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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２２日（火曜日） 

開  会  午前 ９時００分 

閉  会  午前１０時４５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）  きょうは、本間委員、それから松田委員は、それぞれ欠席の連絡が

ありました。西田委員は連絡がないので、遅れているかと思います。 

それでは、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） 昨日までの続きということで、最後の部分になります。行財政運営

のガイドラインと進行管理、その他ということで、４点ほど提案があるわけですけれど、多分

一つ一つやったほうがよろしいですね。  

１つ目のガイドラインの条例化を目指すという提案であります。このことについては、皆さ

んやらなければいけないということは、全委員の皆さん、多分同じ考えであろうという思いで

おりますけれど、具体的にどういう形で数字等々示していけるのかも含めて、いろいろな皆さ

んの思い、考え方があろうかと思いますので、そのあたりの、それぞれ皆さんの思いをお聞か

せいただければというふうに思います。  

前議会における検証の部分でも、この分についてはしっかりと明記されておりまして、きち

っとチェック機能も含めて管理していこうということになっておりますので、皆さんのお考え

をお聞かせいただきたいと思います。  

２番、前田委員。チェック機能を果たすべきだという部分で、何か思いがありましたらお願

いします。２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 前田です。これは、過日かなり議論されて、方向性が見えているみた

いですし、私もその趣旨については話していますので、また同じことになってしまいますので、

省略させていただいて。  

 私は、前回特別委員会が提案しているということは、１年たって行政が何もアクションを起

こしていないということに対して、物申すべきだし、その後、行政が行動を起こさなければ、

議会がどういう対応するかということを考えることもあるし、私がこの中で言っています、調

整とか起債の制限とか、経常収支比率とか、一般財源の投資額の総体の額をどうするかという

ことをうたっていますけれど、多分、前段でここの議論していませんので、多分その中に入る

のではないかという形で、小委員会にもこういうまとめかたしていると思いますけれど、そう

いう中で、今後押さえていく必要があるかなと思います。それと、どなたに体制が変わろうと

も、私は、客観的にチェックしていくというような指針が必要だろうと思う。その体制によっ

て、議会も対応を変えるようでは困りますから、一つのそういう主体的なものを持った中で、

どういう政治の流れになろうとも、そういう形にできるという客観的な物差しを持ってやるべ

きではないかなと。そのためにも私は必要だなと思っています。 

○委員長（及川 保君）  そうですね。わかりました。課題となるのは、その数値をどうする

か。それと、この議会がどのような形で監視機能というか、チェック機能を果たしていけるの
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か。こういうことが、この部分での大きな課題になろうかと思いますけれど。それと、昨日も

議論になっておりました、期間の問題ですね。それと、この議会がどういう体制でチェック機

能を果たしていけるのか。いろいろなやり方はあると思うのですけれど。小委員会の中でも、

実は、このことについては、数値の部分でもどうするのだという話は出ているのですね。  

５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。このガイドラインにつきましては、私どもの会派か

らも出しておりますので、どういった意図なのかというのも、前にもお話しましたけれど、再

度お話したいと思いますけれど。  

 新風としては、2007 年 10 月に出したこの議会検証の中で、このように議会としては今後や

っていきますよということで、町民に対して報告をしているわけですよ。この中で、白老町財

政健全化に関するガイドラインの検討を行う。あくまでも検討を行うですけれど、こういった

ことを町民と約束しております。これは非常に私どもも大切なことだなというふうに感じたも

のですから、挙げさせていただきました。しかしながら、歯どめの数値ということなのですけ

れど、実際は、もう歯どめではなくて、それを超えている状況ですから、歯どめにはならない

わけですよ。ですから、その設定をどうするか。今後のことを考えて、歯どめの数値を設定す

るかというようなことになっていくかと思うのですけれど、これに関しては、議会独自で検討

すると言っても、なかなか経済関係の指標に関しては、非常に難しいものもあると思いますの

で、その点から考えると、担当部局とよく相談した上で、この数値の、どういった数値が白老

町にとっては必要なのだということをよく検証した上で、ガイドラインというのを議会として

も決めていければよいのかなというふうに思っております。指標に対する白老町独自の歯どめ

の数値の設置を検討するということで、昨年町民に約束をしていますので、この検討だけはや

るべきかというふうに考えています。  

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。どうですか、今、山本委員からガイドライン

を設定すべきというふうに考えるけれども、非常に今の町の実態は、歯どめをかけるという部

分ではなくて、逆に、もう下げなくてはいけない。下げるという部分での対策が必要なのだと

いうことになれば、町とのこの辺とのすりあわせというか、目標を設定するためには、町との

一定の話し合いが必要だと。その中で決めないと、議会独自でいくらにするよとか、そういう

ことは非常に厳しいなということだと思いますので。こういう考え方で皆さんよろしいですか。

私も実は、そういう思いではいたのですけれど。  

 14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 昨日からの議論の中でもあるように、これからの財政運営は毎年１年、

１年いろいろな部分でチェックしていくと。例えば、国から示されている連結決算の部分に関

しても、基準、指標に関しても、そういった形の中でのチェックはできていくと思うのですよ。

そういった一つの基準に対してのガイドラインというのはできるのですけれど、実際、今、山

本委員が言われたとおり、経常収支比率にしたって何にしたって、すべて超えている段階で、

これをどう健全化に向けて近づけていくかという、一つの目標値を立てていくような考え方し
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かできないような気がするのです。であれば、今、山本委員が言われたとおり、行政の担当部

