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平成２０年白老町議会白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 財政健全化に関する調査特別委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 実は本日、副町長が急遽、公用ができまして欠席いたします。 

それと、先般の委員会の中で出されました、町長に答弁を求めたいという部分もございまし

て、その直後の小委員会の経過を受けて、正副議長、委員長という立場で、町長に申し入れを

しております。そこで、この５月、６月、７月までの日程はもう既に決めておりますので、そ

の日程に合わせて町長が出席ということになると非常に、かなりの部分で公用が入っておりま

して、なかなか難しいという部分で、できる限り出席していただくような話はしましたけども、

必ず、確約という形で出席するという形にはなりませんでした。それで、町長が答弁しなけれ

ばいけないという部分が出たときには、まとめて日程を改めて決めまして、町長との日程をす

り合わせしまして、改めてその部分を議論するという形に申し入れをして、了解を得ましたの

で報告をしておきたいと思います。ご理解をよろしくお願いいたします。 

それと本日、先ほど申し上げましたが、副町長が急遽公用ができまして、今、札幌のほうに

向かっております。そういう形で本日の委員会を進めてまいりたいと思いますので、ご協力を

お願いしたいと思います。 

それと本日、氏家委員が 30 分程度遅れます。ということで、ご了承お願いいたします。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから報告申し上げます。前回、７日まで、資料の関係

で各会派からいただいたものを、きょう、お配りしております。資料１から 15 まで。そのうち

ですね、14 の部分については、まだ提出できないということで報告を受けております。私から

は以上でございます。 

○委員長（及川 保君） それでは、委員会を進めてまいりたいと思います。前回の委員会で

は 48 ページの第３章まで終えております。本日は、第４章。第４章についても少し分けてやっ

ていいですね。１節から３節までですね。全体として歳出の部分でありますが、進めてまいり

たいと思います。 

 日程がもう一つありました。先般の小委員会の報告を鈴木副小委員長のほうからお願いした

いと思います。鈴木副小委員長。 

○委員（鈴木宏征君） 本日、大渕小委員長が欠席なものですから、副小委員長であります私

から報告をさせていただきます。 

 財政健全化に関する町民懇談会の実施日程等についての報告でございます。皆さんにお配り

していると思うのですが、平成 20 年５月１日に開催した小委員会において、財政健全化に関す

る町民懇談会の開催を次のとおり行うこととしたので報告いたします。 

 まず、全議員により全町３カ所で実施する。６月 24 日火曜日、午後６時から８時まで、虎杖

浜生活館。６月 25 日水曜日、午後６時から８時まで、萩野公民館。６月 27 日金曜日、午後６
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時から８時まで、白老コミセン 201。 

 次に、周知の方法についてでありますが、６月号の町広報誌、町内会回覧及び報道関係に依

頼する等によって周知を行います。 

 次に、懇談会の持ち方なのですが、町の説明を補足、補完するものではないと。町民の意見

を議会が拝聴するという趣旨で行うということでございます。 

 次に、懇談会の進め方、役割等についてでございますが、懇談会が間近になってきた時点に

改めて会議を開催して協議をするということで決まりましたので報告をいたします。以上です。 

○委員長（及川 保君） ただいま、副小委員長から経過説明がございました。これについて

何か、皆さんからお聞きしたいことはありますか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今、町民懇談会の実施日程についてご説明があったのですけども、昨

日の新聞報道でですね、「行政と議会は車の両輪、ばらばらだと出席する町民の負担にもなる。

双方は同じルールで町民と向き合い、説明、意見を聞くべきだと。行政と議会が一体となって

意見を聞く機会を設けることを求めた。」と報道されていたのですけども、この内容について細

かいことはよくわかりませんけれども、今回、「町の説明を補足、補完するものではない。町民

の意見を議会が拝聴することである。」というふうに決めたと小委員会のほうで言っていますけ

れども、このような行政改革推進委員会のものに対しては、小委員会というか、我々、議会と

してはどのように思われているのか。その辺だけちょっとお伺いしたいなと思いまして。 

○委員長（及川 保君） ただいま、先日報道されました新聞報道ですけども、どういう考え

か、皆さんの考えを伺いたいと。これは、後段のほうで必ず議員同士の討議がありますので、

その部分で取り上げたいなというふうに思いますがいかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 結構です。 

○委員長（及川 保君） そのほかございませんよね。それでは、委員会を進めてまいりたい

と思います。それでは、第４章第１節の審議に入りたいと思います。町側の説明を求めたいと

思います。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、私のほうから第４章、改革プログラム、第１

節について、説明させていただきます。 

 ページは 49 ページになります。第４章、改革プログラム、第１節「財政再建へ向けた基本方

針」というところでございます。ここでは、まず１つ目としまして、改革の目標を掲げており

ます。? としまして、「財政指標は計画期間内に早期健全化基準内の数値を目標」ということで、

ここで①から⑤までお示ししておりますが、特に本町ではですね、②の連結実質赤字比率が問

題になるところでございまして、ここにつきまして、財政再生団体は必ず回避しますというこ

と、また、早期健全化基準も計画期間内にクリアするという目標でございます。また、もう一

点のちょっと懸念される⑤番目の資金不足比率。これにつきましても、計画期間内に経営健全

化基準内の数値としたいという、こういう目標を立ててございます。 

 続きまして、２番目の計画期間でございますが、これにつきましては、平成 19 年度から 28

年度の 10 年間を計画期間といたします。 
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 50 ページにまいります。50 ページにつきましては、３番から６番まで。これは、対策の基本

方針としてお示ししているものでございます。３番目の一般会計の早期再建ということで、こ

こにつきましては、やはり親会計である一般会計、これをですね、特別会計・企業会計の経営

にも責任を持てる強固な財政基盤に再建しなければならないということを、まず、基本として

掲げてございます。 

 続きまして、４番目の一般会計中心の財政運営の見直しということでございますが、これま

で一般会計中心の財政運営が続けられてきたという部分は深く反省するところとしまして、こ

のような状況から脱却しまして、特別会計・企業会計への相当の繰り出しを確実に実施して、

全会計での赤字解消を図るというものでございます。 

 それから５番目。行政内部管理経費の削減ということで、まず、対策を進めるにあたりまし

て、町内部みずからということで、再生団体転落の危機という現実を直視し、内部管理経費の

削減からただちに実施するものとしてございます。 

 最後に６番目、町民の理解と協力による財政再建ということでございますが、町民の皆さん

ができることは可能な限りみずから実施してもらうことが必要と考えておりまして、町民の皆

さんのご理解、ご協力のもとに財政再建を成し遂げたいという目標でございます。以上、簡単

でございますが第１節の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 第１節の説明が終わりました。ここで皆さん、基本方針ですから、

この部分についての質疑がございましたらどうぞ。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 49 ページの１の? ですか。計画期間内に連結赤字額を解消という部分

でちょっとお聞きしたいのですが。これを見ますと、10 年間で赤字を解消するという計画にな

っておりますけれども、この 10 年間というふうな年数をですね、赤字を解消する年数として

10 年間にしたということは、かなり、やっぱりハードルも高いですし、それをクリアするため

にはいろいろな痛みですか、町民の痛み等もかなり大きくなるというふうに考えるのですが、

これを 10 年ということではなくて、20 年にすれば、それだけ町民の負担等も少なくなるわけ

ですから、どうして 10 年でなければならないのかという、ここに至った経緯というのですか、

そういうものをちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、10 年にした理由と申しますか、その辺につきまし

ては、現行の再建法ですね、夕張が今、再建団体となっておりますが、これの法律上ですね、

再建計画は一応法律上、おおむね７年とされているものでございます。それで、夕張の件につ

きましては、特に赤字額が多額でございましたので、本来７年で計画を立てなければならない

ものを最終的に総務省が認めて 18 年という長期にわたったということを聞いてございます。で

すから、基本的にはもう計画は一桁という方向が示されていたということでございます。それ

で、もう一方ではですね、今回の健全化法に絡む部分につきましては、今現在のところ、国の

ほうから計画期間は何年にしなさいというような状況は入ってございませんが、北海道のほう

にその辺を確認したところ、多分、おそらくですね、再建法と同程度の年数になるだろうと、
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そんなに長期にはならないよというような回答をいただいております。そのような状況の中で

一区切りというようなことで、まず、10 年としたというのがまず一点目の理由でございます。 

 それと、もう一点はですね、やはり最初の、当初このプログラムを作成する目的としまして、

やはり後年度にですね、いわゆる孫子の代までといいますか、負担を残さないというような町

長の考えもございます。そのようなことを考えますと、やはり 20 年、30 年となりますと、我々

の子供の代まで借金がそのまま引きずってしまうというような状況もございましたので、多少

10 年というハードルはきついかもしれませんが、短期間で努力したいという考えの中で 10 年

間という設定をしたものでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今のお話を聞きまして、大体話としてわかるのですが、一つの考えと

してはですね、ハードルの高さというのですか、負担もありますけれども、そういうものをや

っぱり、国から示されたパーセンテージがありますよね、ここまでいったら再建団体、ここま

でいったら健全化団体だというクリアをする一つの基準ってありますよね。それ以下であれば、

それは健全に運営しているのだという一つの目安というものがあるわけですから、それ以下で

推移していれば、ゼロにするというところまで 10 年間で考えないでですね、一つの考え方です

よ、もう少しやっぱり町民の負担とかそういうものを軽くしながら、15 年がいいのか、20 年が

いいのかわかりませんけれども、そういう方法というのも一つの方法だと思うのですが、これ

は町民の方が受け入れるかどうかの問題もありますし、いろいろ外的要因もあると思うのです

が、一つの方法としてやっぱりそういう方法もとってですね、国の基準はクリアすると、だけ

れども、10 年ではなくて 15 年、20 年かかってもゼロにするのだという、それで、町民の負担

もなるべく少なくするという、やっぱりそういう考え方も一つの考え方だと思うので、一つ私

の意見として、一つの意見としてですね、そういう意見もあるということでお話しておきたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） ここの論議というのはいろいろあると思います。町側の考

え方、それから、議員さん個々の考え方もあると思います。それで、町の考え方はあくまでも、

今、主幹がお話したとおり、いずれにしても 10 年のときに赤字をゼロにしましょうと。そして、

後年に負担を残さない、あるいは、それからですね、町運営がどうあるべきかということも未

来志向的に考えることができるのではないかということを含めてですね、まずは 10 年間。10

年といっても結構長いスパンだというふうには思います。これが５年だと、かなり短期になり

ますけども、10 年という中で赤字額をゼロにしたいという考え方でございますので、町側の考

え方はここだということで、これはご理解をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。50 ページの３番、４番に絡めてちょっとお話を伺いたいの

ですが。４番の中に「一般会計の収支を大幅に改善しながら、繰出金も確保していくのだ。そ

うしなければ、解決しないのだ。」と、こういう書き方になっているわけですけども、一般会計
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が今度は、ことしから大幅に減になっていくという、それを元に戻すだけでも大変だろうと思

いますけども、それを、繰出金をさらに持ち出して、また、それで埋めていくということにな

ると大変な苦労だろうと。私たちはできるだけ、町民個々から支出を、負担を増やすという方

向ではなくて、何とかそういう方向で考えてほしいということを考えてきたわけですけれども、

中身を見ていますと、かなり節約をする、内部節約という形でかなりきつく絞ってはいるので

すけれども。こういう町民の支出がなるべく抑える形で、こういう芸当ができるのかどうなの

か、甚だ疑問なのですよね。それで、実際には、これは後でも出てくるのだと思いますけれど

も、投資的経費なんかも抑えるべきではないのかと。本当に町民の暮らしがこれだけきつくな

るのであれば、本当に投資的なことももっと考えなければならない。そのために組み替え動議

も出しながら、もう一回考えてほしいということで我々やってきたつもりではいるのですけれ

ども。そういうことがなくて、今の絞るだけ絞って金を生み出すという考え方、そういうふう

になっていないかどうか。そのあたりの見解を伺いたいなと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず一点、ご理解いただきたいのはですね、最初に一般会

計を安定化させるという、これが一時的なのですね。それで、一般会計を安定させて、さらに

その上で、特別会計のほうを安定化させていく。これが一つの基準、いわゆる考え方だと思い

ます。それで、投資的経費等々はありますけれども、いずれにしても、町全体も生身の人間と

いいますか、事業をある程度動かさなければですね、基本的には全体的に町も死んでしまうと

いうこういう考え方もあると思うのです。そういうことからすると、ある程度そういうことも

配慮しながらバランスをとってですね、財政運営をしていかなければならないというこういう

考え方もありますので、その辺についてはですね、全部ですね、投資的経費をなくせばいいと

かですね、そういう話にまではならないというふうに思っていますし、そこでのバランスをど

ういうふうにとっていくか。そして、なおかつ、一般会計を安定し、最終的に特別会計のほう

まで支援することによって全会計を安定化させる、こういうことでの目標設定でございますの

でご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 筋道としてはわかるのですけども、その具体策がもう少し数字を挙げ

て、具体的に知りたいなと思うのですけれども、それは後にして。 

 この６番の具体的なことでちょっと聞きたいのですけども。「町民の皆さんにも負担をお願い

するだけではなくて、可能な限りみずから実施してもらうことは自分でやってもらう。その説

明会も地域で開きたい。」と、こういうふうに書いてあるのですけど、町民みずから実施しても

らいたいと思っていることの具体的なことというのはどういうことなのか、それをちょっと教

えていただきたい。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 例えばですね、町民のできることということは、今、クリ

ーン白老とかそういうものをやっていますけれども、そういう行政に直接的に経費を浮かせる
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ためにという部分もありますけども、結果的に町民がみずからこういうクリーン白老をやりま

すとか、そういうものをやっていただくことによって、直接的な町の経費というのは抑えられ

るわけでございますので、そういう意味での町民が少しでも町に、みずからがやることによっ

て貢献できることがあればお願いしたいとこういう趣旨でございます。 

○委員長（及川 保君） いいですか。ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは次に、第２節。全会計の再建対策と目標額についての説明を求めたいと思います。

大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、第２節の全会計の再建対策と目標額でござい

ます。51 ページになります。ここではですね、まず、再建対策の柱を示してございます。この

柱につきましては、地方財政健全化法第８条第４項に定められています、再生計画をつくるに

あたって、その計画に盛り込まなければならない項目、これを本町のプログラムについても柱

としているものでございます。 

 まず、①としましては、事務事業の見直し等の歳出の削減を図るための対策。それから②番

目としまして、地方税その他の収入についての現年度分の収納対策になります。それから③番

目としましては、同じく地方税その他収入の、ここでは滞納繰越分にかかわる収納対策という

ことになります。それから④番目としましては、使用料・手数料の見直し、それから、財産処

分と歳入の増加を図るための対策。それから⑤番目としましては、普通税の超過課税による増

収対策。一応５点ですね、柱として定めているものでございます。 

 続きまして、２番目の対策目標額でございます。まず、計画期間の対策目標額としまして、

28 年度までに連結赤字額の解消という目標を掲げてございまして、28 年度の赤字額が普通会計、

特別会計合わせてですね、101 億 8,800 万円になりますので、この額をすべて解消したいとい

うことで考えてございます。また、? 番目としまして、平成 20 年度決算時までの対策としてお

りますが、地方財政健全化法の成立を受けまして、既に計画をしておりますが、平成 19 年度と

財政再生基準の適用初年度となる 20 年度、この２カ年というのはですね、非常にもっとも重要

な年度と位置づけておりますので、この２カ年度につきましては、総額 13 億 6,400 万の対策を

とりまして、20 年度決算で連結実質赤字比率 23.9％以内まで回復させるということで考えてご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） それでは、第２節の 51 ページの部分ですが、質疑がございましたら

どうぞ。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ２番目の対策目標額のところで 101 億 8,800 万円となっておりますけ

ども、この対策目標額の中にちょっと聞いていて、答えていただけるかどうかわからないので

すけど、この計画でいったら、結局、借金というか、負債というか、それは最終的に 10 年後に

はどのくらい残っているというふうに試算されて、この金額を対策額にされたのでしょうか。

その辺を教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） ちょっと答えになるかどうかわかりませんが、ここはあ
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くまでも赤字額というとらえでございまして、赤字と、いわゆる負債という言い方ですね、こ

れは別々に違うものとして我々は考えてございます。赤字というのは、いわゆる単年度におい

て、もう当座のお金がないという部分が赤字でして、負債あるいは借金という部分につきまし

ては、長期債、起債を借りてですね、その残高が残っているという部分が借金になり、負債と

いう考えを持っています。ここではあくまでも、もちろん起債の残高は 10 年後ももちろん残っ

てございますが、いわゆる当座のお金がなくなるということは回避したいと。いわゆる赤字額

をすべてゼロにするという目標を掲げてございます。以上です。 

○委員長（及川保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、負債額、借金額は減っていないというふうに理解す

るのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 実はですね、これは今後のご説明させていただく、この

後の見通しの中で一応、長期債の起債の残高がどのぐらいになるかという部分をお示ししてお

りますので、その段階でまた詳しくご説明させていただきますけど、基本的には対策の中で起

債の発行額を抑制するですとかそういった部分がございまして、確実に起債の残高は減ってご

ざいます。また、将来負担比率といわれる、今後、将来に向けてのいわゆる借金ですとか、赤

字も含めて全体の町が支払わなければならない部分はどのぐらいあるかという比率につきまし

ても、この対策をとることによりまして確実に減っていくということにつきましては、また後

ほどご説明させて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。ほかございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 全会計の再建対策と目標額というのを定めておりますけれども、この

チェック体制というか、チェック。半年ごとにきちんと見ていくのか。それとも、その都度、

評価できるものがあるのかどうなのか。? の中で 19 年度、20 年度の２カ年の総額が 13 億 6,400

万円の対策をとるというふうになっていますよね。そして、19 年度はもう終わりましたけれど

も、それでは、19 年度でいくらぐらいの対策結果が出ているのか。その残りが 20 年度のもの

というふうになりますよね。その辺どういうふうになっているのか、伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 基本的にはですね、年度ごとにやはり決算数値が最終的

に出ませんと確実な数字が確定されませんので、それを基に実際、計画と実際行われた運営が

ですね、どのぐらいの隔たりがあったのかという部分については、そのときに判断するという

ことになろうかと思います。ただし、財政運営をしている中で、当初予想していない、予期せ

ぬ事項が発生することも考えられると思います。例えば、災害なんかは特にそうなのですけど、

そういった部分が起きて、計画にない支出が出た場合には、やはり計画と狂う場合がございま

すので、その辺につきましては、その段階で計画とどう整合性をとっていくのかという部分に

ついては、個々に検討していくというような状況になろうかと思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） それでは、今の話を伺うと、19 年度の結果的なものは、大体決算が出

てくるのが８月ぐらいですか、８月ぐらいにならないと 19 年度の検証というのはできないのか

どうなのか。その点が一点と。 

 それから、この後に出てきますけれども、10 年間の年ごとの目標を持っていますよね。それ

で、そういった狂いが出てくることもあると思うのです。そういった狂いをやっぱり決算のあ

る程度の数値を見ないと、そういう見直しというのは出てこないのかどうなのか。その点ちょ

っと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 決算が出てきて初めてですね、チェックできるというこう

いう形になります。それで、当然のことながら監査を受けてですね、それから議会に報告し、

町民に報告すると、こういう形になると思いますが。議会の報告に関しましては、決算が終わ

った後の監査を受ける形で９月議会になろうかと思いますが、そのときに前年度分の決算が明

らかになり、そういった中でのどういう進捗状況になっているのかということはですね、当然

のことながらチェックできる形になります。それで、我が行財政対策室としましてもですね、

その前に当然精査すると、こういう形になろうかというふうに思います。それが毎年繰り返さ

れていく形になりまして、最終的には、10 年このプログラムもっていますけども、毎年それが

10 年後までいくと、こういう形になります。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 51 ページの再建対策の柱の③のですね、その他の収入で滞納にかかる

