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平成２０年白老町総務文教常任委員会会議録 
 
平成２０年 ２月１４日（木曜日） 

  開 会   午前 ９時５９分 

  閉 会   午後 ２時３９分 

 

○所管事務調査 

① 第４次白老町総合計画の進捗状況について 

 ・ 第４次白老町総合計画「新生しらおい２１プラン」 

   ～実行計画（前期 4 ヵ年）進捗状況～ 

 

○出席委員（８名） 

 委員長     及 川   保 君      副委員長     近 藤   守 君 

 委 員     本 間 広 朗 君              前 田 博 之 君 

鈴 木 宏 征 君              斎 藤 征 信 君 

         吉 田 和 子 君      議  長    堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

経緯営企画課長  高 畠   章 君    経営企画課主幹  田 中 春 光 君 

経営企画課主査  本 間 弘 樹 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    事務局主幹    森   隆 治 君 
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  ◎開会の宣言 
○委員長（及川 保君） おはようございます。総務文教常任委員会を開会いたします。 

 
◎所管事務調査 

○委員長（及川 保君） 本日は、第４次の白老町総合計画「新生しらおい 21 プラン」の実行計画、前

期の４ヵ年にわたっての進捗状況について、町側から説明を受け、質疑を行いたいと思います。よろしく

ご審議の程お願いいたします。 

それでは、高畠経営企画課長以下、町側からの説明を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、私の方から、皆様方に、先にお手元に配付させていただきま

したレジメ第４次白老町総合計画「新生しらおい 21 プラン」の実行計画（前期４ヵ年）進捗状況という

このレジメに沿って、簡単にご説明したいと思います。  

 まず、開きまして 1 ページ目、実行計画の概要、そして１番目、実行計画の位置づけということですが、

この計画は、地方自治法に位置づけされております基本構想（８ヵ年）の長期計画、これの基、実行計画、

前期４ヵ年の基本構想に位置づけされております町づくりの理念、将来像、それらを具体的に、具現化す

るための取り組みとして、前期４ヵ年、実行計画として位置づけされております。 

 そして、展望計画として、後期４ヵ年という位置づけの中で計画されております。そして更に、毎年の、

単年度予算主義という事業の中で、年度予算に基づいた毎年の事務事業の計画がなされておるということ

で、３層で構想させていると。 

 多くの自治体では、この基本構想と実行計画の間に基本計画というものが、挟み込んでございます。た

だ、それは、実行計画を大きく束ねた一つの方針という位置づけの基本計画ですので、実行計画の目標を

明らかにすることによって、基本計画というものが分かるという仕組みになってございます。ですから、

この計画の大きな特色の１つなのですが、基本計画というものは策定せず、実際、皆さん方が一番知りた

いのは、やはり、４ヶ年で何をやるのだと。残りの４ヶ年で具体的に何をやるのだということを一番知り

たくて、そして、計画として皆さん方が望んでいるものが盛り込まれているかいないか、ということが一

番大事ではないかということで、実行計画に重点を置いた計画になってございます。 

 そういうことで構成されているのが、中ほどの表になってございます。 

 次の、実行計画の管理・調整でございますが、これにつきましては、実際、分野別、地区別に、この実

行計画が構成されております。それらにつきまして、毎年、予算編成の段階で、経常経費、事業経費と、

２つの予算の編成を経て管理されているということになってございます。 

 実態としましては、各課から予算編成、予算要求書が上がってくる時に、この前期実行計画と整合性が

取れているかいないかといったチェック表がありまして、それに基づいて予算要求なされているところで

ございます。 

 次に、２ページ目ですが、懸案事項と大型事業の状況ということで、平成 16 年にこの計画ができた時

点では、ほぼ白老町のインフラ整備は充足されているような状況の中で作られています。ですから、あ 

る施設を大切に、長寿命化して作っていくと。使っていくと。そういった維持管理中心、そういった文化

の中で、この町の将来像、そういったものを具現化していこうという、そういうような基本的な考え方の
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中で、この実行計画がスタートされております。なおかつ、この時点では、平成 16 年度以前に、もう既

に国の財政がかなり逼迫しているということで、交付税の削減、そして税収の減少。そういったことがあ

る程度予測されたなかで、この計画が策定されてございます。 

 ですから、この計画のインフラ的なものについては、大規模改修・維持・補修、そういったものが中心

的なものとなっているということで、この実行計画は、従来は臨時事業費が中心になって構成されている

のですが、経常費的なものも含めた中で、将来像を作り上げていこうという計画、一つの大きな特徴とな

っているところであります。 

 そういった中で、この 16 年に策定された時点での懸案事項といいますと、どんなものがあったかとい

うことで、「生活・環境分野」。ここでは、道路だとか、河川・海岸の保全、あるいは公営住宅だとか、生

活環境部分の上下水道、ここではインフラを中心とした課題。ここの部分が取り上げられてございます。 

 それから、「健康・福祉分野」。これは、そういったインフラが整備された上に立脚する様々なソフト事

業の中で、健康と福祉の分野でございます。ここでの課題、町立病院の充実だとか、あるいは少子高齢化

対策のひとつとしての子育て支援、そういった問題。あるいは、高齢化対策のための介護体制の充実。そ

ういったことが課題としてあげられてございます。 

 次に、「生涯学習分野」ですが、これは「オギャー」と生まれてから人生を全うするまでの間。それを

生涯学習ということでとらえまして、様々な学習機会が幼児教育から高等教育、それから、高齢者におい

ても高齢者大学でのいろいろな社会的な教育、そういったことも踏まえまして、その課題をとらえている

ところでございます。 

 なおかつ、中核イオルの整備というものが、ここで一つの課題としてとらえているところでございます。 

 そして、「産業分野」では、地場産業の活性化、企業誘致。そういったこと。そしてそれに伴います雇

用対策。そういったことが、この産業分野の課題としてとらえているところでございます。 

 「町民活動分野」におきましては、コミュニティの充実。そういった視点から、町内会活動、団体活動。

あるいは情報のシステムの充実。そういったことを課題としてあげてございます。 

 そして、「行政活動分野」では、当然、財政の健全化と。それと、各公共施設の長寿命化。そういった

長寿命化をすることによる公共施設の充実。それから、いくら頑張っても、どうしても更新しなければい

けないというものの建替えだとか。そういったものもございます。あるいは広域行政によって、コストの

削減、効率化。そういったものは、広域行政でなんとかやらなくてはいけないと。そういったことを課題

として取り上げてございます。 

 そして、これらの懸案事項に対する計画事業といたしましては、鉄北幹線道路の整備。今現在、竹浦２

番通りだとか、ポロト社台線だとか、そういったことで事業展開してございますけれども、道路事業に代

表されるようなインフラ整備。それから、住宅対策のための町営住宅の建設。それから、高齢者対策であ

る老人ホーム寿幸園の改築。それから各種文教施設の改修、あるいは建設計画とか、イオルの整備促進。

港、第３商港区の建設。あるいは雇用促進のためのワークステーション。コミュニティ充実のための町づ

くり活動センター、そういったソフト事業が、計画の中に網羅されてございます。 

 実態はどうなのかということで、次のページに表―１、表―２というかたちで計画が分かるように表と

して掲載してございます。表―１が平成 16 年度計画された当初の部分でございます。表―２が現状でご

ざいます。大きく言いますと、白老駅の北地区の整備だとか、それから、消防庁舎の建設、それとバイオ 

マスの燃料化施設建設。これらが、実は前期実行計画では、予算化された数字としてカウントされていな

い部分が盛り込まれたと。その部分が大きく違うかなと。 
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 ただ、これらについては、当初の計画の中に予算として盛り込まれていないだけであって、実際は計画

だとか、検討だとか、そういうことをしましょうという部分で入ったのです。ですから、実際は計画の前

倒しというような形になってございます。 

その他につきましては、大体、計画どおりにいっているのかなというふうに考えております。 

この網掛けの部分ですね、ここがちょっと計画と違うと。これ、表―２の後期計画。実は今、後期計画

立ててございますので、そこの部分を反映させた結果、こういう状況になっているというふうにご覧いた

だきたいなと思います。 

そして、次５ページ目でございますけれども、財政改革プログラムとの関係であります。財政改革プロ

グラムは、ちょうど平成 16 年に、この計画と同時期に策定されまして、その整合を図るということで、

タイムリーに、いわゆる財政計画と連動させた計画となってございます。それによりますと、下のほうに

平成 16 年度から 19 年度で投資的事業財源としまして、単年度２億 5,000 万円、４ヶ年で 10 億円という

数字、その枠の中で前期計画は取り組みましょうということになってございます。実は、平成 13 年度か

らの予算編成方針では、一般財源を３億円と設定しておりましたけれども、先ほど申しましたように、交

付税の削減、それから町税の減収。それらが予想されるということから、その３億円から更に5,000 万円

を削減して、単年度あたり２億5,000 万円という数字で計画が取り組まれているところでございます。 

数字的にどうなのかということで、６ページ目でございます。上が当初の計画、下が実際の計画でござ

います。ただし、19 年度につきましては、あくまでこれは見込みの状態で入れてございます。いわゆる、

従来の進捗状況というのは、ここで見るところなのです。アウトプットというわけで、いくら投資したか

ということで進捗状況を見るわけでございますけれども、そういった観点からみますと、当初計画、総事

業費合計 88 億 7,779 万円となってございます。これは、皆さんご存知のとおり、Ａ、Ｂ、Ｃとランク付

けしてございます。Ａを優先的にやりましょうと。Ｂにつきましては、時の需用の変化によりまして、Ｂ

からＡに振り替えたとき、Ａを落としましてやりましょうと。そういう入れ換え方式で考えてございます。

そういった中で、Ａ、Ｂ、Ｃ全部入れますと 88 億 7,779 万円ということで、Ａだけを見ますと（Ａラン

ク事業の内訳）と書いてございますね。これが 53 億 3,165 万 7,000 円となってございます。そして、そ

の内訳ですが、補助金が14 億 5,050 万 8,000 円と、地方債が26 億 2,482 万 5,000 円、その他が４億1,647

万 5,000 円、一般財源が８億3,984 万 9,000 円ということで、10 億円以内に収まっている計画になってご

ざいます。 

そして、この下のところ、実際はどうなのかということで申しますと、ほとんどがＡランク事業でござ

いますので、Ａランクと比較していただきたいのですが、総事業費が 58 億 8,464 万 8,000 円ということ

で、約５億5,000 万円ほどオーバーしてございます。 

内訳でみますと,補助金が14 億 8,673 万 1,000 円ということで、3,600 万円くらいオーバーと、そして

地方債 34 億 9,100 万円ということで、大きく８億 6,500 万円ほどオーバーしてございます。その他とい

うこと３億7,370 万 6,000 円、一般財源で見ますと５億 3,321 万 1,000 円と言うことで、一般財源ベース

でみますと、約３億円ほど低い数字となってございます。この分、地方債が増えているという結果になっ

てございますけれども。 

ただ、この地方債、実は 16 年度に策定されました財政改革プログラムでは、長期収支を見た中で考え

ますと、８億円台で起債は収めましょうと。実はなっているわけでございます。ですから、予想以上に交

付税の削減、税収の減少、そこの部分が、この一般財源の３億円の開きで出てきていまして、そこをカバ

ーするという部分で、実際の計画よりは地方債、大きくなってございますけれども、財政改革プログラム
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上は、そのとおりと。４年間で 34 億 9,100 万円ですから、８億円ちょっとですよね。ですから、そうい

う意味では、財政改革プログラムとは、合致した数字だという、そういう範囲内の中で地方債を発行して

事業を実施したところでございます。 

それと、次の７ページでございますけれども、これは、各事業の優先度別の進捗状況でございます。Ａ

につきますと 94.8％、Ｂにつきますと49.6％ということで、合計 88.0％という数字になってございます。

分野別にみますと記載のとおりで、地区別で、石山・萩野・北吉原で 77.8％という数字になってございま

すが、それ以外が全て80％以上という数字になってございます。 

８ページですが、もっと具体的に未実施・未達成の「取組」事業、それから新規の「取組」事業という

ことで、実際に計画の中で取り組まれていないもの、そして、計画には予算を裏付けとして載っていない、

検討だとか、そういったことで載っているけれども、実際に予算化してやりましたよといったもの。全く

載っていないものも読み取れるのです。そういったことで、予算化はされていないけれども、検討だとか、

調査だとか、そういったことで載っているものがほとんどでございます。こういうような対比になってご

ざいます。 

非常に具体的な実行計画で、907 項目も取り上げている中での、具体的な未実施・未達成の「取組」は

これだけ、それ以外に新たに取り入れたものはこれだけという部分では、それなりの成果かなというふう

に現課では考えております。 

そして、あとからお配りしましたまちづくり指標の達成率、今までは、従来の考え方はアウトプットと

いうことで、事業費ベースで進捗状況をみていたわけなのですが、そうではなくて成果でみましょうとい

うのが、やはり満足度だとか、どのような効果があったかと言うことで言わなくてはいけないということ

で、皆さんもご存知のとおり、数値として、目的に対して目標を掲げさせているのですね。実行計画。 

例えば、観光でいきましたら、観光客を200 万人以上にしましょうとか、そういった数値を、実は実行

計画の中では示してございます。その数値がどのようになっているかといって、今回その数値を総括表で

今回ここに提示させていただいているところでございます。 

 それによりますと、表紙１ページ目でございますけれども、指標項目が全部で192 ありまして、目標値

を上回った項目というのは 77 と、40.1％と非常に低い数字になってございます。これは、初めての取り

組みということで、そもそも掲げた目標が、果たして、本当に４年間でこれだけのもができるのかどうか

という、そういった部分が妥当性に欠いているというのが一つの反省としてあります。非常にこの辺、成

果として数値化するのは、非常に難しいといったものが反省してとらえているとことであります。以上で

す。 

○委員長（及川 保君） はい、ありがとうございました。 

ただ今、経営企画課長の方から説明がございました。全体含めて、皆さんの方から質疑ございましたら

どうぞ。ございませんか。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 総合計画、実施計画の全体的な考え方で、ちょっと伺いたいと思います。 

 一つはランクづけをして、平成 19 年度で、一応、こういう数値的なものとか取り上げてやっています。

この計画の中では優先度だとか、そういったものを内郭しながら、年度の予算の中でどの事業をやってい

くのかというのを各担当課でやっているのではないかと思うのです。そういった中で、各課ではやります

けれども、４年目で前期が終わって、その時点で見直しをして、こうやって数値表も出していますけれど

も、毎年予算を組む中で、各担当課それぞれ自分たちの目標に対してやってきますよね。それを全体で総
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括して、進捗状況だとか、そういったチェックがどういうふうに進んでいるのかとか、そういったチェッ

クは、総合計画を所管している経営企画課の方で、毎年全部やっているのかどうなのか。やっぱり４年目

でこうやって見直しをするのか。年々やっていっているのか、その点を伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 基本的には、予算編成の中で、予算をどの程度つけるかという部分では、

当然進捗状況を把握した中、ベースはこれになるわけです。これを見た中で予算づけはしていくシステム

になっております。毎年、基本的には18 年度であれば、18 年度末を境にして、19 年度の早い時期には進

捗状況を把握すると、そういう行為を行っております。  

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 必ず、その状況というのは見ているということなのですけれども、課によってと

か、その計画の必要度が高いとランクづけしているのだけれども、それぞれに予算は財政改革のプログラ

ム厳しいですよね。財政改革プログラムにあわせてやっていくという中で、新規事業が出てきていますよ

ね。もしそういった中で、新規事業が、例を挙げればバイオマス関係の事業が出てきたとしたときに、そ

れだけでかなりのものを取ってしまいますよね。担当課の、毎年の計画というのをある程度もっています

よね。 

そういったときに、そこの担当課の部分が減らされていくのか、自分たちの担当課でそういったものが

あるので、こちらの計画は後回しになってしまうとか、そういったことになるのかどうなのか。それとも、

企画とか、副町長だとか町長ももちろんいて、バランスをとっていくのだと思うのですけれども、そうい

った新しい新規事業が、急にやるようになったということでの各課のバランスというのはどういった予算

のとり方をしているのかなと思ったのですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 今、まさに、吉田委員が言った部分、そこの部分が企画課の存在する一

