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平成２０年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２０年１０月３１日（金曜日） 

開  会  午後 １時３４分 

閉  会  午後 ２時４１分 

                                         

○議事日程 

付託審査 

１．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 

付託審査 

１．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（７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 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○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 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） ただいまから、総務文教常任委員会を開催いたします。  

（午後 １時３４分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の委員会は定例会９月会議においてこの委員会に付託されまし

た、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の議案審査といたします。 

これより議事に入ります。 

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議題に供します。 

本件議案は、10 月 10 日、15 日、20 日の３日間において連合審査会を開催し、質疑、意見等

を既に終えておりますので、質疑を省略して直ちに討論に入りたいと思いますが、特にありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 特になしと認めます。 

これより討論に入りたいと思います。討論はございませんか。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。前に委員会報告出されました、それも読み直して

まいります。議会が示した対案というのは、そこには議決機関とした意思ということで、総意

ということで書いてあって、超過課税導入は年金所得者や所得のない世帯などに大きな負担に

なりますと。負担の分散を図るためにほかを考える必要があると。この言い方はかなり重いも

のではなかったかというふうに思います。1.65％総意として水道・下水料の値上げもそこまで

言及しながら、さらに可能な対策もさまざま示してきたところであります。しかし、１.75％提

案の中でどの辺で折り合えたのか。現在まで何も見えていないわけであります。わかるのは土

地売却がプログラムには載せられないという、対策にならないということだけがわかったわけ

であります。４月以降この度重なる論議の中で提案したものだったと思います。これが一方的

な形で原案が通るとしたら、４月から７カ月間の連合審査は一体何だったのかというのが問わ

れるのではないか。つまり、町民の代弁者である議員のしかもその総意はどうだったのか、そ

のことが問われるのではないかというふうに思います。 

現在、我々が置かれた立場というのは 1.7％でいいのか悪いのかというそのような判断では

ないと思います。少なくとも町民が社会的な負担増にあえいでいることを考えれば、プログラ

ムの中でも数字が入っていないところやさらに見直しをかける部分があって、その総体の中で

考える余地が残されているのだというふうに考えられるのではないかというふうに思っていま

す。９月会議で当委員会に審議継続を付託された事情というのを考えるときに、この間新たな

前進が見られなかったと。このことが自分の力不足もあり残念なことだったと思います。事態

は町の提案によって議会提案は白紙に戻されました。我々が激論を交わしてたどり着いた案が

否定されたのですから、当初３月議会で私達が示した港湾だとか建設だとか事業の見直し、あ
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るいはスローダウンそういうことが議会として、また考えなくてはならないのではないかとい

うようなことも考えます。聞くところによれば、別の委員会に付託された案件の幾つかも否定

されたということであります。町の提案を否決するということは、大変な事態だと思います。

しかし、対策額は違うけれども、町民の負担増に絡んで、更なる見直しの工夫が必要だという

ことではないかと考えます。町の案を受けて 1.7％で附帯決議をつけて認めようという意見が

ありました。附帯決議をつけるということは 1.7％を先に認めるということではないかという

ふうに思います。議会総意の案がどこまで参酌されたのか、不明なのに附帯決議をつけてどれ

だけの効力があるのか疑わしいというふうに思います。 

それからさらにもう一点だけつけ加えれば、町立病院の 25 年改築の方針を新たに盛り込みま

した。病院の改築は私たちの悲願だったかもしれませんが、しかしそれが誰が首長になるのか

その時点ではわかりませんが、改築年限を名言することと町民の負担の上切り抜けるという考

え方は、どういうことなのか。疑わしいと思います。一方で厳しい財政事情にあっても港業建

設や港湾団地造成は社会資本の整備のため、地場産業振興のため以前のとおりに推進するとい

うのは、今回の私達の要望とは相矛盾するのではないかというふうに考えます。以上の理由を

もって私は反対を表明します。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。本間委員。 

○委員（本間広朗君） 結論からいえば、私は 1.7％に賛成です。それに対して附帯決議を出

すということで。１.65％というのはあくまでも土地の売却を前提とした数字なので、これがな

くなるということは１.65％はない。まちの示した１.65％に対して附帯決議をつける。先程言

われました町立病院に対してですけどハード面とソフト面について、確かな、本格的な改革を

持って取り組まないとだめだということです。また、町民から信頼される町立病院に生まれ変

わり、とにかく利用率を上げて一般会計からの持ち出しを少なくして一日でも早く財政健全化

に寄与するということです。そのほかに景気対策もそうなのですけど、使用料、手数料、また

超過税率だけではなかなか経済が上手くいかないと。当然ながら不必要な公共事業は行わない

と。できるだけ景気浮揚対策によってまちの経済が活性化になるように付帯決議をつけていけ

ばいいかなと思っています。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） 私も町の提案された 1.7％に賛成であります。特別委員会、連合