ものの徴収対策ということになっています。それでですね、多分、歳入確保のほうでも説明あ

ると思うのですけど、細かい数字は抜きにして考え方というか、実効性を期待して。３月にで

すね、住宅使用料と保育料の滞納整理の事務処理案の要綱の案ができているのですね。これら

も早期にやるべきだと思うのだけど、もう決裁もとってですね、必要なものは次の６月の議会

に出るぐらいの事務処理はもう進んでいるのかどうか確認をします。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 今の件につきましては、３月にお示しした案でございま

すが、これはあくまでも要綱になってございまして、要綱につきましては、いわゆる条例では

ございませんので議会の議決というものは必要ないというふうに考えてございますが、ただ、

進捗状況としましては現在ですね、住宅と学校給食の要綱についてですね、最終的に総務の審

査を今かけている最中でございまして、間もなく５月中には要綱として制定できるかというふ

うに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 要綱ですから、何も議会に云々ではなくて、議会にかかるというのは、

仮に処分するときに、裁判等にかけるときに、固有名詞なんかね、議会に多分いろいろ出てく

ると思うのです。そういうことを言っているのです。だから、あくまでも要綱は今まだ決裁と

っていないのですか、そうしたら。今、手続き中ですか。そういうことですから、そうしたら、
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もう即、そういう悪質滞納者に対する処分に対する部分的なものはまだ上がってこないという

ことだね。やっていないということだね。 

○委員長（及川 保君） 本間学校教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） 私のほうから給食費の関係だけご説明申し上げますと、過日

の教育委員会の中で、先ほど大黒主幹からも話がありましたけども、給食費の法的措置に関す

る要綱については教育委員会の中で既に議決をしていただきました。ですから、今後そのこと

に基づいて法的措置に向けた対応をしていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私はですね、今、委員の皆さんがこうやって改革プログラムの基本的

なことで議論していますけどね、やっぱり提案されてやるって、すぐできるものはやっぱりす

ぐやってもらわなければ困ることなのですよ、一緒に。そして、３月に示されて、まだ決裁も

とらせないということはね、みんなでこうやって一生懸命説明したって、それでは、本当にど

うなのという疑問感じるのですよ。できるものはバシバシやっていかないと伝わってこないの

ですよ、改革プランの熱意が。そういうことです。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 委員の言うご指摘、もっともだと思います。それで、急が

せるものにつきましてはですね、急ぐように現課のほうにきちんと申し入れをし、作業を進め

たいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。それでは次に進みます。 

 それでは３節、具体の再建対策と目標額でございます。ちょっと長くなるかな、これは。68

ページまでですね。町側の説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは第３節、具体の再建対策と目標額。52 ページに

なります。ここでは、まずは具体的な歳出の削減にかかる対策でございます。 

 まず一点目としまして、総人件費改革の取り組みということで、ここにつきましては、人件

費対策の総体の考え方を示しております。まず、? 職員数の純減目標ということで、職員数の

削減という件につきましては、財政再生団体への転落を回避するため、歳出削減対策の柱の一

つということでございますが、中長期的な視点に立ちますと、今後さらに進む人口減少時代の

到来を見据えてですね、よりスリムな行政組織にしていくことが不可欠というふうに考えてご

ざいます。計画としましてはですね、この計画期間内、28 年度までにおおむね 30％以上の人員

の削減に取り組むというふうにしてございます。 

 それから、53 ページにまいります。? 番目の定員管理手法の見直しということでございます。

ここにつきましてはですね、定員管理を常勤の一般職員数の削減、抑制するということももち

ろんですが、臨時職員等を含めた新しい定数概念で人件費を検証、抑制していきたいというふ

うな考え方でございます。 

 それから? 番目、給与制度の抜本的な見直しというところでございます。ここにつきまして

は、組織機構の見直しですとか、地域給の導入、さらに給料の自主削減や諸手当の見直しを行
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いまして、総人件費の抑制に努めるというものでございます。 

 それから 54 ページ、? 民間委託等の活用でございます。ここにつきましては、人件費の増加

を抑制するために民間委託を含む、アウトソーシングを積極的に取り入れて、効率的な行政運

営を進めるとしてございます。 

 それでは、人件費の具体的な対策及び目標額・効果額につきましては、この２番目からにな

ります。２番目の定員削減抑制による一般職給与費の削減でございます。見直しの内容につき

ましては、早期退職の募集と一般行政職員の原則採用凍結、それから一般行政職員の採用の抑

制というようなことを考えてございます。目標額は記載のとおりでございます。 

 それから 55 ページにまいります。３番目の再雇用による人的資源の有効活用でございます。

特定嘱託職員制度を平成 19 年度限りの制度として実施するものでございます。これはですね、

平成 19 年度において早期退職した職員を特定嘱託員として再雇用して、人的資源の有効活用を

図るものでございます。目標額は 56 ページの記載のとおりでございます。 

○委員長（及川 保君） ここまでで質疑を受けたいと思います。かなり広範になっておりま

すので、ここで一度区切って質疑を受けたいと思います。質疑のございます方はどうぞ。15 番、

吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 54 ページの民間委託等の活用ということなのですが、後半にもまた細

かな説明が載っているのですが、基本的な考え方をちょっと伺いたいと思うのですが。これは

大変多様化した、いろいろな広範囲の課にわたってくることだというふうに思うのですが、私

は、その民間委託、それから指定管理を含めた、総合的に白老の、今、行政がやっていること

を民間にどのような形でどういうふうにやっていけるのか。また、それを受ける体制が町民側

というか、受ける側にそういう体制がどういったものが整っているのかということを総括的に

やっていくような、そういう対策室といったらおかしいですけど、それは行財政対策室が中心

になっていくというふうに考えていらっしゃるのか。それとも、担当課ごとに、これは民間委

託すべきだと。そういった担当課ごとにやっていくという考えなのか。その辺の基本的な考え

方を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） これも４章の最後のほうに出てくるのですが、ページでい

うと 90 ページになると思いますが、最後の後段の７行ぐらいになりますか、民間委託等のアウ

トソーシングを推進していくためにという、云々かんぬんが書いてあります。ここでは、20 年

度に全庁的検討会議を設置してですね、そういったことを検討しようとこういうふうな形にな

っています。それで、その中では市場化テスト制度というのがございまして、これは民間でや

るほうがいいのか、公立でやるのがいいのか等含めながらですね、いずれにしても、効率のい

い、あるいは財源的に効果のあるもの、こういうものを模索しながら検討会議を設置し、進め

ていきたいとこういう考え方でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。53 ページよろしいですか。給与制度の抜本的な見直しの中
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でですね、中段に「さらに踏み込んだ見直しを行う必要がある。」と、こう書いています。これ

は、この財政改革プログラムはですね、総体的な議論を経て提出されていると思いますけども、

そういう全体の流れの中からですね、「さらに踏み込んだ」という言い回しをしていますけども、

具体的にどのような考え方で、「さらに踏み込んだ見直し」という文言を使っているのかという

か、そういう方向性になったのかをお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） ここではですね、まず、これまでの財政運営の中でやは

り人件費、歳出の中では人件費というものが非常に大きなウエイトを占めておりまして、そこ

の削減というのが大きな課題であったかと思います。そういうような中で、まずは定数の見直

しですとか、その辺の定員管理、これも進めてきてございますが、そのような対策を含めても、

なおかつ、やはり人件費がなかなか下がらないと。そこを下げなければ、やはり再生団体に最

終的には行き着いてしまうというような状況からですね、これまで平成 17 年１月から実際のと

ころ、現行の財政改革プログラムの中で平均 2.5％の給与費削減を行ってきてございますが、

それを踏まえて、さらに踏み込んだ、いわゆる率的にはもうちょっと上げた見直しを行わざる

を得ないという考えをもとにこのような表現を使っているものでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） ここの文書の表現的には給与費という形になりますので、

給与費総体の考え方になります。したがいまして、トータル的にはですね、先ほど出ました委

託等を含めてですね、トータル的に給与費の削減を検討していると、こういうことでございま

すのでご理解をお願いします。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 20％カットしたことに対するいろいろな見方は主観的になりますから、

それはさて置いてですね。それではですね、私はすべての財政改革プログラムを見て、こうい

う考え方を示したのだろうと聞いたのは、今まで説明を受けたらですね、10 年、28 年度でです

ね、今、20％カットした給与の部分でクリアできるよという言い方をされているのですよね。

これをもとにして、カットしたもとで再建をやっているのですよ。そうすると、裏を返すと、

まだ、そういう可能性は、再建団体になる可能性は見えない可能性もありますよと。そういう

ときになったときは、さらに職員の給与を削減する言い方なのですか。 

 それと、今これから議論されますけども、さっきありました、町税等々についてのあれにな

ってきますけども、そういうものが仮に町民から同意を得られなくて挫折したとき、断念した

ときに、当然、先般のグラフにおける説明を受けるとですね、再生団体になる可能性あるので

すよ、税がなければ。そのときに職員の給与をさらにカットして再建するという考えがこの中

には、行間にそういうことが読み取られるのだけど、その辺どうなのですか。これは担当室長

に聞いてもどうなのかはわからないけどね。だからやっぱり理事者が出てこないとだめなので

すよ、大きな問題ですから。その辺どうですか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 
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○行財政対策室長（山口和雄君） このプログラムを説明するにあたってですね、10 年で計画

はつくりますよという話をさせていただいております。でも、少しでも、１年でも早く終わる

ことができればですね、それはそれで終わらせたいと。それで、一刻も早く安定化させたいと

いう意味でございまして、そういうことで、例えば委託が早く済めばですね、その分経費が浮

きますよとか、そういう意味合いで言っている話でありまして。ですから、総体的にこれ以上

悪化するだとかですね、そういうプログラムの組み方をしておりません。確かに先ほど言った

とおり、事故があった場合についてはですね、それは予期せぬことでプログラムが狂うという

可能性はありますが、それはそのときできちんとした見直しもしなければならないと思ってい

ますし、そういうことで一刻も早く終わらせたいのだという意思がここに込められているとい

うことでご理解をお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ご理解云々という言葉は別にしてですね、再建を少しでも早くやりた

い云々と言いますけども、私は資料にも求めていますけどね、前回、昨年かな、町民に向けて、

この財政改革プログラムの前のプログラムのときに不動産収入を何十億みてやったけど、結果

的にこのプログラムに含まれていないのですよ、その金額が。そうしたら、今、室長言ったこ

とがね、もう崩れてきているのですよ。それをね、この中で今言ったような早くあげたいとか

云々ではなくて。そうすると、私がなぜこれを言うかというとですね、仮に達成見込みが薄く

なってきたときに、議会は別にしても、これは当然町民にも目に入りますから、そうしたら皆

さん、さらに踏み込んだらいいよと。もっともっと職員の給与を削減すればいいではないかと、

こうなってくるのですよ。こういうふうにやっぱりちゃんと当局を考えてやらないと、これ以

上下がったら職員だっていないですよ職場に。私が聞いているところ、30 そこそこの職員だっ

て辞めていっているわけでしょう、見込みないと言って。職員に言っても悪いのだけども、そ

ういうことをやっぱり理事者はもっと真剣に、こういう言葉、文言、使うにしてもですね、や

はり将来がこれで再建できるのだと、職員もそういう意思や希望がわくような給与制度の抜本

的なことをね、ここに自分たちの意思を入れないと。何かずるずる職員の給与だけをたたけば、

もぐらたたきみたくたたけばいいのかというふうにしか見えないのですよ。だからもう少し、

これからまたここで議論されますからね、そういうことをちょっと踏まえておいてください。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ただいまの 53 ページの? の給与制度の抜本的な見直しの件でござ

いますが、ちょっと文言が不適切かという委員さんからの指摘もあろうかと思うのですけども。

給与費については、この 10 年間で大幅に減少しているということは、今まで 2.5％削減してき

たと。そして、そういう削減をしてきたのだけども、さらに踏み込んだ見直しを行うというの

がこの後 56 ページ以降、また給与費の削減率で平均 19.2％さらに削減していくのだよという

のは、そのところにつながっていくという言葉です。それが今、ちょっと誤解を招くような表

現だと。もうちょっとそこをね、委員さんからご指摘あった部分で変える部分というのは、室

長のほうとまた相談いたしますけど。ここは既に 19.2 やっていて、さらに 25 なり、30 やると
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いう意味ではなくて、今まで、去年の立場に立ったときの削減率だという部分でご理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は、この言葉の不適切云々ではなくて、この行間に含まれている理

事者の物の考え方を基本的には問いただしているのです。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 先ほどもお答えしたとおりですね、給与費のトータル部分

を言っているわけでありまして、個々の給与をそれ以上下げるとか、そういうことまでここで

言っているわけではないということでご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。同じ場所で、もう少し聞きたいのですけども。言葉じりを

とらえるようで申し訳ありませんけども、「民間賃金水準を適切に反映させる」という言葉が何

回か出てくるのですよね。民間賃金、それが土台になって、それに合わせるのだと。それが適

切なのだと、こういうふうに聞こえるわけですけどね。今の民間水準というのは、かなり異常

な状況にありますよね。それが適切に、そこに合わせることが適切なのかどうなのか。職員の

賃金のダウンの仕方というのはものすごく恐ろしいぐらい大変なことだと。職員にしてみたら、

本当に大変だろうなという状況にあると思うのですよね。それで、もし、これから状況が悪く

なれば、もっと悪くなるのかなと私も心配はしていたのですけれども。それが、大体基本にな

るのが民間賃金のベースなのだと。ということが、これが今最も正しいと思って、そういうこ

とをやるのかどうなのかということが一つ。 

 それから、これから先、今、再生団体を回避するのに、これだけは職員に協力してもらわな

ければならないという目標だと思うのだけども、その後どうなるのかということがよく見えて

いない。これは職員にすると、相当やっぱり意欲の面でも夢の持てないことかなと思うのです

よね。そういうあたりをどう考えているのかね。そのあたり教えてください。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず１点目の民間賃金水準の関係のご質問でございますが、ここ

の? にありますとおり、新給料表、地域給ということのとらえでございます。今まで私ども地

方公務員というのは、国の基準に準じていたという部分がございますけども、例えば東京で働

く地方公務員の給与も、こういう北海道白老町にいる地方公務員の給与も、そういう比較の中

で対応してきたのですが、北海道白老町においては、やはり北海道の地域にあった給与にすべ

きだということが出されてございまして、それは、それでは何がベースになるかというと、や

はり北海道にある民間賃金水準ということになりますので、その点を的確にとらえて給与水準

を定めたいというものでございます。 

 それから２点目の職員のどちらかというとモチベーションのお話かというふうに思いますが、

今、このプログラムは 10 年間というふうになっていますが、それが１年でも早くクリアできる

ようにという希望を職員も持ってですね、改革を進めなければならないかなという気持ちも、
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私ども職員一同にあるというふうに思いますが、やはり大事なところは、今、委員がおっしゃ

るような、職員がやっぱり夢といいましょうかね、ここまで頑張れば、白老町もこうなってい

くのだというところが非常に大事かなというふうに考えています。それで、機会あるごとにで

すね、研修等々を含めて、やっぱりその辺のモチベーションが下がらないように万全を期して

対応していきたいとこのように考えております。以上であります。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 職員の賃金というのが、やはり生活給として基本的な部分というのは、

全国どこでも同じだろうと思うのですけども、それに地域の実情を合わせてというふうになっ

た場合に、これももっともだとは思うのですよね、家賃から何からみんな違うわけですから。

その地域の賃金を決めていくのに、地域の基準というのがあるのかどうなのか。それはどうい

うことになるのですか。これはみんなで決めることなのか、あるいは一定の基準というものが

あって、それに当てはめていくのかどうなのか。そのあたりはどうなるのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 基準はございます。北海道・東北ブロック内の従業員 50 人以上の

企業という部分がデータとして入ってきますので、このことを基準に算定してございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） モチベーションのことでいうと、その賃金のこともあるのですが、職

員の 192 人の目標としてね、そこまで落とすと、80 何人減らすというふうなことが出ているわ

けですけども、白老町の規模からいって、ここまで落とす、190 人台というのが本当に全体的

に見て適正なのかどうなのか。このあたりはどんなふうな状況でしょうか。 

○委員長（及川 保君）  高橋主幹。 

○総務課主幹（高橋裕明君） ただいまのご質問ですが、道内の大体 2 万人規模の町について

職員数を見てみますと、平均しますとですね、280 名の総職員数という算定になっております。

それで今年度、白老町におきましては、特別職除いて 276 名ですので総数としては平均よりも

若干下がりました。白老町の職員数の多い要因といたしましては、単独消防、病院等の施設を

抱えているという問題がありますので、一般と企業部分を含めた職員数を比較しますと、類似

団体で平均 217 名、白老町で現状をもちますと 185 名。平均よりも若干、今年度については下

がった現状にあります。今後さらに削減していくということにつきましては、今、問題になっ

ている保育園ですとか、そういう関係の職員も含みますので、全くの事務職だけが純減すると

いうことではないというふうに押さえております。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） ちょっと補足させていただきますが、このプログラムで 17

ページをちょっとお開きになっていただきたいと思います。この中に道内人口２万人規模の自

治体との、白老町の現状の比較がされておりまして、先ほど主幹が言ったとおり、特別な要素

としては単独で消防を持っているとか若干の違い、あるいは病院を持っているか、持っていな

いかによって、病院の規模によってもですね、人員が若干違うのですが、実情としては、白老
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の状況としては、このような状況になっているということで、最終的な目標についてはですね、

十分可能かなという形の中で目標を設定しているとこういう形になります。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員、よろしいですか。それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０４分 

                                         

再開 午前１１時１６分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 ただいまのページの中で、質疑のございます方はどうぞ。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） まず 52 ページなのですが、新しい目標のところで理事者、病院を省く

というふうになっていますが、この考え方、まず一つ。 

 それと、55 ページの再雇用にかかる人的資源の有効活用のところで、次のページに特定嘱託

職員にかかわる雇用経費の部分なのですが、これは平成 20 年度の人数が 18 というのはちょっ

と違うのかもしれませんけども、それは別として、段々減ってきますよね。この減っていく考

え方を。特定嘱託職員については、平成 19 年度だけの、１年だけの制度で、再任用については

18 年度でしたか、１年だけの制度でしたよね。ですから、これからこういう職員は出てこない

わけですよね。ピークが 20 年だと思うのですが、これが段々減っていくという推移をされた経

緯といいますか、これをちょっと教えていただきたい。 

 それと、これは段々、特定嘱託職員と再任用の職員が今度採用されなくなりますと、全体の

職員数というのですか、減ってきますよね。それで、臨時とか嘱託職員の部分は逆に触れてい

ないのですが、ここら辺の考え方がどういうふうに。そのまま減らしていくのか。嘱託職員、

臨時職員についてはあまり触れないでおいて、逆に職員が減ってきたときに臨時だとか嘱託職

員で補っていくとか、何かそこら辺の考え方があって臨時とか嘱託職員のところがあまり触れ

られていないのかはわかりませんが、ここら辺をちょっと教えていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 高橋主幹。 

