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平成２０年白老町議会定例会８月会議会議録（第１号） 

 

平成２０年８月１１日（月曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午前１１時５８分 

                                         

〇議事日程 第１号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 議案第 １号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第４号） 

第 ３ 議案第 ２号 工事請負契約の締結について 

           （平成 20 年度施行白老町合流式下水道改善管渠布設工事第１工区） 

第 ４ 議案第 ３号 損害賠償の額の決定について 

第 ５ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ６ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ７ 特別委員会の中間報告について（白老町財政健全化に関する調査特別委員会） 

                                         

〇会議に付した事件 

議案第 １号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第４号） 

議案第 ２号 工事請負契約の締結について 

       （平成 20 年度施行白老町合流式下水道改善管渠布設工事第１工区） 

議案第 ３号 損害賠償の額の決定について 

諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

特別委員会の中間報告について（白老町財政健全化に関する調査特別委員会） 

                                         

〇出席議員（１４名）                                       

１番 本 間 広 朗 君       ２番 前 田 博 之 君 

  ３番 西 田 祐 子 君       ４番 及 川   保 君 

  ５番 山 本 浩 平 君       ８番 近 藤   守 君 

  ９番 斉 藤 征 信 君      １０番 大 渕 紀 夫 君 

 １１番 土 屋 かづよ 君      １２番 松 田 謙 吾 君 

 １３番 熊 谷 雅 史 君      １４番 氏 家 裕 治 君 

 １５番 吉 田 和 子 君      １６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

〇欠席議員（２名） 

６番 鈴 木 宏 征 君       ７番 玉 井 昭 一 君 
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〇会議録署名議員 

  １番 本 間 広 朗 君       ２番 前 田 博 之 君 

  ３番 西 田 祐 子 君 

                                         

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町       長       飴 谷 長 藏 君 

     副 町 長       目 時 廣 行 君 

     総 務 課 長       岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長       高 畠   章 君 

     産 業 経 済 課 長       岡 村 幸 男 君 

     行 財 政 対 策 室 長       山 口 和 雄 君 

     出納課長・会計管理者       久 慈 幸 男 君 

水 産 港 湾 課 長       岩 崎   勉 君 

  上 下 水 道 課 長       辻   昌 秀 君 

生 活 環 境 課 長       千 石 講 平 君 

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

     書       記       小山内   恵 君 
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◎開議の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 本日、８月 11 日は休会の日ですが、議事の都合により、特に定例会

８月会議を再開いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎会議録署名議員の指名 

○議長（堀部登志雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第 120 条の規定により、議長において、１番、本間広朗

議員、２番、前田博之議員、３番、西田祐子議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

                                         

◎議会運営委員長報告 

○議長（堀部登志雄君） 次に、議会運営委員会委員長から８月８日開催の議会運営委員会で

の本会議の運営について協議の経過と結果について、報告の申し出がありましたので、これを

許可いたします。 

 議会運営委員会、山本浩平委員長。 

〔議会運営委員会委員長 山本浩平君登壇〕 

○議会運営委員長（山本浩平君） 議長の許可をいただきましたので、８月８日に行った議会

運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。 

平成 20 年白老町議会定例会は、通年議会のため ９月 30 日まで 103 日間の休会中であります

が、白老町議会会議規則第 10 条第３項の規定により、休会中にかかわらず議事の都合により８

月会議を開くこととしたところであります。 

本委員会での審議事項は、追加議案に対する本会議の運営の件であります。 

まず、総務課長、経営企画課長及び議会事務局長から、その概要についての説明を受けた後、

その取り扱いについて協議を行いました。 

 本定例会に追加議案として付議され提案された案件は、町長の提案に係るものとして、平成

20 年度一般会計補正予算１件、工事請負契約の締結１件、損害賠償の額の決定１件 と 人権擁

護委員の推薦に係る諮問２件の合わせて５件であります。 

また、議会関係については、現在、特別委員会において調査中であります新財政改革プログ

ラム(案)に関する中間報告であります。 

このことから、８月会議の再開は、本日１日間とするものであります。 

以上、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議会運営委員長の報告がありました。 

 委員長報告に対し、質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで委員長報告は報告済みといたします。 

                                         

◎町長行政報告 

○議長（堀部登志雄君） 次に、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いた

します。 

はい、飴谷町長どうぞ。 

〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

○町長（飴谷長藏君） 平成 20 年白老町議会定例会８月会議の開会にあたり行政報告を申し上

げます。 

北海道洞爺湖サミット開催に伴う白老町の関連事業についての報告であります。 

北海道洞爺湖サミットが、７月７日から９日の３日間、ザ・ウィンザーホテル洞爺において

開催され、Ｇ８国をはじめとする世界 22 カ国の首脳等が参集し、世界規模の諸課題について議

論され、無事に閉幕したところであります。 

本町としては、北海道洞爺湖サミット開催を本町の情報発信や産業振興の好機と捉え、ジュ

ニアサミットを本町へ誘致し、世界 15 カ国、39 名の中高校生を含む参加者一行が、アイヌ民

族博物館を訪問しました。 

さらには北海道が主催した「サミットの夕べ」、「道産食材でサミットをお迎えする集い」な

どにおいても本町の代表的な特産品「白老牛」が絶賛されたところであります。特に７月６日

の福田総理大臣とブッシュ米大統領の日米首脳会談晩餐会をはじめ、９日の総理大臣夫人主催

昼食会に提供されたほか、各国政府宿舎、ＩＭＣ国際メディアセンター内のレストランでもサ

ミット期間中に白老牛がメーン食材として提供されたところであります。 

この千才一遇の機会は白老牛にとって、名実ともに北海道を代表するブランド和牛として認

知されたと受け止めているところであり、今後、その知名度が全国に高まるよう、さらなる地

位確立のために生産者を初め努力したいと考えております。 

また、サミット関連の交流事業では、７月９日にサミット拡大会合参加国でありますインド

ネシア共和国の大統領夫人が、アイヌ民族博物館を視察されております。 

なお、本８月会議には、議案３件、諮問２件を提案申し上げておりますので、よろしくご審

議賜りたいと存じます。以上でございます。 

                                         

◎議案第１号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（堀部登志雄君） これより審議に入ります。 

日程第２、議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第４号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

高畠経営企画課長。 
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○経営企画課長（高畠 章君） 議１－１をお開きください。議案第１号 平成 20 年度白老

町一般会計補正予算（第４号）。 

平成 20 年度白老町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 900 万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 100 億 562 万 4,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 20 年８月 11 日提出。白老町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりで

ございますので、説明を省略させていただきます。 

 続きまして４ページの歳入歳出事項別明細書でございますけれども、初めに６ページの歳出

からご説明させていただきます。６ページをお開きください。２、歳出、６款農林水産業費、

３項１目水産振興費。200 万 1,000 円の増額補正でございます。説明欄ご覧ください。（１）栽

培・資源管理型漁業推進事業、200 万 1,000 円の増額補正でございます。これは、北海道の地

域再生チャレンジ交付金事業の取り組みの一つに採択された、海の畑づくり事業で、ウニやナ

マコの増殖にかかります経費をいぶり中央漁業協同組合に補助するものでございます。 

続きまして、７款商工費、１項１目商工振興費。699 万 9,000 円の増額補正でございます。

説明欄ご覧ください。地域再生チャレンジ交付金事業、699 万 9,000 円の増額補正でございま

す。この事業も、先の水産振興費と同じく地域再生チャレンジ交付金事業で、薬膳料理開発事

業、元気農園プロジェクト事業、白老シーフードカレー開発・ＰＲ事業、食材リスト作成事業

の４つの事業から構成され、それぞれの取り組みに必要な経費を計上させていただいておりま

す。なお、この地域再生チャレンジ交付金事業でございますけども、この事業は北海道の事業

といたしまして、地域産業の発展、雇用の創出、交流人口の増加などを目的に、地域の課題解

決や活性化を目指すプロジェクトを支援するため、平成 19 年度に創設された施策でございまし

て、平成 20 年度につきましては、全道から 42 の事業の応募がございまして、新規事業として

23 事業採択され、本町はその一つに選ばれたところでございます。町では食材王国しらおいブ

ランド強化プロジェクトとして提案し、プロジェクトのオリジナリティーが高く評価され採択

されたものでございます。 

次に、歳入です。４ページにお戻りください。歳入につきましては、今歳出でご説明させて

いただたとおりでございますので、説明を省略させていただきます。 

以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。これより本案に対する質疑を許し

ます。質疑のございます方はどうぞ。 

はい、３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 地域再生チャレンジ交付金事業ということで、合計 900 万円出ている
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わけなのですけども、前段の水産振興費のほうはわかったのですけども、後段の商工のほうの

