却部分が 1.65％の対案になり得るのかと言われれば、それはちょっと今厳

しいだろうと。であるならば、次の段階に移っていかなければならない、そう考えております。 
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○委員長（及川 保君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 今の議会と町との間では、1.7％、1.65％の間でこう着状態が続いてい

ると言っても過言ではないと思います。こう着状態について、今後どうなっていくのか、また

どのような方向性が望ましいのかということを含めて会派の中で意見交換をいたしました。鈴

木委員は今病気療養中ということでございますので、今いる本間委員と２人で意見交換をした

わけでございますけれども、以前、町側が検討されていた 15 億 9,000 万円の土地売却に関しま

しては、そのときのことを思い出したのですけども、まだ総務省の基準があいまいであった頃

の話として、実は町のほうで考えていたのは、土地の売却をいわゆる民間企業にこの 15 億 9,000

万円の土地を売る計画、すべてそういうところに売るということではなくて、土地開発公社に

一たん売却をというような、こういう計画であったと思うのです。これがまだ総務省の基準が

あいまいだった頃です。土地開発公社に売るということに対しても、議会からもいろんなそう

いうことでいいのかという意見も出されたと思うのです。そういう状況であったということも

一つ申し上げておきたいということと、今現在の金融不安。そして、株の上がったり下がった

り、また上がったり下がったりみたいな、こういう動向の中においては、新たな企業の設備投

資というのは非常に考えにくい。土地の売却はより厳しいものとなってきているのが現実であ

ると、このように考えざるを得ないのではないかということで、まず土地の売却に関しまして

は、私どもの会派としては難しいのではないかという意見でございました。また、私どものほ

うで、中小企業あるいは個人事業者が 1.4％から 1.7％の約 20％の固定資産税のアップという

のは、償却資産が含まれておりますので、これは厳しいだろうと。そういう中で確実な税源の

確保ということで 0.05％については、浅く広く個人町民税や軽自動車税に求めてはいかがかと

いうことで提案させていただきましたが、これも議会内においてもなかなか賛同を得られる内

容ではなかったということを、現実的に私どもは受け止めております。土地に関しては、現実

的に非常に厳しいものと認識しております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 自由に意見を出していただきたいと思います。近藤副委員長どうぞ。  

○副委員長（近藤 守君） 我々は 1.65％で頑張ってきたわけですけども、対案である土地の

売却が見込めないという町側の判断であれば、それは白紙に戻さざるを得ないということであ

って、個人の決断ということではなくて、これからも賛成した場合には附帯決議ということが

あるもので、そこでもって町民のいい方向に持っていくのが一番いいのではないかと、このよ

うに思っています。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員、いかがでしょうか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 土地だけに関して言えば、先ほども話が出ておりましたけども、今の

状況下でどれだけの企業進出があって、どれだけ確実なものができるかということは、やはり

机上でいくら計算しても空洞になってしまい兼ねないと。プログラム全体に影響を与えるとい

うことから言えば、やはりここは私たちが対案として掲げた土地ということでは、それだけで

はいかないのではないかと。実際にはそう考えます。 

○委員長（及川 保君）  大渕紀委員。  
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○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１つ基本的なことだけきちんとして、今斎藤委員の言った

ことでいいと思って、うちの会派会議やっていますからいいと思うのだけども、ただ、少なく

ても町は 15 億 9,000 万円を売るということを、町 民の皆さんに全部言ったのです。そのときに

議会は、それは無理だろうと。何でこんな無謀な計画なのだということを申しているはずなの

です。会議の中できちんと言っているわけです。町側が今言っているのは、それを受け入れて、

議会の言ったことを、15 億 9,000 万円売ると言ったのだけど、それは売れないというふうに議

会が売れないのではないかと言ったことに対して受け入れて、ここから削除したという言い方

をしましたよね。ですから、結論的に言えば、何を言いたいかというと、町のそういう姿勢を

議会が一つは初期の段階で変えたということは事実だと思います。そのときは皆さん、そうい

うふうにおっしゃいましたから、15 億 9,000 万円で売れっこないではないかと。その後に町は

毎年 2,000 万円の工業団地以外の土地を売るというふうに計画を立てたわけです。ですから、

そういうことで言えば、対案になるかどうかということで言えば、若干今斎藤委員が言ったよ

うな形になると思うのだけれども、その経過というのは、町が売ると言ったものを議会が変え

させた結果がこういう形になっているということもまたあるのですね、今までの中に。ですか

ら、僕はそういうことをきちんとした中で、これはやはり我々も言っているわけですから、そ

ういうことで言えばなかなか土地を売るということが対案になるかどうかということになれば、

それが必要かどうかは別になかなか大変だろうということはそのとおりだと思います。 

○委員長（及川 保君）  前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 今の 1.65％に対する対案の土地に関して、これは私も特別委員会の中

でも売却することはいいけども、プログラムには入らないでしょうと、そういう考えで一貫し

てきていますので、今の時点でもやはり土地については対案にならないだろうと思っています。 

○委員長（及川 保君）  松田委員どうでしょうか。この 1.7％、土地売却につきまして。 

○委員（松田謙吾君） 私は、何度もこの超過税率については考え方を申し上げてきたし、そ

れから会派としては、何度も意見出しています。1.65％の前に 1.50％から 1.55％までの意見も

出しています。このまち側がつくっているプログラムは、言うなれば町の再建のための赤字比

率と連結赤字比率を下げるために、下げなければ倒産するのだと。そのために、それをクリア

しなければならないとつくったのがこの新プログラムなのです、28 年までの。そこに加わって

きたのが特例債４億 5,000 万円を借り入れるのに、一度示したプログラムを変えるわけにはい

かないと、こう町側がずっと言っている。私は、連結赤字比率の工業団地の土地と下水道と臨

海部土地造成の、これを資産として認められた。確か 16 億 2,000 万円だと思いますが、これを

認められてその上に立って連結赤字比率と赤字比率すべてが楽々クリアになったと。何も心配

することがなくなったと。平成 26 年には一般会計も黒字が見込まれるし、連結赤字もゼロにな

ってしまう。 

こういう中で、私は前日の副町長の言葉に気になったものが一つある。それは、職員の給与

を 15％でも 10％しなければならないと。そして、職員は何も悪いことはしていないのだと、こ

ういう言葉がありました。私は、そこで感じたのは、今 1.7％にこだわっているのは、特例債
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ばかりでなく、職員の給与を１日も早く元に戻す。あるいは半分くらい戻してやる。ここに私

