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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２１日（月曜日） 

開  会  午前 ９時００分 

閉  会  午後 ２時５７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 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 熊 谷 雅 史 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 本 間 広 朗 君      委  員 鈴 木 宏 征 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）  おはようございます。本日は祭日ですけれども、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００分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  先般の特別委員会の続きですね。 

 下水道使用料まで終えておりまして、次、町有財産の売却。財産処分計画についてですね。

財産処分計画を新財政改革プログラムと別会計で作成すべきではないかと、こういう案件であ

りますけれども、議題としたいと思います。  

 この部分についていかがですか。西田委員から意見として町側に問いただしている部分でも

あります。特に問題ないということでよろしいですか。このとおりですか。よろしいですか。  

 松田委員、これ清風で出しているのですよね。西田委員が意見として。12 番、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君） これ、西田委員のもともとの考え方は、わかりやすくしたほうがいい

のではないのかということだったと思うのですよ。別建てということは・・・。 

 当初、財政再建のためには、白老町の土地を 20 数億円売らなければならないというのが示さ

れていましたよね。それをクリアしなければ財政再建は難しいのだと。しかしながら、工業団

地と臨海部土地造成、それから下水道の資産として収入見込みが 16 億円なったと。そのことに

よって、連結赤字比率が大幅に下がって、いま倒産回避されたと言われているのですが、当初

は、まちの考えは、財産売却なくして再建できないというような考え方を示されていました。

そういうことで、きちんと財産売却の、遊休地の売却の計画を立てて、別建てにするべきだと

いうのが、私は西田委員の考えではなかったかと思うし、我々も会派として一緒にご相談した

のですが、考え方としてはそういうことです。 

○委員長（及川 保君） 町有地ということで、大変大事な部分であるというふうに考えます。  

ご意見を伺いたいと思います。玉井委員も確か土地の件で、町にただしている部分あります

よね。何回かやっておりますけれども。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。私がお話したのは、もちろん工業団地も臨海も同じ

なのですが、そのほかにも町有地があると。細かい部分が結構あるらしいと。例えば、町有地

がけっこう大きくあったところに道路がついて、その両脇に小さな土地が分離されてあると。

そういう土地を近くの人が求めた場合に、普通の値段で売れば高いものだから買わないと。だ

けれども、町としては使いみちがない土地だという状況だから、少しでも、安くてもいいから

売れば、財産にもなるし税にもなるだろうという話を私はしていたのですね。それは当然のこ

とだから、できうる限り必要な人がいるのなら分けてあげたほうがいいと。ずっといつまでも

持っていてもお金にも何もならない、税収にもならないということを言ったのですよね。  

○委員長（及川 保君） 細かな部分で玉井委員はやられていますけれども、今言っているの

は全体の土地の部分なのです。工業団地、臨海部、この部分ではどのような意見がありますか。  
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○委員（玉井昭一君） 当然、分譲して売れるのであれば、売るべきだと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） あたり前のことなのだけれども・・・。  

15 番、吉田和子委員、何かございますか。特にやる必要はないと。15 番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） やる必要はないとは思っていません。財産処分ですから、これは絶対

売っていきたいということで努力しているわけですよね。ただ、相手があることですし、企業

を持ってこなければならないということがありましたよね。そういった目的があって土地を購

入するわけですから、年度別の目標額をきちんと持つということは可能なのかなと思いながら

聞いていたのですけれども。全部売りたいというのが目標額だと思うのです。本当であれば。 

そのための鋭意努力をされているわけですから、反対に目標額を持てるのかなと、どういうこ

とを基準に持つのかなと思って、今考えていたのですけれども。「こういうことで、こういうふ

うにして持つべきだ。」と、こちら側が具体的に言えるのならいいのですけれども、行政側は売

りたいというのはずっと思っていることですから、それに対して年度別に目標額を持ちなさい

ということが、可能なのか。ではこういう方法で、こういう手段があるのではないかと、こう

いった方法で立てていきなさいと、こちら側がもっと具体的に例を出せるのなら、あればいい

なと思いながらいたのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 確かに、委員のおっしゃるとおりでもあります。売ろうとしてもな

かなか、相手のあることですから、それは十分わかるのですけれども。  

 当初、これ資産という見方をされていませんでしたからね。その部分で資産となったという

ことで、非常にこの部分が緩んでいるのです。もう、よくなったと。それでいいのかという意

見でも、実はあるのです。計画は立てられないまでも、何らかのきちんとした目標のようなも

のを立てるべきではないかと言うことなのです。 

山本委員どうですか。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。このプログラムと別建てできる体制をつくれるので

あれば、それはやぶさかではないと思うのです。例えば、産業経済課でそれ専門のことをやる

人というか、プロジェクトチームをつくって今の人数の中でできるのかどうかを含めて、可能

であれば、そういったこともやるにこしたことはないのですけれども、現実的にどうなのかな

という部分があるのですよね。ですから、こういったことで打診をしてみるということは、悪

くはないと思うのですけれども、現実的になかなか、どう対応できるのかということですよね。 

 ただ、今まで見ていると、例えば港の土地等も栗林さんに売ったのも、町長が先頭になって

やっていましたけれども、やはり、課できちんとした形の中で取り組むという姿勢をとるので

あれば、こういったことも悪くはないのかなと。 

 別計画でというのは具体的にどのようなことを指しているのか、それは西田委員が来られて

からで結構なのですが、お尋ねしたいなというふうに思います。どういう意味なのかというこ

とですね。以上です。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

共産党さん、どうですか。重要な部分であると思うのですが、10 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 一般的な土地の計画は、プログラムに組まれているのですね。20 年度

から 2，000 万円ずつ１億 8,000 万円というのが組まれているのです。一般的な土地は。行政財

産はね。問題は、この工業団地と臨海部土地造成の土地だと思うのですよ。この分が、工業団

地は間違いなく全部売っても赤字が出るという状況ですし、臨海部は今の値段で売って、やっ

とトントンになるか赤字になるかという状況だと私は理解しております。ですから、その赤字

を全部、これからの一般会計で埋めていくという計画なのですね、この計画は。だから、具体

的な利用計画のない土地について、これは売るということになっていますから、これは計画に

入っているのですよ。町はその計画はきちんと持っているのですね。売却計画は。 

 しかし、この工業団地と臨海部土地造成の売却計画を持っていないと、こういうことなので

すね。今の土地売却の問題というのは、だから、そういう点で言えば、当初言われたように 15

億円売らなければ、この財政改革プログラムは成り立たないと。それが、同僚議員もさっきお

っしゃいましたけれども、それが変更したことによって、そこの部分は売らなくてもクリアで

きるということなのですよ。ですから工業団地と臨海部土地造成は、計画が組めるか組めない

かというのは、例えば一般的な行政財産の 2,000 万円だって同じなのですね。これは、ある意

味でいえばなんと言いましょうか・・・。  

ただ、計画を組んだから売れるかどうかというのはわからないわけだから、それを計画に入

れなさいと言って、できないから「なぜできないのだ。」と言うのもおかしな話なのですよ。だ

から、私が言いたいのは、実際にこの工業団地と臨海部で売れる土地がこれだけあって、どう

すれば売れるのかというあたりの議論がない中でされるものだから、ただ土地が売れれば、売

れないよりこしたことがいいという議論では、議会の議論としてはもうちょっと突っ込んだ議

論をしないと、こういう手だてもありますよと。 

例えば、苫小牧へまた自動車関連産業が来るのですね。先日、３日くらい前の新聞ですか、

自動車関連集積でどんどんどんどん苫小牧に来ているのですよ。そういうものが実際に誘致で

きないのかどうか、具体的な中身がもうちょっと議論され、見えてこないと、ただ土地があれ

ば売ればいいというのは当たり前なのだけれど、その議論だけだったら、「ここに書いてあると

おりですね。」というふうにしかならないような気がしています。 

○委員長（及川 保君） なかなか、踏み込んだ議論が出てこないということは、町も同じだ

と思うのですけれどもね。売りたいのは山々なのだけれども、なかなか現実的には厳しいと。  

 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） いろいろな考えがあると思うのですけれども、私は、やはり失政なの

ですよ。あの工業団地が売れないのも失政だし、それから臨海部だって、やはり失政なのです

よ。臨海部だって 19 億円お金をかけているのだから。あの土地造成に。だから、本当は失政な

のですよ。だからそこの失政を明らかにしないで、売りたいけれど売れないのならいいという

ことにはならないと思うのです。 

だから、私は西田委員が言っているのは、先ほど言ったこのプログラム、まちの再生には当

初 28 億円土地を売らなければだめだと言っていたのです。新聞報道でもそう言っていたのです。
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それが、今財産として臨海部それから工業団地とそれから下水道、合わせて 16 億何千万円かだ

と思うのです。そうなったら、たがが緩んできているのではないのかと。当初の売らなければ

財政再建ができない。赤字比率が下がらないのだというのを、楽々クリアになったから、そう

いう意欲が見られないのだと。 

 ですからやはり、財政比率が、連結赤字比率が下がったからって、借金が減ったわけではな

いし、厳しいのは同じなのです。ですから私は、きちんと、いついつ、どんな形で売らなけれ

ばならないと。そういう当初の意欲が、まちの考え方が減退している。そのようなことから、

やはり何年度には抱えている土地はきちんと売らなければならないということを、年度別にき

ちんとやるべきだと。西田委員は、こう言っているのだと思うのです。 

○委員長（及川 保君） まったくそのとおりだと思います。ですから、計画は確かに難しい、

計画を立ててこれを遂行していくというのはなかなか難しいというのは、それはもうはっきり、

みんな同じだと思います。ただ、この部分が工業団地、臨海部含めてすっぽり今回、資産と見

られているということで、今、松田委員がおっしゃったように、随分楽になったような雰囲気

でとらえているのですよね。  

一部の委員の中で、当初の計画、臨海部工業団地の土地の売却はどうなったのだと、こうい

う質疑はこの委員会の中でもございましたね。何らかの手だてを議会として考えて提示すると、

こうい大渕委員の考え方なのですけれども、なかなか議論として成り立たない、出てこない状

況なのですが。 

前田委員、どうお考えでしょうか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） もう議論出ていましたから、改めてまた言うのも・・・。 

一つとすれば、町民説明会をしたときに、13 億 9,000 万円かな、10 億 3,000 万円か、どちら

の数字か、その辺の額で、これを３年間で売れば財政再建になると、町民に説明して理解を求

めているのです。それが今回すっぽり抜けてということに対して、私はやはり政治的責任もあ

るし、それがどこへいったのかという問題も一つ、議会も整理しなければいけないと思います。 

 今、お話もありましたけれど、2,000 万円という数字は、もうこの中で見ていますから、で

すから僕は、やはり別建ての形で、積極的な姿勢、これだけの財産があるのですから、どうす

るかという姿勢を議会は町民に明示すべきだと思います。 

 そしてもう一つは、この根本的な財政プログラムができる前に、特別会計、病院もそうだと

思いますけれども、かなりこれだけ累積赤字を持ってきていますから、これをどうするかとい

うことが、国から多分再建策みたいなものを提示されているのですよ。そういうものが議会に

出ていないのですよ。だから、そういう計画の中で臨海土地、工業団地会計がどういうような

土地の売り方を見て、この特別会計の健全化を図っているかというものがあると思いますから、

それを議論を別にしても、そういうことを示してもらって、町の姿勢がどういうことかという

ことだけを認識する必要があるし、そういうプログラムも出してもらうべきだと思います。 

 それで、2,000 万円みていますから、それ以上売れた場合は財調などに積んで財源確保して

財源対策に使うのだということを言っていますからね。その辺、ある程度、町の姿勢を別枠で
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も僕はやはり出してもらうべきだと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 問題は、これ、今のように別枠で出すという部分については、それは

財政改革プログラムの計画に入れないということであれば、これは成り立つのですね。ただ、

財政改革プログラムの収入、プラスの部分にこの計画を入れるとなれば、当然それだけ分は期

間を早めるか、ほかのところを削ることができるという、こういうふうになるのですよ。ただ

それは、売れるか売れないか分からないという議論になってしまったら、これはどうにもなら

ない話なのだけれど、今の議論というのは、一つ入れるかどうかの、財政改革プログラムの計

画にその金額を入れるかということが最大の問題点だと私は思います。それを入れることによ

って、財政改革プログラム自体が変わるわけですから、別建てということであれば、財政改革

プログラムはこのまま行きながら別建てにそれはつくった場合は、売れた場合は年数早めると

町は言っているのです。赤字が減るのだということは始めから言っていることだから、臨海部

と工業団地は。だから、そういう形であれば、この改革プログラムは変わらないということに

なりますから、そこら辺の議論を議会はきちんとしておく必要があるということだと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、まったくそのとおりだと思うのですね。このあたりの意見、

あれば出していただきたいと思います。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 大事なことは、要は工業団地は 15 億円くらいで売らなければ合わない

のですよ。ところが今資産と見たのが７億何千万円。今まちが売ろうとしている金額の全部を

売っても６億いくら赤字になると言っているのですよ。６億いくら赤字になるということは、

企業誘致をするということなのですよ。安くても売って企業を誘致するということなのです。  

 ですからやはり、この辺の考え方を、ただ認められたから、売っても６億円損をするのだと

いうことではないのです。６億円損をしても土地を売って企業を誘致するということなのです

よ。そこにあるわけなのです。ですから、やはり企業誘致をするという姿勢はもっともっとき

ちんとやるべきなのだと。何も 15 億円の財産を７億円で、全部売っても６億円、今売れではな

く、売ってその６億円を別な形でまちに還元されるという意味で言っているわけなのですから、

この辺なのですよね。 

○委員長（及川 保君） それは、議会も了承しているわけですからね。この辺の議論がもっ

とかみ合わないと、なかなかこの部分について町に提案するということはちょっと厳しいかな

というのはあるのですけれども。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） だから、逆に言えばこういうことなのですよ。今松田委員が言われた

ように、そういう姿勢で町はきちんと臨めと。議会が何ができるかどうかわからない。そこは

ちょっとおいて置いて、だけれどそういう姿勢で臨めと。ですから、あと９年間、ことしを入

れなければ 21 年からやったら８年間ですか。８年間で最低でも、例えば１年間に１億円なら１

億円、5,000 万円なら 5,000 万円ずつ売りなさいと。ここに書いているのは別建てと書いてい
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ます。先ほどの前田委員の意見も別建てですけれども、5,000 万円なら 5,000 万円、１億円な

ら１億円、これを改革プログラムに入れろと。そうすれば８億円出るのですよ。それが根拠が

あるかということになれば、なかなか大変なのです。そのようなことを言ったら 2,000 万円だ

って同じなのです。行政財産の 2,000 万円を売るのだって、住宅地４区画から５区画売って

2,000 万円ずつ出すと書いているわけでしょう、ここには。同じことなのですそれは。だから、

僕が言いたいのは何かといったら、そういう形で改革プログラムに入れるのか、それとも別建

てでつくるのかということを、まずはきちんとしなければだめではないかという意見です。 

○委員長（及川 保君） 思いがいろいろあろうかと思います。各委員の皆さんのご意見を伺

いたいと思います。ここでは清風クラブとしては、別建てということで提案しているのですけ

れども、今後 10 年間の中で、町もこの部分で売れたなら、間違いなくこのプログラムに反映す

るという答弁もしているわけですよね。であるならば、このプログラムに最初から組み入れて

はどうかと、こういう意見も出てこようかと思うのですけれども、皆さんの意見を伺いたいと

思います。  

 松田委員、これ別建てと清風としては提案しているのですけれども、この部分をプログラム

の中に最初から、例えば何千万円なら何千万円で入れてはどうかという部分ではいかがですか。

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。本来からいくと、今の財政改革の一つの柱だったのですよ。

土地を売るということは、大きな柱。ただ、柱なのだけれども、当初はこの土地を売らなけれ

ばまちとしては、今の工業団地含めて 28 億円くらい売らなければ、連結赤字比率は絶対下がり

ませんよと。一つの柱だったのです。給与と町民負担と、一つはこの財産の売却ということが。  

 ところが、先ほどから言っているとおり、資産として認められた、しかし、認められたけれ

ども、認められたのは連結赤字比率の率が下がる数値の話なのです。いずれにしても臨海部土

地造成と工業団地は売らなければならない。これが私は、大きな 10 年間の再建計画に含まれて

いると思います。ですから、これはやはりきちんと入れておかないとならないものだとは思い

ますけれどもね。これが一つの柱だったのですから。 

○委員長（及川 保君） 提案としては別建てということになっていますけれども、本来プロ

グラムの中にきちんと反映されなければならないものだろうと、こういうことだと思うのです。 

９番、斎藤委員いかがでしょうか。この問題、入れるべきか入れないべきか含めて。  

○委員（斎藤征信君） ９番、斎藤です。今話があったように土地の売却がかなり大きな柱で

あったことは、あの計画の大きさからいっても、やはりそのとおりだろうというふうに思うの

です。ですから、これ相手のあることではっきりはしなくても、私たちがチェックをしていく

ときに、１年間にどれだけ目標で売っていって、どれだけ達成できるかということが一つ一つ

チェックができなければならないのではないのかなという気がするのですよ。  

 そうすると、土地造成のこの金額と臨海部造成のこの多額の金というのは、これは企業誘致

しないことにはどうにもならないということで、では、１年にどのくらいの企業誘致を目標に

頑張るかというのが見えてこないということは一つ言えるかなというふうに思うのですね。 
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 それからもう一つは、遊休町有地が名前がずらっと並んでたくさんるのだけれども、それか

ら公社が持っている土地などもかなりあるわけですよね。値段がついているのだけれども、た

だその金額総額これだけあるからこれだけ売れたらいいというような、そのようなものではな

いだろうと。今、あちらこちらで町有地売っていますよね。売っているのだけれど、土地造成

しながら売っていても、かなりの期間がたたなければ家がぽつらとしか建たないというような、

売れてどんどん建っていくという状況にはなっていないですよね。 

 大変な話だと思うけれども、このたくさんある遊休地の中の土地を宅地造成して売らなけれ

ばならないのか、このまま黙っていても売れるのか、そのうちのいくつを目標に、１年間にこ

の 2,000 万円なら 2,000 万円を浮かすために、どれだけの土地を売るのかということが、目標

をはっきりしてくれなければ、この一覧表だけ与えられて、金額与えられて、考えろと言われ

ても考えられないのだけれども、その辺をもっと明確にする必要があるだろう。 

 だが、これは相手があって、社会情勢にもかかわってくるので、この計画の中に、即座に金

額を入れるということは難しいのであれば、別建てをきちんとやって、どういう目標でいくの

かということをはっきりさせるべきではないのかなと、私はそういうふうに見ています。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員、いかがでしょうか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。財産処分計画、工業団地、臨海部の土地については、

今まで松田委員が言われたこと、他の委員が言われたことについてそのとおりだなと思います。

ただ、その重要性を認識したうえで、この新財政改革プログラムに取り入れることは、私は難

しいことだと思っています。 

○委員長（及川 保君） 難しい。 

○委員（氏家裕治君） 難しい。それはやはり、企業誘致という部分では、いろいろな相手方

のことを調査し、また考え、いろいろな部分で、例えば１年で誘致ができるものなのか、５年

で計画的に進めていけるものなのかということは、あくまで相手との交渉次第になってきます

ので、それを毎年毎年、「この金額を売りなさい。」「この金額を売りなさい。」ということを議

会から示すということは厳しいだろうと私は思っています。 

 ですから、もしそういった形の中でやるのであれば、やはり別計画の中で、例えば 10 年で

100％売り切るという当初の目標があるとすれば、別計画の中でそういった目標設定、また年度

別の売り払い額といったものを別建てでやるべきだろうなと。 

 その中で、例えば毎年毎年、新財政改革プログラムの中に反映させていけるものに対しては、

そのときのチェックチェックで反映させていけばいいかなと私は思います。ですから、今回の

新財政改革プログラムの中には、取り組めるべき事項ではないと私は考えます。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷委員。最初の意見は聞いていないと思いますが、この町