ですね、薬膳料理調査委託料とかね、もうちょっと具体的に内容というのですか、教えていた

だければありがたいかなと思っているのですが、どのような形でですね、どんなことをチャレ

ンジ交付金の中でやっていくのかな。シーフードカレーなんかはマスコミで取り上げられてよ

く知っているのですけども、その辺詳しく教えていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 薬膳料理の中身のご質問でございます。まずアイヌ民族の食

文化ということをメインに考えてございまして、その食文化の知恵を融合させた薬膳料理を研

究・開発していくというもので、アイヌにかかわる伝承有用植物を生産・加工して新たな食材

を開発していくという内容になってございます。 

 それで具体的には、その中で薬膳料理のどういう物がどんな効果があるのかというようなこ

とを調査をかけまして、それをメニュー化していくと、こういう内容になってございまして、

専門機関、研究所等への委託というか、派遣をお願いしたりですとか、あと大学等に依頼して、

その内容を調査研究していくという、こういう事業になってございまして、最終的に検証をき

ちっと行っていくと、こういう内容になってございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 地域再生チャレンジの関係でお聞きします。 

 これは北海道もですね、厳しい財政状況の中で、地域再生のために 900 万円の補助金をつけ

たということについては、町としてもこの事業ただ一過性に終わるのではなくてですね、どう

定着させていくかが課題だと思います。それで細かいことはですね、これ町長にお願いするの

ですけれども、告示３日前にですね、金曜日に議運にかかっているのですよ。そうすると議会

の人方、勉強する時間がないのですよね。ですから細かい質問出てくると思いますけれども、

土曜日、日曜日にまたがる場合は、やはり１日でも早く、告示３日前ですけれども、内容的な

ものを勉強できるような時間をつくっていただきたいなと、これお願いします。 

 それでまず一つとして今説明ありましたけれども、この事業期間、まず１年なのか、それと

今、私お話いたしましたけれども、海の畑づくり事業、そして地域再生チャレンジ、これ期間

終了後ですね、町としてこの２つの事業をですね、どのように展開していくのか、そのプログ

ラムの組み立て方、そしてこの事業成果をどのように見ているのかお聞きします。またこの中

で、私前回も質問したのですけれども、こういう事業をやるとすぐこの賃金つくのですよ。作

業員ですけれどもね。内容的なことはよろしいのですけれども、こういう部分はできればなる

べくかけないようにして、この地域再生チャレンジで、食材関係、シーフードカレーやってい

ますけれども、こういう部分の金額を学校給食に提供して多くの子どもが郷土料理を味わうこ

とを考えられているのかどうか、まずその２点伺います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず地域再生チャレンジ交付金ですが、最高限度額が単年度

で、１年目は 1,000 万円ということで、今回私どもの方は 900 万円ついてございますが、２年
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度目以降は、３カ年の事業継続ができます。具体的にはっきりとした数字でありませんけれど

も、２年度目については 600 万円ということで確認してございます。３年度目については、は

っきりその額についてはおおよそ２年度程度つくのではないかというふうに考えてございます

が、この中で事業を行っていくということになりますが、ただし、今回行う事務事業が再度、

道のほうに提出いたしまして、それを認められるとういうことが必要になってございます。し

かしながら、今回行った事業につきましては、継続性を持って、引き続いて成果を出しながら

実施していきたいというふうに考えてございます。 

それで事業の成果というご質問でございますが、この地域再生チャレンジ交付金の事業の中

身につきましては、いわゆる地域の活性化ということがメインになってございまして、その中

では、やはり雇用が創出されるですとか、それから滞在交流がふえるですとか、そういうこと

が期待をされておりまして、実はそういう中身が審査の対象項目にもなってございます。その

ため、今回のこの事業の中ではやはり雇用もある程度確保することも必要だということで、例

えば先ほどのご質問にありましたけども、臨時作業員ですか、賃金という部分も実は見ている

というところでございます。 

それからこの事業の中身についてですね、今回はあくまでも調査・研究が主たるもの、もし

くは開発をしていくということが主たるものになってございますので、直接的に、例えば学校

給食に食材を提供するための事業という形になってございませんので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） なかなかいい事業ですので、ぜひ今、具体的に町としてこの後どうす

るかという説明はなかったのですけれども、町としてのプログラムを考えているのかどうかと

いうことと、私これに水を注すわけではないのですけどね、予算執行というのは議会で事前に

議決を得た後行うはずなのですよ。ですけども、このここに組んでいるシーフードカレーの開

発云々についても、もうこのようにチラシ出ているし、白老町のホームページ見ますと、シー

フードカレーのスタートは７月 19 日になっているのですよ。これ議決得ない前に事業を執行し

ているということは、地方自治法、あるいは白老町の財務会計規則に抵触するおそれがあると

思いますけれども、その見解はいかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、これからの町の事業、どのように進めていくのかとい

うことでございます。実はこれは平成 18 年度に「食材王国しらおい地産地消推進協議会」とい

うのができまして、白老のいわゆる多彩な食材を通して、食に関する生産者と消費者との信頼

関係をつくりながら食文化を継承していく、もしくは地場の商工業の発展に結びつけていくと

いうのが、実はこの事業の大きな柱になってございまして、そういう中では、大きな柱として

は産業の活性化ですとか、食と観光の連携ですとか、人づくりネットワークですとか、それか

ら食育の推進という、こういう大きな柱を、この食材王国しらおい誇りある故郷づくりという

ことでこの協議会が担ってございまして、全部で 13 団体で構成された協議会の中で実施してい
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るということでございます。ですから、こういう大きな施策の中で、このチャレンジ交付金の

事業も位置づけて行っているということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 それともう１点が先行ではないかということでございますが、実はこの中のほとんどが事業

としては協議会事業として行ってございまして、協議会のほうで事前に予算を持ってやってご

ざいます。協議会では、これ以外にも町の補助のほかに、実はこれだけでは足りないというこ

とがございまして、北海道市町村振興協会からも６月に助成の決定を受けて、その予算を組み

立てながら使ってございますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 補助金を出して、この実行委員会でやっているからその中の予算でや

るという言い方されていますけれども、この 900 万円についてはですね、シーフードカレーと

か言って逆に歳出予算についてはですね、予算の性質によって当該予算を執行するということ

になっているのですよ。そうすると、既定の予算云々と言うけれども、これについてはこの予

算に該当してくると思うのですよ、こういうチラシなんかは。そうすると予算が成立して補助

金を交付するかは別にしても、予算の成立をして担当課にですね予算執行をちゃんとしなけれ

ばできないはずなのですよ。 

そういうことをですね、財務会計規則なり、そういうものをちゃんとですね、整理をして事

業をやってもらわないと僕はこういう言い方は言いたくないけど、議会軽視になる可能性ある

のです。もしこれ否決された場合どうされますか。そういうことを十分に考えなければならな

いと私は思うのですよ。やはりそういう一つ一つ区切りの中で予算執行する、事業だってやっ

ぱり今こういう道から 900 万円の補助を受けてこういう事業をやっているということが今わか

ったのですよ。これらについても詳しいことは私は余り言わないけども、現実にそうですよ。

こっちは別なまぐろの日になっていますけれどもね。そういうような予算執行というのは、毅

然としてやっていただけなければ、今後いろいろな問題が出てくる可能性だってあるのですよ。

いかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今、予算執行上のことですから、改めるべきは改めると。これが道か

