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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２日（水曜日） 
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閉  会  午後 ２時４３分 
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委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 委  員 鈴 木 宏 征 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。ただいまから、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。先般の町民懇談会につきましては、何とか無事に終えること

ができました。皆さんのご協力を感謝申し上げたいと思います。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  本日の会議でございますけれども、今までこの新財政改革プログラ

ム案に対する町側の姿勢について、中身を含めて議論してまいりました。それをもとにして３

日間にわたって町民懇談会が行われたわけですけれども、今後の日程とこの新財政改革プログ

ラム案に対する議会としての対応、姿勢含めて、どのような形で進めていったらよろしいか、

皆さんのご意見を伺って進めてまいりたいなというふうに思います。いずれにしても、この示

された案につきましては、町側としては当然、この案をもとにして進めたいという意思だと思

いますので、課題となるのは議会がどういう対応をしていくのかと。このようなことになって

いくのだろうというふうに思います。  

いずれにしましても、この案を議会がすべてにおいて進めるしかないと。こういう考えに至

るのか。いずれにしても、そういう考えであったとしても、きちんとした理論づけがなされな

いと、この特別委員会の今まで議論してきた部分、それから、今後、白老町の財政問題も含め

て、まちづくりも含めていく上で、非常に議会の姿勢が町民に試されるというようなことにな

るのだろうと思います。ぜひ皆さんの忌憚のないご意見を伺って、この特別委員会のきちんと

した対応をしていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。  

実は、小委員会を事前に開いて、この部分だけでも議論しておきたかったのですけれども、

なかなか懇談会も含めた対応の中で、時間が非常になかったと。平行してやっていったという

部分があったものですから、この部分についても皆さんこの特別委員会の中で、どう進めたら

いいか決定していきたいなというふうに考えております。皆さんの思いも含めて忌憚のない意

見を、伺いたいなというふうに思います。 

委員長から・・・、多分このままだとどうするということも、それぞれの委員から出すのも

大変でしょうし、この案について議会として、皆さんそれどれが議員としてどういう思いでお

られるのかも聞かせていただければありがたいなというふうに思うのですが・・・。  

このページ数に区切って、再度皆さんの意見を、町側に対する質疑はこの部分では、すべて

終えてはいるのですけれどもね。議会として、この進め方として、前段で行われたようなやり

方で進めていって、よろしいでしょうかね。  

では第１章から、個々に皆さんの、例えば１章であれば、「この部分はこうすればいいのでは

ないか。」と。「私は異論はないよ。」と、いろいろ意見はあると思うのですけれどもね。いろん

な課題を含めて出された中で、どういう対応をするかというのは、抽出しながらその部分につ

いて、きちんとした議会の対応をしていきたいというふうに考えておりますけれども、そうい
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う進め方でよろしいでしょうか。 

今まで私が申し上げたことも含めて、もう一つはこのプログラム案に対する議会の対応です

ね。どうしていくかということも、この特別委員会で、議会として意思統一をして進めてまい

りたいというふうに考えておるのですが・・・。 

今回の懇談会の中でも、きちんとしたチェックをするべきだと、そういう意見もかなり出さ

れておりましたので・・・、かなりチェックという意味では、まちも財政に関するプログラム

というのは、かなり前から出されてきた中で、そのチェックを果たしていなかったと。「そのた

びに中身がころころ変わっていた。」と、このような意見まで、町民の皆さんいろいろ知ってい

るのですね。そのあたりを議会は何もチェックできなかったのではないかという、反省する部

分もあったかなというふうに思うのですけれども・・・。 

はい、10 番、大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。もちろん町のプログラム案について、やることも必

要だとは思うのだけれども、議会は議会としてどう考えるかというところをまとめなければい

けないと思うのです。  

 それで一つは、今までの議会活動の総括が、反省点を含んでどうするかということがあると

思うのですよ。ですから、昨年のこの議会で出した特集号、議会の検証というのがありますけ

れども、これが一応、町民にはこれを配布しただけで意見を聞いていないのですけれども、少

なくても議会として一定のまとめはしているのですよ。ですから、昨年のこの案を含めた今ま

での議会活動、そして財政問題に対する議会の反省点というか総括というか、そういうことを

一つはきちんとやるべきだろうと。これは議会は議会として、これはあるけれども、これでい

いのならいいですけれども、そういうことを一つやる必要があるだろうと・・・。  

 それから、この改革プログラムに対してのことがあるのだけれども、現状の認識、今の置か

れているまちの財政の状況や町民の状況や議会の状況を、現状認識をどうするかというあたり

をきちんと議論しておく必要があるだろうと思う。このとおりにやると、町の方針をやること

になるのですよね。そうではなくて議会としてやるという立場に立てば、現状認識をどう押さ

えるかというのが２点目。 

 ３点目に、この改革案に対する評価。議会としてのこの改革プログラムに対する評価をどう

するかという点。 

 ４点目に、非常に不十分だったとは思うのですが、町民の意見は聞いたわけですよね。その

町民の意見の反映をどうするかということが４点目。 

 ５点目に、言葉は適切ではないかもしれませんが、議会としての対案なり、改善案なり、改

革案なりをきちんと示すと。示さなければ町の改革プログラムを丸のみするということになり

ますので、議会としての対案、改善案、改革案、なんていうのか分からないけれども、そうい

うことをきちんと出すと。 

 この５点くらいが、議論のね。そういうふうにしないと、これでやりますと町の方針でやる

ということになりますから、議会は議会としてどうするかというあたりを、そういう形で議論
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したらいかがかなというふうに思いますけれども。  