は根底があるような気がしてならない。 

1.7％というのは町民の負担も大変な話なのです、20％というのは。では、町側は土地が売れ

なければ 15 億 9,000 万円の土地、毎年 4.000 万円くらい売れないとすれば、町は代案をきちん

と示すべきではないのかと。議会側は、大型補助金や循環バスや大学自主運営や様々な対案を

出している。では、町側だって頭をひねって 1.65％にどうしたらいいだろうという言葉が一つ

もない。1.7％ありきではないですか。ですから、私は１度議会が、町民の付託選挙をして、町

民のためにやりますと言った議会が 1.65％と決めてから、1.7％に歩み寄るなんて議会ではな

いと思います。そんなことで私は絶対認められません。1.65％と決めたら 1.65％以外の対案を

きちんと探すべきだと。これが私は議会のやる仕事だし、まち側も 1.65％に近づけるような案

を出すべきではないかと、私は思っています。 

○委員長（及川 保君）  非常に今の意見も、私も特別委員長として進めてきた状況から重い

なと受け止めました。  

ほか、ございませんか。西田委員どうでしょうか。  

○委員（西田祐子君） 西田です。同じ会派の松田委員が言われましたので、全くそのとおり

だと感じております。むしろ、1.65％から 1.7％に町がこだわっている部分で、町職員の給料

20％カットから減らしたいというような、副町長の発言があったこと自体非常に驚いておりま

す。やはり、今ここで一番考えなければならないのは、町民が本当にやっていけるのかどうか

ということをまず議会議員として一番に考えたいと思いますので、松田委員に賛成です。 

○委員長（及川 保君）  氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 先日の副町長の話が出ていますけども、いろいろなとらえ方があるの

ではないかと思います。ですから、私のほうからも一言お話させていただきたいのですけども、

今松田委員言われたけども 10％、15％にすることが一つの考え方みたいな話されていたけれど

も、僕はそうは取っていなのです。ある程度のこのぐらいの規模のまちであれば、10％から 15％

の削減が妥当であろうと。でも白老町は 20％でやっていますよと。これもあと８年やることに

よって、白老町の財政がある程度普通のまちに近くなると。それを１年でも早く切り抜けたい

という気持ちは、確かにこの間の副町長の話からは出ていたと思いますけども、決して今 10％、

15％に戻したいのだという話ではなかったと私はとらえています。 

先にどんどん話が進んでいくような気がしますけども、新財政改革プログラム案の修正とい

う部分で、先日町のほうから示された部分についても、今回病院の改築についてはプログラム

に上げた対策を着実に実行して、計画どおりの赤字解消を図られることを前提として、平成 25

年度を目安に病院の改築に着手したいと、そういったものもこのプログラムには新しく載って

きました。私はそういうものも一つの具体的な附帯案として、議会からもこれについて申し述

べるべきことが必要になってくるのだろうなと。1.65％でいく、1.7％でいくという部分に対し

ての考え方、それについては先ほども述べたとおりであります。 

○委員長（及川 保君） 大渕委員。  
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○委員（大渕紀夫君） 対案になり得るかどうかという部分を先にやったほうがいいのではな

いですか。そして、次に進まないと何か話が皆一緒になってしまっていますので、私は、これ

は土地が対案になるかどうかということについて言えば、ちょっと難しいのではないかという

ことを申し上げたので、その辺よりもうちょっと行ってしまっているような気がします。  

○委員長（及川 保君） 全員の意見をお聞きしていきたいなという部分がございましたので、

進めさせていただきました。土地売却について、この議会が示した案については、まず全体が

対案とはならないという部分では、いかがでしょうか。厳しいということでよろしいですか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もちろんそうなのだけど、私が言っているのは、この 1.65％の修正案

を出すとしたらなかなか厳しいという意味なのです。1.65％の修正案は土地を中身にして出す

のは厳しいという意味です。私は、町が 15 億 9,000 万円というのは出したことは事実なのだか

ら、そのことは間違っているとは思いません。対案として妥当かどうかということで言えば、

1.65％を出すときに土地を対案として出すということについては、ちょっと不十分かなという

ふうに思っているという意味です。そこだけ、我々１回決めた土地のことも全部間違っている、

僕はそういうふうには全然思っていませんから。今の状況では、そういう状況だということは

事実だから、それは認めますよということです。 

○委員長（及川 保君） 今の話にありましたように、議会が 1.65％という中身の中で土地売

却を提案していると。土地売却については非常に困難だと。議会としても認めざるを得ないと

いうことでよろしいですか。土地売却だけの対案として示したことについて不十分だったとい

う形で決着をしたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） そこで、次に移りたいと思います。事務局で示した 1.65％、1.7％。

ここに 1.65％について対案になり得る場合。対案になり得ない、これは町の提案を認めるかど

うかなのですけども、1.7％の議論と税率 1.65％の議案修正を議会としてどういう形で進める

かということに入っていくわけであります。この部分について議論をこの連合審査会の中で十

分果たしていきたいなというふうに思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。ご意見

を伺いたいと思います。 

下段の部分で、この土地売却についてはなり得ないというふうに、今皆さんと確認をさせて

いただきました。そこで、この下段の部分に入っていくことになります。左端からいくと、こ

の 1.7％については反対だと。議案として否決すべきだと、こういう考え方。 

もう一つは、1.7％に附帯決議をつけてこの案を賛成すべきだと、こういうことだと思います。 

もう一つ方法論あります。一番右端の住民負担の軽減から、別の案を検討すべきではないか

と、こういう３つの案であります。３つ目の右端については２通りありまして、町と代替案の

検討が可能かどうか。町と議会がその辺の協議が可能かどうかということもあるのですが、そ

こで枝別れしまして、町はこの修正を協議可能かどうかなのです、町と議会との。可能であれ

ば町との協議可となっていますけども、町が議案撤回することはこのプログラム案については、
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撤回することが望ましい。修正後再提出と、こういうことになっていくのでしょうけども、今

黒塗りの部分でこちらのほうが可能かと。３点について議論をお願いしたいと思います。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。私たち、この論議ずっと続けてきた根底には、今の情勢の