局と歩調を合わせると言ったら変ですけれど、どういった部分でガイドラインを設定していく

のかということは、共同作業になっていくのではないかなと、私も考えます。  

○委員長（及川 保君）  いずれにしても、この議会単独で、今、百数％あるものを、来年は

95 だよとか、２年後にはいくらだよとか、90 だよとか、勝手に決められるようなものではない

だろうという部分では、皆さんわかるかなというふうには思うのですが。それなりの具体的な

根底となるものがあるはずなのですよね。 

 10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つは、まちが新たな財政指数を検証し、財務規律

を高め、町の財政を安定かつ健全に運営しますと、こういうふうに言っていることが、今、皆

さん言われた根拠だと思うのですが、それがまだできていない。この間の質問の中では、まだ

これは考えていないということが、一つございます。それから、議会が出したこのガイドライ

ンを検討しという、このアからア、イ、ウ、エまでのことなのですけれど、これはこれで私は

適切な方向だろうというふうに思っています。だからそうなれば、具体的な数値をどうするか

ということは、もちろん今、皆さんが言われているようなことになるのだけれど、根本的には、

白老町の標準財政規模が 60 億円と、それから、これから 28 年まで少しずつ下がっていくわけ

ですけれど、その標準財政規模と、私は、より議論というのは、数値が出なくても具体的にし

ていく、ファジーに議論しているといくら議論しても、結論というのは具体的にやらないと出

ていかないのですよ。だから、私は 60 億円の財政規模が、この間、松田委員少し言っていまし

たけれど、表現の仕方が正しいかどうか別にして、標準財政規模 60 億円で身の丈に合った事業

というのは一体どういうことなのかというあたりを、本当はここで徹底的に議論されて、そこ

で数字が出なくてもですね、やはりこういう形でやるべきだというものがないとですね、何か、

こういうふうにしたほうがいいのではないかとか、それはそれでいいのですよ。だめだと言っ

ているのではなくて、そういうところが議会として詰めておかないとですね、あとで議論する

ときに、何も基準になったり、ベースになるものがないような気がするのですよ。だから大切

なのは、60 億円の標準財政規模の町の財政運営のあり方というのは、どういうことなのか。私

もよくわかりませんよ。わからないけれど、そういうことを皆さんで本当に議論しておくこと

が、私はそういうことが一番大切で、そのことが歯どめの議論をしたり、財政のチェックをし

たりするときに、そういうことが役立つのだと思うのですよ。どういうふうな議論の仕方かわ

かりませんし、今も残念ながら時間が余りないのですね。だからできないのだけれど、私やは

り、60 億円の標準財政規模での自治体の財政運営のあり方あたりがきちっと議論され、これ読

んだのですが、多治見市のやつを読んだのですけれど、これも行政側がつくったもので、そう

いうことが極めて明確にばっと浮かび上がってくるというような印象を、私は受けなかったの

だけれど、ほかの方は受けたかもしれないけれど、私はそういうふうな印象を余り受けなかっ

たのです。だから、ここには指標が４指標ですか、経常収支比率を入れて４指標ぐらいでやる

ということになっているのだけれど、そこらあたりが、皆さんもうこれお読みになったと思う
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ので、そういう点で、この多治見のことなどどういうふうに感じられたかあたりも含めて、少

しだけでも議論をしておく必要があるなというふうに思っておりました。  

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今まで言われた方々の意見というのは、もっともだと思っ

て、その上に立って私も考えたのですけれど、議会としてもガイドラインをつくらなければな

らないと言うし、町の方針の中にも同じようにも書かれているということで、本当にこれから

やっていかなければいけないことだというふうに思うのですが、その中で、今の話とつないで

考えてみると、町側では毎年公表すると。その指標について、一つ一つ毎年公表すると言って

いるのですね。公表したからいいのではなくて、公表するということは、もちろん大事なこと

だし、ここに掲げられたあらゆる指数についてはっきりさせるという、意図的にはっきりさせ

ながら、それがどういう意味を持つかということを、きちっと検証する必要があると思うので

すが、議会側としては、これから政策研究会を設置しながらやっていくというふうになってい

るのですよ。やはり、私たちがこれから強くならなくてはいけないのは、財政の問題だなとい

うふうに考えているわけですよね。財政の問題をどういうふうに取り上げて、どう見ていくか

ということも、今の話とつながっていくのかなというふうに考えるのですけれど。今までの財

政力の指数にしろ、経常経費の比率にしろ、すべてが今までの過去のデータと、どういう借金

を残してきて、どういう状態になってきたかなどというようなことを、やはりつぶさに検証し

ておかないと、これからどう見るかということはわからないわけですから、そういうデータを

町側に出してもらいながら、それをきちっと自分達のものにしていくということが必要だなと

いうふうに考えました。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 私もガイドラインにつきましては、前田委員とかがおっしゃるような

内容がいいのかなと、中身については感じてはいたのですけれど。それをチェックする体制の

中で今、先ほど斎藤委員が言っていましたけれど、これからの議会は財政について詳しくなけ

ればならないと。そうなってきたときに、チェックする機関と視点も議会の役割というのは、

十分あるのですけれど、それ以外に例えば、議会のほうから審査会みたいな、そういうような

ものをお願いして、そこのところでチェックしてもらうような、また、そういう方々の意見を

聞けるような体制をするとか、白老町独自のものを考えるということになったら、そういうこ

とも検討していただけたらいいかなと、少し感じてはいたのですけれど。というのは、やはり

申しわけないですけれど、役所の帳簿というのは、私達一般の人間から見ますと、特殊な帳簿

なものですから、役場がいい、悪いではないのですね。やはり客観的に見える視点というもの

を、議員もどこがポイントなのかというところが正直言ってよくわからないというのが、私含

め大方の議員の気持ちではないかなと思うものですから、そういうものを学べる機会というか、

一緒にチェックできる体制というか、そういうものがあったらいいなと思うのですけれど。 

○委員長（及川 保君）  今の意見というのは、要は専門機関ということを言っていますか。  

○委員（西田祐子君） はい。 
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○委員長（及川 保君）  なるほど。そういうことも当然考えられるでしょう。今後の議会の

チェック機能という部分で、どう本当の意味で果たしていけるのかということになると、その

辺の部分の勉強も大事だろうということです。 

 15 番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） 私は３段階ぐらいで少し考えたのですけれど。ガイドラインというの