番価値のあるところなのです。各課でやってしまえば、隣の課が予算要求して、いくら要求して、それと

いうのは、新たなものなのか、計画に載っているものなのかわかりませんよね。それをトータルで統括す

るところが、初めて全貌が見えるわけですね。ですから、例えば、平成 18 年に日の出の公営住宅が完了

しております。平成 19 年には、次の緑丘の公営住宅の建替え、実は実行計画には載ってございます。 

 そのとき、消防庁舎、平成18、19 年度とやっておりますよね。緑丘の公営住宅をやるといったときに、

実は 18 年に 3,000 万円ほどの基本計画、これは起債の対象にも何もならない。補助事業にもならない。

これは一般財源を出さなくてはいけないのです。そのとき、消防庁舎というのが、防災センターと合築す

ることによってコストが大幅に削減されると。そういったタイムリーに行わなければならないものが出て

くる、絶対。 

 そのとき、ではその3,000 万円は公営住宅の建設などの基本計画に使うのかどうかといったものが出て

きますよね。そのとき、企画が中心となって、その辺のところを調整して、どちらの優先順位が高いかと

いうところで、19 年度の実行計画では緑丘の公営住宅の建設にかかろうとなっているけれども、そうでは

ないだろう。やはり、やるべきは消防庁舎だろうと。そういったことは、企画課の職務として、機能して

やると。そういうシステムになってございます。 

 ですから、全貌を全部企画課の方へ集めて、そしてバランスをとって、その年毎に必要な優先順位。基

本はこれなのですけれどもね・・・。 

 だけれども、その年々に町民のニーズが変わりますよね。そこは、地肌に感じて企画課で調整をかけな
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くてはいけないと、そういうふうに考えてやってございます。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） そうしたら、さっき言ったように、今、急がなければならない。そういった事業

が出てきたときには、担当課は８億円なら８億円という起債の制限がありますよね。それを超えないよう

にするための総括的なものは企画課でやるのだと思うのです。そうなった時に、各担当課で、もしバイオ

マスのものであれば、生活環境化の方の所管になりますよね。そういったときに、そういう大きなものが

でてきたときには、それは一つの大きな、全体的な、白老町としての、バイオマスはこの計画では載って

いないですよね。 

 正式な言葉としては載っていないですよね。リサイクルの見直しだとか、ごみ処理の方法だとかという

のは・・・。そういうことで、載っているのならいいのですけれども・・・。載っているのですけれども、

そういうそれぞれの担当の所管というのは、自分たちの載せた計画というのは、年度年度できちんととっ

ていかないと、議会でどうして進まないのかということを指摘されますから、そういった部分ではそれぞ

れが持つのですけれども、全体的に見る場があるということは、そういう一つの大きな事業が出てきて起

債の制限があったりするときには、そういうふうにしてその部分は、町全体のものとして見られるのか。

総合計画の中の町全体の大きな計画としてみていくのか、それとも、所管にそれだけのものを起債として

出てきているわけだから、担当の所管は年次計画があるだろうけれども、それは後回しになるとか。そう

いったふうになることというのはあるのか、その辺のことが・・・。言っている意味分かりますか。 

 さっき言ったように、生活環境かのことばかり言いますけれども、そのバイオマスのが 13 億円かかる

と出てきますよね。そういったときに、所管の持てる予算の範囲というのはある程度決められるでしょ。

大きな予算を取ってしまったところは、この総合計画の計画が実施できないことというのが出てきますよ

ね。そういうことってほかのところにもあると思うのです。 

 そういったときの、担当課が白老町として必要だからということで、もちろん担当課の予算に含まれる

のでしょうけれども、そのことでほかのものが進まなくなるというようなことの調整も、きちんと企画課

でできるような状況になっているのかどうなのかなと・・・。 

もちろん全部見て、そうやって全部統括したものでものは見られるといっていますけれども、そうなっ

た時に、それはその予算をとってしまうけれども、自分たちはこの総合計画に載っているこの計画はやっ

ていきたいのだということになったときのバランスは、かなり取れるような形になっているのかなと思っ

ていたのですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 多分、委員のおっしゃっているのは、各課で一つの事業を４年間でやる

ときに、事業計画に載っていますよね。新たなものをやってしまうとその枠を越えてしまうから、そこの

課でもっているもの何かを先送りにする。後期に回すだとか、そういうことになってしまわないかという

ことですね。そこの部分は、全体の中で考えなくてはいけない部分だと思います。全体の優先順位が必要。

各課ごとの優先順位だけで、町民の皆さん方のニーズに答えられるかと言ったら、そうはならないと思う

のです。 

 やっぱり、総合的に、さっき言ったようにバイオマスが出てくれば、公営住宅はどうなのだといった、

総体的な順位付けができるというのが、小さい役場の財政運営の仕方というのは、そこが一つの利点だと。

国はそうはいかない。国は縦割りだから。本当に農林水産省でこれだけお金が足りないから、では国交省

のをもってくるとか、そんなこと絶対にできませんよ。 
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ところが、役所というのは、特に今は経営企画課、従来の企画と財政課と一緒ですから、そこは益々密

接に、相対的に入れ換えが出きると。各課の垣根を越えてできるというシステムになっているというふう

にご理解ただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） もう１点、この第４次総合計画を作るときの、作成のときに、町民の方と半々で、

まじえてやりましたよね。計画ができ上がりました。平成 14 年から２年かけてやったというふうに聞い

ていますけれども、計画ができ上がったのですが、今、４年経って19 年度で見直しを行っています。 

その策定にかかわった町民の方々、もちろん策定ばかりではないですけれども、全町民対象だと思うの

ですけれども、特に策定にかかわった方たちの、その進捗状況の説明だとか、皆さんのそれに対する意見

の集約だとか、そういったことは定期的に、予算づけして毎年春にやりますよね。その予算づけがなって、

計画案の状況がこういう状況ですよと。こういった方に進んでいますと。そういったものの説明がなされ

ているのかどうなのか。一緒に共同で作った総合計画ですよね、だけれども進んでいく中では、そういっ

た説明が中間でやる必要がないのならないのでいいのですが、そういったことの説明をしたり、そう言っ

た意見を聴取するという、それが私は協働のまちづくりの一つの基本ではないかと思うのですけれども、 

計画ができたあとは、行政で全部やっていきますよというものになってしまうのか。その辺の考え方を伺

いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、本間経営企画課主査。 

○主査（本間弘樹君） 今の質問ですが、私の方からお答えさせていただきます。計画の進捗状況につき

ましては、毎年、先ほど課長が述べたとおり経営企画課の方で進捗状況を確認しておりまして、それにつ

いては、当初策定にかかわっていただいた 50 名の町民の審議会委員の皆様に対して、個別に状況を報告

しているという状況ではございませんが、広報ですとかホームページを通じまして、進捗状況につきまし

ては広く全町民に対してお知らせしているといった状況です。 

 それから、今回後期の計画の策定にあたりまして、前回の審議会委員の皆様に素案をお配りいたしまし

て、全員ではありませんが、座長さんを務めていただきました 10 名の方にお諮りいたしまして、パブリ

ックコメントといった形でご紹介しているといったような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。はい、ほか。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、資料で説明を受けたのですけれども、１ページの実行計画の構成と見直しの

中で、2007 年には見直しして後期に生きてくると言っていますけれども、2007 年といったら今年、19 年

度だと思いますけれども、これは見直しが終わって、今、予算査定をやっていますけれども、後期ができ

ているのですよね。その中で、今説明を受けるような形で、これが行われているのかどうか。 

 だから、きょうこういう資料だけが来ているけれども、見直しがされて、今、言った実行率とか、効果

率出ていますけれども、そういう部分が十分に、今、吉田委員もお話しになったけれども、第三者、町民

の審議会的なことももとより、職員が全て見直された中で、新たに後期にいくのだという認識が、終わっ

ているのかどうかということ、整理されているのかどうかということ。 

 もう今、20 年度の新年度予算に入っているのだけれども・・・。まず、それを 1 点。それを整理されて

いないと、今、吉田委員が質問されたような話しにリンクされてくると思うのですよ。まず最初に、職員

が全部認識されて、後期に送られたもの、実行されたもの、全部共通認識されているのかどうかというこ

と。それだけです。 
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○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 後期計画という形で、まだ正案化されてございません。ただし、実は前

期計画を立てるときに、実行計画を立てるときに、とにかく８年間分の事業量というのが、実は最初から

各課から出されているのですね。８年間分の実行計画的なものが出されているのです。その中から選択し

て、前期４ヵ年にはこれだけやりましょう。後期はこれだけやりましょう。事前に振り分けができている

わけなのですよ。 

 ですから、町政と新年度予算に反映されているかどうか、きちんとした後期計画というものの初年度と

して 20 年度予算が連動されているかという部分なのですが、そこの部分については、今言いましたよう

に、最初から８年計画が、実はありまして、５年目にはこういうものをやるというようなことがスタート

ラインからあります。 

 それをベースにして、予算査定の中で、先送りしたものを後期の初年度の中でやるかやらないかといっ

た部分は、査定の中で反映させるようにしてございます。そう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） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） なぜ聞いたかといったら、大事な部分なのだけれど、今、人口想定も多分これか

ら皆さんお聞きすると思うけれども、２万 1,500 人だけれども、この前の保育所の民営化の部分を見ても

23 年度は２万人を割って１万9,000 なんぼとかという数字が公に走っているわけですよ。そういう部分も

見直ししない。あるいは今、早期健全化に入るかはいらないか分からないけれども、そういう見直しをし

ているという部分がかなり変わってきているし、また、身の丈にあった事業をやってきていないというい

い方をされてきているわけですよ。 

 そういう中にあって、後期をやるときに、これだけ社会変化、財政状況が変わってきているのに、そう

いう基本的な部分を見直ししていかないと、今、課長が言ったように８年分を組み込んでいるからそのま

ま行けばいいのだという発想ではないと思うのですよ。このような厳しい時代に・・・。 

 その辺が十分に、理事者を含めて職員が共通認識の中で、後期の分を見直ししているかどうかという部

分は一番大事なところなのですよ。ただ、ここにきて表でやった、やらないという発想ではなくて・・・。  

 そして、もう一つ言わせてもらうと、６ページに、今、課長から説明がありましたけれども、地方債が

当初計画で26 億円のものが 35 億円ですよ。パーセントにすると 33％アップしているのですよ。今まで、

同じことを言うけれど、身の丈にあった事業をやっていなかったからこういう財政規模になったと言いな

がら、これ前期見たってこれだけですよ。一般財源だって 37％減じているということは､ほとんど起債に

頼っているということなのですよ。そうすると､いかにこの事業を見直してやめるかとか、10 個いったか

ら、10 個やりましたから100％の事業ではなくて、半分でも良いから原価計算した中でどれだけの事業効

果があって、町民に還元されているか、コスト安く設定したかという議論をしなければいけないのです。

今は。 

 そういうことが、この後期を見直すときに、これ１年間でやっていなければだめなはずなのだけれども、

その辺にかがですか。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 実は、財政健全化法というのがございまして、それに基づいて財政を建

て直ししなければいけないということで、逆に、新財政改革プログラムですね。これの内容、実は、この

内容が、ピシッと先に、本来、前田委員がおっしゃる後期計画を立てる以前に、そちらの方がピシッとで
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きなければ、なかなか後期計画もきちんと位置づけできないというのが現状でございます。 

 そういう意味では、遅いのではないのかと言われれば遅いのかもしれません。ただ、財政健全化計画も

それなりに明らかになったのが 12 月です。そして、まだ赤字の部分の評価の仕方、土地の評価の仕方だ

とか、そういったものがまだはっきりと明らかにされてございません。ですから、その辺のところが出な

いと、どの事務事業を見直しして全体的にどのように事業を圧縮する。どこまで圧縮したらいいのかと。

これ、金がないから全て圧縮すればいいという訳ではございません。やはり、町民の方々の個々のニーズ

というのは、「あれも充実して欲しい。これも充実して欲しい。」というのはまだまだたくさんあります。

そういった中で、やはり、できる限りやれるものはやりましょう。だけれども、財政的には、少なくても、

早期健全化団体、ここのところもならないようにしたい。最低でも再生団体には絶対にならない。今のと

ころはそこは見通しついてございます。 

 次に、早期健全化団体になるかならないか。この資料は連結赤字比率19.4％なのですけれども、ここの

部分もクリアできるかできないかという一つの、今、ボーダーラインのところに来てございます。ですか

らそこも見た中で、前田委員がおっしゃるより以上厳しい目で見て、実は 20 年度予算は組んでございま

す。 

 ですから、そこの部分は経営企画課、あるいは町の財政の取り組み方、そこのところはピシッと、今こ

れから３月の議会を迎えまして、皆様方に新年度予算ご説明いたしますけれども、より厳しい姿勢で新年

度予算組んでいるということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 今これから３月議会始まるから、そこで議論しても、また別な問題なってくる。 

 ただ、予算云々の問題ではなくて、基本的にどうかということ。必要があると思うのです。それで、今、

聞いているのですけれども、話いつもそうなのですけれども、基本的に一般家庭にしても、どれだけの借

金をしてそれを何年で払っていくのだということが基本なのだけれども、どうも今、議論がすりかわって、

早期健全計画が、詳細な数字が出ていないから出せないとか、再生団体ならないかどうかと、その言葉が

踊って、基本的にあるものを、これだけの赤字を 10 年で戻すのだよと。だからここの事業はこれしかで

きないとか、これしかお金が無いよと。そういう単純な部分でいいのですよ。そういうことが見えないの

ですよ。 

 多分３月の議会で代表質問もあるから、いろいろ出てくると思いますから、これあまり言うことないと

思いますけれども・・・。そういう部分が、今、予算をやっているというけれども、予算をやる前に職員

が、理事者からそういうメッセージを受けて、僕はさっき言って３点ほどが、企画中心で整理されている

かどうかという問題なのです。 

 具体的な話しです。そういう共通認識が職員の中にあって、議会にきょうは出てくるのかと思ったら何

も出てきていないのだけれども、そういうことがされているのかということです。理事者を含めて・・・。

理事者の命令のあったことをやるのだからさ、その辺はどうなのですかということ・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） その辺につきましては、もう今回の予算編成、本当に大変な状況の中で

予算を組まさせてもらっております。この場で私の口から申し上げるのが適切かどうか分かりませんけれ

ども、平成 20 年度の予算編成につきましては、今、前田委員がまさにおっしゃること、そこの部分が共

通認識としてもたれなければ、おそらく平成 20 年度の予算編成はできなかったことと思います。 

 大鉈を振るって、町民の方々に申し訳ないという気持ちで一杯、そういった形で予算編成してございま
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す。ですからそれは、前田委員がおっしゃった長期展望に立って、今、総体でいきますと利息も含めます

と約 350 億円の負債を抱えてございます。それらを返していくと。返していくと同時に、その中では一度

も、早期健全化団体に落ちないで返していくという大前提の中で、予算を組ませていただいております。 

 ですから、当初、皆さん方に説明している中では、再生団体は回避できるかもしれないけれども、早期

健全化団体。これは回避できないかもしれないといった中で進んでございますけれども、実は、町長の英

断で、大鉈を振らせていただいております。その部分では、３月の定例会で議員の皆さん方の熱いご理解

がなけば、早期健全化団体の回避はできないかもしれませんので､その辺一つよろしくお願いしたいと思

います。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 私も、この６ページにかかわって、やはりそのことが問題だなというふうに思っ

たのですよ。今、これから平成 20 年度予算に絡んで、厳しくいかなければならないという状況は分かる

のですが、この今までの経過を見ていて、やはり先ほど話があったように、一般財源は何とか減らしたけ

れども、持ち出しは減らしたのだけれども、地方債に頼っているという部分、それがとりあえず、ここに

書いてあるのは消防庁舎、それからバイオマス、それから駅裏の整備、そういうこれまた大きな事業とし

て入ってきたのだと。だから、この町債が増えているのだという関係は、大体理解できるような気がする

のだけれども、もう、この時点で先ほど話があったように、財政改革プログラムの範囲内の、大体８億何

がしかで抑えたという。この間で、あの財政改革プログラムが、本当にそのとおりいって良いのかとうい

うくらいもっと見直ししながら、もっと詰めなければならないような情勢の変化というのがあったような

気がするのですよ。 

 だから今、再生団体ではなくて、健全化団体もなんとしてもクリアできないような状況にある。だけれ

ども、あの早期健全化団体をクリアしなければ、似たようなものですよね。 

 ですから、なんとしてもあれをクリアするのだという、そういう思いでやっていかなければならなかっ

たはずですよね。それが、このくらいの、そういう中で地方債がグンと増えると。負債を先延ばしをして

いくという、そういう姿勢なのだと。このように見えてしまったら、やはりいけないなという気がするの

です。その辺の努力というのは、このあたりからずっとあったのかどうなのかという問題が一つ。 

 それと、次のページに書いてあった優先度Ａの中で持ち越したものというのがありますよね。この理由

って何なのか。やらなければならなかったけれども、そういう財政的な理由で、後ろへ延ばさざるをえな

かったのか、あるいはやったけれども難しくて、もっと優先のものがあったからはじかれたのか。どうい

い理由で、このＡのできなかったものというのは何だったのか。やはり優先度Ａといったら早急にしなけ

ればならないものですよね。それが遅れていくという理由というは一体なんだったのか。そのあたり、分

かったら教えて欲しいです。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 非常に厳しいご指摘です。確かに、前期４年間の中で、計画当初では交