審査等で、いろいろ議論が交わされたわけですけれども、このときは、土地の売却を見込んで

やるということが前提条件でありましたので、その当時はそれでいいのかなということになっ

たのですけれども、最終的には試算に土地の売却金額は入らないということから、当然町の示

した案に賛成せざるを得ないということであります。そういうことで私は 1.7％に当然附帯意

見をつけて通すべきであるというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私、連合審査の 28 日ですか、欠席していますのでそのときの流れはわ

からないでお話しするのですけど、今、賛成反対の討論していますけど、それは本会議での部
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分ともう一つとして修正として委員会として修正を出せるのではないかという方法もあるので

すけどもその辺の議論はどうなっているのでしょうか。今反省しかやっていませんけれども。 

○委員長（及川 保君） 修正する、総務常任委員会としてでしょうか。局長。 

○局長（上坊寺博之君） 28 日は、閉めの連合審査会という位置づけなのですが、終わってか

ら一応確認はさせてもらっていまして、今、連合審査の中では意見が大体３つくらいになるの

です。賛成やむ無しと言う方と、1.65％でいかなければならない議会が決めた事項という案と、

その間を探ってでもいくべきだという案があるのですね。ですからこれは３回やった中で、寄

りつきがないわけですよ。ですから委員長のほうから連合審査のほうはもう尽くしただろうと

いう判断で終了を宣言させてもらいまして、あと総務の中で賛否を問うしかないと。その前段

として 1.65％に、そういう意見もありますのでね、それは所定の手続きをもって 30 日までに

委員長に届けてもらうようにというお話をしています。ですから委員会としてではなくて、議

員の修正案として。これ１人でもできますからね。そういうお話をさせてもらって、きょうを

迎えているというところです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、よろしいでしょうか。特にございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 私としては、今までも特別委員会で 1.65％ということに決めたことに

対して、私も議会全員が決めたことですから重いなとこれ思っています。しかし、1.7％の議案

は提出された時点から議会の運営あるいは議論の方向性が変わってしまったということで、

1.7％にするのか１.65％にするのかという選択しかなくなってくると思うのですよ。1.65％は

だめだという方向性に行っています。ただ私は今言ったように議会で決めたことは重いなと思

っていますし、それで連合審査の中で、繰り返しますけどもそういう意味で、６月の特別委員

会の理事者出たときに、町長はこういう言い方しているのですよ。議会のほうからも 1.5 にで

きないかと。下げられないかというふうに、これは議論の余地はあると思いますと。そこには

財源はそのときですねと。何らかの方法がないかと考えるのが私達の使命の部分ですよと。そ

ういうことで考えなければいけないということを話しているよということで、私は町長の考え

をただしましたら、町長が出ていませんので連合審査の中で、町長は私は聞いていませんよと。

だけども、現実としてはもう議会でいう 1.65％の 4,500 万円足りないという話でしたので、私

はこの町側のこの案の 1.7％に進めていくことについて、議会と町に対する姿勢に対しては私

は不満ありますけれども、町の新財政改革プログラム等との、町が一日でも早く財政再建を目

指したい、こういうことを言っている部分がありますし、私もそういう部分は十分に議論する

部分は議会にも残されているとは思いますけども、しかし連合審査の中で、それは十分出てこ

なかったということもあります。自分自身ではそういうことできますけども、総体とすればや

はり町の将来を考えたときに、1.7％でやむを得えないのかなという考えであります。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 
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採決いたします。 

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原案のとおりに決定するに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成多数。 

よって、議案第６号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

それでは、以上で議案第６号の審査は終了いたしました。 

次に審査報告についての意見をまとめたいと思います。委員皆さまのご意見を伺いたいと思

います。意見のある方はどうぞ。よろしいですか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、総務文教常任委員会の方向性示されましたけど、それに対する、

議案に対する附帯意見をつけるか等の議論をするという意味ですね。私は先程お話ししたよう

に、特別委員会の今までの議員の意思とすれば、やはり議会の意思としてそれらを要点的に意

見を付すべきだと思います。それと過去の委員会報告に対する町の姿勢が、非常にこの提案、

意見を述べたものに対して過去、私は１年しかたっていませんけれども、その間、町からこう

いう具体的に方向性を示して、こういうことをやったとか、こうだという意見がありませんで

した。そこで、わたしは９月９日、白老町財政健全化に関する特別委員会の及川委員長が報告

されている中に、意見が付記されていますけれども、これらをもう少し整理をして、この３年

間の見直しの中でも一日も早くそれらを精査して町民に示す必要があるということを考えるべ

きだと私は思います。それとまた新財政プログラムの中にも町自体の事務事業の見直しで整備

されていないものがありますから、そういうものについては一日も早く町民に示して、一日で

も早く財政再建できるようなことを考えるべきだと付記していくべきだと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。ほかございませんか。今の前田委員の意見ございま