中で町民負担というのはものすごく大きくなっている。その中で、これ以上の町民負担という

のはすべきではないし、やはりそれが今町民の願いではないかということから、少しでも率を

下げるような努力をするのが議会の仕事ではないかということで考えてきたわけです。1.65％

という対案として提出した。それは、ただやってみたけども、だめでした、はいそうですかと

いうものではない。ものすごい日にちをかけて、話し合いをして、こうでなければならないと

いう形で出した、ものすごい重みを持っているのではないかというふうに、ただ出してみただ

けではないはずなのです。そのときに、先ほども話が出ました、1.7％ありきで進めたのではな

いかと。町は確かにプログラムをつくった以上、1.7％にしたかったかもしれないけども、では

議会が提出した 1.65％にそのギャップをどうするかという努力が何も見えなかった。そして

1.7％で提出してくる。全くそこでいうと、議会軽視といいますか、では我々の努力は一体何だ

ったのかと。私たちの願いというのは全然受け入れられていないではないかということが根底

にあるわけです。議会と行政、車の両輪だと言いながら、両輪になっていないわけです。とい

うことからいって、本当に前にも私話をしましたけれども、互いにどこまで譲りあえるのか、

その中で考えるべきことではないかと。町には町の主張があるでしょうし、我々だって 1.65％

にした主張があるわけです。ただ、土地だけが対案だったかどうかということ抜きにしても、

町民のために何か別のことも考えられないかどうなのか、そういうことまで含めて考えあって

こそ車の両輪ではないかというふうに考えているのです。そこへ行くまでの過程というのがち

ょっと見えなかったということはあるかと思いますけども。だけども、やはり今の段階になっ

て 1.7％で出しました、土地が売却予定に入れられないから、では私たちのほうが全面的に下

がって附帯決議で何とかしようと。こういうのでは議会の役割を果たしてはいなのではないか

と、そう思うのです。やはり、私たちは少なくても 1.65％で出した以上、どこの部分でどんな

方法でそこら辺に近づける努力を最後までするかということが、みんなで決議した意味ではな

いかという気はするのです。ですから町が 1.7％にした、1.7％に附帯決議をつけて賛成にしま

すということは、すんなりとそこにはいけない。私たちにしてみれば、３月時点からこういう

どうしても個人負担にかぶせられる可能性もあり、だから組みかえ同議案というのを出したわ

けですよね。今さらそれは否決されたからいいわけですけども、そういうふうに住民負担にな

らないで、港の部分を見直すことはできないか。事業の部分で見直すことはできないかという、

あの時点からもう出しているわけです。という努力を本当に今しなければならない。決める前

のもっと、それはつきつめて考えるべきではないかということから言うと、私たちは右側の部

分で考えなければならないと思っています。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私は、今斎藤委員の言われたことはそのとおりだと思います。ただ、
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病院の改築についての部分、今回修正プログラム案の中に出てきましたけども、この改築の部

分については、当特別委員会の中でも一つのこれからの大きな課題として認めていた部分。こ

れを行政が全面的に出してきたということについては、やはりこれも真摯に受け止めていかな

ければならない部分なのだろうなと、僕はそう思っています。本来であれば、今までの考え方

でいくと、３年後の見直しの時点で、今回の病院の問題も取り上げながら議論していかなけれ

ばならなかった問題なのだろうなと、私自身は考えていました。ただ、今回この修正プログラ

ム案の中で、これをしっかり明記したということについては、これは私は認めなければいけな

いことなのだろうなと思っています。それに向けての財源確保という部分でも、やはり当特別

委員会でも危惧していたところは決して間違いではなかっただろうし、今後そういったことに

ついての議論なくして、それに対しての代替案を検討するのかとか、まちとの協議が必要にな

ってくるのかという話ではないような気がするのです。私は逆に、そういったものをしっかり

とした附帯案として議会が示していくことが大事なことであって、このプログラムを着実に実

行して、そういった財源確保に向けて頑張っていくことが、最終的には町民の負担軽減にもつ

ながっていくことだと思いますし、町民の安心、安全にもつながっていくということではない

のかなと。確かに、今までやってきたことは問われてしかるべきことだと思います。今、斎藤

委員が言われたとおりだと思います。ただ、やはりこういった現実的なものは、真摯に受け止

めることも議会としては必要だなと、私はそう考えます。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。今２つの意見が出されておりました。  

山本委員どうぞ。  

○委員（山本浩平君） 私どもの会派として、冒頭にお話ししましたけども、このこう着状態

をどうするかというようなことで話し合いをいたしました。この総務文教常任委員会の連合審

査会、きょうで３回目、３日目ですよね。初日には私も議会として 1.65％の中間報告で具体的

な数字をまとめた以上、1.65％というのは堅持すべきであって、ここで折れるべきではないと

いうような発言をさせていただきました。これは本音でございますし、先ほどの斎藤委員の意

見も尊重しなければいけないところも十分あるというふうに思っています。しかしながら、な

かなかいわゆる代替案、これが土地に関しては厳しい情勢に、今の社会現象から考えても余計

なってきている状況を踏まえて、先ほど申し上げた浅く広く確実な税金を確保すべきという、

私どもの意見はなかなか皆様には受け入れられなかった部分もありましたので、そういった現

実から考えますと、これといった土地以外の代替案というのはなかなか難しいのかなというふ

うに思ったわけでございます。その中でどうしようかと会派の中で協議を続けたところ、最終

的にはやはりこの改革プログラムを実行することが、町内の白老を担っていく子供たちのこと

を考えると、これはやはりやむを得ないというような意見から 1.7％は認めると。しかしなが

ら、附帯要件として総務文教常任委員会に提案をさせていただきたいというふうに考えました。 

その一つが、景気浮揚対策につながるような公共事業を発注してもらいたいということでご

ざいます。北海道は小泉改革によって、三位一体の改革等で、強いものと弱い者を格差をもた

らしまして、特に本州ではなく北海道が一番大きなダメージを受けたというふうに認識せざる
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を得ない部分があると思うのです。やはり北海道そのものは公共事業に頼ってきましたし、い

