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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 

 

平成２０年７月１１日（金曜日） 

開  会  午前 ９時０１分 

閉  会  午後 ０時０１分 

                                         

○議事日程 

調査事項 

１．新財政改革プログラムの中間報告まとめについて 

                                         

○会議に付した事件 

調査事項 

１．新財政改革プログラムの中間報告まとめについて 

                                         

○出席委員（１４名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 玉 井 昭 一 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 委  員 鈴 木 宏 征 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  白老町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 ９時０１分）  

                                         

○委員長（及川 保君）  冒頭、大渕小委員長から小委員会の報告をお願いいたします。  

○委員（大渕紀夫君） おはようございます。８日に開かれました財政健全化に関する小委員

会の報告をいたします。第１点ですけど、同日、議会運営委員会で出されました無会派議員の

小委員会への参加の件でありますけれども、小委員会は今後も、小委員会設立の趣旨に沿って

スケジュール調整、議事の整理等を行い、ここで方針を出すのではなく、特別委員会が意見、

討議、討論の場となるため、５人全員一致で従来どおりの小委員会の運営というふうにするこ

とに決定をいたしましたので、小委員会には無会派の方は入らない運営を今後とも行うという

ふうにいたしました。 

 続きまして、２番目にスケジュールの問題ですけれども、本日は対案、改革案の具体的な討

議に入ります。14 日は保育所中心の議論、21 日についてもまとめに向けての意見集約となりま

すけれども、精力的かつ活発な討議をいたしたく思っております。会派から出ました対案、改

革案の整理の問題です。これは、この特別委員会の中で意見が出されておりますので、事務局

で努力をされまして、別紙の各議員のところに行っていると思います。裏表のこれですけれど

も、これをつくっていただきました。事前配布されていますので、見られていると思いますけ

れども、討議の意見集約の点から大きく区切って、この場で、この特別委員会で議論をしてい

ただきたいと思います。おおむね改革プログラムのここの全部ではなくて、大くくりにした中

で、改革プログラムの金額の増減や目安。また、改善点もより具体化するための議論をしてい

くというふうにしていただきたいと思います。 

別紙を出していただきたいと思います。白老町財政健全化に関する調査特別委員会、会派か

らの対案、改革案の要点というものでございます。裏表になっていると思います。項目の件で

すけれども、基本的事項の新財政改革プログラムの３年おきにすべての見直し。計画のピーク

経過後、改革期間の 15 年延長。これは、それぞれの議論といたしたいと思います。 

次の定数管理及び総人件費の見直しですけれども、３点記載されていますけれども、これは

大くくりにいたしまして、定数管理及び総人件費の見直しということで議論をしていくという

ふうにしてはどうか。ただ、ここでは具体的なものが各会派からも出ておりませんので、具体

的なものをきちんと出していただいて、そして議論をするというふうにしなければいけないと

いうふうに思います。 

次に、事務事業の見直し。ここは、それぞれの個別。人件費補助団体に対する補助金削減の

一層強化。振興公社や土地開発公社の見直しによる一般会計の負担軽減。これはそれぞれ個別

に議論をいたしたいと。 

次、町民サービスの見直し。これは、一くくりで町民サービスの見直しということでの議論
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をしていくと。 

次、投資的経費の見直しですけれども、これは、港湾事業の凍結、借入金の管理チェック、

起債の上限額の設定。これはそれぞれ別々に議論をすると。 

裏側ですけれども、下水道使用料。これは、２つのことが出ていますけれども、一くくりで

使用料についてということで、具体的に議論をすると。こういう改定の軽減というのは、会派

の意見集約を見たらわかるようにあるのですけれども、例えば何ぼ見直すのか、軽減するのか

というようなことは出ていないのです。ですから、具体的にここは議論をする。30％なのか 50％

なのか全額なのかというような議論をきちんとしていく。 

次、町有財産の売却。これは一くくりでいきたいと思います。 

次、超過課税の実施。これは、具体的にここは出ています。１会派からですけれども、痛み

の緩和というのもあるのですけれども、固定資産税の 1.5 から 1.55 の間に軽減しようという、

具体的な数字が出ておりますから、この是非も含めて、この取り扱いをどうするかという議論

をしていくと。 

保育料の改正。これについても一くくりでいきますけれども、具体的にここも出ておりませ

ん。全額上げないのか、１年遅れにするのか、それとも２年遅れにするのか。どちらか具体的

に議論をする。 

次、国民健康保険税の改正。これは、一定限度具体的に出ていますから、これは一くくりで

国民健康保険税の改正ということでいきたいと思います。 

最後のガイドラインと進行管理の関係ですけど、ガイドラインの条例化を目指すという部分

とふるさと納税の関係。これは、別々に議論をしなければいけないのかなというふうに思って

おります。当然総合計画の関係等々もございますけれども、そういうことも含めて、一くくり

ではなく、ここは別々に議論をしていくと。 

以上、15、６項目になると思うのですけど、そういう形で対案と言えるかどうか別ですけれ

ども、改革案の要点を絞って、そして議論をし、討議をし、最終的に議会全体の意見として、

この財政改革プログラムに対して、議会としてどういう意見を申し述べるうかというあたりを

最終的にまとめたいと、こういうことでございますので、きょうからのご議論をよろしくお願

いいたしたいと思います。以上で終わります。 

○委員長（及川 保君）  委員長から冒頭に、この事務局でまとめて、今小委員長から報告を

受けたのですが、この最初の基本的事項という部分があるのですが、これはプログラムの計画

期間という形で項目に載せていただければありがたいなというふうに思います。 

それともう一つ、私どもの会派から出されておりました各項目の中で、ちょっと私たちが入

れていて表現が正確に伝わっていないという部分が、実は何点かありました。その部分をきち

んと入れていただきたいなということが一つ。 

それからもう一つ、私たちが出した項目の中で、実は抜けているものが２点ほどありまして、

これをぜひ入れてほしいなという考え方でおります。 

 それでは皆さんから、今回集約されました部分について一つ一つ進めてまいりたいと思いま
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す。まず、最初の部分です。基本的事項となっていますけれども、期間の部分ですね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番、松田です。今、委員長から２点ほど抜けているというお話でし

たが、清風クラブの会派の意見としては、高齢者大学の自主運営。それからもう一つは、水道

料金の値上げに対して、今３カ所ある水源地を、前にもお話しているからわかっていると思う

のですけど、見直したらどうかという、清風クラブの意見が載っていないのですが、これをき

ちんと入れて差しかえてほしいのです、今もらっているやつからきちんと入れて。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。今２点出されましたけども、この部分がこの委員会

の中でも出されているものですから、これはきちんと入れようということで進めたいと思いま

す。水源地においては、これは当初から入っているのですけども、１枚もののこれには抜けて

いるのです。抜けているというか、入っていないものですから、これが料金の改定の軽減と値

上げ率の見直し。これだけになっているのですね。小さくまとめたものについては。私どもが

出したものについては入っているのです。そのほかありませんか。  

２番、前田博之委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 項目が抜けている話をしたら、前段そういう整理していく。そうした

ら私の部分も会派ではないですけど、こっちに出していますけども、そういう部分というのは

結局抜ける部分というのはあるのですけど、そういうところで整理していくのですか。 

それともう一つは、前の大きなくくりでプログラムに対する評価の中でも、疑問点を述べて

いる部分あるのです。そういう大きく前提になる部分についての疑問点については、ここで整

理しなくて評価対策だけやっていくという考えになるのですか。 

○委員長（及川 保君）  プログラムに対する評価。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 例えば評価の中でも、病院の関係とか国保の改定については、介護保

険の部分が見えないから、数値まだ出せませんと言っていますけども、そういうのを抜きにし

て、当然国保にいくと一つの方向出せば繰出金とか変わってくるはずなのです。そういう部分

を、時間があるかないか別にして議論をしないで、ただこの部分をやっていくのかと、ちょっ

と基本的な大きな問題が、町側から姿勢も示されていなくて、具体的に。そういうものをただ

対案でやっていくのかどうかということ、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

私、無会派ですから、小委員会で決まっているから、前みたいに取り上げてもらえるかどう

かわかりませんけども、そういう部分はどうなのでしょう。これから議論していくと思うので

すけど、そういう部分をお聞きしたい。  

○委員長（及川 保君）  確かに、今言われた２点、大きな課題の部分がきちんとした数字と

しては入れていないという部分はあるのですけども、ただ、早急に今それを求めようとしても、

非常にこれは病院も含めて考え方ぐらいしか出てこないと思うのです。この部分については、

小委員会でまた改めて議論しようというふうに考えますがいかがですか。前田博之委員。  

○委員（前田博之君） それによっては、対案とか改革案の具体的な議論に入っていくのだけ

ど、若干見る視点が違ってくる場合もあるのかなと思うのです。 
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議会の懇談会などで聞くと、やはり町民の目線に立って、言いたくないこともこの議会の中

で議論をせざるを得ないこともあると思うのです。そういう部分が、基本的なことは聞いてい

ます。病院もまだできていません、国保も率出せませんと言っている。だけどもう少し議会が

この中に具体的に入っていく、もう日程に入っているのだから、町側はそういう部分に合わさ

れて。仮に国保だって、今こういう考えで何％上がって、こういう効果があるとか、大まかの

その時点の試算でいいのですから、考え方で。そうでなければどうかと、私は思うのですけど。  

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今、前田委員の言われていることは、僕もそのとお

りだと思うのです。ただ、行政が出してきているこのプログラム案の中には、何点かそういう

ところがありますよね。例えば、今取り組んでいるバイオマス施設にしても、運営自体もまだ

はっきりしていないような状況の中で。でもこのプログラムには載ってきているわけです。で

すから、そういったことが病院の関係もそうでしょうし、多々あると思うのです。でもそれを、

不明確な部分を組み入れて想定して、プログラム案の改定みたいな部分には、なかなか入って

いけないと思うのです。ですから、これはいつ見直しをするのかというのを含めて、今後の不

明確な部分に対しては問題点を挙げておいて、今後の修正案を盛り込むという、何か一つ担保

を取ってやっていくしかないと思うのです。ここでいくら議論をしたところで、プログラム案

自体がそれを考慮した形の中でやっているのならいいですけども、そうではなくて今の暫定的

な見通しの中でやっている部分というのは、国保の関係もそうでしょう。そういうのがありま

すから、そういう中の考え方で、今回この特別委員会というのは進めるべきではないのかなと

思います。 

○委員長（及川 保君）  前田博之委員。 

○委員（前田博之君） バイオマスの部分は私たちも質問しましたけども、数字決まっていま

せんけども、町としての今期的な数字は出てきているのです。中身は別にして、その数字がど

うなるかということは別にして。それは一つの方向性で出ていますから、それはやむを得ない

と思います。ただ、私はなぜその数値に、大きな問題なのです。その部分でいくと、私も前回

お話しましたけど、健全化の指数が 24 年でなくなってしまうのです。そういうことを視点にし

ていくと、国保とか病院の部分が、もしそういう部分で早まってくれば、町長の姿勢として病

院も改築は７年後と言っていますけども、施策的に、もしかすると早まる可能性だってあるか

もしれないのです。そういうような部分の数字的なものを見て、それによってはこのプログラ

ムをどうするかということが出てくるはずなのです。そうすれば、今言ったプログラムの期間

の延長とか何かやって町民の負担を軽減するとか、あるいは税金上げなくても、極端な話をす

れば支出だけはクリアできますよと。どっちに重きを置くのか、根っこの赤字を逆にそっちの

ほうに重点にしましょうとか、それによっては、僕は病院については大きな問題だと思ってい

るのです。余りいいです、こだわりませんから。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今のお話は、１から３の中での議論ですよね。今回



 6 

まとめたものは、４番目の対策改革案なのです。まとめだとか、整理したのは。それで、１か

ら４までについては議論してきたのですよ、町側も含めて。それで不十分だというご意見であ

れば、どの項目と、どの項目と、何の資料と、どういうようなもので、町が出席して議論をす

るのかどうか、そういうことをきちんとしないと、あいまいにしてこのまま過ぎて後でまた、

あのときこうやって言ったのにとなるとだめですから、議会が全体として一致するということ

から言えば。ですから、どういうものが必要で、何の議論をちゃんと町側に要請してやるなら

やるのか、そこら辺はっきりしてもらって、そして結論出してください。そうでないと、また

小委員会で受けても困ります。具体的なことが出ていればいいのです、私いつも言いますけれ

ども。だから、病院の何の資料。個々の何の資料が町側にもらいたいのか。なぜ、なぜこの間

今まで議論になった中で、町が出てきたときにそのことが、言ってはいたのかもしれませんけ

れども、今まで来てしまっているのか。そういういう場があったのか、なかったのかというこ

とを含めて、不十分なら不十分で、それは町から出てもらってやるなら、もう１回またやるの

ですかということになりますから。ですから、この間から何度も言っているように、そういう

１番から３番、４番までについては、町との質疑は終わったということを前提に小委員会は改

革案と対策案の整理をしたのです。そうでないということであれば、そうでないというご意見

をきちんと聞いて、具体的に何をどうやってやるかということをきちんとしないと、同じこと

ずっと繰り返しますよ。保育所のこともあさってやるわけです。それはそれで出たからやると

いうことにしましたけれども、いつまでたってもまとまらないですよ、こうしてやっていると。

だから、それは切るのではなくて、何が議論で必要なのか、それがなければこの改革案の議論

ができないということであれば、何が必要でどういうような議論するのかということ、具体的

に出していただいて、それをやるのかどうかということを決めていくということにしないとだ

めではないですか。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。今回、この特別委員会が白老の財政についてやっているの