すけども、ほかにございませんか。近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） 私は附帯意見として病院の再建が大事だと思いますので、この病

院のことについてやはり述べるべきだと思いますし、やはり大変灯油が安くなったとはいえま

だまだ高いので福祉灯油という形でその辺のことも入れてほしいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、附帯意見つけるという部分と、もう一つこれから審議あると思い

ますけど、これから附帯決議する部分というのは別に話して議論していくのですか。これから

は。この席では。先に附帯決議していくのかその辺ちょっと進め方。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 可決すべきものと決定と委員長報告をして、意見をつけるというこ

とを今やっているのですけれど、それは単に、可決になぜこうなるか、こうしてやりなさいよ。

というのはそこの報告で消えてしまうのですよね。本会議では可決したという事実しか残りま

せん。ですからきちっと意思としてあらわすのであれば別個なものですから、附帯決議書の法

的効力は持たないものですから、ただ政治的に町を縛るということですからね。それはどちら
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を選ぶかは見ていただければいいと思いますけれども、別物として考えていただいたほうがい

いと思います。ただ委員会としては賛成ですから、附帯決議をつけるとなればここの中で別な

議会提案として議長に出さなければならないということになります。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） その部分で整理して、意見集約していかないと混乱してしまうと思い

ます。ですから最初何をするかということを整理して、意見を集約しなくてはいけないと思い

ますね。 

○委員長（及川 保君） それであれば、附帯決議をつけるという、この委員会では可決され

ていますから、附帯決議をつけるということで皆さん一致しているわけですよね。賛成の方々

は。今、近藤副委員長からも町立病院の方向性含めた部分と福祉灯油の部分が出されました。

前田委員からは、最終報告含めて特別委員会の中で町に付した部分についてきちっと精査して

いってほしいというような意見もございました。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） ですからこの総務の委員会の中で、特別委員会を通して意見を報告し

ていますけど、それを中心にするか、今、近藤副委員長からのお話で新たなものをつけ加える

か整理しておかないと、病院の関係と福祉灯油というのは、財政改革プログラムとは別の問題

なのですよ。病院についての私の意見は、新財政改革プログラムの修正の中に情報が入ってき

ただけの話なのですよ。あれだけ大きな問題は、確かに新聞報道されていますけれども、それ

は別として、あれは町長が公の場で、政策的に発表しているわけではないのですよ。はっきり

言いますけど、私も町長に伺いました。そうしたら町長は公の場で言っていないと言うのです

から。こういう問題は、やはり議員の使命として、本会議場で一般質問として聞くのか、町長

が何らかの公の中で発表すべきだと思います。私は特別委員会の中で修正の中でしてきたはず

ですよ。そしたら副町長しかいなくて副町長の政策も何も言わなかったのですよ。町長に聞い

たら私は他の議員にもそういう立場が与えられているからその中でちゃんと聞きますと、そこ

で追求しなかったのですよ。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、今新たに出てきたと言っていますけども、ここで皆さん

からまとめるにあたって、報告するにあたって、議会として総務文教常任委員会が何を町に求

めるのかと。この賛成する部分においてね、当然賛成すると表明しましたね。それにあたって

新たと言いますけれども、総務文教常任委員会しかないわけですよ。連合審査でやるものもな

いですから。だからあらゆる意見を出してもらってそれで皆さんの同意を得たならばね、それ

に向かって報告するしかないわけです。今現在は。 

○委員（前田博之君） 私はそういう流れがあるから、意見の中には、病院の改築に触れる部

分については、賛成という結論を出したということです。 

○委員長（及川 保君） そういうふうに具体的に示して欲しいのです。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私も前田委員と同じ、もし 1.7％ということになれば附帯決議として

やっぱり特別委員会の委員長報告というのは大変重いものがあると思います。この中をもう一

回精査して本当に議会として賛成する以上は、こういったことはきちっとやってもらいたいと
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いうね、きちっと述べるべきですし、そういうことを述べておくことで、今後の行政運営それ