ずれ生まれ変わるのですけども、急激な変化というのは非常につめ痕を残しているというふう

に思います。そういう中で、白老町もただ単に財政をよくするために税金を上げるということ

では、まちの景気が本当によくならない。逆に言えば、もっと悪い状況になっていくという考

えの中から、景気浮揚対策を厳しい財源ではあるけども、ぜひ検討していただきたいというの

が一つです。 

それともう一つなのですけども、町立病院。この前、報道では 25 年度をめどに改築着手とい

うことで大きく記事が載っておりましたけども、やはり町立病院、確かにあの状況の中では非

常に難しいと思います。ですから、改築は賛成でありますし、やっていただきたいのですけれ

ども、ハード面ではなくてソフト面もやはりも充実しないと本当に町民が安心してかかること

ができる、いわゆる町民に愛される病院になかなかなっていかないと思うのです。そういった

意味で民間病院と同じようなサービスを受けられるぐらいの気持ちで、本気になって病院改革

を進めていただきたい。利用率をいかに上げるか、そういうことを念頭において、病院改革を

本当に進めていただきたい。この２点を私ども会派としては附帯要件として提案させていただ

き、1.7％を認めるべきと、このように協議をいたしました。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員いかがでしょうか。前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 今の具体的に入っていますけども、この一番下の住民負担の軽減から

別案の中に入っているのか、その辺の整理をして。具体的に入ってしまっていますので、そう

いう意見をいっているのかどうかだと思うのです。だから反対、賛成、先ほど別の委員会から

検討すべきだという意見もあったし、今こっちのほうの賛成の附帯決議にも入っていますから。

どちらかで話してもいいのですか。正直、私は非常に微妙だというか、自分の立場からいけば。

斎藤委員お話ししたのも前の連合審査会で私が言ったように、非常に 1.65％という重みがかな

りこれは議会としても総意でしたから、考えなければいけないと思います。また、では財源的

なプログラムからいけばどうなのだということであれば、これは反面厳しい面もありますし。

ただ、具体的に病院の話出ましたけども、私は前回の連合審査始まる前に町長が出るのですか

と。そのプログラムの中には病院の改築、大きな施策課題が出ていますよと。それに対しては、

私は町長の物の考えをはっきり聞きたいと。それと、それに対する今後の収支案、まだ出てい

ませんから、はっきりと。それについて、とうとう２回とも町長は出てこなかったです。です

からその部分については、非常に短絡的にプログラムに入っているから、そのために云々とい

う話はならないのかなと思います。それは、議員として別の形の中で整理しなければいけない

のかと思っていますけど、そういうことを考えると、今ここで簡単に結論は出せない立場もあ

るのです。それから、また総務の委員会もありますから、みなさんの意見聞いたり、まだまだ

固まっていませんので。 

○委員長（及川 保君）  松田委員どうぞ。  

○委員（松田謙吾君） 私は、今このプログラムをやる。それから、まちが苦しい。苦しけれ

ば何を削るかといったら、結局は福祉削って、住民負担させてなのです。今、60 歳以上の方が
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白老町 7,300 人強いるのです。あと４、５年すると１万 8,000 人くらいのまちになると半分超

えるのです、60 歳以上が、高齢者が。そうすると、高齢者の負担というのは、大変なものであ

る。それから、この改革プログラムの一番後ろのほうに、28 年の目標は今の 290 億円の借金、

約 300 億円の借金を 201 億円にすると、一つ目標を持っています。 

それからもう一つは、今このプログラムの中に、町民税と地方交付税。これもきちんと書か

れている。先は見えないはずなのです。しかし、目標は掲げられている。それから、財政調整

基金が今３億だけれども６億にするのだよと。こういういろいろな無理がいっぱい、未知数な

ものがいっぱい書かれている。 

ですからその中で、この 1.7％だけをきちんと決めていくというのは、私は大変な高齢者負

担。それから私は薄く広くというのであれば、福祉バスや何か、６万人乗って１万 2,000 人し

かお金払っていないのです。こういうのを薄く広く取るべきだと。それから、いつも言ってい

る水道料金にしても、少なくとも現在５億 3,000 万円。何か修正して４億 8,000 万円。最後 28

年が１億何ぼのが８億何ぼになりますよと、この間言っていましたよね。こういうのだって、

私は大きな狂いが生じているのですよ、水道事業に。人口の狂いが生じている。この辺も、こ

の間副町長は施設３つとめるわけにはいかない。地震あるかもしれない。地震あるかないか抜

きにしても、では北見や何か、水道止まったりガス止まっても、あれだけの予測をしない災害

が起きても、災害は災害としてちゃんと市民や生きている地域の人は生活をしていく。ですか

ら、私は、そういう町側の対案。議会側、我々が出した対案に対して、町側は福祉バスを変え

るわけにはいかないようなことを副町長は言っていた。私は、きのうも敬老会２カ所行ってき

たのです。お年寄り方がいたから、皆さん福祉バス、薄く広く取るという意見どうですかと言

ったら、みんな取ってくださいと言っていましたよ。だけども副町長は先日、生活困窮者に負

担がかかるからやれないようなことを言っていたけれども、そういう対案をきちんともう少し

町側が考えるべきなのです。ですから私は、これから高齢者が、今 8,300。私が調査したら平

成８年には 7,330 人おります、60 歳以上が。ですから、これからもっとふえていくこの辺の負

担を考えると、私はこのプログラムが 28 年に達成されたならば、では町民負担元に戻すよとい

う、こういうものでもあればまた別ですよ。１回出したものは下げるわけにはいかない、ずっ

といくのですから。ですから私はそういうことからいっても、1.65％は私の意見としては、譲

るわけにはいかないと。今 1.7％でいいという方が出ましたから、はっきり言ったから、私も

はっきり言っていくために再度言っておきます。 

○委員長（及川 保君）  大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） 例えば、私先ほど、対案に土地がなるかどうかということは難しいと、

確か言いましたけれども、それを議会が全部つくるのかどうかというのは。そしたら、対案を

つくったら、この改革プログラムを全部議会がつくりかえるのかということになります。そん

なことにならないでしょう。私残念だけど、この連合審査会でシミュレーション出してほしい

と言ったのですよ。３つの部分で。今の福祉バスと人件費補助と大学の問題。一番最初はこの

財源というのは、どこにも入っていなかったような。我々は特別委員会ができたときは、それ
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はどこにも入っていない印象だったのですよね。 