○総務課主幹（高橋裕明君） １点目をもう一度お願いします。 

○委員（鈴木宏征君） １点目は、新しい目標なのですが、理事者、病院を省くことになって

いますよね。それで、前回の第２次定員管理計画の目標は全職員になっているのですが、新し

い目標の中で理事者と病院を省いた理由というのですか、何で全職員でなかったのかというこ

とを教えていただきたいというのが一つです。それと今の再任用。 

○総務課主幹（高橋裕明君） まず１点目のですね、新しい目標で理事者、病院を除くと書い

ている関係ですけども、病院につきましては、まだ見通しが確定していないということで現有

人数をそのままスライドさせているということで、削減対象に入れなかったということでござ

います。理事者についても固定であるということから除いております。 

 それから、２点目の特定嘱託の関係でありますが、56 ページですね。平成 20 年度 18 名とい

うことから人数が減っておりますが、この点につきましては、20 年度、60 歳を超えた職員につ

きましては、１年間限りの雇用となっております。それが３名おります。ですから、21 年度に
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は３名減ります。その後、３年間同じですが、年齢の期限を設けておりますので、それぞれ 63、

64 歳で終わることになっておりますので、その年齢がきた職員を減じていっております。 

 次に、嘱託と臨時につきましてはですね、ここに書いておりますように、総人件費で削減す

るという考えに立ちまして、正職員数が減った場合に、それを補充しても削減対象になるので

あれば、そういう措置も考えられると思います。ただし、先ほど出ていました、民間委託とか

そういうような関係も踏まえて人員配置を決定していかなければならないというふうに考えて

おります。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 18 年度で再任用された職員の方なのですが、原則的というか、一般的

には 63 歳か 64 歳でしたか、年金の基本給というのですか、基本年金というのですか、それが

もらえるまでという限定だったような気がするのですが、その職員が今、２名ですか、おりま

すけれども、18 年度ですから、18、19、20、21 ぐらいになったら再任用からは外れますよね。

そういう部分がずっと 23 年までが 15 でずっと経緯していますが、この間にその２人が出てく

るような気はしていたのですが・・・。考え方はよくわかりました。ただ、ちょっと確認なの

ですが、特定嘱託職員の部分なのですが、これを見ますと、満 55 歳から 59 歳までの職員で勧

奨退職をされた方が特定嘱託職員として採用できるという部分なのですが、これは、年齢は何

歳までというものがあったのでしょうか。これをちょっと確認させてください。 

○委員長（及川 保君） 高橋総務課主幹。 

○総務課主幹（高橋裕明君） まず前段のですね、再任用職員につきましては、12 月の議会で

条例改正しておりまして、平成 20 年度から５年間、再任用を凍結するということにしておりま

して、19 年度で再任用職員だった職員は１年ごとですので一回切れまして、再任用の特定嘱託

員のほうに移っております。それで、再任用の特定嘱託職員の定年を過ぎた職員につきまして

は、20 年度の取り扱いで１年限りということにしておりますので、元来、再任用で 63 歳まで

いく予定でしたが、再任用の特定嘱託員で１年限りというふうに変更になっておりますので、

20 年度で１年限りで３名の方は終わりになるということであります。それで、そのほかの特定

嘱託職員になった方は、年金の満額受給の前年度までを任用期間にしておりますので、ことし

59 歳の方は 63 歳まで、それ以外の人は 64 歳まで、60 を超えると再任用の特定嘱託職員で継続

できますということでございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。それでは、引き続いて、６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） １問目の病院を省く部分でちょっとお伺いしたいのですが。そうしま

すと、もし、これからの問題なのですが、町長が民間委託するとかですね、そういう方針が出

れば、この部分としては、また変わってくるというふうに考えてよろしいのですよね。ちょっ

と確認なのです。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 委員がおっしゃるとおりです。病院の方針が出ましたらで

すね、当然、変わる数字を持っているということでございます。ただ、ご承知のとおり、病院
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は基準、看護基準とか、職員基準がありますから、それはそれで現状維持されれば、当然、補

充もしていかなければなりませんし、その職員は、基準を満たすために確保するという、こう

いう形にはなろうかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今の病院の関係でちょっとお伺いしたいのですが。もちろん、６月の

定例会までに結論を出すということですが、それはそれでいいのですが、この新財政改革プロ

グラムの町民説明というのはいつ頃予定されているのですか。というのは、今まで大きな課題、

問題を後伸ばしにしてきましたよね、ずっと。病院関係、それから保育所もそうなのですが、

すべて後に伸ばしてきたもので、それで今回、こういうふうに財政が厳しくなって、先ほどあ

りましたように、町民の負担もかなり今後、この後のほうに出てきますけれども、ありますよ

ね。そういったものは具体的に出ているのですよ。そういった中で今後、病院がどうなるかと

いう方向性はもちろん大事なのですが、病院の人数によってはかなり給与費も変わってきます

よね。そういったものが明確にならないうちに町民説明会をするというのは、中途半端になる

のではないかなという、町民の反発がちょっと大きくなるのではないかなという気がするので

すが。そういったものが明確になってからされていくという考えなのか。これは議会に対して

もそうだと思うのですね。こういったものがまだ明確ではなくて、それで、比率にしてもね、

病院をどうするのかということによっては、比率もちょっと変わってくるというのがあります

よね。ちょっと前後してしまうかもしれませんけど。だから、そういったときにもう一度これ

を訂正してやるものなのか。その辺の考え方はどういうふうに持っておられるのか、伺いたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 住民説明会につきましては、６月４日、５日、６日の３日

間を予定しております。このプログラムについてご説明をいたしますが、その中では当然決ま

っていないこともありますよということでのお断りをし、このプログラムを説明したいと思い

ます。それで個々、個別にプログラムに関して必要なものが出てくれば、その都度、住民説明

を行う考え方でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど新聞報道の話も出ていましたけれども、やっぱり町民を集めて、

本当に財政が厳しいと、そういう説明をしていくときに、町民の負担はこうしてもらいますと、

それで、病院という問題は町民にとってはすごく大きな問題なのですね。これはずっと町民の

方と話をすると、病院どうなるのというのはずっと言われてきていることなのですよ。それで

今、人員の配置のことで聞いてしまって、病院はもちろん６月の定例会に出すというのは、も

うそれはわかっているのです。ただ、町民説明会をやるときに、そういったことがもうちょっ

と明確になってからやるほうが、私は親切というのではなくて、理解をしていただけるのでは

ないかなというような気がするのですが。私もこれをずっと読んでいて、これは後になるのだ

な、これは後になるのだと、全部今まで積み残してきた課題は、また今回これだけ厳しくなっ
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ても積み残しという状況ですよね。そういったものが町民の中に、上げるものは上げますよと、

町民の負担。今、それでなくてもいろいろな負担が増えて町民が怒っているときに、責任問題

を追及することはもちろん私たちにも責任があるわけですから、それは受けていかなければな

らないと思いますけれども、せめて、説明できるときにそういったことがある程度具体的な説

明ができて、なおかつ、こういった形で皆さんにもやっていただきたいという、一回で説明が

すべてできるような形にはなかなかできないものなのかなと。もちろん国の施策、それから広

域的な病院のそういったものの取り組みが今になってから結構、結論出てきていますから、そ

ういったものを見てからの病院だと思うので、それはいいと思うのです。だから６月に出すと

いうことだと思うのです、全部受けた上での。だから町民の説明も私はそれを受けて、具体的

な数値がもうちょっと示せてからやってもいいのではないかなというふうな思いなのですけど。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 委員のご指摘のとおりですね、その論議というのは我々の

中にもありました。いつ住民説明を起こしたらいいのかと。一部、病院がはっきりした段階で

説明したほうが、合わせてしたほうがいいのではないかという論議もありました。しかし、こ

のプログラムに関しましては、やはり情報公開を早くやっていきたいということがございまし

て、それで、６月がそれでも、そう言っても、そういうことからすると早いのかと言われるこ

ともあるかもしれませんが、日程の都合がつき次第ですね、早い時期を担当課としては目指し

たものでございまして、そういうことからすると６月上旬になりましたけれども説明を起こし

たいということでございます。それで、あくまでも、この情報開示というのは、今までこうい

う状態を招いてきたというのは、やはり十分な情報公開がされていなかったのではないかとい

うことも踏まえますとですね、なるべく二重手間になるかもしれませんけれども、町民には早

くご説明をし、お願いするところはお願いしていきたいなと。また、町の現状も理解していく

中で議論を深めていただきたいなということもございまして、今回、６月の上旬、４、５、６

日に説明会を行うということにしてございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいでしょうか。ほかございませんか。 

 それでは、次に進みます。56 ページの中段、４番の一般職の給料削減からですね、60 ページ

の中段から上まで説明をお願いしたいと思いますね。７番までやりますか。そうすると、61 ペ

ージの中段までですね。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 56 ページ中段、４番目の一般職給与削減でござ

います。ここにつきましては、見直しの内容としまして、まず、先ほどもご説明しました、地

域給によるもので平均 5.02％の削減。それから、自主削減による月額給与の削減で平均 13 か

ら 15％の削減。合わせて平均 19.2％の削減ということになります。 

 その年度ごとの効果額につきましては、57 ページの表 43 の網かけになっている単年度とい

うところで、おおむね 20 年度以降はですね、３億 5,000 万円の効果というふうになります。 

 それから 58 ページでございますが、一番上の給与自主削減のところでですね、月額給与につ

いては今のお話ですけど、期末勤勉手当につきましては、給与と同様ですね、平均で地域給の
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部分 5.02％下げた上でですね、さらに一律５％の削減。おおむね平均 10％の削減ということに

なります。 

 それから、続きまして５番目、管理職手当の削減でございます。管理職手当につきましては、

平成 15 年１月から支給率の 25％の削減を行っておりますが、これも引き続きですね、今回の

計画期間内も行うものでございます。効果額は記載のとおりでございます。 

 続きまして 59 ページ、６番、住居手当の削減でございます。これにつきましては、町が条例

で独自に定めている住居手当を国家公務員に準じて支給水準を見直し引き下げるものでござい

ます。まず、持ち家と賃貸住宅の部分がございまして、持ち家につきましては月額 8,500 円か

ら 2,500 円とし、なおかつ、建築または取得してから５年間限りという支給になります。それ

から賃貸住宅につきましては月額賃金 23,000 円を超える場合の支給基準を見直すというもの

でございます。効果額は記載のとおりでございます。 

 それから 60 ページにまいります。７番目の特別職の給与削減でございます。特別職につきま

しては、記載のとおり、町長・副町長 35、教育長 30 ということと、それから、副町長の現行

２人体制から当面１人体制とするものでございます。特別職につきましては、期末勤勉手当も

同率での削減になります。以上で終わります。 

○委員長（及川 保君） それでは、５番の管理職手当の削減から 61 ページの中段までについ

ての質疑を受けたいと思います。ございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 一般職の給与削減の中でですね、いろいろな管理職手当とか勤勉手当

とか住居手当の削減は盛り込まれているのですけども、ここの中にですね、ほかの諸手当につ

いては触れられていないのですけども、その辺はどういうふうになっているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 高橋総務課主幹。 

○総務課主幹（高橋裕明君） 今、給与の関係で、給料と諸手当の関係でございますが、給料

につきましては平均で 19.2％削減ということで載っておりますけども、そのほかの手当としま

して、給料の減額に伴って減る手当と、あと固定の手当とございます。給料の減額に伴って影

響する手当は、時間外手当、期末勤勉手当がございます。それと、定額で今回減額にしており

ますのは、管理職手当と住居手当でございます。そのほかに額的に変更のない手当といたしま

しては、扶養手当、特別勤務手当、それから通勤手当、寒冷地手当などがございます。その給

料と手当の総額で効果額が約３億 5,000 万出るというお話でございます。よろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 何年か前にもいろいろな諸手当についてですね、全部見直しはされた

と思うのですよね。廃止するなりとか、減額するなりとか、いろいろな職務手当みたいなもの

もずいぶん削減されましたけども、そういうものについてはですね、意外と町民の方々は知ら

ない人が結構多いのですよね。その点は、特にここには書いていないのですけども、どういう

ふうに考えて、その説明というのですか、いただいていた部分が長かった部分もありましてで

すね、今回こういうふうにされても、実際にはそっち側の目に見えない、私たち町民にわから

ない手当があるのではないかと、そういうふうに思っている方々も多いのですけど、その辺も
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特に盛り込まれていなかったのですけども、そういうところはどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 高橋主幹。 

○総務課主幹（高橋裕明君） 今のご質問についてですが、今回の給与費の削減につきまして

は、現状から対策を打って削減したという手当を対象にしている関係から、今回は住居手当で

すとか、期末勤勉手当、そういうものが項目として載ってきているということで、特別勤務手

当につきましては、平成 17 年の段階で整理しているものですから、今回の対象からは外れてい

るということでございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ですから、意外と知らないのではないかというのが、私は・・・。で

すから、ここのところに盛り込まなくても別にいいですよというふうに、そちらはお考えかも

しれないですけれども、既に、その段階できちんとやっていますよということをある程度明示

しなければ、ここまで実際に役場の職員の方々の給与ですか、平均で 19.2％まで下げていなが

ら、まだ、ほかのものが温存されているのではないかと誤解されるので、むしろ、既にしてし

まったということもきちんとね、したことはしたことだときちんと明記してもいいのではない

かと思ったのですけども、どうなのでしょうかね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 18 ページをお開きください。この中で財政の現状と財政

の収支見通しの第２章の表７で、本町の給与削減や民間委託など人件費抑制の主な取り組み

ということで表の中で、細かくは書いてございませんけれども、特殊勤務手当の廃止・見直

し 17 年度１月実施と、こういうふうに書いてございます。それは、そういった諸手当関係

というか、特殊勤務に絡むものについてはここで整理をかけていますよということで、現状

で述べてございますのでご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 職員給与の削減というのは、職員の皆さんには大変な重いものだと

思うのですが。町立病院の看護師さんね。白老町の検討委員会で、診療所化云々が新聞に出

ていましたよね。それで、今、看護師さんというのは札幌や苫小牧へ行っても、どこでもい

くらでも務める場所があるわけですね。今一番注目されているのが看護師さん、どこでも引

く手余っている。こんな中でですね、町立病院が今、現状から診療所化という一つの方向性

みたいなものも出てきている中で、実際、白老町の町立病院の看護師さんが２割給与カット

で、このままで確保できるのかというのが私は大変心配なことだと思っているのです。です

から、それも含めて、病院看護師の給与はですね、もう少しやっぱり見直ししたほうが、し

なければね、私はもたないような気がして見ているのです。私が知っている人も辞めて行き

ましたから、苫小牧に。給料安いからとはっきり。こういうのを見ているとですね、そして、

先を見越して診療所化になったら何人いなくなる、何人でいいよと、こういう数まで出てい

るとね、大変なことになって、町立病院が維持できるのかなと思うのですが。やはり、その

辺もっと大きく考えてね、町立病院の看護師の給与は、私は思い切って見直すべきではない
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かなと思っているのですが。町長も副町長もいないからね、きょうはどうにもならないので

す、こういう話を聞いても。だけども、室長としてはどう考えていますか、その辺。重大な

問題だと思いますよ、私は。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず１点。診療所等の関係ですが、まだ診療所と決定し

たわけでございませんので、その辺をご理解お願いしたいなというふうに思います。ただ、

やはり、専門職の確保というのはですね、ある程度のものがないとだめなのかなという思い

もあります。確かに委員がおっしゃったとおり、今、病院の基準が変わりましてですね、看

護基準でいくと 10 対１、もしくは７対１を目指すよという、それでないと報酬が取れない

よというシステムになってきていますので、自主的に都会では看護師の取り合いが始まって

いると、こういう状況もございます。したがいまして、委員のご意見を考えながらですね、

そこは病院当局側ともよく話し合いをしながらですね、進めたいなというところもございま

すので、ここまでの発言ということでお許しを願いたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 松田委員、この部分については改めて議論しましょう。 

 ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは次に進みます。61 ページ中段の８番、議員定数及び議員報酬の削減から 10 番ま

でですね。63 ページの 11 番の前まで説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、61 ページ８番の議員定数及び議員報酬の

削減でございます。これにつきましては、議会の自主的な取り組みということでですね、議

員定数の４名の削減、それと、議員報酬についても自主的削減に取り組むというものでござ

います。効果額につきましては、62 ページ表 48 のとおりでございます。 

 それから、続きまして９番目、対策後の一般給与費の推移。それから、63 ページ 10 の対

策後の総職員の推移につきましては、先ほどもご説明いたしました人件費対策、定員管理の

部分、この対策を講じることによって、将来、28 年度までですね、このような状況になる

という表とグラフで説明しているものでございますので、説明を省略させていただきます。

以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、61 ページの８番から 63 ページの 10 番まで、質疑の

ございます方はどうぞ。ございませんか。13 番、熊谷雅史委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 数字的なハード面はよく理解をしたつもりです、このプログラムの

中ではね。ただ、このプログラムと相対すると思うのだけれども、従前から言われている、

職員についてなのだけれどもね、要するに人事評価システムと、議論されている外部評価シ

ステム。要するに職員に対する評価によってね、要するにコストですよ。コストというかペ

イですよ。ペイの問題も当然、議論されていると思うのだけれども、そういう部分のところ

というのは、このプログラムを作成したときに議論があったのかどうかというのを、まず聞

きたいなと思うのですよ。わかりますか、言っている意味。今、いろいろ議論されている中

でね、モチベーションの話も出てくるでしょ、各委員から。給料が 19.2％も落ちるわけで
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すから。ただ、一生懸命、職員やっているよと、それで、それに対して従前、町長は、それ

に見合う分の考え方をしなければいけませんねということも言っていた時期があったと思

うのですよ。ただ、それはもうないよと。もうこういう状況だから、これでいくのだよとい

う議論で終わっているのかどうかということをちょっと知りたいなと思うのですけど。わか

りますか、言っている意味。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 人件費と人事評価の関係というふうに押さえていいと思

うのですが。人事評価をすることによって、総体的な給与費が下がるとか上がるとかという

話ではないと。それで、給与費の今あるものの人事評価をやって、再分配といったら、言葉

は適切なのかどうかちょっと疑問ですが、それを行うということなのです。ですから、あく

までも評価できる人には多くなりますし、評価の下がった方については、一定の昇給基準額

からすればですね、若干下がるのかなと。こういう一つのめり張りをつけるというのが人事

評価でございますので、そこでは給与費に影響を与えるものではないというふうな理解をし

ております。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の室長の言い方をすると、今、示された対策を進めていく中で、

その一つの部位の中でね、でこぼこはあり得るというふうにとらえていいのですね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） それは基本的にですね、給与表がちょっと変わっていま

すから、その中での評価でありまして、ですから、総体に影響を与えるものではないと。だ

から、個々人の給与ベースが若干変わる可能性はありますよと、こういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは次に進みます。63 ページの後段、11 番、事務事業の見直しから、68 ページ全般

まで説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、63 ページ 11 の事務事業の見直しでござい

ます。これにつきましてはですね、２月にも全員協議会によりご説明をしてございますし、

その後、３月末にも若干説明させていただいています。中身につきましては、64 ページか

ら個々の対策ということになります。64 ページのまず? 番としまして、内部管理経費の見

直しでございます。そのうち、まずは経常的業務を見直しするというもので、従来の手法に

よる事務事業の見直しや日々の節約を徹底しますということで、ここに掲げている、謝礼、

記念品、賃金等の見直しから、最後、その他経常的業務の見直しということで、これは平成

20 年度の予算編成の中で査定等により削減をし、なおかつ、それが当初予算として成立し

ているものの、いわゆる効果としてとらえたものでございます。 

 それから、②番目の内部管理経費の見直しということで、ここにつきましては、従来の予

算編成による査定等の見直しに加えて、職員で実施可能なものは職員で対応するなど、徹底

した内部管理経費の削減に努めるというものでございます。 
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 65 ページの表 52 のところでございますが、対策項目としましては、公用車の関係、それ