○委員長（及川 保君） はい。大渕委員の意見がありました。皆さんも、ぜひこういう形で

出していただければありがたいのですが。 

 私も、実はそういう思いでおったのですね。先ほど申し上げたのはそういうことだったので

す。町民からも出されていましたけれども、やはり検証の部分というのは非常に大事だろうと。

どういう体制で持っていくかというのは、この特別委員会の中でも議論をされた経緯もあるの

ですけれども・・・。  

 個別に、皆さんどういう思いで、このプログラム案について考えておられるか、そこも含め

ていろいろ出してもらえればありがたいのですが・・・。 

はい、３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、大渕委員の意見とちょっと違って、そのことがどうのこうので

はなくて、違う観点からお話させていただきたいのですけれども、今まで何時間かこのプログ

ラム案に対して行政側の説明を受けましたけれども、町長から答弁というか、「こういうふうな

考え方です。」というような、そういうものを最初の頃に議員からの質問に対して取りまとめを

してお答えしますというようなことを、確か言ったと思うのですよね。それに対して、行政側

から議員からの質問に対しての答弁というか、そういうものがないので、それはどうなのでし

ょうか。皆さんも多分聞いていらっしゃって、たくさん質問した中で、確か行財政対策室長は、

「きちんと取りまとめて後ほど返答させていただきます。」って、おっしゃったのですけれども、

それがないとこれから先、何か頭の中がうまく整理できなくて進まないのですけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、西田委員のこういう話もあったのですがいかがでしょうか。 

 というのは、今までの特別委員会のやってきた経過の中で、町長の意思というのですか、皆

さんの質疑、疑問点に答えていなかったと、こういうことだと思うのですけれどもね・・・。  

 はい、14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） はい、氏家です。先日、町長を招いて病院の関係の話も、こちらで特

別委員会としてやりましたよね。あのときにまとめて、町長が来るときにそういったものを関

連して聞けることは聞くという話だったのではなかったでしょうか、私はそういうふうに感じ

ていました。  

 それで、その中で病院もやるということで、それで時間を取って、あの日は３時までやりま

しょうということで、何かありませんかというときに、皆さん誰も、それ以上話が出なかった

のではないですか。僕はそういうふうに認識していましたから、大体説明員の話の中で、皆さ

ん理解したのかなと私は思っていましたけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） この特別委員会の進め方も、私も申しわけなかったなという部分が

実はあったのです。行財政対策室に、皆さんから何点か出されていたのですね。その部分につ

いて取りまとめて町長にも、質問部分項目をきちんと具申しておいて、まとめて答弁をもらえ

ると。こういう形にしておけばよかったのですが、また新たに、皆さんから、課題になってい

る部分、残された部分、町長に聞きたいという部分が出されたかなと思って、私もおったので
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すが、それがそのままになってしまったのですね。新たに出されなかったのですね。  

 実は、私、午後から不在にしていまして、この部分押さえられなかったのですが・・・。 

はい、８番、近藤守副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。今そのことにつきまして、委員長が午前中で帰られた

ので、午後から私が委員長の代役で進めたのですけれども、町長が来られて、病院のことを全

部聞いて、それ以前に疑問に思っていたことについて、「何か聞きたいことはございませんか。」

と、何回か皆さんに諮ったのですけれども、「何もない。」というような状況だったので、そう

いうことで閉めたという状況です。 

○委員長（及川 保君） なるほど。ありがとうございます。わかりました。非常に限られた

時間の中でやっていますので、この部分については、どうでしょうか。また再度・・・。  

西田委員のご意見というのは、町長にその部分についてきちんと対応されていないというこ

とだと思うのですけれども、そういうふうにとらえてよろしいでしょうか。各委員が出されて

いた町長に対する質問、この部分の対応がされていないということですね。 

はい、３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、町長がみえたときには町立病院のことについてということで、

前段でやっても後ほど町長へ、何かあったときに当然、行財政対策室で取りまとめて町長へ、

きちんと議員からの意見を上げますと。それについて後ほど改めてというふうな形のことを、

確か言っていただいたような気がしたものですから、そのときに町長から取りまとめたものに

対して、議員個々からの意見に対して、町長の考え方を述べていただけるのかなというふうに

思っていたものですから、当日改めて質問するという準備もしていなかったし、そういう考え

方も特にしていなかったものですから・・・。 

ですから、多分、氏家委員とかほかの委員さん方は、皆さんまたそのときに新たに質問すれ

ばいいというふうに思ったのかもしれませんけれども、私は、そのときそういうふうに理解し

ていなかったものですから、同じ質問を２度するということになってしまいますので特にしな

かった。それで、委員さん方がいっぱい質問したことに対して、何か町長としての答弁という

のですか、考え方とか、そういう姿勢というのが、聞けなかったような、そのような思いがあ

ったものですから・・・。 

私自身の質問に対してばかりでなくて、ほかの委員さんが質問したことに対して、町長の考

え方が聞けなかったような、そのような感じがしました。ですから、それで皆さん方が、いい

とおっしゃるのでしたら、それはそれでいいと思います。それは仕方がないことだと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君）  考え方なのですけれども、私は、例えば行財政対策室長ですとか、部