ところが、今になるとそうではなくなってくると。シミュレーションを議会が出してほしい

と言ったら、ちゃんと不十分なものでもいいから努力をして出すべきだと思うのです。議会が

ここで議論していることというのは、私はやはり非常に権威のあるものだと思うし、1.65％と

いう数字というのは、議会全体で１度決めて、今議論になっているのは、対案に土地がなるか

ならないのかという話なのです。それがならなかったら、もちろんその対案を議会も考えなけ

ればならないと思います。考える必要がないからみんな町に全部やれということを言うのでな

ない。そういう案だって出していて、そのシミュレーションもほしいと言っているという。そ

れは事実言いました。そういうことがなされない中で、では町側は対案にならないのだからだ

めですよと。僕はこういうことにはならないと思うのです。だから、議会が 1.65％に決めたと

いうことは、極めて権威のあるものだと思うのです。ですから、やはり土地がそうであって、

無理なのであれば、今まで出ているものを全部あらって、そしてやることだって間違いではな

いと思います。そういうことがきちんとされていかなければいけないと。そうでないと我々の

出した案は何だったのかということになりませんか、議会が決めたことが。私は、そこがすご

くそう思っています。山本委員もおっしゃったように、私たちは 1.4％そのまま行けというこ

とですから。我々が一番最初に言った案というのは。山本委員は 1.65％で広くと、こう言いま

したけれども、私たちは 1.4％は 1.4％のままで２億円の修正動議出しているわけですから。で

すから、私たちは町民に負担をかけないというのはそういう意味できちんと言ってきているわ

けです。しかし、今の段階で 1.65％というのは議会全体の合意ですから、やはり 1.65％できち

んと修正案を出すべきだというのは、私は筋だというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほどから議論聞いていて、本当に皆さんそれぞれ考えて、今まで議

論してきたことを重点的にしながらお話されているというふうに思っています。ただ、1.65％

にした議会の重み。それから、それをどう議会を町側が受け取っているということが出てきて

いますけども、私は 1.65％を議会が議論をして出したことに対しては、行政側は簡単には受け

ていないと思います。それで、1.7％で出してきたということは、1.7％にしなければならない

というものがあるからだと思うのです。4,200 万円ということは、１事業 100 万円のもし削減

をしたとしても 42 の事業を削減しなければならないのです。そういったことから考えると、土

地ということで議会が出したということで、これは売るべきだという議論は、議会は当然消え

ていないと思います。私は、企業誘致の土地を売るべきだというのはみんなの頭の中にあると

思います。だから、計画の中に金額としては入れられないけれども、入れてきたわけですよね。

私は、ああいう数字をあらわしたということは、議会側が今後議論するときにきちんと出せる

ことだと思っています。 

それともう１点は、住民負担の軽減から別案を出していく。対案としてもちろん港のことだ

とか、公共事業の削減あります。しかし、白老町の将来を見直したときに、そのことの議論は

議会としては１本化にはできなかったわけです。だから、そういうことが対案になってくるの
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かといったら、私はちょっとならないような気がするのです。補助金体制も全部言いましたけ

れども、３年後に見直すということが向こうは譲って出てきたわけです。そういったことを考

えると、この３年間でその議論がきちんとしていけるわけです。この 1.65％にすることで、一

世帯当たりの固定資産の負担額というのは、１人にすると 983 円です。私は、福祉サービス、

先ほどから話が出てきますけども、住民負担の軽減から考えたときに、福祉バスを先ほど取っ

てほしいと、４万 9,000 人くらいの無料の人の分を取っていいのではないかと。490 万円です

よね。私は、１人の人がお風呂がない公営住宅に入っていると。お風呂に行くのに、１カ月３

回行ったら 1 人 600 円なのですよ。そういった負担を考えていったときに、そういう説明をき

ちんと議会側がしなければならないのではないかと、私は思います。そういった対案を出して

いったときには。だから、そういったことがきちんと町民の方が、本当に弱い立場の人たちを

守るということも原点にあると思います。そういったことから考えていくと、本当に事業部門

で見直してやっていけるものがあるのであれば、対案として考えられるものがあると思います。

ただ、今まで出してきたものが、議論の中で出てきています。ただ、今すぐそれはできないと

いうことでしたよね。そういったものに対して、まだまだ 1.65％で引っ張っていくのかどうな

のか、特例債の関係もあります。そういったものをカバーできるのかどうなのかということも

考えて議論しなければならないというふうに私は思っています。 

○委員長（及川 保君）  ほか、意見ございませんか。今、全体の意見としてお聞きしている

わけですけども、現時点で非常に議会全体としてどうするのだという、どちらの方向で進めて

いくのだという状況にまだ至っていないと、私は判断しております。いずれにしてもこの問題、

今後さらにまた議論するとなると非常に厳しいなという思いでいるのですが。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 厳しいとか何とかではなくて、今大渕委員が言っている、今まで特別

委員会としての最終報告の中で出した我々の意見。それをシミュレーションしてくれと、それ

ぐらいは言える。それは議会として、まずそれをシミュレーションしてどれくらいの財源が生

まれるのか。もしくは、それが逆に町民負担になってくるかもわからない話です。ただ、そう

いったものを出してくれと言っているものを、今ここでちゃんと整理していかないと、いつま

で経ったってその話それから先進まないではないですか。１意見がある。その１意見がシミュ

レーション出してくれというもの、今回の連合審査会として受けてやれるかやれないか、そこ

をちゃんとしてくれないと。  

○委員長（及川 保君）  しかしそのためには、今大渕委員がおっしゃっていた何項目かあり

ましたね。この部分についてのみのシミュレーションで、本当に事が進むかどうかです。我々

がいろいろ出していただきましたけど、全体の合意に至らなかったという部分で、結局は最終

報告にしか盛り込まれなかったと、こういうことになっているのです。今、大渕委員は、この

特別委員会の中で示してくれと、こういう要望をしたのだけれど出てこなかったという何点か

の事案がありました。この部分だけで本当にいいのかどうか。合意の中で議会ですから、それ

ぞれの議員がこのシミュレーションを出せということを言っているわけですから、その部分が
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出てこないということは、やはり非常に議会としても不本意な今状況にあるわけですから、出

してもらって、その後また連合審査会になりますか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕が言っているのは、今回この連合審査会の中で反対なのか賛成なの