有財産の売却の部分で、今討議、意見が出されているのですけれども、この新財政プログラム

の中に組み入れるか、別建てかという部分含めて意見を伺いたいと思います。  

○委員（熊谷雅史君） しばらく休んでいたので、余り、くらくらときているのですけれども、

このいわれている中身としては、いま氏家委員が言ったような中身で、非常に浮き沈みという
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か、相手方があるので組み入れられるのはなかなか厳しいのなかというふうには、実感として

は思っています。だけど我々議会として、このプログラムを精査するときに、やはり一つの数

値として町側が示した数値に基づいて意見なり、提案なり、要するに検査をするべきだと思い

ますので、財政改革プログラムの中に、数値は盛り込むべきだと私は思います。それで議論し

ていくべきだというふうに思いますけれども。 

○委員長（及川 保君） なるほど、わかりました。 

近藤副委員長はどうですか。８番、近藤守副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。皆さんおっしゃること、まったく反対するような意見

もいろいろありますけれど、どちらも私にしてみれば正論なのかなという気がしてなりません。

やはり、新財政プログラムの中に、特別に別計画で入れるということについては、ちょっと無

理があるのかと思いますけれども、これはこれで別計画というものを、またつくってその中で

いろいろ精査して、それを改革案の中でぶつけていくということは、私は別にやぶさかではな

いのかなと。ただ、煩雑になりますけれども、そういう２本立てといいますか、そういう形で

チェックができるような形に持っていけばいいのかなと、このように思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） いずれにしても、チェック体制をつくるべきだということですね。  

11 番、土屋かづよ委員いかがですか。 

○委員（土屋かづよ君） このプログラムの中に反映されるべきだと思うのですけれども、工

業団地もですけれど、今後、企業誘致が順調に行われるのかということが、今の経済情勢の中

で非常に危惧されるという点では、やはり別建てにしたほうがいいのではないかというような

気持ちでおります。 

○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） 皆さんの議論を伺っておりまして、なるほどこういうことなのだなと

いうことがようやくわかってきたのですけれども。  

先ほど、大渕委員がおっしゃったように、これに組み込んでしまうと全体の計画が大幅に変

わってきますよね。では、またこういうところを緩和できるのではないかとか、あるいは何年

度までではなくて、もっと早い時期に終わらせることができるのではないかとか、職員の給与

カットをもっと早くもとに戻してあげられるのではないかと。このような話になってきますよ

ね。やはり、この中で組み入れてやるというのは、ちょっと難しいのかなと思うのですね。そ

れと、この町民説明会に概要版でプログラム案で示していますよね。この中に平成 20 年度の効

果額 2，000 万円、計画期間内の効果額１億 8,000 万円ということで、町有財産の売却、20 年

度からということで数字上がっているわけですよね。これ平均 2,000 万円としたら、９年間、

平成 20 年から始まって平成28 年で１億8,000 万円と、こういう計画だと思うのですけれども、

これ以上のことをもっと頑張りなさいと。そういう意味でやるのであれば別建てでやるべきで

あって、組み入れてしまうと全体の計画がまた狂ってしまうかなと。このように大渕委員のお

っしゃったことがそのような形になるのだろうなと思いますので、やるのであれば、別建てで

やるべきではないかと思います。 
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○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 結局このプログラムは、連結赤字、このまま行くと平成 28 年度で 101

億円になると。しかしながら、このプログラムは連結赤字比率を下げるために、倒産しないた

めには連結赤字比率を下げなければならない。しかしながら、先ほどからも言っている、財産

収入で見込まれたりして、楽々クリアになった。23 年、24 年にはクリアする。しかしながら、

このプログラムは連結赤字収支比率、そして連結赤字はこのままで行けば 101 億円になるよと。

こればかりではないのですね。その上に全体で 358 億円の借金があるわけだよ。これだけだっ

たら、全然いいのですよ。連結赤字比率だけ、倒産しないためにやるのだったら、101 億円の

赤字を埋めるだけだったらもう楽々です。何とか行くのです。だけれどもその上に 358 億円、

全体の借金があるわけです。この借金をできるだけ、この 10 年間で職員の骨身を削るわけだ。

それから町民の財政負担も増すわけだ。それからもう一つは、超過税も今やっている。これを

やりながら、この 358 億円の借金をできるだけ減らして、普通のまちにいつできるか。10 年後

にしたいというのが、このプログラムは財政赤字なのですけれども、その上にそれがあるわけ

なのです。これをやらなければ、これだけクリアしても何の意味もないのです。このプログラ

ムだけでは。 

少なくても、白老の今の財政は 60 億円くらいですよね。今この６倍の借金があるわけだから、

この 10 年間でいかにこの６倍の借金を減らして、そして普通のまちにするかというのが、この

新プログラム以上の話なのですよ。今やらなければならない話は。だからやはり、踏み込むと

ころは思い切って今踏み込まなければ元に戻らないなというのは、私はそう思って今議論をし

ていると思うのです。こればかりの問題ではないのです。プログラムばかりの問題ではないの

です。私はそう思うのだけれどね。 

○委員長（及川 保君） 清風の意見というのは、実はそういうところから出てきているので

すよね。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕もそういうふうに思います。これ財政改革プログラムオンリーでや

ったら、それだけになるのです。ただ､今ちょっと僕は松田委員の数字と違うのだけれども、今

白老町の赤字額というのは、金利だとかは別だけれども赤字そのもの、これは水道会計は黒字

ですから、そういうものは全然考慮しないで言うと、33 億 7,600 万円。赤字額。そして、起債

の総額が 19 年度で 289 億円だから 290 億円の借金と。それを 10 年間で、もちろん連結赤字比

率だから当年度の分いろいろプラスになっているからふえるのだけれど、現段階で見ると 33

億 7,600 万円を 28 年度にゼロにすると。 

 それから、19 年度で 290 億円の借金を 28 年度で 200 億円にすると。80 億円減らすと。こう

いう計画なのですよ。もちろんこれは年々、年々減るわけだから、それは 100 億円の中に入っ

ていないわけですからね。そういうことを今 10 年間でやろうと。そのために役場の職員の給料

カットだけで 60 億円ですよ。固定資産税の超過課税では 18 億円なのです。ほとんどが役場の

職員の給料カットと退職者なのです。それで 60 億円なのです。だから、この職員のカットがな
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かったら、この財政改革プログラムも白老町の財政も成り立たないとこういうことなのです。 

 ですから、町民負担というのはこれプラス固定資産税の超過課税で 18 億円、これは法人税入

っておりませんけれども、それプラス町民の部分だと、こうなるわけです。そうなると、今具

体的な議論に、松田委員が言われたようにそういうことを前提にしてしゃべっているわけです。

我々はそういうことの中で､10 年間で白老のまちを再生するのか、20 年後どういうまちをつく

るのかということで、私などはもういないかもしれないけれど、今の議論というのは後世にそ

ういうものを残してはいけないという議論なのです。大切なのはそこなのです。本当に松田委

員の言っているとおりなのです。そういう中で、それぞれ考え方は違うのだけれども、どうす

るかということで言えば、一つはここは明らかにしておくことは必要だ。土地問題で言えば。

そういうことを前提にもとに戻すと、僕の記憶が違っていたかもしれないけれど、一つは素案

で言っている土地売却の量、15 億 8,000 万円くらいではなかったかな。素案では確か 15 億 9,000

万円ね。素案で言っている土地売却で見ているのが 15 億 9,000 万円。これがそのときも町の行

政財産の売却は、これとは別になっているのですよ。2,000 万円というのだよ。そのとき 2,000

万円かどうか知らないけれども。その約 16 億円、15 億 9,000 万円というのが素案で、前田委

員が言ったように、町民説明会で 12 月に説明されているものなのです。そうなると、行政の責

任とは何なのかと、政策転換なのかと。方針転換なのかと。これは確認してもしなくても、僕

はいいと思っています。 

 僕の言っていることは間違っているかもしれないよ。だけれど、この土地の問題で言えば、

僕はそういうことを前提にして議会の意見をまとめるべきだということなのです。そういうふ

うにしないと、別建てに計画をつくったからいいよということではないと僕は思っていますよ。

そこのところをきちんとしないとだめではないのかなと。そしてその上で反映するのかしない

のかとなると思うのです。反映という意味は、15 億 9,000 万円というのは、素案の中で反映さ

せて初めて財政再建団体を免れるという計画だったのですから。それがそうでなくなったとい

うのは、売る気あるとかないかとか、それはまたおいて置いて、そうではなくて、そういうこ

とでつくった計画が政策転換したのかということでしょう。そういうところを私は議論をして、

別建てに組むのか、それともこの新財政改革プログラムに組み込むのかというあたりの議論が、

議会としてなされないと政策的な対応策にはならないのではないかというふうに思います。 

僕自身は、盛り込めれば一定限度盛り込みたいなとは思っているけれど、可能かどうかとい

うのは、まだ組み立てができていないのです。だから、素案で 15 億 9,000 万円。これがなけれ

ばだめだと言っておきながら、まったく組まないというのは・・・。ただ、組んだらどうなる

のか、現実的な問題でいえば、100 万円組めば保育所の料金を上げなくてもいいのでしょう。

そういうふうになってしまうのです。それでいいのかもしれないけれど、そこの整理が頭の中

で、僕まだできていないのですよ。それをずっと考えているのだけれど、どうするかというの

が対案としてまだないものだから、残念ですけれど、申しわけないけれど出せなくて、何か問

題提起みたいで申しわけないのだけれど、そこら辺が今大切な部分ではないかという、整理し

ていくとそうなっていくのではないかと思うのだけれど。 
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○委員長（及川 保君） 非常にわかりやすい意見だったと思うのですけれどもね。  

どうですか、前田委員。別建てという話もここではうたっているのですけれども。２番、前

田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、大渕委員の話だと、３月の一般質問で町長に質問しているのです

よ。精査しなければいけないですけれども。そのとき、明確な答弁はいただいていないです。

当然、また議論しなければいけないと思いますので、今大渕委員が言ったとおりだと思います。 

 ただ私は、中身的なものは別にして、確かに企業誘致、臨海部含めても、皆さんご存知だと

思いますけれども、今の経済情勢からいくとかなり厳しいと思います。苫小牧も非常に、愛知

のほうへ行ったら、トヨタの関連で知っているのですよ。トヨタの本社なり大きな関連会社は、

進出している小さな企業に、系列の企業に声はかけていないと言っていますけれども、やはり

苫小牧へ部品関係の企業に対して声をかけているのですよね。白老あたりは、私の経験論から

して厳しいのですよ。その中で一生懸命、職員やっていますけれどもね。 

 そう考えると、私はやはり、先ほど言ったように、ある程度の会計の再建計画つくっている

はずですから、その中でどういうふうな数字が出ているかわかりませんけれども、結論からい

くと私は、やはりそういう部分で企業誘致がコンスタントに誘致して、土地が売れてというこ

とは非常に厳しいところだと思います。そうするとやはり別建てにして、そしてその売れた金

額については、見直しする間において、正直な数値がかなり錯誤出てくると思います。そうい

うときにそれに対する手当にする額に積んでおくとか、そういう臨時的な手当をするような部

分にして、そのためにはやはり別建てで、今も議論が出ていますけれども、企業誘致の積極的

な姿勢というのは、これは持たなければいけないと思うし、そこに何らかの形で数字であらわ

すのが行政だと思いますので、それは求めなければいけないと思いますけれどもね。そういう

部分で、別建てでそういう対処のほうが私はいいのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 非常に、今ここで結論出そうとしてもなかなか難しい部分があると

思うのですけれども、いずれにしてもこれを入れるか別建てにするかというものは別として、

後日またこの部分をきちんと整理、トータル的にやりたいと思っていますので、そこできちん

と組み入れるか、別建てやるかということも含めて、皆さんの全体の意見をそこで集約したい

なというふうに考えますがいかがでしょうか。 

 大体、入れるか入れないかは別としても、この計画はきちんとつくるべきだということは、

皆さん同じ意見のようなので、はっきりわかりましたので、その部分をきちんと、後日になる

と思いますけれども、きちんと整理したいなと 

13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。今中間報告のまとめなですね。最終結論ではないですよね。 

○委員長（及川 保君） 中間報告です。 

○委員（熊谷雅史君） でしたら、やはりこういうこともうたうことが必要だと思うのですよ。

非常にいい議論をしていますから、僕はそう思っていますから。なぜかというと、こういう計

画というのは実施計画のことをいっているのだと思うのだけれど、売却のこうこう、こういう
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ふうに売っていきますよと。ただ、それで数字が出るわけですよね。要するに担当も含めて、

そういうふうにつかむわけですよね。それを財政改革プログラムの中に、数値を入れないと全

体の議論、今大渕委員が言ったように、これだけの財源があるのであったら、町民に負担する

ところの部分をどうするの。これがやはり、議会として果たす役割だと僕は思うのです。そこ

にいかなければ、この議論をいくらしていてもぐるぐる回るだけなのです。 

 提案みたいなものだから、「こうしたほうがいいのではないか。」「ああしたほうがいいのでは

ないか。」これで終わってしまうわけでしょう。だから、チェックをするという、我々に与えら

れた権能をきちんとするためには、きちんと数字を出してもらわないと僕はだめだと思います。

ただ、やっていくことについての計画は、随時議会に示して、「こういうふうに進んでいきたい

のだよ。」ということを示してもらわないと、それはやはり議論にはならないと思いますから。 

○委員長（及川 保君） ただ、熊谷委員。今回の今やっている部分で、中間報告にはなるの

ですけれども、議会としての意見を反映させようということになれば、実はこの中間報告にき

ちんと対案を含めて、対案が出るかどうかわからないけれども、その部分も含めて出してあげ

なければ、ほとんど議会の意思というのは反映されない状況になってくる可能性が高いもので

すから、だから、できればこの中間報告を、ある一定の議会としての姿勢を明確に示す必要が

あるのですよね。いずれにしても後日、この部分についてきちんと提案したいと思います。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、委員長が言ったとおりでいいと思うのです。私は勘違いしていた

のです。町の当初の財産の売却、売らなければならないのは、工業団地 15 億円、臨海部７億円

くらい、これで 22 億円でしょう。それから町内の遊休地がいっぱいあって、毎日売りに出して

いましたよね。それを含めて 28 億円と頭の中にあったのだけれど、15 億円というのは、どう

も納得いかないのだけれど。プログラムの話ではないよ。まち全体でね、当初の財政再建のた

めには、工業団地 15 億円残っているの間違いないでしょう。それから臨海部７億円残っている

のは間違いないでしょう。それから町有地の末広やその辺を売る土地を含めると 28 億円のはず

なのです。これを売るのだというのが町の最初の考えだと。だから俺は大きな柱だと言ったの

はその金額のことで言っていたのだけれども。俺の間違いかもしれないけれど。 

○委員長（及川 保君） それでは、この部分については。トータルとして 28 億円分、売ろう

とする目標額というか、それが 15 億 9，000 万円。こういうことですね。今、きちんと載って

おりますので。 

それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前 ９時５６分 

                                         

再開 午前１０時１３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。  

 次に、超過税率の実施。個々にやったほうがいいかなという小委員会の中での進め方なので、

一つずつ議論をしていきたいと思います。町民の痛みの緩和。失礼しました。４つここに項目
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がございますけれども、２つ目にある固定資産税、1.5 から 1.55 に軽減すべきと。町民負担の

軽減をここで言っているわけですけれども、このあたりの議論をしていきたいと思います。 

 まず、松田委員、これ考え方十分皆さんわかっていると思うのですけれども、ちょっとお願

いします。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私は、今回このプログラムを見て一番不思議だったのが、

この超過税と水道料金なのですよ。水道料金が 10 年で 10 億円も 11 億円も黒字になって、なぜ

上げるのかという疑問が一つと、この超過税です。 

 この超過税は、１度上げたらバックはきかないと思うのです。ですから私は、前から何度も

述べているから余り言わないけれども、私はやはり段階的に上げていく、少なくても 20％いき

なり上げるのは。運悪く、今ガソリンや物価や何からかにまでみんなでしょう。その中でこの

超過税の固定資産税、これだけは生活保護者でも何でもみんないくわけですよ、財産を多少で

も持っている人は。一番、やはりこれは効くと思う。 

 ですから私は、20％は急だと、もっと下げるべきだと。できれば上げなければ一番いいので

すけれども、やはり前から述べているとおり 10％くらいがせいぜいではないかと思っています。

前から言っているので、このくらいにしておきます。 

○委員長（及川 保君） はい、そういう考え方でございます。それぞれの委員の考え方をお

聞きしたいなというふうに思います。ほかに町民の痛みの緩和、これ現行の計画の、大変な町

民の負担になるのではないかと。今の松田委員の考え方ですね。 

 超過税率の段階的税率の適用、これも今、松田委員がおっしゃっています。 

 超過税率の改革期間中の時限立法、改革期間中に限る制度だと。これは前田委員が提案して

いますね。こういう提案者の考え方でございます。 

前田委員、ここで全体を含めて提案者としての意見をお願いします。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。私は、そのような言い方をしています。それでただ、今松

田委員もお話ありましたように、今いろいろな状況を考えると、非常に厳しい環境にあります。

まして今アメリカのほうもサブプライムで大きな銀行が２つ、国策でてこ入れするという状況

になると、日本の銀行もかなり出資していますから、そういう部分でかなり今の日本の経済の

状況にプラスして、より環境が悪くなるだろうということを踏まえて、また、どなたか言って

いましたけれども、国の環境が今後消費税云々という形になってくると、非常に町民自身に対

して厳しい状況に、環境の中にありますので、ですけれども白老町の財政は再建しなければい

けないということになると、私は 10 年なら 10 年の間に負担は願うと。しかし、10 年後はこう

いうまちができるのだよと、そういうことを訴え、協力を求めたほうがいいのではないのと。

私はそう思います。 

 それともう１点は、段階的なという部分でいっていますけれども、これは当初の連結実質赤

字比率の出資比率を見ても、24 年で終わることになっているのですよ。ですけれど、先般工業

団地等の下水道関係の比率がアップするよと、試算に含まれてアップするということになると、

１年くらい早くなって、またその年度の赤字比率がかなり下がってくるのですよね。そうする
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と、これを逆に 26 年くらいまでに延ばしても、そういう数字の中でいけば、１年間２億 5,600

万円伸びていますから、これはある程度なだらかにやっていっても、この収支比率を赤字の比

率を延ばしても、少し緩やかに町民負担を求めてもいいのではないかと。対外的に連携収支が

赤字だから恥ずかしいというのではなくて、やはりそれはそれとして割り切って、町民に少し

でも負担を緩和して、それで 10 年間の中でクリアできればいいのではないかと、私はそういう

考えです。 

○委員長（及川 保君） 具体的な軽減策を述べていただきました。 

町民への負担軽減については、これ全議員が多分、山本委員も多分いろいろな部分でやって

いますから、意見を述べていますから大体わかるのですがどうですか。５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） これ、前に私どもの会派からも、このことについてはほぼ清風クラブ

さんと同じような考え方を持っています。本当にタイミングが悪くて、北海道も今公共事業依

存型から、強力に地方分権を推進して自立しなさいよということで、例えば支庁再編もそうで

すし、開発建設部、いろいろ出ていますね。そういう中で、なかなか公共事業依存型の北海道

が脱却しようにも、これあしたから脱却なんてできないですよね。非常に時間がかかるお話で

すし、その状況の中で非常に経済が疲弊しているのが北海道の実情だと思うのです。プラス、

昔のオイルショック的な状況になっていますね。それによって諸物価が高騰して、本当にイン

フレーションの経済が目の前にやってきていると。 

こういう中で、この 20％の固定資産税や法人町民税、非常にこれは町民一人一人にとっても

厳しいですし、各企業、特に個人経営者、あるいは中小企業にとっては大きなダメージになる

話なのですね。通常の中でもなかなか利益を出すのは非常に難しい状況の中で、これをやると

いうことによって、本当にお店を閉めてしまわなければならなかったり、あるいは倒産を招い

てしまったり、そういったことになると雇用の確保という問題も出てきますし、町民に不安を

与えるようなことにもなりかねないというふうに考えるのですよ。ですからこの 20％というの

は、やはり私も 10％くらいで軽減すべきだと。 

その中で、これは対案として申し上げたいのですけれども、夕張あたりではこのようなこと

を実施しているのです。軽自動車税の見直し、あるいは個人町民税の見直し、これらも含めた

中で軽減をしない。ただ、減らすといっても、やはり税金は税金の中である程度やっていかな

ければならないのかなと。これらも検討した上で、どの程度になるのかを検討していただくこ

とができないのかなというふうに思います。きょうはじめて申し上げたのですけれども、対案

として軽自動車税の見直し、個人町民税の見直し、これらも含めた中で固定資産税や法人町民

税を緩和すべきと、このように申し上げたいと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。具体的に個人町民税、それから軽自動車税の見直し