ですが、今我々がやっているのは、町側が説明を終わったのですよ。はっきり終わったのです。

それから、町側は町民への説明も終わったのです。ですから、我々は議会として終わったこと

に対して町民はどう思っているのだろうと、こういうことで議会の意見の前に町民の意見もこ

の前聞きましたよね。それと、この議会の意見を今まとめるわけなのです。ですから、私は町

側の意見は改めてもう終わったと思っています。我々のすべきことは、それに対する町民の意

見、町民の代弁者ですから、それも踏まえて我々議会の意見と入れて、町側に、町側の再建プ

ログラムはこうですけども、この再建プログラムの中身は、私が思っているのは、今町側の再

建プログラムは職員の犠牲と町民の超過課税や、それから使用料・手数料をすべて見直した、

これを入れて財政再建をしようと言っているわけなのです。ですから、私たちは町側の再建案

に対して、町民負担は重すぎると。それから、議会側はこう考えると。この辺はもっと歩み寄

れないかと。それから、まちが倒産回避のために出した案は少なくても 10 年間で赤字をゼロに

すると。しかしながら、当初は大変きついと思ったのですが、今この再建案を時間がたって見
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れば、大体平成 24 年に赤字はほぼ解消できるではないかと。そこからまた議会の案と議会の考

え方と町の考え方を話し合うのが、私はこの議会の責務だと思っているのです。 

ですから、先ほどから言う、私は、８日は特別委員会の小委員会に任せますと言いました。

任せたわけですから、小委員会の考えで進むべきですし、その中で前田委員の言ったことや、

私が言った高齢者大学の自主運営や３水源地のこの考え方を会派の代表者がこれは必要がない

と消えたのか、消したのかどうかということが、私はそこが聞きたかったのです。それで消し

たのであれば、私は言いません。そういう話題がなくて消したのであれば、つけ加えてくれと、

私はこう言っているのです。ですから、前田委員の意見もみんなでこの意見はやるべきではな

いと決めたのであれば、任せたわけですから何も言えないのですけども、そのことが協議され

ていなければきちんと入れるべきだなと、私はこう思うのです。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。私、小委員会の小委員長ですけども、これ以外のも

のもこれからも議論の中で出てくると思います。今の中身のものも追加するとかしないとかで

はなくて、それは議論の中で出てきます。ただ私、前田委員の話と松田委員の話は違うと思っ

ているのは、会派から意見を求めた１番から３番までと４番目というのは違うと思っています。

ですから、もう１回町と議論するのか、ここだけで議論するなら構わないですよ。もう１回町

側と議論する必要があると前田委員が言ってらっしゃるのか、資料含めて。そこら辺は、私は

さっき言ったように、そういうことが。私は基本的には松田委員のとおりだと思います。私は

認識しているから４番目しか出していないのですから。ですから、そうでないとしたら、それ

はどういうことかというと、今まで討議してきた中で、なぜ質疑の中で今言われたことを出さ

ないで、町とどうして議論されなかったのかなということがわからないから、僕はそうやって

言っているのです。はっきり言えばそういうことです。今までの中で、前田委員がなぜ町と病

院の問題や国保の問題を議論されなかったのかなということです。それを今新たにやれば出る

のかなということです。ですから、そこの部分はもう終わったと思っていますから、ですから

そういう意味のことをさっき言ったのです。もう一つ、松田委員言われた中で、赤字は 24 年で

なくなりません。財政赤字比率ゼロになるということです。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私は冒頭、大渕委員が言ったように、町にただすとか云々ということ

ではなくて、基本的にはそういう考えもあるけれども、小委員会で今の部分が、病院とかそう

いう部分が一番当初の問題あるのだけど、その辺の整理はどうですかと聞いたはずなのです。

それは、早々方向性示せば、それで、私は呼んで云々ということではないですから。議会がそ

ういう形でやっているときに、そういう問題をどうとらえているのですか、小委員会でという

ことです。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 冒頭に申しましたように、小委員会としては、１番から３番までの討

議は終わったというふうに思っています。町側との質疑は終わったというふうにとらえていま
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す。ですから、その点について、これからの中で、前提条件として議会の中で出てくるのであ

れば、それは議会のほかは。議員としては議論をしたほうがいいと思います。ただ、それを小

委員会としてまとめるということは、この間から何回も言っていますように、スケジュールを

決めるのと整理をするということですから、それ以上の踏み込みはしなかったということは、

事前に小委員会で確認してやった行為ですから、そういうふうな今のような結論になったとい

うふうに理解していただきたいと思います。ただ、それを議論するのは構わないし、前田委員

から出たことも含めて、松田委員から出たことも含めて、どんどん膨らませてやるのは、これ

は議会ですから、言ったらだめだとかそんなことではなくて、この中でやるのはやったほうが

いいと思う。  

○委員長（及川 保君）  前田委員、固執しているわけではないのですよね。理解した中で意

見として持っているということですから、その分をきちんと尊重したいと思います。特に全体

の部分ではないですね。  

 それでは、小委員長の報告のとおり、この小さく事務局でまとめていただいた部分で進めて

いきたいというふうに思います。まず、基本的事項とここでなっていますけども、期間ですね。

計画期間。この部分について、この２点挙げられておりますけども。新財政プログラムの３年

おきにすべての見直し。この部分でございます。このあたりは町もしなければいけないという

話をしているのです。この部分ついて、それぞれ皆さんの思いがあれば。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 進め方ですけど、基本的な事項の部分は、最後にされたらいかがです

か。というのは、個々の問題がいろいろ出てきて、それで計画全体をどうするかというふうに

なるかと思うのですよ。このこと先にやって、個々の問題が出てくると、整合性取れなくなり

ますよね。ですから、基本的事項というのは一番最後に、個々の問題が全部議論された後、一

番最後にこの問題を議論するというのは、私は合理的だと思うのですが、いかがですか。計画

期間もピーク時の話なんか特にそうだと思うのです。最後にやらないとおかしくなるでしょう。 

○委員長（及川 保君） 行政運営のガイドラインと進行という部分、この部分にも大きくか

かわる部分なのですね。そういうことで皆さんどうですか。よろしいですね。最後に議論する

ということにしましょう。 

それでは、２つ目の定数管理及び総人件費の見直しについて。３点、課題として載っており

ます。更なる行政のスリム化の強化。臨時・嘱託職員の削減。管理職数の削減。これは、くく

ってどの部分からでもご意見があれば伺いたいと思います。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） この部分に関しましては、私どもの会派と前田委員から提案されてい

たことと思いますので、まず考え方を述べさせていただきたいと思います。私どもの会派は、

例えば人数的なことだとか、具体的なことは挙げてはいなかったのですけども、考え方として、

やはりこれから町民に対しての痛み。具体的には平成 21 年の４月から、今の計画ですと、大幅

な税率のアップ。特に固定資産税、法人町民税ということになるのですけども、今の段階では
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町民に対して説明していても、直接痛みは感じていないものですから、町民も何となくそんな

ことをやるのが大変だなという程度だと思うのですよ。ところが実際 21 年度になって、数字と

して厳しい状況というのが、直接痛みとして感じる場合。また、これから景気がよくなる見通

しがありませんので、そういったことを考えると、相当町民から不満というか、それが爆発し

てくる可能性が多大ではないかなというふうな考え方です。その中で、今赤字団体、北海道で

180 の自治体がある中で、もっとあるのかなと思ったのですが、20 団体しかないのですね。そ

の 20 団体のうちの白老なのですけども、同じ人口の比率のところの職員の数を見た場合、全然

赤字ではないところは、もっともっと以前からスリム化していたのですよ。白老が初めてこう

いう状況になって、再生団体を回避するために職員の給料を 20%カットと勧奨退職等で人数を

減らしましたけども、ようやく普通の状況に、よそと同じくらいの状況になったのです。確か

に病院だとか消防というのは、よそと比べて抱えていないところがほとんどですから、それを

白老抱えていますから、そういったものを考えた場合は、多少多くても仕方がないのかなと思

うかもしれませんけども、これはやはりもう少し考え直すべきかなというふうに思います。私

ども、具体的には挙げてはいなかったのですけれども、前田委員から出てきていたように、や

はり臨時職員と嘱託職員。これは削減をした中で、更なる行政のスリム化を図っていかなけれ

ばならないと思います。 

もう一つつけ加えて申し上げますと、行政の場合は、例えばこれから保育所がどういうふう

になって、民営化になるのかどうなのか、これから説明があると思いますけども、保育所ある

いは寿幸園。ああいったところが公設民営になったとしても、そこの職員を基本的には受け入

れているのですね、白老町は。方法としては、分限処分というような形で実際にその職場がな

くなったわけですから、それを無理に引き受ける必要があるのかどうなのか。ただ、全国の自

治体のいろいろな例を見ると、なかなか裁判をやったときに負けてしまうのだということを聞

いております。ですから、そういう部分で分限ということはなかなかできないという話も聞い

ておりますけれども、やはりこれだけ財政が厳しくなって、町民に痛みを与えなければならな

いわけですから、もっともっと人事管理というのを厳しくやっていかないと、町民からはなか

なか理解を得られないというふうに私は思いますし、多くの町民の声でもあるというふうに認

識しておりまして、このようなことを私ども会派としては提案をさせていただきました。 

○委員長（及川 保君）  ほかにご意見がございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、山本委員から出たことに対して、ちょっと考え

方聞きたいのですけども、例えば町の計画では 28 年まで 36 人純減になっているのですよね。

そういうことを考慮した上で、もっと減らすべきだというお考えなのか、皆さんのところに資

料行っていますけれども、昭和 47 年から平成 20 年までのすべての職員の変化、大きなところ

との変化、これが書かれていますし、今ラスパイレスがことしから 84 になるという状況がござ

いますけれども、当然 23 年度までは、現段階の大した人数ではないですけど、採用はしないと

いう町の方針なわけなのですね。24 年からは２けたの退職者が出るということで半分の採用と、

こういう町の方針なのですけれども、この職員の数をもっと減らすべきだと。今のお話ですと
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何か、嘱託と臨時を減らすべきだとお考えのようですけれども、そこら辺はどのように考えて

いらっしゃいますか。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 基本的には、やはり職場というのは、行政も民間も同じだと思うので

すけども、理想的なピラミッドの形というのがあると思うのです。ですから、やはり若い人も

入れておかなければならない時期によっては必要だと思っていますので、今のご質問にお答え

するとすれば、臨時職員と嘱託職員という考え方であります。基本的な考えとしては。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。そうであれば、私いつも述べているのですけども、

役場の仕組みを変えるということではなくて、今臨時職員の方や嘱託職員の方、表を見てもわ

かりますように、19 年から 20 年までふえている数というのは、嘱託で６名で臨時３名減って

いるのですね。19 年との比較で言うと。このときに職員が大量に辞められた中で、これだけの

数が増減という状況なのですけども、そうするとどこかの組織を見直さなければいけないとい

うふうになってくるのだろうなと思うのですけど、基本的には大きな役場の組織の動きにはな

らないのではないかなというような考え方でいいですか。要するに、今の段階で臨時、嘱託を

若干ずつ減らしていくというふうにしかならないのではないかという意味なのですけども。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 基本的な考えとして、町民の目から見た場合に映る目として、本当に

少ない人数で頑張っているなと。例えば、いろいろな課がある中で、事業の見直し等によって、

大幅に事業費が減っているようなところもあるわけですよね。そういったところは、忙しい部

署にもっと回すとか、その辺も考えながら、総体的に見て、やはり本当に職員は少ない人数で

頑張っているなというような、町民の目から見て映るような体制にしないと理解はなかなか得

られませんよということを申し上げているのです。総体的に見て、もう１度その辺は再考をし

てもいいのではないかという意見です。  

○委員長（及川 保君）  そうすると、職員も含めていますよね。 

○委員（山本浩平君） そうです。これは私どもの提案ですので、逆に皆様方の、いろいろな

方のご意見を伺ってみたいなと思っています。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今回、特別委員会が各会派に考え方をまとめてきなさいと、こういう