下の方たちが出て、内閣で例えると一つの内閣なのですよ。ですから、例えば、町長が不在の

ときに、副町長も出ているときがありますよ。私は副町長イコール町長だと思っていますから、

それは理事者の見解をそのときに聞けますし、そのときにもし、副町長も町長も不在の場合も

ありましたですよね。それは、同じ内閣のところでやっているわけですから、そこで室長に質



 ６ 

問すれば、それイコール町の考え方だと思うのです。ですから、そこで我々議員が質問して、

それに答えていたというふうに認識しております。私はそういう考え方です。  

○委員長（及川 保君） 今、西田委員から出されたご意見、皆さんほかございませんか。あ

りませんね。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。そういうことで、要するに町長が出席された

中で出されなかったということは、西田委員が言われたように、ほかの出された方もそれなり

の理解はしているという形でとらえてよろしいと思います。  

大渕委員から、先ほどそういう進め方でいったらどうだと。そうまとめていましたよね。ほ

かに皆さんご意見がありませんか。 

 いずれにしても、特別委員会の意思をきちんと、皆さんと議論を交わして固めていきたいと

いうふうに考えておりますので、なければ委員長の判断で進めてよろしいでしょうか。 

 はい、14 番、氏家裕治委員 

○委員（氏家裕治君） これがどういうことなのかわかりませんけれども、今回の特別委員会

を開く前に、小委員会を開くことができなかったのは本当に残念なことだと僕は思うのです。

27 日に最後の懇談会ですよね。終わった後に、この３日間の懇談会の総括を小委員会としてや

らなければいけなかったのではと僕思うのですよ。  

 その中で、今回のこの特別委員会の進め方にしても、それから、これからの、例えば特別委

員会のまとめ方にしても、一度小委員会でもんで、例えばそれを１回会派に持ち帰ってもらっ

たり、それから、きょうもし開くべき特別委員会の準備というのが、やはり必要だったような

気がするのです。今、多分、このまま進めていったとしても、委員長どう思われるかわからな

いけれども、まとまらないのではないかなと、僕思うのですよ。小委員会で１回、今回の特別

委員会の持ち方をしっかり検討するべきだったのではないかと僕は思うのですよ。それについ

て皆さんの考え方を聞いて、どうしてもきょう、このままの状態でやらなければいけないので

あれば進めていっても構わないと思いますけれども・・・、皆さんからいろいろな意見出れば

いいのですけれども、それが懸念されるのですが・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） はい、斎藤です。私もそう思うのですが、先ほど大渕委員から出され

た、その順番に沿ってやるかどうかは別にしても、問題としては、このプログラムの中で話し

合っても、町の土俵の中で、我々どうするのだという枠の中にはめられてしまって動きが取れ

ないだろうという気がするものだから、やはり、町民が求めていたものは「では、町の考え方

に対して議会はどういう対案を持つのか。」と、こういうような意見というのがかなり根強くあ

ったのではないかという気がするのですよね。 

だとすれば、やはり議会としての一定のまとめをきちんとしなければならない。考え方とい

うのを示さなければならないとすれば、やはり、今までざあっと言ってきたこと。そこに、問

題点が集約するとどこにあったのかというと、自分の言ったことは分かっても、皆さんの問題
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点として考えたことを整理が、なかなか頭の中でできない。それで、何かありませんかと言わ

れても前の繰り返しになってしまうから、やはり、小委員会の中で、今まで議論をしてきたも

のの問題点、集約されるとどこなのか。それから、町民懇談会で出された中身を集約すると、

我々として考えなければならない問題点がどこにあったのかということを何点かに絞り上げて、

それで話し合えばもっと効率的かなという気がするのですよ。  

今、余りにも漠然としすぎて、このままではどこから食いついていっていいのかわからない

ような状態があるものですから、少し小委員会で整理をするという時間があったほうがいいか

なという気がするのですが、そのあたり考えていただきたいなと思うのですが・・・。 

○委員長（及川 保君） 本当に限られた時間内で進めなければいけないのですよね。ですか

ら、今言われたことを、私自身も懇談会を終えた後に、27 日を終えた後に小委員会をきちんと

やろうと、こういう話し合いは、実はしていたのですよね。ところがなかなか日程上都合がつ

かなかったという経過があるのですが、皆さんの今出されている意見は、小委員会でその進め

方については、それなりの方向性を示すくらいのものを持って特別委員会で議論すべきだと、

こういうご意見なのかなというふうにとらえましたけれども・・・。 

ほか皆さん意見ございませんか。はい、８番、近藤守副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。何もない、始めるときは小委員会である程度進めてや

っていいのですけれども、ここまできた時点で、また小委員会でレールをつくって、その上に

皆さんを乗せるような考えというのはうまくないのではないかと。ここまできたら本当に、皆

さんが自由に意見を出して、どんどん話すべきではないかと思って、私はここでさらに小委員

会の会議をつくってやるというのは逆行するような気がしてならないのですけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） なるほど、はい。はい、15 番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） 町民懇談会の中でいろいろな意見が出ました。白老町議会の町民懇談