らのですね、補助の採択の通知が遅かったとか、ぎりぎりであったとかという背景があればで

すね、それなりの事情はあるのでしょうけれども、これも非常に大事な実は事業です。ですか

ら、海の畑づくりにしても、この薬膳料理にしてもですね、それぞれこれからの白老を考えた

場合、非常に重いものがあるのですね。ですから、議員言われるように、事前にですねこの内

容については、やる、やらないと言うよりも、こういうことを計画しています。そして何月に、

採択の見込みというのもなかなかこれあったのですけど、実は調べてみたら道の方ではですね

白老がすごい内容がいいということで、１番トップにやってもらったのですね。そういう内容

良ければ、そういう事前の手続きがどうでもいいのだということにはなりません。ただ、そう

思って職員実はやっているわけではないのですね。それぞれ実は理由はあると思います。これ

から改めるべきものは、きちっと改めると、手続き上ですね。 



 ９ 

それで一言ですね、この内容が非常に私も実は期待しているのですが、例えば海の畑づくり、

先日も議会にですね、漁業者の方が潜水夫でですね、14 人取ったと、このあと港周辺ですね実

は潜ってナマコとかウニだとか採りました。実はプレス発表しないのですが、それは密漁の方

が来るので実はしていないのですが、約十四、五日間で十二、三人潜ったのですが千五、六百

万円上がっているのですね。ですからいろいろ取り組んでいるのは成果は上げています。そし

てこの薬膳料理についても、将来栽培できないかなと。実は我々も健康という部分では非常に

興味がありますし、これも一つの機になるのではないかなと思います。それで大学とかですね、

北海道のそういう研究所の中では一定の研究成果は出ています。ただそれを料理に具体的です

ね、活用して全面的に出しているというまちがないものですから、取り急ぎ職員早く取り組め

という指導をしておりました。ただ手続き上、議員の言われるとおり問題があるとすればこれ

は次からきちっと改めなければならないと思っていますのでご理解いただきと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 今の答弁したことについては、私もかなりの事業効果があると思いま

すよ。それでやはり、いかにそこに携わる人方がね、その事業の趣旨を踏まえてやっていくか

ということで、役場の人が先になっても定着しないのですよ。やはりその携わっている人がい

かに自分達のためにやるかということが大事だと思います。 

 それと私は今、町長から改めるものは改めるということになりましたから、それ以上は言い

ませんけれども、ここで言うとさっき言ったようにシーフードカレースタート７月 19 日と言っ

ているのですよ。そうすれば６月の補正予算にね、間に合うはずなのです。それで道の採択云々

というものではなくて、事業がどうあるべきかということだと思うのですよ。そういうことで、

ぜひ今後そういう財政予算執行にかかっては十分に気をつけてやっていただきたいなと、こう

思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 今、前田議員がご質問されておりましたが、言うなればこれ専決処

分ですよね。白老の議会改革の中の通年議会、今、施行されているのですが、私はこの通年議

会の一つの柱にできるだけ専決処分をなくするのだと、これが一つの柱になっていまして、こ

の通年議会はいつでも開けるわけですから、何もきょうに設定しなくてもこの事業の前にいく

らでもやる機会が私はあったと思います。それで、改めるものは改めるではなく、改めなけれ

ばならないものは改めなければならないと私は思っております。私はこの事業にどうのこうの

言うものでもありませんし、まちがこんな状況ですから、少しでも活性化のために役立つもの

は汗水かいて道からお金を持ってきてやる。これは当たり前の話です。しかしながら、私は先

ほど薬膳の説明がありましたが、アイヌの方々が食べていた物を研究するというのは何の薬膳

を研究するのか、これだけのお金をかけて将来的にどのように白老のまちに広げていくのか。

アイヌの方々が何十年前かは知らないけど、どんな物を食べていたのかこれをお聞かせしてい

ただきたいと思います。 

 それから、900 万円の予算、200 万 1,000 円はナマコやウニなのですが、これに対する謝礼
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とか 120 万円も使っていますよね、この謝礼や取材というのですね。この 690 万円のお金にこ

んな謝礼や取材が必要なのか。私はもっと実のあるものに使うべきではないのかな。この例え

ばシーフードカレー、こういうのは何も専門家が来なくてもそれぞれの個性のつくったカレー

ライスをつくればいいのではないのかな。みんな何十年も一番家庭のメインなのですね、カレ

ーライスというものは。そこの中にこのサラガイを入れてですね、その店、店の味を出せばい

いのであって、こういうものに大きな謝礼を出すのか、こういう考え方がどうも私には分から

ないのですが、その辺の考え方をもう１回聞かせていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まずサラガイの話からします。サラガイですね、議員ご承知のとおり

かなり安く市場に入って、漁師の人が一生懸命とっても金にならないということです。それで

例えばカレーライスに使うと美味しいですよ、絶品ですよということになると、サラガイの値

段が上がるわけですね。そうすると漁師のとったサラガイの値段も上がっていくと。カレーラ

イスを前面に出す部分と、要するに、市場でも最低価格のサラガイがですね、価値が高くなる

ということも一つの狙いなのですよね。そうなると、それを広告だとかですね、いろいろなも

のを活用して発信してやると。それでは、私のところでも使うとか、食品メーカーでも使うと

いうことになると、おのずと値段が上がると。実はカレーライスもそうなのですが、一方でそ

ういう効果も狙っているというのがまず一つです。 

 それと、先ほど手続き上、ちょっとまずかったと、議員の言うとおりですね、通年議会です

からもっと議会の皆さんに報告するなり、早く提案して逆にアイデア等もいただくことが我々

の一つ仕事だと思っておりますので、これを機会にその辺を改めたいなと思っています。 

 それで報償費ですか、使っていますが、これもそれなりの人を呼んだりですねそれなりの効

果を期待しているものですから、こういう形になったというものですから、これについても十

分吟味してですね、もしこれも別な有効なものに使えるのであれば、もう一度課長、そして担

当者で検討してですね、ちょっと内容についてもう一回精査したいと思っています。 

 この薬草、どういうところに効果があるかと、いろんな料理に使う可能性があります。例え

ばオオウバユリだとか何十種類もあるのですよ。ところがかなり有用で効果もあると、大学で

も一人の教授がかなり長期に渡って研究をしているという話、ちょっと課長時代に聞きました。

北海道でも、その研究をしている人がおりまして、ただそれが前面に出て一つの料理になって

出ていないと、これ効果があればいろんなものに使えると思います。その辺の研究をしたいと

いうのが今回、ですから有用植物の研究はしてあるのですが、有用植物を例えば乾燥して粉末

にしたり、生で使うだとか、どういう調理方法とどんな料理に使えるかというのをこのまちの

中でどんどんやってみたいというのが基本的な考え方です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 今、町長からお話があったとおりでございます。それでオオ

ウバユリを初めですね、そのほかにも新たにツルニンジンというものであるとか、ルタバカと

いうような、そういう植物も含めて今、町長がご答弁したとおりですね、様々な研究を行って
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いくということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） その薬膳の話なのですがね、最近は何でもアイヌということにふっ

つければ、新聞に書かれているのですが、私も白老のまちで生まれて 65 年、改めて昔からアイ

ヌ料理なんて言ったことないですよ、そんなことは私聞いたことがない。最近ですね、アイヌ

新法ができてアイヌ料理と言うようになった。このアイヌ料理とは何の料理なのか、それで新

聞で見るとオハウとかね、オハウとは何かといったら魚と芋を入れただけの話ですね、塩でゆ

でた。こんなもの料理でない、みんな食べていたのです、戦後困った人は。ですから、もう少

しアイヌ料理というのであれば、きちっとした位置づけもある、これがアイヌ料理だというも

のをきちっとやるべきだし、それからアイヌの薬草だって何がアイヌの薬草なのか。例えば、

今言ったオオウバユリなんてものはアイヌが食べたものではないのですよ。野原にあるものだ

から、昔からみんな持ってきて食べたものなのですよ。アイヌでも何でも。あれは何もアイヌ

料理ではないのです。ですから、何でもアイヌにかこつけて今やっているようだけど、やるの

ならもう少しきちっとしたアイヌの定義みたいな料理をお話してください。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） アイヌ料理であれば今、実はポロトでもやっています。オハウとかで

すね・・・ 

〔「だからそんなものは昔からみんな食っているものだ」と呼ぶ者あり〕 

○町長（飴谷長藏君） ただ、そのほかイナキビ、例えばご飯とかだんごとかもあります。そ

れで、そのほかあそこで出しているのは鮭も議員の言うとおり皆さん食べています。ただ、独

特の調理方法というかですね、やっぱりオハウでもうまいのですね。どういう料理方法でどう

やったのかということもあるわけなのですよ。ですから議員言うとおり、そのほかどういうも

のがあるのかと、そしてどういうものが今の世代の人に合うのかということも含めて研究した

いと。ただ、基本的にはこの北海道はアイヌの人達が先住民だと、一部を除いて。ですから、

一番先に食べていたのもアイヌの人達なのですね。それをきちっと研究して最高の料理をお客

さんに提供しようと、それによってまちづくりも進められるのではないかなという可能性につ

いて今こういう仕事を取り組んでいるということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほか。はい、５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。 