から、職員研修の凍結ですとか、職員福利厚生経費の廃止、光熱水費の削減、空き職員住宅

の活用、駐車場使用料の徴収、審議会等の報酬等の見直し、保育園給食献立作成業務の見直

し、校長会補助金の凍結、交通安全指導委員会補助金の削減、学校給食費補助・臨時職員、

清掃業務委託の削減ということになります。 

 それから、職員対応による業務の見直しということでは、まずは庁舎内の清掃、ごみ出し

等の職員の実施。それから日直業務、公共施設の軽微な維持修繕、移動図書館車運転業務の

見直しということになってございます。 

 続きまして 66 ページ。町民サービスの伴う事務事業の見直しでございます。これにつき

ましては、まず一つ目として、一律に補助・助成・支給している事業ということで、敬老会

補助金の廃止、長寿祝い金の削減、成人式記念品の廃止、新入学児童に対する交通災害保険

料の廃止。これにつきましては、すでに 20 年度予算で盛り込んでいるものでございます。 

 それから、国の制度を上回り実施している事業ということで、老人医療給付費、いわゆる

69 歳の医療助成制度の廃止ということで、これにつきましては 21 年度から実施ということ

で考えてございます。 

 続きまして 67 ページ。今ご説明した以外の町民サービスの伴う事務事業ということで、

主に公共施設の休館日設定という部分。それから特定業務委託事務の一部廃止ですとか、体

協の一部運営費の見直しですとか、こういった状況でございますが、基本的には 20 年度実

施でございますが、体育施設、温水プールを含めてですね、休館日等あるいは期間的な閉鎖

を検討してございまして、これにつきましては、住民の理解を得て、21 年度から実施する

ということで考えてございます。 

 68 ページになりまして、これらを実施することによる各年度の削減目標額が記載のとお

りでございます。 

 続きまして 12 番、投資的経費の見直しでございます。これにつきましては、現行の財政

改革プログラムにおきましても、投資的経費の削減ということで、投資的経費の一般財源枠

を３億円から 5,000 万円を削減して、２億 5,000 万としているところでございますが、本プ

ログラムにつきましてもですね、投資的経費の平年ベースとして、一般財源の平年ベースと

して２億 4,000 万円に懸案事項分の経費をプラスした金額、これから 5,000 万円を削減する

という考えでございます。効果額としては以下の表のとおりでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは食事の休憩に入りたいと思います。暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５７分 

                                         

再開 午後 １時００分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 63 ページの 11 番、事務事業の見直しの中のですね、職員の内部管理経費ですね、これの

関係について、まず議論をいたしましょう。65 ページまでですね。63 ページの下段から 65
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ページの全般まで。質疑のございます方はどうぞ。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。65 ページの補助金のことなのですけども。補助を受け

ている団体がいっぱいある中で、校長会が返上したという話、この前もこの話が出たのです

けども。たくさんある補助団体の中で、事情がよくわかったからみずから補助金を下げると

か、返上するとか、そういうものがなかったのかどうなのかということとね、そういう補助

団体の削減の中でどれだけの効果が出ているのか。校長会のものはわかるのだけども、その

ほか全部合わせるとどういう金額になるのか。それはどこかに書いてあるのですか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず、ほかの団体があったか、ないかですが、ないと思

います。承知しておりません。 

 それから、その他の補助金の関係でございますが、表 51 の下から２番目、補助金交付金

の見直しで、ここで効果額が書いてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ないということがわかったのですけども。一部ね、全部を返上する

なんていうのはないかもしれないけども、みずからね、何ぼ下げてもらえると我々は団体運

営ができるのだと、こういうような申し入れというのはないのかどうなのか。そのあたりは

どうですか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 今のところは承知していませんので、ないと思います。

ただ、これから補助金の申請が、新年度これから始まる部分もありますので、そのときに各

団体さんが申し出あるかどうかは、その段階でないとわからないと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） ちょっとどこに入るのか、経常的業務の見直しに入るのかどうかな

のですが。前にもちょっと議会のときに議論させてもらったのですが、入札制度の見直しと

いうのはちょっとお話をしたことがあるのですよ。今の公開制度というのですか、入札の金

額を公開して入札をやっていますけれども、結構大きな金額になりますと、落札率が非常に、

町の持ち出しの大きな部分に出てきますよね。前回も 14 億でしたか、ごみのね。あのとき

は見積もり合わせですから、99.9％で非常にもう、本当に競争なのかどうかわからないくら

い非常に落札率が高かったですよね。これがもし５％でも下がると、3,500 万とか町の持ち

出しが減るわけですよ。大きな額なのですよね。結構、この入札の制度によっての落札率の

問題というのは、非常に町の負担の大きな部分になりますので、やっぱりこれは少し、どれ

がいいのかというのは、きっとこれは結構いろいろなこういう公共団体の中では、いろいろ

な試行錯誤をして、いろいろな制度の導入の中でですね、この落札率を少しでも下げて町の

自治体の持ち出しを少なくするかということの工夫というのをいろいろなところでされて

いるという情報も流れていますし、もっともっと白老としてもですね、今やっているからこ

れでいいということではなくて、もう少し入札制度の見直しを検討するという。前回も検討
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するというような話もされていたのですが、そこら辺もこの対策の一つというふうに考えて

いいのではないかと僕は思うのですが、そこら辺はどういうふうに考えているかということ。 

○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） 今、委員がおっしゃった、例で出された、うちのバイオマ

ス燃料化施設建設工事、この落札率のお話がありましたけども、これはちょっと誤解を解き

たいと思います。実はこれ、総合評価落札制度という制度を使ってございます。先に技術的

な提案、それと金額的な提案、２つですね、公募する時点で条件をクリアした中で提示して

もらっています。ですからその時点でですね、億単位で違う業者が出てきております。それ

で、その後、出てきた書類を審査して、金額、それから技術の水準、それらを精査しまして、

それで、また新たに入札に付すべく条件を整理して、新たに予定価格を決めると。ですから、

予定価格を決めるために先に一度公募かけているのですよね。それで、こういうような事業

でしたら、どのくらいの技術力を持ってやれますかと、新たな提案はありませんか、そして、

金額はどのくらいですかと。先に予定価格を決める前にそういったことで一段階置いている

のです。そして、予定価格を決めています。ですから、実際ですね、相当の落札率にはなっ

ているはずなのです。ただ、そういう形で予定価格を決めていますから、実際に入札したと

きはごくわずかな落札率になってしまっているというのが現状なのです。まずそれが一点。 

 それから行政改革、こういう経費の削減。こういったことを踏まえた入札制度の改革とい

う部分ですけども。今、委員が念頭においておっしゃった部分は、多分、予定価格の公表の

部分。今現在ですね、公表しております。その公表をすると、どうしてもそれに近い額で札

を入れてしまいますから、落札率が下がらないのではないかというようなことではないかと

思います。その点につきましてはですね、確かに国の流れ、道は、今ですね、公表しない方

向で進んでございます。ただですね、それは根本的に談合ということがあった場合そうなる

からブラインドにしましょうということなのですね。でも、実際に競争というのは、談合が

なければ予定価格がわかったとしても、取ろうと思えば競争の原理が働いて落ちるわけです

から。ですから、そういう意味ではですね、予定価格の公表というのは、本当に落札率を下

げるということに寄与するかどうかというのはですね、その辺十分見極めながらやらなくて

はいけないというふうに考えております。ですから今、内部ではですね、そこの部分は、実

は先日、その委員会がありまして、内部的には検討を始めたところですね。それと、総合評

価落札制度、これをセットでというふうに今、考えているところです。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） ぜひこれについてはですね、これというのもはなかなかないと思う

のですが、やっぱりよりいい方向というのですか、検討していただいて、ぜひそういう制度

の改革という部分で進めていただければ。金額だけの問題ではないのですが、透明性だとか、

公明性だとか競争性だとか、やっぱりそういうものをより深めた入札制度であるべきだと思

いますので、改革は進めていくことによって、こちらのほうにも影響が出てくるというもの

になれば、よりいいかなと思っておりますので、これはぜひ進めていただきたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは、66 ページ? の町民サービスの伴う事務事業の見直しという部分について、質

疑を行いたいと思います。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。67 ページなのですけども、町民サービスに伴う

事務事業の見直しの部分で施設休館日の設定、温水プールの部分がありますよね。例えば実

施することによって、対策額が 841 万 5,000 円。本当に大きな数字だと僕は思うのですけど

も。確かにこの財政改革プログラムを立てる上では、町の財政を鑑みてね、こういった形を

とるというのもわからないことではないと思うのです。ただ僕はですね、例えばこれから白

老町は健康予防対策についてね、どんどん取り組んでいかなければならないだとか、そうい

ったことによって医療費を下げていかなければいけないだとか、そういう関連で考えたとき

にですね、町民が例えば体質改善だとか、それからメタボだとか、今いろいろな健診が始ま

りますけども、体質改善または食事改善、いろいろなことが出てくると思いますけども、そ

うした体質改善に取り組むべき施設の必要性というのは、今後ですね、やっぱり僕は段々大

きくなってくるのではないかなと思うのですよ。例えば 12 月から３月まで休館すると 841

万 5,000 円という額がですね、これからの町民のそういった健康管理または予防にとっての

考え方というか、整合性というかね、その辺についての考え方というのはこのプログラムの

中には盛り込んで、考えた上での削減策なのか、ちょっとお伺いしたいなと思っています。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今のご質問にお答えしたいと思います。まず初めに、昨年

からうちの課で議論しておりました、この４カ月間の閉館の検討と。この 841 万 5,000 円に

つきましては、人件費が主でございます。あとは光熱水費、重油代等を含めて４カ月間で

841 万 5,000 円が閉館することによって浮くであろう金額ということで算定しております。

現在ですね、昨年度 18 年度は 45,500 人ほど利用しております。19 年度の実績といたしま

しては 44,436 人と。この人数の中ではですね、無料の町民の方が 30,797 人おりました。こ

の 30,797 人の中には、水泳協会等に入っている少年団の子供たちが 13,000 人ほど。そして、

またスイミングクラブに加盟している方が 12,000 人ほど。その他ですね、保育幼児 785 名。

また、小中学校の授業で使われている、そういう夏場の授業の利用者が 3,900 人おります。

さらにですね、高齢者大学等で 800 人ほど。これが無料の、先ほど言いました３万人の内訳

でございます。それで有料につきましては、13,640 人ほど使われておりますけれども、水

泳協会の関係者が 3,800 人ほど。その他の一般の利用者が 7,700 人ほどございます。また、

Ｇｅｎキングだとかですね、そのほかの水泳大会等でも 2,000 人ほど使われて、有料の方は

13,600 人ほど利用しているのですけども、このプログラムの中に盛り込むにあたっては、

まず初めに私ども、閉館を想定した場合には幾らになるのだということでの４カ月分の算定

でありまして、健康の部分をそこで加味しているということは、当時の考え方にはちょっと

入っておりませんでした。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 
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○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。僕の考え方がおかしいのかはわからないですけ

ども、例えばですよ、５年だとか、それから、10 年で白老町の財政を立て直していかなけ

ればいけない、そのためにはですよ、町民一人一人が本当に元気で暮らしていかなければ。

財政というか、お金の面だけを追っていってですね、例えば町民の健康管理だとか健康の部

分を置き去りにしてしまったら、僕は数字だけが走ってしまうと。あまりにも極論すぎるの

かもしれないけども、僕はこの例えば冬期間の閉鎖ということがどれだけ白老町民、または

高齢者、それから子どもたちの健全育成、そういったものにどういった影響を与えていくの

かということも、やっぱりしっかり考えながら、このプログラムを考えていかなければ、町

民に対しての説明というのは、僕はつかないような気がするのですが、その辺についての考

え方を。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 先の総務文教常任委員会がいきいき４・６で開かれたと

きに私も出席いたしまして、その中の一つの考え方として、現課と今、話しているのですが、

当然、公共施設については利用されて何ぼの価値があるということの中から、それが最大的

な効果を生みながらですね、例えば、この 841 万 5,000 円の効果額が今、出ていますが、そ

れが何らかの形で変わる可能性があって削減されるよと。なおかつ、それをオープンにされ

て、いわゆる施設が利用されていて、これはプールに限らずですね、利用されていて効果が

あるというのであれば、それはそれでその辺の検討をしてくださいと。ただ、現状において、

健康に付すような事業が実施されていないとか、そういうものであれば、これは閉鎖せざる

を得ないけれども、そういった事業を組み立てる中でどうなのかということを若干検討して

いただけるかどうかを話していますよと、現課についてですね。そういうことでお話を総務

文教常任委員会の中ではさせていただいております。基本的にはそういう考え方の中で、今

後は検討を現課の方にお願いしながらですね、この辺についてはもう少し検討を加えて決め

たいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かにですね、今、課長のほうからも話があったとおり、年間例え

ば 45,000 人近い、これは有料も無料も含めてですね、利用されている。これって僕ね、す

ごく大きいことだと思うのです。それで、こういうことがこれからの例えば白老町が目指す

予防対策だとか、それこそ、これから少子化対策、そういったものに結びついていく一つの

大きな数字だと思っているのです、この 45,000 人という数字はですよ。ですから、確かに

無料で使われている方々が大半を占めている部分はお話のとおりだと思っています。ただ、

それだけではなくてですね、今、室長のほうからもお話あったとおり、総務文教のほうの話

の中でそういった話が出ているというお話も今、しましたのでね、ぜひですね、この辺は数

字だけにとらわれるのではなくてですね、しっかり、やっぱり今後、健康管理の部分と対比

しながら、やっぱりその事業を見出していけるような形の中で、ぜひですね、存続させてい

けるものであれば存続させていくという考え方の中で現課のほうで、もう一度考えていただ
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ければなと、私はそういうふうに思っています。大事な問題だと思うのですね。この４カ月

間の、特に北海道という地域柄ですね、外に出て活動のできない方々が活動する場を提供す

るということは、やはり私は白老町にとって大事なことだと思っていますのでね、その辺に

ついてもしっかり考えていただければなと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） さっきの答えと同じになりますけど、その辺は十分、検

討させていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ただいまの件なのですが、多分、前に座っておられる町の方もやっ

ぱり年間通じてやるのが望ましいのだろうというふうにお考えなのだろうと思うのですよ

ね。実際、氏家委員の考え方がおかしいのではなくて、当然なのだろうと思うのですよね。

健康を守る上からも、それから北海道という特殊な状況の中でも、本当に外へ出て行かれな

い人が温水プールで身体をほぐすという、そういう機会を与えてあげるということは、これ

はもう当然やらなければならないことなので、何とかこれは持続できないのかなというふう

に私も考えるわけです。そんな中で前にもお話したのですけども、料金体系が体系上無料の

方々が多いということ、これは悪いことではなくて、すごくいいことなのですよね。だけど

も、それをもう一回見直すと、そこにもう少し矛盾だとか、町外の人たちがどう扱われてい

るのかだとかというような、こういう話もありますよね。そういう見直しは、きちんとこれ

からやれば、それなりの効果というのも、また出てくるだろうと思いますけども。一番大き

な問題は、指定管理者になった体協がスポーツ施設をどういうふうに維持しようとしてきた

のかと。少なくてもプールに関してね、冬期間、ほかのものは使えなくなっても屋根のかか

ったプールが冬期間も使えるようにということの努力というのは、独自財源をどうやって生

み出したかということに尽きるだろうと思うのですよ。その独自財源をつくり出すことによ

って、このぐらいの維持費はつくれるのだというふうな話も聞いたことがあるのですけどね。

そういう努力をすべきだという話を前にもしたのですけれども、そういう努力の結果、どう

しても開けないということになっているのかね。本当に様々な大きな大会やら何かがあって、

そういうところの負担金や何かでかなりの金も動くのだろうと思うのですよね。そういうも

のも含めたり何かしながら、何とか維持できるという方法がないのかどうなのか。そのあた

りはどんな状況になっているのかね。まだ検討中なのか。何とかそういう方向が見出せてい

ないのかどうなのか。そのあたり聞かせてください。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 体育協会といたしましては、一面は指定管理を受けた事業

者でございますけれども、もう片方の側面としては下部組織の、水泳協会も含めていろいろ

なスポーツ団体を発展させなければならないと、そういう思いがございます。そんな中では、

今年度につきましては、例えば新たにですね、昨年からスタートしたようなのですけれども、

６月から９月にかけて、体育協会主催で大人の水泳教室、そういうものもどんどん取り入れ
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て、そして、回数は 16 回なのですけれども、そういうことをすることによって、より多く

の町民に水泳の素晴らしさを伝えていきたいと。より集客をもっと利用頻度を上げたいとい

うお話は体育協会から伺っております。それで、体育協会としては、なるべく施設を自分た

ちの思いの中ではぜひとも、こういうものをどんどんやりながら４万４千数百人をもう少し

伸ばしていくので頑張りたいという意向も聞いておりますけれども、町といたしましても、

来週からスタートするのですけれども、地域の水泳の関係者、諸団体の関係者と、または体

育協会も含めて、そういう管理をしている団体も含めて、いろいろな人たちの意見、要望を

再度お聞きしながら、今後にですね、今、料金のお話が出ましたけれども、私どもの課にで

すね、ぜひとも料金をとってでもいいから閉めないでいただきたいという意見も中にはござ

います。そういう人たちの意見もいろいろと聞いた上でですね、今後７月から８月をめどに

プールの冬期間の問題についてどのようにしていったらいいのかということをですね、結論

をある程度出していきたいなとそう思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 独自の企画を持ちながら頑張っているのだというお話ですよね。そ

ういうものが冬期間も維持していく財源につながっているのかどうなのかということと、そ

れからもう一つは、今、最後におっしゃった、そういうものも含めてね、これから使用して

いる人たちの話を聞きながら検討していくという、検討する余裕というのがあるのか、ない

のか。そのあたりどうですか。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 平成 20 年度は、プールにつきましては 3,150 万円が維持

管理にかかっております。人件費、重油代等含めてですね。その中でおよそ１割の 300 万円

ほどがプールの入館料収入で入っております。幾らかでも教室等を開くことによって収入は

プラスになるということになります。ただ先ほど言ったように、地域の皆さんの意向を踏ま

えてですね、料金を上げてもいいから、ぜひとも閉館しないでほしいという意見も多々ござ

います。そのような中でですね、今後どのように取り扱うかを決定するわけですけれども、

料金の改正も視野に入れながらの検討ということになろうと思います。なるべく早いうちに

ですね、皆さんの意見を聞きながら結論を出していきたいなと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今の町民サービスに伴う事務事業の見直しについて、ちょっと絡ん

でいることなのですけども。私、８日の総務文教常任委員会の萩野公民館で行われました移

動常任委員会ですか、町民の立場で出席させていただいて、そのときに申し上げたことが一

つあるのですけれども。今、夕張のようなですね、財政再生団体にならないために本当に厳

しい政策を打ち出して、まずは役場の内部から、そして議会もみずから 20 名から 16 名とい

うことで大幅な削減をしたと。次に、町民にどうしてもお願いしなければならないことにこ

れから向かっていくわけでございますけれども、私はですね、名前だけ夕張のような財政再

生団体に仮にならなくても、体感的に夕張と同じようなこと、あるいはそれ以上に町民が感



 - 32 - 

じられるようなことをどんどんやってしまうとですね、少子高齢化の時代でどんどん人口も

減っていっていますけども、それ以上に町民の気持ちが離れることによって人口減に拍車を

かける恐れが私はあると思うのですよ。そうなったときは幾らいろいろなことでサービスを

低下してお願いをしてですね、そこで経費を出そうとしても、それ以上のものが今度、減っ

ていく可能性があると思うのです。ですから、これらの施設のことに関してもそうなのです

けれども、先ほど、社会教育課長からもお話がございましたけども、ぜひともですね、この

施設に関しましては、指定管理者の体協さんだとかいろいろあると思うのですけども、今後、

指定管理者の役割と申しますかね、権限だとか役割、その辺もやはり少しずつ変えて、ただ

建物を管理するのではなくてですね、使用料・手数料も経営企画課だとか社会教育課だけで

考えるのではなくて、ゆくゆくは指定管理者の体協がですね、多く利用していただくために

はどうしたらいいか、冬場のスポーツとして、それではプールをどう活用したらいいのかと

いうこともですね、利用されている団体と協議しながらですね、もう少し指定管理者の役割、

権限を増やしていってですね、そこまでもっていくようなことも必要ではないのかなという

ふうに思うわけでございます。 

 それと、最初の話になりますけれども、町民に対してこれからいろいろなことを、税率を

変えたりとかいろいろあると思うのですけれども、それもすべて同じ金額、同じ率でただ全

部上げるのではなくて、やはり懇切丁寧に町民に説明できるような仕組みでやっていただか

なければならないのかなというふうにちょっと思っていますので、この点について。外れて

いるものがあれば結構ですけども、お答え願えればと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 指定管理者については、委員がおっしゃるとおりだと思