付税だとか町税の減収、これらの部分については一定の予測はついていたのです。しかし、これほど大き

く落ちる。例えばピークからいったら交付税８億円くらいの減額です。税収は５億円くらい落ちています。

合わせて 13 億円くらい落ちています。落ちていくということは折込済みなのですが、こんなに急速に落

ちていくという予測はなかったわけですね。そういった中で前期４年間の計画、これをやらなくてはなら

ないと。 

 その都度、毎年予算編成の中で、皆さん方のニーズをとらえたときに、借金をしてまでも増やしてやら
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なくてはいけないかどうか。これは議会の皆さんとの合議の中で一つ一つやってきているわけなのですよ

ね。そこの見通しが甘いといわれれば確かに甘い。その結果が、財政健全化法というのがボーンときて、

白老町はワースト５になるだとか、そういったものが書かれたのですよね。 

 その結果からすると、甘いといわれれば甘い。ですから、斎藤委員が言われた姿勢というのは、もっと

もっと早くそういう姿勢に立てば良かったのではないかというご指摘です。そのとおりだと思います。た

だ、そのときその姿勢に立ったとしても、例えば消防庁舎、借金をしないで、借金がかさむからやめるか

といったとき、果たしてやめることになったのかどうか。寿幸園にしましても、これは特別会計ですから、

ちょっと別なのですけれども・・・。起債の中に反映されていませんけれども、寿幸園も補助制度がなく

なるよといったとき、負債がかさむからやらないという判断に立ったのかと。 

 個々に、そういうふうに考えていけば、本当にそうなったのかといった部分、私自分自身振り返ったと

きに、そういう判断にはならなかったのではないかと思います。そういう意味では、それ以外に削減する

項目はなかったのかと言われれば、もっともっと精査すべきという反省は、逆にあります。 

 そういったことをトータルで考えると、やはり財政運営は甘いといった指摘、これは避けられないと思

います。そこの部分を、やはりこれからの財政運営、新財政改革プログラムに活かさなくてはいけないと

いうことが、庁内の一職員全体が共有の認識としてもって、これから財政運営していかなくてはいけない。

これ前田委員がおっしゃったそのこと。そのことが大事ではないかなという、今、私が言えるのはそこま

ででございます。 

 それともう１点ですね。Ａランクのものでやれなかった部分、ここの部分につきましては８ページのと

ころに書いたものでございますけれども、これ個々にはいろいろありますね。例えば一番最初に出ており

ます都市景観街路ガイドプラン、これをやるためには委託料何百万円とかかかるわけなのです。かけない

でやれといったらやるやり方もあるかもしれませんけれども、お金に換算しますと何百万円というクラス

になりますね。そのときに、やはりこれは、本当に町民のニーズというのはその時点でＡランクなのかと。

策定されたときはＡランクかもしれないけれども、その後交付税がこんなに落ち込んだ。税収がこんなに

落ち込んだときＡランクのままで良いのか・・・。そういうふうになるわけですね。 

 ですから、個々において、Ａランクでもやらなかった理由というのは、ものによって様々な解釈の中で

やらなかったという部分で、総括してどうかという部分は、やはり今言ったように、思いもよらぬ交付税

の減額、それから税収の削減、そこを踏まえたときにＡランクというのはこれでいいのかという部分だと

思います。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 大体分かるのです。消防庁舎にしろ、寿幸園にしろ、議会としてもやっぱり早く

やらなくてはだめなものだという話もずっとしてきたわけですから、これ後延ばしには絶対できないもの

だったいう、そういうことでいえば本当にやるものはやるのだという、その姿勢というのは大事かなとい

う気がするのです。ただ、そうなった場合に、優先度Ａの評価の変化というのがあるにしろ、やはり、た

だそれがいろいろな要求に基づいて、どちらを先にするか、急ぐものが出てきたから、大事なものが出て

きたから、どんどん落とされていくというようなものもあるかもしれないけれども、前にＡだったけれど

も、やはり財政的にもこれはストップかけなければならないものがまだまだあるのだと・・・。というふ

うに考えたら、できなかったものが40 で、担当としては94％も取り組み、実施ができたということでは

素晴らしいというふうな評価になるのかもしれないけれども、もう一つ突っ込んで言えば、それを本当に

80％に落としても、今、町の財政を救わなければならなかったという論議がもっと上の方でなければなら
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なかったのかなという気もするのですよね。 

 ちょっとむちゃな論理かもしれないけれども・・・。 

 そういう目で見ると、本当にこれ優先度776 あるうちのこんなにいっぱいできたという、すごいと。努

力は認めると言いながら、本当にそれでいいのかな・・・。これをどう評価したら良いのかな・・・。担

当としては、これは最大に評価しても良いのかも知れないけれども・・・。 

もっと厳しく言えば、これをもっと絞り込む、どこかの企画がなければだめだったのではないかという

気もするのですよ。いいです。 

○委員長（及川 保君） どうですか、斎藤委員。特に良いですか。 

それでは、暫時休憩いたします。 

休  憩（午前１０時５９分） 

 

再  開（午前１１時１０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。 

 皆さんの方から、ほかございませんか。 

はい、鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） お話聞いていて、今、いろんな国の方の指針の最後の部分が出ていないので財政

健全化とか、行財政のプログラムをきちんと組めないということも良く分かりますし、それはそれで致し

方ないというのか、それは国の出てくるものが出てこないわけですから、きちんと組めないというのは良

く分かりますので 20 年度の予算については、仮定といってはおかしいですけれども、より厳しく予算を

査定したというのですが、問題は次の21 年度からの問題だと思うのですけれども、先ほどの話の中でも、

これだけ交付税だとか一般財源がかなり減ってきた。 

そこまでは推定ができなかったという話があるのだけれども、毎年毎年その状況というのが分かります

よね。毎年毎年減っていく状況・・・。4 年経って初めて分かることではなくて、毎年毎年自分が思って

いた、推計していたよりも下がってきているとことは、毎年毎年の状況で分かっていくわけですよね。 

 ですから、これ、そういうふうに分かっていきながら、なおかつ４年間に考えた前期の計画をやってい

くのだという、そういい姿勢もまたちょっと違うのではないのかなと・・・。やっぱりそういう状況が分

かってくると見直しをかけて、前期でやるという部分も少しずらしていくという意識、そういうことをや

っぱりやっていかないと、もう前期でこれだけやるといってしまったのだから、そういう見通しも分かる

のだけれども、お金を借りてでもやろうかという、そういう雰囲気では、もう今、前期の部分をあまり言

ってもだめなのだけれども・・・。 

 後期の部分では、きちんとそういう考え方を厳しく、やはり決められた枠というものがあって、決めら

れた枠の中でも一般財源だとか補助金だとか、どういう形の中で、その事業をやるかというものも、これ

を見ればちゃんと決めているわけですね。予測をしているわけですよ。ところがこの中で、やはり一般財

源が思ったより入ってこないとか、補助金がカットされてきているということになると、どこにしわ寄せ

が来るかというと、金を借りないと仕事ができないという話しになってしまいますよね。全体の枠という

のは決まっているわけですから・・・。 

 だから、そういう中で、それでも仕事をやるということになれば借金がかさむばかりですよね。だから、

そういうことではなくて、やはり全体の枠の中で、一般財源とか補助金が減った場合は、その事業そのも

のの見直しと言うのですか、そういうものは柔軟にやっていかないと。また同じような、今までと同じよ
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うな過程を踏んで、こう４年経ってみると思った以上に借金がかさんでいるというような状況がどうして

もできてしまうと思うので、ぜひ後期の部分は、ある程度枠を決めて、予測されたもの、これ大きく外れ

るものが出てくれば、その時点できちんと事業の見直しというのか、そういうものをやっていかないと、

今までの轍と同じようなことを踏んで、結果としては出てしまうのではないかと思うので、ぜひそういう

のを後期の部分はやって欲しいと思うので、ぜひ考えていただきたいという部分と、20 年度の予算をやっ

ているので、ここに出ているのは投資的事業財源、一般財源枠２億 5,000 万円ですか、この考え方と起債

の８億円ですか、それは同じような考え方で 20 年度もいっているのかどうかというのをお聞きしたいの

ですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） まず、前段のＡランク事業であっても柔軟に歳入に見合った枠の中で事

業の見直しをやって、そして計画を作るべきではないかと。あるいは実行すべきではないかというご指摘

ですけれども、本当にそのとおりだと思います。 

 前期の方も、ご覧のとおり８ページに書いてあるとおり、主な未実施・未達成の「取組」。これもそう

言った姿勢の中で、取り組まないと、理解してやっている部分で、その都度その都度、これは先送りとい

うことで、もう何年も先送りになっている部分ございます。そういう姿勢、それは前期も同じような姿勢

だったのですけれども、なおかつもっと厳しい姿勢でやらなくてはいけない。そこのところはご指摘のと

おり、やらなくてはいけないと思います。 

 組織の話ですけれども、従前は企画と財政課というのは別々でした。企画というのは平たく言えば、町

長がやろうという、やりたいということを最大限実行して、最小限のお金の中で最大限実行するのが企画

の役目なのですね。そこで、財政の財布のひもを持つ財政課と、ここのやりあいでけんけんごうごうで 12

月の末くらいにやるわけですよね。 

 今回は、一昨年から経営企画課ということで財政課と企画課が一緒になりましたから、その辺は財布の

中身を見ながら、町長のやりたいことを実現させる。そして、町民のニーズを実現させるというそういう

組織になっておりますので、そこの部分は従前の組織から見たらより一層スピーディーにあるいは精度も

高くできるようなふうになっていると思います。そういうふうに考えていただきたいと思います。 

 実は、投資的経費につきましては、20 年度は一般財源で7,000 万円弱です。しかし、バイオマス、港、

同報無線などがございます。これも、やはりやらなくてはいけないという部分で、起債は増えてございま

す。 

 ですから、起債の考え方というのは、やはりタイムリーにやらなくてはいけないときはやらなくてはい

けないという部分で、膨らむ時がございます。でも、経過期間の中でならして８億円台なら８億円台にお

さえるだとか、そういうことになるわけですね。 

 実は同報無線も、それから港も、バイオも、新財政改革プログラム。今、骨子があります。その中に全

部盛り込んでございます。ですから、起債を発行しても、今年度できちんと返すといった中で財政改革プ

ログラムを立てると。実は折込済みの事業ということで進んでございます。 

 ですから、そういたことも踏まえて 20 年度は早期健全化団体、これも回避できる。19.4％ですね、そ

れを 18％台に落とすことが可能な予算編成にしてございます。その辺は皆さん方に、定例会で新年度予算

提示したとき、「えっ」という部分があるかもしれません。でもそれは折込済みだということで理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。鈴木委員、よろしいですか。はい、鈴木委員どうぞ。 
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○委員（鈴木宏征君） 一方では、けさの新聞かきのうの新聞で、商工会なり建設協会あたりから、地元

の事業を建設業界ですか、そういう投資的な事業を作ってくれとか、地場のものをたくさん使ってくれと

か、そういうのが逆に地域からの要望というものがあったりして、大変そういう部分では、非常に厳しい

というのか苦しい予算だと思うのだけれども、今、聞いたら、地方債が 20 年度はいろんな事業が重なっ

て増えると言っているのですが、それは４年間の全体の中で割れば、ならせばということかな。8 億円く

らいで済ませるようにするといっているのですけれども、やはりそういうことはきちんと言ったらおかし

いのですが、やっていってもらわないとそこで増えたからといって、全体が増えてしまうようなことにな

ってしまうと、また同じようなことになってしまいますので、そこは厳しくやってもらいたいなというふ

うに思いますね。それは、後期が出たときにきちんと見させてもらいますけれども、20 年度の考え方とい

うのはチラッと分かりましたので・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、副委員長どうですか、はい、近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） きょうは、前期の進捗状況の反省と言いますか、そういう中で議論をしてい

るわけですけれども、私から見れば、過去４年間の実績というのはかなりやっているなというふうに評価

したいのですよね。そのとき、それを考えたらどうかという話は詮無い話しで、その当時は全員が賛成し

てやった事業ですし、私は、これはこれでいいのかなと思います。 

 ただ、経営企画課長としては、実際どうだったのかということだけ、一言聞いて私は終わりたいと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 本当に、非常に、正直言って辛いですね。４ヶ年でこれだけのものをや

りましょうと、皆さん、多くの町民の人に集まってもらってやろうと決められた。それには、それをきち

んとやるという責務を行政として担うわけですね。 

一方では、もう本当に、予想をはるかに越えた歳入の状況がある。そのような中で、いかに皆さん方の

ニーズを実現していく。ニーズを実現していくことによって町民は行政に信頼を持つ。そういうタイプに

町民と、一方では「財政調整基金が２億円をきってしまうではないか」、「預金を毎年このように削ってい

って大丈夫なのか」。「借金がこんなにかさんで・・・。」そういう財政的観点から見て、町に信頼あるい

は自分の生活基盤の安全安心、そこを求める。２つのタイプが、町民の中で出てくるわけです。 

 私たちは、行政は、どちらの方を向いてそれをやらなくてはいけないか、頭の中が半分ずつになるわけ

ですね。そのとき、やはり考えるのは、私は一番思うのは、私たちの行政がお金を使うときに考えなくて

はいけないのは、やはり、皆さん方の自治というのは何なのかと。最小限の自治は何なのか。それは家庭

ではないか。その次は、飛ばすかもしれないけれども町内会ではないか。その上に行政がと、こういう三

層ではないか。 

 一番大事なのは、町民自ら家庭の中でできないこと、できないことは地域でカバーしなくてはいけない。

地域でカバーしきれないもの。そこは行政がやらなくてはいけない。根本的に、そこが行政固有の公共サ

ービスだと僕は思うのです。そこの部分に、皆さんに何とか議論していただいて、いろんな利害関係ぶつ

かり合って、議論を乗り越えて、本当に役場に求めるものは何なのかと。しなくてはいけないものは何な

のかと。そこのところを一定の結論を出していただいて、それを町全体の、町民全体の認識として、実は

前期４年間の中で、そういった取り組みをやっていただいて後期に活かしていく。 

 そうすれば、非常にスムーズに後期の計画、財政出動との関係ですね、これが非常にマッチして、両方

いった町民のタイプの方、町の財政を見て自分の生活が安心、あるいは自分が言ったことをきちんとやっ



 16

てくれたことによって安心を持つ、この２つのタイプの方。両方とも満足していただけるのではないかと

思っております。 

 ですから、そういった反省を踏まえて、後期はやはり、本当に議会の方々に「こんなに高齢者をいじめ

て良いのか。」とか、あるいは、「ここは従来は行政指導でやったことを、なぜ町民のお金を出してまでや

らなくてはいけないのか。」といったことが出てくるかもしれません。そういったことを議論して、本当

に行政が生産して、提供していかなくてはいけないサービスは何なのかということを、皆さん方と共通の

認識を持たなくてはいけないなということで、前期の４カ年の計画、この大きな反省としてとらえている

ところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい。本間委員、前期の部分ではなかなか大変かもしれませんが、何かありま