という提案をしております。  

松田委員、これにするにあたって対案というか、1.5 から 1.55 にするためにはこうすべきだ

という意見ありますか。  

○委員（松田謙吾君） 私は、町民に負担を求めてもいいと思います。しかし、水道事業のよ
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うに４億数千万円も黒字を持って、それから 27、28 年には 11、12 億円黒字になるのですよ。

そちらのほうはほったらかしにしておいて、取るところだけから取る。この考えで水道料金ま

で上げようとしている。では、何を基準にして町民から課税を考えるのかと、こう考えたとき

に、超過税ですから、超過ということは決まっている以上とるわけですから、ですから、私は

超過というこの部分は、今白老のこの物価高やガソリン高や、それから様々な手数料や事務事

業の見直しや、すべて含めて町民に負担がかかるわけですから、氏家委員も前によく言ったの

ですが、町民に何か還元するものはないかと言っていましたけれども、私は超過という部分は

はずすべきだと思っているくらいです。それから還元するならば、水道代を上げるべきではな

い。むしろ下げるべきだ。下げるべきものは下げるべきが、私は全員に対する考え方だと思う。 

 ですから、私は対案という何かがあるのかと言えば、福祉循環バスの料金をきちんとみんな

から取ったり、温水プールの 800 万円くらい赤字になるのであったら、これも公平にみんなか

ら取るべきだと。こういうことが、私は対案として言っているのですよ。  

○委員長（及川 保君） 人件費の、大型補助の部分を言っていますよね。 

○委員（松田謙吾君） そうです。それから大型補助というのは、これは大きいのですが、観

光協会、これは町長が観光協会長なのですから、役場に持ってくるべきだ。それから商工会は、

今こういう時代だから、思い切って苫小牧と合併すべきだとか、それから社会福祉協議会の補

助金を見直す。私は、対案としてこういうことを言っているのです。 

○委員長（及川 保君） そうですよね。わかりました。 

提案者の皆さんの、この部分についてのご意見伺ったわけであります。それぞれのご意見を

伺いたいというふうに思います。  

 ７番、玉井昭一委員いかがですか。今の全体の提案に対する、ここの部分の議論をしたいな

というふうに思います。  

○委員（玉井昭一君） いずれにしても、今松田委員が言っていることはそのとおりだと思う

けれども、ただ、僕も正確ではないのだけれども、水道料金については、おそらくもう年数が

44 年くらいたっていますよね。確か 40 年に上水場の施設をつくったと思うのですよ。それが

老朽化しているのは事実なのですよ。これはいつやらなければならないかが問題なのだけれど、

10 年以内には改築しなければならないのではないかと思うのですよね 

○委員長（及川 保君） 玉井委員、水道料金ではなくて、この超過税率の部分です。松田委

員は全体の話として水道料金の話もしましたけれどもね。 

○委員（玉井昭一君） 私は、水道料金のことがネックになっているものだから言っているの

だけれど。その辺がおよそでしかないのだけれど、確実ではないのだけれど、それがもし改築

するとすれば相当かかるのですよ。だから、その辺をどう考えているのかはわからないけれど

も、僕はその辺を考慮しているのではないかというのが水道料金についてなのだけれどもね。  

 超過税については、それは 20％というのは、私だって多いと思いますよ。少なくできるもの

であれば、それにこしたことはないと思っています。 

○委員長（及川 保君） それでは、近藤副委員長どうですか。8 番、近藤守副委員長。 
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○副委員長（近藤 守君） 近藤です。超過税率については、やはりパーセンテージを下げて

いいのかなと思っておりますし、また、前田委員がおっしゃったように、時限立法的な方策で

いけば、払う町民も将来に希望を持てるのかなというふうに考えておりますので、そういう方

法も一案だなと思っております。以上です。  

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷委員。この超過税率について考え方をお願いします。  

○委員（熊谷雅史君） 町のほうから指示された改革プログラムの中に額が打たれている中で、

やはり今言ったような中で議会として対案を出して、こうすべきだろうという議論としては、

ここに示されている議論というのは非常に大事なことだなというふうに思います。ただ、私が

思うには、この町が示した根本の考え方というのは、都市計画税がうちにはないのですよね。

それから従前から法人税は取っていなかったということもあって、僕は逆にこの時代が時代だ

から、やはり同じような地域性を持っているところも、かなり財政的に厳しくて、取り組んで

いる自治体というのがあるわけです。今回、我々がこの財政が逼迫しているということも、理

解はしていたけれども、今まで町民賦課のところというのは議論をしていなかったのですよね。 

 やはり、町側としても一歩踏み込んだ考え方できていますから、僕はやはり町民に理解を得

て、この税率というか、この率の問題は別として町が考えている額がお願いできるような仕組

みというか、そういう中身でやっていけばいいかなというふうに思います。 

 だから変な話、松田委員だとか、各委員から意見が出ていますけれども、でこぼこを調整し

ながら、その額にマッチするということも一つの妥協案であろうかというふうに思いますけれ

ども、私は根本的にはこの町が示したことについて進めるべきだなという考え方です。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員いかがですか。14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。私はこの超過税率の、20％超過課税のアップという

のは根本的には多すぎるのではないかと思います。ただ、それが 10％が妥当なのか。どれくら

いが妥当なのかという、今の白老町の財政的なものを考えたときに、課税しなければならない

部分というのはしようがない部分もあるのかなと思います。余りにも 20％と、いきなり 20％と

いう部分に関しては、本当に、例えば年金収入の方々から、低所得者といわれる方々に対して

までも、すべてかかってくることですからね。そういった面に関しては考慮していかなければ

いけない問題だろうなと。 

 私の根本的な考え方は、やはり町民の痛みの緩和なのですよね。今までいろいろな部分出て

きました。例えば、高齢者大学の自主運営だとか、いろいろなものが出てきましたよね。振興

公社の運営上の見直しだとか、事業規模の問題だとか、それから社会福祉協議会の問題だとか、

いろいろな問題が出てきています。こういったものをすべて精査した中で、例えばそれが町民

にどういった形で緩和できるのか、負担を軽減できるのかということに目を向けていかなけれ

ば、僕の最終的な考え方なのですけれども、それが今回のこの固定資産税の税率の問題に、す

べて充てていけるものなのか。例えばごみ袋などと、僕、前に言ったけれども、少しでも町民

の負担の軽減になるような問題に変えていけるようなものになっていければいいかなと思って

いるのが、僕のもともとの考え方なのです。 
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 ですから、あくまでこの固定資産税に関しては、20％では余りにも大きすぎるので、これを

10％なのか、15％なのか、そこの中身までの精査をまだしていませんけれども、そういった中

で税率を段階的に運用していくという形が一番いいのかなと。そのためには今まで議論したも

のすべてを精査して、そこに当てていくしかないだろうなと思っています。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

９番、斎藤征信委員いかがですか。具体的な数値も何か。 

○委員（斎藤征信君） 基本的には、今話が出ていた部分と大体同じですけれども、やはり、

できるだけ抑えることができないかどうかということを考えなければならないのかなというふ

うに思います。実際に効果額というのが年間２億 5,000 万円繰り上げていくということで、こ

れ世帯数で割っても、一世帯分がかなりの金額ですよね。 

 今、家を持っている、土地を持っている１人住まいの方という、そういう人が多くなってい

るわけでしょう。そのような中で資産を生むことができない、土地や家屋にかけて、これだけ

上積みされるということは、今の生活ではとっても耐えられないのではないかというふうには、

基本的には思っています。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

10 番、大渕紀夫委員いかがでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） 今、斎藤委員が言われたとおりです。問題は、我々がどこまで、例え

ば 10％カットした場合、１億 2,000 万円くらいの金額が、それをしなかったら我々提案したら

だめだとか、そんなふうには僕は全然思っていないですよ。思っていないけれども、それは金

額が大きいですから、それなりの考え方をすべきだろうというふうに、そこは議会として示さ

なければいけない範囲かなというふうには思っています。 

 そういう点でいえば、なかなか難しいところがあると。一つは、町民負担の考え方でいえば、

前から言っている国民健康保険税の資産割をやめると。資産で同じですからね。今の段階で資

産割をなくせば金額として 4,000 万、5,000 万円あるのですね。その分が、もちろん平等割、

均等割のほうに上置きになって、それが今度６割軽減が７割軽減になり、４割軽減が５割軽減

になり、２割軽減が導入されるという中で、均等割、平等割が減るという状況の中で、その対

比でどれくらい個々の家庭が資産の分で安くなるかというのは、まだ僕、総額でしか聞いてい

ないから個々のケースはわからないのです。 

要するに、税金で上置きされる部分と、もし国保の資産割をなくした場合、その分で軽減さ

れる分のプラスマイナスがまだよくわからないのですけれども、そういうことでいえば軽減は

一定限度される見通しはないとはいえないというのも一つの方策かなと思っています。ですか

ら、そういうものも織りまぜながら、私は 20％というのは大きいと思っていますから、対応策

を考えられれば考えながら、もうちょっと減らせる方法を考えられないかなというふうには思

っています。 

○委員長（及川 保君） 具体的な数字についてと、その対案というか具体策、ここの部分を

軽減させるということになると、具体的な部分が必要になってくるだろうと、その部分が今議
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論の中心になると思うのですけれどもね。いずれにしても全体の意見、対案も含めて考え方を

お聞きしたいと思います。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は、町民の負担が減るのであれば、本当にそれにこしたことはない

と思いますし、本当に財政の厳しい中で、町で上げるといった部分を議会でいろいろな議論を

して、対案をきちんと出して、これだけの効果があるからこういうふうにすべきだというもの

をきちんと示せて、それで下がるのであれば私はすごい効果があると思うのですね。  

 先ほどから、いろいろなお話がありましたように、前のオイルショックのときと今違うのは、

給料は上がらないけれども物価が上がっている。前のオイルショックのときには給料は上がっ

ていたと。だから、国民の負担というのは追いついていけたという。だけど今回は、給料は反

対に下がっている。その中で物価が上がっているということでは、町民の対応というか、国民

の対応は本当に厳しいものがあるということだと思うのですね。 

 町民負担額の試算というのをもらいましたよね。これを見ますと収入には全然関係ないので

すね。持っている物件に対してですから、資産に対してですから。ケース５の場合、夫婦と子

ども２人で土地もあって下水道も使用していると、年間２万 400 円の増になるのですよ。月

1,700 円なのですよ。本当にこの負担というのは、もしかしたら子どもが２人いるというのは、

どういう意味で子ども２人と書いているのかわからない、収入関係ないから別に関係ないと思

うのですけれども、そういう面からいくと保育料も上げるという話がありますよね。そういっ

た中で、全部プラスしていくと１軒のうちの負担はすごいと思うのですよ。そういったことを

もう１度考えて、本当に数値的にきちんと、国保税も上がるかもわかりませんよね。まだ金額

具体的になっていませんよね。それも入ってくるということになりますよね。それを全部絡め

て、先ほど大渕委員が言ったように、私も計算したのですが１億 2,800 万円、超過税率を 10％

下げると。それを、金額で全部出してみてどうなのかというのをもうちょっと。具体的金額ま

で示す必要はないかもしれませんけれども、私は山本委員が言った軽自動車税の税額を上げる

というのは、私もほかのほうで読んでいて、車というのは一つの贅沢品と言われていますから、

これはいいのかなと思っていた部分はあるのですけれども、そういった面を全部組み合わせて、

前に議論した寿幸園の民営化とかも含めながら、それがこのプログラムと同時並行でできるの

かどうなのか。下げるということは、そういうプラスの面を出していかなければだめですよね。

そういったものが並行してできるのかどうなのか、そういった面を私たちの中でもうちょっと

考えて、具体的にしていかなければいけないのかなというふうに思っていますけれども。 

○委員長（及川 保君） 町民が直接生活の中で増となる部分が非常に大きいということで、

皆さん大半は今、この部分を緩和すべきであるという意見でありますけれども。 

３番、西田祐子委員いかがでしょうか。  

○委員（西田祐子君） 西田でございます。皆さんほとんど意見は出尽くされたと思いますけ

れども、私も町民負担額は、最初から２割増というのは反対でした。と申しますのは、やはり、

固定資産税ですから、今回の超過税率の部分において、ほとんど固定資産税にかかってくる税
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率の割合というのは、新しい家ほど率が高いわけなのですね。古いほうの家というのはどんど

んと償却資産されていきますので、税率にかかってくる部分は少なくなってくるのですが、新

しい家ほど税率が高い。つまり、若い人たちが苦しい中で、苦しくても楽しい我が家を１軒欲

しいと頑張って、何とか持ち家を持った。そして子育てをやっている最中、はっきり言ってこ

の世代というのは一番お金のない世代ですよ。その方々に一番負担がくる。だからどう考えて

も、一番苦しい人のところから税金を取るという形に、今回の超過税率２割負担というのは、

なってしまうのかなと。そこのところを一番懸念したものですから、当初から、もし上げるの

であれば、私としてはせいぜい 1.45 から 1.5 くらい、それが限度かなと。本来であれば、一番

貧しいということをもうちょっと考えてほしい、そういうふうに感じております。以上です。 

○委員長（及川 保君） わかりました。清風としては、このことによって人口の減に非常に

拍車がかかる可能性も否定できないなと、こういう危機的な、計画がまた大幅に狂ってくる可

能性が出てくるなという考え方も、実は含んでいるなということもご理解願いたいと思います。 

11 番、土屋かづよ委員いかがでしょうか。  

○委員（土屋かづよ君） 先ほど、山本委員とか大渕委員が言われたとおり、私もそう思うの

です。実際に 20％アップされますと、どれだけ町民の方々に影響が出るかという、効果額は出

ていますけれども、実際の影響額というのが出てきませんね。当然、私など１人世帯で家屋が

あって、土地にも相当かかってきます。 

先日も町内の業者の方とお話したのですけれども、今この時代に、すべての物価がどんどん

上がって、原油の高騰があって、ましてやすべての産業にその原油の高騰がからんでいます。

そういう先が見えない中で、この 20％増というのは商売をしていく者にとっても、やはり影響

が非常に大きいということで、類似市町村の状況は出ていますけれども、やはり、この固定資

産税超過課税は非常に厳しいものであるのではないかなというのが実際ですね。 

 この 20％にすることによって、将来的に白老町がどのように変わってくるのかという、そう

いうシミュレーションが見えてこない中で、厳しいものであるというので、私はやはりせいぜ

いやっても 10％が限度かなとは思っております。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

７番、玉井昭一委員。  

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。私も当然、先ほども言ったように、町民の負担が少

ないにこしたことはないのです。ただ、10％くらいがいいだろうという話が出ているけれども、

果たしてその財源が、減らした分をどこから出すかという問題だよね、どこで集めるかという

ことでしょう。結果的にはどこかここかで町民の負担になるのだよね。そうでないとやってい

けないわけだから。だから、減らすのはわかるのです。私自身も減らしたいと思うけれども、

そうしたらその 10％の財源はどこから持ってくるかというのが問題でしょう、ここを議論しな

いと。議員はみんな町民のために超過税率を減らすべきだと、これは当たり前だと思うのです。 

○委員長（及川 保君） だから、それを聞きたいのですよ。それも含めて聞いているのです。 

○委員（玉井昭一君） そこを言わないと・・・。  
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○委員長（及川 保君） 一番最初にお聞きしているのですよ、私。どういうお考えかと。そ

こを聞きたいのです。町側の立場で一生懸命お話されても、非常に困るのです。 

14 番、氏家裕治委員。議員としてお願いします。 

○委員（氏家裕治君） 玉井委員の今の意見というのは、今までの議論の中では、例えばそう

いう 10％に下げるだとか、15％にするだとかという数字は別にして、まず軽減するべきだとい

う話の中で、今までも、例えば町民福祉バスの件だとか、求めていかなければいけないもの、

それから事業の見直しなどによって生み出される財源、僕はそういったものもすべて集約した、

全部まとめた形の中で、それが今回のこの超過税率に反映されるべきものなのか、それともほ

かに反映されるべきものなのか、そういったものが一つのバックアップの材料として示してい

けるものではないのかなということで私は言ったつもりです。  

 ですから、多分皆さん、個々の議論の中で、例えば山本委員が言われた軽自動車の課税の部

分だとか、そういったものも一つのバックアップの材料だと僕は思っていますから、そういっ

たもの各委員から、少しずつでも出ているのではないですか。ですから、今言われたこととい

うのは、玉井委員の思い、多分そこにあるのかもしれない。僕もそういうふうに思っています

けれども、そういった財源の話、財源というよりも、こういったことによってこういうことに

も反映できるのではないかということが、少しずつでも出てきている段階ですよね。皆さんか

らそういった意見を聞けばよろしいのではないでしょうか。 

○委員長（及川 保君） まったく委員の言われているとおりで、きょう新たに軽自動車税の

見直しも必要ではないのかというようなこともある程度出ていますので。  

７番、玉井昭一委員。  

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。軽自動車税の件は、当然わかるのですよ。だけれど

も、例えばプールの件はプールの維持費にかかるよと。それからバスの件はバスの維持費にか

かるわけですよ。余分に出てこないのですよ。だから、それを財源だといっても財源になって

いないですよね。だから、財源になる部分はあと何があるのかなというふうに思うけれどもね。 

○委員長（及川 保君） 「思うけれどもね。」ではなく、具体的に何かないですか。町側の立

場で考えれば・・・。 

○委員（玉井昭一君） 町側の立場ではないよ。僕が今言っているのは、例えばプールとかバ

スと言うから、それはそのものに係るのであって、だからそれ以外のものには出てこないと思

っていると僕は言ったのです。軽自動車の件は出てくるかもしれないと。僕が今言っているの

は、できる限り町民負担は少なければ、それにこしたことはないよと。だけれども、その他の

財源というのはあるのかと聞いているのです。 

○委員長（及川 保君） 僕がそれを聞いているのです。玉井委員、もう少し前向きに何か出

してほしいのです。皆さんの言っていることをどうのこうのではなくて、「私はこう思う。」と。  

 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。福祉バスでも、それから温水プールでも、これは利用する

人だけしているのですよ。ほんの一部。温水プール４万 5,000 人といっても、ほんの一部の人
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が何十回行っているか、何百回行っているからその数になっているだけ。福祉バスだって同じ

人です。ほとんど同じ人です。それが 100 回乗っているか、120 回乗っているかで何万人とい

う数になっているだけ。だから、こういう特定の人方が利用するものは、みんな平等に取るべ

きなのです。そこから浮いたお金は当然、みんなに還元される。みんなが出したお金でやって

いるわけだから。 

 今 1,980 万円福祉バスに使っている。これはみんなの税金を使っているのですよ。それから

温水プールだって 800 万円赤字、これは経常費の一般会計の中から繰り入れて使っているわけ

で、みんなの税金です。そこのところを区別しなければだめです。 

 それから、先ほど軽自動車税の話が出たけれども、今自動車はぜいたくなものではありませ

ん。なければ生活できません。決してぜいたくなものではないと、これだけははっきり言って

おきます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） すみません。私も言ってから考えていたのですが、みんな今燃料が上

がって、軽自動車に切りかえている時期なので、でも町というかいろいろな面で生保の関係で

もそうですけれども、考え方としては車はぜいたく品と言われますからぜいたく品なのですよ。 

○委員長（及川 保君） いいのですよ。自由におっしゃってください。  

５番、山本浩平委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 先ほどの私の意見を補足と申しますか、もしかしたら同じような内容