います。あくまでも、ただ単純に施設を管理するという意味ではなくて、運営全般について

指定管理するわけでありまして、当然、その中では独自事業をあげて事業をやることによっ

てですね、本来持っている施設の役割、機能を上げると、こういうのも指定管理者の当然の

役割だというふうに思っております。そういうことからしますとですね、斎藤委員もおっし

ゃったとおり、それが十分であったかどうかとなればですね、これは検証すべき必要があり

ますし、先の課との打ち合わせの中でもですね、もう少しその辺のところを十分、指定管理

者受けているところと話をし、その辺のところの検討をしていただきたいというお話もさせ

ていただいております。したがいまして、そういうことからしますとですね、もう少し指定

管理者のあり方というよりはやり方だと思いますが、その辺を十分現課と指定管理者で話し

ながらやっていくお願いもしていますので、そういう方向性で進みたいというふうに思って

おります。ただ、一概に値上げというか、負担そのものが確かにほかのまちと比べて我がま

ちが極端に高くなる、そういう問題からすればですね、それは当然、その懸念性は出てくる

というふうに思いますが、これからの先の検討をしているものについてはですね、白老町が

負担をお願いしたとしてもですね、ほかのまち以上に極端に上がるというものではないとい

うふうに室のほうでは考えてこのプランをつくっておりますので、その辺につきましては、
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説明会を通じながら十分説明していきたいというふうに思ってございます。 

○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） 若干、私のほうでですね、今、使用料の見直しをさせてい

ただいている立場から若干補足説明させていただきたいと思います。 

 今、経営企画課のほうで進めております使用料のほうですけども、手数料は別にしまして、

この使用料はですね、指定管理者で指定管理している施設につきましては、あくまで上限を

決めるというだけでありまして、見直した結果、100 円が 200 円になりましたと、それが即、

料金に反映されるわけではございません。その指定管理者が、その料金の中で弾力的に運用

できる幅を広くしたということでございます。ですから、そういった意味ではですね、委員

おっしゃるように、今の現行制度でも指定管理者の権限の中で町に承認をとった形で料金を

柔軟に変えられるということになっております。そういうことで今後、町のほうと体協、指

定管理者は体協だけではございません、萩野の公民館等いろいろやってございます、そうい

った団体と協議しながら、最終的には使用料を決定、最終的な決定はそこにあるということ

でご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 基本的には、考え方は今のと同じでございます。今年度で

各、体協含めて切れるものですから、今後の見直しも含めてですね、いろいろと内部、町の

中で議論していきたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 67 ページのプールの件でもう一度お話させていただきたいのです

が。やっぱりプールを利用している方でスポーツとして利用している方、健康づくりで利用

している方、いろいろあると思うのですが、やっぱり１年間継続してですね、ずっとその施

設でスポーツとして利用している方であっても、冬期間そこで閉館されると、それでは、ス

ポーツとして利用している方が冬期間はどこか苫小牧ですとか、開いているところのほかの

まちへ行って練習しないとだめですよね。あと、健康づくりだって同じだと思うのですよ。

それで、やっぱり継続して１年間開館するということが、僕はそういう施設は基本的だと思

っているのです。そういう中で一つ、検討したかどうかということをお聞きしたいのですが、

今、プールは夏時間と冬時間ってありますよね。夏時間は 10 時からですか。そして冬時間

は１時からでしたよね。それをですね、ずっと冬時間と同じように１時から開館して１年間

通すというような検討をしたかどうか。そうすると 10 時から１時の間はなくなりますけれ

ども、１年間通して利用することができますよね。そして 10 時から１時の間、閉館するこ

とによっての削減効果というのが出てきますよね。そういうことを検討したかどうかという

ことを一つ。 

 やっぱりプールみたいなものはですね、先ほど同僚委員も言いましたけどね、やっぱり健

康づくりの中には本当になくてはならない施設だと僕は思うのですよ。ですから一つの課で

考えるのではなくて、やっぱりトータルでですね、健康福祉課ですとか、町民課ですか、そ
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ういうところがトータルでどうしようかという、その施設を利用しようかという、そういう

ふうな観点でやはり、あの施設は考えていかなければならない施設だと思うのですよ。それ

でやはり、あそこで健康づくりをやっているおかげで病院にかからないだとかですね、そう

いう効果というのも非常にあると思うのです。それで、２、３日前のテレビでやっていたの

ですが、室蘭市では、国民健康保険の保険証を持っていきますとプールの定期券の半額にな

るのですね、定期券を購入するとき。そういうような形でやっぱり健康づくりとしてプール

を位置づけてですね、やっぱり多くの方にプールを使っていただいて、そして、健康になっ

ていただこうと、そういう取り組みを室蘭市ではやっているとテレビで報道されました。や

はりね、こういうふうにトータルで施設を使うということを考えていかないと、一つの課で

考えてしまうとやっぱりこういう発想になってしまうのではないかなと思うのですよ。やっ

ぱり、ああいう施設は、一つの課の発想ではなくて、やっぱりトータルして、健康づくりと

かというところですといろいろな課がかかわってきますので、そういう議論の中で冬期間閉

館するとか、しないとかという議論をやっぱりしていただかないとちょっと違うのかなと思

うのですが、ここら辺をちょっと。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今、トータルでというお話がございました。先ほども山口

室長からもちょっとありましたように、同じような、我が課に他課との調整も含めてトータ

ル的に検討してほしいというお話がございました。それも踏まえて検討にこれからどんどん

入っていきたいと思うのですけれども。これを決めたときの状況といたしましては、夏場は

大よそ５千数百人入っております。一日平均 160 人前後。冬場につきましては、2,000 人か

ら 2,500 人程度ということになるので、７、80 人まで落ち込んでいます。そういうような

現状を踏まえての冬期間の閉館の検討という形で載せてもらったわけなのです。今、委員が

言われるように、今後ですね、早い時期にいろいろな他課との調整もとりながら進めていき

たいと、検討していきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 室蘭で補助しているという話は聞いております。当然３連携の

中でこういったものについても、健康づくりについてはいろいろ取り組みたいメニューの一

つであると思います。社会教育課のほうとまた協議をしながらですね、国保の部分で応援で

きるもの、あるいは３連携全体の中で新たな健康づくり事業にもし何か取り組める方法があ

って、それに何らかの形で助成ができるのであれば、プールの売り上げも上がるという形で

貢献もできるし、一点では、医療費を少し下げるような逓減の効果も期待できると、こうい

うこともあるものですから、その辺につきましては、また別途お互いに協議をさせていただ

きたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 時間的な形の、現在 10 時から８時半まで、冬場は１時か

ら８時半と。これにつきましては、これも先ほどと同じようにですね、利用の時間帯によっ
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ては、昼間の利用数が少なければですね、午後からもっていくという方法も検討の一つに入

っていくものだと思っております。閉館ありきでですね、私ども考えているわけではなく、

あくまでも、より多くの人に使ってもらえて、なおかつ、それがこれ以上の効果を生むのだ

ということであれば、そのような形のものも皆さんにある程度、７月以降になりますけれど

もお話できるのかなと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） ちょっと私の言い方がまずいのかもしらないけど、私は閉館する時

期をつくるのではなくて、通年で開館することを前提にですよ、もっと経費をどうしても削

減しないとだめだというのであったら、夏場の 10 時から１時ですか、それを閉館すること

によってある程度削減できますよね。そういう検討はしたことがあるのかどうかということ。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今回の事務事業の見直しの中では、そこの部分は検討して

おりませんでした。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） やはり先ほども同僚委員から言っておりますけれども、やっぱりこ

の施設というのは通年で開館していて幾らの施設だと思うのですよ。ですから、そういう夏

場時間というのを１時からにして１年間やるとか、僕はそのままやってくれるのが一番いい

のですが、どうしても削減しないとだめだということであればですね、やはりそういう検討

も一つ入れながらですね、ぜひ、通年の検討をしていただきたい、使用料の改定のこともあ

ると思うのですが。ただ、これも総務常任委員会が終わった後の懇談会の中で町民の方から

も言われたのですが、逆に料金を安くすることによって多くの町民に利用していただいて、

そういうことだって。今は高くするばかりの料金改定なのだけども、逆に低くすることで多

くの町民が利用してくれるという、そういう発想はないのかみたいな話もされていましたの

で、料金の改定も含めてですね、なるべく通年で、高くなるのかどうかわかりませんけども、

通年で開館できるようなことをぜひ検討していただきたいということなのです。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今のお話、ごもっともでございまして、７月、８月までに

冬期間のプールの関係をどのようにしていくか、きちんと結論を出していきたいと思います。

以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。今の件なのですけども、冬期間４カ月間でね、削

減額が 841 万 5,000 円となっていますよね。さっき１年間で 3,150 万円かかりますよと、こ

う言われましたよね。これをちょっと割り返して１カ月にするとね、冬期間ね、月 210 万幾

らになるのですよ。これを掛けても 3,150 万円にはならないのですよね。この辺の内訳が今

はっきりしていればですね、経費がどれだけかかって、今、皆さんが言っていることの話が

見えてくると思うのですよ。金額的なだよ。数字的には。今言った、３連携の問題もあるけ
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ど、基本的にはこの数字的なこと。例えば人件費がほとんどだと言われたけども、僕は、ボ

イラーの費用も相当かかっているのではないかと思うのですよ、油代とかね。その内訳、後

でいいです、資料があれば皆さんに配っていただけると理解しやすくなると思うのですよ。

だから、後ほどでいいですから、それをいただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 人件費につきましては、内訳としては、579 万 8,000 円と

いう数字が出ているわけなのですけれども、あと水道光熱費に 261 万 7,000 円と。これは出

ていますけれども、春と秋、冬の重油のかかりぐあい、また、単価もですね、去年、例えば

４月、５月は 71 円だったところ、今年の３月の時点では 89 円まで上がったと、重油の単価。

そういう部分でいろいろばらつきがございます。その部分につきましては、後からですね、

またお知らせしたいと思います。一応そのような形の中でこれを算定させていただいたとい

うことです。 

○委員長（及川 保君） 議会に提示はできるのですね。示せるのですね。 

○社会教育課長（飯島博光君）  はい、示します。 

○委員長（及川 保君）  それでは、そのように取り計らいいただきたいと思います。15

番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） プールの件なのですが、総合的にいろいろな面を含めてこれから検

討するということですので、一点だけ、今、出ていない話をちょっと伺いたいのですが。公

共施設の、このプールの基本的な考え方というのも今後、大事な検討の課題の一つだと思う

のですけど。なぜかというと、夕張の温水プールが屋根潰れましたよね。それで、修理がで

きないということで、道で予算をまた出して、屋根を補修してでも使えるようにすると、市

民のために。それはやっぱり健康上、それから冬期間、北海道は冬のスポーツがどうしても

減るという中でのいろいろな対応を考えられたと思うのですが、この４カ月間、ほかのほう

の休館日は１週間に一回とかですから、それほど施設の中の調節というのはあまり関係ない

のですけど、プールは４カ月間止めるということは水まわりのこととか、いろいろな施設の

維持管理の面でね、止めたことがその後また再開したりするときに修繕だとか、そういった

ものの経費というのはかかってこないのか。休館しても再開するときはすぐ水を入れれば使

えるものなのかどうなのか。４カ月間空けていることの修繕とか、そういったもののお金と

いうのはかからないのかどうなのか。その辺も検討されたのか。その辺をちょっと伺いたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） その意見につきましてはですね、現在、検討中でございま

す。それで、実を言いますと、平成２年にあのプールが建設されまして、もう 18 年たった

わけなのですけれども、当時の設計業者さん、または、共同企業体で白老の町内の企業さん

も入っていましたけれども、配管等もした札幌の業者さん等も含めてですね、廃業等でなく

なられている、クローズしているというのですか、会社を閉じられている企業さんが多いと
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いう中で、今、他市町村の状況とかですね、あと、既存の水道事業者さんとかにですね、い

ろいろと施設の水まわりの状況も含めて確認している状況でございます。その上でですね、

今後、もし、再度、止めたあと、入れたときにこのくらいかかるであろうという数字が出て

こようと思いますけれども、今、それを調査している状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、総合的にお話を伺っていると、これは町民説明会も、町民の方々

はかなりの方が冬期間プール閉められるというふうにもう考えているのですね。それで、今、

話ずっと出しているのを見ると、まだまだ検討する課題がいっぱいありますよね。ですから、

もうちょっと町民の方々に、こういったことでこうだということの説明がきちんとできる、

閉じる４カ月間が本当にみんながそうだなと思えるような説明がつくのかどうなのか、そう

いったこと。それよりも継続することの重要性を鑑みてね、そして、そのために何を努力す

べきかというほうに重点をおけるのであれば、そういう方向性で。ただ、検討することがま

だまだいっぱいあるのだなと思って、今、聞いていたものですから、もうちょっと皆さんが

納得できるような総合的な、きちんともうちょっと検討しなおして、その上できちんと言っ

ていくべきかなというふうには思います。 

○委員長（及川 保君） 飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今おっしゃられたとおり、両面でですね、閉館した場合の

状況と、あとこのまま通年でいった場合の状況を含めて検討させていただいています。その

辺につきましては、いつかの時点ではですね、町民に、皆さんにお知らせしなければならな

いと思っていますけど。なるべく早く結論出していきたいとそう思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ちょっと違う話になるのですけども、67 ページなのですが、施設

休館日の設定で児童館というところで４万 1,000 円上がってはいるのですけれども、これは

金額４万 1,000 円ですよね。わざわざ上げられているというのは、利用する児童がいないと

いうことなのでしょうか。どういうことで上げられたのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 池田主査。 

○行財政対策室主査（池田 誠君） 私のほうからお答えします。今回、公共施設の休館日

の設定ということで、基本的にはすべての施設、例外なく対応させていただきたいと考えて

おります。それで、実際にもう既に休館になっている施設についてはここの欄には入ってい

ないのですが、児童館につきましても、今、年末年始等以外の部分では、ほぼすべて開放し

ている状況ですので、この４万 1,000 円の金額というのは、ここに記載されてある毎月第３

日曜日ですか、そこを休館した場合に光熱費ですとか、管理人といいますか、指導者の関係

の賃金がどのくらい落ちるかということの試算で計算しております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） いえね、４万 1,000 円の金額でね、月に一回、家庭の日だからって

日曜日閉めるのも何かいかがなものかな。実際に利用するお子さんが、児童がいないのだっ
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たら仕方ないですけども、児童館という名前ですからね、実際に、それでは、道民の家庭の

日に皆さん家族がいらっしゃってね、はたして家の中で遊べるのかといったら、そういうわ

けではないですよね。まして、今の子どもたちというのは、特に先日もちょっと問題になり

ましたよね、11 歳の子どもが世界の体力の中で非常に劣ってきていると。そういう中で結

局、外で遊ぶ機会が少ない、友達と触れ合って遊ぶ機会が少ないということで、今もプール

のことで随分問題になりましたけども、私は４万 1,000 円のことを考えるなら、これに載せ

ることのほうがね、何かね、見ていてね、胸が痛くなるのですよね。ちょっと申し訳ないの

だけど。だから、もうちょっと考えるのだったらね、高齢者大学の自主運営で何とかみんな

でボランティアでこの辺を 100 万でも 200 万でも上げるとかね、そういういいほうの努力は

どんどんしたほうがいいと思うのです。でも、ちょっとこういうようなものは一律にという

考え方はちょっとやめていただければありがたいなと思ったのですけど、どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） これに関しましてはですね、まず第３日曜日、委員もご

承知だと思うのですが、家庭の日として白老町では推進していますよということなのですよ。

それで、そういうところからすると、家庭とやっぱり児童が最近触れ合う機会が希薄になっ

てきていますよという部分はありますので、ぜひ、家庭の中で児童と触れ合う時間をつくっ

ていただきたいという趣旨でその閉館日を設定して推進してはどうかということも検討し

た中でですね、この話が出てきておりますので、そこはちょっと考え方が若干違うのかなと

思いながら考えていますが。そういうことで家庭と児童が触れ合う、親御さんとですね。そ

ういったことでの考え方でこれが設定されているということでご理解をお願いしたいとい

うふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ですから、家庭の日を設けるのは、白老町の基本的な考え方は結構

ですけれども、それでは実際にね、お父さん、お母さんが日曜日に勤務している人が、それ

では、道民家庭の日だから休めるのか、そういうことはあり得ないと思います。ですから、

家庭で触れ合えることのできる人は構いませんけれども、それ以外の子どもたちはどうする

のですか。家族と触れ合えないから、ここに来ているのではないですか。もし日曜日、祭日、

申し訳ないですけど土曜日でも結構です、特に日曜日なんてね、家族と触れ合える時間があ

るような家庭のお子さんは児童館にわざわざ来ないと思うのです。少ないと思うのです。や

はり、ここに来ているお子さんというのはそれなりのものがあるから来ている子もいるので

はないかなと思っているのですけど、その辺はちゃんと把握されて、こういうふうになった

のでしょうか。その辺をお伺いします。 

○委員長（及川保 君） 池田主査。 

○行財政対策室主査（池田 誠君） 前回のプールの部分はちょっと別なのですけども、今

年度に入りまして事務事業の見直しの今現在の進捗状況調査ということで、再度、今、調査

を実施している状況で、今週中にはある程度まとまるかなとは考えているのですけども。そ
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の中で児童館につきましては、今、美園児童館、あと萩野児童館ございます。それで、美園

地区の児童館の状況の部分が、ちょっと担当課長からですね、今、委員がおっしゃった部分

の父母と触れ合えない子どもたちが日曜日でも児童館のほうにみえられているという状況

もありますので、今、どのように今後対応するかというのは、このプログラムの対策の中で

４万 1,000 円という対策額を見込んでいるのですけども、その辺の中身も含めて再度、今年

度中に協議する、それも早めに結論を出すということで今現在、進捗状況というか、検討状

況の調査を実施しているところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） いいですか。よろしいですね。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 67 ページなのですが、人件費補助団体に対する補助金の削減の部

分で社協と観光協会と商工会にやっているのですが、このプログラムを見ますと、これは一

応 10 年間のプログラムというふうに考えていいのですよね。そうすると、10 年間はここに

対して町の職員を出すと、そういう方向でもう考えているのかということなのですよね。今

回だって商工会には出さないと言ったのがですね、商工会からの申し入れで今回出すことに

なったのですが、やっぱりここら辺の考え方というのは、もうここで、これしか出てこない

ということは、10 年間このまま職員を派遣するのだという考え方のもとでこういう削減し

か出てこないのかどうかということをお聞きしたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 人件費の補助団体に対する補助金の削減ということは、