したらどうぞ。 

○委員（本間広朗君） 大体分かりましたけれど、今、言われたの、皆さん分かるのですが、もちろん僕

らも町民の代表としてきていますが、町民から見て、本当にこの計画が良いのかどうかというのを、まず、

議員もうそうなのですが、この項目を一つ一つ洗っていかないと、全体で見て、これが良いとか、お金が

かかりすぎるとか、かからないとかとあるのですが、一つ一つ項目を見て、これは本当に良いのか、悪い

のかと。これはあとでやろう、先にやろうと。一人一人が分かっていないと、全体を見ても議論になるの

かどうかというのも、僕は分からないのですけれども・・・。 

 だから、僕も、やっぱり、はっきり言って無理なことをしないようにしていただきたいというのがある

のですよね。さっき言われたように、町民２タイプいますけれども、意識というか、これだけ白老町が財

政難になってきているから、町民の意識というのは毎年毎年変わっていると思うのですよ。 

 その中で、この計画を推し進めていって、本当に町民は白老町に対して、さっき言ったようにその計画

が、理解とか得られるのかどうかというのが・・・。もう少し計画をももっともっと見直して、議員も一

つ一つ計画を精査してやっていかないと、町民からこれから理解を得られなくなると思うのですよね。そ

の辺をもっと考えていただいてやっていった方が良いような気がしますね。 

○委員長（及川 保君） 答弁どうですか。本間委員、答弁いただきますか。 

○委員（本間広朗君） はい。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 本当に、より計画を作る、あるいは実行したあとの成果、それらについ

て、計画する段階ではより多くの人たちの意見を反映させて、そして納得していただいてと。これは本当

にそのとおりだと思うのです。 

 今、17 年度の国勢調査でいったら２万 748 人の人口、人が住んでいます。この何％の人たちが、賛成で

あれば、この計画は良い、悪いという、そういうような最終的な、平たく言えばそういうようなことにな

ってしまうわけですが、行政としては最大限、多くの人の意見を聞いて計画を作り、そしてやった評価に

ついては、より多くの人の意見を聞いて、そして次の計画に反映させる。 

 それは、これからの行政として、一番大事なところだと思うのです。それができないと、私がさっき言

った２タイプの町民の人たちを一つの認識としてまとめて、行政の取り組み、それから町民活動のいろい

ろな取り組み、それを将来の一つのまちづくりの方向として、力を結集することはできないと思っていま

す。 

 ですから、そのための仕組みとしては、あらゆる広報だとか、インターネットだとか、ダイレクトメー

ルだとか、あるいは町民を交えたいろんな懇談会、そういったものをより一層密にやらなくてはいけない。
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そう言った形で計画を作り反省していかなくてはいけないと、このように思っていますということでご理

解いただけたらと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 大体分かりました。一つだけ聞いておきたいのは、最初に戻りますけれども、そ

れだけ厳しい状況が出てきている中で、総合計画は、これ全部あると。それをこれから全部やっていくと

いうことになるけれども、後期の部分についてかなり見直しをかけなければならないわけですね。実際に

そうやって考えると、今、反省してこれから作るとなると、遅いということになるわけだけれども、後期

の計画、見直し案というのは、出す予定というのはあるのですか。あるとすればいつくらいまでに、それ

をやるつもりなのですか。そのあたり教えてください。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 基本的には、新財政改革プログラム、これと連動させなくてはいけない

ということで、新財政改革プログラムは行政改革推進室の方でやってございます。そことの兼ね合いにな

ると思いますけれども、少なくても、年度当初、早い時期に後期計画というのは明らかにしなくてはいけ

ないと思っています。 

すでに、後期計画についての意見というのは広報でも募集をかけていますので、あるいは前回の委員さ

んにもダイレクトメールでご意見伺うと。もう、策定のための取り組みはどんどん進んでございます。最

後、これをやめてこれをやるという、常にお金がその下にぶら下がりますから、そこの枠取りが決まらな

い新財政改革プログラムは明らかにされないと。残りはそこの部分だけなのです。 

当然、前田委員が課長さん時代はそれこそ 10 億円くらいの一般財源がありました。今はそれが 6,000

万円とか、そのクラスですので、やれることなど本当に、黙っていても無駄なこと一切できない状況であ

ります。 

時期は、見通しは年度開けた当初のできるだけ早い時期ということしか言えませんので・・・。すみま

せんそれでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい。本間委員。 

○委員（本間広朗君） 今回広報で、こういう策定委員募集していますよね。アンケートでしたっけ・・・。

意見募集でしたっけ。あれが、例えば上がってきた時には、意見とかそういうのが反映されて、取り込ん

でやるということがないですか。 

○委員長（及川 保君） 取り組まれて計画に入れてもらえるのかということですね。はい、高畠経営企

画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 当然、後期計画の中で反映させるためにアンケートを募集していますの

で、反映させると理解していただきたいと思います。計画は決まっておりません。先ほど言ったように、

新たにそういうアンケート調査、意見募集をして、新たに後期計画の中で、先ほど申しましたように８ヵ

年立てて、前期と後期に振り分けているという計画の中でをベースにしてお話しをしたと思うのですけれ

ども、その中でも新たなニーズとして、これは優先度が高いというものはそれを取り入れなければならな

いし、それから当時Ａランクと考えていたものであっても、後年度に回さなければいけない。今回の後期

４ヵ年から外さなくてはいけない。 

 基本的には、新たに取り組むものと、優先順位、それらについてきちんと反映させなくてはいけないと

いうふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） いいですか。皆さん前期の進捗状況といいますか、まもなく前期が終わるので
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すけれども、この前期の計画を作成するに当たって、その時期、平成16 年ですか。 

 作成する時に、もう既に町の財政というのはすでに厳しい状況は分かっていたですよね。厳しいという

状況の中でも、なかなかそれが町民のニーズを考えた時には、「これもやる。あれもやらなければいけな

い。」ボリューム的にはたくさんあるわけですよ。後期も当然そうだと思うのです。この総合計画という

のは、私もずっと携わってきた中で、どうも相加的といいますか、非常に素晴らしい町づくりをするため

にあらゆるものを、当然そうなのですけれどもね。 

 何もしないということになれば、これどうにも町づくり進まないと思うのだけれども、あまりにも、誰

かさっき委員の中で、大風呂敷を広げてというような表現もありましたけれども、どうもそういうものに

ずっと固執されてきたという思いが、私の中には実はあるのです。例えば人口の基本になるベースの人口

を、当時２万 8,000 人とか・・・。昔の話なのですけれどもね。 

 いかにもそれが実現するかのごとくに計画されてきたという実態が、私はずっと意識の中でありました。

きょう、前期の計画について課長から説明がありましたけれども、この皆さんの今の思いの中での課長の

答弁ありました。全くの、私もそのとおりだと思います。これが実はもう少し早く、こういうことでやっ

てきたらよかったといつも思うことなのですが、私が思うに先ほどいろいろな、後期を策定するに当たっ

ても、そういうことをきちんと踏まえた中でやっていくということはしっかりお聞きしました。だけど、

聖域は絶対に設けてはいけないと。 

 早期計画の中に入るようなことを絶対にしてはいけないということからすると、この後期の部分で、今

後 4 年間の計画を策定するに当たっては、これは逆に職員の皆さんの給与カットまでした中でこの計画を

進めなければいけないのですよ。そのことを踏まえたときに、やはり皆さん血のにじむような思いで今後

頑張っていかなければいけない。町づくりを進めていかなければいけない。このことを絶対忘れてはいけ

ないと思います。そうすると、これは、今後の町づくりのためにはやらなければいけないから、どうにも

絶対必要だと。いまだ私はそういう思いで、課長のお話をお聞きしていたのですけれどもね。 

 これは聖域を設けるようなことをしてはいけない。そういう早期健全化団体になったとしても、再生団

体になったとしても、結局はその聖域を設けた事業だってできなくなるはずなのです。そのことについて、

課長どう考えられますか。この４年間も含めてね。この検証の中でのことも含めてね。どのようにとらえ

ているかお聞きしたいと思います。 

はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 聖域という部分の考え方なのですけれども、どこの部分を指して聖域か

という部分というのは、それは個々の考え方に差があるから、どこを指してということを私は申し上げる

ことはできませんけれども、基本的には決算勝負ですよね。 

 20 年度決算から、財政健全化法が適用されるわけですから、いわゆることしの新年度予算から適用され

るわけですから。基本的には、毎年の決算が絶対に財政健全化団体にならない。なおかつ借金は確実に返

していく。ここだと思うのです。この２点で、毎年の財政運営をしなくてはいけない。そしてそれをベー

スに後期の計画を立てなくてはいけないというふうに考えております。 

 聖域という部分につきましては、例えば福祉の分野、あるいは教育の分野だとか、いろいろ分野があり

ます。そういった分野の中で聖域を設けてはいけないよというところでありますけれども、でも、やはり

行政の力を借りなければちゃんとした生活をおくれない人がいます。そういった部分については、先ほど

言った最小の自治、家庭の中ではどうしても差さえることができない。地域では支えることができない。

そういった部分がございます。そこの部分は、やっぱり行政でしっかり支えなくてはいけないと思ってい
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ます。そこの部分は聖域と言われれば聖域かもしれないと考えております。僕はそこは行政のサービスと

して外すべきではないと思っていますので、その辺は理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 課長の話を聞いているのだけれども、総合計画とか財政運営の仕方が分からない

のです。まず、きょう、総合計画の進捗状況だけれど、そういう部分で整理していかなくてはだめなのだ

けれども、今、斎藤委員からもお話ありましたけれども、後期の見直しいつできるのかといったら、財政

の今言っている新規プログラムと連動しなければできない。作れないのだといっているけれども、何回も

言うけれど、今、もう予算作っているわけですよね。さっき、鈴木委員が聞いたら、また起債の金が膨大

になるみたいなのだけれども、それはあとからお伺いしますけれども・・・。 

そうすると、総合計画というのは何なの。こっちができていないから合わないだとか。そうではなくて、

これがあるからあわせていかなければ・・・。予算をやっているのに、まだ後期の計画はまとまっていな

いということ事態が・・・。そこを明確に答弁してください。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それはもう、物理的に難しいということで理解していただかないといけ

ないと思うのです。総合計画ができないから単年度予算が組めないということに、僕はならないと思うの

です。総合計画が４ヵ年分後期がないと、20 年度何をしていいか分からない.そのような幼稚な行政レベ

ルではないと思っています。 

 ですから、そこのところは議会の皆さん、あるいは町民の皆さんも 20 年度で白老町が何をやりたいと

いったとき、「総合計画がないからこの予算は何なの。」ということにはならないと思います。４ヵ年の計

画がないから、糸の切れたたこみたいな形で 20 年度の予算編成をしたのだなと思う人は、僕はいないと

思います。そう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） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） それは開き直りだよ。僕は、何で見直ししないと。見直ししてから予算を組んで

いくのでしょ。この事業の先ほどからの説明ではないけれども、必要があるとかないとかって、お金が、

財源が厳しいからこれを先延ばしをするとかって、その目安となるものは、なぜここで言っている計画で

は、今、19 年度中に見直ししますというふうに出てこないのですかといっているのです。話が違うでしょ。 

８年間は、みんな分かっているのだよ。だけど、ここで後期を見直しているよと。それに合わせて白老の

新しい事業を選択していくわけでしょ。それを見直ししないでどうなのですかと聞いたのですよ。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 結局、何をやるかやらないかといったときに、これをやりますと言った

ときに、これをやるものにいくらかかりますと財源がぶら下がってきますよね。その時、財政改革プログ

ラムの中で、連動させないと19.4％という、そこの指標をクリアできるかできないかというのができない

わけですよ。あわせることできないのですよ。 

だから、結局は財政改革プログラムができたとしても、実際条例の改正だとか、そういったことも出て

くるわけなのですよ。だから、そこの部分をも、条例改正をしてまでそこまでやらなくては、この19.4％

をクリアできないのかどうかというところをきちんとやらなくてはいけない。町民に対する負担も、これ

だけ負担をしてもらわなくては19.4％ってクリアできないのか。それを盛んに、緻密にやっているところ

なのですよ。その辺の結論と連動させなければ、歳出って決まらないのですよね。だから、何を落として、

何を取り組むかというのはできないということで理解していただきたいただきたいなと思います。 



 20

○委員長（及川 保君） はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 具体的な議論をしても、19.4％というのは 20 年度の決算で出てくる話だし、私、

前回、一般質問をしたときには、今の見込みでは 14.何％で、早期健全かもなるかならないか微妙なとこ

ろだという言い方だけれども、そこの19.4％といいのはどういう数字で出てきているのかわからないのだ

けれども、本来からいうと、ここで言う 19 年度で見直ししますと言っているのですよ。この 1 ページで

は。 

そしてその後に、懸案事項と大型事業の状況をどうしていくかということを言って、それにかかわる財

源をどう確保して連動させるかという話しになってくるのではないかと僕は言っているのですよ。それを、

ちゃんと目安がないと、これだけの総合計画で事業があったけれども、今、分析したら、これだけの金額

しか財源がないのだよ。そしたら、この見直しをするときに、これだけの事業をしなければいけないから、

各課で見直しをしてたたき台を作って、この枠の中に収めてやりましょうと。そういうことがなければ、

なぜ出てこないのかと僕は言っているのだよ。 

それに伴って、予算をやったときに、これは必要だからこれをオンして、さっき鈴木委員が言ったよう

にそれではこの分を抜きましょうと出てくるわけでしょ。そういうことが、なぜ今言ったようにないので

すかと。そういうと、新プログラムと連動するというけれども、連動するにしても、それは病院の会計か

ら、保育所の民間委託とか、そういうトータル的な将来の財源を見込んで 10 年後の赤字を解消しましょ

うといっているのに、今、新年度の予算なり、後期４ヵ年の事業を作るために総体の財源の中でどうかと

いうことは、やるとすれば、起債をどれだけ抑えるためには、使うためには町税は４年後の人口動態から

いえばこれだけ減りますとか。日本製紙が事業も平版だけしかやらなくなったらこうなるとかって・・・。

いろんなことをやったら、財源っておさえられてくるわけでしょ。そういう枠があって、こういうことが

始まるのではないのかということを言っているのだよ。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 単年度の財源は、それは確実におさえることはできます。だけれども、

２年、３年度以降については、様々な町民サービスをどのようにしていくかという、要するに町民にどの

程度痛みを伴うかと、お願いするかといった分そこの部分が解決しないとできないのですね。 

 だから、今、20 年度予算というのは、ある程度骨子の中で、何とかここまではやっていただけるという

見通しがついた中でやっているわけです。だから、20 年度については当然、今、前田委員がおっしゃった

ように、そういう枠の中でやっています。 

 後期４年間、４ヵ年の中で起債はどうだ、補助金がどうだといった部分では、新財政改革プログラムの

10 年間の中の４年間でどのような位置付けになるのだと。何と何をやらないと早期健全化団体をクリアで

きるのかという、そこのところをきちんと明示されないと、残りの３年間との整合というのは非常に難し

いのではないかなと。 

 ですから、20 年度予算については、当然それありきで後期４ヵ年の内数として取り組んでいくというこ

とで、今の段階ではそういう形で理解していただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 予算審査特別委員会があるからそのとき・・・。だけど、今言ったように痛み云々

と言ったけれども、この議会の中でも、当然税を上げなければやっていけないとか。そういう部分が出て

きているとき、それでは４ヵ年事業をやったときに、今の総体のをやったときに、「この時点でこれだけ

の事業費があるよと。」 
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 では、交付税、町税、起債、財源内訳をやったときに、どうしてもトータル的に足りないから、町税を

アップしようとかという議論がされているわけでしょ。僕 20 年度の予算ばかり言っているわけではない

ですよ。そういう部分が議論されて、大まかなものがないとまちづくりができないでしょ。そうなってく

ると思わない・・・。 

 それでは、なぜ今、町税をアップするとかという話しになってくるの。今、20 年度に戻るけれども、18

年度の起債が約28 億円くらいあるのかな。そうでしょ。それでもしかして、20 年度で８億円を越すとい

うことになれば、４年間だって８億円、かなりオーバーしているのだよ。ベースが８億円だとかというこ

とになってくると。そういうことを考えたら、４年間というのは今、ここである程度の、大ざっぱでも良

いから方向性が出てこないと議論できないでしょということ。 

 当然それは、今言っている前期の分が、ちゃんと分析して、だからこうだよというのでなければ・・・。

攻めているわけではないよ。仕事の流れとしてこうではないかという僕は聞いているのですよ。トータル

的にどうですかと言っているのです。それを、枠の中で理事者が予算なり、事業計画を立てるわけでしょ。

それだけ、答弁を願いします。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 後期の４カ年計画の中で、後期４ヵ年ありきで考えて財政改革プログラ