栽培・資源管理型漁業推進事業についてお伺いしたいと思います。 

 白老町は漁業専門員のプロを配置いたしまして、漁業、一次産業の発展に積極的に事業展開

されていること、これは私は高く評価をしたいと思っております。特にこれから期待できる栽

培漁業、若手の漁業従事者達が積極的にですね、資格を取って新しいこの漁業にトライしてい

る。これは本当に素晴らしいことだと思います。今地球温暖化で海のものも山のものも本来と

れているところでとれなくなっていますね。新しいものもとれているということでもあります

が、例えばリンゴなんかは津軽でとれていたものが、今後どんどんどんどん北上するのではな
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いかとも言われております。また、海のものも地球温暖化によって、回遊魚、これに関しては

本当に海の温度や海流の変化によって、どんどん変わっていくおそれがあると思うのですよ。

そういった意味でこの栽培漁業というのは、非常に画期的なことであるのかなというふうに考

えるわけでございますけれど、今回のこの予算、200 万 1,000 円ですか、具体的にどのように

使われていくのかお尋ねしたいと思います。 

 またもう一点、このウニ・ナマコの流通、どのような形になっているのか。また今後、どの

ような期待を持たれているのか、これについてお尋ねしたいと思います。 

 それともう一点なのですけれども、地域再生チャレンジ交付金事業の、先ほど同僚議員から

出ていましたけれども、この取材等謝礼 60 万円と、この取材等謝礼という表現の仕方だと思う

のですが、新聞記者ですとかあるいは雑誌記者を呼んで、ただ来てくれたからありがとうござ

いますと謝礼を払っているわけではないですよね。私はこれ広告宣伝費だと思っているのです。

新聞だとかテレビ・ラジオ。だからわかりやすい表現の仕方、このわかりやすい広告宣伝費な

ら広告宣伝費ということでね、載せられたらいかがでしょうか。これどういった謝礼なのかと

いうのも、もちろんあるのですけれどもね、この辺の表現の仕方を変更されたらいかがなのか

なと。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 海の畑づくり事業というものはどういうものかというご質問

でございます。それにつきましては今回、補完資源としてウニ・ナマコをつくり育てる事業と

いうことで計画しておりまして、それにチャレンジ交付金をつけていただいたという形でござ

います。これにつきましては、稚ウニを人工リーフのほうに放流するとか、港の中に先ほど町

長から大分資源的によくなってきていると報告がありましたけれども、港の中のどういうとこ

ろにウニとかナマコが生息していけるかとか、そういう調査を行いたいという形で今のところ

計画しております。あと、ウニ・ナマコの流通のほうなのですけれども、今現在は港の市場の

ほうに揚げましてそこで卸しをしているという形でございまして、ナマコにつきましては、中

国のほうに輸出されるものもあると聞いております。以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 費目についての説明書きがということでのご質問だと思いま

すけれども、実質的にはそういう取材の対応ということで、例えば記者さんですとか、これは

実際に記事を書いていただくという部分で、議員がおっしゃられるとおり広告宣伝の部門のカ

メラマン、写真撮りですとかライターさんというのですけれど、それに対する謝礼ということ

でございます。総体で言えば確かに広告費になるかと思いますけれども、一応取材に対する報

償ということで載せていただいております。 

○議長（堀部登志雄君） はい、５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 栽培漁業のことに関しましてはわかりました。 

 ちょっと細かいことこだわるようかもしれませんが、我々民間で何かそういう業者に何かを

依頼する、そして取材に来ていただく。そしてそれを掲載していただいて初めてＰＲとしての
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作業が終了ということで、その謝礼という考え方ではないのですよね。あくまでも広告宣伝み

たいな形なのですよ。ですから、そのほうがわかりやすいような気がするのですよね。カメラ

マンとかそういう人に来てもらって撮ってもらったから謝礼ですよという話ではないと思うの

ですよ。あくまでも、それが形となって世の中に出て初めて広告宣伝費みたいな形の表現のほ

うが適切ではないのかなと思ったものですから質問させていただきました。もう１回、返答お

願いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 申しわけありません。説明が少し不足してございまして、広

告として出すものについては、広告デザインということで実は役務費という分類に入ります。

その中できちっと広告デザインを起こしてやるという。そしてそれを印刷すれば、印刷費とい

う細分に分けられるのですが、実はそこに書き込む中身についてはいろんな記者さん、ライタ

ーさんにお願いしたり、カメラマンにお願いして、分けて分業でやっているものですから、報

償、謝礼という形で載せているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。  

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。 

水産振興費の関係でちょっとお尋ねしたいのですけれども、当然この中身については、近い

ところでやれるということで言えば非常に効果があるのかなと思います。ただ、今の状況で、

関連でお尋ねしたいのですけれども、燃料がものすごく上昇している状況なのですけれども、

そういうことに対してまちとして影響の調査、ちょっと聞くところによると倍くらいになって

いるというのですね、燃料軽油が。それで影響の調査、対応、また国や道。国は今動いていま

すよね。漁業関係者だけでいいのかどうかというのはいろいろなことがこれから議論されるの

だろうけれども、その点について町はどういう状況かという影響調査、対応、国・道への働き

かけ等々は行っていらっしゃるのか、その点だけお尋ねしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 燃料の値上げ、漁業関係ですね、マスコミ等で９割補償という話にな

っています。私も国・道に働きかけている関係ありますので、中身を調べたら、なかなか９割

補てんという内容にはなっていないのですね。全体で七十数億ぐらいになってしまうのですね。

何百億の補償ということにはなっているのですけれども、端的に、値上げ分の補てんにはなっ

ていないのです。中身が。決定なのかどうかということはまだ、調べなければわからないので

すが、実はそういう内容になっています。ですから、まず国・道がきちっと率先してですね、

食料の自給率がまだ 39 から 40 になったばかりですので、その辺も含めて国・道とやり取りし

ている最中です。ただ、発表された９割補てんについては、実態はそういうふうになっていな

いと。全体金額としてはなっているのですが、我々としては単純に上がった分の９割補償して

くれるぞと、そう思ったのですがなかなかそういうふうになっていないというのが実情のよう

でございます。もっと詳しく調査したいと思っております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岩崎水産港湾課長。 
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○水産港湾課長（岩崎 勉君） 燃料高騰の影響調査ということでございますけれども、実際

にはちょっとそこまではいっておりません。ただ、漁組さんとかに聞いた話の中では、４月、

５月、６月の中では、一応ちょっと燃料が上がっているので、漁についても２日休んで、２日

おきとか３日ごとに行くとか、そういう形で対応しているのだと、そういうことは聞いており

ます。ただ７月に入りますと、カニとかホッキ、近い漁場なものですから、それにつきまして

は通常どおりの漁業をやっているという形で今のところ聞いております。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） わかりました。それで一つは国の関係なのですけれども、全体予算

額があって、それがほとんど大きい組織、そこにみんないっていると、下まで来ないというの

が今のお話だときっと思います、私が思うのは。実際、金額が補償されても、それが大日本水

産会だとかそういうところだけにいきまして、そこから下に降りてこなかったら、末端の白老

の漁師さん達はまいっちゃうのですよね。現実的に、きのう私、直接やっている人に話を聞い

たら、実際にホッキも近いのだけれども、やっぱり去年よりは減らしているのですよ。これは、

その人だけかもしれません。僕は１人しか残念ながら聞いてないからね。そういうことでいう

と、サラガイも含めて、今せっかく食材王国でやろうとしているのに、ウニ・ナマコはいいで

すけれども、ほかの白老の漁業資源が、軽油が倍になっていると、９割くらい燃料費がふえて

いるのですよね。これでは、魚価ほとんど上がっていないと言うのですよ。ですから、やめる

かやるかといったって、借金があるからやめるわけにもいかんというのが実態だというふうに

聞いているのです。 

ですから、当然これを全部、石巻のように市町村が若干補助をするというところも出ていま

すけれども、これはもうやりきれないですから、やっぱり国にどうするのかということと、漁

業関係者がきちっとまとまって対応するということしかないと思いますので、一つはそういう

調査をきちっと行って、国に物申せるだけの調査をきちっとするということと、国に対しては

末端までくるようなものをきちっと要求、強力にやっぱり漁業関係市町村で、団体の場合は東

京だとか北海道とか大きなところに止まってしまうという傾向があるようなのですね。ですか

ら、そういうところは十分配慮して末端までくるような方法をぜひ町として動いていただきた

いと思うのですがいかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） この件に関しましては、実は漁業関係だけではないのですね。大変な