は今、白老町というのは緊急事態ですよね。この多治見市もそうなのですけれど、多治見市は

この条例をつくったのは、今は緊急事態とかではないのです。でも緊急事態のときにはどうす

るかということも、具体的に条例の中に入れているのですよね。白老町は今、緊急事態なので

すよ。ですからこの期限を決めて、10 年間という期限を決めて、どう財政を立て直していくか

という、それをやっていかなければいけないわけですよね。それに対してのチェック体制と、

それから、もう一つチェック体制というのはあると思うのです。普段ずっとそれは議会として

やっていかなければいけなかったことなのです。そのやってこなければいけなかったことを十

分できなかったということが、一つの原因だったと思うのですね。それをきちっとやるために、

先ほど大渕委員も言っていましたように、財政判断指標とか、それから運営の原則とか、私達

今まで議論してきた中で、やはり情報をきちっと共有していなかったという部分もあると思う

のです。そういうことで１年ごときちっと出してもらったものをチェックするということもや

るのですけれど、私の中でまだ整理できていない部分もあるのですけれど、今、緊急事態にど

ういう対応をするかと。  

それから、財政に対する条例をつくる。私は、これは必要だと思っているのです。でもこの

条例を、これは永久に続いていく条例だと思うのですね。総合計画を財政面から管理していく

ためのものですから、これは必要だと思う。だけれど、この緊急事態のチェック機能をどうす

るのかということだと思うのですね。ガイドラインの数字的なものも、この財政健全化プログ

ラムができていますよね。数値が示されていますよね。それに対して私達がチェックをして、

それで本当にいいのかどうかということをやっていますよね。今後また事業というか、いろい

ろな事業が行われていくわけですから、それに対して財政健全化がきちっとされているかどう

かということを、今後 10 年以後にそういう財産の負を残さないための物をつくっていかなけれ

ばいけないというふうに思うのですよね。その数字的なものは、行政側からきちっと示しても

らわないとだめだと思うのですね。今、この緊急事態の数値はある程度出ていますので、それ

で議会として先ほど大渕議員が言われたように、一体この 10 年間でどういう数値をして、どう

いう事業をきちっとやっていけるのかという、緊急事態の中でのチェック機能の数値をきちっ

と持つべきかなと思います。  

○委員長（及川 保君）  今、吉田委員の言われたとおりだと思うのですね。多治見市と今、

白老町が置かれている状況は、はっきりと違うのですね。 

玉井委員、何かこの意見をお聞かせいただければ。  

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕ですけれど、先ほど言ったことに対して補足の発言をした



 7 

いのですけれど。現実的には、国が今回示した５基準のうち、特別会計、企業会計以外は、も

う全部クリアしているのですよね。そうなると、次の指標・・・。それでも全部クリアしてい

るのだけれど、全く財政は好転したからクリアしたとか、現実問題としては、全然そういうこ

とではないのですよね。だから今、やっているわけですよ。だけれど、国の基準の財政健全化

団体の基準の 19.4 すらも全部クリアしてしまっているわけですよ。14.8 ですから。ですから、

指標というのは一体何なのかと見たときに、今まではそれでものすごい議論をしたと。そして

土地も 15 億 9,000 万円も売らなかったら解決できなかったというのが、国の指標が変わったか

らと言って、白老町の財産は何も好転していないのに、今の状況になったのですよ。だから、

指標というのは見方によって全然違うということを、我々は気をつけないとだめだと思うので

す。だから、指標というのは何を基準に、どこまで行ったら財政がまずいのかということを、

どなたかが言ったように、情報をきちっと町と共有して、そこをきちっと言って行かないと、

チェック機能を果たせないのですよね。だから、私が先ほど言った、基準というのは何かと言

ったら、そういうことから見ると、60 億円の標準財政規模というのは、国が示している標準財

政規模なのですよ。それに対して、標準財政規模が 60 億円なのに 70 億円の仕事をすれば、絶

対赤字になりますよね。10 億円。そういう考え方でチェックをきちっとしていかないと、だめ

ではないかということなのですよ。それが基準になるかどうかわかりませんが、私が言ってい

るのは、そういう考え方なのです。 

だから、多治見市で言っている例で少し触れているところがあるのですけれど、私はそれよ

りもう少し厳しいのは、標準財政規模をベースに物事を考えていくという考え方。これは標準

財政規模の中で仕事をやっている分については、絶対赤字にならないのですよ。だから、そう

いうことをどう理論的に制度化するかということなのだけれど、町がこのように言っています。

先ほども言いましたが、「新たな財政支出を研究し」と書いているのですよ。今、まだ研究して

いないみたいだけれど。そういうことをきちっと議会でも言って、検討していくと。その中で

先ほど西田委員が言った、専門的知見を活用する部分ですけれど、この間少し自治日報に出て

いたのを見せていただいたのですが、どこだかの議会が大学と連携して１年間 100 万円ぐらい

議会が大学に払って、財政問題を含めた総合的な地方自治の行財政の研究を大学と一緒にする

というのが出ていたのです。今、言われたのは、主体性は議会になかったら絶対だめなのです。

もちろん、西田委員はそう言っているのだと思うのですが。主体性が議会にあって、向こうに

お任せして何とか調べて、そのとおり議会やるようでは、これはだめですから。主体性を議会

が持って、そして専門的知見を活用するということについて言えば、お金の問題もありますけ

れど、専門的知見の活用はただというわけにはいかないのですから。だけれど、そういう方策

は考えられるかな、というふうには思いますけれど。 

○委員長（及川 保君）  全くそのとおりだと思いますね。非常に今、大渕委員、大事な部分

を言っているはずなのですね。昨年来、町も議会も、松田委員は町長が言ったと言っています

けれど、議会も実はそれを再三にわたって言っているのですね。身の丈に合った財政運営と言

っていますよね。これというのは、これがやはり基本なのだろうと。私自身はそういう思いで
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実はずっといるのですけれど、新たな事業、これは町民の福祉のために、経済のために、町の

効果を上げるためにいろいろな事業もやらなくてはいけない、町民のためにあらゆる事業をや

らなければいけないということは、町がやるということは当然のことでありまして、ただ、や

はり身の丈に合った、どうしてもそこに思いが、基本がなければ当然赤字がどんどん膨らんで

いくというのは、当たり前の話ですから。そこに何でもいいよ、とにかく町民が頼んだからや

れやれということになってしまうと、当然こういう、今の現状の白老町になってしまうのだな

と。これが昨年の議会が行った検証でもあるでしょうし、町もそのあたりは十分反省をしてい

るのですね。そこあたりが非常に、この議会としてどこまで踏み込んで進めていけるかですね。  

５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 今、委員長がおっしゃったようなことも、当然のことではあるとは思

います。あるとは思うのですけれど、では具体的に今、町が進めている第３商港区。これは実

際にやめることができるのかとか、あるいはたった 13、14％しか利用率のない町立病院を、も

う残すという方向で決まっているわけですよ。本当にこれ、13、14％の人しか利用しないのに、

必要なのかという町民も実際にはたくさんいるのですよ。そういう議論から始められるのか。

また、バイオマス。これだって、ランニングコストがはっきりしない中、議会で賛成してやる

わけですよ。こういった問題一つ一つ、今からスタートラインに戻って、どうだこうだという、

そういう議論になるのですか。私はそれに関しては、ならないと思いますよ。ですけれど、全

体的な、今、委員長がおっしゃられたこともそうですし、大渕委員がおっしゃられた、いわゆ

る財政規模に合ったかどうかという検証は、これからは必要なことではあるのですけれど、ス

タートラインに戻って一つ一つの事業を検証して、ここでまた議論していくかとなると、また

時間だけかかるような話でもありますし、結論は賛否両論ですから、私は出ないと思います。

それよりも今は、財政のチェックをどうするかというような話になっているわけですから、私

は先ほど大渕委員がおっしゃられた、外部に委託するというのも、議会独自のチェック機能を

果たすという役割を考えたら、私、最初町側と連携しながらというお話をしましたけれど、当

然これも必要です。やらなければ絶対だめだと思うのですけれど、外部と共同作業でチェック

を行う、これも必要かなと思います。  

それと、私が具体的にもう一つ申し上げたいのは、経常収支比率が 100 を超えていますよね。

これ、いつまでもこのような状態であると、本当にこれはぱっと見た段階で、白老町どういう

財政なのというのは、一目瞭然ですよね。これで、例えば国の考え方で、再度合併議論が熱を

帯びて、もし半ば強制的にどこかと組まなければならないというような状況になったときに、

組んでもらえない可能性があるわけですよ。私は経常収支比率というのは、やはり目標値を設

定して、何年までにはこれくらいに持っていくぐらいの数値は、設定しないとだめだと、この

ように考えます。  

○委員長（及川 保君）  なるほど。委員は、要は経常収支比率、今 100 を超えているという

状況を、段階的にラインを設定して、この議会が監視していく。下げる方向で一生懸命監視し

ていくと、こういうことを言っているのですね。その設定が今、肝心だろうということですね。  
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２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） ガイドラインの条例化を目指す方向性について、今もお話があったけ