会だったのですが、白老町議会としての案は何もありませんでした。その中で言われることに

対して、きちんとした数字が「それが本当に間違いないことなのか。」「そのとおりでやってい

けるのか。」と言われたときに、私たちはそこまできちんと検証していたかどうかというの、を

私自身はすごく反省して聞いていました。 

 前の特別委員会での広報がありますよね、この中で、今後議会が白老町財政健全化に関する

ガイドラインの検討を行うというふうに最後のほうでなっていますよね。この一番最後の財政

運営に関した政策研究会と、国の政策及び補助制度の研究とかといろいろ載っているのですが、

実際に、今このガイドラインが出てきて、これ町が出してきたものですよね。  

 議会としてここまで検証したのに、議会としてこのことについて、出された 28 年度までの普

通会計なら普通会計が本当に、この数字の出し方の基本は何なのかということを、本当に徹底

してやったかどうかというのが、私は自分の中でもないような気がしたのです。自分で勉強し

たこの出されたものを見て質問していたような、私の中では気がするのです。これに対して、

どういうようなものが、何かないのかということの研究は一切私はしていません。１項目くら

いは「こういうこともできるのではないか」ということも言ったような気がしますけれども、
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病院の改革のガイドラインを出すか出さないかと質問しましたよね。だけど、それがなぜ必要

なのかとか、そういった議論を議会としてもって、それをぶつけたものは何もなかったですよ

ね。それが数値にどういうふうに反映されるかというのは、皆さん議論しましたよね。そのた

めには、何をやらなければならないのではないかというのはなかったですよね。やるかどうか

というくらいの確認くらいだったですよね。  

 そういったことを一つ一つ取り上げたにしても、私はもっともっと、きちんと絞った項目ご

とにというか、そういうものでもうちょっと議会として出せるものがないのかどうなのか、そ

ういったことをもうちょっとやるべきなのかなと・・・。時間のない中でなのですけれども、

時間のない中でと言って、そういう理由でいいのかどうなのか、町民に大きな負担をかける。

そういった中で本当に十分な説明が、私たちができるまでのものが、議会の中でも議論ができ

たのかどうなのかということが、私はまだまだ足りないような気がしたのですね。  

 そういった部分では、さっき出ていましたように、小委員会があるというのは、この特別委

員会をどう進めていくかという議論すると同時に、この町で示されたものに対して、どう議会

としてやっていくのかというものが出てこないとだめなような気がするのですけれどもね。そ

ういった議論が、余りされないできている。後半の大事な部分になってきて、議員同士の議論

余りしていませんよね、４節、５節。そういったところで議員の議論をしないで、町民の懇談

会に入ってしまったのですけれども、それは時間的な制約もあったのかもしれませんけれども、

何かしら議論不足というのもあったような気がしますし、だから、今、全体を諮って、どこか

ら出していけばいいのかなと。斎藤委員がおっしゃったように、どこから何を出していくのか

なと、みんなが戸惑っているのではないかと思うのですけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、斎藤委員や副委員長が言われたことはもっとも

だと思うのです。ただ、僕が思っているのは何かと言ったら、そこで今、吉田委員が言われた

ようなことは議会でほとんど出ていないのです。私の記憶では・・・・。  

 要するに、質疑だけなのです。対案だとか対策というのは、一番最初に鈴木委員が言われた、

これを 10 年でやるというのがいいのかどうかということ以外の、皆さん方、議員さんがそれぞ

れ「こういうふうにしたほうがいい。」というのは、僕はほとんどないような気がするのです。 

 それでは、小委員会で何をやるのかと・・・。町側に質疑はした。だけれど、議会としてこ

うやるべきだというご意見はほとんどないような気がしているのです。実は・・・。  

 そういうことで言えば、白老で開かれた町民懇談会のほうがより具体的な対案が出ているの

ですよ。それはありますよ。だけれど、それでなければ小委員会で何を出すのかな・・・。 

○委員長（及川 保君） 小委員会で、細かいところまでやるかどうかですよ。 

○委員（大渕紀夫君） そういうことになるでしょ。だって、皆さん方からこういうふうにし

てほしいという意見が出ていればいいですよ。例えば、固定資産の超過課税は 1.7 ではなくて、

1.6 だと。こういう理由で 1.6 にしてくれというのが出ているのならいいけれど、出ていない

のに小委員会で 1.6 にするとか何とかにならないでしょう。出ていないのに・・・。 
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 僕は、そういうことが議論されて小委員会をやるのならやれるのだけれど、今の状況で小委

員会をやったって、質疑だけだからどうにもならないのだよ。だからさっき言ったように、会

派でまとめた意見を持って来いというのなら別だけれども、そうでなければ難しいのではない

か。だから僕は、それぞれ個人の方がどういうふうに考えているかということを、「この改革案

についてこう思う。」「こうやったらいいのではないか。」ということを出さなければだめではな

いかと思うのだけれどもいかがですか。  

○委員長（及川 保君） はい、小委員長が今言われたとおりなのです。私も、今までの過程

で、「この案があるけれども、こうしたらどうなのだ。」「こうできないのか。」という質問は、

実はほとんど出ていないのです。ただ、町長の姿勢だとか、まちの姿勢は十分聞いたのですけ

れども・・・。はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。今いろいろな意見が出ているのですが、今までは、このプ