から３年後の見直しのとき、前にも言ったことですけれども、私はきちっと質問なり意見とし

てやっていけると思うのです。 

近藤副委員長のおっしゃった２点なのですが、私は違った文言のほうがいいと思っています。

違った文言というのは、町立病院に関しては、今のままでいけないということは委員会のほう

で出ていましたので、ただそのことが具体的に今回の委員長報告には出ていないのですね。た

だ人工透析を設置しなさいという考えもあるということを報告したということは、今の病院の

体制ではできないということですね。そういったことを含めながらの違った形での、言葉が違

うけれども改築を 25 年からしなさいということではなくて、必要性をもう少し具体的にきちっ

と訴えるべきなのかなと思います。それから福祉灯油の部分もほかに必要な部分が出てくると

私は思います。 

ただ町民の今一番必要とする、横出し行政サービスの部分だと思うのですよ。今一番必要と

しているものが何なのか、町民が求めているものは何なのかということを町側がしっかりと財

政を見て、具体的に委員長が言っていないわけですから報告の中で。具体的に今何が必要なの

か、今のときに何があるのかということは一般質問の中で議論されていますから、それをしっ

かり実施すべきだと。今必要なものを町民サービスとして実施すべきだというのはね、言葉に

変えてやった方が。そのこととそのことだけの議論のすりかえみたいになってしまうような気

がするのですよ。だからそういう言葉ではなくて、ちょっとまだまとまっていませんけども。

財政改革プログラムに関わっていく中のことでの、この報告した中で関わっている部分を精査

して、それに加えてそういった形のものを出していくということのほうがいいような気がする

のですけども。ちょっと意見まとまっていなくてすみません。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員の、今ものすごい理解はできるのですが、それをどういう

ふうにまとめるかとなると非常に難しい。かなりオブラートに包んだような形になってしまう

と、ちょっと決議ということにならないものですから。局長。 

○局長（上坊寺博之君） 審査付託の委員長報告の中では、可決するものと決めてから決めた

理由と、だからこれは認めるから付帯決議をするという表現にしかならない。附帯決議という

のは賛成したから書くものではなくて、議会の意思として書くものですから。財政健全化に向

けてこういうことをしなさいという表現なのだよね。だからまるっきり別個のものになってし

まう。委員長まとめはそんなに難しくないと思います。ただ附帯決議が。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私は今言ったように、審査委員会の委員長報告が結果的にこれらが本

来は 1.65％に仮になったときに、これは精査されてどれだけの数字になるかということであっ

たはずなのだけども、もうこれはできないということですから、私も議会の議論からいくと

1.7％しかなくなってしまうのですよ。そうすると今言ったいろいろな話の中も含めて、もう一

つは 1.65％の総体の意見があったのだけども最終的に 1.7％になりましたよと。そうすると

4,200 万円仮に否決した場合、議会が前回 1.65 と言ったときに 4,200 万円の部分が足りなくな
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るわけです。ですけども今回 1.7 でいくわけですから、これはやっぱり事務事業の見直しだと

か改革をすることによって、あるいはことしの何回も言っていますけども 20 年度の交付税が約

1 億 5,000 万円増になって、今使い道、町のほうから報告あると思いますけどね、そういう部

分でいくと、かなり財源的に余裕が出てきているわけですよ。財政改革プログラムに対して。

そうすれば、やはり８年であるものを７年でも６年でも１年でも早くそれによって再建すべき

だというような議会の意思をやっぱり総体の決議の中に文言として入れるべきだと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） 前田委員が、早く財政再建を果たすべきだという意見を別個に入れ

ろというご意見でございますけども、これに対しては特に何かありますか。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 私は反対した立場ですので、附帯決議がどうのこうのとかごちゃごち

ゃとは言えないだろうとは思いますけれども、私は 4,200 万円の不足に対して、どれだけお互

いに歩み寄れる部分があるのかと、そういう本当に努力のある姿が見られて、我々も見られて

よしこれくらいは仕方がないだろうという部分も一応あると思っていたのですよね。それが見

えない。そんな中でいち早い改革をということは私は、もう間違いないということなのですが、

なるべく早く改革して普通の町になって職員の給与カットもできるだけ早い機会に改善してあ

げなくてはならないという部分もあると思いますけれども、今私達が 1.65％と決めた段階では

住民負担、今の社会情勢の中から少しでも住民負担を軽くしようという中での決定だったと思

うのです。考え方として。それが少しでも余裕ができたから一日も早く前倒ししてやっていこ

うというのとはかなり矛盾があるような気がするのですよ。だから少し後ろに伸びたとしても、

今町民をどう守っていかなければならないかという立場で我々は物をしゃべっているはずです

よね。そういう意味からいうとそれをすんなり入れるということは、私は疑問を感じます。 

○委員長（及川 保君） わかりました。ほか。現状では今皆さんのお話を聞いた中では、な

かなかこれをきちっとつけて町に示すという状況にはお互いにこうすべきだということがなか

なか出てこないなというふうに思うのですが。予備問題もいろいろ出ていますけれども。局長。 

○局長（上坊寺博之君） お話を聞いていますと、賛成になりましたと。賛成の報告をします

と。委員会として附帯決議をつけますという話だったのですけど、流れを見ていますと委員会

としての附帯決議はつけられないのではないのかなという気がします。議員提案なのですよね。

ここで賛成された方の連名４名で出すということになると、委員会の性質変わってしまいます

よね。委員会でまとめていくものではないので。だからその逆に言ったら賛成した方の連名で

出してもらうかという。議員発議になってしまいますから。全会一致になっていませんからね。 

○委員長（及川 保君） 1.7％に賛成という方々から例えば病院・福祉等含めて、そうでは

ないだろうと。やっぱりただ漠然とこうすべきだという話にはならないという意見も出ている

わけですから。それをあえて病院を含めて附帯決議にしようということにはなりません。私は

今の時点ではそういうふうに思わざるを得ません。 

○局長（上坊寺博之君） 結果的に附帯決議ではなくて附帯意見という結果であれば賛成とい

う結果でつけなければならないから、そこに単に盛り込むだけになるから。 

○委員長（及川 保君） 附帯意見であれば拘束されませんから、あらゆる部分を羅列すると
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いう形にしかならないのです。通常、委員長報告の中で今出た部分を羅列するしかないのです。