になってしまうかもしれませんけれども、今回の税率アップ、これ町民一人一人の大きな負担

になるというが１番なのですけれども、今回法人税と固定資産税の 20％アップですよね。とい

うことは、この固定資産税の中には償却資産等も入っているわけですよ。ということは、事業

主にとっては、今の社会情勢では本当に経営を直撃するような、社会情勢がいい状況であれば

このくらいやむを得ないなという部分もあるのですが、今の社会情勢を考えると、これはちょ

っと撤退するところもふえてくるのではないのかなと。  

 そうなったときには白老町はどうなっていくのかなとか、そういったことを考慮すると、も

うちょっと広く浅くして、それを緩和すべきではないかという意見です。その中で、軽自動車

税の見直し、あるいは個人町民税の見直し、こういう意見なのです。 

○委員長（及川 保君） 少しずつ、町民皆さんが負担をしてカバーしあおうという山本委員

の意見だと思うのです。ですから、個別に軽自動車税の話も出てきたのですけれども。 

 私も先ほど申し上げたように、前田委員の段階的な話もそうですし、時限的な話もそうです

し、やはりそこには、町民が白老町でいつまでも生活して頑張っていただきたいと。生産活動

をして頑張っていただきたいとこういう。ほかに行かれたら、この計画そのものがだめになっ

てしまうという部分も含まれているということをご理解いただきたいのですよね。 

 大方、全員のご意見は伺いました。この部分についていかがでしょうか。今、提案されてい

る 1.5、1.55 という数字は別として、皆さんの意見は軽減はすべきだと。軽減するしかないだ

ろうという意見だと私は受け取りました。全員の意見は聞きましたので、この大事な部分でご
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ざいますので、議長の意見もオブザーバーでございますけれどもお聞きしたいなというふうに

思います。特別に、大事な部分ですので。 

○議長（森部登志雄君） 皆さん、いろいろと意見を出されて、本当にこの固定資産税超過税

率、法人町民税のアップというような形でなっています。確かに 20％というのは非常に大きい

金額です。また、これによって金額的に年間２億 5,000 万円という。例えば 10％にすると１億

2,000 万円。それをまた 15％にすると２億 5,000 万円の４分の１と。それだけのものをどこか

らか捻出するという形になると、先ほど松田委員から出た受益者負担の原則からして、そうい

うようなものは大いにそちらのほうで負担すべきではないかと。いずれにしてもこの分は、町

民のほうへみんなかかってくるわけです。形を変えた中で町民のほうで負担しなければだめな

部分が出てきますので、その辺をどう考えるか、考えたほうがいいのかなというぐあいに、私

は考えていますけれども。 

 それから、この計画自体を何とか 10 年間で、計画どおり赤字をゼロにするのだという大義名

分からいきますと、これを完全にやるには本当にそこで減らした分をどこかでほかで賄ってい

くというようなことを取っていかなければだめだということで、基本的には法人町民税の場合

は、ほとんどのまちがこれを導入していると。そして固定資産税の関係の場合は都市計画税と

いうのは、結構あちこちのまちで取っているというような中で、白老も一般の方は、ただ家を

建て宅地を持っている方は、都市計画税の 0.3％分は、これはほかのまちでもいろいろやって

いるし、白老としてぜひ普通のまちになりたいという観点からいくと、これは時期的に非常に、

前から導入していれば余り感じなかったのですが、今この時期に、社会情勢がこのようになっ

ているのにこういうのを取るということは非常に心苦しいという点はあろうかと思いますけれ

ども、やはり普通のまちなみに町民も負担してもらえないのかなというような思いはあります。 

 ただ、償却資産の関係で、これ企業をやっている方はかなり重くのしかかるというようなの

がありますから、その辺はほかである程度、その金額が捻出できるのであれば、その分はでき

るだけ少なくしてやるべきなのかな、やってもいいのかなというそういう考えは、私としては

持っています。大いにこの辺は議論していただいて。 

○委員長（及川 保君） できるだけこのプログラムに添って進めていただければありがたい

と。こういうお話であります。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時００分 

                                         

再開 午前１１時１１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。超過税率の軽減をどう図る

かという議論をしているわけですけれども、３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 先ほど、玉井委員から超過税率の実施 20％はきついけれども、10％と

いう意見があるけれども、ではその分をどうしたらいいのだという意見があったと思うのです

けれども、その件に関しまして、私、町有財産の売却ということも一つ掲げさせていただいて
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いたのです。超過税率の実施の一つの案なのですけれども、やはりここも、売却という計画を

きちんと立ててほしいというのは、不確定要素なので今回のプログラムの中には一切入ってい

ないということでしたけれども、やはりきちんと売却計画というのですか、そういうものを立

てて、一つの税金を上げないのなら、ここのところも頑張る。そういう意味で一つ上げさせて

いただきました。 

 それともう一つ、今までたくさん議論してきまして、定数管理及び総人件費の見直しとか、

事務事業の見直し、町民サービスの見直し、投資的経費の見直し、これらはすべてこの税金を

上げないということが一つの前提になって、それではどこから財源を持ってくるのかだという

ことが、議員お一人お一人の頭の中にあったと思うのです。ですから、このプラス要素という

ものを随分出してきたのではないかなと思うのです。ですから、税金 10％にしたら残りの 10％

をどうすると聞かれたら、今までの議論がむしろそこに充てるべきだという考え方だったから

プラス意見が出たのではないかなと思っておりますけれども。以上です。 

○委員長（及川 保君） 委員の言われるとおりですね。プラス要素が、プラスマイナスとな

っていて皆さんわかるとおり、この部分のことをはっきり言っていまして、そのご理解のもと

で意見を伺っていきたいなというふうに思います。  

 大勢は、この軽減はやはり図るべきだと。町民負担の軽減は図るべきだということでは一致

していると思います。この数値についてであります。これ後日というふうにしてもいいのです

が、具体的にもう少し、何も煮詰まっていないので議論していきたなというふうに思います。

10％というところもあれば、15％とかいうところもありますよね。ただ、大渕委員がおっしゃ

ったように、この部分で半減するとなるとその１億何がしのお金をどうするのだと。こういう

ことになっているのですけれども、この部分でも、全体プラスのかなりの部分があると思うの

ですけれども、このあたりの部分を煮詰めていければなと思います。 

10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 基本的なことでもうちょっとだけ発言させてほしいのですけれども。

一つは、例えば、今出されている軽自動車税や個人町民税を上げるということになれば、これ

は結果としては町民負担は変わらないとなってしまうのですよ。 

○委員長（及川 保君） まったく、そのとおりですね。 

○委員（大渕紀夫君） シフトされるだけなのです。ですから私は、そういう考え方でいいの

かどうかと。軽自動車税も個人町民税もこれはそうなります。これは町民負担を軽減したこと

になるのかどうかということになりますよね。 

 ですから、私はまず、そこではそういうことをまったく抜きに考えるわけにはいかないだろ

うと。それから決して、私、さっき言ったように基本的には下げるという考えなのですけれど

も、これ固定資産税の超過税をやって 18 億円です。 

 先ほどから、休憩時間に松田委員との話し合いの中で、ちょっと違っているところもありま

すけれども、職員の負担というのは、これで出ている分については議員の歳費の削減含めて 60

億円なのです。下げるなという意見ではないですからね。そう言ったら下げなくていいと言っ
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ているように聞こえたら困るから、決してそうではない。だけど、職員の負担が 300 数 10 人で

60 億円。それで今回上げる固定資産税は、もちろん固定資産を持っていない人は対象外だから、

２万人全部ではないけれども、そこが 18 億円ということの整理をどうするかと。議会として。

これはやはり、聞かれたときに反論する必要はないかもしれないけれど、僕は考え方として整

理しなければいけない部分ではないかと思うのですよ。議会として。そうでないと、職員が 300

数 10 人で 10 年間で 60 億円負担するのです。では、固定資産税 20％上がることによって 18 億

円なのです。ここをどう見るかというあたりを、当たり前だよという方ももちろんいらっしゃ

ると思いますよ。だから、僕はそれはそれで構わないのです。ただ、私も下げろという意見で

すから。だけれど、そこはやはり考えなくてもいいのかなという気が、ちょっとだけでもいい

から議論しておかなくてもいいのかなと。それは関係ないよとなるかもしれないけれど、そこ

が一つ、私、考えているところがあります。 

それと、今言ったように広く浅くやるというのはけっこうなのだけれども、そういうふうに

すると町民にかかる負担は同じではないかなということが２つ目。 

それから、ちょっと西田委員の考えと違うのだけれど、僕は若いうちに家を建てて、どんど

んどんどん定年になって、これから団塊の世代がどんどんふえていくと。その人たちは年金だ

けの収入なのですね。固定資産を持っている。土地も家も持っている。その人たちがこれから

一番大変になるのではないかと。なぜかというと年金が下げられる。物価は全部上がるから。

そこで、先ほど言っている国保税の資産割をなくすることによって、定年退職した人は全部国

保にいきますから、そこの部分の軽減が図れるのですよ。ただ、割合として若い人とどれだけ、

バランスがどれだけ、割合がどれだけかということを調べていないからね。それで強く言えな

いのだけれど、だけど、全体としてみたらそういうことというのはすごくあると思う。僕は思

っているのですよ。だから、固定資産税でふえた分を国民健康保険税の資産割をなくすことに

よって下がるのですよ。だから、そういうことも、私は考慮に入れられるかなりな範囲。なぜ

かというと自営業の人以外は若い人で国民健康保険という人はいらっしゃいませんから、だか

らそういうふうにすることで実質的に下がりますからね。そういうことでいえば町民全体には

ならないのですよ。 

そういうことを僕自身は考えているのです。１点目と２点目については若干の問題提起です

けれども、３点目についてはかなり具体的な多くの部分が対象になるだろうと。要するに 60

歳以上の人、勤めていない、仕事をしていない人は全部対象になりますから。国民年金の人も。

だから、そういうことも含めて、ここの部分は考えられないかというのが私の考え方なのです。  

○委員長（及川 保君） 今具体的に、国保の資産割の部分が出てきているわけです。こうい

う事例をきちんと示された中で、この提案されている部分を議論していきたいなというふうに

思います。  

 ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の大渕委員の意見の中で、私の考え方とちょっと違うとおっしゃら

れたのですけれども、私は年金いただいている方々はいいという話ではないです。年金いただ
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いて大変な人たちもこれからふえるというのは、それは皆さんおっしゃったとおりだと私は思

っています。ただ、新しく家を建てている 10 年かそこらくらいの若い人たちに一番負担がくる

のではないかというお話をさせていただいたところです。 

 もう一つ、町職員と議会で約 60 億円を 10 年間で削減すると言っていますけれども、その根

拠となる数字なのですけれども、60 億円という数字は辞められた人たちがいるという計算上か

らいったら 60 億円になるのではないですか。もう辞められたのだから、それでもうないわけだ

から・・・、というふうに、私、実質のところはちょっと数字が違うのではないかと感じてい

たのですけれども、その辺は、もし詳しく教えていただければありがたいなと思うのですけれ

ども。どうなのでしょうか。  

○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。簡単です。ここにある改革プログラムの 56 ページ

に職員が辞めた分がありまして、54 ページに定員削減による効果 22 億 1,800 万円。これは今

おっしゃられたとおり辞められた方が定年までいたという金額が多分入っていると思います。 

 ただ、この 54 ページに目標効果額として 22 億 1,800 万円。これは採用を差し控える分、24

年からの半分の部分。これ全部入っています。それからその次の、再雇用の部分、これはマイ

ナスです。2,500 万円、これは支出になるのですね。多くなるのです。だからこれはマイナス

にしなくてはいけないと思います。それからその次の一般職の給与削減 31 億 7,700 万円。これ

はもちろん当然効果額になりますね。その次に出ている管理職の削減、住居手当、特別職の給

与、議員の削減、というのがトータルにすると、プラスマイナスすると 59 億 9,200 万円という

ことになりますので約 60 億円とこういうことです。 

○委員長（及川 保君） 大渕委員、そのとおりなのです。実は数字はわかっているのですよ。  

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほど大渕委員が、ここの部分を議会で議論すべきだと言いましたよ

ね。ということは職員の負担が 60 億円だと。今西田委員が頭をかしげて質問したので、先ほど

の話と同じなのですが、ここはこことして、私は平成 10 年に再建計画、財政が厳しいというこ

とで見野町長時代に、それから 14 年にも健全化計画かな、これをやった。この当時も、とにか

く一番効果があるのは職員の給与の削減だと。それから、私は 14 年の時点でも、私も町長選挙

に出た人間だから、60 人、人を減らさなければまちはもたないと選挙をやったのです。事実。 

 健全化計画も、再建化計画も、組合自身が当時乗らなかったのですね。相談しても、呼びか

けても、職員一人一人ではなく組合がですよ。組合の代表の方々は乗らなかった。それで見野

町長は当時、人員の削減と給与の削減はできなかったのです。  

今飴谷町長になって、飴谷町長の手腕で組合と合意して、私は 30 数億円だと思っているので

すが、これだけの削減をした。ですから、私は、この職員給与の削減は、職員が合意してやっ

たことだと。いいとか悪いとかではないですよ。合意したのです。  

それから、町民のこの負担は、町民は合意していないのです。「やるぞ」と言っているだけな

のです。ここの考え方は、やはり違うと思うのです。これは町民一人一人にまちが説明したけ
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れど、60 数名しか来ていないのです。数にしたら 600 分の１ですよ。それから、議会も説明を

しに行ったらやはり 60 人ですよ。600 人に１人しか来ていないのです。これでまちはやろうと

しているのです。  

この事務事業の見直しや、それから使用料の見直しは、「これだけ説明してもういいのだ」と。

この間、行財政対策室長が来て聞いたら、「満足しています。」と言ったよね。｢説明したと思っ

ています。｣と。しかしながら、町民はたった 600 分の１しか聞いていないにもかかわらず、こ

れはやられるのです。払わなければならないのです。議会で決めると。そこのところが、私は

もう少し、議会がきちんと考えるべきところだと、こう思っているのです。 

それからもう一つ、先ほども言ったけれど、職員はみずから白老町を思い、職員として町民

の公僕の一人として、削減は自分たちが認めたのです。ここの違いを町民負担と、職員の給与

の削減は別だと。こう私は言いたいです。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど、大渕委員さんからのお話でございますが、税金負担の町民へ

の単なるシフトではないかというお話でございます。まったくそのとおりですよ。そのとおり

だと思っています。私、なぜそういうお話をしたかというと、では、この固定資産税と法人税

ですね。超過税率をほかの部分でどうやって補えばいいのかと、具体的にお話をするとすれば、

やはり税金のことは税金でと考えたわけなのですよ。 

 例えば、土地の売却あるいは第３商港区できたときの経済効果だとか、いろいろ考えて、企

業誘致がどんどんできて、あるいは企業の投資がもっともっと膨らめば、それは税金も入って

きますけれども、それは希望的観測であって具体的なことではないわけですよ。 

 今現在は個人経営者も、あるいは企業の経営者も必ずしも経済的強者ではないわけですよ。

弱者とまではいえないかもしれませんけれども、経済的強者では全然ないわけですよ。今みた

いなこういう社会情勢の中で、そういうところだけ直撃するようなやり方の税収アップはいか

がなものかと言っているわけです。 

 ですから、町民へのシフトではないかと申しますと、町民へのシフトですよ。これは浅く広

く全体的に下げてやるべきだという考え方で申し上げています。 

○委員長（及川 保君） わかりました。こういうような議論をぜひ深めておきたいというふ

うに思います。 

９番、斎藤征信委員。いかがでしょうか。先ほど意見はお聞きしたのですけれどもね。こう

だと、ぜひ決め手となるようなご意見を。 

○委員（斎藤征信君） さて、どうしたらいいのかと。私も頭の中を、実際に整理できないの

ですけれどもね。ただ、確かに受益者負担でかかるものは自分たちの力でやっていかなければ

ならないのだという立場に立って、払うものは払うと。こういうような考え方というのは、こ

れはそうあるべきだなという気はするのですけれども、ただ、実際、今のように全体で払うか、

一部受益者が払うかというようなことで、そのお金をやりとりしているだけではどちらへ行っ

ても必ず矛盾が出るのだろうなと。例えば受益者負担にしても、今軽自動車の話が出たのだけ
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れども、やはりようやく買って、子どもを育てている若いお母さん方に、それでは上がってい

いのかという矛盾も出てくるわけですよね。  

 それから、実際にはいろいろ話を聞いていると、プールのことを例に出すと、プールを使う

のだから料金を上げると言ったのだけれども、私たち委員会の中で話したときには、上げる以

前に、なぜ利用をふやしていく努力をしなければならないのかという話もしたのですよね。そ

れと値上げをするということは相反することが出てくるわけですよね。  

 実際には、話を聞いていたら、プールの中でも昼の誰も使わない時間に、値段を安くしても

プールを使わせるようにしているだとか、そういうことを今実行に移したのか移すのか知りま

せんけれども、そういうようなことでお昼の時間帯を何とかしようという、そういう努力はそ

れぞれに始めたのだなという気はするのですよ。  

 だから、そうやって考えると、夏の間子供たちが使うから、今まで集団で来ていたサークル

の人たちは使用をさせないだとか。混んだっていいのだから、夏の間泳げるときはみんな泳が

せて、お金をもらうものはもらったほうがいいのではないかというふうな気もするのですけれ

ども。 

 私が言いたいのは、そういう前に指摘していた一つ一つの部門で、金を上げていくためにど

うするかという努力を、今しているのだろうなと。している中で、また更に上げていくという

ことは同じような矛盾になるのかなと、こういうような気がしてしようがないのです。 

 それで、実際にそうやって、今の世の中で、個人の負担が余りにも社会情勢から言うと、一

つ一つは少なくても、全部集まると大変な負担になるという世の中の中で、今考えなければな

らないのは、個人が払って頑張らなければならないか。あるいは、まちが新しい事業をやるこ

とを我慢してでも、みんなに、誰かに負担はかかるかもしれないけれど、新しい事業、例えば

この前の議会のときに私たちが提案したのは、将来的に経済効果がどうだとか、こうだとかと

いう問題にはなるのかもしれないけれど、砂利道でそれを舗装しなければならないというもの

を、今止めてもいいのではないかと。それで起債を起こして、新たな借金をするのではなくて、

砂利道でしばらくの間は我慢をしてもいいのではないかと。港の問題も出しました。港の問題

だって、これだけ町民が苦労しているのであれば、もっと先延ばしをして、止めろと言っても

止めないと。将来のことがあるのだから、もっと先延ばしをしていまの住民の生活を守らなけ

ればならないというのが、これが、そうやってでも町民の負担を少しでも減らすという、そう

いう手法しかないのではないかと。 

 だから、今私たちがその負担をどちらに動かすかという論議ではなくて、そういう意味で我

慢をするか。あるいは今金を出してやるか。金を出すのであれば 10 年と言わずに５年の時限立

法で、５年だけは我慢してでもこれだけ払えというふうになるか。そのかわり、そこでぴたっ

と止めてしまうか。そういうような物の考え方をしなければならないのかなと、頭の中はぐる

ぐる回っているだけです。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員のはっきりしたご意見、ようやく伺えたような気が

いたします。ほかに、例えばこの議論に対してのご意見あれば、伺いたいと思います。「私もそ
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う思う。」でも結構です。確かに、皆さん示された具体的なご意見も、結局は町民にシフトする

だけだというような、具体的な話なのですけれどもね。まったくそのとおりだとは思います。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） １点だけ、確認も含めて話したいと思いますけれども、この固定資産