ことで各会派まとめてきましたよね。このまとめた案を町側に、議会側はこう考えていると出

して、町側はこの対案であれば、紙がこれくらい費用かかりますよ、ここはこうかかりますよ。

こうであれば、財政赤字比率にこういう影響がありますと考えるのは町側であって、我々今会

派が出した案を、この議場でお互いにどうだこうだというのは、私はおかしいなと思うのだけ

ども、そういうことではないのではないかなと思うのだけども、今出した案みんな、今大渕委

員と山本委員のように、この案はどうだとやっていくのですか。私は違うと思うのだけど。私

は、みんな出した案は、小委員会がこの案はまともな案だなと、言い方は悪いけども。これを
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そっくり町側に渡して、もちろん精査はするけど。そして、それに対して町側はこの案は受け

入れる、受け入れない。費用がかかる、財政再建に影響があるとか、こういうことを判断する

のは町側だと思うのだけども、私はそう思うのだけども。ずっとこうやって出した案を、例え

ば別の会派出したのをこうやっていくのですか。私は違うと思うのだけども。  

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今、松田委員からお話がありましたけれど、私もちょっと今大渕委員

と山本委員のやりとりやって、皆さんからも意見聞いたほうがいいのではないかという話があ

ったけども、やり方の話も出ましたから、疑問も感じているので、これはあくまでも会派から

取りまとまったのです。会派というのは政策集団ですから、会派でこうやって出してきたもの

をここで、この会派の意見まとめる集約ということが、この中で具体的などういう記載をする

かわからないから、個々のとらえ方違ってそれぞれ出してきているのですよ。細かく書いてき

ている人いるし、もうこのプログラムでいいのではないかという会派だってあるわけです。そ

ういう姿勢の中で、ここで今山本委員が言ったように、会派としてこういう考えを持って来た

ものに、こうだこうだとここでやることがどうなのかと。やはり今松田委員話したように政策

集団として出してきたものを、字句とか多少あるけれども、そういうものは町側に１回出して

すり合わせ、町側がこういう考え持っていると、そういう中でまた最終的に、時間なければ別

ですよ、さっき大渕委員が言ったように、それ別にして。そういうことが方法ではないかと。

それでなければ私、個人のこれだけ出したやつが、この中で意見違う。みんな集中砲火受けて、

１回１回全部答えるだけですか。私はこういう考えがあると、これからもこういうことを盛り

込んだほうがいいのではないかと、町側に対して。そういうつもりで書いてきたのです。それ

ならもう１回、基本的な書き方、ルールとして示して出させてもらわないと、もう１回書き直

ししますよ、そうすれば。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 私どもの会派は、小委員会の本来代表鈴木委員だったのですけれども、

鈴木委員の緊急登板みたいな形で、私小委員会に入っていますけれども、そもそも特別委員会、

総務文教常任委員会ではなくて、特別委員会つくったわけですよね。特別委員会の中でのまと

めという形で町に提示をしなくていいのであれば、それぞれの議員の意見やそれぞれの会派で

出てきた意見、これら出ていますということで、ぽんと出して、これで検討してくださいと、

それで本当にいいのですかという話です。私はそうではないと思うのです。やはり、意見闘わ

せあった中で、そしておおむねこの部分においては議会が全会一致とは言わなくても、80％く

らい大体これはおおむね賛成しているなというようなものを見えたのを、まとめとしてある程

度吸い上げて、特別委員会の意見として提示するということ、作業だというふうに認識してお

りました。ですから今回、白老港凍結というような考え方出してきているところもございます

よね。私はきのう港湾課に行って、もし日本製紙が撤退した場合の経済効果及び町に入ってこ

なくなる町税、日本製紙含めて関連の企業含めて。そういったようなものを、自分なりに調査

してきたのです。この場でその話をしようかなと思っていたのです。それぞれの会派が出して
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きたものをただ町にぶつけて、どうですか考えてくださいと言ったら、特別委員会何も必要な

いではないですか、それだったら。まとめる必要ないのですか。委員長、どう考えられますか。 

○委員長（及川 保君）  特別委員長として、今最終段階に入ろうとしています。まとめをす

るにあったって、きょうまでいろいろ皆さん、町側も含めて、懇談会も含めて、いろいろな中

で議論してきたことをまとめようとしてきているのですが、なかなかまとめようにも、まとめ

方が全然見つかっていなかったというのが現状であります。それで、先般の皆さんの合意のも

とで各会派から、それぞれの議員の意見を伺おうと、出してもらおうということになったわけ

であります。せっかくここまでまとめて、会派の皆さんはまとめていただきました。いろんな

意見がありました。私どもの会派も昨日さらにまた会議を開いて、いろいろ議論をしておりま

した。山本委員もそれなりに自分の一議員としての思いで、今話されたように港の関係でも調

査しているというような実情。こういうような非常に皆さん、いろんな場面の中でご苦労をさ

れているわけです。松田委員の話もそのとおりだと思います。せっかくここまで一生懸命まと

め上げたものを、またここで多分これは議会としてふさわしくないという形になっていくのか

なという、結果的にはなるのでしょうけれども、私は何としてもこの特別委員会のまとめをき

ちんとした形で町に提案したいという思いでいるものですから、ぜひこの部分で全議員のご理

解とご協力をお願いしたいなというふうに思います。 

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 議論いろいろ考え方ありますから、それはこれから議論をされても。

ただ、最終的にまとめるということになったときに、今山本委員から話ありましたけども、一

つ流れの中でお聞きしますが、私の中でどう決めるかということを決めなければいけない。一

つには具体的に上がりましたけど、港の関係ありましたよね。では、議会でこの特別委員会で

まとめるというときに、当然文書に出ているからはっきり言いますけど、凍結だとかあるいは

進めるという人がいるかもわからない。そういう場合は、まとめるというときはどうするので

すか。両論併記というの、それとも決を採るのですか。そのまとめ方によっては、これから議

論の仕方も違ってくると思います。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。前田委員はどうすればいいか言ってください。どう

するのではなくて、こうあるべきだと言わないと、どうするのというのは、誰か委員長が決め

ることなのか、誰が決める。私はこう思うからこうやったほうがいいです。とか言っていただ

かないとだめなのです。具体的にこうやるべきだというふうな意見を言っていただかないと、

どうするのですか、決を採るのですか。前田委員は決を採るべきなのか、採らないべきなのか、

どう思っていらっしゃるのか、そういうことを私は議論の中で言っていかないと、いつまでた

っても前へ進んでいかないのです。そこはどうですか。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） そんな結論は急がないで、冒頭で言ったときに、松田委員もこういう

ものが早くから出てきているのだから、一つ町のほうに上げて見てもらったらどうですか。私
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は同じことを言いました。ただ、今言ったように、特別委員会でまとめていくのに、その過程

の中で最後に特別委員会まとめますよと、そのまとめ方をどうするのか聞いているのですよ。

それによって、私は委員長に進め方としてどうなのですかと聞いている話であって、それによ

って私は議論しようと思って、こうすべきという言い方にはならないのではないですか。それ

は一つの流れの中で今それを話しているのです。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） こんなことで議論する気はないです。ただ、特別委員会全体でまとめ

るということになっているのですよ。小委員会でまとめるということではないのですよ。特別

委員会でまとめると、ここの場でまとめるとなっているのですよ。そうしたら、どうやってま

とめるかという意見だったら意見のように、委員長が全部決めてやるのならそれでもいいです

けど、私はこうやってまとめるべきだとなっていかないと、いくらたっても同じところで進ん

でいかないと思うのです。どうするのですかって、では特別委員長がまた諮ってやるのですか。

そうではなくて、こうやってまとめるべきだとなっていかないと、特別委員会全体でやるのだ

ったら、そういう議論になっていかないと。だから、松田委員はそうやってやるべきだと言っ

ているわけです。こうやってやるべきではないかと。そうでないという意見があるわけだから。

そういう議論にならないとだめだと言っているのです。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私は、だから今の流れの形を、僕は議論していると思うのです。だか

ら、そうであれば、ほかの人も意見言っていただいて、私はそういうのをどうするのですかと、

意思を諮っているのです。その結論の中で皆さん議論をして、両論併記の形になるよと、いわ

ゆる決を採るべきではないのかと、そういう形をある程度見通した中で、これを議論していく

必要があるのではないかと、私は言っているのです。何も私がすべきではなくて、どうですか

と言っている。そうでないと、さっき言ったように、こういう問題に対して、これでいいのだ

と言っているところもあるわけですから、その辺の議論をしていかなければだめでしょう。入

口の話をしているのです。何もそれだから、結論を出せという話ではなくて、そうなると話に

ならないですよ。私がこう言ったではなくて、議論してみて、それによってよく言っているよ

うな方向性が決まれば、それによってお互いに議論していくのではないですか。 

○委員長（及川 保君）  私が先ほど申し上げたように、いずれにしてもきちんとした提言を

議会としての、特別委員会をつくった以上はきちんとした提言を、責任を果たすということを

していきましょう、これは確認いたしましょう、皆さんと。  

９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 考え方なのですけど、特別委員会がつくられた趣旨から言えば、今の

町財政の大変な中で、どうしたらいいのかということを、町をどうチェックしながら、議会と

してどうならなければならないかということが町民から問われている。議会としてどうするの

だと問われているのです。そのときに、議員それぞればらばらな意見だけでは、議会としての

対応にはならわけです。何としても議会が一つの輪になって、この難関を乗り切るべきだとい
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うことが問われているわけです。だから、今までここで論議し尽くしてきたことは、議会で最

小限、会派がたくさんあるわけですから、１本に満場一致というわけにはいかないと思うけれ

ども、最小限まちを再生していくためにどこで手をつながなければならないかというところで

は、一致できる部分というのはいっぱいあるわけです。そういう意味からいって、どこの会派

の意見にどういうふうに同調できるのかということ、お互いに手探りをしながら、これを議会

の総意として町にぶつけていくということを、そういうことが使命になっていたのではないか

なという気はするのです。ですから、どこの意見がどうではなくて、その意見に学びながら、

会派の意見に学びながら、町民の負担増から守るためには、これをやるべきだというふうにお

互いに思えるような論議をしながら、そういうものを議会の総意としてまとめていくというの

がまとめだろうと思うのですよ。だから、全会一致になるかどうかはわからないけれども、大

筋としてまとまっていくものは出していくと。そして、どう採用するかは、これは町側ですか

ら。その少数意見を大事にしなければならないという観点から言えば、そういうものもつけ加

えて、そのほかにこういう要望もたくさんありますという形で、つけ加える形でまとめていく

というような形にしないとまとまらないだろうと思うのです。実際に今話をしてきたことは、

ほかの意見にどこまで私たち歩み寄って、議会の一致をみていくかという、そういう努力では

ないかと。私はその努力はすべきだというふうに思います。ですから、先ほど山本委員が言っ

たように、やはりどこでまとめていくかということをやっていく。そして、少数意見は少数意

見としてこれを上げていくという形を、やはりやってほしいと、私はこう思います。  

○委員長（及川 保君）  今、斎藤委員が、議会が一枚岩になって、この特別委員会の責任を

果たすべきだと、こういうことであります。確かに、プログラムにはそのまま上げるべきだと、

きちんとこれを推進してもらおうという、会派の意見としてあるのですが、そういうことも含

めて、この議会がきちんと議論をしたと。とことん議論をしてこの特別委員会が責任を果たし

たのだよというところまで持って行きたいと、こういうことであれば非常に皆さんそれぞれ納

得した思いで、特別委員会の思いが込められるのではないかという考え方に立ちますので、ぜ

ひ各会派から出された部分を皆さんできちんと議論し合う形にしましょう。最後に白老町議会

としての提言をきちんとまとめ上げたいというふうに考えます。よろしくご協力をお願いした

いと思います。暫時休憩いたします。  

休憩 午前 ９時５８分  

                                         

再開 午前１０時１２分  

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

定数管理の見直し、総人件費の見直しについての部分です。ここで皆さんのそれぞれのご意

見を伺いたいというふうに思います。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 基本的には、私は山本委員のこの提案に対しては賛成です。ただ、期

間的なものだとか期間の中で進めるべき人員削減だとか、そういったものに関しては、これか
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らいろいろな部分で議論は必要だなと思いますけど、基本的にはこういったところでのスリム