れど、ある程度議論していかないとだめだと思います。ただ、今、言ったように、細かいこと

になってしまうと、これはまた非常に入口でストップする可能性があるのですよ。どちらかを

選択していかないといけないと思うし、今、お話したように、そのあとになってきますけれど、

総合計画の後期のチェック、これだって私から言わせば、本来、この財政プログラムと関係あ

って、後期ですから、４月に出ていないといけないのですよ。それが私何回か言っていますけ

れど、「プログラムできなければ出せない」とか、「まだできていない」とか。総務文教常任委

員会で頭出しやりましたから、その状況は説明しなくてもわかっていると思いますけれど、そ

ういう姿勢なのですよ。それすら一つだって、本来は、ガイドライン条例化の中でいけば、今、

身の丈の話ありましたけれど、そういう部分だってチェックできてくるのですよ。そういう大

きな方向性の中で、議会がどう示すかということの議論をしていかないと、細かいことをやっ

てしまうと、先ほど言ったような話になってしまうのですよ。そして、今、言ったように、専

門的知見を使って、やはり、我々も勉強する。財政は財政の会議から始めるということで、ま

ずそういうものを理解していかないと。  

そして、今どなたかから話がありましたが、今、言っている４つの指標についてはクリアし

ているのだけれど、一般会計は何ら数字出ていないのですよ。だけれど、その中で起債の制限

額を設けるというのは、公債費の制限比率とか公債比率というのは、許可制によって何％行っ

たら道の許可が要るよと、出せないよと。それまでは自由に発行できるよと。だけれど、一般

会計だけ見ると、それの数値に達成しなければ、悪いけれどそのときの行政運営で、そこに達

成すればいくらでも発行できるのですよ。自分がもう考えなかったら。そういうものをトータ

ル的に見たときに、その数値が国で示している数値がそれだけれども、白老町の今、皆さんが

議論している全体の、こういう状況になるときに、逆に、条例の中で当面はこれだけの制限比

率を超えたら借りられないとか、そういうことを押さえるとか、あるいは数字で、総額で押さ

えるかとか、そういうようなことをある程度方向性示して、どこに行くかと。今、経常収支し

かりですよ。100 超えても何もできないのですから、今、多分落ちると思いますよ。人件費 50

何億円落ちるのだから。だけれど、落ちても 90 だったとしたら、10％が事業費に回せる事業に

なっているのかどうか、経常比率になるのかどうか、点検していかないとだめなのですよ。そ

れは条例化つくる中で、皆さん方で議論していって、一番いい方向はどこかということでして

いく。ここで具体的な話をしてしまっていて、大きな方向性どうかということを今ここでやっ

ているのではないかと思うのですけれど。 

○委員長（及川 保君）  確かに個々のお話になってしまうと、当然賛否両論になってしまい

ますので、議会としてきちっとした対応はできないということになってしまいますので。  

 松田委員、このガイドラインの条例化を目指すという部分で、まだこの部分で今、皆さんの

考え方をお聞かせいただいているのですけれど、考え方をお聞かせいただきたいなというふう

に思います。  
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 12 番、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君） 松田です。今、私きょうは病院だったものですから休むと言ったので

すけれど、どうも気になって、安愚楽牧場に行くというものですから、そこをどうしても１回

見たいと思って、病院を断って来たのですけれど。ただ、今、入った瞬間に、山本委員が町立

病院は 13％で、港をやって何が悪いのだというように聞こえたのです。入った瞬間、私はそう

いうふうに聞こえました。だから、このことを一言言っておきたい。 

 町立病院は、これは町民の命を守るためにやっているのですね。ずっと 12％か 13％と 20 年

もやっているのです。それでもやめないでやってきた。それは町民のために、命のためにやっ

てきているわけです。そして、今まで一般会計から町立病院に、確か 36 億円か 40 億円ぐらい

繰り入れしています。なおかつ今、不良債務が１億 6,000 万円ぐらいありますか。これでも私

は町立病院はやるべきだと言ったのは、まちのやることは、命と財産を守ることが仕事なのだ

と。これはみんなの命を守って、みんなの財産を守ってやるのが、私は町の仕事だと。それで、

13％だって、８％だってやるべきだと。むしろ悪いのは、なぜ 20％にする努力をしないのかと、

この部分だと思うのです。 

 それから港は、何度も話しているのですが、第２商港区まではやむを得ないでしょう。とい

うことは、漁港区をつくるには、第１商港区をつくらなければつくられなかったのです。それ

から、スピードも遅かったのです。ですから漁港区の第１次産業の皆さんに安心して魚をとっ

てもらうために、町を上げて漁港区はつくってやろうと。ところが、漁港区はつくろうとした

けれど、白老には登別港という港が一つあるのですよね。白老で。この管内で２つの港がある

ところはないのです。ところが今はたくさんありますよ。合併しましたから。例えば、静内と

三石が合併すると、港が２つになった。こういうところはたくさんあるのですが、今まではな

かったのです。第３商港区は、私は凍結しなさいというのは、財政がこうなって、それではど

うやって町を建て直すのかといったら、商港区をつくるべきではなかったと。このことで商港

区を言っているのですが、それでは商港区を使う人は誰かと言ったら、ほんの一部ですよ。白

老町民の 12％は行きません。はっきり言ってパーセントで言ったら、１％か２％です。こうい

うことから言っても、町立病院 13％でやって、港をつくって、という意見に、私はならないと

こう思います。 

 このガイドラインについては、やはり先ほどから言っているように、経常収支が 100 を超え

ているわけです。それから、白老の借金が、一般会計を含めて 290 何億円。赤字分を含めてす

べてだと、360 億円くらいある。これはやはりストップをかけなければならない。ガイドライ

ンをつくって、これから正常な町にするには、ガイドラインはきちっとつくって、そして議会

がそのガイドラインをきちっと検証しながら、歯どめをかけていくのが、私は議会の役目だと

思います。よく、先ほど身の丈の話があったけれど、私は何度も言っているけれど、行政のや

ることに議会が歯どめをかけるということは、案を示すだけなのですね。１円の財源の、町長

が行政側の言うことに、１円の権限もないのです。１円の権限も歯どめもないのです。ただ、

案を示すだけですね。町民はこう思っている、我々はこう思っているという、案を示すだけな
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のです。だけれども、これからは、今、財政状況がこうなって初めて議会と行政と一緒になっ

て考えようと。全くこの機運が生まれたのは、財政がこうなってからだと思いますよ。今まで

は、行政側は、何を言っても全部聞き流しですから。私は、少し長くなりましたけれど、議会

は何もしないのか、チェックしないと言ったけれど、私は予算質問、議会で今まで七十数回あ

りますよね。この大半は大渕委員がやっているのですが、一つも歯どめも、耳も傾けないのが、

行政なのです。ですから、私はそういうことからいくと、これからは、これを機会にきちっと

歯どめをかけるガイドラインは必要だと思いますね。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。それぞれの委員さんの思いが非常に伝わってはくる

のですけれど、なかなかガイドラインという部分になってしまうと、どうですか、これ、一定

の皆さんの、それぞれの考え方はわかりました。小委員会でこの意見を踏まえて、数値も具体

的な話となると、ここで議論しても決まらないでしょうね。  

 15 番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほど前田委員がおっしゃいましたけれど、総合計画の話。これも多

治見市の例なのですけれど、これも私は大事なことだと思って見ていたのですけれど。条例で、

総合計画に財政判断指数の見込みをきちっと記しているというのですよ。私達の役目というの

は、それを出して、先ほど松田委員がおっしゃったけれど、その予算を組んでいくのは行政な

のですよ。行政というのは、町民サービスとかいろいろなことを踏まえて、甘く設定する可能

性が大いにあるというのですよ。それを、この財政面からきちっと総合計画を規律する。そし

てその実行性を担保していかなければならないというのが、一つの議会の役目ではないかと思

うのですね。そういったことから考えると、今、港とか、病院とか、いろいろと問題点になっ

ていることがぽつぽつと出ていますけれど、まだまだやらなければいけないことがたくさんあ

ると思うのですよ。それが総合計画の一つの計画になって出てきたときに、私達でそれに指標

的な数値をあらわしてもらうことで、先ほど大渕委員が言った、標準財政規模の 60 億円の財政

どうなのかと。先ほど外部というか、いろいろな勉強の方法がありましたけれど、私もいろい

ろな勉強が必要だと思っていたのですよ。ただ、病院のときみたいに、一企業に出してもらい

ましたよね。名前を言えば、吉岡さんだったのですけれど、余り後々それが生きていかなかっ

たなと思っているのですよ。あれは依頼して、委託してやってもらったものですよね。そうで

はなくて、私は大渕委員がおっしゃったように、一緒に勉強すると。具体的なものを私達もし

っかりつかみながら、具体的な議論を持っていけるような勉強会ができたら、私もいいなとい

うふうに思っているのですよ。ですから、そういう部分を含めて、総合計画を早く、きちっと

してもらわなければだめだということだと思います。そして、全体的な町の目指す政策、後期

は今後４年ですからね。この４年というのは、すっぽりと健全化の時期と重なるわけですから、

その時期にどういったことを行政側が事業として考えていくのか、それも私達きちっと掌握し

ないと。議会の問題点だけ議論して、港やる、やめないとか、そういう議論をしていても、行

政側が執行権があるわけですから、そちらとの議論もしなければいけないわけですよ。そうい

ったものの指標的なものを、きちっと私達が持ってやっていかないとだめなのかなと。向こう
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がどういう考えでそういう数値を示すかということも、きちっと見ていかなければいけないと