のは、例えば運輸とか建設関係もそうなのですよ。入札も不履行になっているところあると、

この原油高でですね。ですから、漁業だけ特化するということもいかがかなと実は思っていま

す。ただ、今漁業関係が先行してやっていますので、漁業が補償された場合は、当然農業、林

業も含めて、産業全体として考えるべきではないかというのが、実は私の考え方です。 

 そういうことを踏まえて国、道とお話、折衝をしてまいりたいという考え方でございます。

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、岩崎水産港湾課長。 
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○水産港湾課長（岩崎 勉君） きちっとした調査を行ってはどうか、というご意見でござい

ますけれども、それにつきましては一応お受けいたしまして、漁組さんとか漁師さんとかと状

況を聞いていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 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。 

 採決いたします。 

議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第４号）、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第２号 工事請負契約の締結について 
○議長（堀部登志雄君） 日程第３、議案第２号 工事請負契約の締結についてを議題に供し

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 議の２－１をお開きください。議案第２号 工事請負契約の

締結について。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、次

のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

平成 20 年８月 11 日提出、白老町長。 

１、契約の目的、平成 20 年度施行白老町合流式下水道改善管渠布設工事第１工区。 

２、契約の方法、制限付一般競争入札。 

３、契約の金額、１億 80 万円。 

４、契約の相手方、丸幸鈴木・ヤマテ・長谷川特定建設工事共同企業体。代表者、白老郡白

老町字社台 53 番地１、丸幸鈴木建設工業株式会社、代表取締役鈴木武、構成員、白老郡白老町

字石山１番地、株式会社ヤマテ三美、代表取締役山手康、構成員、白老郡白老町大町６丁目３

番 22 号、株式会社長谷川土建工業、代表取締役長谷川和夫。 

５、契約保証金、白老町契約に関する規則第 35 条第２号の規定により免除。 

次のページをお開きください。議案説明でございます。 

１、工事場所、白老郡白老町高砂町３丁目。 
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２、完成期限、平成 21 年１月 30 日を予定しております。 

３、工事概要、管渠工（小口径推進）工事で、管径が 500 ミリ、Ｌイコール 274.7 メートル、

推進延長、Ｌイコール 263.1 メートルでございます。その他、マンホール工、１号マンホール、

２号マンホール、３号マンホール、各１カ所でございます。 

 次に添付図面でございますが、位置図１枚、それと縦平面図２枚を添付してございますので、

工事の場所、それから管の埋設深さなどをご確認いただきたいと思います。 

 補足説明させていただきますけれども、入札の経過についてでございます。６月 16 日に入

札の公告を行いまして、６月 26 日を期限に入札参加の申し込みを受けたところでございます。

その結果、川田・田中・太陽特定建設工事共同企業体、丸幸鈴木・ヤマテ・長谷川特定建設工

事共同企業体、岩崎・古仲特定建設工事共同企業体、道南総合土建・タマイ・ヂェネラス重機

特定建設工事共同企業体の４企業体の入札参加がございました。７月 22 日に入札を行ったとこ

ろでございます。落札率でございますが、予定価格１億 402 万 3,500 円に対しまして、落札額

が１億 80 万円でございますので、率にいたしまして 96.9％となっております。 

 以上で、契約議案の説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 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。 

 採決いたします。 

議案第２号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第３号 損害賠償の額の決定について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第４、議案第３号 損害賠償の額の決定についてを議題に供し

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ページが議の３－１になります。 
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 議案第３号 損害賠償の額の決定について。 

町は、平成 20 年１月 31 日白老町字虎杖浜の国道 36 号（虎杖浜駅前交差点内）で発生した白

老町公用車の交通事故に係る損害賠償額を次のとおり決定する。 

平成 20 年８月 11 日提出。白老町長。 

 記、１、損害賠償の額、112 万 614 円。 

 ２、損害賠償の相手方、運転者、氏名・住所は記載のとおりでございます。損害賠償額、70

万 2,170 円。同乗者２名の氏名・住所は記載のとおりでございます。一方、損害賠償額、23 万

890 円、もう一方の損害賠償額、18 万 7,554 円であります。 

 次のページでございます。議案説明でございます。 

 １、日時、平成 20 年１月 31 日、木曜日、午後１時 35 分頃。 

 ２、場所、白老町字虎杖浜、国道 36 号、虎杖浜駅前交差点であります。 

 ３、当事者は記載のとおりでございます。 

 ４、発生状況、白老町公用車（甲）が、町道虎杖浜中通を左折し、国道 36 号の交差点に赤信

号で進入し、苫小牧方面から走行してきた（乙）車と衝突したものであります。その際、（乙）

車に乗車していた運転者外同乗者２名が負傷したものであります。 

 ５、被害の程度、（乙）車運転者、頚椎捻挫、膝関節打撲、同乗者２名は、胸部、膝関節打撲

であります。共に通院により治癒しております。 

 ６、損害賠償額、本件は、（甲）が赤信号で交差点内に進入したことにより発生した事故であ

ることから、（甲）は（乙）のそれぞれに対し、損害賠償額（治療費、慰謝料）を支払うことで

示談するものであります。これらに係る損害賠償の内容は次のとおりであります。なお、損害

賠償額につきましては、全額自賠責保険により補てんされるものであります。 

 損害賠償の内訳が、議の３－３ページでございますが、損害賠償額につきましては、自賠責

保険でありますことから、全額保険会社から直接相手方に支払われるものであり、町予算の補

正計上はありませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 なお、車両の損害賠償につきましては、本年３月の第１回定例会で議決をいただいておりま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 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３号 損害賠償の額の決定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること 

について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第５、諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 諮問第１号でございます。諮の１－１をご覧いただきたいと思いま

す。 

 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

平成 20 年８月 11 日提出。白老町長。 

住所、白老郡白老町日の出町１丁目４番 13 号。 

氏名、壬生賢哉。 

生年月日、昭和 21 年３月５日生（62 歳）。 

履歴につきましては別紙のとおりでございます。説明を省略させていただきます。 

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりましたので、この件について質疑に入りま

す。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 次に、この件について意見のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） お諮りいたします。 

諮問第１号については、適任ということでご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

よって諮問第１号については、適任という意見を付することに決定いたしました。 
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◎諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めること 

について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第６、諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 諮問第２号でございます。諮の２－１をご覧ください。 

 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求める。 

平成 20 年８月 11 日提出。白老町長。 

住所、白老郡白老町字虎杖浜９番地。 

氏名、紺野惠美子。 

生年月日、昭和 10 年 10 月 20 日生（72 歳）。 

履歴につきましては別紙のとおりでございます。説明を省略させていただきます。 

どうぞご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりましたので、この件について質疑に入りま

す。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 次に、この件について意見のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） お諮りいたします。 

諮問第２号については、適任ということでご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

よって諮問第２号については、適任という意見を付することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０３分 

                                         

          再開 午前１１時１４分 

○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                                         

◎特別委員会の中間報告について 



 ２０ 

○議長（堀部登志雄君） 日程第７、特別委員会の中間報告についてを議題に供します。 

白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長より、会議規則第 47 条第２項の規定により、

調査の中間報告をしたいとの申し出があります。 

お諮りいたします。 

本件は申し出のとおり、中間報告を受けることにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、委員会の中間報告を受けることに決定いたしました。 