附帯決議、さっき局長からお話ありましたように、別立てできちっとこの委員会の中で出すと

いうことになるわけですからね、決議の場合は。反対意見はどうしようもないのですよ。そう

いうことになります。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 議事堂のことについてはそうです。ただ、今斎藤委員ね、議案に対す

る姿勢というのは議員個々の姿勢ですから、どうこう云々にはなりませんからそれについては

私言いませんけれども、ただ、今の附帯の部分でいくと、斎藤委員は 1.7％はだめだよと。1.65％

はとりあえず行くよと。だけどその間に寄れる道はないのかという話ありましたよね。それは

連合審査等の中で、逆に歩み寄れない方向になってしまったのですね。なぜかと言ったら当然

私は 28 日居ませんでしたので局長からお話しあったので理解していますけども、連合審査の中

でそうであれば当然対案がそれぞれ示されて、議論されて、当然町側はできないと言っている

のですから、議会がそれぞれの会派や議員の中で、事前に修正の 4,200 万円の対案をつくって、

そういう形の中で議論されていれば、今斎藤委員よりお話なかったですけれども、連合審査の

中では 1.7％ではなく 1.65％というのは消えてしまったのですよ。今総務の中で、それで賛成

のほうになったので、町に対して少しでも責任度合いの明確性、町民から付託されている我々

に対して、その姿勢を公に示すことが必要だと思うのですよ。斎藤委員が今お話された部分は

わかりますけれども、連合審査の経過の中には、歩み寄れる状況はなくなってしまっているの

です。だからそれを踏まえたときに、斎藤委員は総務文教常任委員としてどうなのかなと思っ

て、今お聞きしたいと思ったのですよ。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 連合審査の中で歩み寄れる道というのがもうふさがれたという言い方

が本当に正しいのかどうかというのが私どうかわからないのですよね。確かにこちらから案を

出した。向こうは原案でそのまま行った。ただそれだけの話なのです。その中で私達が何をし

なくてはならなかったのか。それを一つ一つ取り上げていくと、誰がよくて誰が悪くてという

ような物の言い方は、私したくありませんので。それで実際にまだそのうちは本当にあったは

ずだと。だから今ここで時間切れで 1.7％でもう仕方がないという物の考え方はしたくない。 

○委員長（及川 保君） 違うでしょう。仕方がないではないでしょう。総務に付託されたと

き既に 1.7％をどうするかということになってしまっているのです。委員長としてこういうこ

とを私も申し上げたくないのですけども、付託するということで皆さんと一致して、議会運営

委員会のなかで付託するということで決定した時点で、もう 1.7％をどうするかという話にな

ってしまったのです。この今付託された案件については。それがさらに引きずって、総務文教

常任委員会が 1.65％をどうするとかこうするとかではなくて、1.7％をどうするかという委員

会の使命といいますかね、それをましてや歩み寄るとか寄らないとか総務文教常任委員会がす

る次元の話ではなくなってしまったのですよ。そこが皆さんなぜか理解をされていないような

ので、申しつけさせていただいたのですけども。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） その時点でそれしか道がなかったのだと。これは理解できますよ。だ
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から私反対しているのですよ。そこのところはね、それ以上しようがないと。それはあとは賛

成か反対しかないのですから。だから反対したのであって、ただそこにいくまでの過程であっ

て、私達はまだまだしなければならない、考えなければならないことがあった、そういうもの

がわからないまま来てしまって、町の提案のまま降りてしまったわけだから、もうそれ以上ど

うにもならなくなってしまった。だから反対をしている。 

○委員長（及川 保君） 反対とか賛成とかそういう問題ではなくて、斎藤委員が連合審査の

中で、もう少し総務として町と歩み寄れる何かなかったのかというのがあったものですから、

特別委員会も含めて。この部分について前の連合審査の中でも、私も委員長として非常に皆さ

んの期待にこたえることもできなかったなという部分は非常に持っていまして、そういうこと

でご理解いただきたいなと願います。それで、この附帯決議の部分についてはどうしたらいい

と考えますか。皆さんから意見出ましたけれども。総務文教常任委員会をまとめるに至ってい

ないというふうにとらえざるを得ません。今の状況では。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 局長からもあったように整理すればいいのですよ。だから附帯決議は