ログラムの理事者側の説明を聞いた。その説明の経過の中で、いろいろ質問した経過ですよね。

それから、このプログラムに対する町民の意見も、このたび聞きに歩きましたよね。ですから、

今度は、このプログラム案に対して議会が対案を示さなければならないのが、今やっている委

員会だと思うのです。  

 だから、先ほどからいろいろあるけれども、先に議会がすべて個々の持っているものを全部

ここで話す。これも一つの方法だし、それから、今まで説明されて、町民との懇談会を含めて、

個々の要点全部議事録とってあるわけですから、そこを小委員会でまとめて、そしてまとめた

ものに対して、議員個々が「こうだ。」「ああだ。」という対案を示すのか。今やるこべきことは

この２つだと思うのです。 

 私は前に、町長にもこのプログラム案には、差し替えはできるのかと。議会の質問、議会の

考え方として、議会は町民の代弁者だから、町民の代弁者として意見を述べたら差しかえが効

くのかと、私が質問したら「当然できます。」と言っていますから、ですから、これから、先ほ

ど言っている固定資産税 1.7 を 1.55 にするか、1.65 にするか。それから、例えば、プールの

休館をどうするのか。それから、生活館や会館の許可をどうするのか。様々な手数料などの値

上げを、この幅でいいのか。それをやるのがきょうなのか。それとも、先ほどから話が出てい

るように、小委員会でまとめてやるのか、ここどちらか決めるべきだと思うのです。  

 小委員会でやらないで、ここでみんなでやろうといったら、このまま続けてどんどんやった

らいいのではないですか。それと、もう一案、小委員会できちんと町民の意見と、議会の今ま

でやった質疑の意見とをまとめて、これをまとめてそれをたたき台としてやるのかということ

を決めなければ始まらないのではないのかと、私は思うのだけれどもね・・・。 

○委員長（及川 保君） 非常に皆さん、的を射ておられまして、こういう意見になっておる

のです。私自身も、小委員長と先般の懇談会のあとに話をしたのは、当然、小委員会は方向づ

けとしては、今まで役割はきちんと果たしてきたと思うのですが、ここまでやってきて、また

更に小委員会が方向づけをしなくてはいけないのか。これだけの委員会ですから、またその半

分の委員を集めて、どうのこうのするのではなくて、やはりこの特別委員会で、みんなでけん
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けんがくがくすべきだなという考え方で、きょうの委員会に挑んだものですから・・・。  

今、そういうご意見出ていますけれども・・・、はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） はい、12 番です。要は、このプログラムは、まちが今この 10 年間で

立て直すためのプログラムなのですよね。生きるか死ぬかで、このプログラムに丸のみするの

かしないのかなのです。今話するのは・・・、何も難しいことではないのですよ。  

 だから、先ほど言った、例えば一例挙げたけれども、固定資産税を 1.7 と出しているけれど

も、これでいいのか、1.55 でいいのではないのかと、こういう意見を出し合わなければ全然前

に進まないでしょう。それしかないのですから。町はこれで進むわけですから。 

○委員長（及川 保君） それで、私が冒頭申し上げたのは、１章から、議会としてこの部分

について、それぞれの議員として・・・。 

○委員（松田謙吾君） １章からやるのは終わったのだ。そのようなことをやる必要はない。  

○委員長（及川 保君） どういうふうに進めるかでいいですか。  

○委員（松田謙吾君） そうですよ。そういうこと１回やったから、またやる必要はないでし

ょう。 

○委員長（及川 保君） いやいや。これを読み上げて説明してと言うことではないですよ。

この部分について、ほかに例えば今、個別に言われたようなことがないかどうか。大ざっぱに

全部やってしまうと、あっちへ行ったり、こっちへ行ったり、かなり広範囲になってしまうと

思うのです。そういう思いがあったものですから、１章からまとめでやったほうが、例えばこ

の中で固定資産の部分があると。この部分についてはこうするべきではないのかという意見が

当然出されてくるでしょうし、そういう形で進めたらいいのかなという考えで私はいたのです

けれども・・・。  

 それでは、全体でとらえていきましょう。よろしいですかそれで・・・。局長と先ほど相談

した中では、そういう形で進めたほうがあちらへ行ったりこちらへ行ったりすることもないだ

ろうということで、この委員会に挑んだのですが。  

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４０分） 

                                         

再開 午前１０時４２分） 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。皆さんのご意見は、大体そういうことで

よろしいでしょうか。今まで出された・・・。 

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） いずれにしても、小委員会で頭出しをするにしても、もう少し議論を

していただかないと、今松田委員が言われたように、小委員会で 1.6 にするというのですか。

そのようなこと小委員会でできないでしょう。だから、そういう意見が出ないとできないのだ

よ。個々の意見を出してもらわないと、小委員会で何をやれと言っているのだろうかな・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。  
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○委員（斎藤征信君） そういう具体的な細かい要求が出てくるというのは、全体の構想があ