計上している部分、ここのプログラムをつくった段階での考え方でございますが、あくまで

も町職員に準じた形の給与削減の部分でありますので、例えば職員給与は、職員の場合 20％

でございますが、社協さんについては確か 10％にしたと思うのですけども、そういった給

与費削減のトータル的に 10 年間続けた場合の効果額という形での計上でございます。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） そうではないかなとは思うのですが、ただ、派遣する、しないとい

う、たまたま、きょうは副町長も町長もおりませんので、これを言っていいかどうかという

のはなかなか今の室長の立場ではですね、もう来年からやめますとか、そういう話はできな

いと思うのですが、やっぱりその議論というのはですね、また別個に必要だと思うのですよ。

ですから次回、町長、副町長がいたときにですね、またこの問題についてはちょっとお聞き

してみたいと思うのですが、やっぱりそれを一つ、これだけ段々職員も減っていきますしね、

やっぱりこういう時代ですから。僕は社協とか観光協会、商工会が職員を出さなくてもいい

とかそういうことではなく、やっぱり全体を考えて、町民にも負担をかけたりなんかをして

いる中でですね、やっぱりそこだけにそういうような措置をしていいのかどうかという部分

も含めてですね、やっぱり検討していかないとだめな部分かなと思うのですよ。ですから、

これはそのままずっと派遣していくことによって、毎年そういう効果が出るのだということ

はわかるのですが、するか、しないかというところの議論もですね、やっぱり今後していか

ないとだめかなと思っておりますので、それはちょっと今ここで結論は出ないと思いますの
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で、副町長か町長がいたときにこれをちょっとお聞きしてみたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） ここで言っているところ効果額というのは、基本的に派

遣のことを考えていないのです。例えば社協さんの人件費補助をしていますよね、事務職員

の。これの給与減額等々の効果額を見込んでこうだという話で計上させております。ただ、

委員がおっしゃるとおり、一部それまでの考え方で職員を外部団体に派遣しないのだといっ

たところのものはどうなのかという話は、先の議会でもありましたとおりでございますので、

それはそのとおりだというふうに思っておりますので、ここの効果額の考え方と、委員が考

えていた部分というのは若干差異があるということでご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） また別だということね。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 社協の部分ではわかるのですが、それでは観光協会、商工会といっ

たら１人しかいないのですよね。人件費の負担といったって、その１人分の負担ですから。

これは、人件費だけの話ではなくて、観光協会含めて出しているというふうに考えていいの

ですか。人件費補助団体と書いているから。そうすると、その人というふうに考えないで、

団体に出している補助金というふうにとらえてくださいということですね。 

○委員長（及川 保君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 今、山口室長からご答弁申し上げましたけども、今、商工会に

１人派遣していますけど、職員を派遣していることでの効果額ではございません。あくまで

も、商工会には職員が十数名おられます。要するに、一般的にプロパーの方に対しての補助

金、あるいは観光協会も４人ですか、職員がいます。そういった部分に対して人件費不足分

を補助して、ここで 10％削減している効果額がここに上がっているとこういうことでござ

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） このときの補助金の削減の実態をちょっとご説明したいと

思います。職員の給与 19.2％下げましたと。そのときですね、それをベースにしまして、

例えば 35 歳の人であれば、今の観光協会あるいは商工会の人の給与が幾らになっているの

かというのを比較しましてね、町の下げた給与と比較して、同年代の人と比較しまして、ど

ういうふうになっているのだ、どの程度差があるのだというのをですね、差が出た場合です

ね、要するにそこの部分についてですね、町の職員と同じレベルぐらいに下げさせていただ

きますということで交渉した中で決まった金額なのです、実は。そういうことでご理解いた

だきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） わかりました。僕は、派遣している職員だけのことだと思いまして、

団体全体に出している補助金に対する削減の効果ですね。よくわかりました。間違っていま

した、すみません。ただ一つ議論としては、そういう議論も一つあるのではないかと。ちょ

っと混同してしまいました。 
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○委員長（及川 保君） はい。わかりました。こちらでそれはきちんと受けて、またね、

後日。ほかございませんか。 

 それでは 12 番、本日の最後の部分になりますね。投資的経費の見直しについて。この部

分について質疑を受けたいと思います。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 何回も同じことを聞くわけですけども、素人ですので中身がよくつ

かみきれないものですからお伺いします。ここに書いてあるのが、「平成 16 年度策定の財

政改革プログラムでは一般財源枠を２億 5,000 万と設定しており、本プログラムにおいても

投資的経費の平年ベースとして２億 4,000 万の懸案事項分の経費を増額した金額を確保し

ます。」と、こんなふうに書かれているわけですよね。それで、平年ベースを、何とかこの

投資的経費を確保するということを大事にしているわけですよ。ということで、こうやって

考えてみますとね、これはもうぎりぎり、投資的経費としては最低限のぎりぎりのラインな

のかというふうにも考えますけども、実際にはこれ以上削ると公共事業が減って、産業の活

性化にマイナスが起きるというふうなご答弁もいただいているわけですよね。しかし、考え

てみますとね、給与削減なんかの中で、自主削減という形ですごく減らされていくと。サラ

リーマンにとっては大変なことなのだけども、サラリーマンというのは減らされたら、もう

それ以上の行きようがないわけですよね。増やしようがない。そうすると、産業界では大変

だけれども、まだ生きていく道を模索することができるわけですよね。今の時代、そんな楽

観的なことは言えないのかもしれないけども、やはり一方的に町民のほうに削減が我慢させ

られるというね、本当に今、出せる、再生団体にならないでやっていくためにはもう絞るに

いいだけ絞ったわけですから、投資的経費を本当にぎりぎりまで絞ることがね、それしかな

いのではないかと。それをやらなければ、町民のほうに負担が必ずいってしまうわけですか

ら。そこしかないわけですから。そこのところのバランスというのがね、私はどうしてもつ

かめないのですよ。こういう苦しい、本当に再生団体に陥ったときみたいな改善をしていか

なければならないそういうときに、投資的経費だけは平年ベースで確保しますよというもの

の言い方というのは、私、理解できないのですよね。ここのところを絞れるだけ絞って、な

るべく町民に負担をかけませんという言い方に、そういう考え方がされているのかどうなの

か。そこまで考えているのかどうなのかね。私、町が答弁した、産業の活性化に、これ以上

いったら経済界が生きていけなくなるというようなものの言い方でここは済ませていいの

かと甚だ疑問に思っているのですが、そのあたりいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 私からお答えさせていただきます。現行の改革プログ

ラムでは、投資的経費の一般財源を３億円としておりまして、その中で対策額として 5,000

万円の削減。結果として２億 5,000 万ということになってございます。今回のプログラムに

おきましては、平年ベース、これまでは３億円としたものを２億 4,000 万として、そこから、

なおかつ、また 5,000 万ということですから、前回のプログラムよりもおおむね 6,000 万落

としているということになりますので、その額が妥当なのかどうかという部分につきまして
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は、いろいろ異論があろうかとは思いますけど、当初、これまでのベースと全く同じで考え

ているということではなくて、やはり投資的経費としても削減はやむを得ないという中での

設定だということで一つご理解いただきたいと思っています。 

 それと、もう一つですね。今回、この一般財源ベースという２億 4,000 万、平年ベースと

いう部分の事業がどのぐらいの規模なのかという部分がここでは詳しく説明されてござい

ません。それで、この投資的経費の枠というものにつきましては、基本的には、平成 19 年

度の予算をベースにその財源を確保しております、おおむねですね。なおかつ、実際のとこ

ろ、平成 19 年の予算といいましても、投資経費の臨時事業費の一般財源枠をかなり抑え込

むために、一つの事業、道路事業におきましても起債 100％つけているとか、あるいは港湾

の負担金につきましても、基本的には 100％起債というような形で実際苦しまぎれに予算を

組んでございます。ただ、ここの設定としましては、やはり公債費、いわゆる町債も拡大さ

せますと、また残高に響きますので、これは通常ベースの、いわゆる起債の充当率というこ

とで、一般財源を一応確保した中での試算ということにしておりますので、事業規模的には

ですね、そんな 19 年度とか、今、絞りに絞っていますけど、その程度で、中身を見まして

もですね、維持補修的な修繕ですとか、そういったものを想定しての投資的経費ということ

で考えていますので、特段、道路をどんどんやろうとかそういうことの試算ではないという

ことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 補足説明させていただきます。具体的に例を挙げるとおわ

かりになるのかなと思いますので。例えば平成 20 年度予算では、起債と一般財源を伴いま

す事業、これは 11 本ございます。バイオマス燃料化だとか、白老港の建設事業、あるいは

ウタリ住宅の新築資金貸付だとか、あと竹浦２番通り、ほか道路２本、あるいは白老駅北広

場整備事業、これら 11 本ございます。その総体事業費が約 20 億 6,000 万ございます。それ

で、一般財源、それでは、それに幾らかかっているかといいますと、328 万 8,000 円しかか

からないのです。そういうことなのです。ですから、共産党さんがですね、一定のときに組

み替え動議されました道路３本、この分の一般財源はいくらかというと、154 万 1,000 円な

のです。ですから、ここでいう、２億 4,000 万に、さらに 5,000 万削減するといった額に匹

敵する分がこの 328 万 8,000 円なのです、実は。その中で特に港については、今、主幹のほ

うでお答えしたように、すべて起債ですので一般財源は一切入っておりません。それから、

バイオマス燃料化施設事業につきましては、4,000 円しか入ってございません。そういうよ

うなことでほとんどがですね、実は維持管理的なものに、この２億 4,000 万というのは使わ

れているというふうにご理解いただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 仕組みがよくわかったのですけども。それで大体、一般財源がそん

なに少なくて、そして、100％起債でやらなければならないと、そういうものが多いのだと。

立てた予算は維持管理に、本当の補修程度のものにしかならないのだと。ということは、借
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金の先延ばしになるわけですね。今は当面、持ち出しはない。ないけれども、将来に向かっ

て、それは全部起債となって残っていく。それでいいのかどうなのかという問題も出てきま

すよね。事業はしなければならないことは最低限、お金をかけないで借金でやっていくのだ

という、それは一面仕方がないのかもしれないけども、私たちは今、20 年は再生団体を超

えていくのだと言っていても、もう間もなく、その危険水域に達していく、そういう中で見

るとね、遠い将来、健全化財政を確保するためにも、できるだけそういうものは抑えていか

なければならないという立場に立たなければならないですよね。そのあたりの物の見方とい

うのをどうしているのか、それでは伺いたいと思います。 

○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） その件につきましては、当然、起債を発行するときには、

将来負担を一番最初に考えなくてはいけないと。ですから、財政改革プログラムの一番肝心

なところだと思います。そこの答え、86 ページをお開きください。ちょっと後になります

けども。そこにですね、地方債現在高見込みの推移。これは先ほど、西田委員からもその推

移はどういうふうになっているかというご質問がありましたけども、このような形でですね、

この表 80 ですね、こういう形で普通会計で見ると、18 年度 166 億 5,000 万ありましたのが、

28 年度には 111 億 1,400 万と、このような推移でいくと。このような形で減らしていきな

がら、なおかつ、健全化法の各指標をクリアしていくというような形で組んでいるのが、こ

のプログラムでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。ございませんね。 

それでは、本日の会議はこの程度にとどめておきたいと思います。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１７分 

                                         

再開 午後 ２時３０分 

○委員長（及川 保君） 委員会の終了後に自由討議をやりましょうということになりまし

て、先日のこの委員会から実は始めてございます。きょうも、この４章全般にわたって自由

討議を行いたいと思いますけども、区切ってやりましょうか。全般にやってしまうと、また

あっち飛び、こっち飛びしてしまいそうなので。まず１節ですね。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君）  松田です。自由討議というけどね、ここで自由討議して何の意味

があるのですか。やっぱり町側がね、行政側がいて、行政側とマイク外して自由討議してと、

これが意味あるのだけど、議員同士で自由討議して何の意味があるのですか。予算のプログ

ラムの話を。私はそう思います。こっち側がいて、議事録とらないで自由討議して、物の考

え方を向き合って話して初めて自由討議の話であってね。議員同士で話して何の意味がある

のですか。 

○委員長（及川 保君） これは討論ではないのですよ。 

○委員（松田謙吾君） いや、討論でないから言っているのだよ。 

○委員長（及川 保君） 討議ということで、全体の白老町議会の、皆さんそれぞれ委員の
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思いがあるわけですから、そういう部分をやっぱりきちんとしたほうがいいと。ほとんど、

それぞれの委員の考えはわからないわけですよ。 

○委員（松田謙吾君） 議員の考えわからないのは、当たり前ではないですか。当局と話す

のが議員の考えだから。議員同士で話して何になるのですか。私の考え方です、それは。皆

さんは別ですよ。私はそちらがいてね、行政側がいて向き合って自由に、マイクの記録を外

して、議員個々の考えを話し合おうと、こういう自由討議だと思っていたの、私は。議員同

士の話に何の意味があるの。 

○委員長（及川 保君） それは自由討論ということで今までもずっとやってきているので

すが、なかなかそれが実はされていないのですよ、討論と言いながら。議長はいつも常に討

論ありませんかという話をするのですけども、ほとんどありませんよね。そういう中で少し

議会の中身も変えていこうということになれば、真剣にこの議論を、議会の議員同士のこと

も大事だろうという考え方にたって、今、進めようとしているのです。ご理解をいただきた

いと思います。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の意見ももっともだと思うのですけども、自治基本条例をつくっ

たときのいろいろなやりとりや何かを思い出しますとね、町側とは反問権という形でそうい

うものというのは出てくるわけですよね。やっぱり、それが一つの大きな討論になって、町

側の言いたいことがあれば聞いてみるというようなこと、これはどこまでやれるのか、制限

をつけなければならないのか、それはこれからの課題ですから、そこはまだ全面的にやるな

んていうようなことにはなっていないのだけども。もう一つの側面として、議会の質という

のが問われていますよね。こういう大きな財政問題だとか、病院問題だとか、そういう大き

な問題のときにやはり議会の質、議会がどうそれに立ち向かったのかというのは、個々の議

員の質ではないですよね。そういう意味からいうと、今の話の中でどこが問題点だったのか

ということぐらいは整理して、それぞれ課題をしっかり押さえて、それに対応しなければな

らない仕事はあるのだろうというふうに思いますのでね。やはり議員同士の話し合いという

のも軽視するわけにはいかないのではないかと。まして、この間の室民にあったみたいに、

議会もばらばらで、町とも足並みがそろわないとか何とかというような見方がされる中でね、

やっぱり議会の質として高めていかなければならないということからいうと、やっぱり話を

しておくべきかなというふうには思っています。 

○委員長（及川 保君） 個々のいろいろな意見はあるかもしれません。しかし、今、斎藤

委員が言われたようにね、議会の中でこうしようということで決めて、今、進めようとして

いますから、ぜひご理解をいただいて、活発な議論をしていただければありがたいなという

ふうに思います。 

 まず、先般も非常にいい討議をされたなという思いで、実は、私はおりましたけども。本

日、今、ページを申し上げましたけども、冒頭、実はきょう、西田祐子委員のほうから先般

の新聞報道の意見についてございましたので、まずそこをこれからスタートさせましょうか。

いかがでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私、この新聞報道を皆さんお読みになられたと思うのですけれども、

今回、議会として特別委員会を設置して、このように話はされているのですけども、実際に

白老町の行革推進委員会のほうで言われた、このプログラム案に対してですね、議会として

一体ね、責任をどう思っているのだということを言っていらっしゃいますよね。でも、実際

にですね、議会のほうでは、今までこういうふうな状況になったことに対して行政側をただ

文句を言うというかね、ただ意見を言うだけだったら誰でもできると、自分たちの責任はど

うなのだということまでこうやって書かれている中で、はたして、それでは議会として説明

会をするのに本当にこれでいいのでしょうかと。町民の方々は議会に対して、もちろん厳し

い目線でね、私たちが行く場合においてはですね、当然、懇談会の中で意見も出てくると思

うのです。それでは、議会として自分たちでこの新しい改革プログラムを別個につくったと

して、町側がやらないと言ったら、結局は何もできないわけですね。予算だって、正直なと

ころ、議会が否決したからといって、その予算を町側がやりますと言ったらやれるものなの

ですよね。議会としての権限というのはそれぐらいしかないということをですね、はたして、

ある中で私たち自身も情けないなと思いながらも、ここまで書かれて、それでなおかつ、こ

ういうような日程もつくって、本当にいいのでしょうかという思いがあるのですけれども、

その辺ね、議会の皆さん方はどのようにお考えなのでしょうか。確かに町長一人だけで、こ

ういうふうに破綻しそうなまで白老町がひどい状態になるまで議会は黙って見ていたと言

われるのであったらね、それでは、私たち議会に権限も与えていただかないで、そういうふ

うに追求されても困るのですけれども、私はそのように感じたのですけど皆さんはどうなの

でしょか。それでいて、なおかつ、別の日程で行くということに対してまでも、「双方は同

じルールで町民と向き合い、説明、意見を聞くべきだ」ときっちり新聞に書かれていますよ

ね。この辺はどういうふうにお考えなのでしょうか。この２点をちょっと聞いていただけれ

ばと、皆さんのお考えをぜひ聞いてみたいなと思ったのですけど。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 率直に申し上げて、この記事そのものがおもしろおかしく、購買者

の目を引こうとするような記事を、つまらない三面記事を書いているとしか私は言いようが

ないと思っております。なぜならば、白老町新財政改革プログラム案に対しての行革推進委

員会が開かれています。これは前からある諮問機関、町側の諮問機関ですよね。町長の諮問

機関ですよね。とすればですね、自分たちが白老町に対して行ってきた行財政改革の提言等

の検証がどうだったのかということを、本来であれば、記事に載らなかったら意味ないので

すよ。ところがこれはですね、場外のことですよね。場外でのことで、多分こういう意見が

出たと思うのです。始まる前なのか、始まってからかわかりませんけどもね。この財政改革

プログラムについて、行革推進委員会がどう検証するかとか、どうだとか、そういう意見は

載せないで、議会の批判だけのこういう記事そのものがね、これは、私は全くおかしいと思
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いますよ。はっきり言って、これはおかしいと思う。ですから、この内容を一つ一つ検証し

てどうだこうだと申し上げるのはいかがなものかというのも私は思いますが、この内容を見

るとですね、一方では、議会はチェック機能を果たしていないからこういう結果なのだと。

一方では、双方同じルールで町民と向き合って説明に出て来いという、こういうことですね。

全くこれは相反することなのですよ。今のこの特別委員会は何のためにやっているかと言え

ば、今までの反省も踏まえてですね、例えば財政指標の的確の見方だとかそういうことも含

めて、我々もいろいろと勉強しながらですね、どうなっているのだということをやっている

わけですよね。それで、過去の議会に対しての批判はいいですけども、確かにそういう見方

をする町民もたくさんあると思います。議会だって決して責任ないなんて誰も思っていませ

んよね。責任あると思っているからこそ、こういう特別委員会も設置していますし、町側の

言ったこと、出してきた提案を鵜のみにしていないわけですよ。みんなそれぞれ、いろいろ

意見をぶつけているわけですよね。ですから、この記事そのものに対してですね、私は議長、

副議長が、正式ということにはなりません、言論の自由がありますから、しかしながら、こ

れを書いた記者を呼んで、「何なのだ、この記事は。」というぐらいの姿勢を議会として僕

はやるべきだと思いますよ。今まで町も、例えば行政運営上のことで町民にとって不利益こ

うむるようなことを書かれたときはですね、必ず記者を呼んで、その記事の内容そのものを

ただしたりですね、いかがなものかぐらいの話はしているわけですからね。これはやはりね、

議会としてちゃんと抗議しないとどうしようもなりませんよ。 

昔は、僕はっきり申し上げるけど、半澤さんのお父さんが白老町議会議員やられていた頃

はすごいいい時代でしたよ。ですから、それぞれの町民のいろいろなニーズを各議員が聞い

て、ここちょっと暗いから電灯つけてくれとかね、ここの道路ずっと舗装になっていないか

ら、この町道舗装してくれという話があっても、議員も動けましたし、それに答えられる余

裕もあったと思うのですね。ところが、これから議員は逆に町民に対して我慢をお願いする

ような立場ですからね。そういう状況なのですよね、今ね。ですから、おもしろおかしくね、

こういった記事を書いていることに対して黙っている必要はないと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 西田委員、山本委員から、大変やっぱり遺憾であるというね、厳