総務文教常任委員会全員が賛成しなければできないのか賛否をとって。賛成多数でもできるの

か。それをまず整理していかないと議論に入ってこないと思います。 

○局長（上坊寺博之君） 今、運営基準持ってきていませんけれども、確か運営基準には全員

賛成のときに委員長が発議になるのですよ。委員会が議案提出できるのが委員長発言でやらな

いといけないのですよ。ですからそういう形からいけば一人でも委員会の中で反対した者があ

ればこの委員会で出た議案は出せないと。残りの人で出していただくということにはなろうか

と思います。ですから今の時点でいけば、一人どうしてもくめない方がいるのであれば委員会

として提案できないのです。議論はできないことはないですけどね、するのかしないのかとい

うことになりますから。 

○委員長（及川 保君） 現状では。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） その部分については理解していますので、そうしたらそれを再確認し

たほうがいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、再確認するということだったのですが、先に斎藤委員がおっしゃ

ったように 1.7％を賛成できないから反対したのですということですから、そういう附帯決議

を出すというのは全員賛成でないとだめですから。そういうふうになったときに、もし附帯決

議案として賛成議員で出すということになったら、その賛成議員だけで相談して出すことにな

るのですね。 

○局長（上坊寺博之君） 違います。附帯意見としてではなく審査意見として出すのです。そ

れでないと委員長は結果としてその中でも委員会で決めることですから、審査意見ですから、

反対された方は結果として反対はいるわけですから。でも大多数がそこにまとまれば委員会も

必要となると。これはもう多数決の原則ですから。という部分でいくしかないだろうと思いま

す。ただ附帯決議になると別議案の決議書ですから。決議案になりますので、別議案になりま
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すから、どこかで提案しなければならないのですよ。委員長が提案できないとなれば委員で提

案しないと。委員会の所管でなくなってしまうということ。それでなければ審査意見として載

せるしかないということです。審査意見に載せても決議書ないとだめですから。同じような内

容のものを決議書で出しても構いませんので。ただし審査結果に対しての附帯決議ではなくて

財政健全化に関する附帯決議として出さなくてはならないのですよ。採決した結果の付帯決議

ではなく別議案になりますから。ですから本会議に行って委員長報告で採決とって賛成か否決

かどっちでも出るのですね。でも附帯決議を議長に届けているようなら附帯決議はもう一度か

かるのですよ。例えばここは賛成で通っていて本会議で否決されたらなくなりますよね。附帯

決議もいらないような感じがしますけれども、附帯決議は別議案ですからもう一回審議する。

そういう流れになります。だから附帯決議書を出すということは、通る、通らないは関係ない、

議会は別として出すのです。 

○委員長（及川 保君） 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、審査意見という中で、特に効力はないと。決議であればそれな

りの効力はあれですけど、政治的な相手、行政に対するそれだけの審査意見という形で付して

いけばそれなりに政治的に重要なものであるのではないかなということも含めると、前田委員

が言われた 1.7％でいくよと。それについてはこれとこれだけはきちっとやるべきだと。また

今までの特別委員会からいろいろな審議の中で、やっぱりそのプログラムにないものも新たに

これがあるわけですね。いっぱい。それらも確実に 4,200 万円の提案にあったものよりもふえ

ているわけですから、その分は充分に、そういうのにも的確に素早く対応をするなり期間を短

縮するなり、そういう努力はきっちりやるべきだというような形で審査意見を出すという、そ

こらへんも皆さんで相談してもっとあれば盛り込んで、これだけびっしりやるべきだとそうい

う意見を付していったほうがいいのではないかと、皆さんの意見を聞いていてそういうふうに

感じましたけど。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） さっきの話ですけど、議会運営基準の第２章の議案及び動議という

部分があるのですよ。そこの第１節の６番に、委員会は委員の全員が賛成するときでなければ

発言しない。というふうになっています。 

○委員長（及川 保君） 非常に厳しいのです。この決議という部分についてはこの総務常任

委員会としてね。そのあたりがもう既に採決が終わってしまっていますので、この部分で考慮

するならば残った方々が先程局長が言いましたように、こうするしかないのだというお話あり

ましたけれども、そういう方向でまとめてよろしいですか。 

○局長（上坊寺博之君） 審査意見ということでね。 

○委員長（及川 保君） 審査意見ということでね。通常の付託案件と同様の処置を講じたい

と思っております。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） わかりました。それではこの審査意見については、委員の皆様から
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ほぼ出し尽くされたというふうに考えます。審査意見報告書の作成については正副委員長に一

任願いたいと思いますがよろしいでしょうか。局長。 

○局長（上坊寺博之君） １点確認させてもらってもいいですか。ちょっと確認させていただ

きたいのですが、今出てきているのは３つか４つくらいしかないのですよ。この中でまとめな

くてはならないのですよ。附帯意見なるもの。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 総務常任委員会としていろいろな方法が整備されたのですよね。皆さ