ムを作るという考え方、そういう考え方も一つの考え方であろうかなと思います。 

 ただ、それは、財政改革プログラムが、もう間もなくできようとしている。そういう時期については、

やはり財政改革プログラムがあって、その中で後期の４ヵ年、これを作るべきではないかなと思っており

ます。そして、今、前田委員がおっしゃったようなこと、当然 20 年度予算の中も、では 20 年度にこれだ

け起債を発行しますけれども、10 年間の財政改革プログラムの中で全て返せるのかという部分、そこも実

は検証してやっているわけなのですね。 

 だから、表にはまだ出ていませんけれども、前田委員がおっしゃるような一つの思考の中で 20 年度予

算は組んでおります。ですから、後期の総合計画については、できれば本当は、もう20 年度予算の中の、

後期４ヵ年の中の１年目はこうなのだと、ぴしっと押えてご提示できるというのが、これが一番理想的な

スタイルなのですけれども、どうしてもそこのところが新財政改革プログラムの方が、まだもうちょっと

時間がかかるので、明らかにされるまでの間もう少し待っていただいている。 

 ただ、予算編成の中では前田員がおっしゃるようなやり方でやっているということでご理解いただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） そうすれば、今、言ったように起債の借入限度をおさえて超えても、ある程度償

還なり借入額を平準化するためのものができてやったと言ったでしょ。20 年度組んでいるというわけでし

ょ。それで新たに新財政改革プログラムと整合性を保つみたいだけれども、それではなぜ、今、大まかな

目安があるはずなのですよ。それがなぜでないの。もし、新年度予算の審査をしたとき今みたいな言い方

をされると「出せ」ということになるよ。 

 それならなぜ、今日、出てこないの。それは予算出だす、出さないは別ですよ。ここに、大まかでもそ

ういうものがあるのだよということがあれば、ここで議論ができるけれども、それはそちらに置いておい

て、「そう言われればあるのだけれど・・・。」云々ということにはならないのではないか。この総務文教

常任委員会で、前期のそういう分析に立った上で、多少の財政計画みたいなものをもって予算を組んでい

るのでしょ。それなら出せば良いでしょ。 
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○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） まだですね、そのタイミングの違いだと思うのですよね。今、この場で

出せと言われましても、より精度を高めなくてはいけない。結局、まだ未完成なものを、最後までつめて

いないものを出したとしても、もしそれが、年明けてすぐ「これはここの部分を、このように変えます。」

というようなことになれば、計画自体の信憑性が問われるものですから、そこのところは本当に理解して

いただきたいなと思います。 

 行財政推進室の方でも、一生懸命、今やっていますので・・・。 

 先ほど、私が言った19.4％というのは、白老町の財政規模で計算した場合の、早期健全化団体に陥らな

い連結赤字比率の話なのです。白老町は 19.4％なのですよね。今、20 年度予算を編成して、それを決算

ベースで考えたときに、大体18.6％だとか、そのくらいの数値のところまで、今きているのです。 

 ただ、これも、交付税だとかが見積りよりも下がる、税収が下がる、そういったことになれば危険水域

になってくるという状況がございます。ですから、ぎりぎりのところなのです。１ポイントが6,000 万円

ですから、0.1 ポイント600 万円なのですよね。そのような中でやっているものですから、本当にそれを

クリアできるかできないかという部分では、町民の皆さんにこのサービスを打ち切る、打ち切らない。そ

こでは、行政の取り組みの評価についても大きく分かれるといった部分で、町長の最終的な判断が必要な

部分が残っております。ですから、そういった部分で今まだ、ちょっと明らかにできないといったことで

理解していただきたいと思います。 

 とにかく、何とか20 年度決算においては早期健全化団体をも回避できる予算、なおかつ10 年間で返し

ていくと、そういう方針のもと立てておりますので、前田委員がおっしゃったことを、まだ成文化しては

出せないけれども、数字の上ではその辺吟味した上で、行財政室と整合を図りながらやっているというこ

とでどうかご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、よろしいですね。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今の議論を聞いていて、私はこの総合計画というのは、一つの家庭に当てはめる

と、10 年の家庭の計画では子どもが何歳になったら大学へ行くとか、お金がかかるだとかそういう基本的

なものだと思うのですよ。ただ、今いっている議論というのを私の頭の中で簡単に考えたので怒られるか

も知れないのですけれども、その家庭の 10 年の計画の中で、もしかしたら来年お父さんがリストラにな

るかも知れないという、そういう事態が起きた時にそれは４月にならなければわからないと。だけれど、

計画はこういうことでこういう原資は見込まれるだろうというのは分かっているわけですよね。20 年度の

予算の中では、それで予算を組んでいるわけですよね。  

 私は、さっき田中主幹が休憩時間に言ったのかな、この総合計画というのは白老町が８年間でこれだけ

の事業が必要なのだというのを町民の意見を取ってやったと。この実行計画の概要にもありますけれども、

中長期的な計画目標を達成するよう、計画期間の整合と事業間の調整を図りながら運行していくのだとい

う話が載っていますよね。 

 私たちが心配するのは、この８年間の計画で、今、厳しいものがある、だけれどもまだそれは数値とし

て出せないというものがあるわけでしょ。家庭においてもそれは出てこないけれども、見込みとしてそれ

があると。これだけ減るというのは大体見込まれると。だからそのための 20 年度予算は分かるから組ん

でいるのだと思うのですけれども、だから、私は、各課がそれぞれこの計画にのっとって事業というのは

組んだのだと思うのです。20 年度の予算の中で、その中で減らすものはきちんと見たと思うのです。事業
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総合計画の中でこれはできないと。そういう各担当課がやって、予算づけをして持ってきているのだと思

うのです。そういったものを総合的に、私がさっき最初に言ったように、それを調整するのが今、経営企

画課の方でやることなのでしょうということで言ったのですけれども、そういった中での整合性を図る。

一番みんなが心配しているのは、今、このできた計画が 16 年度の財政改革プログラムにのっとってやっ

ているだろうと。今、新しいものが見直されなければならないときがきていると。私は仕方がないと思っ

て聞いていたのです。 

 ４月にならないと数値が明確にならないわけですから・・・。では、その時点できちんと示してもらう

と。ただ、私たちが懸念しているのは、さっきも言ったように年間８億円の起債でおさえていくといった

ものが、もちろん町民が必要で議会も認めた事業なのだけれども、そういったことでオーバーして来ると、

そういったものを今後はできないのではないかと、私たちの中では思っているわけなのです。 

 またこれからも、さっき言ったように、組長はこれが必要だからやると。これは町民に必要だろうとい

うことで議会も認めるということが出てきたときに、そういったときにこの総合計画の事業をきちんと削

るものは削らなければならない。それは痛みを伴うものかも知れないけれど、町民の負担を増やすと同時

にそれを減らさなければならないということが明確になるのは、その健全化のプログラムが出てこないと

できないということでしょ。 

 だから、今こういう議論をやっていると、できないのだけれども 20 年度の予算を組んでいると。だか

ら、この見直しも出来ていて良いのではないかという議論なのだけれども、さっき田中主幹がおっしゃっ

たように、この計画は10 年間でやらなければならないものなのだから、その削る削らないを今後、20 年

度の４月なら４月に、斎藤委員がおっしゃった質問に答えたわけでしょ。20 年度の初めにその数値がきち

んと示されたら、健全化計画ができたらできますということなのでしょ・・・。 

 そういうふうに、私はとらえていたのですけれども、今の議論を聞いていたらもとに戻す。見直しがで

きないうちできないのではないかという議論と、それが出てきたらやりますというので・・・・。私はそ

ういうふうに解釈したのですよね。 

 これはあくまでも土台になる計画で、みんなが予算を組む時はこれを土台にして出してきているのだと

思う。 

○委員長（及川 保君） 要するに４月というのは、今、言っていました。早い時期とは言っていますけ

れども言っていませんよ。 

○委員（吉田和子君） そういうことであれば、議論をずっとやっているのだけれども、数値が国から示

されてくる数値に対しての行政の数値が出ないうちは、この総合計画はその予算の数値が出たときに、事

業を縮小したり何かしていかなければならないわけだから、やはり 20 年度の予算をやっている前にやる

べきではないかというのは、やはり無理なのかなと私はそういうふうに判断したのですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、課長を理解しての意見ですね。今の吉田委員の意見についてはどうです

か。 

はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 16 年度、この計画を作って当時の財政改革プログラムと整合を図った。

だけれども、その時点で当時の財政改革プログラムと整合を図った。図っているのだけれども、図ってや

ったにも関わらず、その予測がさらに狂ってしまっているという部分がございます。 

 僕らが一番注意しなくてはいけないのは、そこの部分だと思うのです。新財政改革プログラムが間もな

く出て、皆さんに公表されようとしておりますけれども、またそのプログラムが狂った場合、大きく交付
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税が落ち込む、税収が落ち込むといったときに、後期４年間、これをやろうと決めたからやり続けようと

するのかという、そこの部分が僕は一番大事なのかなと思います。 

 そこの部分は、やはり皆さん方に再三ご指摘されているように、ぴしっと、一般財源から借金を振り替

えるだとか、そういうことのないような形で、そこで僕はそういう勇気が必要ではないかと思っておりま

す。 

 ですから、一番大事なところはそこですよね。今、財政改革プログラムがないから、後期４ヵ年がまだ

顔を出せない。だから 20 年度予算を組むのはおかしいのではないかという議論よりも、そこの部分が僕

は一番大事なのかなと、今日は財政改革プログラムではなくて、総合計画の所管事務調査ですから、そう

いう意味では僕はそういう形で総括させていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 3 月の末にならないと国はきちんとした考え方が示されないので、これを見なが

ら財政プログラムを作っていくというのは、そうかなと思います。ですから、20 年はプログラムにきちん

と合ったような見直しを終わった形の中では、予算はできていないのだと思うのです。予測の中でできて

いるのだと思うのだけれども、ただ、これから予算の審査をするのに、やはりそうは言っても審査する資

料として、それなりの考え方を示したものをいただかないと、議会として審査することが非常に難しいと

思います。 

ですから、それはそれで分かるのだけれども、やはり予算を組む過程での考え方というのですか、そう

いうものをまとめたものを議会の方へ示していただかないと、これはただ、こういう事態だから全くあり

ませんという話しで、予算だけを審査してくださいという話しにはならないのではないかと思いますので、

ぜひ工夫して審査できる少しの目標というのか、審査できるような資料を作っていただければと思うわけ

です。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 鈴木委員のおっしゃるとおりだと思います。おそらく行財政対策室の方

では、議会の予算審査の前に私が先ほど申しました、早期健全化団体も回避できる。そういったプログラ

ムの内容は、皆さん方の前に全員協議会か何かを通じて提示されることだと思います。 

 それがなければ、僕も口だけでクリアできますと言っても、それはなかなか難しいことだと思いますの

で、そういうようなスケジュールで進んでおりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 私の方からも、ぜひそういう形で明らかにしていって欲しいと思います。 

どうぞ、前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、数値、数値といっているけれども、何の数値を言っているの・・・。 

 連結赤字に入るかはいらないかの数値は出ているでしょ。19.4％と出ているでしょ。 

○経営企画課長（高畠 章君） それをクリアできるかできないか。その根拠資料ですね。 

○委員（前田博之君） それは委員会の中でまた・・・・。分かりました。 

○委員長（及川 保君） 良いですか。他ございませんか。ないようですね。それではありがとうござい

ました。 

暫時休憩をいたします。 

休  憩 （午後 ０時０９分） 

 

再  開 （午後 １時１６分） 



 25

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再会いたします。 

 午前中、町側から説明があって、その中身の質疑も行いました。午後から、まとめも含めてこの委員会

においてある一定の議論をしておきたいなと。それをまとめに反映させたいなという思いでおります。 

 お互いに、町側と議会との議論はしましたけれども、委員同士でもぜひ、それぞれの思いは町側に伝え

ましたけれども、ここでも更にこの進捗、前期の結果が今出されたわけですけれども、後期の考え方等々

も含めて議論を交わしたいなというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 単純に、どうまとめたらよろしいでしょうかというふうには、私、申し上げません。 

ぜひ、皆さんの方から、きょうの質疑の中身はある程度はおさえておりますけれども、これはきちんと

反映させて欲しいと、そういう思いがいろいろあろうかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

午前中の議論の中では、20 年度予算も含めて新財政改革プログラム、僕も全て含まれていていいかなと

いう思いがしておるのですが、しかしこれはそうは言っても、今この町のおかれている状況を考えると、

それもいたし方ない部分もあろうかと。町側も当然そのような思いでもおりましたし、ぜひ今、プログラ

ムを策定する中で、この総合計画、後期に生かしていきたいという部分ありますので、その辺の理解をし

ながら議論したいなと思っています。 

どうだったですかね、もし、これまだ深まっていない部分があるとすれば、きょうも実は、町側にお聞

きすることも可能ではあると思うのですけれどもね・・・。自由に行いたいと思います。 

吉田委員の方からいろいろ出されましたけれども、町側の説明、大体納得されましたか。 

はい、鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） これは２月の 21 日ですか、議会で報告されるのですよね。そうすると、今、午

前中にやられたものを、委員長さんが報告しますので、まとめということでお話してよろしいのですね。 

○委員長（及川 保君） そうです。大事なことなので、はい。 

○委員（鈴木宏征君） 分かりました。一つ、国の方の流れもあって、本来であればここの１ページにあ

るように、19 年度に見直し作業があって、20 年度からはきちんと行財政プログラムですか、それに基づ

いて後期の実施計画がきちんとできていて、そしてそれに基づいて 20 年度の予算が編成されるという、

そういう流れが正規の流れだと思うのですが、国のそういう事情もあって財政健全化プログラムですか、

それができないということも、ある程度納得はできるのですよ。  

 ですから、それは納得はするのですが、先ほども言ったのですが、私たちが 20 年度の予算を審査する

のに何を目標にして審査をすれば良いのかというがあって、そういう資料を作る必要があるということが

一つあると思うのですよ。 

 あと、一つ非常に、今までのことが反省として、それで良いといえば良いのかもしれないけれども、予

測の中には、起債を６億円で抑えているわけですよ。ところが終わってみれば８億円になっているのです

よ。やはりここら辺の考え方というのが、もっと厳しくやる必要はあるのではないかというような気がす

るのです。 

 だから、そこら辺やはり、収入とか、交付税だとか税の歳入が減っていながら、やはりそこまで無理や

りに、決められたものを限りなく100％に近い形でやらなればならないという、そういうことではなくて、

収入が減れば事業も減らすと。やはりそういう考え方をきちんと厳しくやっていかないと、また同じよう

な轍を踏むのではないかと思うので、一つ、やはりここも言っておいた方がいいのではないかと。 

 ８億円と書いてあるから、８億円で抑えたよと言っていますけれども、だけれども予測の中では６億円

でやると言っているわけですよ。そうするとやはり６億円を目標に、そこから出ないような事業の組み立
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てというのを必要ではないかと、この点は報告していただきたいことかなと思います。この２点について

は。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員の今の意見、実は先ほど私が最後の方で課長に申し上げたのは、

実はその辺なのですね。聖域といいましたけれども、私も言葉足らずな部分があって、きちんとそれを厳

しくやっていかなければならないのにもかかわらず、これだけ増えてしまって、これはしょうがないのだ

と。こういうような考え方、どうも私は納得がいかないのですよね。そういうこともあって、先ほどお聞

きしたのですけれどもね。 

 その点について、皆さんいかがでしょうか。今、鈴木員が言われたことについては、そのとおりだと思

いませんか。前田委員どうですか。これはやはり厳しく、この辺のところは報告の中に入れてよろしいで

すね。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） それを、前回の総務文教常任委員会でもやったのだけれども、それをどういうふ