税の超過税率について評価がえがありますよね。21 年度は評価がえの年ですね。それで 76 ペ

ージにあるのですが、前年度比で約８％の減収になるということなのですよ。ということは、

家と土地ですから、それに対して８％の減収になるということは、もし及川委員長が家と土地

を持っていたら、８％は 20 年度より減収になるということなのですよ。 

 ここで言っている 30％を増収するということは８％を引くと 22％なのですよ。個人でいくと

及川委員長の負担は。それを今度 10％か 15％にするという話になりますよね。そうしたら、２％

しかふえないという計算になりますよね。10％負担増にするべきだとすると、８％下がる見込

みですから、２％の個人負担がふえる計算になると思うのですよ。 

 こちらの、先ほど町民負担額の試算がありましたけれど、これは評価がえの部分は入ってい

ないのですよ。やらないでの 1.4％から 1.7％増のおおむね 20％増の中での話なのです。です

から、このおおむね 20％増というのは、８％引きますから 12％増ということなのですよね。正

式にいうと。それを 10％にするということは、２％しか上がらないという計算になると思うの

ですよ。そういったことも含めての、この辺の計算でどうなのかというのが具体的になってい

ないので、確かこの計算の 18 億円と言うのは、きっとこの８％を入れての計算ではないかと思

うのですよ。だけど、個人のものは下がるのではないかと思っていたのですけれども。そこの

ところ、基本的に考えなければいけないのかなと思っていたのが１点と。 

 それから、先ほど軽自動車の関係で言いましたけれど、今までの話を総合的にしてくると、

固定資産税は個人が家を持って土地を持っていますので、それに対してかかるわけですよ。こ

れは収入とは関係ないですよね。さっき、福祉バスの件等話がありましたけれど、プールもそ

うです。使ったものは負担すべきだと。軽自動車は持っていない人もいるわけでしょう。それ

を利用するために持っているわけですよ。ということで考えていくと、全部個人負担というの

はあり得てしようがないのかなと思ってしまうのです。議論を突き詰めて考えていくと。持っ

ていない人は、何も払わなくていいわけですよ。持っているがゆえに払わなければならないの

ですよ。だけど、それは持っているから払わなければならない。使うから払わなければならな

いという議論になっていますよね。だから、その辺をきちんと整理しないと。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 吉田委員のご意見の後ろのほうなのだけれど、軽自動車を持っている

人、持っていない人。持っていない人はもっとぜいたくしなければならないのです。ハイヤー

に乗らなければならないし・・・、本当なのですよ。もっとお金がかかるのです。お金がかか

るから、みんな軽自動車買うわけだから。それから今、大きな車に乗っていたらガソリンが高

いから軽自動車にしているわけだから。それでももっときつい人はバイクにして、自転車の原

動機付にして、自転車にしているわけだよ。 
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 ですから、私は、吉田委員の今言っている議論は合わないと思う。違うと思う。ない人のほ

うがもっとぜいたくというよりも、75 歳が 80 歳になったら、持っている軽自動車も返納しな

ければならないのです。免許の仮試験もあったりして、運転できないのですよ。この人たちは

もっとぜいたくと言ったらぜいたくで、毎日ハイヤーに乗って歩くわけですから。私の隣の人

も車を止めて、毎日ハイヤーに乗っています。仕方ないのですよ。乗らざるを得ないのです。

このほうが高いのだもの。だからそういう論法にはならないと思うよ。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 基本的な部分を言っているだけであって、だから、ない人は福祉バス

でも何でも利用するのですよ。だけれど福祉バスを利用している人は一部の人で、車がない人、

大変な人が利用するわけですよ。車買いたくても買えない人だっているわけですよ。そういう

人たちが利用するのですよ。だから、それを利用する人は一部だから上げるというから、だか

らその辺がちょっと違うのではないかと思ったのですよ。そういう意味なのです。 

 何も、私はぜいたく品だとか、そういうふうに言っていることではなくて。町はぜいたく品

だと言っているわけですから、それで通らないことだってあるわけですから。そういうことな

のですよ。だから、ぜいたく品だとかそういうこと以前に、それでは福祉バスを利用する人は

どうなのっていうことですよね。  

 基本的に、原点は、バスの通らないところの人たちのためにお金を払ってもいいからやりた

い。でも、今利用している人たちはそういう人ばかりではないはずですよ。そういうことです

よね。そういう議論だってしなければならないわけですよ。  

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 何を議論しても、これはまとめで理事者側に出すわけですよ。この議

論をやっているのだから、ここで得だとか損ばかりを言ってもしようがない話なのだ。 

 ただ、きちんとまとめて、町側にプログラムに出して、これを選ぶのは町側なのです。理事

者がこれを選択するか、しないかの話なのです。その代替を議会が、今日曜日に来てやってい

るのだけれどもね。だからその辺をもう少し整理してやらないと、このような議論をずっとや

っていても何日もかかるよ。委員長、その辺まとめてやらなければ。ここで決める問題ではな

いのだもの。お互いに、案を出しているわけなのだから。 

○委員長（及川 保君） 多数決をどうのこのという話には、絶対になりませんからね。  

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） いつまでこうやっても、何日もかかるのだから、大まかな意見が出た

ら、やはりきちんとまとめる人がまとめて、そして、報告をしなければ、こうやって議員同士

がやっていてもどうにもならないことなのですよね。何日だってかかるよ。 

○委員長（及川 保君） 議会の総意として、理事者に提案しなければいけないですから。 

○委員（松田謙吾君） ある程度出たら、その辺でまとめることにしなければだめではないの

か。いくら言ってもどうにもならないよ。 

○委員長（及川 保君） 軽減を図るという、この部分については、皆さんは納得しています
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よね。具体的な数値とね。 

７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。今松田委員が言われたのはそのとおりだと思うので

す。これ一本化にはならないと思うのです。一本化にはできないのですよ。だから、こう言う

意見があった。こういう意見もあるよと。それで、今松田委員が言われたように、選ぶのは町

側なのですよ。その辺は、絶対一本化にはならないよ。一本化しようとしたら無理がくると思

うよ。一本化にする気なのですか。それは、無理だと思うよ。  

○委員長（及川 保君） 中間報告では、きちんとした議会としての意見を反映してもらおう

ということで、出したいと考えているのです。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の件ですけれども、皆さんから素晴らしい対案とか、改革案、具体

的に載っています。これは議会として一つの方向性として、そういう個々に出ているわけです

よ。それは議会がこういう形だよということを、ある程度大まかに整理されたものを行政に送

って、行政がそれに対して政策的に実行可能かという議論をしたり、数字を出したりするのは、

これ行政だと思うのですよ。 

 ですから、今言ったように、福祉バスいくらとか、いろいろ議論が出ていますけれども、そ

れについてはやはり理事者が、議員から出ている話、こうこうやったらいくら増収になるよと

か、あるいは税のようにまんべんなくもらう考えが政策的にいいのかどうか。あるいは今言っ

たように時限立法がいいのか。それはやはりある程度個々の議員から出てきているのですから、

すべてではないけれどある程度整理した中で、行政がこのプログラムの中で、トータル的にど

うかということを対比しながら議論する必要があると思うのですよ。僕は、そういうまとめ方

がいいのかなと思います。 

それで、私は先ほど言いましたけれども、先般、病院の関係で、あるいは下水道や工業団地

の関係で、ポイントの数字が加味されたので、修正の対策の実施案が出てきたのですよ。これ、

表が出されましたよね。これを、前回のものと比較すると、仮に 89 表だけで、前回のときの対

策の 20 年度３億 6,000 万円の縮減になっているのですよ。だから、そういう数字を、この前質

問すればよかったのかもしれないけれど、私はしなかったのだけれども、その辺も含めて、そ

の数字的なこと、根本的な赤字額、どう整理されているかということ、逆に町側も含めて考え

てもらって、そして出してもらったものを議論したほうが、僕はもっと進んでいくのかなと、

こう思いますけれども。時間的なものは別にして。  

○委員長（及川 保君） やはり、ここで議論をされてきた中身は、町側に示すべきだという

ご意見だと思います。10 番、大渕紀夫委員どうでしょうか。この今の、ここで議論されてきた

部分を町側に示すべきだと、最終報告については、当然きょうまで議論した部分は提言すると

いうことではいけると思うのですけれどもね。中間報告について。  

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。結局は町側も、この大きなプログラムを町民に２時間くら
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いで説明しているのです。それから、議会側も各地区で聞いたのは２時間くらいずつ６時間で

すよね。これを聞いて、今この議会何十時間やるの、私言いたいのは。 

 だから、もう少しきちんと整理したほうがいいのではないのと言っているのですよ。整理す

るというのは、ある程度の意見が出たら、これでみんなでまとめてもまとまらない。先ほど玉

井委員が言われたとおり、一本化にはならないのだから、町民の話を聞くときには２時間で止

めたものを、我々は何十時間やるのかと言っているのです。もう少し整理したほうがいいので

はないのと。  

 だって、今日程表を見ても、毎日のようにこの特別委員会があるわけでしょう。これからも

ずっと。このようなことでどうなのだと言っているのです。もうちょっとコンパクトにまとめ

られないのかと。意見は意見として言うけれども、言った意見に「どうですか。」「こうですか。」

とやったら、いつまでたってもまとめられないだろうと言っているのです。そして、最後には

一本化にはなりませんよ。一人一人の意見を取ったら。だからその辺をもう少しやったらどう

なのかと言っているのです。私が言っているのは。  

○委員長（及川 保君） 私、今小委員長の大渕委員にご意見を伺おうと思ったのですが、10

番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私、何度か小委員会という立場でも物をしゃべったと思うのですけれ

ども、小委員会は与えられている任務が決まっているのですよ。ですから、それ以上入ること

ができなければ、それはできないのです。これだけはっきりしています。 

 それと、中間報告は、私はやはり町がきちんと検討できる中身のものを。町は８月中にこれ

を成案にすると言っているわけです。ですから、その成案にするものの中に、議会として何を

盛り込ませるかと。何を盛り込んでもらうかという議論を今しているわけです。ですから、結

果としてたくさん羅列しても、これは何も盛り込まれないということになると困りますので、

私は一定限度意見集約できるものであれば集約をして、全体の合意として、これとこれとこれ。

例えば、超過課税については 15％なら、今 0.3 上げるというのを 0.15 にするとか、そうすべ

きだと。そのためにはこれこれこういう財源対策を考えなさいというような形で何点か示すと。 

 それはなぜかというと、最終報告では、意見はいくら言ってもこれは財政改革プログラムに

盛り込まれないわけですから、もちろん見直しのときは盛り込まれるかもしれませんよ。それ

はわかりません。ただ、今８月までにつくるという財政改革プログラムに、どこの部分を議会

が、何を盛り込ませるかということは、私は一定限度はっきりさせて、たくさん、全部盛り込

ませるということは不可能だと私は思っていますから、何点かそれをきちんと整理をして盛り

込ませると。それを少なくても、今の状況でいえば、結果的には 28 日の議会がなくなって、今

のところでいうと 10 日前後になりそうですから、そこのところまでに中間報告をきちんと、議

会としての意見を全体の意思としてまとめるということが、今一番必要ではないですか。 

 だから、私は中間報告というのは、この改革プログラムを変えろという中身のもので、議会

はまとめるべきだと。そうでなければ、議会がこれまで議論をした意味がなくなってしまいま

すからね。希望的観測はなるべく避けると。それはまとめの中で言うのは構いませんけれども、
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今回の改革プログラムの中では、やはり一定限度絞るべきではないかなというふうに私は思っ

ています。 

○委員長（及川 保君） 今小委員長のおっしゃるとおりで、今予定されているのが８月 11

日が中間報告する機会になっておりまして、ここで議会としての意思をきちんと反映させるの

だということになると、この部分で全部網羅して出すわけではなくて、きちんと絞り込んだ中

で反映させようではないかと。これが小委員長のお考えでありまして、私も実は、そういう考

えできょうまできたのですけれども。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。今まで何日間か、この特別委員会、まとめようということ

でやったけれど、これだって決めていないのですよね。ずっとやってきてまだ決めていない。

これだって決めていないのに、いつ決めるのかと。こうなるのです。 

 だから、私はいつまでたっても同じだろうと言っているのです。であれば、今大渕委員が言

われたように、今まで小委員会は、この特別委員会から｢小委員会で決めてくれ。｣と任せられ

ていないと。こういう意見だった。 

 であれば、改めて小委員会にきちんとまとめてくれということに決めたほうがいいのではな

いですか。これは入っていないから決められないのだと、大渕委員も言ったよね。だからそう

いうこともまとめてくださいという意見にまとめなければ、絶対まとまらないですよ。今まで

やってきたけれども一つもまとまっていないのだから、まとめるのにまたやるのでしょう。ま

た同じことを繰り返していかなければならない。 

 これではいつまでたってもだめだと、私は言っているのです。だから、今バラバラと意見を

出していって、では小委員会に意見は全部任せましょうと。こういうこと。今任されていない

と言うのだから、任されるように決めるのなら決めたほうがいいのではないですか。そういう

方針を。そうでなければまとまらないと私は言っているのです。 

○委員長（及川 保君）  松田委員、ちょっと勘違いしないでください。今やっている委員会

は、皆さんから出されたものに対してきちんと全体の意見として。 

○委員（松田謙吾君） だけれど、それは一つもまとまっていないのだ。今までずっと。 

○委員長（及川 保君）  だからそれをやっているのです。この中身は今まで全然やっていま

せんよね。ここまである程度皆さん議論をされましたよね。まだこれ残っていますけれども。  

○委員（松田謙吾君） 誰まとめるの。大渕委員は任されていないと言っているのだよ。 

○委員長（及川 保君）  松田委員が今言われた、小委員会でまとめるべきだというお話です

よね。これ、今私が、委員長として諮って、私自身はこれ特別委員会全体の中でまとめるしか

ないなという思いがあったものだから、小委員会の中ではそういうお話をさせていただいてい

るのです。だけど、今松田委員の言われるお話も、実は確かにそのとおりだと思うのです。全

体の中で集約しようとすると、なかなか、絶対難しいというか、ほとんど不可能な状態ですか

らね。小委員会の中でまとめろと、まとめるべきだということであれば、皆さんの総意で、皆

さんの意見でそういう形に持っていくというのは当然のことでありますから。小委員会でも、
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実は話し合っているのです。  

 それで、全体の委員会の中で、特別委員会の中でまとめると。ここの委員会ですからね。そ

のとおりなのです。小委員会の意見はそうなのです。だけれど、今こういう特別委員会の中で、

こう言う意見が出てくるとなると、皆さんに諮らなければならないわけです。小委員会という

のは、特別委員会で決められた、与えられた委員会ですから。  

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。委員長に対して言うことかどうか分からないけれども、例

えば、今まで出てきたことに対して、議会として超過税率の問題が一番重要なのだと思ってい

ると。そこまで皆さんの意見が集約されなければ、いくら小委員会に持っていってもまとめら

れないでしょう。僕はそのように思いますよ。 

○委員長（及川 保君）  そういうことがあったものですからね。  

○委員（氏家裕治君） 個々の問題、今ずらっと出た問題で、小委員会に持っていってまとめ

てくださいと言っても、まとめられないでしょう。やはり絞っていかないと。ここで、例えば

超過税率の問題にまず絞ろうと。保育料の問題に絞ろう。何かの問題に絞ろう。何点か上げた

形の中で､その中で、これからの町民に出している軽減策についていろいろ今まで述べられてき

た部分を、どうそこに反映させていくかということでまとめるのならいいけれども、今まで出

てきたものをそっくりそのまま小委員会に持っていってまとめろと言ってもまとめられないで

しょう。 

○委員長（及川 保君）  結局同じことなのですよ。 

○委員（松田謙吾君） 同じことだから、今度新たに決めると言っている。小委員会なら小委

員会に決めてくれと。そうなっていないと言うから言うのです。それでなければ決まらないよ、

これ。先ほど玉井委員が言ったように一本化になどならないわけだから、意見の一本化だから。  

○委員長（及川 保君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ０時００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。  

今まで、超過税率まで議論を行ってきたのですが、いずれにしても最後のこの部分まできち

んと皆さんのご意見をお聞きして、それなりの議論を深めておきたいなというふうに考えます。

そして、先ほど松田委員から出されました、この全体の議論はいいとしても、まとめる段階で

は小委員会のほうで、きちんとまとめてもらえばいいのではないかと。こういうご意見だと思

います。この特別委員会でそういうご意見が出されてということは、非常に重く受けとめたい

と思いますので、皆さんの考え方も含めてお聞かせいただきたいなというふうに思います。 

そして、今後のこの特別委員会の方向性が定まるかなというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。皆さんのご意見いかがでしょか。  

途中ではありますけれども、ここまで議論が深まっていることは間違いなくそのとおりだと
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思いますので、問題なのはこの議論を終えた後、皆さんの意見をお聞かせいただいた後の中間

報告のまとめ方なのですけれど、松田委員のおっしゃるとおりに特別委員会の小委員会におい

て、この方向性をまとめるという形でよろしいでしょうか。  

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 松田委員の言われる、小委員会でまとめるというのはわかりますけれ

ども、それは、これを全部淡々と進めていった形の中で、皆さんこれについてどうしますかと

いうことではないのですか。今ここで、中間報告のまとめ方をやるのですか。 

○委員長（及川 保君） いや、これをすべて終えた後にやってもよろしいですけれども、た

またま今そういう意見が出されたものですから、午前中・・・。後ですべきだということであ

れば・・・。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、あくまでこれを淡々と進めていくべきだと思いますよ。進めて

いった形の中で、最終的に先ほど言ったとおり、この中の何を一番重点として、何点かを皆さ

んから意見を聞かないと、小委員会でどういうふうに・・・、僕はそういうふうに思いますよ。 

○委員長（及川 保君） いや、それは終えた後にそれをやろうと思っていましたから・・・、

詰めてね。  

○委員（氏家裕治君） 今、何でそういう話になるのですか。  

○委員長（及川 保君） たまたま小委員会でやったらどうかという話が出たものですから、

この議論をしなければいけないのですよ、最後まで。いずれにしても、今提案されている、こ

の部分についてはやらなければいかないというのははっきりしていますから、それを最後まで

やるということで、この中間報告の件につきましては、これをすべて終えた後に皆さんにお諮

りいたしましょう。そういう形にしたいと思います。 

松田委員よろしいですね。最後にそういう形で持っていきたいと思います。 

 超過税率の実施については、皆さん大筋においては町民の軽減を図るべきだという考えが、

全部と言っていいほどだったと思います。 

 そこで、全然具体的に、ここで数字は出ているのですけれども、こうしようということまで

は、こうすべきだということは言っていないのですよね。このあたりをどういうふうに、この

議論の中で固めておくかということだと思うのですけれども。  

 ただ、今松田委員もおっしゃっていたように、ここで具体的に意見としては出ましたけれど

も、皆さんの意見を聞いていると、別の方向へ転化するだけのことではないかという意見を出

されたように思います。まったくそのとおりかなというふうに思うのですよね。だから、この

あたりの議論がなかなか深めらない状況において、単に小委員会でまとめようとしても非常に

厳しいなという思いがあるのですよね。ここである一定の、こうすべきだと。こういうものを

出していただければ非常にありがたいなというふうに思います。 

全体のいろいろなプラスの部分がございますから、その部分を提示して対応すればいいので

はないかというご意見も実はありましたよね。そこだけでいいのかどうかですね。そこまでい
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ってしまうといろいろな・・・。  

氏家委員、何かありまいたら。14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） これはあくまで、自分の考え方なのですけれども、確かに数値を例え

ば 1.5 だとか、1.55 というものを決めたとして議論するのも大切なのかもしれませんけれども、

一つ、目標に対して、例えば超過税率の見直しを議会としてやるべきだとなったときには、例

えば高齢者大学の自主運営に向けた取り組みについては、行政としても今後内部で検討すると

いう話になっていますから、それを早期に実施することによって、どれだけの効果額が出てく

るだとか、松田委員の提言されている循環福祉バスのそういったものについても、例えば、そ

れを明確な実施をすることによって、どれだけの効果額が出てくるだとか、そういったものを

含めてどこまで近づけていけるかということが、僕は大事なような気がするのですよ。 

 そうしないと、口で言うのは簡単ですよね。1.5％から 1.55％にするのだという、20％上げ

るものを 10％にするのだというのは簡単なのだけれども、果たしてその数値をそこで決めてい

いものなのかどうなのか・・・。 

 ですから、ある程度絞られた形の中で、こういった要素のものを組み込んだときには、どれ

くらいまでいけるのではないのかということに考えたほうが、私は何かいいような気がします。 

○委員長（及川 保君） ここで数値を決めても、結局はこの全体の、今実際にプラス部分が

出されていますから、この部分の対応で数字も当然変わるのではないのかということだと思う

のです。 

 ただ、もう一方では町民の負荷を軽減させるために、町民に更に負担を求めるような形にな

るのではないかという意見も実はあるのです。これ、斎藤委員がおっしゃっていた部分ですね。

９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。考え方なのですけれども、今議会が何を求められているか