化をしていって、何とか少しでも町民負担を少なくするという形の中でも財源確保というのは

必要だと思いますし、当然これから行政も考えているのだと思いますので、それについてはし

っかりこれから議論をして、これから何らかの方向性を示すべきだと私は思っています。  

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 定数管理の部分について私も提言していますので、この部分について。

一つに行政のスリム化やっていますけども、今グループ制にしてやっていますけども、現状か

らいけば職員が減っている部分についても、これから見直しあるかもしれませんけれども、ま

ず課の組織の見直しをするべきだと。それによって、今やっているグループ制が生きるような

形にすると、私は職員が削減されても仕事の分野では対応できると、私は思っています。それ

と、グループ制の趣旨が今逸脱されてしまって、グループ制の中にグループ長が管理職、主幹

職、係長だったものがグループ制の中に複数の管理職が出てきているのです。そういう主幹職

が多く出ていて、責任とか、私が言っている権限の移譲とか、そういうものが明確にされてい

ませんので、そういう部分でまずスリム化を図るべきだと。  

それと、後年度に職員の採用を半分にしていますけども、これも状況を見なければいけませ

んけども、そう固定化されたのではなくて、今言われている町長も専門職を育てる、あるいは

民間に派遣して育てると言っているのであれば、今地方自治法でも言われています専門職の期

限つきの任用制をして、中間管理職あるいは専門職を期間で任用した中で、削減を図っていく

べきだと。単にすべてと言いませんから、職員を育てなければいけない部分がありますから、

必要な部分については、７名のところを２名とか３名削減して、残りは今言ったように専門的

なその状況の白老町が行政課題を持った中で、そういう形をやっていくと。そういうことをや

はり、この中で行政もうたうべきだし、そういう含みを持って私はこの中で改革案的なものを

出しています。 

○委員長（及川 保君）  前田委員は、今現行の制度のグループ制に非常に疑問を持って。疑

問というのは、うまく活用していないと、されていないという思いで多分言われているという

ふうに受け取りました。  

８番、近藤守副委員長。  

○副委員長（近藤 守君） 定員のスリム化ということは、改革委員限らず、通年言われてい

ることであって、今回はさらにそういうことを強く言っている山本委員からの意見であり、我々

もこれについては大賛成であります。ただ、非常になかなか内部まで我々が入っていくという

のは難しい部分もありますので、このことに関しては行政側としっかり意見を交してやってい

ってもらいたいと、こんなふうに思います。以上です。  

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 適正な人数というのは、何人なのかということはわかりませんけれど

も、ただよその似たようなまちに合わせれば、このくらいあればいいかということにはならな

いのだろうというふうに思いますので、その辺はやはり実態に合わせながらどう考えていくか
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ということは、これからずっと続けていかなければならない議論かなというふうに思うのです。

ただ、今回今までにないだけの削減をやったということで、かなりあちこちに無理がかかって

いるだろうなという気がするのです。役場の活力を落とさないためにも嘱託職員だとか、臨時

職員だとかというのも、そういう中から割り出されてきている数だろうと。しかし、問題は人

件費が今一番の問題になっているわけだから、そういうものをやはり実態に合わせながらスリ

ムにしていくということが、一番求められていることだから、そこはこれからもぎりぎりまで

考えていかなければならない部分だろうなと。聞いてみたら、余り人数が、正職員が減りすぎ

てしまって、少なくて、新しい事業に取り組めないというような実態も、よその自治体にある

というふうに聞いてはいるのですけども。そんなふうになって、人数が少ないからよかったよ

かったというふうにはならないわけですよね。だから、その辺はこれからの課題にもなるだろ

うと思うけども、原則的には、やはりみんなが求めるように適正な数にしていくまで、ずっと

それを考えていくと、スリムにしていくという姿勢をこれからもずっと持つべきだということ

では賛成をしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。2007 年の議会だよりで議会の検証として、白老町財

政健全化に関するガイドラインの検討を行うことで町民に約束をしているわけです。このガイ

ドラインというのは、なかなか難しい部分も実際にはあるという意見も小委員会の中で出まし

たし、実際に役場の職員と話をしてみると、もう既に白老町の場合は数字超えているから、今

からガイドラインつくったとしても、下げるための目標値にしかならないから、この財政健全

化プログラムやることによって自然に下がるのだというような、そういう意見もあるのですけ

れども、実質経常収支比率 100 超えているわけですから。この経常収支比率の大きい部分何か

というと、これ人件費なのですよね。一言で言うと人件費なのです、大部分が。100 を超えて

いる経常収支比率を、では何年までにどのくらい持って行くのだという、やはり目標値を持っ

て真剣に取り組んでいかなければならない項目なのです。このように思います。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員、何かございませんか。 

○委員（松田謙吾君） この部分はプログラムで、10 年間で職員の数を減らすときちんと出て

いますよね。今まで 60 何人減って、83 人ですか。そこをきちんと減らすのだと目標立ててい

ますから、今ここで目標に対してどうのこうの言うよりも、何年か見るとまた推移が変わって

くると思いますから、白老町の財政上、こうなったのは大きな一つに人件費も含まれているの

だと。このことは先ほど、皆さんの意見のとおり、それを含めて行政運営をすべきだというこ

とでいいのではないかなと思うのですけども。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。総体的には皆さん言われたことだと思うのだけど、

例えば委員長の会派から出ているように、高齢者大学の自主運営というのが出ているのですよ。

あそこに確か嘱託か臨時かわからないですけど、３名か４名いらっしゃいますよね。ですから、

そういう自主運営をやってもらえれば、そこはここから減るのです。そういうことというのは、
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すごく説得力がまちにはありますよね。議会全体がいいかどうかわからないですよ。高齢者大

学で自主運営をしていただくというふうになれば、当然ここから嘱託か臨時が減るというふう

になるのです。だから、そういう提案の仕方というのは、議会として見れば私はすごくいい、

そういう提案をすべき中身ではないのかなと。高齢者大学の中身はわからないから、それがい

いかどうかというのは、ちょっとそれはあとの議論になるのだけど、そういう提案の仕方。僕

は前田委員から出たような、こういうグループ制をこうすれば、こうなるのだよというような

提案の仕方。もっと言えば、例えば町民サービスの部分で前にも言ったけど、窓口を考えると

か、町民サービスの部分で考えるとか。そういうふうにしていったほうがいいかなという気が

すごくしました。ただ、高齢者大学のことについて言えば、私はそういう提案というのは、す

ごく具体的でわかりやすいし、町もそれに対してどうしたかということは、はっきりしますか

ら。そういうふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  ７番、玉井昭一委員。  

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。私も皆さんの言っていること、意見とほとんど同じ

なのだけれども、そこでただ一つだけ懸念しなければならないことがあるのですよ。それは何

かというと、この 54 ページの職員数の削減載っているのですが、約 86 名削減すると、28 年ま

でに。これはいいのです。もちろん職員数が減れば当然赤字が減ると。これは当たり前のこと

なのだけど。ただ、懸念することというのは、この 80 何名仮に減らしたよと。その人たちはど

こへ就職するのかというふうに考えると、地元に果たしてその人たちがいるのかいないのかと

いう問題もあるわけです。もちろん削減しなければならないというのは前提です。前提におい

て懸念すべきことというのは、僕はこのことだと思うのだけど、果たして仮にこの人たち全部

が苫小牧にみんな行きましたと。人口減になる。これは拍車かけるわけです、人口減の。その

辺の対策はどうするのかということも考えつつ、削減というものをしていかないと。これもや

はり考えないではいられないと思うのです。だから、人口減になれば、当然税収が減るという

ことになるわけだから。この辺がどんなふうに考えなければならないのかという、若干心配な

のです。もちろん、今皆さん言っていることが前提なのだけど、そのとおりなのだけど、人口

減になって税収が落ちてくることはどうなのだと。これも考えなければならないと思うのです。

この辺についてはどう考えるか。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 町を退職された方で札幌まで通っている方もいらっしゃいますよね。

家を建てている方はどうですか、苫小牧、室蘭、登別、仮にでは家売ってまたそっちのほうに

家を建てるか、あるいは借りるか。そうするかどうかというのはまた、その辺はどうかなと思

うのです。ですから、人口減のことを考慮してどうするかこうするかという議論には、僕はな

らないというふうに考えます。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） 皆さん、いろいろお話されたのですけども、私は 14 日に保育所の説明

があるので、寿幸園もそうだったのですが、専門職というか、資格を持ってそこへそれぞれ保
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育所の先生もそうですけれども、ただしそこが民営化になるということで、職員がこっちへ戻

るということがありますよね。そういった部分の保証はされなければならないのかも。さっき

山本委員が言ったことなのですけども、町の言っていること、町民側からするとすごく矛盾が

あるということなのです。結局は、保育所、社台にはなくなりましたよね。これは児童が少な

くなったのは、別に社台の人たちの責任ではないわけですよ。だけど、いろいろ老朽化とか人

件費がすごく高くなるということで社台から来ましたよね。その送り迎えをどうするかという

話になったときに、保育所の送り迎えはあくまでも親の責任ですと、はっきり行政側は言うの

です。なくなったから白老に来なければならないのです、社台の人たちは。そういうことから

考えると、職員だけはなくなってもちゃんと身分が保障されるという。何が一番大きく加算し

ているかというと、人件費なのです。そういったことでは、もし民営化になっても、本当に自

分の職としてそれを選んで、そういう資格を持っているのであれば、その場に保育士さんが必

要となれば、そこに残っていただくことも一つの方策ではないかなというふうに思います。そ

ういった町民にははっきり言い切るのですけど、職員は守られた立場なのですけど、そういっ

たところの説得の仕方というのも、私はもうちょっとあるべきかなと思っていますし、それか

らここの 53 ページに書かれていますけども、消防の広域化の推進計画が 19 年にできて、24 年

に実行計画みたいなのができますよね。こういったときに、消防職員の事務組合式なものにな

るのですけども、広域的に。そういったときに、47 人の職員の処遇がどうなるかということも

ありますよね。そういった部分も含めて、広域化になってそれは人口減らないですよね、きっ

と。広域化のここの部分は守るということになるのではないかと思うのですけども。そういっ

たことも計画の中にまだ入れていないのがどうしてなのかなと思いながら。ただ、決定するこ

とで持ち出しが多くなるかもしれない、事務組合になることで。だけれども、今後そういう中

で、経費としては余り動かないのかもしれないのですけども、そのことも一つ考慮のなかに入

れておくべきなのかなというふうに思っていました。 

○委員長（及川 保君） 今の意見も貴重ですね。消防の広域化が目の前に実は来ていまして、

当然他の市町と広域化になっていくのですけども、この当然人員も削減されていくのですけど

も、この辺のことはこのプログラムの中にはまったく語られていないということは、今、副議

長からありました。そういうことで、委員それぞれ皆さん、そういう思いでとらえていてほし

いなと思います。土屋委員、何かございませんか。  

○委員（土屋かづよ君） 行政のスリム化ということに関しては、今の社会的情勢などをとら

えて、やはり将来的な展望が見いだせない中で、いたしかたないのかなという部分も見えるの

ですけども、今回行った削減。それを踏まえて、そういう中で今度賃金のカットという。それ

が同時進行でずっと行われていけば、必然的に町の行政そのものが段々町民に対するサービス

も含めて落ち込んでくるのではないかなというのが、すごく見えるのです。果たして定数が何

名で妥当なのかというところがないのにも関わらず、先だって出していただいたこの資料を見

ますと、大体類似町村２万人単位のところで、白老はそんなに多いわけではないのです。この

中には、消防と病院は入っていませんから、消防、病院入れて 276 という数なのですけども、
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私はこれを早急に行うのではなくて、本当に長い間時間をかけて、そして精査しながら、本当

に町民が納得してくれるような形でやるべきだと思っております。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治君。 

○委員（氏家裕治君） 今、土屋委員から長い時間をかけてという話がありましたけども、こ

れは最終的な期間の話にもなってくるのかもしれません。ただ、今回の財政改革プログラム案

に関しては、職員が伴っている痛みも 10 年で何とかしようということで取り組んでいる話だと

僕は思っています。これを、例えば期間を延ばした形の中でじっくり考えましょうというので

あれば、15 年続けるのか、20 年続けるのか、30 年続けるのかという話にもなり兼ねない問題

だと僕は思っています。それは逆に職員のやる気をなくすることになり兼ねないですし、若い

人たちにとってはなおさらこの 10 年で何とかするという思いをしっかり僕たちはくみ取って

考えていかなければならない問題だと僕は思っています。ですから、いろいろな意見はあると

思いますけども、私はそういう考えで。土屋委員の話の中で時間が出てきましたので、時間の

もし話があるのであれば、10 年なら 10 年の中で進めていくという話に私はなるのではないか

と思います。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋委員どうぞ。  

○委員（土屋かづよ君）  11 番、土屋です。私は長い間というのは、この限られた 28 年度、

10 年間の中での話なのですけども、その間にやはり純減する分というのがあるのです。それを

含めて時間をかけて削減したほうがいいという考えなのです。 

○委員長（及川 保君）  １番、本間委員どうでしょうか。本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 定数管理のことについては、僕ら会派で多く語られたところなのです。