んが理解して。そうすれば委員長報告の中に意見を入れるとなれば、改めて皆さんから意見を

聞いていくべきではないですか。それを今度取捨選択して整理することはできるのではないか

と思いますよ。 

○委員長（及川 保君） 前の特別委員会が町に対して申し上げている最終報告がいろいろあ

りますけど、その部分を加味して入れなさいと言っていますから、ここであらゆる部分が入っ

てくると言わざるを得ないのです。今の意見は。それで皆さんが同意すれば。 

○委員（前田博之君） 委員長報告で言った部分で整理されているということでいいというな

らいいし、あるいはほかの委員が言っているこれはやっぱり大事だなということを入れる必要

もあるだろうから、ほかの産業厚生常任委員会の人が言っていて、僕らが聞いてこの部分が大

事だなと思ったらやっぱり付記する必要があるのではないかな。 

○委員（斎藤征信君） 基本的には、前の特別委員会の最終報告の中に全部書いてありますね。

あれ何かを踏まえた上で審議をやってきたわけですから。あれは完全な議会としての要望とい

う形でまとめることはできますよね。そのほかに病院の問題も書けるのかどうかプログラムに

は 25 年をめどときちっと出していますからね、それ以上あと何を要求することができるのかと

いうことは、改めて考えなくてはならない。福祉灯油まで入るのかどうかということは私にも

わかりませんよ。大体今まで話してきた中身はほとんど全部出てきているはずです。 

○委員長（及川 保君） 近藤委員が出された福祉灯油もきちんと明記すべきだというふうに

思いましたけども。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 僕はそれは別だと思います。それはそのときの緊急課題の政治的判断

の過程であって、違うと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 今まとめるとしたら１本しかないと思います。というのは特別委員

会が報告した各項目を３年見直しの間に十分精査して、効果額を上げてそれを何らかの対策に

使うべきとしか今出ていないのですよ。病院はだめだ福祉灯油はだめだって出ていますよね。

具体的には出ていないのです。意見として盛り込む。それしか今まとめられないと。 

○委員長（及川 保君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） それプラス、プログラムにないその我々の言われている 4,200 万円

を 1.7％にすればふえるわけですから、今までにプログラムに載っていない緊急課題もあると

いうことでいろいろ議論もしてきていますよね。それらも充分に取り組むべきということで、
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個々にその緊急の中で例えば病院とか給食センターとかいろいろ出ていましたよね。そういう

問題についてもやはり財政的に非常に例えばちょっと計画より出たり、それを集約して事務事

業の中で見直してやっぱり至急取り組むべきだというような意見を集約ということは、たまた

ま病院とか固有名詞入らなくても、そういう形で入れておくということは必要じゃないかなと。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それをやってしまうと財政改革プログラムの規制というのがなくなる

のですよ。だから私は、総合計画の後期を早く出しなさいというのはそこなのですよ。そうい

う部分をつけ合わせて整理していかないと。だから総合計画の後期がいまだ出てこないという

のは、極端な言い方をすると相手にフリーハンドを与えてしまって、財政改革プログラム全体

の数字に入れてしまって、やりくりされる可能性あるのですよ。財政的に少しずつふえてくる

と、きょうの新聞見たらまた国のほうも地方に臨時交付金出すみたいですから。そうすると今

うちの首長、トータル的な首長というのはね、結果的にまた財政指数してしまうのですよ。い

ろいろと。そうではなくてやはり財政改革プログラムをまずこの決められたものを、議会で関

わるものではないので、もう準備できるのですよ。悪いけども。そういう姿勢を持ってやらな

いと、議会が先にやらないとフリーハンドを与えてこっち抜きにしてこっちをやりましょうと

いうことになってしまうのですよ。これを１年でも２年でも早くやるためには、チェックして

この中でやってくださいよと。そして早く終わった時点で、今一番大きな緊急の白老町の課題

は私はこう思うと、町長が議会含めてどうでしょうと。緑小建てたい、白小建てたいとかそれ

はそのときに大きな課題として議論するのが議会としての使命だと思います。 

○委員長（及川 保君） 全くそういうことだと思います。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の前田委員の発言すごく大事なことのはずなのですよね。だから後

期計画というのは、できるだけ早く出しましょうという要求というのは、最終報告の中に書か

れているわけですから。それも含めてやはりすべきだと思います。 

○委員長（及川 保君） 全員一致した意見でこれ以上の赤字をふやすような町づくりはすべ

きでないと。これはきちっと申しつけておくべきだと私は思います。こういうことで盛り込ん

でよろしいでしょうね。その上で先程皆さんから出ておりますのは、前の特別委員会の最終報

告の中で町に付している案件について再度盛り込むと。個別でなくても、ここに盛り込んでい

なくてもきちんとこの総務文教常任委員会の報告の中で盛り込むということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 要するに、プログラムの中には病院について出ているのですよね。