って、このプログラム案ということは、町財政全体をどう見るかということから始まって、だ

から、今全体をこのプログラムで超えていくことが望ましいのかどうなのかということが、一

応の頭の中に、そういう結論を出しながら、そこの中で部分的に、こういうふうに改善すべき

だろうと、こういう流れというのがあって、そういう要求が出てくるものですよね。 

 ですから、ではこのプログラムをどういうふうに見たらいいのかという、全体構想の話し合

いが不足なのかなと。そのあたりがもっと話をする必要があるのではないかなというふうに考

えたのです。  

○委員長（及川 保君） その議論を、ここでしていただきたいのですよね。でなければ、小

委員会にいくら持っていってもどうしようもないのです。 

○委員（松田謙吾君） だから、私はさっき、どちらかに決めて進むべきと。意見が出ている

わけだから。小委員会でやるべきだという意見と、ここでやるべきという意見。これをまず決

めないことにはだめなのです。全体でやるのならやろうと決めればいいのです。 

○委員長（及川 保君） 松田委員、今小委員会に預けたとしても、方向性が何も議論されて

いませんから、それでやってくれと言っているわけですよね。今松田委員が言われたような、

固定資産税をこうしたらどうだと。こうすべきではないのかとか。これはできないのかとか。

こういう議論が、実はこの委員会で全然されていないのです。そこをきょうの委員会で、でき

れば当然小委員会の中で、この委員会の方向づけを、どうするこうするという議論はできると

思うのですけれどもね。  

はい、９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 先ほど委員長が、これだけの人数で、小委員会をやってもこの半分が

出て、人数の話をしたけれども、人数の問題ではないのだよね。中身の問題なのだよね。この

プログラムの中身。具体的にかなり広くて、それを私たちの案をつかみ出すのに、やはりそこ

へ行くまでにかなり深みがあって、そこら辺をきちんと手際よく手続きをきちんとした上で、

そこへ持っていかなければ理論構成ができないというような状況が出てくるものだから、だか

らそこの部分が小委員会でやるべきなのかなというふうには思ったのですよ。  

○委員長（及川 保君） 山本委員、何かありましたら。はい、５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） まず一つは、まとめの日程的なスケジュールです。最終的なスケジュ

ール、いつまでにやらなければならないのかということもかかわってきますし、仮に、もし小

委員会をやるとすれば、小委員会の中で頭出しをするとすれば、やはり細かいところまで各会

派で何回も会議を開いていただいて、そして統一した見解を出してもらって、かつ無会派の方

２名にも小委員会に入っていただいて、そこで意見を出してもらうような形をとらないと、こ

れは難しいと思うのですよ。 

 ですから、私はこの全体の会議の中で、やはりそれぞれの意見を出していただいて、それで

逆に小委員会でどうやってまとめていくかというような方向性をつけられるのかなと思うので、

やはり全体の中で出していただく以外ないのかなと感じるのですが。 
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○委員長（及川 保君）  はい、７番、玉井昭一委員。  

○委員（玉井昭一君） はい、玉井です。皆さん言っていることは私もわかるのだけれど、た

だ、町側でこの案を出してきた。この案の対案というか、それをつくる内容というのは、今こ

こで話し合えるのか。例えば、仮にプールをどうするかと言ったって、冬に閉鎖しますよとい

うことだけだよ。それには、プールはなんとしても冬中使えるようにしようと。仮にそうやっ

たとして、そうしたらそのほかの削減策はどうするのだということになっていくわけでしょう。

お金がかかるのだから・・・。そこまでやっていけるのかどうかという問題だよ。 

 今ここで、オーソドックスに言っていることは全部わかるよ。そういうふうにやっていくの

か。それだと、今ここで個々に意見がいっぱいあればいいけれど、おそらく出てこないと僕は

思うのだけれど・・・。対案というものはいくらもないと思う・・・。まとめが大変だと僕は

思うけれど・・・。 

○委員長（及川 保君） 玉井委員、勘違いをしないでください。今後こうすべきではないの

かという意見は出したとしても、対案として、今固定資産税を 1.5 にしなさいとか、1.6 にす

べきだと。こういう意見が出されたとしても、対案として何かを、当然今玉井委員が言われた

ような形を取らなければどうしようもないのですけれども、そこまで委員長として求めている

のではないのですよ。課題をとにかく出してくれと。そうすれば・・・、「どうしようもない。」

と玉井委員は言われるのだけれど、「そのままやるしかない。」というご意見だと思うのですけ

れども、議会として本当に責任のある取り方かと。今回の町民懇談会もかなり出されたとおり、

そこはきちんとできるのかと言うのではなくて、もう少し前向きに意見を出してほしいのです。 

はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 山本委員が言った方向でいったほうが、私はいいと思うね。この対案

というのは、議会の考え方、先ほど言った町民の代弁者の考え方を、町はこう思うけれど、我々

町民はこう思うよと。これが必ずしもそうなるとは限らない。今言っているのは、議会の意見

として出そうという意見だから・・・。町はこうだけれど、議会は対案としてこう考えている。

これがそのとおりなるかならないかも、それは町が判断する話であって、そういう話だから、

今玉井委員が言う対案の意味とは、私は違うと思うのだけれど。だから、山本委員の先ほどの

意見でいいのではないですか。それで進みましょう。 

○委員長（及川 保君） はい、そういう形で進めたいと思います。でなければ、この委員会

はどちらの方向へ向かっていくのか、さっぱりわからなくなってしまいますので・・・。  

○委員（松田謙吾君） そうなれば、１章からやっていかなければならないのだ・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、そういう形で進めたいと思います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。それでは、冒頭申し上げたような形で進めてまいりたいと思