やはり前田委員も言ったように、いろんな管理職とかの見直しと勧奨退職の方と、適切にちゃ

んとそういう場所でやられているのか。同じ課でやられているのかというのを、いろいろ会派

で議論したのです。それと一つは気になったことで話は違うのですけど、高齢者大学の自主運

営なのですけども、自主運営するかしないか、今後の検討になっているようなのですけども、

その前に大学の校舎というか建物なのですけども、すごい老朽化しているのです。それで、そ

のことが新財政改革プログラムの中に入っていないのです。今後建物をどうするのか。建て直

すのか、改築するのか、移すのか、そういうことも含めて、本来入ってきてもらえればこうな

るのだなというのがわかるのですけど、自主運営するのでしたら、例えばどこでそういうお金

が出てくるのかという、そういうのも本当は出てきたらよかったのになと思っているのです。

ここに入っていなかったので、お金の面に関してもどうなるのかなという、そういうのもちょ

っと疑問に思っていたのでということです。  

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員どうでしょうか、この総人件費含めて。ご意見

を伺いたいと思います。  

○委員（西田祐子君） ３番、西田です。定数管理及び総人件費の見直しというのは、おおむ

ね山本委員と前田委員のご意見に賛成です。若干、ほかの委員さんから人口減があったらどう

するのだとか、新しい職場がなかったらどうのこうのという意見がありましたけれども、ここ



 20 

で言っている山本委員と前田委員のご意見というのは、あくまでも管理職者数の制限とか、行

政のスリム化。また、臨時・嘱託職員の削減ということを言っているわけなのです。多分、私

なんかは個人的な考え方なのですけど、臨時職員、嘱託職員を雇うくらいなら、申しわけない

ですけども、今回職員の給料２割カットしましたから、その分残業してでも頑張ってほしいな

と。残業手当をもらってほしいなと。極端なこと言いますと、そうして頑張ってもらって、今

新しい職員を凍結となっていますけども、できることなら若い方を採用してほしい。そういう

声がやはり町民の中にもたくさんありますので、ですからここで言っている人件費の見直しと

か、そういうものはあくまでも今いらっしゃる職員ではなくて、臨時職員、嘱託職員、また管

理者数の削減とかスリム化。こういうことをもっと強力にやってほしいという思いで出されて

いると思いますので、私はぜひこの辺は強く出してほしいなと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  後で、この部分については総体的に皆さんにご相談することになろ

うかと思いますが、大体皆さんのご意見を伺った状況ですね。  

 それでは次に移ります。事務事業の見直し。ここで言われている２点ですけども、これは別々

にやりましょうと、こういう小委員会の中では確認をしております。それで１点目、人件費補

助団体に対する補助金削減の一層強化という案件ですけども、皆さんのご意見を伺いたいと思

います。５番、山本浩平委員どうぞ。  

○委員（山本浩平君） このテーマも私どもからも出させていただいた件ですね。これらも含

めて、私どもは行政のスリム化を再検討すべきだという意見なのです。特に、やはり人件費の

非常に多く行っているところ。人件費含める補助金。例えば商工会の運営費補助あたりも 2,000

万ぐらい行っていますね。観光協会 2,300 万。体協は 1,000 万。そういったところですとかい

ろいろあるのですけれども、こういったところもやはりできることなら自立をしていただくよ

うなことも必要ではないのかなというふうに考えます。 

今、国も道もそうですけど、開発局の話だとか出ていますよね。きょうの道新の一面にも分

権委員会の中で廃止すべきだなどというのが一面出ていました。国のいわゆるいろいろな各省

庁の人たちが引退された後につくっているようなところがたくさんありますよね。そういった

ところもものすごく見直しを強くされている中で、やはり白老町も従前のところを、今このタ

イミングのときに、見直しできるタイミングだと思うのです。ですから、そういった意味で十

分具体的にどこをどうすべきだということまで私は言及する気はないのですけれども、この会

派ではないのですけれども、やはり見直しをされてはいかがでしょうかと、こういった意見で

出させていただきました。 

○委員長（及川 保君）  提出者として松田委員、この考え方を。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番、松田です。私は、今財政再建を切り抜けていくには、どこから

金を持ってくるか。何を財源にするか。先ほどからずっと話題になっていますが、もちろん職

員の給料、人員の削減、町民負担。これで主に切り抜けようとしている。ここの中で、ではこ

れ以外からどこから金をつくるかと、こういったときに私は大型補助をしている団体の、この

辺の見直しを考えるべきではないのかと。例えば商工会は、かつては 1,000 近くあった会員が
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400 を切ったようだ。それから観光協会は、白老の放っておいてもずっとみていると 170 万く

らいきていると、こう言っている。その中で、今回の観光協会はどうやっていくのかしらない

けれども、私は町長が観光協会の会長でありますから、私は 2,300 万の補助を出すのであれば、

役場の産業課に持ってきてもいいのではないのかと。そして、補助を削減すべきではないのか

と。それから社会福祉協議会。この辺の、今２億以上の大所帯になったと。かつては、私の知

っている限りでは、今から 25 年くらい前は社会福祉協議会の予算は 1,500 万。それからずっと

ふえてきて、20 倍近くになってきているのですが、やはりこれまでになってきたら、社会福祉

協議会は自立をして、そして今、白老の財政がこれだけ厳しいわけですから、この辺の削減も

考えるべきだと、これは私の考えですから。ということで、大型補助金団体の削減。これはや

はり大きな削減効果があると思うもので、私はそのほかいっぱい補助金あるのですが、大型削

減というのはこのこと、この辺はやはり見直すべきだと、こんな考え方です。 

○委員長（及川 保君）  提示者としては、そういう考え方でよろしいですね。ほかの皆さん

のご意見を伺っていきたいと思います。  

７番、玉井昭一委員どうでしょうか。  

○委員（玉井昭一君） これについては、私は役場の案に沿ってやっていいのではないかと思

っていますので、特に意見はありません。 

○委員長（及川 保君）  ８番、近藤守委員。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。先ほど、松田委員の言ったことには私も賛成なのです

けど、社会福祉協議会がまだ自立ができない状況なのかなというふうに思っています。前回も

おっしゃったように、デイサービスに車両が全部、社会福祉協議会の場合は確か、公用車でも

ってデイサービスをしいると思っています。ほかの民間のやつは全部自分で、聞くところによ

るとガソリン代も自分持ちだというような話も、確実ではないですけど、そんな噂も聞いてい

ますので、その辺からもやはり少しずつ改革して、あるいは少なくするべきかなというふうに

は思っております。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） きょうは皆さん、ご持参なされているかどうかわかりませんけれども、

この請求資料の中のナンバー９の中に各種補助金の状況というのが出ているのです。言い忘れ

ましたけれども、先ほど出ておりました社協さんには 3,000 万の補助金が行っているわけなの

です。そのうち職員の給料分が 2,600 万。非常にやはり高額なのです。この辺、本当に適正な

内容なのかどうなのかということを、これはやはり精査していくべきかなと。金額ばかりでは

なくて、業務の内容含めて。これは産業厚生常任委員会の所管事務調査で行う予定にはなって

おりますけど、その辺もやはり議会として、きちんと目を通しておくべきかなというふうに思

います。それで、平成 20 年度一般会計から出ている補助金の予算額。これが１億 3,100 万なの

です。私どもの会派から出ている話ではないので言及はしませんけども、振興公社関係の委託

料全部トータル含めると、9,300 万です。両方合わせて２億 2,000 万以上の金額が出ているわ

けですから、この各種団体の補助金というのは、やはりこのタイミングのときにもう少し見直
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していくことも必要ではないのかなと思います。 

○委員長（及川 保君）  社協の言及が松田委員からあったのですけど、今、山本委員もあり

ました。こういう厳しい、国も大変厳しい中で、いろんな制度改革しているのですね。そうい

う部分では、この地方自治体もそういう考え方も含めて、民間の活力を最大限に活用していく

と。すべて町がやっていくということにはならないのだろうと。やはりそのあたりはどんどん

推進することによって、今言われている部分が大きく改善していくだろうという考え方を各議

員の皆さんも持っていただきたいなと思います。 

14 番、氏家裕治委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） まず、団体に対する補助金削減、一層強化すべきだという案に対して

は賛成という立場の中から、ちょっと申し上げておきたいなと思います。まず、商工会の部分

に関しては、多分これから町からの派遣社員というのはなくなってくるという方向性になると

思うのです。今年度も行かないと言っていたやつが行くようになってしまった部分もあります

けど。ただ、その辺については、これからのしっかりとした自主運営にゆだねていくようなそ

ういう形をとっていかなければならないと思っています。これも長い間かけてではなくて、早

急にそういった方向性を示すべきだと思います。  

それから観光協会については、今ＪＴＢから職員を招いてプロの手法というものを、各職員

が学んでいると思うのです。今年度に限ってはこちらからＪＴＢに出向して、そういった技術

を磨こうということで行かれていますよね。であれば、やはり株式会社化がどうかということ

は別にしても、先ほど松田委員が言われたように、本当に少数精鋭の中で役場の中で観光課の

ようなものをしっかり設けた形の中で、もっとスリム化をして集中的にやっていけるような体

制づくりは必要だろうなと。それによって、大分人件費にかかる補助というものについては削

減できるのではないかと思います。 

社協については、事務事業の中身を１度精査してみないと何とも言えませんけれども、確か

に金額的に見ますと大きな金額が流れていくということで、その中の事務事業の見直しができ

る部分。またいろいろな施設と言いますか、そういったところと協力してできる部分に関して

は、いくらかでも削減を求めていくことが大切なことなのかなと。これは、産業厚生常任委員

会の中の所管事務調査にもありますから、その中でまたしっかり勉強していきたいなと、私は

そう考えています。 

○委員長（及川 保君）  ９番、斎藤征信委員。ご意見をこの件に関してお伺いしたいなと思

います。 

○委員（斎藤征信君） ９番です。大方、大体皆さんがおっしゃるようなそういう考え方とい

うのは基本にあっていいのではないかと。町そのものも、町民そのものがこれだけ苦労してい

る中で、親方日の丸でやっていっていいのかという。やはり、そこでどれだけ苦労をしなけれ

ばならないかという、そういうことをやはり意識的に持たなければならないのではないかなと、

そういう意味では。やはり自主運営を求めていくということ、その考え方はそれでいいかなと

いうふうには思っています。  
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○委員長（及川 保君）  11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  大方、皆さんの意見と同じなのですけども、この補助金がよいか悪

かは別として、大幅に削減をするということは求められると思いますけれども、逆に陣屋とか、

アイヌの文化調査研究、そういったたぐいの補助金が、ほかのところと比べてぐっと低いわけ

です。やはり、補助金カットばかりではなくて、そういうこれから白老町を担っていく子供た

ちのためにも、いろいろな文化の保護とか、学芸員さんの本当に必要な研究費とか、そういう

ものもほかでカットしても、そちらのほうに補助金をふやすというような、そういう政策の転

換が求められるのではないかなと思うのですけれども、そう思っております。  

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、補助団体の話がありまして、町自体が人員削減をして、いろんな

町民サービスをいかに保つかという努力をされています。町とまた違った部門の民間の立場で

やっているところに補助金として、ある程度職員を派遣したりとかやっているのだと思うので

す。だから、一生懸命努力はされてはいると思うのですが、先ほど出ましたけども、社会福祉

協議会の中で最初の従業員の介護制度がスタートした時点と、今白老町の介護に関する状況と

いうのは、かなり変わってきています。社協でそれを全部賄わなければならないのかどうか。

私も産厚でやられるということですので、詳しく勉強していただけると思いますけれども、そ

のデイサービス、ホームヘルパーを派遣している事業をやっているがゆえに、職員が必要な部

分で 2,500 万という金額が、どっちに回っているのか。本当にほかのほうの単価が社協でやっ

ていることと、もちろん受けるサービスの単価は変わりませんけれども、人員全部含めてほか

の民間団体でやっているところの差がないのかどうなのか。そういった原価的なものをもうち

ょっと調べて、きちんと意見として、私は前にもそういう議論があったような気がするのです

けど、デイサービスとかそういう部分は切り離して単独でやるべきかなというふうにもちょっ

と思っているのですけども、ちゃんと調べて言っているのではないので申しわけないのですけ

ども、そういったこともできないかなというふうに思っていますし、それから観光協会に関し

ても、先ほど松田委員がおっしゃったように、会長が町長であると。まして職員をＪＴＢの専

門の勉強に出していると。そういった部門では元に戻ってきたときに、その人を核にして、町

とこちら側の庁舎の中でそういったことの対応がどんどん民間のノウハウもわかっているわけ

ですから、そういった部門ではきちんとやっていけるのではないかなという気がしますので、

そのあり方を、派遣したことの意味がそういったことに生かせるようなことも考えてもらいた

いと思います。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕委員いかがでしょうか。大体皆さん、大筋同じですが。 