思うのですよ。 

○委員長（及川 保君）  なるほど。吉田委員のお話３点くらいありますかね。総合計画が、

やはり今の段階で、前田委員が以前から指摘をしているのですね。総務常任委員会の中でも、

これは総務の委員会としても、早期にこの計画に着手するべきだと。もう既に入っていますか

ら。そこが何も確立されていないというのが、一つ大きな問題点があるのですね。  

 もう一つは、識者による知見をやはり活用しようと。当然議会が主体になるのですけれど、

議会が主体になるのだけれども、他市町の状況を見ていても、非常に恒例として残されている

部分がありますから、西田委員がおっしゃっていた知見をやはり活用すると。これは大事なこ

とだなと。今、この議会の中だけで議論をして、どうこうなるようなものでもなさそうだなと。

これは非常に難しい部分があるなという思いが、実はしております。 

５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 一つ確認をしていただきたいのが、条例化を目指すのか、目指さない

のかを確認していただきたいのですよ。私どもで提出をさせていただいたのは、健全化に関す

るガイドラインの数値を設定して、新財政改革プログラムの達成度を毎年度チェックするとい

うぐらいにとどまっているのですよ。多治見市のように条例化するとなると、非常に行政にと

っては厳しいことですので。大事なことかもしれませんけれど、そこまでやるのか、やらない

のかということを、皆さんのご意見を伺っていただきたいなと。私のところは、その件に関し

ては迷っているところでございます。  

○委員長（及川 保君）  なるほど。そのぐらいの議会としての意気込みは必要かと思うので

すけれど、そうなると非常に、議会だけで条例を勝手につくるということにはなりませんので。

先ほどから言われている識者の知見を、やはり活用しなければ非常に難しいのだろうなという

のがあるのですけれど。  

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 多治見の場合も、議会がつくったのではないのですよね。ですから、

そういうことで言えば、当然そういう議論が必要だと私は思いますけれど。時期的に言えば、

はっきり言えば、全然間に合わないと。どういうふうにしても、時間として中間報告で載せる

と言っても、間に合わないわけだから、条例つくりましょうと言ったってどうにもならない話

で、具体的なことを中間報告でして、改革プログラムに載せるということで言えば、それは現

段階としては間に合わないというふうに思わざるを得ないと思います。ただ、この特別委員会

を閉めるときに、総合的なまとめを行いますよね。そのときに、どういう方向で我々が運営し

ていくかという中では、そういう議論が十分されても構わないと思うのですけれど。少なくと

も８月会議で中間報告をするとしたら、とてもどんなことをしても間に合う状況ではございま

せんので、言っている意味はわかりまして、ここでもそうやって書いてありますから、そうな

のだけれど、これは難しいのではないかと思いますけれど。 

○委員長（及川 保君）  山本委員いかがでしょうか。５番、山本浩平委員。  
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○委員（山本浩平君） 大渕委員のおっしゃったとおりかなと思います。  

○委員長（及川 保君）  非常に期間的に難しいということに、この条例化の部分については

なりますね。それで、再度ここで皆さんと確認しておきたいのは、いずれにしてもどういう形

で、この条例化を目指すという部分については、目指すということは、ここではっきり皆さん

と約束しますけれど、どういう形でこの部分についてまた議論していくかというのは、後ほど

の小委員会でも当然議論になるでしょうし、その部分にゆだねていただけるかどうか、確認し

たいと思います。よろしいでしょうか。  

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 間に合うとか間に合わないとか作業的な話ではなくて、今、委員長が

言ったように、つくるという方向性。つくるということは理解しています。 

 ただ、前に特集を議会検証の中で、白老町財政健全化条例の制定の検証を行うと言っている

のですよ。今、中間報告については、プログラムの部分についての中間報告になると思います

けれど、大きな前段でいうと、去年行ったときに、条例の検討を行うと言っていますから、こ

れに対する議会がどうだったかということは、中間報告で言わなくていいのか、最終的に言う

のか。その辺の整理の仕方は、しなくてもいいのですか。ここの部分で言っている部分は、素

通りしてもいいのかどうかということです。今、方向性として行くということはわかりました

けれど、だけれどその間で検討を行うと言っているのですから。これを出しているのはいつで

すか。10 月、半年になりますけれど。こういう大きな問題に直面しているときに、検証して、

検討を行うと言ったことに対して、どういうことなのかなと思います。それが最終的に、こう

いうことをして検討した結果、条例化を目指す方向になりましたよと。最終的になるとは思い

ますけれど、中間報告の中では、中間報告ですから、そのときに、10 月に言っていることに対

して一切触れなくていいのかどうかということです。それだけです。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。どうですか。前段、大渕委員から当然この部分は期

間的に今、時期的に難しいと。８月 11 日という目の前に期限がぶら下がっているのですね。最

終報告が９月の定例会前に当然報告をしなければいけないのですけれど、ここがめどというか、

期限になるだろうというお話されています。前田委員は逆に、中間報告でこの部分に触れなく

てもいいのかということでございます。  

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） それはここで皆と議論をしなくても、小委員会などで整理するときに。  

○委員長（及川 保君）  構わないですか。  

○委員（前田博之君） 構わないです。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。そういう形で進めたいというふうに思います。よろ

しいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  小委員長よろしいですね。 

○委員（大渕紀夫君） よろしいですよ。 
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○委員長（及川 保君）  それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前 ９時５６分  

                                         

再開 午前１０時１０分  

○委員長（及川 保君）  休憩前に引き続いて、委員会を再開いたします。 

 それでは２つ目の提案事項です。町有林、町有地の処分のルール化。議決事項の検討。この

部分について、提案者、12 番、松田謙吾委員、少し説明をしていただきたいと思います。 

○委員（松田謙吾君） 12 番、松田です。このルール化というのは、今回委員会で町有林の調

査ということから出てきたのが、もちろん私も知らないし、議会の皆さんも余り知らなかった

のですね。それは、竹浦の 451 番地の町有林が売りに出されていたと。130 万 5,000 平方メー

トル、1,350 万円。このときに町でつくっているルールを見たら、あれだけ大きな面積でも、

議会に相談しなくてもいいようなルールなのですね。面積をもう少し下げて、金額 2,000 万円

をもう少し下げて、もう少し小刻みにして、町民の財産ですから、町民ともう少し相談しあえ

るようなルールづくりをというのが、もっと今の基準より下げるべきだと、こういうことなの

ですね。 

○委員長（及川 保君）  議決事項というふうになっていますけれど、今の制度が非常にゆる

すぎると。大事な町民の財産が、いつの間にかなくなっている、売られてしまっているという

部分の中で、もう少しきちっとしたルールをつくっておくべきではないかという、そういうこ

となのですけれども。  

 14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） これは松田委員の言われるとおり、産業厚生常任委員会の中で、行政