うな形にするかということが、我々にも課せられているのですよ。抑えるということをね。 

だからその辺も、ちょっと膨らませていけないかというのもあるし、もう一つは、６ページに書いてい

るのですけれども、認識がかなり違うのですよ。 

６ページの集計の内訳の一番下ですね。■の２つ目、この主な要因は・・・といって、一般財源からの

支出を極力抑えるため、可能な限り起債により財源を確保した・・・という。こういう意識が、変わって

いないのですよ。本来は僕がさっき言ったように、鈴木委員も今、お話したように、一つの抑えがある中

でどうするかということを考えなければ、逆に一般財源がなくなったら事業を抑えなければいけないので

すよ。そういう認識を・・・、見えるのです。 

言葉のニュアンスは別だけれども、そういう意識を、まず理事者初め職員の意識を変えないと、画餅の

餅になってしまうのですよ。 

 それで、今の話をしたら、僕ちょっと見たら、岐阜県の多治見市で、局長もいろいろ勉強しているから

分かっていると思うけれども、多治見市では健全な財政に関する条例というのを作っているのですよ。今

年の４月からやるのかな、それで自分のところの指数も作っているのですよ。具体的な話しは別な機会に

しますが、その中で、こういう項目があるのです。 

 参考までに言わせていただきますけれども、条例の第 16 条というところに総合計画策定における原則

というのがあるのですよ。そこでは、市は総合計画の策定及び見直しに当たっては、実行計画の計画期間

内について一般会計における歳入の見込み、及び歳出の計画額並びに財政判断支出の見込みを基本構想に

記載しなければならないとうたっているのですよ。 

ですから､うちも、これからもし議会で後期見直しが出てきますから、こういうことを町側に言うのも

そうだし、我々も考えていかなければいけないかなと思います。だから、こういう部分で、今後、総合計

画を策定するには、こういう歳入歳出の計画額、それらをちゃんと見込むというような形を、文言をどう

なのかなと思うのですけれども・・・・。 

○委員長（及川 保君） なるほど、それは提案ですな。皆さん、どうですか、今、数値のことも含めて、

後期計画に入れたらどうかということなのですね、大ざっぱにいえば。この辺のことどうですか、今この

報告書の中で反映させるかどうか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） こういうことをやると、ある程度事業の制限でしょ。どれをやるかというのでは
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なくて、議論して取捨選択して事業の優先順位は決まられるのではないかと思うのですよ。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私も、先ほどの議論の中で、結局は起債の限度を決めていたと、財政改革プログ

ラムから引っ張ってきて、これ以上は出さないというのを決めていたと。だけれども、そのときに補助金

体制だとかいろいろなものがなくなるということで、急遽､寿幸園なり防災センターと同時に、経費削減

のためというか、それだけ少なくて済むということで選定をされたと。議会としてもそれは必要として、

ずっと議論をしてきたことですから、もちろん認めたのですけれども、財政の連結決算の比率で再生団体

になるかも知れないといったときに、議会の責任として、今まで身の丈にあったもの以上のものを賛成し

てきたのも議会だと。だから、しっかりそのときの必要度とか、そういったものももちろんそうだと思う

のですけれども、さっき言ったようにプログラムに照らし合わせて、もし起債を起こさなければならなく

ても、補助金は４割くらいしかいっていないですよね。だから、もっと補助金の体制がないかどうかきち

んと、財政健全化の中で、もっともっと補助金体制がないのかどうなのかを調べるべきだという話しも出

ましたよね。 

 それと同時に、議会側ももっと財政の中身を、予算の中身をしっかりして、こういう総合計画があるわ

けですから、その町の財政の起債だとかそういうのが出てきますよね、起債はいくら、一般財源はいくら

というのが出てきますよね。そういったときに、今まで起債率でいくとこれだけの割合になるから、それ

に見合ったものとして、他の事業を何か、総合計画の中で、何をやるようになっていたものを見直すとか、

そこまでの議論をきちんとできる。議会側の反省点もあるのですが、そこらまでの議論が、何かの質問の

時には、「これはやることになっているのにやらないのか。Ａランクなのにどうしてやらないのか」とい

う質問はするのですけれども、この中にやる事業として組んでいるときに、それが必要度からいってどう

なのかという議論までできる議会の体制というのを作るべきだなと、今日の議論を聞いていて思ったので

すよね。 

○委員長（及川 保君） 本当だと思います。これ、今の吉田委員の言われていることは本当に議会側と

して、全く反省しなければいけないというのは、皆さん承知して欲しいのですよね。その部分が非常に強

かった、傾向が強いのですよね。これは今、報告書に入れるかどうかは別として、議会側の問題としてと

らえていただきたいと思います。 

はい、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） そのために、今のような財政状況の中に立って議会としての反省で、チェック体

制がどうあるべきだという論議をやったわけですよね。あの中でいくつかの項目も出したけれども、その

ようなのが、経常経費比率が何パーセントで、公債費比率が何パーセントで、それ以上が良いか悪いか。

そのようなことではないはずですよね。そのような表向きだけの話しではなくて、もう一方掘り下げれば、

今、議論があったような中身まで入らなければ、本当のチェックにはね。多分そこまで入るのだと思うの

です。これからの議会のあり方として・・・。 

 ただ、議会として難しいのは、やはり要求があり、今までの計画があり、今やらなければならないチャ

ンスだという、そういうようなものを「待った」をかけたり、「ストップ」にするのはできない仕事かも

しれないのですよね。 

 ただ、そうやって考えてみますと、まず、2007 年で前期計画が終わるというのは、これははっきりして

いたわけだから、そのようなときに、今、前のことを反省し、これからどうするのというのは、これ相対

的にやはり絶対遅いと。それは、様々な事情があったかもしれないけれども、これはもっと早くに取り組
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むべきであって、そして、それができない理由は何かということをもっと明確にしなければ、次の計画さ

え我々考えられないという部分があるわけですよね。 

 だから、相対的には、そういう計画を出さなかったことがだめだということと、なぜそういうふうに出

せないのか。そして、出せる範囲がどこまでなのか。少なくても、はっきりしないから全部だめなのでは

なく、もっと議会との風通しというのが良くなければならないのではないかと。 

 それを全部、「出せない。出せない。」ということで出せない事情も分かるのだけれども、そうやってし

まうと我々つんぼ座敷に置かれてしまうという、そういうのが見えてしょうがないのです。 

 例えば、飛び込んできたバイオマスだとか消防庁舎だとか、駅裏だとかというそういう問題は、これは

すごく分かるのだけれども、それで起債分が増えていくと。一般財源をなるべく手をかけないで起債に頼

っていくというやり方、これ考えてみればやむを得ないものだけれども、あとの借金に引きずってしまう

わけだから、先延ばししてしまうのだから、だけれども今の状況からいうと、そうやって負債を増やすと

いうことは、どこかを削っていないとならないはずですよね。そういう努力をどこでしたのかということ

が見えていないのですよね。 

 だから相対的に、どうしたって借金をしてやらなければならないものというのは、まちの事業の中では

ほとんどだと思うのだけれどもね。だから、何かをやれば借金が増えると。起債が増えるということは当

たり前なのだけれども、それをやったときにどこかを減らしていなければ・・・。 

○委員長（及川 保君） そこなのです。僕がさっきも、言いたいのは。 

○委員（斎藤征信君） 減らしていなければ、財政健全化団体。そこはいつまでたっても追いかけっこし

てしまうわけですよね。そういうふうに考えたら、もっと早くに、国の方針がわからないにしろ、はっき

りしなければ・・・。 

僕も前からいっているのだよ。国が悪いと。こういう再建団体に祭り上げようとしているときに、指標

もはっきりさせないでおいてずっと引きずってきたわけでしょ。そうしてみんなを悩ませたわけでしょ。

あのようなことは早くにやるか、これから何年か後にこれをやるからそれまでにきちんと整備しなさいと

いうのが本当なのに、国によって振り回されているわけだよね。 

だから、最悪の事態を考えて、白老町ではやってきたけれども、だから国の方針がわからないにしろ、

最悪の方針で、今、切り詰めなければならないのは何かといのをはっきりするために、もっと早くからや

ってなければ間に合わなかったはずでしょ。その辺の読みが随分甘いのではないか。 

○委員長（及川 保君） だからその辺が前田委員が言われたことにつながっていくのです。 

○委員（前田博之君） 僕が言ったあとに、そうやってまとめてきちんと聞いてくれればよかったのに・・・。

同じことを言っていたでしょ。 

○委員（斎藤征信君） 協調はしなかったけれど・・・。まとめればそうなるのではないのと。 

○委員長（及川 保君） そうですね、そのとおりだと思います。 

○委員（斎藤征信君） そういうことでないかな。だから、もう少し我々、分からなければならないもの

というのがもっとたくさんあるのだ。 

○委員長（及川 保君） そうなのですね。 

はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 斎藤委員、前段、良いことおっしゃったのだけれども、それをさっき聞いている

のだけれども、はっきり答弁されていないのですよね。だから、それをさっきの答弁の受けたものだけで、

今、言ったものを整理するのか、もう一回具体的に再度聞いて、その辺を端的にどうだったのかというこ
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とをもう一回整理しておく必要あるのかどうかという問題もあるのかなと思うのですよね。 

○委員長（及川 保君） 検証という意味では、その辺のところをきちんとしておくべきなのかなと思い

ますけれどもね。どうですか皆さん。 

確かにその辺のことは、あいまいだった。びしっと答弁はされてはいたと思うのですけれどもね・・・。 

ただ、まとめとしては、まちは先ほどの考え方でやってきたと。限界も・・・。 

しかしながら、必要という部分については、これはやむを得なかったと。だけれど、今、斎藤委員が言

われたのはそうではなくて、であるならば別のところで減らす。起債の部分をきちんと減らしていくこと

が必要であったのではないかということですよね。この辺のことは答弁ではなかったです・・・。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、言ったのは、前期の見直しもきちんとしなければいけないのに、何もしない

で、ただ、国の数値が出ていないから延びただけの話しではおかしいのではないかということなのですよ。 

○委員長（及川 保君） それもありましたけどね。そのとおりです。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 総合計画のあり方の中では、計画というのは何のために作るかということですよ

ね。この計画が 16 年にできるまでに２年かかってやって、そのときも財政が厳しくなって、財政改革プ

ログラムに整合性を持ちながら、厳しい財政状況を抑えるというか、それを乗り越えるために作っている。

それを基本にして作ったと思うのです。整合性を図ったということは・・・。 

 ということは、本当はこういう連結決算比率だとかいろんなものが出てきても、平然としてやっていけ

る体制が作られていなければいけなかったのですよ。それができていなかったわけでしょ。というのは、

それは身の丈にあった政策をしていなかったということですよね。 

 理由として何かといったら、補助金とかそういうものの打ち切られる前に、もちろん計画としてあった

から作ったと。それは町民が必要なものだと。もしかして、この総合計画の中で、もちろん私たち議会も

賛成したのですけれども、今後のことですよ。 

 今度は健全化計画ができたときに、健全化計画と整合性を図りながら、自治基本条例もできてきている

から、きっと整合性を図りなさいということになってくると思うのです。それをやっていったときに、必

ず理由として、町民に必要なものがサービスとしてやらなければならなくなったからということが、認め

られる方式というのが、取り入れたら、私はだめだと思うのです。認められないというふうにしなければ

だめだと思うのです。 

 なぜ認められないかといったら、それをやるからには、さっき斎藤委員が言ったように、そのためには

この事業とこの事業は先延ばしにしますと。そういった明確な計画にのっとったものの明確な示しをして

いただかないと、議会としても賛成をしないというか、それがそのための総合計画でしょということをい

っていった方がいいと思うのです。 

 そういうふうにきちんと明確に言った方がいいと思うのですよ。そうでないと整合性を図っていますと、

だけど、またこうやって出てきたら、それは町民にとって必要なものだったからということだけで、「そ

うですね。」と議会が賛成してしまったとしたら、これは議会にも責任があるわけですよ。これ議会の責

任も言われているのですよ、ここの中では。そうなのですよ。私はそう思って受けとめたのです。 

 だから、さっきも言ったように、議会もそういった面では、その他に何をやめるのかという議論をしな

ければだめだといったのと同じように、行政側も計画を作るということは整合性を図っているわけだから、

その上で基準、それから最高これ以上行かないと全部決めているわけですから、それを突破するときには
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それなりの理由と、それをクリアするためのほかのものをどうするかという財源のきちんとした振り分け

を説明するということまで、総合計画の基本にしてやってもらいたいということを私は言うべきだなと思

ったのです。 

○委員長（及川 保君） 思いは、同じだと思うのですよ。 

○委員（吉田和子君） それと、もう１点いいですか。今回の第４次白老総合計画の進捗状況についてと

取り上げたのです。それで、今の今後の後期の見直しをしていないということでの議論だったのですけれ

ども、それ以前に、この４年間をどう評価するかということも入れなければだめだと思うのですよ。 

 それで、実行計画の進捗状況の集計表というのがありますよね。この中で、Ａランク、Ｂランク、Ｃラ

ンクでパーセントが出ていますけれども、これを私はどう評価していいのか、ちょっと分からないで聞い

ていたのですけれども・・・。 

 これの評価って、94％やったからＡランクでそれが良かったのかとか、何か出してくれたものに対して

の、今まで４年間の議会としての評価は何かしなければいけないのかなと思って・・・・。それで、何を

もって評価したらいいのかなと思っていたのですけれども、その辺皆さんの考えを・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員どうぞ。評価の部分で意見をください。 

○委員（斎藤征信君） 今の部分にからんで言えば、実施率というのは100％が一番正しいわけですよね。

特にＡ、Ｂ、Ｃと分けた場合に、Ａは緊急性を帯びているわけだから、重要性を帯びているのだから大体

「100％近くなれば、なるほどいい」というふうに見なければならないだろうね。だから、94.8%なんてい

うのは、最高の努力だろうと。ただ、中身として住民の満足度がどうなのかって、答弁のときにも言って

いたけれども、やはりその観点からも調べてみる。ただ、やったから良いのではなく、そのために町民の

生活がどれだけ良くなったかという評価も加えなければならない。それが、この表だとかなんだとか言っ

ていましたよね。出ているのかどうなのかちょっと分からないけれども・・・。 

 ただ、私がさっき質問した中で、この 100％に近いから良いと言うのは普段のことであって、今の状況

の中で、片方飛び込んできたものがあったら、このＡがグンと落ちて80％になるかもしれないと。それが

当然ではないかと思っていったのですよ。だから、高ければ評価がいいというふうには絶対にならない。 

○委員長（及川 保君） 見方によっては、この 94.8％というのは「すごいな。よくやったな。」という

見方もできるのだけれど、今この厳しい時期、これが丸まるただこの数字だけでとらえて判断すべきでは

ないだろと、私も実はそういうふうに思っているのですけれども、皆さんどうですか。 

はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私は、Ａランク、B ランクも含めて、Ｂランクも 50%近くやっているということ

ですよね。すると、必要度がどうだったのかという議論になると、事業一つずつ洗い直しをしなければな

らないから、ちょっと分からないのですけれども、私は計画を立てたものに対して、これだけのものをや

ったという評価はすべきだと思うのです。 

 ただ、さっき斎藤委員がおっしゃったように、ただし、そのことによって財源の圧迫をしたということ

は、さっき言ったように全部、最終的に基本になるのですよね。事業をやったのはいいけれど、決めた、

整合性を図ったものに対しての比率がどうだったかということは、それにいくと評価はするけれども、も

うちょっと厳しく身の丈にあったものをやるべきだったのではないかというふうになってしまうのでは

ないかと思うのです。 

 だから、その事業を持って、これだけのものをやろうと担当課が取り組んでやってきたということに対

しては、それぞれが評価の立場ではあってはいいと思うのです。ただ、それが財政と、これお金がかから
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ないものもあると思うのですよ。財政を圧迫しないものもね。だからそういった中での、今度は財政との

整合性をもうちょっときちんと、しっかりと、なんの指標が出されてもびくともしないような、そういう

体制作りをしなければならないということにつながるのではないかなというふうに思っていたのですよ

ね。 

○委員長（及川 保君） 言わんとしていることは十分理解をいたします。何とかこれをまとめたいと思

います。 

はい、鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） また同じようなことなのですけれども、６ページの計画当初の数字というものが

ありますよね、この数字のとおり終わったあとも、逆に一般財源もこれよりも計画よりも少なかったよと、

起債も少なかったよと。工事費も、事業費も、全体少ないのだけれども、90 何％もやったというのなら、

それは評価の値があると思いますよ。 

 だけれども、事業費にしても5,000 万円ですか、増えていますよね。起債も８億円と増えていますよね。

それで 90 何％やったと言っても、これをどう評価するのかと僕は思いますよ。計画というのは何だった

のだと思ってしまいますよね。やはり計画どおりやってこのプログラムだと思うのですよ。それがやはり

こういう状況でやったからといって、中身を見たら事業費は増えているは、起債は増えているはというこ

とであれば、本当にそういう評価って良いのかと思いますよ。 

 やはり、さっき斎藤委員がおっしゃったように増えた分はどこかでカットして、最初に計画した事業費

の 53 億円なら53 億円に、やっぱり限りなく近く事業費を調整すると、抑えると。そういうことをやらな

いと、同じようなことになってしまうのではないかなということは思いますので、そこら辺の連動だと思

います。 

 ちゃんと計画どおりやられた 90 何％なら、それはすごい評価するなと思うのですが、そういうことだ

と思うのです。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） この事業は８年間かかってやる事業ですよね。ここの達成率、進捗状況は、計画