○委員（大渕紀夫君） 今、吉田委員がおっしゃいましたからいいですけども、私は社協の場

合は、事業部分をきちんと独立させるべきだと。事務部分というか、本来社協が担ってきたこ

とについては、やはり今までの中でそういう事業は違う部分がやるべきです。社協があれだけ

大きくなってしまって、人を何十人も抱えるというのは、本当にそれでいいのかどうかという

あたりは、私は非常に疑問に思っています。ですから、社協本来の白老町の福祉だとか、そう
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いうものをどうするのか。コーディネートをどうするのか、どうネットワークをやっていくの

かというような形での本来の社会福祉協議会に戻るべきだろうと。あそこが全部抱えるという

のは、私は違うというふうに思っています。この前、言葉が悪く、第２役場という話ありまし

たけども、私もそういうふうに感じておりました。  

○委員長（及川 保君）  なかなかそこまで踏み込んで皆さん発言されていませんけども、実

は私もそういう、これだけの広範囲に民間の事業所が町内にできつつあるのです。そこを大い

に活用するというのは、やはり社協であり、まちの役割であるというふうに思います。その辺

を十分反映してまとめていきたいと思います。ほかよろしいですか、ここについては。 

 それでは、次は２つ目になります。振興公社、土地開発公社の見直しによる一般会計への負

担軽減という提案になっております。この部分も、先般の委員会の中でも町側と議論されてい

た部分がありますけども、それぞれ皆さんのご意見を再度伺っておきたいと思います。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 振興公社関係については、私たちから出していた部分が一部あります

ので、ちょっとお話をさせていただきたいのですけども、振興公社が取り扱う事業。いろんな

事業があると思うのです。そういったものの洗い出しも今必要なときなのだろうなと、私は思

っています。特に私が先ほど申し上げたのは、環境センターだとかいろんなごみにまつわる話

の中で、振興公社が取り組んでいる部分というのはあります。事業が縮小されるのであれば、

人件費、今のままでいいのですかという話に僕はなると思うのです。ですから、その辺につい

ては、この間も副町長がいろいろ話をされていましたけども、自分もそう思ったけどもできな

いのだという話なのだということで、やはりこれは今回の新財政改革プログラムには取り込め

ないかもしれないけども、そういった形の中で行政に対しては、しっかりとした答えをもらっ

ていくような形にしていきたいなと。それがどういう反映をされるかというのは、今回のプロ

グラムに反映されないまでも、今回のこのプログラムを１年ずつ見直していくのか、３年ごと

に見直していくのかという話の中から、ちょっとその辺の解決方法を見出していきたいなと、

私は考えています。 

○委員長（及川 保君）  ここに働く方々の、大渕委員の前回の質問の中にも、これを強力に

推進するとなると、そういう部分も出てきてしまうので、非常に厳しいという言い方もされて

おりますけども、町が厳しいこの財政状況の中で、このことについてはやっていくべきなのか

なというふうには思うのですが、皆さんどういうふうに考えておられるか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。振興公社は商法に基づく公社なのです。ですから、

事業は何でもできるという状況なのですけれども、私はやはり第３セクターになって失敗した

ら困りますから、そういうことは十分注意しなければならないのですけれども、例えば先ほど

の観光協会、松田委員が言ったように産業経済課に持ってくるということもありますけれども、

振興公社がこういうことが、一つは協定なり何なり、今白老町に視察がものすごく多いのです

けれども、そういう視察に来る方々が白老に泊まってもらうということをやっているのです。
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そういうことを本当に白老の旅館業者の人たちが潤って、地元からちゃんと食材を買ってもら

うと。来ている方々というのは、視察だけでもばかにできない量なのですよ。ですから、本当

にそういうものが白老の町民にも映るような形でやるとしたら、もっといい方法、やり方があ

るのではないかと。 

それから、先ほど氏家委員がおっしゃいましたように、例えば今のバイオマスのあの組織と

いうのは、日本製紙に買ってもらう。日本製紙から蒸気や水や電気の供給を受けると、こうな

っているのです。そうすると、我々議会の人間もそこについては極めて関心を持っております。

ところが、ほかのところに行ってしまうと、我々がチェックすることはできないですけれども、

例えば振興公社がバイオマスの施設の運営をしたならば、これは町が 75％出資しているわけで

す。日本製紙も出資しているわけです。そういうことで言うと、極めてスムーズにいく部分と、

議会も決算書によってチェックできるのです。今は町が委託出しているものしかないですけど

も、そういう形で広げていきながら、確実な部分です。例えば、今までの観光協会の任だとか、

バイオマスの任だとかを振興公社が本当にできないのかどうか。そういう形の中で今まで矛盾

のあった部分、町民の皆さんが務めていた部分を変えていくというような。それは、多分今回

の財政問題の中でなければできない、私はそう思っています。ですから、具体的で有効な町に

対する提言。そういうものがきちんと行うというのは、具体的で有効な提言をまちにするとい

うのは、そこまで皆さんが大方合意ができればそういう提言をして、そして、なるほどまちは

変えるための努力をしているのだなというふうにわかるようにしなくてはいかないと思うので

す。病院の給食見た人わかると思うのですけど、夏はすごい暑いのです。確か冷房が入ったの

は去年だと思うのです。それまで冷房は入っていなかったはずなのです。それで、産業厚生常

任委員会で見に行ったときも、確かそうなったと思うのだけれども、そういうことを含めて考

えたら、民間委託が全部いいとは思わないけれども、そういうチェックがきちんとできるよう

な形をつくっていかなければいけないわけでしょう、今。だから、そういうことと同時並行で

新たな事業も考えるし、バイオマスの場合はどこにも影響を与えないわけだから、今まだどこ

も受けていないわけだから。本当にそういうことはできないのかなと私は思っています。そう

いうことを提言していくことによって、町に対するプラスの側面が出てくるのではないかとい

うふうに思っています。具体的で有効な提言をやはり議会がしていくというのは、そういうこ

とも合意できれば一つの中身かなというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君）  かなり具体的に、今話がされました。やはりそういうことだと思う

のです。きちんと具体的に提言をするということで話も当然、受ける者もきちんと整理しやす

いと思うので、そのことも含めて今後課題としましょう。 

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 振興公社、土地開発公社の関係ですけども、振興公社については２つ

ほど問題があります。一つについては、土地の２億 5,000 万が町の形で抱えているのです。こ

の前も話しましたけども、利息かなり払っていますけど、それをポロトの収益の中で払ってい

るのです。そうでなければ、今お話しされた部分が改善されてきますので、その部分について
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は議論されていないのです。そっちに置かれているのです。それをどういう扱いにするかとい

うこと。私は振興公社については、第３セクターですから、あそこに経営者はいないのです。

ですから、これから業務をふやすのではなくて、私の考えですけども、逆にここにある、行政

が拘束しなくてはいけないもの、どうしてもしなくてはいけないものは別です、給食センター

とか。だけども、病院の調理だとか庁舎の清掃とかいろいろありますけども、こういうのは今

白老の経済が厳しいですから、白老の民間の若手の経営者が出資をして会社をつくって、それ

でまた銀行の清掃とか、いろんなことやって事業を拡大し、そういう形の方向性を私はやって

スリム化にし、片方では経済の活性化に寄与すると、そういう形で、あそこで働いている人は

寄与、増減は別として、身分を保証することはある程度するような形の中で、これは議論しな

ければ、これはそっちに置いておいて、一つの形として今の振興公社を業務膨らますのではな

くて、逆に減らして、民間に会社を起こさせて、そういう部分をもっと一つの経済行為として

やっていただくと、そういう部分のほうが私は今行政のスリム化を図っている中において、そ

ういう部分の方向性のほうが私はいいのかなと、一つの考えを持っています。ですから、もし

やればそういうような逆に提言をしていただきたいなと私は思っています。 

それと、土地開発公社についても、もう少し方向性を示して、ただ持っていくばかりではな

くて、あそこにも臨時職員いるのです、専門に。そういうものを、もうちょっと３億何ぼぐら

いの決算をつくるような話ですから、職員がある程度仕事を分担するとか、そういうことも臨

時職員を削って、もっと踏み込める素材はあるのです。そういう部分でいかなければ。あとつ

いでですけども、アイヌ文化博物館に学芸員出していますけども、それも前は入場者が落ちて、

経営が苦しいから削減しましょうという話が出ているのですけども、先日の話によると、ＪＴ

Ｂで逆に入場者ふえてきているという話もありますので、その辺もやはりシビアに見るべきだ

し、私はイオルの観光協会の下のほうに行って見てきたら、非常に財団の博物館、規模は違い

ますけども、共通する部分は非常にあるのです。僕はあれを懸念しているのです。資料をそろ

えている部分があります。そして、あそこには人も・・・言いませんけども、ある程度懸念さ

れている部分は持っているのですよ。だから、そういう部分を整理すれば、僕は見合うかとい

う部分になってくると、もう少しそういう部分も突っ込んで、出すなという意味ではなくて、

もっと合理的にやっていく必要があるのではないかと、こう思います。 

○委員長（及川 保君）  大変具体的に話もされましたけども、そのとおりだなというふうに

思います。ほかございませんか。  

暫時休憩いたします。  

 休憩 午前１１時０８分 

                                         

           再開 午前１１時１９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。 

 いかがでしょうか。大体皆さん、考え方はそんなに違いは。どうですか、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、先ほど大渕委員が言った、本当にそのとおりなのです。私は、
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かつては振興公社の倒産の憂き目に遭ったことがあるのです、しばらく前だけど。そのときは

白老町が、私は前に第２役場と言ったけども、信用して適正に戻ったし。それから、振興公社

の果たす役割というのは、ものすごく大きいと思う、今まで果たされた役割も。ですから、こ

ういう財政の厳しいときに 3,000 万ほどある金をやはり町のほうに振り向けたらどうだと、厳

しいのだから。私はこういうことを言っていたのです。だけどもこの間、副町長のお話を聞く

と、これは大変厳しい話を言っていました。ですから、町の職員が 20％もカットされているの

だから、例え３％でも５％でもやはりそういうことは大切ではないかと、こういうことを私は

言いたかった。まさしく親方日の丸なのだから、ここは。 

○委員長（及川 保君）  本元が厳しいときに、今度は逆に少しでも助けてくれと。  

○委員（松田謙吾君） 助け合うべきだと、助けるべきよりも。 

○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、前田委員が言った振興公社の事業部門の清掃部門なのですけ

ども、ずっとここ見ていたのですけど、庁舎の清掃と中央公民館の清掃と毎日しなければだめ

なものかと考えていたのです。人が減らされることだから、ちょっと私も心痛いのですけども、

会社が設けてやってくれるなら、それはそれで私は、循環して歩くのです、ああいう清掃会社

というのは、人数を。そして、一日時間をずらして回って歩くと。私、学校もこういう庁舎も

毎日でなくてもいいと思う。子供たちもごみ拾いちゃんとしたりとかそういうことをすれば。

庁舎の職員が掃除するようになったわけですから。今議場も見ていたのですが、もちろん私達

もしなければならないと言っていたのですけど、そういうふうにして、私は職員の回し方、清

掃のあり方をもうちょっと研究すべきかなと。ここに清掃が必要だから何人、ここに何人では

なくて、循環できないのかどうか。そういった部門の、町からこうやってくださいと言われて

いるから、それぞれ受けてやっていると思うのですけど、もうちょっとその辺を工夫して、本

当に毎日必要かどうか。この庁舎も毎日やっていますけども、本当に必要かなと思うのです。

だから、そういった部門で回るとか、そういったことを考えるべきだと。私もそういう会社を

持ってやれるのは、そのほうがいいと思うのですけど、すぐそういうふうになるかどうかわか

らないので、そうであればそういった方法をきちんと考えるべきかなと思います。  

○委員長（及川 保君） たいへん参考になる意見だなと思います。このあたりも入れれれば、

入れていきたいとなというふうに思います。大体もう皆さんよろしいですね、この部分は。 

 それでは次に、町民のサービス見直し。直接、これも町民の皆さんにかかわることですから、

皆さんの一人一人のご意見を伺いたいなというふうに思います。まず１つ目、循環福祉バス料

金体系を受益者負担から全有料化にすべきだという清風クラブの提言になっております。この

あたりの考え方を伺いたいと思います。考え方としては、先般の委員会の中で松田委員が発言

をされておりますので、ご理解をされているかと思います。ほかの委員の皆さんのご意見を伺

いたいと思います。 

１番、本間広朗委員はいかがでしょうか。 

○委員（本間広朗君） 循環バスを有料化にすればいいのかどうかというのも、ちょっとわか
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らないと言ったらあれですけども、もちろんまちの財政状況見たら、やはりいくらかでも取ら