しい思いの意見がお二方から出されました。皆さんそれぞれの思いも含めて、ぜひ出してい

ただきたいなというふうに思うのですが。それで今、山本委員からは、これは強硬に、この

記事を書かれた方に対しても、どういう経過でこういう記事になったかね。多分この中身だ

けではなかったはずなのですね。一番大事な部分の、今、山本委員がおっしゃったようにね、

中身のほうをさて置いて、このことだけが非常にクローズアップされているわけですね。そ

うすると、この改革プログラムのほうが町民のほうにはきちんとやっぱり説明する義務があ

るはずにもかかわらず、なぜか、こういうものが大きくクローズアップ。実は昨日、苫民の

方に私、確認をいたしました。しかし、苫民の記者はそうではないですよと。確かに冒頭の

ほうでは、このことがかなり出ましたと。ただ、後段の部分ではきちんとした行革の部分の

話がされていましたと、こういう話が実はあったものですから、私も非常に遺憾に感じたし
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だいなのです。何かあおるような状況にしか私はとらえられませんでした。山本浩平委員、

どうぞ。 

○委員（山本浩平君） それとですね、先ほど西田委員の質問の中にありましたけども、行

政と同じテーブルで同じ立場で出て行ってしまったらですね、今、きょう、いろいろと論議

した内容そのものを肯定した形で私は出て行くのかなと思うのですよ。町側と同じ形で出て

行ったら。その辺、矛盾がやっぱり生じると思いますので、私は、特別委員会が主催する６

月 24、25、27 日ですか、これは町民の意見を聴取するという意味合いで出て行くわけです

から、それはやっぱり独自に行うべきだと思います。一緒に行くべきではないと、私は思い

ます。 

○委員長（及川 保君） そのことも含めて議論いただければありがたいなというふうに思

います。８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。室民の記事についてはね、昔からマスコミはあまり信用

するなということをね、新聞に書いたことを何でもかんでも信用するなと、我々ここで常々

言われてきていましたよね。でも、ここの中に書いてあることはね、必ずしも、あながちう

そではなくてね、やはり我々にくることがみんな書いてあるわけですよね。ただ、表現の仕

方が若干まずいのかもわからないけども、やはり、我々だって反省しなければならないだろ

うしと、いろいろなことを過去やってきたわけですよね。ですから、これはあまり、そんな

に室民自体なんていうのは白老町の部数からいったってね、道新なんかに比べたら全然問題

ない部数であるしね、あまり見ている人はいないのではないのかなと、そういうような気は

しているのですけどね。 

 それとね、要するに別々にやるという問題はね、当初は何か聞くところによると、一緒に

やりたいという町のほうからあったけども、それはまずいということで前半と後半に分けて

別々にやると。 

○委員長（及川 保君） 近藤守委員、まずいとかというのではないのですよ。それは、ま

ずいということではなく、議会と町というのは全く立場が違うということで。まずいとかそ

んな隠してやることではないのですよ。ルール上、それはだめだよということだったのです。 

○委員（近藤 守君） 別々にやりたいということできたわけでね。ただ前回ね、移動常任

委員会もやったし、さらに今月末には、使用料・利用料の報告会もあるし、さらに６月の上

旬には今の、行革の町側の説明会もあるし、後段には議会の説明会もあるということであれ

ばね、やはり町民に対する負担は若干多いのかなという気はしないでもないということです。 

○委員長（及川 保君） 近藤委員、ちょっと勘違いしないでくださいね。議会は説明会で

はないのですよ。今、山本委員が言われたように町民の意見を聞くということなのですよ。

私たちがこのプログラムについて説明する何もないわけです。これは理解してほしいのです。

議員の皆さんも。 

○委員（近藤 守君） いずれにしても町民を集めて聞くわけですから、両方ともね。 

○委員長（及川 保君） 町は説明会なのです。これちょっと、きちんと分けていないと、
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考え方。説明をして、その意見を聞くわけでしょう、町は。私たちは説明会ではないですか

らね。 

○委員（近藤 守君） ６月のは、町は説明会ですか。 

○委員長（及川 保君） そうです。 

○委員（近藤 守君） うちらは意見を聞くだけですか。 

○委員長（及川 保君） 聞くだけって、これ説明しますか、うちら。説明するわけにはい

かないですね、この内容を。委員の皆さん、勘違いしないでください。町と一緒に何かやら

なければいけないという思いでおられるのかもしれませんけどね。私こういう意見を言う立

場ではないですけども、どうも何か言われていることが・・・。 

○委員（近藤 守君） 何かいっぱいこんがらがっているのです。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 結論的には、報道に対して右往左往してはいけないということだと

思うのですよね。報道の自由もあるわけですから。だから本当に、全体のどの部分をとって

報道しようと、それは報道者の権利であるわけだから。だから何を言われたって、ちょっと

したものがあれば、「はい、事実に即して書きました。」で終わってしまうわけですよね。

それは、「あなたがどう考えようと私は事実を出しただけです。」という答弁になることは

明らかなので。だから何もこんなものに、我々から見たら随分、悪意のあるとらえ方だなと

いうふうにしか見えないということは、今、皆さんと同じ思いです。ただ、名誉毀損という

形になるのかどうなのかという問題。それがあれば、それなりの対応をしなければならない

けども、これはそこまでいけるかどうかね。そうなるとちょっと議長に出番をお願いして、

抗議するというのがあってもいいのかもしれないですけどね。効果としては何もないだろう

と。私はそれよりも、ここの中で冒頭から、会の初めから議会批判が相次いで出されたとい

うこと、その場に行政が立ち会っているわけですよね。あいさつをして、そして話が始まっ

たとたんに冒頭からそういう批判が始まったということは一体何だったのか。そして、行政

と議会がばらばらでね、本当に議会が協力しないみたいな、そういうような話が出たときに

行政がどう対応したのか。それで話は落ち着くはずですよね。それにどう対応したかは全然

読み取れないのですよ。だとすれば、そこに出ていた行政側の責任というのはかなり重いは

ずですよね。ですから、そういうことではね、話し合ってみる必要はあるのではないかとい

うふうに思うのですよ。この中に書いてあることは、私たちは、全部、最大限努力をするつ

もりでみんなやってきているわけですから、その点は自信を持ってね、これからも対応して

いけばいいということだけだろうと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私が申し上げたのは、名誉毀損で訴えるぐらいやれということを言

ったわけではなくてね、こういったことを書かれたときに議会としてね、毎回黙っていてい

いのかということを僕は言いたいのですよ。ですから、正式に議会としてというのではなく

て、議長の思いの中でね、呼んで「いろいろ議会としても記事の協力は今までしてきたけど、
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何だこの記事は。」ぐらいのことは言ったって構わないと思うのですよ。そういう意味です。 

○委員長（及川 保君） 山本委員の思いは十分伝わっていると思います、議長にも。これ

はね、常にこういう書かれ方をするわけですよ。前回も実はあったのです。大きく見出しで、

議会のあれが問われると、このプログラムについてですね、どういう対応するかが注目だと、

こういう見方がされていたのですね。今回また、こういうことになりましてね、非常に私は

心外に思っているのです。そうであるならば、今、山本委員がおっしゃったような対応をや

っぱりしておくべきだと。これは常にこういう形であらわれることが考えられるわけですよ、

これからも。やっぱり姿勢としてね、今こうやって真剣に皆さんがやっているという思いも

議長から、やっぱり記者のほうにも。きょうの委員会だって来られていませんからね、現実

に。だから、どういうことできちんとやっているのかというのは、やっぱり見ていて書くと

いうのが普通ですよね。私はそういう思いでいるのですけども、議長のお考えもちょっとお

聞きしたいなというふうに考えます。斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） きのうの通年議会のまとめ方もかなり質よくないですね。 

○委員長（及川 保君） そういう意見が実は出ております。山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） それでやはり、行革推進委員会、これはこれで町の今までの行革に

対していろいろ審査して提言する組織なのだから、一生懸命やっていただいて結構ですよ。

それで、議会は議会でこれからも一生懸命やりますから、そういうことではないですか。 

○委員長（及川 保君） そうですね。それしかないですね。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） まず委員長ね。自由討議の中で委員長がそういう言い方したら、み

んなが話できなくなるよ。いや、できなくなるわけではないけども、そういう立場ではない

から、もっとみんなにいろいろな意見を聞いたほうがいいですよ。それはいいです。 

 僕はね、こういう新聞、やっぱりね、言論の自由というのはあると思うのです。それで例

えば、議長が何かの方法で、どういう意図があって、こういった書き方をしたのかという聞

く必要性があれば聞くべきだなと思いますけども。ただ、こういうことっていろいろあるで

はないですか。今回、室民ですか。室民だけではなくて、読み取った感覚が本当に侮辱され

ているような形の中で、特に白老町は今、本当に真剣になって財政健全化のプログラム案を

計画になる前に、何とか見直しができるものに対しては見直そうとして、今、一生懸命やっ

ている段階であってね、そうやっているからこそ、みんなこうやって腹が立つというかね。

ただ、これに一喜一憂して、同じレベルでもって、またこっちが出て行ったときに、僕はま

たそれはちょっと違うのではないのかなと思うのですよ。こういった三流紙面といったら変

だけども、こういったものはいずれ読まなくもなるだろうし、逆にこれが今後の白老町のた

めにどういった影響を与えていくのかということもね、僕はやっぱり町民も判断していかな

ければいけないことではないのかなと思います。ですから、こういった紙面、それを一字一

句とらえて、一喜一憂してですね、一緒のレベルで物事を考えていくということがどういう

ことなのか、僕はそういうふうな部分ではちょっと、これに対してどうのこうの反応すると

いうのはちょっと疑問に思う一人です。 
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○委員長（及川 保君） わかりました。ほかに意見はございませんか。12 番、松田謙吾

委員。 

○委員（松田謙吾君） この行政改革推進委員会、白木さんの後任なのですね、前の。この

行政委員会は言うなれば、白老の行革を町長が諮問して、そして、答申するほうなのだよ。

ですから、この委員会が議会にこんなに不信を持っているのなら、議会の委員会と一回お話

したらどうですか。そんな機会をつくったら。自由に話す。 

○委員長（及川 保君） なるほど。そうですね。こういうご意見が今、出されました。15

番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私も今、意見を言おうと思っていたのですけど。白老町の行政改革

推進委員会です、この方たちは、白老町にいろいろな意見を提言する方たちです。それで私

は、オーバーに書いているというのは思います。ただ、出ないことは書いていないと思いま

す。一言でも出たから書いているのだと思います。だから、記事の書き方に対しては、いろ

いろ面白くないものはありますけれども、出たから書いたのだと思います。それで私、行革

推進委員会の方からこういった言葉が出たということは、私はちょっとおかしいというふう

に思います。白老町議会が、この財政が厳しいといったときに、先に特別委員会を設けて、

議会にも責任があると、だから、全部どうしようということで特別号で広報も出しましたよ

ね。そしてまた、今回もこのことで特別委員会を設けてやっていますよね。そういったこと

をきちんと見据えた上で言っているのかどうなのかということは、私もこれは確認したいな

と思っています。どの辺まで確認をして、一町民の方が言うのなら仕方ないと思います。議

会何やっているのと言われたら、いや、本当に申し訳ないと言えるのですけど、こういった

方々が議会の動きを何も見ないで言っているのかどうなのかね。その辺のことは、私はちょ

っと納得いかないなと思っています。だからこういう言葉を出したのだと思うのですね。そ

れをおもしろおかしく書かれたのだというふうに思っています。 

 それと、行政と議会のあり方。さっき、ほかの方からも出ましたけど。立場、それから何

をやるべきなのかということをきちんと理解していない、この行革推進委員のメンバーを私

は反対に何なのだろうというふうに思いますね。もうちょっとしっかり勉強をして、どうい

う立場で、どういうことをやらなければならないのかということを確認した上でやっぱり出

すことが、私たち議会議員もそうですけど、やっぱりきちんと言った発言は不適切だったら

訂正しないとならないですよね。同じだと思うのですよ。こういう立場でやっている方々は。

ですから、何をどういうふうに判断されて言われたのか。どういった調査をされて言われた

のか。こういうふうにして言葉をこういう会で出すということに責任を持てることを言った

のかどうなのか。その辺は、私はきちんとしてもらいたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） なるほどね。非常にいい意見が出されていますけども、ほかにこ

の件についてご意見ありますか。よろしいですか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今ほど松田委員のほうからですね、この行革推進委員会と懇談会を

もったらどうでしょうかという意見が出ましたので、ぜひ日にちをとって、議会と懇談する



 - 51 - 

ようにしてほしいなと思うのですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 今、行革推進委員会ときちんと議会が懇談したらいかがかと、こ

ういう意見が出されております。いかがでしょうか。そういう形で進めてよろしいでしょう

か。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、私たちが話し合っているのは、記事をもとにして話し合ってい

ますよね。それで全員を呼んでね、議論しましょうということではないと思います。 

○委員長（及川 保君） 松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） いや、私は、記事は別です。今、議会が何を考えて、それから推進

委員会が何を考えているのか、よく話し合ってね、この大事なときだから。町民ですから、

どちらも。そちらも町民だし、我々、議会だし。その考えをまとめてお話して、それこそ、

今の行政改革の参考にしたらどうだという意見です。この新聞は抜きですよ、私は。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 松田委員のセコンドをするわけではないのですけども、記事そのも

のについてはね、やっぱり個々の議員の考え方というのはあると思うのですよ。私もあまり

承服できないなというふうに思いますけれども、やはりまるっきり事実のないところの記事

ではないとは思いますから。ただ、ちょっと総意の理解度が狂っているのかなというふうに

思います。それで、記事もそれにかかわってはくるかもしれませんけれども、やはり今この

まちの大変な時期ですから、先ほど、松田委員もおっしゃったとおり、この委員会はやはり

白老町の行政改革を提言する組織ですから、我々はそういう部分ではやはり行財政含めてチ

ェック機能を果たさなくてはいけないという役割も持っていますからね、その辺のところで

屈託のない意見の交換と懇談をしたほうが僕はいいと思いますけれども。以上です。 

○委員長（及川 保君） なるほどね。いい意見が出されました。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も同じ意見です。今回、改選を迎えてね、新たに 16 名の議員が

今ここにいるわけです。その 16 名の議員というのは、例え今までの議会の責任、それから

行政のあり方、いろいろなことを訴えながら、今ここに上がってきてですね、そして、白老

町をこれからどうしたらいいのかということを町民の方々から付託を受けて、今ここにいる

わけですよね。例えばですよ、こういった記事の一文一文を見てしまうとね、本当に情けな

いなと思うのですけどもね。今になって行政の責任だけを追及しているみたいな話が出てい

るとね、それは違うだろうと。例えば、そうした話がこの行革推進委員会のメンバーから出

たということ自体がね、僕はね、そこはちょっと。これから今、白老が向かおうとしている

方向性を考えるとね、大きなギャップがあるのだろうなと、町民の同じ代表としてね。です

から、そういった面では、例えば議長、副議長、それから向こうの代表者の方々との、やっ

ぱり同じ共通理解の中でね、これから今、白老町がどういうふうに向かおうとしているのか、

そういうことをちゃんと認識を持ってもらわないと。今、我々がやっている、この財政改革

プログラム、特別委員会でやっている議論が何もならないことになってしまうのですね。だ

から先ほどからも、例えばプールの議論だとか、いろいろな議論があります。財政面から考
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えると確かに八百何十万とかという大きな金額なのです。これはなくせば、本当は一番いい

のかもしれない。でもなくすることによって、新たな弊害が生まれてきたり、例えば今、白

老町が進めている３連携だとか、いろいろな問題、国保のかかわることだとか、いろいろな

ことで問題が生じないために、町民のことを考えて、今、議会としてどうあるべきなのかと

か、議員として我々はどうなのかということを言っているわけですよね、行政に対して。こ

れが少しでも受け入れられて、これが、中身が改善されて、その代わり費用対効果の話もし

なければいけないですよ。当然、減らした分、こういったところでもって何とかしていかな

ければいけないという部分も言わなければいけないのかもしれない。ただ、そういったこと

をやっぱり責任持って言っていくことが今回のこの特別委員会であってね。その中で、今、

議員一人一人がいろいろな意見の中で言っていることだなと僕は思っています。ですから、

もしやるとすれば、本当にこの行革の推進委員会の代表者の方と議会の代表の人間と一回話

し合って、なぜ、こういった意見が出てきたのかということもしっかり。この新聞の文面だ

けで右往左往しても僕はどうしようもないと思うのですよ。ただ、本当に先ほども皆さん言

われているとおり、何の根拠もないところから書いたわけではないでしょうから。ですから

そういった面では、その辺の調整、調整ではないですけども、何らかの機会を設けてですね、

それは早い時期のほうがいいですよね。これから町民の前に我々は出て行くということにな

っていますからね。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 局長にお尋ねしたいのですけど。行革の方々と懇談するといっても、

これは、広報広聴のほうを通して何か形をつくってやらなければならないのか。特別委員会

としてやるのか。広報広聴委員会として出前というか、交流とか、何か理由づけて何かをや

らなければならないのだと思うのですけど。その事前に代表で交渉するというふうになるの

かね、その辺の流れはどんなふうになりますか。もし、みんながやるということになったと

きにね。単にお話し合いしましょうということにはならないと思うのですよ。何らかの形を

つくらなければいけないと思うのですが、その辺の形の進め方。もし、みんながやるという

ことになれば、どういった方法がとれるのかなと思いまして。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員、ちょっと待ってくださいね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２通りあると思います。今回は特別委員会ですから、特別委

員会は常任委員会の形態と違って拘束されるものではないですから、これから６月の末にね、

当然、町民対象に出るわけですよね。その一環として、当然、行政改革をね、町の諮問とい

う機関ではあるけど、そういう立場でお話されている方、これは強制でも何でもないですけ

ど、来ていただいてお話を聞きたいということはこの委員会でもできると思います。 

○委員長（及川 保君） そうですよね。だからやっぱり、この委員会になるのではないか

なというふうに思うのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一つは、もっと柔らかくやるのであれば、別の角度でね、

広聴のほうにゆだねてやるということも可能だと思います。それは方法の手段の取り方であ
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って、ですからその目的趣旨が一貫しているのであれば、ここでも構わないのではないかな

という気がします。ただ、正副議長だけ行ってどうのこうのということになれば、これはで

きないと思います。議長と副議長の立場でやるということしかないと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） いかがでしょうか。こういう大事な行革という中では、実は共通

した認識を持たなければ、非常に難しい状況に至るのです。これを放置して、後々に禍根を

残すようなね、完全に食い違っているままで進めてしまうと非常に、私はそこのことを憂慮

しているのですね。そうでありますから、先ほど松田委員がおっしゃったような形でお互い

に考え方を述べ合ってね、それなりに、ここで最後のほうで言っているような車の両輪とい

うのはやっぱりそういうことだと思うのです。だから、そういうことからすると、ぜひ行革

の推進委員の皆さんと懇談するという形で進めるということでよろしいでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これですね、小委員会にゆだねたらどうですか。 