にない新規の事業は何もやっていないのですよ。だから、後期の４年間の事業費というのは、前期にオー

バーした分はきちんとクリアできると、そこまで聞かなかったのだけれども、できるのかなと反対に・・・。 

 たまたま補助金の関係で、前期でやってしまったと、だから後期は、もしかしたらその分は抑えられる

のかなという、それは聞いていないから委員会でも報告できないのだけれども、そういうものになるのか

なと思いながら聞いていたのですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） 今、吉田委員が言われたことは、こうではないのかと。その部分というのは当

然、減るというか、圧縮されて当然のことなのだろうという言い回しでやってはまずいだろうか。 

○委員（吉田和子君） 計画にない事業はやっていないからね。だから、オーバーしたのはないことをや

ったわけではないから、ただ、前期に持ってきてしまったということだけで、という評価で良いのかどう

か、その辺ちょっと私も・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 良心的に考えて、こうなったらこうなるだろうという予測で言っているのは、や

はり良くないかなという気がするわけです。結局は、だから早く、いろんな事情があっても、早く計画書

を作らなければ、そういう論議さえできないわけで、だから早く作って欲しいという、１日も早く作って

欲しいというのが・・・。遅くなるのであれば、その間のつなぎの考え方だとかも示す必要があるのでは
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というのが、一つのまとめかなという気はするのです。 

○委員長（及川 保君） 今、言っているのは後期の部分を今、すでに示さなければいけないはずなのに、

示されていないと。それは、この厳しい財政状況のときに、それもおかしいと。もしそれが出ないのであ

れば・・・。 

○委員（斎藤征信君） 攻めるだけではいけないのだろうと思うのです。 

○委員長（及川 保君） どうまとめるか、ちょっと厳しいかなと思って・・・。 

はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今の件なのだけれども、だから僕さっき聞いたのですよ。なぜ見直しのときに、

今年度整理をして次の計画に行かないのと。そうすると、ここに８ページにある未実施・未達成の取り組

みとあるでしょ。この中で議論をして、やめるものをやめればいいのですよ。中止する。この部分につい

ては、住民のニーズが多いから新規の、後期に入れるとかという、そういう整理をしないとだめなのです

よ。 

 だから僕は、なぜ今、ちゃんと見直しをしないのということなのですよ。だから今みたいな議論になっ

てくるのですよ。僕は、それが本来の仕事だと思っているから。そして、この中に経常費もあるわけでし

ょ。事業費もあるわけですよ。吉田委員が今、言ったけれども、一部実施または内容を変更したというの

は、これは身内の話なのだけれど、大きな問題はあるけれども、何かの指針を作ったとか。何か一部取り

かかったら、やった方に入れるかどうかという堺があるのですよ。ここだったらまだ入れなくてもいい、

やっていないことになる。担当にすれば一部やったのだからやっているのだよという、生き方になってく

るのですよ。 

 そういうものをちゃんと、我々認識して整理していかないと、結果的に今、言っている議論になってし

まうのです。 

○委員長（及川 保君） やはり、いずれにしても、課長に一生懸命説明をしていただきました。しかし、

どんな事情があるにしても、やはり後期の部分も、この前期をきちんと検証した中で反映をさせる。大ま

かでも良いから、考え方というのがあってよかったのだよな・・・。それを入れますか。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 鈴木委員と話しをしていて、ここの実行計画の概要のところに、20 年度以降は

展望なのですよ。展望のランク付けをしてあるのです。私これを見て、今、前田委員の話しを聞いていて、

さっき家庭に例えて、地域に例えて、それがどちらもクリアできない部分を行政がやるものだと言いまし

たよね。そういうことからいくと、この計画の中で、絶対財政が厳しくなろうとやらなければならないと

いうものというのがあると思うのです。それは、予算に関係なくしてランク付けできるのだと思うのです

よ。 

 そういった見直しはされているのかどうかというのを、もうちょっと言うべきだったのかなと、今ちょ

っと話しを聞きながら思ったのだけれど。もちろん、財政健全化の再生団体になるかかどうかわからない

という状況の中での、指標がある程度示されて、そして計算の仕方がまだ明確になっていないということ

もあって、それで総合計画が見直しできないということにはならない。20 年度の予算を作っていくぶんに

は、もちろん必要になってくるのだけれど、この計画は 23 年までで、町長も本当に町民に必要なサービ

スはやっていくと言っているわけですら、この計画の中で絶対的にやらなければならないサービスという

のがあるはずですよ。それはランク付けしておいて良いのではないかと思ったの。 

それが外せないものであれば、それを除いた予算の中で必要なものが何なのかということを入れていく
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という、反対に追っていくようなそういう方法もできるのかなと思ったのですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） なるほど。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） そういう大事なものをＡとして、みんな総括しているのだろうけれどもね。 

 私、ずっと思っていたのは、やはりそういう今しなければならないこと、金があればしなければならな

いこと。いろんなことがあるのだけれども、実際には、それを何が飛び込んできたからどうするか。では、

財政的な裏づけから何から言ったら、全部町の動きを見渡さなければならない中から、何をやって何を削

るのかという、総合的なプランというのを立てていかなければだめでしょ。 

それが一企画経営課だけの仕事でいいのだろうかと、今、横断的なグループの仕組みになりましたよね。

そのような中で、実際の具体的な作業の問題では、横のつながりというのはすごく増えたかもしれない、

できたかもしれないけれども、そういう、今、白老町は何をやってどんな町を作らなければならないかと

いう一番トップになる部分の企画というのは、これは町長以下、主だった所の何かがあるのだろうと思う

のだけれども、そこからスパッとおりてきて、検討する場所と、そういうものをどんどん打ち出していく、

そういう仕組みというのが本当にあるのかという、やはりその上の考え方が企画に降ろされて、企画で動

いているだけのことなのかな。 

 やはり、そうなってくれば、かなり多くの課長さんたちが集まって、そういう総合的な計画というのを

考えなければ、ぐるっと方向を転換させていくというようなことはできないわけだから。そのようなこと

は企画だけではできないはずでしょ。そういう体制が、本当になくていいのだろうか。あるのかどうかさ

え私は分からないけれどもね。多分あると言われるのかもしれないけれど。そういう部分がなければ、な

かなか回転しないかなという気はしています。そこのところが見えないことがずっと心配だったのです。 

○委員長（及川 保君） はい、本間委員どうぞ。 

○委員（本間広朗君） 今、言われたことを、例えば委員会で提案しますよね。提案して、まちの方はそ

れを、さっき言ったら何だかんだやるというような、時にはいろいろ精査してやるとは言っていますけれ

ども、あの話しを聞くと何だかんだやりたいような、そういうような言い方ですよね。 

委員会というか、議会がチェックをして、この事業はもうちょっと抑えた方が良いとか、やらないほう

が良いとか、そういうことを言って聞き入れてもらえないのかなというその辺がある程度・・・。 

さっき言った、何かぶつかり合ってただ、ああ言えばこう言うで終わってしまって、だから、もっと委

員会があって、更に皆さん議員でチェックというか、「どうなのだ」という議論をして、そして言ってい

ただいて、なおかつそれを変えられるということが、多分できなかったから、そういうことが続いてきて

いるのかなと思ったのですけれども、そういうことはできないのかどうかというのも一つありますよね。 

○委員長（及川 保君） 今の本間委員の考え方、新しい議員ですから、そういうとらえかたを多分した

のでしょうね。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 自ずと執行しなければならない役場の仕事と、議会の議員の仕事と、自ずと別で

すよね。やるのは役場ですから、それにとって変わって議会が方針を出してやるわけではないのですよね。

そこら辺、明解にしておけば、向こうで決めたことを本当にそれでやれるのか、良いのか、町民の幸せの

ためかというチェックをかけるのが議会の仕事であって、だから「これはこれだから、これをやりなさい。」

ということにはならないのだろうと、私は思っているのです。 

 意見としては、それでは危険だよという指摘はするけれども、やるのは向こうですよね。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員どうぞ。 
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○委員（前田博之君） 今、本間委員が言ったのは本当に基本なのですよね。それはやはり、そこが今、

議会がやらなければだめなのですよ。チェックばかりではなくて、及川委員長が尻切れになったのだけれ

ども・・・。 

 議会は、そういう部分提案をして、そして町とすり合せをしてより良い政策をやっていかなければだめ

なのですよ。さっき言ったように、あれはちょっと否定的なのだけれども、本来は、後に戻るけれども、

だから、今回ここの８ページの未達成ばかりではなくて、ある程度のものが出てきて、議会がやはり一つ

ずつ費用対効果なども整理して生かしていくという、本来の委員会で議論しなければいけないと思います。

ただ､向こうができていないからできないのか、我々が作るべきなのかわからないけれども、その辺はも

うちょっとこの委員会でも、そういうものを検証することが大事だったのかなと思うのですよ。 

 だから、やっぱり前期のこの見直しをするときには、議会としてもそういうことを積極的に、もっと早

くからかかわっていくべきだということを、言っておかなければだめだと思うのです。今の議会改革やろ

うとしている中で、議員の資質が問われているからね。そういうことも本質かなと思いますけれどもね。 

委員長（及川 保君） 本間委員の討論もそうですし、やはり、課長の答弁は「必要とするからやるのだ」

と、大ざっぱに言ったらそういう考えなのですね。答弁のです、実は。当然分かるのです。必要としない

ものもみんなやっているわけではないのは、みんな分かっていることですからね。 

 そうなのだけれども、この厳しい財政状況の中で、ただやらなければならないと決めたからやらなけれ

ばいけないというのではなくて、そこにはきちんとした議会として、本間委員、議会としてのチェックと

いうのはそこだと思うのです。いかに歯止めをきちんとかけられるか。こういうのは議会しかないわけで

すから・・・・。 

 それが認識されれば、この委員会でいろいろとやっていかなければいけないと思うのです。 

はい、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） あと一つ。議論の中で一つひっかかったことがあったのだけれども、課長の考え

方の中で、家庭になぞらえていましたね。家庭あって、そしてそこで、それからその次、町内会。そこか

ら余るものが行政でやるのだと。いわば今、ものの考え方って、みんなそうなっているのですよね。だか

ら、できるものは自分たちでやろうと。その考え方というのは、原則的にはすごく良いのだよね。 

 ところが今、町の中で、金がないのだから、貧しいのだから、全て抑えようという空気というのがもの

すごくあるのですよね。自然にそういうのが出てくるわけね。それを良いことにしてというと言葉が悪い

のだけれども、国も言うし、道も言うし、小さな政府という形で絞っていくと。そして、あなた方みんな

やりなさいと。こういう形になっていて、あの考え方をずっとつめていくと、行政サービスっていった何

なのという。「お前たちできないからしてやるのだ。」という、そのようなものでいいのだろうかという、

やっぱり、より良くするために、どんなに住民が頑張ればできることでも、手を差し伸べて広げてやると

いう、そういう部分というのが行政サービスではないのかなと。そこまで全部切ってしまう、「狭い。」「金

ない。」議論になってしまうわけ。その議論というのは、俺、とっても危険だなと思うわけです。原則し

ては分かるのだけれども、その骨組みを言ったのだというのならいいのだけれどもね。 

 それを広げると、そういう行政サービスを切ってしまいかねない。そういう上乗せだとか横出しは、一

切、全てのものしないだとか、国の言うとおりの制度で全部まかないますと。こういう考え方になってし

まうということは、一番怖い気がするのですよ。だからそのことも、そういう狭い考えのところに陥らな

いことは大事だなと思いながら聞いていたのです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 
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○委員（前田博之君） 今の前期の見直しという話し、やはりさっきも話した達成率云々というより、事

業の中身と費用対効果、コストの問題をもっと議論すべきだと思うのですよ。だから、やるためにコスト

を無視してもやって良いかという問題もチェックしなければいけないと思うのですよ。 

 一例で言うと、18 年度の主要成果説明書を見ても、ふるさと農園に約300 万円かかっているのですよ。

だけれども、収入は１人 5,000 円ですから 22 万円しか入っていないのですよ。そうすると、割り返すと

１人何十万円くらいになってしまうのですよ。そういう、今の白老の地域性を考えたときに、やってはだ

めだとかという議論ではなくて、ひとつの事業もコストを見て、そのコストの比率がどこまでのコストな

ら許されるかと。受益者が１人当たり何％までの部分までのコストなら、行政としても持ち出してやって

も良いでしょうとか。そういうような１つの事業のコスト計算も、これだけ財政が厳しければこれからは

必要になってくるのかなと思うのですよ。 

 それは、ＰＲ的に、時の町長が「これ90％やった」とか、「100％やった」とか、それは知らない人なら

「そうか」と言うけれども、もっと厳しい部分から見れば、そういう部分までやっぱり議員、職員も、行

政に携わっている部分からいえば踏み込む必要があるのかなと思うのだけれども、そういう部分を若干、

もしできるのであれば、同じ計画の見直しのときに、そういう部分も必要ではないかということを付記し

ていただきたいなと思うのですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） このふるさと農園に限定して出すわけではないけれども、達成率云々ではなく

て、コスト計算もきちんと含めた中で、事業をすべきだと言う形で入れてよろしいでしょうか。その辺の

ことは・・・・。 

本間委員。 

○委員（本間広朗君） 当たり前のことだから、それは入れてやってもらった方が良いと思いますよ。ち

ゃんとやってもらった方が良いと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 当たり前のことであって、当たり前でないこともあると思うのです。やっぱりコ

スト計算をして割り切れないものって、中にはあると思うのですよ。だから、その辺は書き方すごく難し

いと思いますよ。コスト計算をしっかりやって事業を見直すべきなどと言ったら、福祉とかそういうもの

はコスト計算できないものもありますから、その辺の言い回しは基本的な必要度ということで、私はいい

かなと・・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。皆さんに確認をとります。 

はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 僕、福祉とか、教育とか、病院とか、ある一定行政がしなければならない範疇と

いうのがあるのですよ。それに対しては、仮に病院は５億円が良いのか、２億円が良いのかという議論は

あるよ。だけど、多少のコスト負担をしてまででも、しなければいけないサービス、これはやらなければ

いけないですから。僕が言っているのは・・・。 

○委員（吉田和子君） それはコスト計算をして、それが費用対効果で効果があるかどうかということの

検証の必要な事業はきちんとそれをやるべきだとか、そういうふうに入れないと、事業をコスト計算で入

れてしまうと、何かきつい言葉が出てしまうと・・・・。 

○委員（前田博之君） 舌足らずでしたが、そういうことです。 

○委員長（及川 保君） 皆さんそうですね。 

はい、斎藤委員どうぞ。 
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○委員（斎藤征信君） だから、全くそのとおりで、それが政治というものだと思いますけれどもね。要

するにまちづくりをどういいふうにしていくのかという、その中から出てくる政策なわけでしょ.何でも

いいから、町民が喜ぶものだから、何でもやってあげましょうというのは、今は通らない時代だから、コ

スト計算をしないものはないはずなのだけれども、コストで割に合わなくても、今のまちづくりの中で、

これが必要だということで答えが出てくるのだろうと思うのです。 

 だから、そこら辺を十分配慮していただければ。 

○委員長（及川 保君） 私もきちんと、今の皆さんからのご意見を反映させるような文章を作ろうと。

難しいのですけれどもね・・・。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） さっきの例を挙げた、ああいう場合の負担割合がそれでいいのかというコストの

計算と言うのは必要だと私は思うのです。それは趣味の域に入ってきている部分かなと、ちょっと思った

りするものですから、その辺と福祉関係と、きちんと分けてというか、もちろん福祉でも横出し上乗せの

部分では、個人負担ちゃんとやっていますから、だからそういう部分で、それがコストに合うかどうかと

なったりそれは別問題になりますので、そういった部分の住み分けはきちんとできるような形での、コス

ト計算のやり方というのを、委員長、副委員長大変ですが、その辺をうまくまとめてしてもらえれば・・・。 

○委員長（及川 保君） 分かりました。いずれにしても、今のこの部分につては入れましょう。そして

皆さんに、確認を必ずしますので、充分皆さんの考え方を反映させたいと思います。他、ありませんか。 

鈴木委員、もうないですか。 

非常に、「後期に反映させていく」、「させなければならない」ということもありますので、前期の検証

というのは非常に大事なことになると思います。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） さっき、いろんなことが出ていましたけれども、ダブるかもしれませんけれども、