います。各委員から、またやっていくのはおかしいという意見が、実はあったのですけれども、

この中身をどうのこうのするのではなく、個別にこの中に課題が残されて・・・、例えば松田

委員が言われたような課題が、例えば第４章に載っていたと。これはどうするのだと。こうい
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う形で出してもらえれば、非常にありがたいのですが・・・。これを再度おさらいするわけで

は全然ありません。そういうことでよろしいでしょうか。 

例えば１章から３章まで、これは全然、きょうまでの、このプログラム作成に当たってのと

らえ方を記載されているだけのことですから・・・。考え方として、こういう見通しですね。

こういう見通しになるよということは、第２章まで、いろいろな表で出されているのですね。

３章もそうですね。要因として上げられている町の考え方ですね。要因でこうなりましたと。

今後こういうふうになっていく予想ですというふうなことが、この３章までのことなのですね。 

課題として残されているのは、この４、５、６ですね。これが、実は議会としてどういう対

応をするのだと、個別にこの中の部分的なものもたくさん出てくるでしょうと思うのです。こ

こを皆さんから、もう一つは出されていましたけれどもね。例として上げていましたけれども、

固定資産税の部分など例に上げていました。プールの問題も例に上げていました。この課題等

を、「私はこうするべきだ。」と。こういう意見をどんどん出してほしいのです。 

それで先ほど冒頭に、章に区切って４と６までですから、そうやればこうなるよというのが

５章ですから・・・、４と６ですね。４章、６章の中で個別に細部にわたって、皆さんから「こ

うできないのか。」「こうすべきではないのか。」「こうすべきであって、対案としてこうすべき

だ。」まで、実は求めていません。各委員の個々の思いも含めて、自由に出していただければあ

りがたいと思います。  

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５４分 

                                         

再開 午前１１時０６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、どこまで、各委員皆さんの気持ちといいますか、お考えを出されるか、皆さんと

してもいきなりのことでございますので、多分、次回に持ち越すということも考えるでしょう

し、それぞれの皆さんの意見を小委員会の中で取りまとめてどうするかという方向で決めてい

きたいなというふうに思います。 

 先ほど申し上げたように、大半は第４章の中でのご意見になろうかなというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 第 4 章の改革プログラム、これは 49 ページから 90 ページまであるのですね。第５章という

のは対策後の財政収支の見通しを町側が示して、このプログラムをこうすると 10 年間こういう

ふうになっていきますということですので、やはりこの４章の中が一番大きな課題が含まれて

いるということになると思います。 

 それでは、第１節の方針。49 ページの下段に計画期間が、この特別委員会の中で鈴木委員が、

「本当にこの 10 年間の期間でやるしかないのか。もう少し期間を長くして緩やかに計画を立て

られないのか。」というようなご意見も出されていたのですよね。それでは、この第１節の中で、

皆さんのご意見があれば、お考えをお聞きしたいと思います。 
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 はい、７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） はい、玉井です。今 49 ページの一番下、計画期間ですけれども、こ

こには 10 年間の計画期間としてと書いていますが、これ再建計画はおおむね７年とされていま

すという話が、ここで出たのですよね。その辺をどうすればいいのかということも検討してみ

ればいいと思うのですが。早いにこしたことはないのです。いずれにしても・・・。  

ただ、無理がくるから長くしてはという意見が出ているわけだから、その辺をどういうふう

にしたらいいのかなと。決定打はありませんけれども・・・。この辺から決めていくべきでは

ないかと思いますけれども・・・。 

○委員長（及川 保君） 10 年間という計画期間になっているのですが、玉井委員は逆に早め

たほうがいいという考えですか。  

○委員（玉井昭一君） 早いにこしたことはないけれども、無理がくるからということで・・・。  

○委員長（及川 保君） そうですね。鈴木委員の言われたのと同じですね。 

○委員（玉井昭一君） はい。 

○委員長（及川 保君） 皆さんどうですか。このご意見、私も実はそういう思いでいたので

すが・・・。町としては、できるだけ早くという思いがあるのですね。 

はい、８番、近藤守委員。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。一般的に 10 年を目安にして物事を考えたほうがいい

というふうな話も聞きました。でも、国では７年間ということで言っていますけれども、これ

を７年間に短くするということは、それだけ町民に負担を、今より更に強いることになるので、

この辺は慎重に考えていかなければならないと思いますし、また、10 年以上にもっと延ばすと

いうことも、いつまでもだらだらとなるような気がして、やはり私は 10 年間の目安が一番いい

のかなというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 10 年間のスパンがいいと。この計画どおりということですね。 