及川保委員長から報告願います。 

〔白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長 及川 保君登壇〕 

○白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（及川 保君） 委員会調査中間報告書。 

本委員会に付託されている白老町財政健全化についての調査及び推進について、その活動経

過を白老町議会会議規則第 47 条第２項の規定により、次のとおり中間報告をいたします。 

記、１、付託事項、白老町財政健全化に関する調査。 

２、調査の方法、事務調査及び町民懇談会。 

３、調査の経緯及び日程については記載のとおりでございます。 

４、調査に基づく中間報告。 

地方公共団体の財政健全化に関する法律の成立を受け、白老町の財政状況は、平成 18 年度の

全会計を連結した決算において 28 億 8,600 万円の連結実質赤字額(連結実質赤字比率マイナス

41.4％）が生じ、財政再生団体に該当するような危機的な財政状況下にあった。 

白老町は、平成 19 年６月に不退転の決意で行財政を抜本的に見直し、財政再生団体を回避す

るとして「白老町における財政再建への取組み（骨子）」を示し、国における４指標の動向を見

極めながら財政健全化策を検討してきたところであり、３月31 日に総合的な対策「新財政改革

プログラム（案）」が議会に対して示された。 

本年３月、総務文教常任委員会では、新財政改革プログラム（案）を所管事務調査に取り上

げて調査を実施していたところであるが、新財政改革プログラム（案）は、超過課税の導入を

初めとした町民負担を求める内容も示されており、議員全員によるしっかりとした議論が求め

られるものであるとして、議長を除く議員全員で構成する本特別委員会を設置し、総務

文教常任委員会から付託替えをして継続審査としたところである。 

白老町は、町民に対する説明会及びパブリックコメント等を経て８月下旬をめどに

新財政改革プログラム（案）を計画（成案）としてまとめ、定例会９月会議へ超過税

率及び各種の見直しに関する条例案を提出するとしている。 

このことから、本委員会は、新財政改革プログラム（案）の内容等を精力的に調査

し、委員間における討議を経て、委員会としての対案を示すために中間報告する。 

（１）固定資産税の超過税率は、1.65％とすること。 

固定資産税の超過税率導入は、固定資産を所有するすべての世帯に影響するものであり、税
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率の 20％アップは、年金所得者や所得のない世帯など大きな負担となる。現在、世界的な原油

や食料価格の高騰などにより物価が上昇している中で生活にも大きな打撃となる懸念があるこ

とから、各委員の考え方は、町民に対する負担は極力少なくすることである。 

このことから、固定資産税の超過課税は、計画 1.7％から 1.65％へマイナス 0.05％減に修正

するものであり、効果額約 4,200 万円見合い分は、工業団地及び臨海部土地等の売却益をプロ

グラムに組み込むこと。 

全会計の赤字額の大きな要因は、工業団地会計及び臨海部土地造成会計における未売却用地

（約 16 億円）である。財政の好転はこの土地の早い処分が最重要課題であり、町は、7,000 ㎡･

１年･１社の企業誘致に努力する姿勢を示すべきである。 

また、固定資産税の超過課税は、国民健康保険税の資産割賦課に対しても増額となって波及

するものであり、国民健康保険税の賦課割合の見直しに当たっては、資産割の廃止（個人負担

相当額マイナス 4,380 万円・超過税率換算マイナス 0.05％）により全体的な軽減を図ること。 

（２）下水道使用料の改定見合い分を水道使用料の値下げで行うこと。 

慢性的な赤字を抱える下水道会計は、使用料の改定なしに健全性が保たれないものと判断す

るところではあるが、約 10％から 15％アップの町民負担は大きいものがある。 

他方、健全財政である水道事業会計は、平成 19 年度末約５億３,000 万円の内部留保資金を

持っており、新財政改革プログラム計画期間において約６億円の黒字額が増加し、内部留保資

金は、約 11 億 2,000 万円と推計されている。 

このことから、財政の非常事態における町民負担は理解するものの、税や使用料など多くの

項目で町民負担が生じている中で、緊急避難的な措置としての対応として、下水道使用料の改

定見合い分を水道使用料の値下げをすること。 

（３）株式会社白老振興公社に対する委託事業のあり方を見直すこと。 

株式会社白老振興公社は、昭和 40 年代の土地の高騰が都市計画事業を推進する弊害となって

きていた現状に加え、港湾建設計画が町をあげての運動となっていたことから、港湾用地等の

公共用地確保を主要な営業目的として、昭和 46 年 12 月設立された。 

その後、昭和 48 年のオイルショックに伴い経済情勢の激変から土地の売却が思うようになら

ず 12 億円の負債を抱え、昭和 52 年会社更生法の適用を受けることとなった。更正計画にあた

り管財人から要請された事項は、資本金の同額無償減資と同額増資、公社用地の買取、今後の

公社事業を町施行の事業の受託とするなどであった。 

更正会社白老振興公社は、昭和52年度より10年間の更正計画に基づく再建を進めてきたが、

昭和 56 年３月町議会定例会において、昭和 55 年から昭和 61 年までの更正債権を町が代位弁済

することを議決し、更正手続きの終結に至った。これは、将来の白老港建設などの大型事業を

控えながら、更正手続きが昭和 61 年まで続くとなると公社本来の使命が果たせない上、更正会

社としての制約を受け、資金調達が不能になるなどの情勢判断であった。 

しかしながら、株式会社白老振興公社は、更正手続き終結以後も町の委託事業中心に事業展

開し続け 30 年余りを経過しており、町財政の非常事態の中で公社に対する委託業務のあり方は、
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プログラム（案）には何ら示されておらず、随意契約による委託のあり方等を見直し効果額と

して反映すること。 

（４）プログラムの総合的な見直しを３年ごとに行うこと。 

新財政改革プログラム（案）は、進行管理と公表において、毎年度進行管理を行うとし、進

ちょく度に遅れが出た場合に補強措置をとることとしている。 

平成 28 年度までの期間内において、町立病院の建てかえ事業、給食センターの建てかえ事業

や小中学校の耐震化事業など、プログラムに組み込まれていない大規模の財政需要も予測され

る。また、計画に対する予測不能の誤差も生ずることが考えられることから、３年ごとの決算

数値に基づき総合的な見直し規定をプログラムに書き込むこと。 

（５）町民温水プールにおける冬期間の閉館は行わないこと。 

町民温水プールの冬期間の閉館（12 月から３月・効果額マイナス 841 万 5,000 円）は、定例

会６月会議において総務文教常任委員会の所管事務調査「使用料・手数料の見直し」において、

①公共施設は町民の利用に供することが最大の目的であり、冬期閉館の前に施設の利用度を最

大限に上げる努力をすべきである。②町は指定管理者に対し単に施設の運営管理だけでなく、

施設の利用率を上げることに指導しながら共同して努力すべきである。③温水プールは、幅広

い年齢層の健康増進に最も寄与する施設であり、利用しやすい料金体系をはじめ、冬期間の運

動する場の確保を含めて冬期閉館には疑問があり、利用者・団体を含めて十分な議論が必要で

あると報告している。 

教育委員会は、冬期閉館の方針を見直しする方向性を表明したことは評価をするものである

が、特にプールを恒常的に利用している団体・サークル等の意見を十分参酌し、使用者に多少

の負担を求めたとしても利用促進に繋がるようプログラムを見直すこと。 

（６）保育料の改正にあたっては、急激な負担にならないよう措置を図ること。 

新財政改革プログラム（案）は、町民サービスにおいて一律補助や国や道の制度を上回って

実施しているサービス等を対象に見直すとしている。 

保育料にあっては、従来から２年遅れの国の徴収基準を基本としてきたが、プログラムでは、

国の基準に準じた階層区分の検討を行うとしている。平成 20 年度の白老町の保育料は、国基準

との格差は約 800 万円・12.7％となっている。 

委員からは、「保育園は将来的に民営化の検討がされる中で改正する必要がない。」、「効果額

が 300 万円程度と試算しているが、子育て支援の観点から負担を求める必要があるか。」、「低所

得者層に配慮した見直しが必要ではないか。」などの意見が出されていた。 

教育委員会は、①２階層の非課税世帯は据え置きとし、３階層は、国の基準割合より引き下

げて低所得者の軽減を図る。②国基準は、第３子以降は１割負担となるが、引き続き子育て支

援として無料とする。③全階層の不公平感の是正を図る。④国基準に対する割合を現行 82％か

ら改正 85％まで引き上げる。⑤平成 21 年度の引き上げ額は 3,000 円を限度として改正し、そ

れ以降は経過処置として当分の間据え置きとする改正案を示した。この結果、約 120 万円程度
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の増額となるものであるが、全体的には階層ごとの負担割合が整理され、町民負担を極力抑え