側に対してしっかり条例改正をするべきだということで、調査結果の中及び意見の中で言われ

ていることでありますから、これはしっかり条例化をしていかなければいけないと。今までは

松田委員の言われているとおり、契約及び財産の取得または処分に関する条例の第３条の中に、

今までは市の条例の基準を使っているのですね。2,000 万円以上という売り払いの基準を。そ

れを今、町村のレベルまで落とすと、白老は町ですから、町村レベルまで落としても構わない

のです。そうすれば、700 万円以上の物件に関しては、そういった形の中で、議会の議決に付

さなければいけないということになっていますので、それを今回の報告書の中でもしっかりう

たっていますから、それは間違いなく条例改正をすべきだということで、もっていって構わな

いのではないかなと私は思います。 

○委員長（及川 保君）  そうですか。その部分できちっと条例化させるということで、確認

してよろしいですね。町のルールに落とすと。そういう形でよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次、総合計画の後期計画のチェックによる財政運営。これについて

は、提案者として前田委員。前回もやっていますけれど、趣旨説明をお願いします。 

２番、前田博之委員。  
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○委員（前田博之君） 前田です。私はこの政策事業の重点化ということで、事業の廃止、縮

小並びに事業の再構築に取り組むため、後期５カ年計画の提出と、財政プログラムの同時並行

での整合性による身の丈に合ったチェックを効率的に行いますよということで、今、プログラ

ムをやっている中で、よく政策転換という言葉が出ますけれど、当然政策転換ということは、

政策がなければいけないのですよ。事業項目が。そうであれば、そういうものもセットで議論

をしていかないと、集中的な選択というか、事業をやりますよというと、今まで出ているよう

に、先ほどもあったように、港を優先的にやるためには、ほかの事業をやらない、落とさない

とだめなのですよね。逆の場合もあります。それを今、言ったように、今まで議論してきてい

ますけれど、それでは一つの例として、超過税率を半分にして、20 を 10％にしたら、１億 2,000

万円ですから、そうすると、いろいろな議論、小さいところから積み重ねないと持ってこられ

ないという議論もありますけれど、それは別にして、いろいろ手法はある。ただ極端な話、政

策転換求めるのであれば、そういう事業の中から、この事業を後年ずっと回して、そして１億

円町民に負担を求める分、逆に事業で少し抑えましょうと。そういうような政策転換する議論

をするにも、総合計画の自主計画がなければ、議論できないのですよ。ただ金額的に行政側に

フリーハンドを与えたみたいなものなのですよ。議会は何を、どの事業はどうだという議論を

今までだってしていないし、できていないのですよ。金額も示されていませんから。そういう

部分でいけば、私も先ほど言いましたけれど、当然ここと整合性を持つ前に、本当は４月に出

さなければいけないのですよ。それをなくてやっていること事態が。私は遅くとも、このプロ

グラムが決まるまでには、多分作業していると思いますけれど、出すべきだと私は思っていま

す。それでないと今後の一般質問とか、いろいろな議論の中でも、できないのではないかなと、

こう思います。 

○委員長（及川 保君）  まちづくりの大変な基本の部分でございますね。総合計画の後期計

画が、まだ実は示されていないという状況の中で、この意見が出てきているわけであります。

このあたりについて、当然私ども清風クラブも出しているのですが、この計画が・・・。松田

委員どうですか、この計画の補足で、今の意見に補足することがありますか。 

○委員（松田謙吾君） 前田委員の意見でいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。皆さんの考え方はどうですか。この総合計画につい

ては、ほとんど皆さんの意見としては出ていない状況ではあるのですけれど。よろしいですか。

後期計画を、自主計画をきちっと作成させるということで確認してよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  大渕委員どうですか。共産党さんは、この計画についてはどのよう

な考え方でしょうか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 当然、この財政改革プログラムが出されているわけですから、総合計

画は、この財政改革プログラムとの整合性をとったものでなければだめなのですよ。これが決

まれば、決まるわけだから。それが直されれば、当然、総合計画も直されるということになり
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ますよね。当然なると思うのです。ですから、私が言いたいのは、４月に出すというふうに、

町のほうで初めからなっているわけですよ。ですから、当然、私は財政改革プログラムと整合

性をとった総合計画が出されてしかるべきということだと思っています。当然、この財政改革

プログラムが変更になれば、それは、政策方針であります総合計画は、そこでまた変わると、

こうなると。こういうふうに理解しています。ですから、４月に出すというのは、８年間で、

４年ずつで、ローリングで見直すということになっているわけですから、ですから、４月に総

合計画が出されるということになっているわけですから、財政改革プログラムとの整合性をと

ったものを出すべきだというふうに思っています。  

○委員長（及川 保君）  皆さん同意見ですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  そういうことで、確認をいたしましょう。最後のふるさと納税制度

に伴う寄付金条例の制定についてでございますが、これの提案については公明党さんでしたか。 

 14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） ふるさと納税の制度、また寄付金条例の制定についてのお話ですけれ

ど。あくまで、これだけ皆さん議論されている中で、例えば財政規模も今、超えている白老町

です。例えば、新たな事業を起こそうとしたときに、それ以上の財政規模のことについて随分

議論している中で、それ以上の事業というのは、なかなか難しいものだと思うのですよ。だか

らと言って、やらなければいけない事業というのは、中に出てくるものですから、そういった

形の中で、このふるさと納税制度だとか、それから、寄付金条例のこういった制度制定に向け

て、各企業さんだとか、町民に訴えていく形の中で、共同作業と言いますか、共感を持ってい

ただく形の中で取り組んでいける、福祉政策だとか、教育事業だとか、そういったものに、こ

ういった財源を当てていければなと。あくまで赤字財源にこれを補てんするという話ではあり

ませんので。ぜひこういった形の中で全国に幅広くアピールして。 

また、寄付条例についても、町民に対してしっかり今の白老町の現状を訴えながら、企業に

対してもやっていくべきではないのかなと。実際それをもうやって、夕張あたりは夕張市とし

て１億円ぐらいのそういった納税というか、お金が集まったという話も新聞ではなくてテレビ

に出ていましたね。そういう話も出ていますので。ですから、今の白老町のこういう財政状況、

財政が厳しいだけではなくて、白老町今、すごく前向きに進んでいる町としていろいろ報道さ

れたり、名前も出ていることですから、今、やはりやっていかなければならないのかなと。そ

ういうふうに考えます。  

○委員長（及川 保君）  厳しい財政運営の中での新たな・・・。 

 15 番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） これは、財政改革プログラムの中に組み入れるかどうかというのは、

少し別問題だと私は思っているのですね。というのは、不特定多数の方が相手ですので、予算

的なものを組み込めないですよね。目標額がいくらとかは、なかなか組みづらいというものが

あるのですね。ただこれは、この制度は、ことしの５月１日に施行されたばかりなのですよ。
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これは、ふるさとに貢献したいという、そういった方々の意思を反映するものであるというこ