○委員長（及川 保君） また小委員会とか何とかになってしまうと、非常に相手に対して

また。 

○事務局長（上坊寺博之君） いやいや、やるという方向で小委員会に任せるという意味で

す。日程とか含めて。 

○委員長（及川 保君） まず、そういう意味で今、局長から指導あったのですけど、日程

を含めて進め方も含めて小委員会にゆだねると。どういう形で進めるかも含めてね。という

形で進めてよろしいでしょうか。これを終えた後に実は小委員会を開くことになっているの

ですけども、小委員長いないのですね。副小委員長がおられますからね。いずれにしても、

きょう、やらなければならないのです、小委員会はね。そこにゆだねていただきましょう。

皆さん、よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは冒頭の件に関しましては、小委員会にゆだねるというこ

とでご了解をいただきましたので、そのように進めたいと思います。 

 それでは、本来の議題に移りたいと思います。先ほど申し上げましたように、分けて進め

たいと思いますので、第４章の第１節６番までですね。49、50 ページについて議論が何か

ありましたら、受けたいと思います。私はこういう思いでいると、こういう部分が何かあり

ましたら。強要するわけではありませんが、先ほど鈴木委員のほうから大変いいといいます

か、これは私の意見だという部分が実はありました。というのは、10 年というのは非常に

ハードルが高いのではないかと。これを伸ばすことによって町民の負担も随分軽減されるの

ではないかと、こういう話もございました。そういう思いが皆さんの中にも多分あるのでは

ないかと思うのですけども。何かございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に進めたいと思います。次に第２節。全会計の再建対策と目標額ですね。こ

れについては、１ページだけなのですね、この第２節は。次すぐ第３節ですから。２節の中

で何か皆さん、こういう思いだという・・・。 

○委員（玉井昭一君） 全部やるのですか。 



 - 54 - 

○委員長（及川保君） きょうやります。ただ、そんなにかからないですよ、時間は。出て

こなければ。きょうやった分です。 

○委員（玉井昭一君） さっきやって、またやるのですか。 

○委員長（及川 保君） いや、それは町との議論なのです。前回かなりいい意見が出たの

ですよね。非常にこれは小委員会の中でも、これは初めてだったけどもよかったなという。

ありませんね。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） さっき、これ一通りやったわけですよね。その中でなければ、僕は

もうないと思うのだよね。だから、そのままおさらいしてしまっては意味ないと思うのだけ

ど。私はそう思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） この２節と３節にまたがってしまうのでね、どうしても話がね。 

 町が今回、この財政改革プログラム案を立てたね、一つの対策目標額というのがあります

よね。やっぱり、この目標額を定める以上ね、先ほどからも事務事業の見直し関係の話にも

出てきましたけど、例えば我々が町民の立場に立って事務事業の見直しを、この計画案のと

おり実施すれば、このままいってしまうのでしょうけども、これを見直そうと思ったときに

はやはり、例えば先ほど議論がプールでもって結構集中したのでね、プールの一つの例をと

ればね、数字しか見ていない。それも大事なことなのですよ。大事なことなのだけども、そ

れでは、その数字を半減するのか、それとも、これぐらいの負担は何とか、例えば国保会計

で予防医療に接したときに、そこの目標額をこう設定するのだとかね、逆にそちらのほうの

目標額もしっかり定めた中でね、例えば事務事業の額の見直しだとか、そういったものに

我々やっぱり取り組んでいかなければいけないのだろうなと。例えば、これはどうしても必

要だとか、抽象論で終わってはいけないと僕は思うのですよ、やっぱりね。例えば健康維持

だとか、先ほど僕、言いましたけどね。それから、健全育成のためだとかという抽象論で終

わってしまってはだめだと僕は思うのですよ、やっぱりね。やっぱり、この健全化プログラ

ムに載せる以上は、例えば載せて、それを、例えばプールを４カ月間維持しようと思ったら

ですね、通年で使おうと思ったときには、やっぱりそれなりの、例えば国保会計なら国保会

計の中での目標額みたいなものをちゃんと、こういったものも含めていろいろな事業展開を

して、こういうことになるという一つの目標額を設定しながら、こういう見直しをやっぱり

していかなければいけないのだろうなと思うのですよ。ですからそのためには、これから町

が計画を持っていくまでの間にですね、やっぱりその辺の整合性みたいなものはしっかりデ

ータとしてね、出てくるかどうかはわからないですけどもね、ただ、出せるような目標額を

設定しながらね、こうやるべきだというものはないと、さっき言っていた議論が無になって

しまうような気がするのですよね。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員の言われるとおりなのですね。私も実はそういうふうに

感じておりましてね。やはり先ほど皆さんお聞きしたとおり、課長のほうは、トータル的に

は考えていなくて、数字的にとにかく合わせたいという思いが、今のこのプログラムの中の
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金額になっているわけですね。だから、こういうことも結構この中にあると思うのですね、

プログラムの中に。だからそういう思いで、今、氏家委員のほうからそういう話があったわ

けです。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっともう一点ですね。なぜ今、財政改革プログラムを立てなけ

ればいけないのかということが、まず一つの大きな目標ですよ。目標といったら変ですけど

も。21 年度の予算をしっかり組み立てなければいけないというかね、そういったところに

やっぱり大きな重点を置いていますよね。結局、財政再生団体にならないために、こういっ

たプログラムの中でやっていかなければいけないのだということで。ですから、先ほど西田

委員も言ったとおり、４万 1,000 円の、額からいったらですよ、そこまで手をつけていかな

ければならないようなね、そういった数字なのですよ、はっきり言ったらね。やはり、これ

を覆す一つの根拠は全体持たなければいけないということだと思うのです。ただ、いくら抽

象論でどうのこうの言っても、21 年度クリアできなければ何もならなくなってしまうので

ね。ですから、その辺の難しいところはあると思うけども、その辺をやっぱり、しっかり議

会として議員一人一人が考えながら数字と向き合っていかないとならないかなと思います。 

○委員長（及川 保君） そのとおりだと思います。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 各会計の再建対策と目標額というのを定めています。この間、諸手

数料の関係で 500 万ずつ毎年上乗せをしていくという、値上げした分を含めて２億 5,000

万の 10 年間での収入を見込んだという計画があったのですね。そういうのを見ていったと

きに、それが減免・減額の対応をしたときに 1,200 万ぐらいの費用対効果というか、その対

策費の効果があるというのでちょっと出ていましたよね、数字で。それで、500 万ずつとい

う対策ではなくて、こういうふうな変更というのはあるのですねと言ったら、あるというこ

となのですよね。それで私、質問したときに、決算でしか対策の効果というのはわからない

と言っていましたよね。中間でチェックするという、この収納率、収納対策とか、そういっ

たことの対策が途中でできないのかどうなのか。決算が出てからといったら、19 年の決算

は９月の決算ですと言いましたよね、20 年のね。そうしたら、20 年度の決算は、21 年の９

月ですよね。それで間に合うのかどうなのかということになりますよね。それで、いろいろ

なチェックできるものはあると思うのですよ。土地の売却にしろ、収納率だって一年たって

みなかったら、決算時期でないとわからないということはないと思うのですよ。収納額は毎

月、年末にまとめて払う人もいるかもしれないけど、それはそれで、月々の入ってきている

ものというのは大体年間同じではないかと思うのですよね。だから、半年なら半年で一回チ

ェックするとか、そういうチェック機能をきちんとしていかないと、何か大まかに。もう

500 万だから、毎年 500 万ずつ増えて、10 年間で 5,000 万とかね。そういう予算の立て方を

していますよね。計画の立て方。こういったことに対してのチェック機能をどう持たせるか

ということをもうちょっとね、議会側としても考えてやっていかなければいけないのかなと。

それ以上、私も議論しなかったのですけど、決算を待たなければできないものなのかどうな

のか。私もその辺もうちょっと勉強したいと思いますけれども、そういった点をもうちょっ
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としないと、半年後の決算が出ないとわからないというのもちょっと厳しいなというふうに

は思っていたのですけども。 

○委員長（及川 保君） 今、吉田委員から、これ実は、前議会の中での検証の中で、大変

な重い課題を我々は、新しい議会の中ではその部分をやっぱりきっちりこれからやっていこ

うと、そういう決意のもとで検証を示したのですね。これはみんなの総意なのですね。それ

でやっぱり、そのことがね、そのチェックをどう果たしていくかと。今、吉田委員がおっし

ゃったことが、今後、この議会が問われる一番重要な、最重要の課題だろうというふうに私

も実はとらえておりましてね。きょうの質問の中でもこのことが一体どうなっていくのだと。

９月でなければ出てこないという話になってくると、とてもチェックの役割を果たせないな

という思いで、実は私もおったのですけどね。どういう形で持っていくか、進めていくかね、

ここでも議論していただければありがたいなというふうに思います。それに従って、対応策

をこれからつくっていかなければならないものですから。これはただ、ず っとそのままいっ

てしまうと、結局何も果たさないで終わってしまいそうなのですね。きょう、前議会におら

れない委員さんもおられますから、その辺のこともご理解いただければありがたいなという

ふうに思います。これは今、意見としてね、例えば毎月チェックできないのかとか、１カ月

でも、２カ月でも、３カ月でもいいのですけどもね。これを半年何もされないで、そのまま

過ぎてしまいましたよというような形がどうしても私も実は納得できないで今いるのです

よね。そのぐらいの方法しかないものかね。今、吉田委員も言われましたけども。何らかの

対策を講じるべきか。ここを皆さんどういうふうに考えておられるか。いやいや、これはも

う、まちが進めるのだから仕方ないだろうというような考えでよろしいかどうかですね。確

認の必要は、委員、ありますよね。先ほども答弁はありましたけどね。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 最後のほうにですね、今後の財政指標の見通し等の中で、今後のい

ろいろな連結実質赤字の比率だとか、いろいろな比率で今後こういう推移をしていく見通し

を立てたものがありますよね。だからやっぱり、これはこれで一度、今後それに対してチェ

ックをどうするかみたいなことはやっぱり小委員会とか、そういうところで一回もんでいた

だいて、決めていかないと、全体でやるというのはなかなか難しい問題だと思いますので、

僕は全体終わった中でですね、こういう見通しに基づいて、このとおりいっているのかどう

かとかですね、そういうチェックをどうするかということについては、やっぱり小委員会で

きちんともんでいただいて、委員会に上げていただいて、審議していただくというほうがよ

ろしいのではないかなと思うのですがどうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） ほかに何かいい案があればね、今、皆さん全員がおられる中でい

い案があればなというふうな思いがあったものですから。進め方についてはね、小委員会の

中できちんと話を進めていきたいと思います。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 小委員会で今後それをどうチェックしていくかということを検討し

てくれるということですよね。特別委員会はある程度報告が終わったら終わりますのでね、

小委員会もなくなりますから、それをまたどういう形でやっていくのかということまで検討
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してくれるということですよね。はい、わかりました。 

○委員長（及川 保君） 今の件についてはよろしいですね。 

 それでは、ほかございませんね。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと僕ね、今、自分の感覚で話しますけども。例えば、今、こ

の 10 年という計画を一つのスパンの中で考えますよね。ただ、今、これだけ国が右往左往

して、後期高齢者の問題にしても、いろいろな問題にしても、制度自体は、僕は必要なもの

だと思っていますよ。思っているけども、その中身がこれだけころころ変わって、地方自治

体がこれだけ振り回されながらやっていく中で、例えば 21 年度までにこれだけの規模にま

でもっていかなければいけないよという財政指数を決められてですね、僕ね、ちょっとこれ

はおかしいのではないかと個人的には思っているのですよ。みんな思っていますか。思って

いるのだったらですね、何らかの形にして国にちゃんと言っていかないと。これは、例えば

白老町だけが言うことではないのかもしれない。どこかの機関でちゃんと話し合わなければ

いけない問題なのかもしれないけども。白老町だけではなくて、例えばこの 10 年で今、一

生懸命白老町が考えているのに、国の右往左往する、本当にくだらない、くだらないという

言い方はちょっと失礼なのかもしれないけど、本当に中身のやり方が不十分なだけでここま

で自治体が振り回されること自体がね、僕ね、本当に情けなくて仕方がないというかね。こ

れはね、例えば本当に 21 年、22 年という先の、身近な部分で僕たち、この財政改革のこと

でもって議論していますよね。こうやって今、いろいろなことで。何か、すごくむなしくな

るのですよね。だから変な話、国がこれだけ方向性定まらない中で、中身の議論をしている

中でね、地方自治体だけしっかりやりなさいみたいな話はないのではないかと僕、どうして

もそういうふうに思ってならないのですよ。だから、何かね、胸のつかえが取れないような

状況でこうやって議論しなければならないというのが。その辺みんなどう考えて。皆さん同

じなのかもしれないけども。ちょっとね、その辺だけ一回自分の心を整理したいのですよね。

本当に。そうでないとね、上辺で話していてね、中身の伴わないような議論をしているので

はないかなと、自分でどこかでそういうふうに感じてしまうところがあるのですよね。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員やなんかも議会の中でそういう話も、おかしいのではな

いかという話も常にされていますからね。 

○委員（氏家裕治君） 10 年が長すぎるのではなくて、10 年と決められるものであったら、

もっともっと町民に負担をかけないで、もう少し期間を設けた中で、例えば 21 年ではなく

て、23 年、24 年の中で、今の目指す財政規模をそこの時点まで緩和できるような政策提言

が国からあってしかるべきではないのかと僕は思うのですよ。今、急にね、やっぱり厳しい

ですよ、はっきり言って。これだけ振り回されてしまうと。 

○委員長（及川 保君） 町長も多分同じ気持ちなのですよね。なので仕方がないのですよ。 

○委員（氏家裕治君） だから、僕も仕方がないと思って、こういう特別委員会や何かを設

けてみんなでやっていると思うのです。でも、本当にそれは仕方がないでいいのかなと思う

のですよね。本当にそう思うのですよね。 
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○委員長（及川 保君） 氏家委員の気持ちが十分皆さんわかっているはずですけどね。だ

けど、どうにも、これは仕方がないというものでみんな諦めて。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 現実厳しいことを言いますと、それは議会に責任があるということ

なのですけど、もちろん行政側にもそうなのですけど。やっぱり白老町は福祉優先のまちで、

やっぱり町民のために何をすべきかということで、また、議会もそういうことでやってきま

したよね。そういうことから考えると、こういう連結決算比率を出したときにね、何もひっ

かからない町村もあるわけですよね。白老町はひっかかったわけですよ。だから、努力しな

ければならないのだと思うのですよ。そうやって割り切らないと。それは決して私たちだけ

が甘かった、行政も甘かったのではなくて、もちろん工程には町民が喜ぶことだからやろう

とかってやってきたことの積み重ねで、やりすぎたということが反省点としてあるわけです

から、だから、しっかり頑張ってやらないのではないかと思うのですよ。だって、何ともな

い市町村だってあるわけですから。悠々とそんなの関係ないとやっているとこともあるわけ

ですから。だから、そういうことからいくとね、もちろん厳しいと言いながらも、ここまで

追い詰められてやらなければならないという市町村はそんなにないはずですよ、全国でいく

と。だから、そういったことを含めてね、私たちはそういう反省の上にのっとって、今後、

町民に負担をかけないような、迷惑をかけないようなことをやっぱりみんなで知恵を寄せて

考えなければいけないのかなというふうに、私はそう思ってやっていましたけれども。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員のおっしゃっていることがわかるから、やっぱり仕方が

ないよなという、頑張るしかないのだなという思いでいると思うのです、皆さんも。14 番、

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もね、思うのです。だから、昨年の６月以降の国の流れ、そうい

った形の中で何ともない町村もあれば、白老のような状況になっている場合もあるのですよ。

ただ、そうやって、あの６月の、あの時点がなければ、ここまで気がつかなかったのかもし

れないけどもね、ああいうことがあって気がついて、今、こういうような議論をみんなでし

ているのかもしれないけども、どうしても腑に落ちない。それではもっと、例えば、そこま

で行き着くまでの国のあり方だとか、国レベルの話があってよかったような気がするのです。

別に国に責任転嫁するわけではないけどもね。ただ、あまりにも。例えば変な話、10 年で

やらなければ計画を３年、４年でやれと言われているようなものでね。だから、僕は別にそ

れに取り組むことがいやではなくて、あまりにも今の国の矛盾、国のやり方というか、国の

例えば厚生労働省だとか、いろいろなところのそういった矛盾をちゃんと解決しないままに

ね、期間を限定して、こうしなさいと言われることがなぜか、や っぱり自分の腹の中でおさ

まらないというかね、しっくりこないというか。決して、改革に取り組むことではいやでは

ない、やっていかなければいけないということは、みんな同じだと思っているのです。ただ、

その期間の緩和だとか、町民に与える負担の軽減だとかという部分で考えたらね、今の国が

これだけ波乱万丈な動きをしているのであれば、もう少し猶予期間が、これもやっぱり白老

だけの話になってしまうのかな。 
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○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ただいまの氏家委員のご意見はごもっともいうか、よく本当に心の

底から理解できる部分もあるのですけれども、残念ながら、白老に対しての国の見方はです

ね、いわゆる夕張だとか、本当に国策で行ってきた炭鉱政策、それで人口が急激にいなくな

ってああいうふうになったところではないわけですよね。国の見方は、白老町は単なる放漫

経営ですよというような見方なのですよね。ですからこれを今、大変だから何とか緩和して

くれとおそらく町長は頑張ってはいると思いますよ。ですけど、それをこの白老が主張して

もですね、なかなか難しいことも現実的にはあるのかなというふうに思いますので、頑張る

しかないのかなとこのように思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ただ、国がやれということに対して、やらないと言っているわけで

はないでしょう。白老町は今、やろうとしていますよ。そこまでやろうとしている白老町だ

からこそね、国がもっとちゃんとした考え方の中でね、例えば事務事業、白老町にいろいろ

な事務事業がくるわけでしょう。それが、ああでもない、こうでもないと行ったり来たりし

ていては、本来やっていかなければならないことがやっていけなくなるだろうということを

僕は思うのですよ。だから、そういう思いでね、どうしようもならないことだとは思いなが

らも、何かひっかかってしまうのでね。だから、そういったものもやっぱり、僕は変な話、

こういう問題が起きて、例えば今、国がこういう状況で、白老町がこういう状況で、例えば

ね、白老町だけの話をすれば、確かに今、山本委員の言われたとおり、町長も前々から言わ

れているとおりね、白老がやってきたことが今こうなのだということを指摘される部分があ

ると思うけども、やっぱりそこに住んでいる町民の方々というのはね、当然いろいろな負担

がそこにかかっているわけだから、それを今までこうだったから、ああだったからと言った

って、なかなか理解してもらえる部分ではないのかもしれない。ですから、そういった面で

は、やはり国のやり方をしっかり、根幹をちゃんとしっかりしてもらってね、説明すること

は説明し、事務事業を渡すなら渡すでもって、それをしっかりした形の中で渡してもらうよ

うな形をとっていかないと、いくら精査して、白老町がわかりましたと言いながらやろうと

しても、なかなか難しい部分があるのではないのかなと思うのですよ。だから、どうしてく

れということは言えないのだけどもね。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員の思いは十分伝わりましてね、みんな同じ思いでいると

思います、本当に。ほかに特にありませんね。 

〔「ないです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） もう時間も。これから実は、小委員会もやらなければならないで

すから、はしょってお願いしたいと思います。全般にわたって、ここで私はこうだというも

のがありましたら、お受けしたいと思います。特にございませんね。わかりました。 

                                         

◎閉会の宣告 
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○委員長（及川 保君） それでは、本日の新財政改革プログラムに関する調査特別委員会

をこの辺で終了したいと思います。 

 次回は５月 29 日、30 日の２日間予定されておりますので、ご協力のほどよろしくお願い

したいと思います。本日はご苦労さまでした。 

（閉会 午後３時４３分） 