か。それから住民負担の軽減から別案を検討するのか。この中の例えば賛成で議会の中がまと

まるのであれば、そういったものも提出してくれと言わなくても済む話になるのかもしれない。 

○委員長（及川 保君）  ここでの多数決でどうのこうのではないのです。 

○委員（氏家裕治君） だから、今回ここで賛成、反対、もう一つの案が統一できない状況が

もしあるとすれば、これからどんな議論したって大渕委員はその資料を提出してくれというの

であったら、それを１回踏まえてもう１回やるべきだろうと。  

○委員長（及川 保君）  ただ、今そういうシミュレーションをつくってくれと、これ出して

いないというご意見出すべきだと。その後に進むべき、決定すべきだと、こういうことだと思

うのです。そういうシミュレーションを出していただきますか。出すとすれば総務文教常任委

員会なのですけども。  

玉井委員。  

○委員（玉井昭一君） 玉井です。委員長、期限的にはずるずると流れていっても構わないわ

けですか。そういうのは、私の頭の中では 11 月いっぱいくらいで決めなければならないのかな

というふうに思っているけども、それでいいのであれば今の言っていることを進めていっても

いいだろうし。私一つ思うには、これは結構かかると思うのです。今 11 月の末と言ったけども、

それまでにまとまるかどうかという気はしているのです。それからそんな中で、住民の負担も

もちろん軽減することにこしたことはないだろうけども、ただこれはっきり議会として意思を

示せるのであれば、議員報酬を２割カットにでもすればいいのです。そうすると、500 万円以

上の軽減できるのです。それを僕は期限つきでやってみて、そしてこの 1.65％だっていいです。

そうなれば 1.65％だってできるのです。１割カットして約 570 万円になるのです。そういうふ

うにしていくのであれば即できるのですよ、これ。そうすると、1.65％でもできるのではない

かということを言っているのです。そうすると、議会の意思が強くなるし、言っていることも

筋が通っていると思うのです。そういう案はどうですかと。以上。 

○委員長（及川 保君）  今、玉井委員の意見ですけども、先ほどのシミュレーションについ

てはいかがですか。前田委員。 

○委員（前田博之君） シミュレーションの話をすると、今３つの部分を出してもらうと言っ

ていますけども、それは一つわかりますけども、住民負担の軽減から別案を検討するのであれ

ば、その部分ではなくて、4,200 万円は 4,200 万円が出るような案を、別案の項目を上げるの

かどうかということをしていかないと、当然 4,200 万円その３つでは追いつかないのですよ。

それと今、玉井委員いみじくも言ったけども、やはり我々も厳しく血を流すという精神の元に、

それが町民に対する、職員や行政に対しても、それだけの厳しさがあるということになれば、

それが理事者にも伝わって、今までやっている議論の部分が姿勢としてお互いの厳しさが出て
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くると思うのです。そういう精神的な部分を含めてやるのかどうかということの別案、ここで

いう右側の別案を検討するかということに整理をしないと、今言った３つのことやって、仮に

1,000 万円上がったからその 1,000 万円だけで、あと 1,400 万円はどうするのだという、また

同じことになってしまうのです。ですから、同じ方向性を行くのであれば、対案をここで整理

するのかということをして、各々の項目を整理してどうだということで持っていかないと、何

回も同じこと繰り返してしまうのではないですかと私は思います。もしこっちからいくとすれ

ば。その３点では追いつかないからどうするかといったら、何回もやらないとだめなのですよ。

そうすると、その３点なら３点でいいよと、ここでみなさんが。それでどうしても追いつかな

いとすれば、こっちのほうの真ん中の部分にくるのか、それを整理していかないと堂々めぐり

になってしまうと私は思うですけども、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 先ほどの唐突に玉井委員のほうから、議員報酬の削減の話が出ました

けども、これは議会運営委員会の中でずっと協議を重ねてきているものであり、また報酬等審

議会がありますよね。自分達だけでは決めてどうのこうのというの、ありましたよね。そうい

う中で、ずっと議運の中で話をしてきていますし、この連合審査をやる前の、今までの協議過

程の中で１度も出てきていないのに唐突に出てまいりましたよね、議員報酬の削減。  

○委員長（及川 保君）  その前に、近藤副委員長の削減というのがありました。  

○委員（山本浩平君） それでは、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、ということ

は、新政クラブさんは 1.7％ではなくて、代替案に賛成だというふうなことですか、今の話を

聞いていくと。私どもは 1.7％でいくべきだということで、はっきり申し上げたのですけども、

新政さんとしては代替案の一つとして議員報酬のカットというお話ですか。確認をさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  近藤副委員長。 

○委員（近藤 守君） 我々はあくまで 1.7％に賛成なのです。たまたま代替案の話が出たと

きに、今玉井委員がこういうこともあるのではないかと出ただけで、私は以前もこれまでは何

回か前の総務の委員会の中でも、こういうこともあるのではないかということはお話しして、

委員長も今おっしゃられたわけです。でもそのときは、1.65％という状況の中で話したもので、

別に我々はあくまでも現在は 1.7％ということでございます。 

○委員長（及川 保君）  前田委員のほうから出された何点かのシミュレーションで、また結

局は堂々めぐりになるのではないかとこんなような話だったのですけど。ただ、そういったシ

ミュレーションがやはり必要であったのですね。そこでまちが出してこなかったと、こういう

状況を踏まえて大渕委員から出されたのですけど。  

暫時休憩いたします。  

休 憩 午後 ２時４７分 

                                         

再 開 午後 ３時００分 
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○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