となのですね。一つの調査では、東京都で政策過程研究機構というところで調査したところ、

東京に住んでいる 20 代、30 代の男女にアンケートをとったのだそうです。そうしたら、ふる

さと納税したい地域というのは、北海道が 18.6％と大変多かったと。それが即、寄付につなが

るかどうかは疑問があるかどうかわかりませんけれど、それを納めたいなと思うような情報の

発信をしていくのは、その自治体の知恵なのですよ。そういったことをやっていくことで、今

まで寄付条例で 10 万円以上でないと税控除にならなかったのですけれど、5,000 円以上でなる

ようになったのですよ。そういう下限を下げたというか、上限を下降したのですよ。そういっ

たことも含めると、すごく納税した人にも、大変いいのですね。これは、寄付金のうち 5,000

円を超える金額について、居住地の個人住民税と所得税が軽減されるのです。ただし、住民税、

所得税のおおむね１割が上限であるということもあるのですね。そういったことがあることで、

県でやっているところもあります。県でやって、県が４割自治体に、市町村に６割を配布する

というところもあるのですけれど、自治体で北海道もやっているところがあります。知恵を出

しながらしてくれた方には、何か記念の品を送るとか。そしてやっていくと。私は先ほどから

議論があります町立病院なんかの、目的を明確にするということも、大事な項目の一つなので

すね。そういうことからいくと、町立病院を新しく改築したいと。そういったためには、集め

て、どれくらい集まるかわかりませんけれど、基金として積み立てて、５年後なら５年後に、

３年後なら３年後に、それを生かしていくとかね。そういったいろいろな手法が取れますので、

これを議会の提案として、条例を出しているところもありますので、この辺を、金額はわかり

ませんけれど、財政のプラス面というふうになるのは確実だと思うのです。そういった部分で

は、行政側に申し立てていくということも一つの方法ではないかというふうに考えています。  

○委員長（及川 保君）  なるほど。提案者の説明でしたけれど、現実にもうこの制度という

のは、２、３日前の室蘭民報でしたか、室蘭市がやっていますよね。結構成果が上がっている

ような報道が、実はされております。今、趣旨説明の中で、この財革プロの中で条例化すると

か、こういう考えではないよと。別にきちっと、議会としてこの部分について制度化しなさい

というような、議会が条例つくるというのは少しあれかなと思いますので、町が当然条例化し

なければいけないと思うのですけれど。その部分で、ガイドラインの部分の条例化などありま

すので、一緒に絡めて進めてまいりましょう。 

 12 番、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君） 委員長、簡単に進めてまいりましょうと言うことはね、これはどうか

と思うのです。私は何も反対とか、賛成とか、そういう意見で言うのではないのですけれど。 

白老の町は特殊な町なのですよ。１万人を超えたのが、昭和 29 年。それから大昭和製紙が来

て、温泉がずっと沸いて、よその町から来て白老町の町がつくられたのです。ですから今、そ

れでは、白老に住んでいる人の半分以上は、よそのまちの人なのです。条例つくったら、この

人達、自分のふるさとにお金を送るかということにだってなるわけですよね。白老のまちは半

分以上なのですから、半分以上３分の２が皆、移住者ですから。移住者と言ったら言葉変です
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けれど。温泉ができて、日本製紙ができて、この人達はみんな、ふるさとを持っているわけで

すよ。この人達皆、ふるさとに今だと税制優遇措置があるから、死ぬ前に少しそちらに寄付す

るよということだってあり得るわけですから。ですから、これは例えば、室蘭市は約 20 万人に

なろうという市が今、10 万人になって、みんなふるさとから出ています。こういう町と、白老

の町とは違うなと思うし、例えば厚真町などは、ああいうまちはよそから来た人は余りいなく

て、80％、85％。あそこのまちから、本当のふるさとはあそこだと言う人と、白老は 30%くら

いしかいないと思いますよ。ここが本当の生まれたふるさとの人。言うなれば、第２のふるさ

とですよね。そうであれば、こういうものを条例つくったら、この人達が自分達のふるさとに

多少寄付しようということになって、こういうことだって考えられるのです。ですから私は、

白老町の町には条例化、余りやらないほうがいいなという、私は聞いたとき思っていました。

これは私の思いです。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 余り松田委員と議論するのはいやなのですけれど。私は、ほかの町も

みんなつくるのです。だから、ほかから来た人はほかにやるのですけれど、白老になければ、

白老から出て行った人達は白老にしないわけですよ。白老につくらなければ。私はあって邪魔

になるものではないと思っています。札幌市もそうなのです。東京もそうなのですけれど、札

幌市はほとんど他市町村からの集まりなのです。だから札幌も今、すごく考えているみたいで

す。つくってどれだけ効果があるのかというのは、考えているみたいです。というのは、よそ

からの集まりだということで。なければ、札幌の出身者だってほかにいるわけですけれど、札

幌でやっていなければ、札幌にしようとは誰も考えないですよね。白老は白老から結構出て行

って、国家公務員になって、東京に行っている人とかが結構いるのですよ。東京白老会だって

ありますし、そういった県は県人会とか利用しながら、いろいろやっているのですよ。白老も

東京白老会とかあります。札幌にもたくさんいますよね。そういった人達をターゲットにして、

金額はどれくらい望めるかわかりません。金額のことを考えると、少しどうかなと、私も悩み

ながらの発言なのですけれど。ほかでつくっていて、うちがないということは、ほかにはする

けれどうちには誰もしてくれないということになるのではないかというふうに考えるのです。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。 

５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） ５番山本です。考え方としては、私もすばらしい、いい制度ではない

のかなと思っています。しかしながら、私も少し、松田委員がおっしゃったようなことについ

て、若干引っかかっていたのですよね。この前新聞で少し読んだのですけれど、芦屋市の記事

が出ていたのです。神戸の芦屋、金持ちばっかりいるところなのですけれど、あそこには１億

円以上の年収の方が相当いて、芸能人や有名なスポーツ選手、大企業の偉い方々がいらっしゃ

るようなところで形成している町のようなのですけれど、自治体が戦々恐々としているという

ことなのですよ。引かれるだけでも、相当な税収がなくなると。年収が大きいから、ふるさと

納税で持っていかれる税金も多額なのですよね。そういったことで、戦々恐々としている自治
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体もあるという記事を、私は読みました。ですから、先ほど松田委員がおっしゃったように、

白老町はどうなのかということを、これは、分析は必要ではないのかなと思いますよ。これは

すぐさま設けるべきだというよりも、プラスであればいいかもしれませんが、マイナス効果が

大きいようなことであれば、これはやる意味がないのかなというふうに考えますので、やはり

分析はするべきではないのかなというふうには思います。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 一つですね、このふるさと納税にしても寄付金条例にしても、白老町

にゆかりのある人はすべてできるのですよ。ゆかりのある人というか、白老町から出て行った

人だけではなくて、そういうゆかりのある人ができるということでもって、例えば今の夕張あ

たりが、例えば映画村ですか、そういった形の中で、地方からいろいろ夕張に来るわけですよ

ね。そういった人方のいろいろな思いが、そこに集まっての１億円だと思うのですよ。白老町

も、白老にゆかりのある人方という部分で考えれば、すごく幅広い部分でのあれになってくる

と思うのです。一番大事なことは、今の白老町、町民含めて、これからどうやって、それこそ

10 年計画で建て直そうとしているときに、どうやって町民に訴え、自分達の町を何とか守って

いこうという、機運を高めていくといったら辺ですけれど、そういったことをアピールしてい

かなければいけないと思うのですよ。確かに今、山本委員や松田委員が言われたとおり、プラ

ス、マイナスどうなるのかというのが、確かにわからない部分あるかもしれません。ただ、イ

ンターネットで発信するにしても何しても、制度的に整えないと、はっきり言ってできないこ

とですよね。それだけはやってみる価値はあるのかなと思うのですよ。  

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 私はこのふるさと納税については、以前にも議会でも質問させていた