なければだめなのかなと思いますけど、ただ大体使用する方、前に松田委員も言っていました

けども、お年寄りお金持っているから、取ってもいいのだというお話もしていましたけども、

逆に僕はできるだけお年寄りとか、そういう人たちからお金は取らないようにして、できるだ

けこの循環バスというのはやはり無料化で続けていってほしいなというのはありますので。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 循環バスの料金体系とか、こういうものを私どもの会派で出させてい

ただいたのですけども、そこの中で高齢者の方が無料だということもありまして、実はそうい

う方々がいつも乗るバス、そのバスに席が固定されてしまって決まっていると。本来であった

らあってはならないことだと思うのです。普通、私達はバス路線を走っているバスとか列車と

か乗るときに、指定席の券でも買わない限りは自由席だと思うのですけれども、無料化がある

がゆえに、そういう弊害の声も多々私どもの耳に入って来ております。こういうものに対しま

して、やはり白老町も財政が厳しくなったのですから、今相応に負担をすべきだという考え方

は町民の方々、高齢者も含めて皆さん同じだと思っていらっしゃるのです。ですから、むしろ

無料でいること自体が高齢者の方々に対して、果たしてそれがいいのであろうかと。本当に実

際にこの料金を払って乗るのが大変だという、そういう方々はそういう方々で、町で別に補助

してあげればいい話で、私は有料化にきちんとして、また大変な方々は大変な方々で補助して

あげる。そういうような考え方をきちんと持ったほうがいいのではないかと思うのです。  

○委員長（及川 保君）  清風クラブの考え方というのは、席の話は別としても、そういう考

え方だったのです。元々の発端が不便なところに住んでいる方々がなかなかまちに出てくるの

も大変だというのは、やはり白老は多いのです。また、なかなか山側のほうにおられる方はほ

とんど歩いて国道まで出なければならないという部分があったものですから、この事業の発端

はそういうところから来ている。お金がどうのこうのということではなかったのです。そうい

う部分があったということで、今回全有料化にするのが、本当は望ましいのではないのかとい

うことだったのです。それが 100 円なのか 200 円なのか 300 円なのか、ちょっとその辺は別と

して。この辺の考え方を伺いたいなというふうに思います。 

14 番、氏家裕治委員いかがでしょう。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。これは、この４点一緒で考え方、話をして構わない。

個々の話ではないですよね。 

○委員長（及川 保君）  一括になっていますから。 

○委員（氏家裕治君） 私は、循環バスの料金体系については受益者負担、公平性からいって

も当初の目的も含めて、ある程度の負担をお願いして、この循環福祉バスをしっかり維持して

いくのは大事なことだと思っています。例えばこれは、全体の財政改革プログラム案の中で見

ると、財源の一つのプラスになってくる部分だと思うのです。これからも多分いろいろなこと

でそういった話がプラスになってくる部分。当然町民負担になってくる部分だと思うのですけ

ども、出てくると思うのです。ただそういった中で、各事業の見直しだとか、人員削減だとか、
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いろんなものが今回のこの特別委員会の中でまとまったときに、その中で私が言っていた有料

ごみ袋の値下げだとか、そういったものに振り向けられるのか、それとも福祉に振り向けるの

か、それとも教育に振り向けるのか。極論でしょうけども、そういった形の中で議論されるこ

となのだろうなと、私は思っています。ですから、先ほどからずっといろいろな人件費の問題、

振興公社、土地開発公社の問題、いろんなものが取り上げられていますけども、そういった形

の中で方向性が決まり、これだけの財源確保ができるとなったときに、有料ごみの袋の値下げ

に 10 円下げていけるのかとか、20 円下げられるのかとか。逆に公共施設、学校関係の耐震化

にそういったものを振り向けていけるのかとか、計画的にそういった議論になっていくのでは

ないかと。私は、この有料ごみも値下げについては、振興公社の今後の仕事量の問題だとかい

ろんなことを話しましたけども、結局は松田委員から出てきたそういったものも、町民にお願

いするものはお願いし、そしてそういった形の中で出てきた財源をどこに振り向けていけるの

かということを大事にしていきたいなと、私は思っています。 

○委員長（及川 保君）  山本委員どうですか。５番、山本浩平委員どうぞ。  

○委員（山本浩平君） まず、実は個々の項目について、会派で打ち合わせはしていなかった

ものですから、本間委員の意見と私と若干異なるところはあると思いますけども、それは個々

の意見として聞いていただければと思います。基本的に、循環バスですけども、今の財政状況

を考えたときに、公平な受益者負担を考えた場合は、これはやはり 50 円でも 100 円でも結構で

すから、取るべきかなと思います。一つ例に上げれば、プールの問題、結論はまだ出ていませ

んけれども、冬期閉館に対してプールを使用している団体、あるいは個人で使っている方たち

の大まかな意見を取りまとめてみたら、今まで無料がかなり多かったのですね、無料の層が多

かったのですね、子ども含めて減免の措置が。それよりも冬期閉館することの影響のほうが逆

に大きいということで、今まで取っていないとこもぜひ取ってくださいというようなことでお

願いをしている状況です。ですから、こういう財政状況の中で、すべて無料ということではな

くて、少しでも 50 円でも結構ですから、やはり公平な受益者負担の観点からいうと、会派の意

見ではなくて、個人的にはやはり取るべきかなと思います。それと、氏家委員から出ていた有

料ごみの値下げですね。やはり、他の市町村から比べると、非常にこの部分は家庭の負担にな

っている奥さんたちにしてみると非常に厳しい部分もありますので、こういったところで緩和

できることであれば、ぜひ考えていただきたいなというふうに思います。また、公共施設の耐

震化対策の実施。これにつきましては、私ども今回の定例会で６月一般質問させていただきま

したので、これもぜひ行っていただければなと思います。町立病院の人工透析科の設置につき

ましては、まだ意見としては持っていません。申しわけありません。 

○委員長（及川 保君）  松田委員、人工透析の部分で小委員会の中でも質問を受けているの

です。それで、委員の考え方を含めてお話し願いたいと思います。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） その前に循環福祉バスのことでちょっと触れたいのですが、私はこの

循環バス、これはもっともっと必要になってきたと。それは、ガソリンがこういう時代になっ

てきたと。今までは、遠い緑泉郷の奥の方々もちょっと乗せてやってということだったのです。
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このバスに乗らない人方は。ガソリンが安い頃は。しかし、これだけガソリンが上がってきた

ら、これからは自家用車でちょっと乗せてということは本当に心苦しくなってくると思う。と

いうことからいっても、この循環バスを利用する人は、私は相当ふえてくると思っています。

それからこの循環バス、前にも言ったけども、原点は決してお金がどうのこうのという問題で

はなく、遠くて出られないと。緑泉郷からは３キロも４キロもあるのです。まちまで行かれな

いと。それから、一人家族になった、そんなことで、何とかしてバスを出してくれないか。こ

のバスの前に、最初道南バスが乗り入れていたのです。住民が要求して。ところが道南バスは、

最初はやったのですが、いやいや乗る人が少なくて町が助成してくれと。確か町は当初 300 万

くらいの助成で乗り入れた。それからまた 300 万では足りないから、600 万くれとなったので

すね。私の記憶では。そのときに、今も確か道南バス行っているはずです。道南バスの補助は

確か 200 万くらいかな。その代わり、道南バスを循環バスに使うと、約束が始まりなのです。

今、多くの緑泉郷の奥の方々は、何とかしてなくさないでほしいと。今、財政状況こうだから。

500 円でいいから続けてくれという方が随分います。ですから、私はこのバスがきちんとお金

を取って、50 円とか 100 円ではなく、300 円くらい取ってやるべきだと思っています。それか

ら、虎杖浜から白老まで乗ったら往復 1,000 円くらいかかるのです、バス料金。ただから 50

円ですから。これではスクラップ・アンド・ビルドとずっと掲げているのですけども、公平な

負担からいって、私はほんの２万人の中の何百人なのです、これを利用しているのは。同じ人

が毎日乗っているわけです。こういうことからいくと、私はもっと値上げをして、きちんと。

そして、存続をきちんと約束をして、ずっと続きますと約束をして、もっと料金を上げて全員

から取るべきだと。これをやるチャンスは今しかないと、こう言っているのです。 

それからこの人工透析は、私は前も説明しているのですけども、とにかく行かなければ死ぬ

わけです。週１か週３か週２。ですから私は、この方々は家族がある人、それから仲間がいる

人、この方々も今のようにガソリンが高くなったら、もちろん自分で行きませんから、もちろ

んバスを出すのは必要なのですが、白老の病院に透析をやることを考えるべきだと。私はこう

思っているのです。それが病院の安定した収入につながるのではないかと、これは思うのです。 

○委員長（及川 保君） 負担増になるのではないかという部分もありますけども。町として。  

○委員（松田謙吾君） それはどうなるか。当初は 9,800 万だったのです。29 人の頃。この施

設をやると 9,800 万かかるということだったのですが、その辺も含めて、私は病院の安定とい

うことを考えてもやるべきではないかなという、これは私の意見なのです。 

○委員長（及川 保君）  ８番、近藤守委員。 

○副委員長（近藤 守君） ８番、近藤です。福祉バスの料金の関係なのですけども、私は全

員からいくらかの料金を取るということには賛成なのです。と言いますのは、今松田委員もお

っしゃったように、緑泉郷とか石山のほうの高齢者の方というのは、今要するにドライバーの

免許証を返上する方が非常に多くなってきているのです。そういうことになりますと、足がも

うないのです。ですからやはり料金はもらうけども、路線の変更も一部してもらいたいなとい

うことが必要かなと思います。一時、この路線の３年くらい前に変更して、おさまっているの
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ですけども、またちょっといろいろ出てきているものですから、料金をもらうと同時に路線の

変更を一部追加してほしいなという要望は出ております。 

それから人工透析の関係なのですけども、私も人工透析患者の方と何年か付き合ったことが

あるのです。その方も大体萩野から王子病院、または日翔病院に大体一週間に３回通っており

ました。大体今高齢者の方は大変だと。最初の方は８時前に来て、それからぐるっと回って行

くというのです。移送サービスの移送の部分で大変だということなのです。それで、やはりそ

の辺の状況で悪くなった方もあるみたいで、聞くところによると、大体３年か４年で命を亡く

されているというのが実情なのです。できれば、町立病院にもしできれば、こんなにいいこと

はないので、もしこの辺も検討していただければなと、このように思っています。  

○委員長（及川 保君）  松田委員からは、収入のほうのも当然あるものですから、その辺の

ことも含めて、考えてのことでございます。  

９番、斎藤征信委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 福祉バスの件について、私も頭の中で迷っているのですけども、住民

の足というのは、元々安全安心の観点から言っても、ただか安いものが当然なのだろうという

ふうに思っているのです。だけども、財政面からいって、みんなが負担しなければならないと

いう、その理屈というのはわかるのです。ただ、私の町内会を見ていまして、実際に入るとき

にここは風呂がありませんよと、公営住宅に。そのときにいいのだと、行けば 100 円で入れる

から、それで行ってお風呂にゆっくり入ってこれるのだよというふうにして、風呂がないけれ

どもここでいいのだと。家賃の安いし、それでいいのだよという人がかなりいるのです。だか

らそういう人たち、では風呂の環境というものを守るために、風呂まで行くのも受益者負担だ

から高くなっても仕方がないと言っていいのかどうなのか。もう一つは、敬老会だってばっさ

り切ってしまったわけですよね。やはり、ある程度の年齢になってバスに乗ろうとしたときに、

それだけの恩恵というものがなくていいのかという、その辺も考えなくてはならないのではな

いかという気はするのです。だから、料金でどこまで上げられるか。一面乗っている人が、わ

りに固定しているということからいうと、もっと広げられないかなという思いは持っているの

です。普段乗っていない人は、何らかの工夫はしているのだけどなかなか目に見えない。だけ

ど、いつもバスに乗っているのは同じ人というようなことから見ると、料金だとか年齢制限だ

とかということで、もう少し配慮する必要がないのかなと。一律ということでは、やはり無理

がかかる部分が出てくるのではないかということで、結局そこら辺も配慮できるかなという気

がしているのです。かなり難しいところ。 

○委員長（及川 保君） 反論するわけではないですけど、一般の若い人たちも乗れるのです。

100 円なのです。こういうこともいろいろ検討の余地はあろうかと思うのです。 

○委員（斎藤征信君） だから、普通料金からいうと、路線バスの料金からいうと、ものすご

く安いわけで、それからいうと値上げしたってみんなで守っていかなければならないのだよと

いうことはよくわかる。その値上げでバスを守るということと、一律ということで、本当にそ

うやって片隅で生きている人たちがやはりそれと同じ考え方でいいのかというところが、やは
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り無理があるのではないかなという気がしてしようがないのです。  