た改正内容となった。 

保育所入所者の 72％は低所得者（４階層まで）であることに十分に配慮された教育委員会の

改正案であることに、本委員会としては高く評価するものである。 

（７）白老町立病院のあり方について。 

白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査特別委員会は、平成 19 年３月定例会において

白老町立病院のあり方について委員会報告した。 

町立病院の今後のあり方は、白老町の危機的な財政状況を考慮するとき、医業収支の不足額

に対して一般会計から多額の繰出金により補てんして病院経営を続けていくことは難しいと判

断する。町立病院が永年に果たしてきた「公的役割」を最大限確保することが必要として４点

の項目を示した。 

①救急医療を確保すること。 

②一般病床及び療養病床を確保すること。 

③予防医療の普及・啓蒙を確保すること。 

④医療・福祉・保健の３連携を確保すること。 

６月 20 日、飴谷町長は、町立病院の方向性を示すにあたって、町立病院のあり方について７

点を示した。 

①１次医療と２次医療の連携が図れる病床の確保。 

②入院医療が終了した患者が在宅に戻れないときの対応。 

③初期医療を提供する救急医療の確保。 

④遠方の医療機関へ通院できない高齢者を見据えた医療機関。 

⑤小児医療の確保。 

⑥予防医療を推進する３連携における医療機関。 

⑦町立病院の経営改善を図ることができるあり方。 

以上のことを総合的に判断し、町立病院は、医師６名常勤換算により外科・内科・小児科の

３科体制の維持と１階を診療部門、２階を一般病床 60 床、３階を老人保健施設 29 床として公

立病院として存続する方向性を示した。 

町長の方向性は、白老町の財政状況と町民の安心を守る立場から報告した特別委員会の内容

そのものであり、全道的に診療所化の動きの中で決断されたことを評価し敬意を表するもので

ある。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいまの委員長報告に対し、何か質問がございましたらどうぞ。 

はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 委員長に若干お聞きします。今、中間報告の中で固定資産税の超過税

率 1.65％にするということで、この中で各委員の考え方は町民に対する負担は極力少なくする

ことであるということで、８月１日の白老町財政健全化に関する調査特別委員会で十分にいろ
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いろな議論がされました。そして、中間報告の取りまとめをどうするかということで議論しま

した。その中で、特別委員会の合意として税率 1.7％を 1.6％、もしくは 1.55％について議論

を行ってきましたけれども、その中で私は特別委員会の合意として 1.6％に決めようというふ

うに理解をしたのですよ。それが今、委員長報告で 1.65 となっていますけれども、それらの経

過についてなぜ 1.65 になったのかその経過について伺います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、及川委員長。 

○白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（及川 保君） お答えする前に、各委員

の皆様に特別委員長としてお礼を申し上げたいと思います。総務文教常任委員会に付託された

この案件が、この総務文教だけで判断するのが非常に難しいと、そういうことで特別委員会を

議長にお願いし設置させていただきました。以降、小委員会を含めて日数にすると約１カ月以

上になります。そういう非常に短時間の中で各委員の皆様には大変多岐に渡る町財政の中身を

本当に真摯に議論されてきょうの中間報告に至ったということをまず、厚く御礼を申し上げた

いと思います。 

 それで今、前田委員からお話がございました。最後の特別委員会の中で皆様と 1.6％を町に

提案申し上げようと、こういう皆さんとの合意がされたのは、前田委員のおっしゃったとおり

であります。しかしながら、皆様から小委員会の中で結論をきちっと特別委員会で出された結

論を小委員会の中でまとめなさいと、これが皆さんの合意としてそういう形にさせていただき

ました。その後、２回の小委員会の中で議論を重ねた結果、一つ皆さんに示されていた、今私

の報告にありましたように、国保の資産割の部分が、実はこの部分から除かれると言いますか、

あそこで四千万何がしの額が示されたはずでございます。しかしながらこの部分については、

町が国保の審議会の状況を経まして、もう既にそういう方向に至っていると、こういうことで

ございまして議会がここで求めるような内容では実はなかったわけでございます。最終特別委

員会の中でそのことが私の進行する過程の中で、その部分が皆様に諮ることができなかったと

いうのが、まず一つお詫びを申し上げておきたいなと思います。 

小委員会の中でその部分が実は除かれることになりました。そうすると、まちに求めなけれ

ばならないものは、工業団地、臨海部を含めた土地の売却益、当時三千万何がしという金額が

皆さんに示されておったわけでございますけれども、皆さんはその部分の資産割を含めてこれ

で行きましょうと、そういうことで結論を出した経過があったわけでありますが、残るのは工

業団地、臨海部の土地の部分でしかなくなってしまったわけであるのですね。そうすると、実

質の状況は 1.65％という形にならざるを得ない、そして小委員会の中でもかなりの議論がされ

ました。これはもし補足があれば小委員長からも答弁いただきたいのですが、私どもの中でも、

人件費を含む大型補助金、この部分を来年度からきちっと大胆に見直していくべきだと、こう

いうのは会派の中からも実は特別委員会に示されたわけでありまして、この部分は入れられな

いのかとか、会派の中でいろいろ提言された内容もありましたけれども、具体的に数値として

上げることが実はできなかったのです。これはかなりの議論を小委員会の中でしました。２回

の小委員会で、この部分を何とか入れられないのかということで議論しましたが、なかなか、
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土地も現実的には非常に厳しいと言いますか、本当に売れるのかと委員会の中からも出ました。

しかしながら、この工業団地、臨海部の土地というのはですね、この財政プログラム、この白

老町の財政がなぜこういうふうになってきたかというのは、大きな関わりを持っているのはこ

の臨海部、工業団地の土地の部分であります。三千何がし万の金額ではありますが、町として

は責任を持って売っていかなければならない実は大きな課題項目なのですよね。であるならば、

三千何がしの、確かに予測はつかないけども、これはもう町を上げて売っていかなければ、こ

れから何の効果も出てこないという、ただ単に赤字を減らしていけばいいというだけではなく

て、この処分をきちっとしていかなければならないとなると、この部分も入れようと、入れる

けども他のいろんな我々の議論してきた大型補助金を含めたとか、いろいろありますよね。か

なりの項目があります。これは実は何回も繰り返しますけれども、数値としてなかなか示せな

いのですね。どのくらい削減しなさいとかいう数値になかなか繋がっていかないわけでありま

す。再三議論して、これは苦渋の決断として 1.65％にせざるを得ないと。その部分を皆さんと

特別委員会で諮る考えも実は小委員会の中でありました。ところが日程的には全然もう間に合

わないという状況がございまして、きょうの報告に至ったわけであります。何とか皆さんのご

理解を得たいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 今わかりました。そうすると、結論から言うと削減の部分の率的な対

案の額が出なかったから、1.65 にしたというふうに解釈してまずいいということですね。 

 それと今、委員長は国保のここに書いてある資産税分が除かれるということは、その委員会

のときに議論されて、私は折り込み済みだと理解されていたと思います。それで私は、担当課

長に国保の関係のときに事実を確認したはずなのですよ。それであえて入れてこの部分で 1.60

で行きましょうということになったのが、小委員会で再度それが除かれるから云々という話で

ございましたけれど、この１点がその辺どうかということ。 

 もう１点は今、委員長から大型補助金の人件費云々の話されましたけれども、この歳出削減

について、これは小委員会で理事者側にこれだけの委員会として 1.6 に決まったと、対案があ

とないのだと、そうする場合にですね、残り歳出削減として町としていい妙案はないのかと、

そういうことの議論はされたのかどうか伺います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、及川委員長。 

○白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（及川 保君） 今前田議員がおっしゃっ

たのは、町に対して小委員会が対案になるような資料としてないのかという・・・ 

〔「ないのかではなく議論、理事者側に来てもらってそういう具体 

的な議論されましたかという、歳出削減の中で」と呼ぶ者あり〕 

○白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（及川 保君） 実はその経過の中では、

小委員長が、行財政対策室長とかそういう部分の中でやっていたように思いますけれども、最

終的に・・・ 

〔「それはやっていない」と呼ぶ者あり〕 
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○白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（及川 保君） やっていませんか・・・  