大方、皆さんの意見が出されたわけであります。非常に皆さんの思いもばらつきがあるなと

いう受け止め方をしております。今、局長のほうからあったのですが、この代替案なのですけ

ども、例えばこういうことになるかどうか、一応確認をさせていただきます。もし、住民負担

の軽減から別案を検討するという皆さんの意思がそういう方向でございましたら、1.65％から

1.7％とか 1.8%とか、そういうことでもよろしいのかどうか。そんな確認をしてくれみたいな

話を。多分、そうはならないでしょう。どうですか。なりませんね。３つ目の右側の形を取ろ

うとしたときに。町との妥協の産物だみたいな話される委員さん、この委員会ではありません

けども、そういう話もありますので。1.7％とか 1.8％とか、それは出ていませんよ。出ていま

せんけども、そういうことにはなりませんねと。それでもよしと。積み上げても足りなかった

ら、どうするとかこうするとか。例えば、この右側にいくとしても、どうしても積み上げた分

足りないと。1.65％にならないという場合も、もし右側でいったときに。それでも、代替案で

いくということになるかどうか。 

松田委員どうでしょうか。 

○委員（松田謙吾君） 先ほども言ったけども、代替案を議会側がもう１度考え直すかという

ことと、でも議会側の代替案はある程度出したのですよね。町側が 0.5％、３億 3,000 万円、

28 年まで１年 4,200 万円。これがどうしても足りなければ、では議会は 1.65％、1.7％の意見

も今多いからわからないけども、議会が 1.65％としたならば、町側の代案というのは何かない

のか。それから、非常に情けなくて寂しい話だけれども、あれだけの工業団地と臨海部土地造

成を抱えながら、この８年間で売る見込みがないなんて、こんな寂しい話ありますか。少なく

ても、白老が発展するために第３商港区もつくっていれば、あの工業団地なり臨海部土地造成

が売れなければ発展しないはずなのです。私は、町長が常に言っている、港をつくってまちを

発展させる。発展させるならば、工業団地を売らなければだめなのです。臨海部土地を売らな

ければだめなのです。それを寂しいかな、売れないからとか、そういうことで今決めつけて、

私はこの間議事録全部もらっていないのですけども見たら、楢崎造船と栗林に１億 2,000 万円

売ったときに、あとはないのですかと誰か質問しているのです。そうすれば、今は言えないけ

どもまだ 4 社くらい協議していますと言っているのです。はっきり議事録に書いてあります。

そういう４社というのだって、やはり望みがある話だったのか、ない話を言ったのかという疑

問も持つわけです。港はどうしてもつくって、まちを活性化させ、金を動かすのだと。港をつ

くらなければまちの発展はないのだというのであれば、24 年に第３商港区はできるわけですか

ら、もう２、３年後に。そうすると、必ず工業団地と臨海部の土地は売らなければだめなはず

なのです。発展はあり得ないと思うのです。ですからこの辺の考え方も、理事者側の考え方も

もう１度きちんと聞いて、要は今やっているのは３億 2,000 万円の攻防なのですよね、28 年ま

での、この 0.5％が。その辺をもう少し議会側が考えれといったって、議会側は何の権限もな

いのです、はっきり言って。町側がもう少し考えて、これまで長引いているのだから、町側の

修正案聞きたいです。 
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○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 修正案を出すのだったら、議会側ががきちんと調べて出さなければい

けないのではないですかと前から言っているはずです。調べることができないとか何とか言い

ますけど、町側ができないから 1.7％と出してきたのではないですか。 

○委員（松田謙吾君） 町側ができないのに、議会側ができないわけがないでしょう。先ほど

も副議長の言葉、副町長みたいなこと出ていたけれども、私は町側が代案を出さないのに、議

会側が出して何の意味があるのですか。  

○委員長（及川 保君） 先ほどの数字、1.65％から 1.7％、1.8％になってもいいということ

ではないですよね。 

○委員（山本浩平君） 確認です。1.65％とか 1.7％、1.8%とか、そういう意味ですか。 

○委員長（及川 保君） 確認を取ってくれというものだから、それはそうならないだろうと。

やはりきちんと対応すべきだと。  

○委員（斎藤征信君） それだってありではないか。 

○委員長（及川 保君）  ありきという意見。 

○委員（斎藤征信君） だって、ご破算になったのだから、もう１回考えるとすれば、それだ

ってありではないか。  

○委員長（及川 保君）  斎藤委員、これありきということでいいですか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。それは、話の進展の中で起こってくることなのです。今、

あるかないかと聞いて、あるかないか誰も準備していないもの、そうはならない。それではな

くて、みんなそうだけど、1.65％ときちんと特別委員会で決めているわけでしょう。この間も

めたのは何かといったら、それまで町側も議会側も何もアプローチなかったのかということで

もめたでしょう。そういうことの中で、そういうことというのは出てくるものなのですよ。そ

れは妥協案だからだめだという人もいるでしょう。いやいや 1．7％と言ったけど 1.68％だった

らいいという人があるかもしれない、わからないです、そんなこと。だから、それはそういう

動きの中で出ることなのです。それが、動きが何もなかったら出ることはないのです。この間

言った意味もそういう意味です。だって、どっちもそういう動きをしなかったらならないので

す。だから言っている。だから斎藤委員、この間言ったでしょう。そういう意味なのです。そ

れがわからないとしたら、議会の原点でやるしかないと、1.65％だと。議会の原点だから。特

別委員会で 1.65％と決めたのだから、議会の総意として。変わるためには変わる理由がなかっ

たら変えられないのだから。何で 1.7％という根拠になるのかということを言っている方もい

らっしゃる。僕は原点でいけば、そこが原点だと思うのです。そういうことが、きちんといろ

んな形の中でやられる中で、それはたまたま 1.7％も出るでしょう。1.68％も 1.67％も出るか

もしれない。だけど、行為がなかったら出るはずがない。僕が言っているのは、そのことを言

っているのです。この間から言っているのは。だから 1.65％なのです。 

○委員長（及川 保君）  1.65％を堅持すべきだと、こういう意見もございます。大体、意見

出尽くしましたね。 
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大渕委員、シミュレーションの部分はいかがいたしましょうか。 