という場合に、確かにこれをやためたら、こういうふうに対案を出すという、そのことは大事

かもしれないけれど、全体で、相対的に見て、町民に余りにも負担が多いと。だからここのと

ころは削るべきだということをどう我々が示すかという問題ではないかと思うのですよ。 

 そうすると、超過課税率をこれだけ下げるということは、大体みんながそのような方向で、

町民の負担を考えると、それを軽減しようという方向でいって、大体 10％負担くらいで抑えよ

うということは、これは議会の総意として出せる範囲ですよね。そのために、これは億の単位

の効果額ですから、やはりそれをどこに求めるかということは、願いは願いとして、こうすべ

きだと、減らすべきだということを全部要求として出しておいて、今度は効果額というのは、

先ほど一例として出された団体の自主運営だとかなんだとか、これは何もそこに使わなくても

ほかの所へ使ってもいいわけですよね。いろいろな所でそういう効果を上げながら使ってもい

いわけで、まだ町が手をつけようとしていない部分を手をつけてここから資金をつくるべきだ

ということ、それはそれでまた別に提供すればいいのではないのかなという気がするのですよ。 

 どれを採用するかは、町の問題ではないかと。ですから、これをやめるためにこれをしなけ

ればならないのだと提案する。これ、そこまで対案を出すということはできないのではないの
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かなという気はするのですよ。 

 ですから、物の考え方なのですけれども、今ここでしなければならないのは、プログラムに

対する相対的な考え方とはどうなのかという、相対的に見て何を今我々が求めなければならな

いのかということが一つ、はっきりさせなければならないということ。  

 それからもう一つは、個別に考えればどれをどれだけ下げていくべきだと、これはやめるべ

きだというようなことを、こうやって全部並列、並べていいから、それに今度は財源としてこ

ういう方法があるのではないかと。大体それがそろえばいいわけでしょう。 

 だから、それをまとめていくのは、誰かが素案をつくって、それをみんなでもう１回見直し

てみるというふうにすれば、ことは早いのではないのかなという気がするのですよ。だから、

今ここでは、下げるという方向でいくのなら、何パーセントにするかという、そのことだけ話

ができるのであれば、それをしておいて、財源は財源で別に考えていろいろ上げたらいいので

はないのかなという気はするのですよ。  

○委員長（及川 保君） わかりました。はい、皆さんおおよそ同じ意見だというふうに認識

いたしました。 

 そこで、この超過税率の部分については、数字は今ここで 1.5 とか 1.55 とか、この話ではな

くて、議会としての意見としてはいずれにしても軽減を図るべきだということで一致したとい

うことでよろしいでしょうか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に保育料の改正についてでございます。 

２つほどありますけれども、負担の軽減、段階的な見直しという提言がされているわけです。

この部分についてのご意見を伺いたいというふうに思います。提案者はおりますけれども、ど

うですか。９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） はい、斎藤です。保育料の関係については、前から話が出ているよう

に、これは何とか現状で抑えることができないかと。抑えるべきだというふうに出していいの

ではないかと思うのですよ。私、前に言ったときに行財政対策室長が、「少子化対策は保育料値

下げをするとなるのですか。それしかないのですか。」と言われたことに腹を立てているのだけ

れども、実際に。だけれども基本はやはり、今少子化の中で、何とかして子育てをしていくと

ころに、温かい目を向けていくということは、やはり大事なことであって、それの基本ではな

いかと思うのですよ。「ほかのこといっぱいやっているからいいのだ。」ではなくて、やはり皆、

白老町を見るときに、保育料はどのように頑張っているのかというふうに、｢これだったら入れ

たいな。｣というようなところに目を向ける一番の基本ではないかと思うのですよ。  

 ですから、300 万円安くしたからいいというわけではないのだけれども、やはり今の状況か

ら言って、少子化を何とか食い止めていくためにも、｢こうやって頑張っています。｣と言える

ように、これはやめるべきだというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） これは、清風も出しているのですね。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、この保育料の改善については、国の基準と言っていますけれど
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も、前回の説明のときには約 119 万円までに減らしましたという説明だったのですけれども、

今日本国中が少子化の中で、国として本当に国の将来のことを考えているのかと。はっきり言

って一番文句を言いたいのは、役場ではなくて国に一番、私は文句を言いたいと思っています。 

 やはり、これだけ人口減が叫ばれている中で、白老町ばかりではなくて、日本国中が 2050

年度になったら１億人の人口を切り、これから 100 年後、90 年後、そのときには人口は 7,000

万人を切るだろうと。下手したら 5,000 万人を切るだろうと言われていますよね。そういう中

で、なぜ保育料がこれだけ高いのかと。国の基準自体に私は非常に腹が立ったのです。そこの

中で、軽減をしていくべきものというのは、やはり一番ここのところが大事なのではないのか

なと思っていますので、これはぜひ今までの基準のままで、負担の軽減というよりは、むしろ

全面的にやめてもらいたい。 

 先ほど、斎藤委員もおっしゃっていましたけれども、｢保育料をやめたら子どもがふえるの

か。｣そういう問題ではない・・・。はっきり言って、医療費だってただにしてほしいし、いろ

いろな問題があるけれども、少なくても、保育所に入れなければ共働きできないという現状が

あるのですから、共働きをしなければ食べていかれない。子育てできないという現状の中で、

ぜひこの保育料だけは今までどおりの料金でお願いしたいと思っています。 

○委員長（及川 保君） これについては、公明党さんから出されていましたか。15 番、吉田

和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は、将来的には民営化をするという、そういった基本的なものの変

更を踏まえて、負担がふえるわけですから、そういった中で値上げはすべきではないというふ

うには思っていましたし、もちろん少子化対策の一つにはならないということですけれども、

今子育て中のお母さん方というのは、大事な労働人口でもあるわけですよね。そういった人を

守っていくということも必要ですし、119 万円ですか。このことがほかの対策をもって対応が

できる金が額だというふうに私は思っていますし、今まだ労働賃金も値上げにならなければだ

めだという中で、まだならないわけですよね。労働単価も上がらないですし、それからパート

制もなかなか正規雇用にはならない時代の中にあって、そういった人たちを守るためには今の

賃金で保育料を払ったらチョンチョンになると、私何度も言っていますけれども、そういった

いろいろなことを含めて、若い人たちの応援という立場から言えば、この金額にしかならない

のであれば、何とかこれをクリアする方法がほかにあると思うのです。私はやめるべきではな

いと思っていますし、国の基準どうのこうのという議論は、今までにされてきたわけですから、

国より２年さかのぼっての基準を決めてきたわけですから、今、私はすべきではないというふ

うに思っています。 

○委員長（及川 保君） 国の基準は別としてもね。やはりこの保育料については、将来のま

ちづくりには非常に欠かせないと。こういうご意見、提言だと思います。  

ほかの皆さんのご意見を伺いたいと思います。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。私は、保育料を緩和して段階的な見直しということで、そ

れで低所得者層の負担を考慮しなさいということで、本来はプログラムが出るのと一緒に数字
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が出るべきだったのですが、途中からかなり税解釈の部分を見直して、かなり料金の公平性と

かも出てきましたので、私はやはり、急激なアップではなくて段階的に、そして低階層、これ

を見ると非常に、一番多い部分の層ですから、その辺を見直したということは、このプログラ

ム全体の受益者負担の中からいけば、そういう形がいいのかなと、こう私は思っています。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長、いかがですか。８番、近藤守副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。私は、この前説明を受けましたプログラムの改正案で

すけれども、このままでいいのかなと思っています。ほかの超過税率などの問題に比べた場合

にアップ率も少ないし、また、弱者にある程度目を向けた改正案であるから、私はこのままで

いいかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） このままでいいかなという意見もあります。 

13 番、熊谷雅史委員、いかがですか。保育料についてです。 

○委員（熊谷雅史君） 保育料については、財政改革プログラムの中で説明受けていますけれ

ども料金改定について、民営化も含めて担当部局からかなり詳しい説明を受けています。それ

で、要するに、２年遅れでうちはやってはいるのですが、今回これをやることに、これで作業

を進めていくことによって平準化すると。 

 要するに、バランスが、所得が低いのだけれども負担が大きくて、所得が多いのだけれど負

担が少ないという、この公平性のところに、私はやはり、近藤副委員長も言っていますけれど

も、その部分も、全体を見る中でも、その辺の重要性というのも確保しなければいけないです

から、ほかのものも含めてですよ。ですから、このまま進めていただきたいということでいい

と思います。  

○委員長（及川 保君） プログラムどおりということですね。 

○委員（熊谷雅史君） はい。 

○委員長（及川 保君） 山本委員、実は保育料の改正のほうに移っております。今その議論

をしているのですが、負担の軽減を図るべきだ、段階的な見直しという、この部分を今皆さん

のご意見を伺っております。山本委員のお考えを聞きしたいなというふうに思います。５番、

山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 皆さんの議論を伺っていないので・・・、確か 300 万円くらいでした

か、効果額は、そうですよね。 

全部緩和するとなると、本当に財源をどうするのだという話にもなってはくるとは思うので

すけれども、大きな額ではないという観点と、白老町の子育て支援政策的なことを考えると、

負担の軽減ということも考慮してもいいのかなというふうにも思います。  

○委員長（及川 保君） わかりました。およそ会派の意見は伺ったのですが、14 番、氏家裕

治委員、若手のほうでお願いいたします。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。僕はこれ、考え方としては多分段階的には上げてい

かなければいけないものではないかなと思います。ただ、今これに手をつけるというのはどう

なのかと。今、少子化であるというのは斎藤委員も言われたとおり、少子化対策にならないと
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いう行政の答えがあったと言いますけれども、それは現場の声を知らない行政の、そういった

答えだと思います。実際の子育て中の方々にとっては、やはりこういった料金の値上げ、子供

たちにかかる教育料と言いますか、そういったものに対しての料金の値上げというのは切実な

ものだと僕は思っています。 

 ですから例えば、今回の見直しによって、119 万円ですか。2,2％も引き上げになるのだと言

う話も出ていますけれども、できることであれば、今回の値上げについては保留と。そしてや

はり、例えばこれからの財政改革プログラムの進んでいく形の中で、もう少し、段階的に見直

すものは見直す。維持していけるものであれば維持していくと。そういった形の中で取り組む

べき事項だと私は考えます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕委員、この保育料についてはいかがですか。かなり議論

はされていると思いますが。 

○委員（大渕紀夫君） 斎藤委員が言ったとおりであります。 

○委員長（及川 保君） 同じですね。わかりました。土屋委員も同じですね。 

７番、玉井委員いかがですか。この保育料については。 

○委員（玉井昭一君） 私は、近藤副委員長が言われたのと同じです。  

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長のご意見と同じですね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。保育行政は、前から個人的に思っているのは、幼保一元化

にすべきだし、それから民間委託すべきだと、私はこれは前から思っております。  

 幼稚園は、所得がいくらであろうが１万 8,000 円くらいなのですね。1,000 万円であろうが、

2,000 万円であろうが。それから、保育所は所得でいきますから、一つの例を挙げると、個人

商売やっていて、はたから見るとクラウンに乗って、旅行に歩いているのだけれど、所得の申

告がないので保育料がただの人もいるのです。この辺が、私はずっと前から矛盾しているなと

思っていました。 

 例えば、我々のそばに商店があったのです。今はなくなったのです。毎日旅行に行って、酒

を飲んで歩いて、クラウンに乗っていて、子供の保育料はただなのです。申告所得がなければ

安いですから、ですから、私はこの頃から、やはり幼保一元化すべきだと。そして民間委託す

るべきだとずっと思ってもいたし、言ってもいたのですけれども。ですから、この辺の矛盾が

随分ある。私は、白老のまちも保育所と幼稚園一元化して、そして幼保一元化の子供対策とい

うのかな。やるべきだと私はこう思うのです。保育料を上げるとか、下げるとかではなく、そ

う思っています。  

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。先ほどの意見、どのような意見だったか・・・。

軽減はすべきだろうという意見でしたよね。金額は少ないけれども軽減は図るべきだと。５番、

山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 逆に、金額が少ないからこそ子育て支援の観点からいったら、軽減を

して 300 万円ほかで何とか財源確保できないかなというような意見ですけれども。  
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○委員長（及川 保君） 私はそういうふうにしっかりと受け取りましたけれども。わかりま

した。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、松田委員が言われたこと、不公平さという点では、我々が子育て

したときにサラリーマンが最高額なのですよね。それで、あの当時で最高額で１人５万から６

万円、ちょっと値段は忘れましたけれども、漁師の人に話をすると｢お前、給料なんぼもらって

いるのだ。｣「なんぼ、なんぼ」と言ったら、｢俺の小遣い分だな｣と。私のサラリーマンとして

の給料の額が、あのときの漁師の人たちの小遣い銭だったのですよ。 

 ところが、必要経費を全部抜くと、ただに近い金になるのですよね。サラリーマンは必要経

費がないものだから最高額、私もものすごい矛盾を感じたのですよね。実態は違うのではない

のかなと。ところが、あれは税金に左右されるわけだから、国の基準として直しようがないの

ですかね。あれは矛盾なのですかね。何なのでしょう、あれ。直せるものなら本当に直さなけ

れば、直したらもっとみんな平等に払えるのではないのかなという部分なのだけれども、あれ

は何かの規制でだめなのでしょうかね。 

○委員長（及川 保君） このあたりを改革したいという思いはあるのでしょうね、皆さんね。

この不公平さを何とかしたいというのはあるのだけれども、やはり国の基準から、なかなか難

しい部分があるのですよね。ただ、幼保一元化のご意見もあるというのは、そのあたりからき

ているのですよね。聞いてみるとね。 

○委員（斎藤征信君） それはないでしょう。金額や何かの、収入の問題ではないですよ。教

育と保育の違いが、今、差がなくなっているわけですよね。保育所も教育の一端を担いながら

育てているわけで、ところが幼稚園のほうもしつけをしなければもう育てられないような状況

になっていて、それが両方同じような実態がそろってきているのですよね。 

 だから、幼稚園もある一定の時間で下校させていたのだけれども、最近は延長でやってこな

ければならないくらい親が働き出しているという、そういうすべての社会の情勢が、一緒にし

なければ、もう区分けができないのではないかという状態の中から出てきているものですよ。  

○委員長（及川 保君） もう一つ、文部科学省と厚生労働省の二元政治といいますが、この

辺りに非常に大きなずれが出てきているとか、そういうことなのでしょうけれど・・・。 

 おおよそ皆さんのご意見は伺わせていただきました。このまま、この案を実行すべしという

ところもあるのですが、おおよそ軽減を図るべきだという意見が大勢だと思います。  

 それでは、国民健康保険税の改正。この部分については、先ほど来、大渕委員のほうからか

なりの具体的な発言もされておりますので、理解はいたしますけれども、資産割の廃止、それ

からインフルエンザ予防接種の改善。この部分について、提案者として補足説明をいただけれ

ばありがたいと思います。９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。これは先ほど、固定資産税の超過課税との絡みの中で、こ

れはぜひ考えていただければありがたいなということが一つですね。 

 それから、資産割を外している市町村がかなりの数であるのですね。それでもやっているわ
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けで、そういうことからいって、何とかこれはその辺のバランスで考えられないだろうかとい

うことなのですね。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） これは、申しわけないですけれども、共産党さんからの提案ですね。

ちょっとお聞きしたいのですけれども、半年くらい前になると思うのですが、我がまちの国民

健康保険税の徴収の仕方によって、資産割を適用していなかったということで、新聞報道があ

ったように記憶しているのですが、そのときに、町側からの説明だと、そういう指導があった

と、ただ本町においては、それをずっとやっていなかったという説明を受けた記憶があるので

すよ。今の話だと、ほかの町村ではやっていないところもあるようだという話なのですけれど

も、これはそういう縛りというのがあるのかどうか、その辺のところまで、僕ちょっとわから

ないので教えてほしいと思うのですけれども。 

○委員長（及川 保君） わかりました。押さえているかどうかですね。  

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 町が問題になったのは、白老町に土地を持っている人が、例えば遺産

相続などで何人にも分担され分けられていると。それについての課税をしていなかったという

のが白老町の、多分実態だと思います。  

 それについては、やらなければいけないと。うちは資産割をやっているわけですから、やら

なければいけないということで、それとこの問題とはまったく関係ありません。 

 今問題になっているのは、それ以外の固定資産を持っている方々、全部が国民健康保険税に

加入していて固定資産を持っている方は全部、白老町民であれば資産割というのがかかってお

ります。その部分をなくしてはいかがかということです。北海道の中では 10 数町村、大きなと

ころは今ほとんど試算割がないのですね。ないようになっていっているのですよ。  

 平等割と均等割と所得割ということで、この所得割と均等割平等割をフィフティ・フィフテ

ィ、50 対 50 にしたいというのが国の方針、まちの方針なのだけれど、それをやれば今の４割、

６割軽減が、２、５、７の軽減割合になると。こういうことなのですね。 

ですから、言っているのは、そういう資産割を今まであったものをなくすることによって、

固定資産を持っている人については国保税が安くなると、こういうことなのですね。ですから、

その分がほとんど、さっきから何回も言っているのでもう言いませんけれども、60 歳以上の人

が云々というのはそういうことで軽減になるのではないかということであります。その減った

分がどうなるかというと、減った分が今度は応益割で平等割と均等割が上がるのですよ。今一

世帯いくらといくらとなっていますけれども、一人いくらというのと、一世帯いくらというの

が上がるわけです。それが上がった場合に、年金の方々は所得が余り多くないので、ほとんど

そこで今まで６割軽減の方は７割軽減になります。それから、４割軽減の人は５割軽減になる

のですね。新たに２割軽減が導入されるということで、所得を持っていても平等割と均等割が

上がった方々は、今度は２、５、７の７割軽減で軽減されるというふうになりますから、余り

ぐっと国保税が上がらないという仕掛けになりますので、それで資産割をなくするというのは
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いかがでしょうかという案を出したと、こういうことであります。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 中身としては余りピンと来ないのだけれども、やはり町全体の国保税

というのは額というのは変わらないわけですよね、仕組みをどのようにしようと。それで今言

ったように軽減措置もあるよということで、それは所得の低い人が軽減されるというのは理解

されました。所得のある人はそれだけの負担が出てくるということですよね。 

 やはり、所得があるという方が、今度負担が多くなるということですよね。  

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 所得がある方が負担が多くなるという部分は、もちろんあります。そ

れは平等割と均等割のほうが上がりますから、家族多ければ多いほうが上がりますから、それ

はそうなりますから、だから上がります。ただ、所得のある人は今までも所得割で、所得の額

に応じて払っていますから。所得のない方については、資産割の分が減って平等割、均等割が

軽減措置があると。ただ、所得割の人は、今までも所得割で払っていますから、所得割の人は

軽減措置は当然ひっかかりませんから、所得割の人は払わなければだめだとこういうふうにな

ります。それは、全部がオンされるわけではないですからね。払われている全部が所得割にい

くということではないですからね、私が言っているのは。そうではないと言うことです。  

○委員長（及川 保君） いずれにしても資産割の部分、要するに所得のない年金者の皆さん、

町民の皆さんの軽減を図るべきだという提案なのですね。この部分について、皆さんのご意見

を伺いたいと思います。  

２番、前田博之委員、いかがでしょうか。 

○委員（前田博之君） 私も、資産割は国保の今の課税の状況からいけば、今話していること

原則的には理解します。ただ、何回も言っているように、今見直すとか、こういうことをやっ

たときにどういうようなプログラムの中で影響が出てくるのかとかいうのが、まるきり見えて

いないのですよ。そういうものがない中で、プログラムの中でどう位置づけるのかということ

については、ちょっと危険がありますので、これについては論評は避けますけれども、制度と

しての原則的な部分については、今話があったようなことは理解します。  

○委員長（及川 保君） わかりました。中身はまだ明確になっていないという部分ではあり

ますけれども、提案者の意見というのは非常に理解するということでございます。  

５番、山本浩平委員いかがでしょうか。  

○委員（山本浩平君） この件、もうちょっと勉強させていただきたいと。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