〔「勝手なこと言わないでよ」と呼ぶ者あり〕 

○白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（及川 保君） 小委員長から、小委員会

の部分についてお話しいただけますか。最後の・・・、やっていないということでよろしいで

すか。実は小委員会の中で町とのすり合わせのようなものをやっておりません。まったくそこ

はやっていないということを申し添えておきます。 

〔「影でやっていたのだろう」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。 

特別委員会の中で議論を詰めているわけですよ。そのときに、最後の特別委員会のときも 1.6

でやった場合は、8,000 万の土地になりますよということは言っているのです。そのことに対

して、どなたも意見出さなかったのですよ。特別委員会の中では。知っていますか。議事録見

てください、そうなっていますから。そういう中で、国保の 4,380 万かな、これについては当

然まちの計画からははずれます。これはもう初めからはずれるのですよ。それはわかっている

ことなのです、皆さん。これは、減ったからといって、どこも計画書自体が変わるものではご

ざいません。それも議論されております。そいう中で、町民が負う負担が実質 1.6 にする、そ

のためにこの案も今は 4,200 万になっていますけれども、皆さん方に最初に配られたものは、

国民健康保険税の資産割の廃止で 4,380 万だかの金額が出されていると思います、この計画書

には。しかし、それは財政改革プログラムには反映しないと、初めから分かっているものです。

ですから、当然反映しないですから、1.6 にした場合は、実質町民の負担は 1.6 になります。

もちろん固定資産税の資産割が国保である方だけですよ。それ以外の方はそうではありません。

しかし、かなりの部分がそこで実質、これは企業にかかるわけではございません、個人にかか

る国民健康保険税 4,380 万は、下がるわけです。それと見合い額の 3,620 万、この分を見たら

1.6 になるという文書がきちんと出されているはずです、皆さんのところに。それで 1.6 です

よという議論をしてきたのですよ。ところが、現実問題として改革プログラムで出るものはそ

の 4,380 万の国保の分については出ませんので、ですから実質町民の負担は 1.6 になるけれど

も、町に出すときは 1.6 を 3,620 万円、これで議論してきた。皆さんもそれに実質議論してき

たのですよ、それ文書で出ていますから、そのときどなたか言っているのならいいですよ。結

果としてそこが見られないとなれば、町で改革プログラムで見られる部分は 1.65 しかありませ

ん。町民には1.6になる可能性がありますけれども、町の改革プログラムで見られる部分は1.65

しかありません。3,620 万と出したのはおおむね 8,000 万、0.1 ポイント 8,000 万で計算してい

ますからこうなっているのです。ですから、それで 3,620 万としたのですけれども、町の試算

でいうと 1.65 の金額というのは 4,200 万です、これは事実です。ですから、我々は 0.1 ポイン

ト 8,000 万の枠で国保税の固定資産割を廃止した場合、4,380 万ダウンしますので 3,620 万と

いう金額を出したわけです。そういう議論を経て、その時点でそういうお話があったのなら、

十分私はわかりますけれども、文書でもそうなっていますから、そういう形の中で議論してき
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た経過だということしか私のほうでは言いようがありません。それの結論として出した結果が

今回の結果であります。 

ただ、同時に 1.6 ということでやるという議論がされたのは事実であります、これは。それ

で、最後の部分で 1.6 になると 8,000 万円という金額になります。この土地で、今の状況で 8,000

万円の対応策でいいですかと言ったのですけれども、どなたもそこで議論になっていないので

す、最後の部分で。特別委員会が終わる寸前で。それで 1.6 でいくのだったら対応策の土地は

8,000 万でやるのですかと私は言っているはずなのです。その後何もなかったです。事務局長

もその話はしているはずです。ですからそのときに意見はなかったのです。そういう経過の中

で、小委員会では 8,000 万の土地を売るというのは、甚だ難しいであろうということで、実質

1.6、改革プログラムの反映パーセントは 0.05 の 1.65、こういう結論になったと、こういうこ

とでございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 今、内容的な話をするとですね、議論されていないとか、結論がこう

だとか言いましたけれども、その過程においては、この 1.6 にいく過程において、どういうよ

うな手法があるかということは皆さんから意見が出たはずだと思います。私はそのことについ

て、ここでぶり返す議論はいたしません。ただ私は、そういう最終８月１日に 1.6、内容的な

ことは別にしても、そういう形で行きましょうと委員長が合意した中に対して、こういう数字

が出てきたから、どういう経過であったかということを伺っていますので、それ以上議論する、

ここで私的に議論して云々となりませんので、小委員会にもある程度お任せしましょうという

話になっていました。ただそういう経過を明確に私はお聞きしたかったと。それと議論の中で

はあくまでも町民の目線に立った中で、負担をなるべく少なくしよう。あるいは相手も歳出の

削減を少しでも努力して、それに近づこうという議論もあったことは確かです。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 特別委員会 17 回開かれているわけなのです。その中で出た意見を

私は集約したつもりなのですよ。私たちは。ですから、そうでないとしたら、特別委員会の持

ち方がまずかったということにしかなりません。その中で最後まできちっと意見を述べ、意思

統一できるまでやるべきだと思います。私は今の経過報告は、前田委員の質問に対する経過報

告としてしたまでです。それは事実に基づいてしたということでございます。それ以上、議論

も何もしていません、私は。事実関係を言ったというだけであります。もし必要であれば、特

別委員会の中で徹底した議論が、納得いくまでの議論をされるべきであります。私は全員の委

員会でなければいいのですよ。半分でやっているのだったら、半分の方聞いていないわけです

から、議論参加していないのですから、これはどんな意見を述べても構わないのですよ。ただ、

全員が出ている意見ですから、もちろん全体の意見が集約されればいいわけです。そういう形

での議論、特別委員会だったと。これは議会が決めたものですから、私はそういう形で理解を

しておりました。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、及川委員長。 
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○白老町財政健全化に関する調査特別委員会委員長（及川 保君） 今、小委員長の報告が全

くそのとおりでありまして、いずれにしても最後の特別委員会の中で小委員会に任せたと、こ

の中間報告のまとめの部分を任せたという対応をさせていただきました。その部分で疑問が生

じたということは、私の委員長としての取りまとめ方、それから会議の内容の一つ一つについ

て、いまだ不十分だったかなという思いはありますが、しかしながら議会として町にこの中間

報告の提案をさせていただいて、これがどういう形になるか、まだ未定でありますけれども、

なんとか議会が一致した中でこの提案を、中間報告をさせていただきたいというように思いま

すので、なんとかご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。 

私は特別委員会の小委員会には、最後小委員会で決めなさいよと、任せるよと、こういう発

言したのは私ですし、それから皆さんも賛成をいたしました。賛成というか声がありませんで

した。しかしながら、あのとき決めたのはですね 1.6 と決めたのは間違いありません。その後、

及川委員長は私と同じ会派でありますからお話もいたしました。先ほど及川委員長が説明した

とおり、私ら会派としても聞いております。しかしながら、今いろいろ聞いていると何もなか

ったと、小委員長も言って・・・ 

今日は本当は言いたくないのですが、町長がいるから言いたいのですが、町長の耳に入れた

いから、町長に言っているわけではありません。言っているのだけど、耳に入れるだけです。

私はまちが一番やるべき仕事は町民の命と財産を守り、町民の利益を守ることだと、これが私

はまちのやるべきことであり、議会のやるべきことだと、議会は町民の代弁者ですから。先ほ

どからのいろいろな説明の中で、どうしても、4,300 万円ですか、このお金が 1.6 にすると足

りないのだと、8,000 万ですか、1.6 にすると。それで 1.66 にしたのだというお話でした。私

はですね、財政プログラム、先ほどからのお話あるように、３年ごとに見直すと。本当は全部

見直すと、委員会であったのですが、これを３年ごとに見直すという言葉になったのですが、

見直すと。しかも、この財政プログラムは連結赤字だけでなく、平成 28 年までに 200 億 9,000

万まで今の借金を減らすのだと、これが入っています。200 まで減らす、この過程にはこれか

らの 10 年間、町民、このまちに住んでいる人方が大変な負担をするわけですね。ですから私が

言いたいのは、なぜ議会側が行政側を前にしてこんなこと失礼かもしれませんが、私は町民の

代表者なのです、この議会というのは。何も理事者側の財政のことを、私は 8,000 万足りない

とか 4,000 万足りないという議論をすべきではないのだと、私は前から言っております。議会

は先ほど言ったように、町民の命と財産と利益を守るために、ですから私はこの中間報告が

1.65 にいくのですが、私は先ほどから前田議員も言っているとおり、1.6 でいくと決めたのも

事実なのです。今理事者側がいるから耳に入れるために、おそらく聞いていると思うのですけ

れどもね、そのために私は言っているのですが、これだけははっきり申し上げておきますけれ

ども、1.6 と決めたのは事実ですし、町側の、行政側の金が足りない、足りるは、これは議会

が、町民の代表が、心配する問題ではない、これだけは私は言っておきたいと思うのです。 
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○議長（堀部登志雄君） 特別委員会の委員長も大変ご苦労されて中間報告に至ったというこ

とで、議論がいろいろございましたが、これをもって報告済みといたします。 

                                         

◎散会の宣告 
○議長（堀部登志雄君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 議長より、念のため申し述べておきます。明日、８月 12 日から９月 30 日までの間は、休会

となっておりますが、定例会９月会議は９月９日から再開することとなっておりますのでご承

知願います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午前１１時５８分） 
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