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は、このバスのこのことはいろいろ考えました。弱者と言われる人

の利用度合いがどれくらいなのかなと、ちょっと思ったのです。料金を取るということはもう

やっていますから、ただその料金がいいかどうかということと、年齢的なもので切っています

よね、確か 100 円かかる人とかからない人。70 歳以上が無料なのか。そういう人達はパスがあ

るのです。一律とかになってくると、そういう経済弱者に対して、では無料にしますかとなっ

たときに、それを持ってパスを見せるときに、経済的に苦しい人だということを証明している

ようになりますよね。そういった部分。それから、いろんな町の施設がありますよね。子育て

中のお母さん方は支援施設が萩野とこっちなのです。そういうところに行くのにも福祉バスを

使ったらいいのではないかとか、いろんな福祉バスの活用がされているのです。それと、町立

病院の利用率も上がっていると思います、福祉バスができてから。町立病院は公的病院なので

バスの送り迎えというサービスはできないのです。だけど、福祉バスを使って、あそこまで来

るということはできているのです。だから病院へ来ている人がみんな無料にならなくてはだめ

だということではないのですけども、そういったいろんな観点から、これは検討するべきでは

ないかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  皆さん、僕らが言っているのはそうではないですよ。差はつけたと

しても、例えば 50 円いただく、100 円いただくというのは、松田委員から 300 円という話はあ

りましたけれども、それは一律ということではないのです。いろいろ考えた中で若い人たちの

部分も、高齢者の部分も。 

○委員（吉田和子君） 値段によって、いろいろ状況も変えるということですか。  

○委員長（及川 保君）  いろいろな考え方もあるでしょうから。これがだめと言われたらち

ょっと・・・。 

○委員（吉田和子君） だめと言っているのではなくて、方法をきちんと考えるべきだと思う

のです。やはり、弱者と言われる人は守らなくてはいけないと思うのです。もちろん、そのバ

スがなくなったら困りますけども、やはり斎藤委員が言われたように、出かけるのも往復と言

ったら 200 円なのですよ。それさえ大変な人もいるのです、中にはやはり。そういった事情も

さっきおっしゃったように、敬老会もなくなり長寿祝い金もなくなったって。それはもらうも

のだから我慢できるのですけど、こういうものを利用して、病院へ行くとか何とかというのは

自分が出さなければならないのです。そのほかに病院代もかかるわけです。そういったことが

あるから、もうちょっと上げるにしてもいろんなことからの検討が必要だというふうに私は思

っています。 

それから人工透析の関係なのですが、私は議会で訴えてきて、議員になって間もなくそうい

う患者さんを見ていましたので、これが必要だということは訴えてきました。その都度、町立

病院につくるべきだということも言ってきました。ただ一つ、難問題があるということを言わ

れたのです、そのときに。それは人工透析の病院を町立病院につくったときに、30 数名の方が
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全員かかってくれればなんとか赤字は抑えられるかもしれないけれども、合併症の関係があっ

て、患者さんがずっとかかっていた病院にかかりたいという希望が多いということがちょっと

あったのです。そういったことも含めて、町立病院につくってもらえるのであったら、それは

私も大賛成なのですけど、そういった点の患者さんの実態調査ももうちょっとすべきかなとい

うふうには思います。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員どうぞ。  

○委員（山本浩平君） 循環福祉バスの補助金 1,980 万行っているのです。これ安い高いとい

うのは、内容を精査しないとわかりませんから、これに関して言及するつもりは全然ないので

す。今、道南バスさんがやっていますよね。これは相手があることですから。実はこのお金、

50 円でも 100 円でも取るということで、すべて路線バスの規定になっているのです。法律も路

線バスになるものですから、この前の特別委員会の中で、松田委員から白老交通だとか、そう

いう名前出ましたけども、お金を取ることによって路線バスになった時点で、非常にハードル

が高くなりまして、私どもばかりではなくて白老観光バスさんも私どもも参入できなくなった

のです、事実として。これは、路線という新名を取る場合に使わない車も最低６台用意しなけ

ればならないのです。それは観光に回せないのです。こういうハードルの高さと、もう一つは、

路線バスを持っているところの委員会というのがありまして、そういう人の賛成をしてくれな

かったら無理なのです。ですから、そういう２つの大きなハードルの中で地元業者が全く参入

できないのです、事実として。ですからできるとすると、この辺で言うと道南バスさんだとか

中央バスさんだとかになるのですけども、原油がこれだけ上がってくると、この前札幌であっ

たと思うのですけど、札幌の市営の路線バスで。料金の合うところは残すけれども、赤字でど

うしようもないところはもうやりませんよと、一方的に通告を出しましたよね、民間のバスを

やっているところが。そういったことも可能性があるのです。これだけ原油が上がってくると。

そうしたときに、では今の出している補助金で間に合うか間に合わないのかという話も、絶対

民間の会社は出てきますので、その辺も含めながらやはり町側も考えていくべきで、そういっ

た意味でどうしてもそういった問題が出てくるケースの場合は、町民からいただいている金額

あるいは今無料の部分、これはどうしてもいただかなければやっていけないケースも考えられ

るものですから、その辺はやはり今後のことだと思いますけども、考慮した上でやはりこうい

ったことも考えていかなければならなくなっていく一つの要素としてあるのかと思います。 

○委員長（及川 保君）  私どもが言っているのは、先ほど言いましたように、きちんと皆さ

んと議論をして、やり方を変えて弱者と公明党さんが吉田委員含めておっしゃっているのです

けども、その部分であればきちんと役場が押さえて補助するなり支援をすればいいわけですか

ら、一律にとらえてしまっているから結局はだめという話になってしまうわけですから、もう

少し議論する必要があるのかなと思います。 

12 番、松田謙吾委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） まさにそのとおりなのです。今、約 2,000 万。原油がこれだけ高騰す

ると、おそらく道南バスだって、来年 20％ぐらい上げてくれと言いますよ。そうすると、今の
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金ではできないのです。だから、私は 300 円と言ったのです。それも入っているのです。絶対

できません。それよりも 300 円出して乗ったほうがいい。やめるよりはいいだろうと、こっち

のほうを取るべきだと。高齢化になってきて、油が高くなってきたのだから、そのぐらい上げ

てもバスを残すことを取るべきだと。こんなことで私は言っているのです。 

○委員長（及川 保君）  やめれという話になってくるのですよね。大半はこの町内利用して

いないです、皆さん。遠いところから来られる方が利用しているのですから。循環バスについ

ては、意見の分かれることになってしまいましたけども。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は上げたらだめだと言っていないはずです。ただ、弱者の立場を考

えてもらいたいと言ったのです。だから方法をもうちょっと精査をして、どうあるべきが一番

いいのかということを考えてもらいたいということであって、バスがなくなると困ると言って

いますから。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 実際に石山や緑泉郷の人は値段を上げてもいいから出してくれと言っ

ているのです。私も何人からも聞いています。事実なのです。だから、そこはそことしてとら

えると。そこの中で一番多いのは、松田委員が言ったけど、要するに病院に行くというのです。

買い物ではないのです。買い物の人もいるけど。病院に行くのをもうちょっときちんとしてく

れないかと。町立病院使うのだから、もうちょっときちんと。病院を中心に考えてやってくれ

ないだろうかという意見なのです、私が聞いているのは。路線バス走っているところはもちろ

ん走っているのだけど、そこは金だけで乗れる。中央バスでも道南バスでも国鉄でも乗れるわ

けです。だけど、それに乗れない人の意見なのです、今言っているのは。だから、例えば弱者

の場合はいいかどうかは別ですよ、70 歳以上の町民税非課税の世帯はパスを出すというふうに

なると、わかるから困るという意見があるとしたら、それの代替え策を考えればいいわけで。

例えば、70 歳以上の人で町民税非課税の人がどれだけいるかわからないけれども、そういう人

は合意の中で無料にするということは、これは不可能ではないです。ですから、そういう施策

の中で、根本的にはバスをやめないで、もっと利用しやすい。近藤委員からも出ましたけども、

やはり矛盾があるのです、路線の組み方で。もちろん自分中心で考えているから、それぞれの

意見言ってしまったらどうにもならないのです。だけど、誰が考えても合理的だというのがあ

るのです。３年ぐらい前に言ったことあったら、そのようになったのです。直してくれました。

それは理論的に矛盾があるからです。だからそういうことを、町民の皆さんの意見ちゃんと聞

いて、そしてそういうことを組むと。やはり、私は町立病院を、買い物がだめだというのでは

なくて、中心に考えながらなるべく組めれば。ただ、若い人も利用しているという意見もある

から、そこはそこでどうなるかあれなのだけど。基本的には、高齢者がこれからどんどんふえ

ていくと。町立病院との関係があるということであれば、基本はそこに押さえながらなくさな

いということ。そして、弱者もちゃんと対応できるという中で運営できる方法を考える。竹浦

からここまでバスで来たら往復 720 円です。だから、一律 300 円となれば、松田委員に反論す
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るわけではないけど、白老の人は乗らなくなるかもしれない。虎杖浜や竹浦の人は乗るのだけ

ど、白老の人は乗らないと思ったりもしているのだけど、そういうところを詰めていくことで、

我々がそのとき、これからやるのは無理だけど、ここの人が町民に聞いて、本当にそこら辺を

ちゃんとここで反映できると。それが、何言っているのだ、議会で議論しているのと俺らが言

っているのと違うとならないような議論を、やはりする必要があるなという気はしています。 

○委員長（及川 保君）  この辺のこと、大体大筋においては、皆さん同じ考えだというふう

にとらえました。  

７番、玉井昭一委員。  

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。私はバスについてではなくて、公共施設の耐震化対

策の実施というふうに入っているのですけどいいですか。私もこれ、対策すべきだと思ってい

るのです。学校関係に限らず公共施設すべてなのだけども、やはり白老には震度４以上の地震

が来ていないのですけど、震度４が３回あったのかな。それで、今阪神淡路の地震以来、震度

８に耐えるようにつくりなさいというふうに国はなっている。しかしながら、その以前のとき

は震度５に耐えればいいというふうになっていたはずなのです。白老の公共の施設は震度５に

耐えられるようにはつくってはあるのです。しかし、震度５以上の地震がこないとは限らない

わけです。だから、それが起きたときには誰が責任を持つのだということになると、やはりこ

の辺を実態調査してできる限り震度８に耐えられるような公共施設にしていかなければならな

いと、こう思っています。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。この耐震も含めて。 

10 番、大渕紀夫委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。先ほど出ました高齢者大学の自主運営も町民サービ

スの見直しに入ると思うのですよ。ですから、もう時間ですので、これはきょう町民サービス

の見直し終わらせるというのではなくて、この次、高齢者大学の自主運営もここに入れて、皆

さんにご意見もうちょっとだけ賜るというふうにされて、もう 58 分ですからいかがですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  異議なしという話がありましたので、この高齢者大学の部分につい

ても、町民サービスの部分で検討いたしましょう。次回 14 日、再度またこの部分もすべて聞い

ておりませんので、皆さんの意見をお聞きしたいなというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 14 日は、保育所の関係の説明が結構長い可能性あると言いましたよね。

よくわかりませんけども。それによっては、９時から始まる特別委員会も午前中だけで終わる

か終わらないかというのがあると思うのです。午後の日程が入っていないのであれば・・・。 

○委員長（及川 保君） 入っているからだめなのです。結局は 21 日に一日ですから、そこで

集中するしかなのです。それで、皆さんにお尋ねいたします。実は 14 日、温水プールの考え方

が固まったようであります。冬期閉館の部分の、固まったよという。どちらかというのは全然
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今聞いていないのですが、お諮りいたします。14 日の保育所の部分もあるのですが、同時にプ

ールの部分も聞くということで確認させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。そのように取り計らいをいたします。  

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議はこれで終了いたします。ご苦労さまでした。  

（午後 ０時０１分） 