７番、玉井昭一委員いかがでしょうか。  

○委員（玉井昭一君） 資産割についての、廃止まではどうかと思いますけれども、やむを得

ない部分もあるのかなと思うだけしかわかりません。以上です。 

○委員長（及川 保君） やむを得ないという意見ですね。  

８番、近藤守副委員長。 
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○副委員長（近藤 守君） 近藤です。私も余りよく、深くわかりませんので、もう少し勉強

してみたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 熊谷委員はどうですか。大渕委員の説明はありましたから、おおよ

その理解はされたかなと思いますけれども。13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 理解はしていますよ。そういう提案というのも、理由はわかります。

ただ、先ほど前田委員も言っていましたけれど、全体計画にかかわる中の一アイテムですから、

僕もさっきからいっぱい意見を聞かれていますけれども、いろんなことで各論として賛成して

も、総論としてはやはり賛成しづらい部分というのが出てくるということですよ。 

 ただ、僕は今回のこういう提案も、こういうふうにしたらこうなるのだよということは理解

はします。みんなで勉強するわけですから。もうちょっと勉強させてくださいと言う方もいら

っしゃいますけれども。わかるのですよ。ただ、やはりこのことについて｢では、どうなの。｣

と聞かれると、僕はこれは必要ないと、そういう意見になってしまうのですね。だけど、全体

からいうと、やはりこの部分も着手しなければいけないというつながりというのかな、僕は出

てくる可能性も出てくると思うのです。  

 だから、今の段階では、この資産割の撤廃というのは必要ないと。資産割も含めて国保税を

算定すべきだと。ただ、年金の方が困っているという実態もわかっていますから、それはそれ

で、財政改革の中で何かの手だての中で、それを救済する方法というのも、要するに計画案の

中で、今度は実施本案ができるわけですから、我々チェックするわけですから、その中で議論

していく中身かなというふうに思いますけれどもね。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。この資産割の廃止については、前田委員が言われた

とおり、これが新財政改革プログラム案の中で、どういった影響を及ぼす事項なのかというこ

とが、見えていない部分があると思うのです。 

 ただ、この資産割の廃止いついては、今後の、例えば、白老だけではなくて、いろいろな自

治体の中で、廃止に向けての取り組みというのが多くなってくるのではないかと、私は個人的

にはそのように思っています。 

 ですから、どういう形の中で、この資産割について予算編成していくのかということは、そ

れは必要だろうと、今後白老町にとっては必要なことだと思いますので、ただ、それがこの新

財政プログラム案の中で取り組んだときに、それだけの影響があるのかということは、それは

行政の中の説明を受けなければならないことだと思います。  

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 財政改革プログラムには、まったく影響ないですよ。どうして、どこ

に影響あると思います。だって、さっきから言っているように、国民健康保険って、総額確保

されているのですよ。その中で、平等割と均等割の案分を変えるだけですからね。総額は確保

されているから、この改革プログラムだとか、国保税には一切影響ないのですよ。  

 何を町に聞くのか、僕はよくわかりませんけれども、それは何も影響ないと思いますよ。だ
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って、この中で税額はきちんと確保すると。その中で資産割と所得割というのが応益で、平等

割と均等割というのは応能。そういうふうになって払うわけでしょう。その部分が変わるだけ

で、総額は何も変わらないのだから、この改革プログラムは一つも変わりませんよ。どこも。  

 ただ、そういうふうにやることによって軽減率が上がるから、均等割、平等割の部分につい

ては下がる人が出てくるよ。それから、資産割がなくなれば、今まで資産割を払っていた人が

払わなくてもよくなりますから、国保税で。そうすれば、今まで言っていた固定資産税で超過

課税がなされても、国民健康保険税で下がる部分が出てくるから、だから、その分は資産割の

分は下がりますよということを僕は言っているのです。  

 ただ、総枠確保ということになれば、当然どこかが上がらなければ、総枠確保できませんか

ら、だからさっきから言っているように平等割と均等割は上がりますよと。しかしその分につ

いては、軽減率があるから全部ではないけれどもその分でカバーされる分もありますよと。 

 だから、所得の低い人、特に定年になってからの方々について言えば、平等割と均等割は上

がるけれども下がるわけだから、そういう仕組みですから、この財政改革プログラムについて

は一切変えなくてもいいのだよ。何も変わるところはないでしょう。どこが変わりますか。何

も変わりませんよ。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 制度上決まれば、中は行ったり来たりだから変わらないけれども、私

が聞いているのは、資産割廃止ばかりではなくて、これは制度の中の話なのです。このプログ

ラムの中では、一般会計の繰り出しだとか、国保会計を立て直すために料金を改定すると言っ

ているのですよ。だけど、今介護保険だとか高齢者医療の部分がはっきりしないから、ここの

数字があがってこないと言っているのですよ。そのときに、今大渕委員が言ったように、制度

上の問題を行ったり来たりはいいのですよ。だけれども、ここの中にそういう部分が反映され

たときに、トータル的に制度を見なければいけないのですよ。僕はそれを言っているのですよ。  

 だから、制度上は僕はいいと言っているのだから。ただ、全体として、そのプログラムの位

置づけの中で議論しているだけです。  

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） この国保の改革プログラム案がございますね。そのどこが見直さなけ

ればならないのですか。具体的に言ってください。私は、制度が変わらないということは、総

枠が確保されれば、この改革プログラムは変わらないと思っています。どこが変わるのですか。  

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 変わる、変わらないということは、私言えないのですよ。担当課長は

そう説明したのですよ。ですから、この中にそういう影響の数字は入ってきませんよと言って

いるから、それだけで言っている話です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、今の改革プログラムで町は行くと言っているのです。

ですから、私が今言っている提案をして、この改革プログラムが変わるのでなければ、町はこ
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の方針で行くということですから、それは途中では変わる可能性ありますよ。10 年間もあるの

ですから当たり前のことですよ。ただ、私が言っているのは総枠で変わらなければ、この改革

プログラムそのものは変わらないでしょう。途中で見直しなど、違うことでハプニングが起こ

ればいくらでも改革プログラムの変更なんてあると思っていますから。  

 ただ、町が出したのは、このように出しているわけですよ。その中で変えられるものは何か

というわけなものですから、私はどういうふうに改革して、固定資産税で負荷のかかる方々が、

少しでも減ることが、僕は町民にとって極めてプラスだから、私は町民にとってプラスのほう

がいいのではないですかという提案をしているというだけの話です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私は、今の件は、担当課長に質問しました。担当課長は、影響につい

ては後で云々と言っているのですよ。だから私は出ると思っていますからね。あのときそうい

う質問をしていますから、担当課長はそういう答弁ですから、だから私待っているのですよ。

だから私、そういう意味を含んで言っていることですから、とらえ方が違いますから、私はそ

ういうつもりだから、８月までにはこの中で出てくると思っていますよ。そして影響がなけれ

ば影響がないと出てくるはずですから。私、それを前提で議論しています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、制度改正がされるだろうという意見なのですね。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 78 ページに、平成 20 年４月から導入される後期高齢者医療制度によ

る影響等を十分把握した上で税率等を設定し、21 年４月から改正を行いますと書いているので

すよ。よって現時点では目標額は定めないことにしています。と書いているとおりです。  

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 前も同じことを言ったのですよ。だから 21 年度４月なのだから、それ

までにどういう影響があるか出してくださいと言ったのです。だけど、今の時点では出せませ

んと言っているのですから、だけど上がるのですから、さっき私が言ったことに結びつくので

はないかと言っているのです。 

○委員長（及川 保君） 制度化するという前提で言っているわけだからね。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私、言っているのは、町がどういう方針を出そうとも、町民が国民健

康保険税の資産割がなくなることによってプラスになるかマイナスになるかということが、議

会としては大切なことなのです。もちろん見通すということは、今前田委員が言われたように

必要なのだけれど、この中で一番大切なのは何かというのは、改正すると言っていますよ。で

すからそれが、町が改正して町民のためになるのか、議会が提案して町民のためになるのかと

いうことがあるかもしれないけれど、私は、それが町民が、本当に負担が軽減なるのであれば、

議会が提案してなるということは素晴らしいことだと私は思っていますから、それだけですよ。 

 どちらかがやると言っているのだから、多分このままいったら改正するでしょう。 

○委員長（及川 保君） 改正するとしても、今、大渕委員は間違いなく町民のプラスになる
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のだよということですから。  

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私、１番目にそういうことを言っているはずですよ。だけれども、プ

ログラムだけのことを考えているという言い方をしたのですよ。今大渕委員が言ったことを当

初言ったのです。制度的には私も理解していますよと。  

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） それはどういうことかというと、理解しているか、していないかは別

にして、私はこれに、この改革に盛り込むべきだということを言っているのです。町民のため

になるのであれば、これに盛り込まなければ、議会の意見として盛り込まなければ町民のため

にならないのだから、町民のためになるには盛り込むべきだという意見を言っていると、こう

いうことですから。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） すごくいい議論だと思います。非常に理解しました。ただ、１点だけ

確認させてください。大渕委員に、確認をさせていただきたいのですけれども、このことによ

って、今言った資産を持っている方が、超過税率の話もちょっと出ましたよね、もし超過税率

が 20％のところが、計画どおりそのまま進んだらと僕も言っているのですけれども、軽減され

るという中身、この仕組み、要するに固定資産税だから、結局資産だから、これが国保の中で、

資産を持っている人が、それがなくなるということになって、その方が当然、収入が高ければ

額は決まっていますから、その辺の段階で、何階か階層が分かれるわけでしょう。極端な話、

年収 200 万円だとか 100 万円だとか、ケース・バイ・ケース出てくると思うのです。それで、

国保の中で、総枠の中で、変わらないのかどうか。それから、資産を持っている人が、その負

担率が大きくなる人も、小さくなる人も出てくると思うのだけれども、どの辺まで押さえてい

るのか、その辺だけ聞かせてください。  

○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。今熊谷委員が言われたのは、20％超過課税になった

ら国保の資産割がふえるのかというそういう意味ですか。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 要するに、今大渕委員が提案している資産割を外せと、要するに 50％、

50％でやれるよと。それで７割軽減から２割軽減までできるよと。そういうシミュレーション

がまず一つ。それで、超過税率のところで、要するにかかったとして、資産でその方は２割か

かるわけでしょう、20％ふえるわけだ。その２割より多くなるのか少なくなるのか。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） その金額はわかりません。いくらかというのは。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） そうではなくて、町民の比率として、今の状況の中よりもかなり好転

するよと。  
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○委員（大渕紀夫君） 減ります。それは間違いなく減る。ただ、いくら減るかというのはわ

かりません。ただ、今までの資産割がなくなれば、当然国民健康保険税は下がるから。その金

額と２割増収になる金額と、比べたらどうかという意味でしょう。それはイコールかどうかわ

からないね。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 負担が多くなる人も当然出てくるわけだから、数字的なものだし。自

分の経済状況だから。ただ、うちの町民２万 1,000 人の中で、子供たちを除いて、要するに国

保の対象者、約１万人の人たちのパーセンテージで、負担増になる方も当然出てくると思うの

です。ただ、こういう提案をしないで、そのまま進んでいる部分と、超過税率が２割かかって、

負担率というのが当然出てくるわけですよね。それで救われる町民のパーセンテージはどのく

らい押さえていますかということです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） それは、数字で言うというのは、私、全然違っては困りますから。た

だ、国民健康保険税というのは、ほとんどがリタイアした方々が主ですから、60 歳以上の方が

多いということは確かです。自営業の方は国保ですから、お医者さんだって皆国保ですから、

そういう人たちを除けばかなりな部分が 60 歳以上の世帯の方ではないかと思います。 

 私が言っているのは、これからそういう方がふえてくると。そういう人たちはほとんどの方

が持ち家、持ち土地なのですから、そういう人たちにさっき言った 20％上がる、その部分が軽

減されるから、国保のほうの資産割を廃止することによって、そういう人たちが軽減される。

年金が上がらないし物価が上がる中で、そういうふうに生活している人たちはかなり有利にな

るのではないか。ただ、それがどれだけかというのは、だけれども国保のかなりな部分がそう

いう部分だと思うのだけれどもね。ただ、家、土地を持っていない人は関係ないからね。  

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） １万人の中で、試算でカウントされるというパーセンテージが、平た

くいえば 10 人のうち何人いるのと。１人か、２人かと。それなら、町民総意ではないだろうと、

そういうことも逆に、内容としては、僕は議会としては出すべきだと思いますよ。僕は個人的

には反対だけれど議会としてだよ。非常にいいところを突いていると思っていますから。  

○委員長（及川 保君） 熊谷委員、だけど、今後ますますふえていくだろうというのは、国

保はもうはっきりしていますよね。 

○委員（熊谷雅史君） それはわかるのだけれども、要するに議会の説明責任ですよ。この提

案をすることの意味合いの説明責任の根拠というのが、僕はやはり、町民にどれくらいの影響

があるのだということを明確に理解していないと、議会の総意とはならないと思うからそれで

聞いたのです。以上です。 

○委員長（及川 保君） そこで十分、皆さんもこの資産割の部分について、かなり理解され

たというふうに思います。 

そこで、14 番、氏家裕治委員、この資産割についてどうでしょうか。  
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○委員（氏家裕治君） 今話を聞いた中では、改革プログラムの中では影響ないと理解します。  

○委員長（及川 保君） わかりました。 

吉田委員、この資産割についてはいかがですか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、ずっとやり取りを聞いて、私の中ではある程度は理解できたつも

りなのです。ただ、先ほど言ったように、町民の方に説明するときに、資産のある方はそれで

いいのですけれども、資産のない方は均等割、それから平等割で上がるわけですよね。６割が

７割軽減になるということなのですけれども、やはりこれは、町民の方から１回話があったよ

うに、「超過課税も一世帯、こういう構成でいくらあがるのだという具体的な説明がないと理解

できない。」とありましたよね。 

 この中に、文言や後期高齢者の影響がどのくらいあるか。それによって総額は変わらないか

もわからないけれども、税率等を策定を設定しなければならないと。それを見て金額的な改正

の金額を出すということですから、私はもうちょっと数字的なものをきちんと示されて、理解

すべきかなと思います。説明できるように、今の部分で私が聞かれたら説明できませんから。  

 賛成する以上は、私は説明できなければだめだなと思ったのですよ。応益、応能を平準化す

ると。そういったことで平等割と均等割が上がった時点で、それが満たす削減になるのかどう

なのかもはっきりしないと、収入はある方はある程度ならないわけですからね。 

 だから、そういった部分で、個人の負担割合がどういうふうになるのか、収入によってはど

のくらい違うものなのか、そういったことがもうちょっと詳しく、きちんと数字的に知りたい

と思うのですけれども。  

○委員長（及川 保君） わかりました。大渕委員、提案者としてこの数値含めて、金額含め

て、町のほうで、以前にもこの部分で町の側と質疑をしているのですよ。そこで、数字的なお

およそでも出される可能性はありますか。10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 私が聞いているところによると、もうちょっとで国保運営協議会が終

わるということであります。聞いている範囲です。そこで今議論されていますので、それが終

われば、それはどういう形になるか、応能、応益が 50 対 50 になるのか、51 対 49 になるのか、

そういうことが正確になりますし、資産割がどうなるかということも含めて報告になると思い

ます。そういうふうに聞いております。ただ、それは今国保運営協議会をやっていますから、

我々のほうで言うわけにはいきませんので、そういうふうな状況だということは、担当のほう

に、私、何度も何度も聞きに行っているものですから、そういうふうには聞いております。そ

れ以上のものはないですけれども、ただ、今のままでいくと。多分そういうふうになっていく

可能性が高いということであります。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

それでは、３番、西田祐子委員。この資産割についてはいかがですか。  

○委員（西田祐子君） 資産割につきまして、私はやはり以前から、なるべく早いうちに廃止

すべきだという考え方は持っておりましたけれども、ただ、ここのプログラムの中で資産割の

廃止を入れるのが妥当なのかどうなのかというところは、今ちょっと説明受けた中でも、入れ
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たほうがいいのか、入れないほうがいいのか、ちょっと悩むところなのですけれども。 

○委員長（及川 保君） いずれにしても、この資産割の廃止については同じ意見だと。 

３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） ぜひ、早急にやるべきだと思っています。  

○委員長（及川 保君） わかりました。 

12 番、松田謙吾委員。資産割についてどうですか。  

○委員（松田謙吾君） 僕は、余りこれは勉強していないのだけれども、要するにそれを導入

して、町民に還元されるのであれば導入すべきだし、導入しないでやると、今までだって 2,500

万円から 2,600 万円かな、一般会計から繰り入れ、毎年国保会計にやっているの。  

 だから、そのことと、それから廃止して、町民が還元されて、町民がもうけるのであれば、

私はどちらかというと貧乏人だから、町民の味方だから、町民がもうかれば町民の味方をした

いなと。町民のもうけるほうにしてください。 

○委員長（及川 保君） それであれば、この制度でいいと。 

11 番、土屋かづよ委員いかがですか。会派同じですが。 

○委員（土屋かづよ君） 私も、この資産割というものに対して、なくなってほしいというこ

となのですね。資産というのは土地や家であって、そこからは何もお金は生み出されないので

す。私も資産割で、何年か前まで最高額を払っていたのです。なぜこういう結果になるのだろ

うということをずっと疑問に思ってきたのですけれども、やはりこういう制度が本当にいいの

かどうか、もう１回精査して、できるだけ早くこれはなくすべきではないかと思っております。  

○委員長（及川 保君） 中身は非常に、まだ数字的に見えないだとか、町がどういう方向に

進んでいくのか。改正しなければいけないということを言っているのですけれどもね。そのあ

たりのものが見えないということで保留されている委員さんもおられます。 

ただ、しかし、松田委員がおっしゃったように町民が総じて、すべてではなくて、大半が軽

減を図れるということであれば非常にいいことだと。こういう認識で、私は押さえたのですが

いかがでしょうか。よろしいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 本日の会議、大体３時をめどに終わらせたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。その前に、インフルエンザどうのこうのとあります

けれど、これにつきましてはマイナス要素ですし、これは氏家委員が出されたごみ袋の関係と

同じで、町民に少し恩恵をこうむると。ただ、これ捕助金があるから、国からの補助があるか

ら、交付税か何かで見てもらえるのかな、そういうのがあるから導入したほうがいいと言った

のだけれど、いずれにしても新たにやったらこれ絶対マイナスなのです。ですから、氏家委員

の中身と同じですから、これはうちで出したものだと思うのです。だから、議論しなくていい

ですから。誰かどうしても議論をしたいという人がいたら別ですけれども、それでなければい
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いです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。日本共産党さんの提案でしたけれども、このインフ

ルエンザについては取り下げをしたいというご希望でございますので、この部分については議

論をしません。そういうことでお願いいたします。  

それでは暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１０分  

                                         