最初に質問した大きな一つの事業が出てきたときに､多分その事業をやるためには他のものを、担当課か

ら出てきたときに､それをどこでまかなうのだと言ったときに、経営企画課がそれを総括してみますと言

っていましたので、斎藤委員も心配していましたけれども、「どこでそういうものを、バランスを取るの

だ。」という話しが出ていましたけれども、これをオーバーしたということは、その見直しを十分ではな

かったということですよね、反対に言うと。 

もちろんそれが、前期にきたということもあるのですけれども、ただ全体的なバランスでいくと・・・、

それをどう評価するかのですよね。後期でやるものを、前期でたまたまやってオーバーしたと。委員会と

してどう評価するのかと、さっきも言っていましたけれども、では後期に減ってくるのかなと、単純に思

ったのですけれども。 

その辺のバランスをとるのが経営企画課の仕事、計画を作っている担当課の仕事なのではないかという

ふうに思うのですよね。その辺の、バランス割合と、超過をしないための計画性のあり方というのをきち

んと明確に示していくべきですし、見るべきだし、やっていくべきだというふうに・・・。総括して見る

ところと言ったら、そこになるわけですよね。担当課独自でそういうことはできるのかな。その辺が・・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 先ほど、斎藤委員もお話しましたけれども、今、吉田委員も話されました。一番

大事な組織的な部分から言えばそこなのですよね。一つの財政的な問題になってきますよね。健全化の部

分になってくると、行財政対策室が入ってくるのですよ。 
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予算を組むのは今きた経営企画課とこれを作る課なのですよ。だけれど、それの一体の整合性というの

は、悪いのだけれども、どこまで話が整理されているかということなのですよ。だから、このより良い効

果を出すためには、今の分かれている組織を、よりチェック機能をして、効果を検証できるための組織を

作らないと、僕は行財政改革へ行って聞いていますからね。 

言っているニュアンス、正直な話し、大分違ってくるのですよ。だから、もし行財政対策室が、３月の

初めくらいに早期健全化の外枠くらいはできてくるのでしょうと。提示されますよという言い方をしてい

るけれども、それは向こうでもし間に合わなかったときに、責任のなすりあいになってしまうのですよ。 

だから、それがせっかく、今両方から進んでいるのだけれど、それを一体化して総合的にチェックでき

る組織にしないと、結果的に同じなのです。だから、詰めていって早期健全計画の部分に入っていくと答

弁できないのですよ。この 16 年のときにたまたま僕、新聞の切抜きをやって、議会がこの部分について

検証しているときに、病院の関係や保育所の関係がこれに入っていないから、もう一回見直しをしなけれ

ばだめだとそのとき決めていないのですよ。 

そういう話しをまたぶり返すと、きょう来た課長は「私ではありません。」となるのですよ。そうする

と、今、言ったような最終的に言うと、こういう見直しのときにちぐはぐな部分が出てくる。そこが大事

だと思うし、それをもし付記してもらえるのであったら、今これから機構見直しをしていますから、そう

思わないですか。いくら議論しても・・・、だから担当が両方からきてもらって、双方に聞くのが本当は

一番いいのですよ。 

特別委員会を設置して、寿幸園、病院など重要懸案を慎重審議して６月議会提案を見送りとなっている

のですよ。入っていないから・・・。 

入れたとしても、行財政対策室が寿幸園は終わったけれど、病院や保育所の行革、民営委託するかどう

かというのをこちらでやっているのですよ。だから、その流れを財政は分からないわけですよ。具体的に

なってしまうと・・・。だからそういう部分は必要なのかなと僕は思うのです。だからさっき言ったよう

に心配しているのです。 

○委員長（及川 保君） これ非常に、多岐にわたって・・・・。分かりました。これも入れて置きまし

ね。それでなければ、後期が心配な部分が我々としてはあるのですよね。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 実行計画４ヵ年前期、こちらで持っているのは白老町の総合計画の進捗状況につ

いてですから、この８年分のことに対してですから、ですから、今、財政的に厳しくて、健全化計画がで

きるわけだから、それに「きちっとした整合性を持った見直しを早期にすべし」と入れないと、それはず

っと言ってきたから、１日も早く議会に対しても示すべきだと、そういうふうにきちんと入れて締めると

いうか・・・。形にした方が・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 後期は、出てきてから議論するということですか。 

○委員長（及川 保君） だから、４月と言っていましたけれど、20 年度の早い時期ということなので

すよ。だから４月なのか、５月なのか、その辺がいまだつかめていないのが現実なのでしょうね。 

はい、局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、いろいろ議論されていますけれど、実行計画は議決事項では

ないですから、町長の権限なのですよ。議会が、先ほど本間委員が言われたように、何といっても町がき
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ちんと認めなければ難しい。あと、財政的な議決事件のときに議論修正をかけていくしかないです。ただ、

今の町側は多分そういうことはないでしょうから、多分出してくるとは思いますけれども、ですからでき

た後でなければ、多分出てこないと思います。 

 だから、雰囲気としては財政改革プログラム、新しい改革プログラムができたら、どのくらい経つか、

半月経つか分かりませんけれど、そのくらいでないと数値的な突合は難しいですから出てこないと思いま

すね。町側を弁明するわけではないですけれども、当初８ヵ年は作っていると、８ヵ年の中で今動いてい

るのですね。町側にも言ったのですが、８カ年、なぜ議会に示さなかったと・・・。４年で止めてしまっ

たのでこういう議論になっているので、８年示せば、まだ使っていることになるからね。その中で、今の

実態の状況というのは理解できる話しだから、なぜ８ヵ年を示さないのと、手持ちとして持っているだけ

なら、そういう状況が生じたかなという気がしています。 

真ん中で見直しといえば、多少ぶれても、それほど議会から問い詰められることはないのだよね。３月

定例会以降に、もし必要であれば検証を含めてもう一回、前期・後期計画という形で取り上げるかなとい

う感じをしています。 

○委員長（及川 保君） ほか、何かありませんか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 継続はしないのでしょ。 

○委員（前田博之君） 継続審議でしょ。ここで切った方がいいのではないの。 

○委員長（及川 保君） 審議、どうですか皆さん。きょうこれで、委員同士でもかなりの議論をされま

したので、ここでまとめてよろしいでしょうか。まとめということでお話された。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） ３月の定例会で質問するときに、もちろんこの総合計画との整合性を図らなけれ

ばならないわけですから。そうなると、そういったことを取り出して質問していくに当たって、今日報告

のあったオーバーしているだろうと。そういうことも出てくるかも知れないわけですから、切らないとこ

こにいる委員はそういうこと含めて、財政の問題質問できないわけですから、一たん切って、向こうも前

期というふうに切ってくれていますので、前期は終わっていますのでそれの評価をしましたので、あとは

後期で、さっき局長がおっしゃったように、後期はまた新たな見直しが出てきたときに、委員会として今

度はしっかり財政的な単価計算はどうなのかと、できるものはそういうものもやりながらやっていくとい

う形でどうでしょうね。 

○委員長（及川 保君） はい、分かりました。今回の第４次の白老町総合計画について、担当課を招集

して議論をしてきましたが、このあたりでまとめるということで了解をいただきたいと思います。よろし

いですね。ありがとうございました。 

 これで、今回の所管事務調査は終了したいと思います。 

 その他に入ります。実は、21 日の定例議会の中で全員協議会が何本か予定されていますね。その中で、

使用料手数料の見直しについて、実は先般の議会運営委員会の中で、この問題については、これ自体につ

いては町長の判断でできることになっているのですね。一部条例があるのですけれどもね・・・。 

 ただ、そういうことであったとしても、直接町民にかかわる事柄だろうと。これはやはり重要な問題だ

ということで、そうであるならば、総務文教常任委員会の中で、きちんとこの部分についても町側の考え

方、そして議会としてもきちんと議論を果たすべきだろうという話しに、議会運営委員会の中でなってお

るのです。それを皆さんに、取り上げて説明は全体で受けるのですが、この問題を調査すべきかどうか、

皆さんにお諮りしたいと思います。 
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鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 使用料手数料の改定のときに、このことについてかなり議論をしたのです。最終

的に、この減免の部分もその範囲というのを行政側が決めたのです。決めていながら、その部分を今度は

変更する時に、議会を巻き込んで変更するというのは、何か違うような気がするね。 

 そこまでやって、この手数料使用料の改正についての議論というのは、そのときガッチリやったはずな

のです。それをまた同じことをやらせるというのは、ちょっと違うのかなと・・・。 

○委員長（及川 保君） これ、町が求めてきたわけではないですからね。議運の中で・・・・。 

○委員（鈴木宏征君） それをやるというのは、ちょっと私は何をやるのか、逆に分からない。あれだけ

議論をやってきて決まった、改正をした部分を、今、聞いたら減免の部分の改正、違います・・・。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、使用料手数料の見直しについては、条例事項と町長の規則事項とがあ

るのです。ですから２通りがあって、町長の規則事項については当然説明があって質疑もできると思いま

すけれども、基本的に議決に関する部分、要するに使用料手数料上げる話ですから、21 日の全員協議会の

部分は議案関係ですので、議論できないのです。事前審議になりますから、それであればまるきりしない

というわけにはいかないだろうと。議会運営委員会の考え方で総務文教で取り上げてみてはどうかという

ことが・・・。 

○委員長（及川 保君） 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 申し訳ありません。前に聞いた時は、その減免の部分の改正だけと聞いていたの

で、今、中を見たらそうなのですね。それであれば、ちょっと私の聞き違いでした。 

○委員長（及川 保君） どうでしょうか。これやっぱりやっておくべきではないでしょうか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 僕は良いと思うのですよ。ただ、今まで議会改革で、広報広聴をやって、小委員

会とか、分科会とかって、今スタートしようとして、できているけれどもまだ積極的にかかわっていない

のだけれども、そういう部分でこの一つのテストケースというか、せっかくですからそういうものを使っ

て、多くの人から、関係する人から意見を聞いたり、出かけていって町民の人からどういう声を聞いてい

るのか、そこまである程度、大変だけれどもやって、そして委員会の所管事務調査でもいいのかなと思う

のですけれども、やるのならそこまでやったらどうかなと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私も、これ全町民にかかわることなのですよね。減免・減額はある程度団体とか

ですので、それなりの理解というのはある。でも、各団体ともこの減免・減額が変わるということでの考

え方、そういったことも聞く必要があるのかなというふうに思いますので、出て行って、もし所管として

持つようになれば、町民の意見を十分私たちが聞いて、それを活かしていけるような取り組みにした方が

私もいいと思います. 

 さっきも言ったように、減免・減額は各団体がありますし、個人個人がかかわる手数料の見直しもあり

ますので、そういった部分では移動委員会になるのか、出前の委員会になるのか、ただ、町民の意見を聞

くための委員会。移動委員会と言ったら、行って委員会を開くわけですから、そうではなくて出前委員会

で町民の方と直で意見を交換するのか、その辺のやり方はまた今後考えることにして・・・・。 

○委員長（及川 保君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局の案では、もし受けたとすれば、これ大きく大別すると町民なので
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すけれども、団体の方にかなり影響してくるだろうなという気がするのですよ。ですから、町民が大きく

かかわる部分もありますし、移動常任委員会、各地区に何ヶ所出て行くか分かりませんけれども、常任委

員会は、町側がきて当然そこの中で議論を見てもらう話ですから、傍聴にきてもらって終わった後に、分

科会という形で意見を交換すれば、両方とも生きてくると思うのです。これちょっと大変かなという気が

します。 

○委員長（及川 保君） これ、以前も実はやっているのです。移動委員会が終えたあとに、来られてい

る町民ときちんと意見を交換しているのです。そういう部分では、今回、分科会という局長の説明があり

ましたけれどね。移動常任委員会と分科会を兼ねてやるということで。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） ぜひ、そういう形で行動した方がいいと思います。具体的にいうと、もうプール

を使っているお母さん方から、そういう噂が広がってかなり話が広がっているのですよ。そういう団体で

も、若いお母さん方、今、局長言ったように終わった後に懇談するとか、そういうふうに行動する委員会

を、町民に示した方がいいと思う。議会はいろんな状況下におかれていますから･･･・。 

○委員長（及川 保君） はい、近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） 日程的には、どのようになるのですか。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、聞いているのは、一部３月にそこから分けて条例提案するのはごみ処

理料金。一般のではないですよ、事業系のごみ処理の値段が、３月に出すという。残りを６月に出したい

ということだから、多分４月にやっても間に合うと思います。皆さん意見としてね。 

○委員長（及川 保君） ６月にあがってくる状況になると思いますので、４月で十分間に合うというこ

とで。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、試行を繰り返していけば５月の段階で報告しますので、６月議案の

ときに、報告すれば。 

○委員長（及川 保君） はい、近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） 使用料手数料の見直しは、２月 21 日に全員協議会でやりますね。そのあと

は、これは３月の議会にかかるわけですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） かからないの。 

○副委員長（近藤 守君） かからないのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） かからない予定、そのようにしているのですよ。今のところ１件か２件あ

がる程度です。 

○委員長（及川 保君） 町側だけで進められないということですから、そういうことで皆さん理解され

たでしょうか。よろしいですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３月以降。 

○委員長（及川 保君） ３月以降、６月に出て７月１日施行という形になるでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） これも、改革プログラムの骨子で出ている 2,000 万円だったかな、確保す

るという案の中の一つなのです。 

○委員長（及川 保君） ですから、前も 1 度はこういう形だったのですね。見直ししたときにも。 

○事務局長（上坊寺博之君） あれは、３月議会にかかって付託したから６月まで、今回議案でてこない
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のです。 

○委員長（及川 保君） 同じような形で７月１日施行という形になるでしょう。 

はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これとは関係なかったのですけれども、先ほど前田委員が多治見市の条例

を言われて、私も情報は集めていまして、多分前の財政の、今後どういうふうにチェックしていくかとい

う部分は、今回報告するということで決めたものですから、まだ皆さんにお示ししていませんけれども、

前田委員が言われていたような、新たな条例案は私もおさえていますので、もしこの次必要であれば出し

てきたいなと思いますけれども。 

○委員長（及川 保君） 皆さん、見せて欲しいですね。用意はできますか。 

暫時休憩いたします。 

休  憩 （午後２時３３分） 

 

再  開 （午後２時３６分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再会いたします。 

 今、局長の方から、岐阜県多治見市の健全な財政運営に関する条例を定めて運用していると。こういう

報告が、皆さんのお手元にも届いたと思います。これも参考にしまして、先ほどの前田委員のお話の中に

もありましたけれども、これを入れるかどうかも含めて、意見として出ていますので・・・。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） そういう、固有名詞でなくても、他の自治体でもこういう条例を作って自治体自

ら律しているのだと。そういうことが必要ではないかと。 

○委員長（及川 保君） これいいことですから、固有名詞出しても・・・。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 委員会で話し合ったから出して良いわけ、報告として。 

○委員長（及川 保君） 出すか出さないかは、皆さんに諮って・・・。 

○委員（吉田和子君） 委員会でまとめるときに、質問とかをしていないことを入れてやるのはだめだと

言っていなかった・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、討議ですから、討議の中に出てきたものについての・・・。 

○委員長（及川 保君） 入れるか入れないかは皆さんの、今、判断をお聞きしているわけですから、そ

の是非を。多治見市入れるかどうか、作っている間に考えますけれども、入れてよろしいですよね。この

くらいの律してまちづくりを進めると。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の報告義務とか議決義務とかあるのですよね。それは議会ではなくて、

市側で考えたこと。 

○委員長（及川 保君） 市の条例として運用しているわけですから。そういうこともあるぞということ

で、報告に入れたいと思いますが、いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 行革の方でちゃんとおさえていますから、ちょっと動かない方がいいかな

という気がしますけれども・・・・。事例はあると書いていいです。 

○委員長（及川 保君） 良いですよね。そういうことをやってまちづくりを進めていると。 
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 大変、本日の委員会、中身の濃い委員会になりました。ご協力をいただきまして、本当にありがとうご

ざいました。 

それでは、産業厚生委員会も間もなく皆さんこられると思いますので、本日の委員会はこの辺で閉会と

いたしたいと思います。皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

（閉会 午後２時３９分） 