今回の修正の中で。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 病院の関係について、入っているのはわかります。しかし議員の立場

からいえば、もう少し、ただ 25 年に改築しますよという言い方だけど、これからいけば、この

中にでは財源的概要もうたっていない。ここまで言ったら逆に吉岡経営センターが改革プログ

ラムを出したときに、あのときは病院を建てるときには、これぐらいの規模で 10 億円が必要だ

と出ているのですよ。私一般質問したらあれはまだ生きていると言うのですからね。そうする
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と、我々はもう少しある程度町民に説明できるような大枠は理解した上で、25 年にやるのだと

いうことで言われて、理解されて聞きたいというか載せるならいいのだけども、ただ文言で言

っているだけなのですよ。これはやっぱり逆にいえばこのプログラムが順調に行けばそのとき

に財調がかなり積まさってですね、それを病院に回せるという可能性もあるけれども、逆に急

転直下財政、国も含めて悪化する経済状況で厳しくなったときに、25 年に到達するときにこれ

すら補償されていないのですよ。そういう中で、議会があいまいな中で入れていいかというこ

となのです。否定はしていないのです。我々が問われるのです。議会が。どうですかというこ

とになってくるはずです。そしてこの一項目も、財調が３億円が５億円にふえますよという言

い方。当初の計画から見たら財政プログラムがふえているのですよ。そうするとその財調のふ

えた部分とさっき言ったような案件も踏まえて、新たに病院建設資金特別基金みたいのをつく

って積んで、目安があって 25 年に７億円積まさるから、あとどうするかという目安があるので

あれば責任としてそういう部分に入れてもいいけれど、何にもないのに入れてきたら議会の責

任になってくるのですよ。そういうとき議論されたのかということで。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今前田委員の意見もそうなのですけれども、委員長報告の中にこの調

査に基づく意見の中に、いろいろな大型のものが含まれている課題としてあるけれども、財政

の健全化を常に見直し具体的な対策と前向きな改革が求められるときだというふうに言ってい

るのですよね。その一項目があるということは、私は今後これをやっていって財政健全化をき

ちっと３年ごとに見直しをしていって、その上で判断されてやることに対して、私達は意見を

言っていけるのです。だからそのときの状況とさっき前田委員おっしゃったように変わってく

ると思うのです。状況はわからないので全然。そういった厳しい情勢の中で、この財政改革プ

ログラムが計画どおりに実施できることが最大の責務だというくらいのことをきちっと言い切

って、その中で課題に対しては今後色々な補助体制をしっかりと見極めながら、町としてどう

やって向き合っていくのかということをやっていくべきだということをやって、前にもこれ委

員長言っていますから入っていますから。その中でちゃんと念押しする言葉として入れておけ

ば私はいいような気がするのです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。病院問題、近藤副委員長からも出ましたけれども、

もろ手を挙げてやることではないと。やっぱり裏づけをきちっとあったなかで、見通しを立て

るべきだというような思いが私にもありますのでね。 

○委員（吉田和子君） 反対に、病院のことは 25 年間かかると言っているのですから、町の方

が載せているわけですから、それに対してきちんとした財政の裏づけができない限りはこれは

補助体制もきちんと裏づけされないうちはやっぱり慎重に進めるべきだということを、反対に

こちら側から入れたほうがいいのかもしれない。 

○委員長（及川 保君） わかりました。間違いなくやりましょう。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今の関係で言うと、私も個人的に言わせていただくと、1.7 というの

は断腸の思いなのですよ。それで、1.7％でやっているのですけど、その中で病院がもし委員長
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報告でやったときに今まで議論されている中でそれが 25 年でできないときに、やはりみずから

自分達が一般質問したり町長にただしたときに、町側からは委員長報告で言っていて、皆さん

で理解してあげたのでは。と言われる可能性があるのですよ。そういう責任の部分もあるので

ね、委員長も理解されていましたけども。そういう部分が必要だと私は思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。そういう部分も考慮して報告したいと思います。財

源確保があった中でそういう計画がこうするのだということは示すべきであってね、来年から

スタートするこのプログラムですから、何もまだスタートしていない時点からあれもやります、

これもやりますということにはなりませんと。こういう思いで私はおりますのでね、方向は皆

さんが今おっしゃったような方向でまとめたいと思います。どうですか、あとほか。よろしい

ですね。局長からありますか。 

○局長（上坊寺博之君） ございません。 

○委員長（及川 保君） それでは、審査意見について委員の皆様から出しつくされたという

ふうに考えます。審査報告書の作成については、正副委員長にご一任いただきたいとこのよう

に思いますがよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それではそのように取り扱いをしたいと思います。 

本日はこれをもって総務文教常任委員会を閉会と致します。どうもご苦労さまでした。 

（午後 ２時４１分） 