再開 午後 ２時２１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。 

 それでは、インフルエンザについては取り下げということがございましたので、次に進みた

いと思います。 

新財政改革プログラムの３年置きにすべての見直し、そして計画のピーク経過後に改革期間

を 15 年に延長してはどうかと。こういう提案であります。９番、斎藤征信委員、提案者として

説明をお願い申し上げます。  

○委員（斎藤征信君） 町側は、毎年結果を報告しながら点検していくというふうに答えてき

たのですけれども、やはりかなり大きな改革プログラムですので、今までも話してきたように

不確定要素もかなりあり、やはり情勢というのは相当変わっていくだろうということで、基本

的にはこの改革プログラムを基本に置きながらも、やはり短期間の中で見直しを図りながら前

へ進むということが極めて重要ではないかということで、こういう３年置きに見直すのだとい

う構えを置いておく必要があるのではないかということが一つと。  

それから、特に国の指標に対して、それを乗り越えるということが一つの関門として大事な

ことだったのですが、このピークを越えた時点で、その後どうやって負債を返していくかとい

うことでは、少し時間を置きながらやっていくという、前からいくつか話が出ていたように、

時間をかけて借金を返していくのだというような余裕も持たないと、やはり犠牲になっている

部分について、何とかそれを見直して改善していこうというのもなくなってしまうものですか

ら、そういう考え方というのが必要ではないかということで、一応提起したわけでございます。  

○委員長（及川 保君） わかりました。この部分での提言は共産党さんだけですね。 この

プログラムを３年置きにしっかり見直しをするべきだということ。また、町民の軽減を図るた

めには期間を延長すべきだと。延長については、新風さんのご意見もあるわけであります。こ

の部分で、意見としては特にございませんか。変わっていませんね。 

延長すべきだという山本委員、いかがですか。５番、山本浩平委員  

○委員（山本浩平君） 延長すべきだという意見は、今病気療養中の私どもの会派の鈴木委員

の意見を尊重すれば、そういったことになるのですけれども、延長することによって、職員の

給与カットの部分も同時に延長されるようなことも起こりうるのですね。この辺はちょっと慎

重に取り扱っていかなければならない部分もあるのかなというふうに考えてもいるのですよね。

前回と、若干矛盾はしているのかもしれませんけれども。難しいところだなと思っています。  
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○委員長（及川 保君） 山本委員、この１つ目の部分についてはいかがでしょうか。３年置

きの見直しという部分については。 

○委員（山本浩平君） これは異存ございません。これは、現に副町長がこの委員会に出席さ

れて明言されておられましたので、これは町のほうもやるというお話ですから、やるべきだと

思います。  

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。この２つの件です。  

○委員（松田謙吾君） プログラムを３年置きにすべての見直しということですが、この計画

そのものは、町側は毎年検証して、そしてこの計画に沿って道から外れているのかどうか。こ

のことは議会にきちんと報告をすると。そして進むのだと。  

 私は、この３年ごとの見直し「すべて」と入っているのですよね。ということは、職員の給

与も何もすべてですよね。私は、これには反対ですね。やはり、今白老町がこの財政破綻をし

て、そして 10 年で立ち直らせたいというのがこの大きな新プログラムなのです。今議論中です

から、まだ入口にも差しかかっていない。この入口にも差しかかっていない最中に、３年ごと

にすべてを見直すというのは、私は早計だと思う。３年経過してから、それから検証して、そ

の先を見直すというのが、私は考え方としてそうあるべきだと。 

それから、この 15 年の延長というのは、私はこれも反対です。できれば７年くらいに、もっ

と前に持ってくるのならいいのだけれど、延ばすというのは私は反対というよりも、そうすべ

きではないと。15 年というと私も 80 歳になって、もういないかもしれないし。そのようなこ

とで言っているわけではないのですが、これだけ激しく動く世の中、それから環境問題も出て

きている。それから国の財政もこれだけ厳しいという中で、今、一般会計特別会計 290 何億、

その他を合わせると 350 億円の借金があって、これをやはり 1 日も早く町民が安心して暮らせ

るために、やはり早めても遅くやるべきではない。遅くやるのであれば、最初からこのプログ

ラムを全部やり直して、最初から 15 年でやるのならこれは別かもしれない。 

しかしながら、10 年ときちんと決めて、それに沿ってまちの職員が 10 年間やむを得ないだ

ろうと、組合と町長と合意をして腹を決めたわけなのです。これをすべて変えるというのは、

このプログラムの根底から変わるわけですね。それから、町民にも説明をし、今使用料や手数

料や超過税や、こういうものを全部 10 年を見越して上げようとしている。改正をしようとして

いる。このときの、この改正したものは 10 年を見越して議会が賛成をした。しかしながら、３

年したらすべて見直すのだということであれば、今の改正は何なのか。この上乗せなり、下げ

なければならない、このプログラムそのものが、全部見直さなければだめだ。そういうことか

らいって、私はやはりまだ入口にも差しかかっていない段階から、すべて見直すという議論は

すべきではない。私はそう思っているのです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） すべてを見直すというのが、言葉をどうとらえるかという問題なので

すけれども、私は前に申し上げましたけれど、今回できる財政改革プログラムを基本にするこ
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とは絶対間違いのない話ですよね。これあくまでも 10 年なら 10 年の中でゼロになるように頑

張っていこうではないかと。こういうふうにしたのだけれども、今までも何回も改革プログラ

ムだとか計画をつくりながらなかなかうまくいかなかったという事実を踏まえた上で、やはり

その中で、この 10 年間のプログラムの中で、さらに絶対の数字を合わせながら直していかなけ

ればならない部分が出てくるだろうと。 

 だから、見直しということは、職員の給与をまたどんどん変えていくというような中身で言

っているつもりはまったくないです。あくまでも今回の決定を決まりとしながらも、しかし、

社会的な状況に応じて変えられる部分だとか、何かが出てくるのではないか。あるいは実態の

数字から合わせてみて、これはやはり計画が無理で、ここら辺はもうちょっと効率的な計画に

しなければならないだとかという部分が必ず出てくる。 

 そうしないと、このプログラムが生きてこないで、また棚上げになってしまうのではないか

と。そしてまた、新しいものをつくって、そこから、また１から始めるような、そういうみっ

ともないことだけはしたくない。そういう意味では、全部見直してみて、実態にあった計画で

あったかどうかということを見てきるということが、一つの大きなポイントだというふうに思

っているのですよね。  

 それから、15 年の延長ということも、確かに解決は延びるということになるかもしれないけ

れど、どんなふうにしても、やはり町が事業をやっていく中で借金というのが、どうしても起

きながらやっていかなければならないですよね。まったくきれいになってゼロから出発すると

いうことにはならないだろう。そうすると、そういう中ではどういうふうに返済をしていくか

ということは、延びるだけ方策というのが出てくるはずだし、職員の給与だっていつまでで打

ち上げて、何とかできることができるかどうか。それを見定めながら見直してみるということ

ですから、そういう意味で延ばせるものは延ばしていくという形で、延ばす基本というのは町

民に負担をかけないで、少しでも軽減をしていくというようなことで、延ばせるものは延ばし

ていこうと。そのためにはこれだけの余裕が必要ではないかということを言っているだけです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 簡単に言います。一つ、なぜ全部、すべてを見直すかということなの

だけれど、町側も議会側も毎年検証はするのですよ。だから、３年に１回すべてを見直して、

今斎藤委員が言ったように、例えばものすごく土地が売れたと。１年間で 10 億円売れたと。と

いう場合は職員の給与が下がる場合もあるかもしれません。しかし、ほとんどないと思います。  

 そういうことで、基本を変えるということではなくて、３年に１回全部見直すという姿勢。

要するに検証というのは毎年やるから、職員の給与の検証も全部やるわけだよ。検証とすべて

見直すというのは僕は違うと思っているから、そこのところだけは理解してほしいと思ってい

るのですよ。そういう意味ですから。  

 それと、15 年のは、計画のピーク経過後と書いているでしょう。ところがこのときに、これ

を出したときにはまださっき言った解消可能資金不足と最後のが出ていなかったのですよ。出

たのはその後なのです。それで、そのときもちょっと違っていたのだけれど、１回もらったグ
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ラフ、あのグラフ多分間違っているのですよ。あれは 24 年と 25 年がピークになっているので

す。それで 24 年、25 年がピークであれば、そのピーク後に見直すべきだということなのです。 

 ところが、今回ピークが 19 年なのです。19 年がピークで終わって、20 年もっと少なくて 21

年もっと少なくなるから、ピークはもうないのです。実を言えば。 

 これをつくったときはそれを見たのです。範囲の一番下を見てもそうなっているのです。そ

れで、そのピークが 24 年、25 年だったらこれはひどいのではないかと、19 年からやっている

のだから。19、20、21、22、23、24 それでこういう方針を出したのですけれども、ちょっと情

勢が変わっておりますので、そこは考慮をしていただいて構いません。 

○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。私は、このすべて見直すということが、今の大渕委員のお

話でよくわかりました。しかしながら、私はこの新プログラムをつくるときに、まち側は大変

な決意だったと。それから、役場で働いている職員も大変な決意だったと。その決意の陰には、

辞めたくないけれども辞めた人もいます。50 何人も辞めたわけですから。それから、この再生

プログラムに沿ってまちを助けたいという気持ちで辞めた方もいます。もちろん、このまま白

老のまちでいれば、これは先がないなと辞めた方もいるでしょう。 

 こういうことを考えると、まちがこれだけ町民に説明をし、議会に説明をし、そして 10 年計

画で始まったこのプログラムを、この辞めた方々が今からすべて見直したならばどのような気

持ちになりますか。だまされたのと同じでしょう。狐につままれたような話になってしまう。

この辞めた方々は。だから、こういう方々の気持ちを考えれば、見直すのはあたり前ですよ。

私はこのプログラムに沿って、私は、このプログラムは３年くらいで変えなければ、このとお

りにいきません。と私は思っているのです。だから、変えなければならないと。 

 そのようなことからいくと、辞めた方々、今町民がまちを再建しようと腹は決まっている。

15 年に延ばすと、すべて変えるというと、こういう気持ちを逆なでするようになる。それで私

は先ほど、すべて変えるというのは、今から入口にも行っていないのに反対だと、こういうこ

となのです。 

○委員長（及川 保君） 松田委員のお話も、十分理解はいたしました。  

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） それからもう一つ、今までも財政改革随分やってきたのです。10 年も

やったし、14 年もやった。すべて２年もしないうちにみんなだめなのですよ。ですから、この

改革も私は職員の給与だけはきちんといくでしょう。それから町民負担も決めたら 10 年いくで

しょう。残りはみんな狂います。そう思っています。信用していません。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員もこの部分については、今までの事例がそういう事例であ

りましたから、そういうことでこの提案もしているということなのですね。ですから、松田委

員、このすべてとありますから、この部分では異論が、反対だということはありますけれども。

そういう部分の検証をきちんとしろということでもありましょうからね。  

○委員（松田謙吾君） 大渕委員の説明でわかりました。大渕委員は会計監査ですから。  
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○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私も、この文言だけで見れば３年置きとなっていますけれども、私は

やはり３年置きではなくて毎年、議会の姿勢、厳しさ等を示すためにも、今まで言ったように、

今までの計画も頓挫していますから、そういう意味の反省も踏まえて健全化を実行するという

姿勢からいけば、３年見直しではなく毎年だと思います。 

 それで、健全化のプログラムを見ると、計画の策定、公表、報告と同じことが、健全化計画

の実施状況の点検にも適用されると言っているのです。今やっていることを毎年、町から報告

を受けて、議会の監査を受けて議会にきたら、今やっている同じような内容、財政悪化の要因

の分析とか、最短の計画期間、今言われている指標の基準以下に改善する方策とか、こういう

ことを年度ごとに主要の見通し、そういうことをきちんとやりなさいと言っているのです。 

 そうすると、当然３年置きではなくて、毎年必然的に出てくるのですよ。そういうことでや

るべきだと思います。  

○委員長（及川 保君） 前田委員、１年１年を検証するのだということは、これは同じなの

です。それで、見直しという部分があるものだからこのように出てきているわけだから。  

○委員（前田博之君） 検証と全部見直しと別だと言ったから、そうではなくて、私は検証の

中で全部見直しを入れて１年１年やると言ったのです。  

○委員長（及川 保君） なるほど。わかりました。 

２番、前田博之委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） これ 15 年ということは、10 年でいいという解釈でいいのですか。こ

こは。 

○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） 24 年か 25 年がピークということを、これは前提に考えたのです。こ

れははっきりしています。ただ、改革期間の延長を 15 年間にするかどうかは別にして、もちろ

ん松田委員のようなご意見があるということは十分承知しているし、一番いいのは短くできれ

ば一番いいのです。僕はそう思っていますよ。さっき言った土地 10 億円売れれば、１年間に１

億円分ずつ予算を組んでいって、このままのプログラムでやれば９年間で終わりますからね、

６億 2,000 万円ですから、８億円ですからね。 

 ですから、そうなるわけだけれども、現実問題として町民の負担が耐えられる状況になるか

どうかということと、職員の場合は大変だというだけで、聞く話は本当に大変なのだけれども、

逆に言うと、短期間にするほうが職員の皆様方にとっては、20％以上ふやさないということを

前提条件で短期間になったほうがいいのかなという考えもあります。 

 ですから、この 15 年という期間については、議論していただければ、固執することは一切し

ません。ただ、一つの方策として議会はこういうこともやったよということは、私、必要だと

思っているのですよ。なぜかというと、あらゆる角度で議会は議論して、町民の皆さんにこう

いう改正案を出したというふうに、僕はなるべきだと思っていますから。これは町民の中にも

「もっと延ばせないのか」という声がゼロではないです。私が聞いている範囲で。ですから、
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そういうことでいえば、こういうことを議論しておく必要があると思うけれど、まったく固執

はしません。  

○委員長（及川 保君） わかりました。 

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私は、内容的な考え方は述べませんけれども、10 年というスパンでや

るべきだと思います。そして、やはり町民に延長云々ではなくて、10 年で必ず再建をして、そ

のほうがまちの展望が、「白老、こういうあり方で行くのだ。」というような物の考え方が見え

るようにするためにも、10 年は 10 年でやるべきだと思います。  

 ただ、私、言っている部分でも、多少緩やかな改革的な発言をしていますけれども、トータ

ル的には 10 年の中で財政再建図るべきだと思います。  

○委員長（及川 保君） わかりました。 

次に、近藤副委員長いかがでしょうか。８番、近藤守副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。３年置きの見直しということにつきましては、これは

異論ありません。皆さんおっしゃるとおりやってもらえばいいのかと、やるべきだと思います。

また、15 年に延長ということについては、やはりこれはまずくて、10 年が限度であると思いま

す。と言いますのは、役場の町長と職員との間の約束は、確か 10 年という形で行っていると思

うのです。そういうことで頑張るということで残った方がほとんどだと思いますし、やはり、

もう耐えられない人は、退職された方もいると聞いておりますので、ここの 10 年はきっちり守

って、今前田委員がおっしゃるように、ここで完全にゼロにするのだと言う強い決意をお願い

するということだと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 玉井委員も同じですね。  

○委員（玉井昭一君） 同じです。 

○委員長（及川 保君） どうですか皆さん、ここ一人一人お聞きしませんけれども、公明党

さんどうですか。14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕も毎年の、１年毎のチェック体制をしっかり決めると。その中で３

年置きに見直しということ、これはそれでいいのかもしれないけれど、ただ、今回病院の関係

がありますよね。それから、燃料化施設の問題。これが例えば来年からの運行が始まり、そし

てランニングコストの関係などが出てくれば、１年を経過したときにしっかりやっていかなけ

ればならないことも出てくるでしょうし、病院の問題については１年ごとのそういった形の中

でしっかり見ていかなければいけないとかと出てきますよね。  

 ですから、やはり一年ごとにしっかりこのプログラムは軌道に乗るまでは、しっかり見てい

かなければいけない部分だと思います。ですから、ここで３年と区切ってしまうと、ちょっと

どうなのかなと。１年毎のチェックの中で、必要に応じてやるべきことをやっていくことが必

要なのかなと考えています。  

 15 年の延長に関しては、これ 10 年のプログラムですから、私は１年でも早く、例えば、先

ほど大渕委員が言われたように、例えば工業団地が売れたとか、そういったものがあれば、そ
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れを８年にするだとか、９年になるのか。本当に１年でも早くこのプログラムが完成できるよ

うに頑張るべきだと、私は考えています。 

○委員長（及川 保君） 大筋の意見、皆さん、検証とこの見直しについては、１年やはりき

ちんとすべきだと。 

山本委員どうですか、５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 見直しについては、例えば、大きなことで町側から、「３年経過したら、

この部分がこうなったので、こうしたい。」という意味での見直しというのがあるかもしれない

なと思っている意味なのですね、見直しは。議会側のいわゆる財政改革プログラムの達成度の

チェックに関しては、毎年きちんと行うべきであると。このように思います。  

 それと、先ほど申し上げたのですけれど、会派の中でいろいろな意見はあったのですけれど

も、私のところもまとめの集約の中には、延長のことに関しては一切うたっていないのですよ。

それは、先ほど皆さんから出ていますように、職員との約束事という話を、私もいろいろな角

度からお聞きすると、これやはり若い人たちの士気に影響してしまうおそれがあるのですね。

そうなってくれば、逆にこの目標を立てたものに関しても、結局達成できないような状況にな

る可能性も出てきますので、やはり 10 年間なら 10 年間ということに関しては、きちんと守る

ということのほうがよろしいかと思います。  

○委員長（及川 保君） わかりました。 

西田委員いかがですか、３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私も、松田委員と同じ考え方です。プログラムは毎年チェックすべき

で、見直しも大きな出来事があったら見直しするというだけで、３年置きにすべてを見直しす

るというのは、別に入れなくてもいいのではないか。それに、計画期間は 15 年に延長と、10

年でもという話はありましたけれども、私は最初から、当初からやはり 10 年では長いと、でき

ることなら１年でも２年でも前倒しをして終われるように、むしろ議会がきちんとチェックし

ていくべきと、そういうふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） わかりました。この３年置きの、このプログラムのすべての見直し

という部分で、どうも皆さん１年置きに検証しながら見直していくべきだと。この検証ではす

べて議論するはずですけれども、そこで見直しも図っていくべきだという考えなのですよね。 

それから、計画のピーク後の改革期間というのは、やはり 10 年にすべきだろうと。提案者も

後で出てきたこの提案後に出てきて、明確になったことがございますものですから、このこと

についてはいいですよと。ただ、議会としての姿勢をやはり示すべきだと。これ町民の中から

も、実は出ている意見なのですね。延長も考えたらどうだという意見も出されているものです

から、この部分についての取り扱いはまた、大筋で皆さんのご意見はわかりました。  

それでは、本日の会議はこの程度に、本日のレジメの中の議論は、この程度にしたいと思い

ます。そこで、先ほど松田委員のほうから提案がありました。この議論を最後までやりますけ

れども、小委員会のほうでその後のまとめも含めてしたらどうだという、一任すると。こうい

う意見であったと思います。皆さんのご意見を伺いたいと思います。 
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８番、近藤守副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。この件につきましては、小委員長であります大渕委員

にご意見をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） どういうやり方が一番まとめられるかということだけを考えるのであ

れば、多分、小委員会でやったほうが、皆さんの意見を反映しながら整理がしやすいのではな

いかと思います。ただ、当初のこともございますから、そういうことも十分皆さんで議論して

いただいて、全体の総意であれば、そういう形でも私は構わないのではないかと思います。 

○委員長（及川 保君） 小委員長のご理解も得られたようなので、５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 無会派の方に、再度その件について確認をしていただいた上で、その

ような進め方がよろしいかと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。大変失礼を申し上げました。この小委員会には無会

派の２名の委員さんが、実は入っておられないということで、入れるべきだという意見もあっ

たのですが、この特別委員会できちんと対応しようということでしたので、小委員会に入って

おりません。そこで無会派の委員のお二方のご意見を伺い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） 同じ項目でも、ダブったりして重複している部分もありますから、そ

ういうのをきちんと整理していただいて、そしてまた出していただいて、その部分をまた議論

させていただけるのでしたら結構です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。わかりました。  

13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。やはり議会というのは合議制ですから、役割の中で、今回

特別委員会の中の小委員会のほうに、中間の取りまとめの、要するにあらすじをお願いすると

いうことです。それをまた持ち寄って、それで議論させていただけると思っていますので、そ

のようになると思いますので、そのように進めていただきたいと私は思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 今の無会派の了解を得られましたので、よろしいですか。そのよう

に取り計らいたいとういふうに思います。小委員長のほうに、その旨お願いをいたしまして小

委員会のほうでまとめてまいりたいと思います。この議論については、明日またこの続きを行

いますのでよろしくお願いしたと思います。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） そでれは、本委員会はこの程度で終了したいと思います。 

皆さんご苦労さまでした。 

（午後 ２時５７分） 