だいたことがあるのですね。そのとき役場側は、ふるさと納税はできることなら考えたくない、

考えられないという答弁だったのです。それは、否定的だというふうには思わないでください

と。あとから町側から説明を受けたときに、一番今、松田委員とかが言われたように、実は白

老町に住んでいる人達は、美唄とか夕張とかからたくさん来ているのだと。そこの中でふるさ

と納税という言葉が、白老町でもし条例を制定した場合に、こぞって行ってしまうのではない

かと。そちらのほうが怖いと。白老町がこれだけ大変なのだから、何とか白老町に税金を納め

てくださいとお願いはするのだけれど、心情的に夕張がこうだから行かなくては、美唄がこう

だから行かなければ、出さなければというふうになってしまったら困ると。だから今、山本委

員が言われたように、やはりきちっとその辺は検証する必要があるのではないかなと思うので

すよね。そうしないと、せっかくつくったものが、反対に出て行くほうが多くなってしまった

ら、何の意味もないし、また、条例を制定するのであれば、本当に白老町のほうに、こういう

ものに特化して、先ほど言われましたけれど、教育とか福祉とか、例えばこういうものでぜひ

したいとか。それで皆さんが喜んで、「いいよ、これだったらお金出すよ」と言ってくれるよう

な、そういうようなものまでもきちっと考えて、条例化に持って行くのであればいいなと思う



 20 

のですよ。その辺の調査をして、何とかいい方法があれば、いいのだと思うのですけれど、安

易には無理かなというふうには感じています。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 例えば白老町がそれを制定しなくても、ほかで制定しますよね。ほか

で制定すると、当然そこに皆さんふるさと納税として納税していくではないですか。うちがし

ていなくても、納めていきますよね。だからそこを検証するとか、しないとかという話。確か

にそれも大事なのかもしれませんが、いくら白老町が制定しなくても、ほかで制定している部

分に関しては、そこに皆さんいきますよね。  

○委員長（及川 保君）  ほかの町が制定すれば。 

○委員（氏家裕治君） 確かに夕張はもうやっていますよ。苫小牧もやる、室蘭もやるとなれ

ば、そういう気持ちであれば、皆さんそこにしますよね。であれば、足並みそろえるという言

い方少しあれなのかもしれませんが、やるべきことをやった中で競争し合う。競争し合うとい

う言い方もどうなのかもしれませんけれど。黙っているのがどうなのかなと、私は思うのです。  

○委員長（及川 保君）  心配な部分も皆さん思いとしてあるものですから。いずれにしても

この部分については・・・。 

３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 誤解しないで聞いてください。私は、つくるなと言っているのではな

いのです。そういうふうに行政側の答弁があったものですから、それからなるべく早い段階で、

このふるさと納税を導入できるような形で、できることだったら、これを国で決めた段階で、

即、スタートできるようにしてほしいというふうな話は、そのときしているのですよ。してい

るけれど、いまだにできないということは、やはりその辺がいまいち、悩みのあるところなの

かなと。だから、議会としてもそういうところはきちっと理解をして、なおかつ、それでも議

会の意見としては、ぜひやったほうがいいですよと。だけれど、その辺はきちっと、ぜひ分析

してやってほしいということだけは、ぜひつけ加えてほしいということなのです。そういうこ

となのです。  

○委員長（及川 保君）  委員も実はこの件について一般質問したという部分があるものです

から、その町の答弁も絡めて、今、お話したと思うのです。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） この間私、財政の中でこういった方法がありますねと言ったら、それ

もいい方法なので、課長は前向きにとらえて、今、いろいろな方法を考えていますということ

を言っていましたので、一応どういう形になるにせよ、そういった方法をとるべきだというこ

とは、出していただければと思います。  

○委員長（及川 保君）  それでは、共産党さんで発言が、このふるさとについてはないです

から。 

 ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。あくまでも自主的な、主体的な行為ですから、そのことに
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ついては、やれるものであったら、そういう知恵も働かせるということは大事なことかなとい

うふうには思います。ただ、今、話を聞いていて、それがどういうふうな効果を生むものかと

いうところは、きちっとした上でやるべきだなと。ただ、やればいいようだからという形には

ならないのだろうなということで。その辺の詳しいことがよくわかりませんので、何とも申し

上げられません。  

○委員長（及川 保君）  新政クラブ、８番、近藤守副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。白老が今すぐやるかやらないかは別にしまして、ほか

の町村でやっているのであれば、そこに白老から移住した人がたくさんいると思うのですよ。

ふるさとにしている人がね。そういう人方が実際、半月、半年後とかに、何軒白老にそういう

形で納税してくれるか、寄付してくれるかということを確認することも、少しいいのかなとい

うふうに思いますけれど。 

○委員長（及川 保君）  前田委員、いかがでしょうか。 

 ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。よその町村がやっていますけれど、制度としては面白いの

ですよ。氏家委員が話したように、受け皿として必要でないかという、これも一つの方法です。

それと、この趣旨のもう一つは、その町の応援団をつくろうということなのですね。私は、こ

れはやり方によっては非常に面白いと思います。ただ条例化してやるのではなくて、つくりっ

ぱなしではなくて、企業誘致の発想で、白老町に進出している企業の社長のところへ行ってお

願いするとか、あるいは昔の大昭和の関係の人方で、ある事業を展開している人にお願いする

とか、そういう積極性によっては、出る部分より入ってくる部分が大きいと思います。そして

白老の中でも、詳細は言えませんけれど、白老町で働いていて、住所が仮に苫小牧、札幌にあ

る人がいるのですよ。その人は、仮に苫小牧であれば、苫小牧に住民税を納付しているのです

よ。ですけれど、白老に働いていれば、白老に税金が納められるのですよ。そういう例で、個

人的なこと言いたくなかったのですが、行って、白老町にぜひ納税してくださいということで

100 万円近く入れていただいた人もいるのですけれど。そういう手法というのがあるのですよ。

それは一つの納税を高める部分ですが、ふるさと納税でも、そういうふうに積極的にやること

によって、収入の高い人は１割入ってきますから、その部分でいけば、面白い増税の、収入増

の、一つの道具にはなると思いますよ。ただ、つくりっぱなしだったら、意味はないですけれ

ど。それだけ町が腰を入れてやれるかどうかとなると、私は非常に面白いと思います。それは

やはり基金に積んで、病院だろうと教育だろうと、それは皆さんの部分でこういうものができ

たよということを示せば、より以上の効果が出るのかなと、私はそう思います。 

○委員長（及川 保君）  13 番、熊谷委員。いかがですか、この制度化については。 

○委員（熊谷雅史君） 考え方としては、非常に前向きでよろしいのではないですか。だから

議会としても、検討する項目に値すると思います。いろいろな考え方が出ると思います。だか

ら、だめだよという話にはならないと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） 白老町に移住しないで、近隣に移住していて、白老町に働きに来てい

る人方がいますよね。納税は自分の地元ですよね。そういう方が結構いるのではないかと思う

のですよ。通勤者というのが。ゆかりの地ですから、そういった方々、やはりここに来て働い

ていて、税金はここに収められないという、ちょっとした気持ちのものがあると思うのです。

そういった方々にもしてもらうような方法も、私は取れるのではないかなと思いますので、そ

ういったことも検討の課題に入れてもらえればと思います。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。いずれにしてもこの項目については、小委員会でも

十分議論したいなというふうに思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、きょうまで各皆さんから出された提言案につきまして、

皆さんの、全部の意見をお聞きさせていただきました。あと、小委員会でまとめた部分につい

て、きちっと対応していくように議論して、しっかりとしていきたいと思いますので、全体の

委員の皆さんのご理解を今後ともよろしくお願いいたしまして、本日の会議を終了させていた

だきたいと思います。本日はご苦労さまでございました。 

（午前１０時４５分） 