○委員（大渕紀夫君） 私は、少なくても前回か前々回か忘れたけれども、どちらかでそうい

うシミュレーションを出してほしいという発言をしております。もちろん、私が出すのか出さ

ないのかという確認をしなかったということは、私のまずかった部分かもしれません。しかし、

そういうものが、もう議会に対して提案しても何にしても、もういいのだよというふうに、理

事者側が議会にそう思うとしたら、僕はやはり違うのではないかなと思っています。少なくて

も、公式の場で言っているわけですから。それが先ほど前田委員言われたように、不十分なと

ころがあるかもしれません。それはそれで、皆さんできちんと意見出して、ではこういうもの

をもらって、もっと分析深めようと。今、吉田委員言ったように。対案考えるなら、考えるだ

けのものを要求しなければだめでしょう、まちに。どうやって対案考えるのですか。皆さんの

側からこういうものがほしいと。こういうものを出して検討しましょうというものを、どんど

ん出してもらわなかったらどうやって対案出すのですか。僕は、そういう意味の一つの起爆剤

として、みんなが出した中の、みんなが言っている少なくとも人件費のカットとバスと高齢者

大学と、これくらいのシミュレーションをして、年間どれくらいの金が念出できるのかという

ことを出してほしいという話をしたのです。そのとき、ちゃんと言っていますよ。例えば、社

協の人、僕らが４人いるのを３人すれなんて言えますかと。それは町につくってもらわなけれ

ばできないのですよ。もし必要だったらそういうことどんどん皆さん出して、そういう対案を

つくると考えている人は出して、資料要求をしてもらえばいいではないですか。そして、対案

をつくらなかったらつくれませんよ。それは私だけが言うわけではなくて、皆さんでそうやっ

てやらなかったら、議会なんて成り立っていかないのではないですか。だから私は、そういう

ふうなものはうんと出してもらうべきだというふうに思っています。これは、白老町のあと８

年間どうするかという問題なのですから。そしたら、そういう重要なもので議会が判断できる

としたら、町は今人足りなくて大変かもしれないけど、不必要なものでない限り、それを我々

が判断の材料とするものであれば、出してもらわなければだめです。私は、そう思います。 

○委員長（及川 保君）  氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私は、まず今回の税率 1.7％認めるという立場の中で、それに対して

の附帯案は今後話し合っていかなければいけない、そういった考え方の中でちょっと話させて

もらいます。先回、私副町長にも大型補助金、人件費の関係で話させてもらいました。これを

何とか、そういった部分では考えるべきではないのかと言いましたけども、これについても来

年度からすぐ着工できる話ではないです。私自身、そういうふうに考えています。ですから、

例えば３年間なら３年間の中で、こういったところの事業費の見直し、それに向かっての人件

費が削減されるだとかいうもののシミュレーションが、この３年間の中でできるのかもしれな

い。でも、今すぐにというわけにはいかないいですよね。ですから、そういったものの附帯案

なりは取れると思うのですけども、即効性のないものとして私はとらえています。ですから、

３年ごとの見直しの中で、今回人件費、大型事業費の関係、福祉バスの関係。そういったもの

は３年間の見直しの中でのしっかりとした考え方の中で進めていってもらわなければならない
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問題だと、私自身そういうふうに考えて、先回副町長に対して質問させてもらいました。 

○委員長（及川 保君）  今大渕委員が言っているのは、その３年間も含めてどのくらいの財

源状況になるのだというシミュレーションを示せということですから、それは別に何のいろん

な意見が出てもおかしくはない、意見ですから。今、氏家委員が言われているのはわかります。  

○委員（氏家裕治君） そうしたら、今 1.7％を認めると僕は言っていますけども、1.7％は認

めると。ただし８年後、町財政がこのプログラムどおり実行すれば、普通のまちになれば、そ

の時点でこの 1.7％というのは 1.65％に戻すと。もしくは、もっと財政状況がよくなっていれ

ば、それ以下ということも考えられるでしょう。そういったものについての附帯も私は取って

いくべきだと。私の考え方の中ではそういうふうに思っています。 

○委員長（及川 保君）  もともとそういう意見は特別委員会の中で出されましたけども、こ

の連合審査の中でも出されていますから。 

西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、今大渕委員の意見に賛成なのですけれども、これを 1.65％とか

1.7％にする判断を必要とするからいろいろなものを提供してほしいということを言っている

のです。それを何度も何度も前田委員も言っていましたし、大渕委員も言っていました、私も

もちろん申し上げました。そういうきちんとしたものを判断するために欲しいと言っているの

です。1.7％にした後に附帯意見するとか、1.65％にするためにこれをするという考え方もあり

ますけど、とにかくきちんとまず根底になるそういう資料をいただかないことには議論になら

ないでしょう。そういうものが何もなくて、ただできませんとか、資料出せませんとかという

ことでいうわけにはいかないということを大渕委員は言われたのではないかと思いますし、私

はそれには大賛成です。ですから、議会としてきちんと要求した資料に対して、行政側も早急

に対応していただきたい、そういうふうに思っております。 

○委員長（及川 保君）  いずれにしても、シミュレーションの部分に対しては正してもらう

ということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  間違いなく参考になりますよね、いろんな部分で。当然今回の部分

で出すのですけども。わかりました。資料としてもらうように、町と交渉したいと思います。 

 それでは、本日の会議、本当は本日が最後かなという判断でいたのですが、今の状況ではま

だ完全に皆さんの意思が尊重できるような状況に至っていないという判断のもとで、また次回

に日程を改めて。一応のおおよその日程を実は取ってはあるのですが、31 日、今週の最終日と

いうことで、総務文教委員会の中では日程的に予定はしております。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） きょう、委員長のご判断で議員だけでディスカッションしようという

ことだったと思うのですけども、きょういろいろ意見伺っていますと、やはり議会側と町側の

すり合わせをしてこなかった部分というのが、非常にいろんな意見が出たと思うのです。これ

から展開の中でも、町が本当にどういうことを思って１.7％を固持しているのかとか、そうい
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ったことを聞ける状況というのは必要かなと思うのです。ですから、次回においては、理事者

含めて担当部署も出席していただくような形でやっていただいたほうがよろしいと思うのです

が、いかかでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） こういうときこそ、議長や副議長がさまざまな双方の議会の意見を集

約して、そして町側と当たったりそういう立場が議長や副議長の仕事だと思うのです。その辺

がさっぱり聞こえないし、先ほどちょっと興奮して物言ったけども、例えば副議長が町側に立

った意見を先ほど言っているものだから、頭にきていたのです。ですから、今は町側の意見で

はなく、議会の意見をまとめるのが。町側は町側の意見なのです。だから、意見が合わない。

だから、議会側の意見を副議長や議長がもう少し議員の皆さんにどうだという言葉があっても

いいのではないのか。１度もないですよね今まで。そういう役目をするのがまた仕事なのです。 

○委員長（及川 保君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は決して町側の見方をして言っているつもりではないですけど。聞

こえてもそういうことを指摘して言うことではないのではないですか。意見を言っているので

すから、それぞれ。 

○委員（松田謙吾君） 吉田和子委員として言っているのではない。副議長として私は言った

のです。 

○委員長（及川 保君）  そういう重い立場だということも十分理解をいただきたいなという

ふうに委員長として強く申し入れたいと思います。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議は終了したいと思います。ご苦労さまでした。  

（午後 ３時２３分） 