 この期間については、いかがでしょうか。ほかの委員の皆さん。特に思いはございませんか。  

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。問題は 10 年間で赤字をゼロにするというふうな方

針なのだよね。本当に 10 年間で赤字をゼロにしなければだめなものかどうかというあたりの議

論が、僕は不十分だなというふうに、僕自身も思っているのですよ。 

 ７年で見ると、実質赤字比率はプラスに転じるのですよ。７年目でちょうど。平成 25 年で

5.9 になるということは、実質赤字比率が７年目でプラス 5.9 ですから、マイナスから脱却す

るのです。ですから、今の状況で本当に 10 年間というのが妥当なのかどうなのか。また、赤字

や借金をゼロにするにこしたことはないのだけれど、無理やり 10 年間でゼロにしなければ、こ

れだけ町民に負担をかけてゼロにしなければだめなのかどうか。僕はその辺あたりがかなり疑

問なところです。はっきり言って・・・。 

 だから、もうちょっと緩やかにやったって構わないだろうし、そうであれば、３年なら３年

で大幅見直しをきちんとすると。要するに、進行管理は毎年毎年するのだけれど、３年なら３
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年に大幅な見直しをするということが必要ではないかと。 

 もう一つ言わせてもらえば、やはり病院と解消可能資金不足額と土地の部分が、これには反

映されていないのですよ。だから、正確ではないのです。１年間に少なくても、まだ３ポイン

トくらい下がるはずなのです。だから、やはりそれを出してもらって、病院で何ポイント上が

るのかということをはっきりして、そうして議論をしないとだめだなという気はしている。そ

こは・・・。結果的には 20 年、今年が一番厳しいわけでしょ。今年 23.9 となっているのが、

これが 19.4 になれば、全部オーケーですからね。赤字は同じだけれど数字だけは・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） はい、玉井です。私もできれば、例えばこれが５年、もっと延びれば、

町民の負担は、逆に 10 年の半分になるのかなという気はするけれども、ただ、問題はこれ利息

がかからない話ではないので、利息がどのくらいあるのかわからないのだけれど、５年延ばし

たとしたらどれくらいの利息になるのかね。借金しているわけだから・・・。それは、わかる

人いるのかな・・・。仮に５年延ばしたらどれくらいの利息になるのか・・・。 

○委員長（及川 保君） はい。挙手をして、前田委員、発言をお願いいたします。いいです

か。はい、ほかこの期間についてはどうですか。今、ご意見は延ばすべきではないのかという、

実は意見が多かったと思います。  

はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） ここでね、今のところ意見としておいて、最終的に病院だって収支が

出ていないのですよ。それとこれから進めますけれども、年間の起債額７億円にしていますけ

れども、その部分についても、どういうたがをはめるかという考え方、あるいは懸案事項があ

りますよね、いろいろな問題・・・。それを町は入っていないというけれども、議会として長

い目で見たときに、どう進めていくという部分もこれから議論されますので、そういうことも

整理されたときに、またここの中で、10 年間に伸ばすのかという議論に整理したほうがいいの

かなと。今やっても、まだ課題があるのです。 

○委員長（及川 保君） はい、15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は、10 年を 15 年にしたら、どういう数値の流れになっていくのか

ということを、もうちょっと明確にしなければだめだと。ただ病院に関しては、９月でなけれ

ば結論が出せないと言っていましたよね。改革プログラムを出すのに・・・。それを出すか出

さないかというのは、９月に入るという話を、この間のやり取りでしていましたよね。そうす

ると、９月まで待たないとその数値がはっきりしないのかということになりますよね。その辺

で、それをどうとらえるか。それを入れたものとして計算していかなければならないのか、こ

ちら側である程度、そういうスパンにしなさいという以上は、「これも入ってくるから、こうい

うふうになるでしょう。」とか、「固定資産税も、こういうふうな形で、15 年になったらできま

せんか。」という、そういうふうに全然数値が変わってくると思うのですよ。そういうものがま

だ今月ではならないということが前提にないと、厳しいのかなと思うのですけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、課題として残された病院問題ですよね。ですから、それを今
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ここでどうのこうの言っても、どうにもならないことですから、いずれにしてもこの特別委員

会の課題としてとらえて、検証していくしかないのですよね。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 問題は、国が示した基準に、どういうふうにそれに沿ってやっていく

かということだろうと思うのですよ。７年間と国が言っているのも、国が慌てて「借金はだめ

よ。」というふうな指標を示したということだけであって、実際に、町を運営するのに借金、全

くなしでやっていけるなんて、そういうことってあり得ないわけですよね。借金はありながら、

それを堅実にどう返していくかというのが一番の問題であって、だから、今当面、その指標に

沿うようには頑張るけれども、それがある一定の流れになったときに、また別な考え方という

のが、あって構わないわけですよね。  

 そうすると、後半になってそれをずっと延ばせるだけ延ばしていきながら、町民に負担のか

からないような形で運営していくというのが筋だろうと思うのですよ。ですから、10 年と決め

て「10 年の間、皆さん苦労してください。」と、こういう言い方ではなくて、歩きながらもう

少し楽な方法も考えなければならない。ただ、そうやった場合に７年目、８年目で、指標に引

っかかるのか。健全化団体だとか、そういうようなことにどういうふうに引っかかってくるの

か、そのあたりを明らかにしながら、これから進むべきではないかと。そうすると、基本的に

は延ばしながら、それをクリアしていくことを考えるのが筋ではないかと。これが一番町民に

負担のかからない方法ですよね。  

○委員長（及川 保君） そうですね。はい、斎藤委員も多分皆さんと同じご意見だろうとい

うふうに考えています。わかりました。この期間については、小委員会の中できちんとまとめ

て、課題等含めた中での考え方をまとめてみたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

はい、３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私も、今皆さんから出た意見に賛成なのですけれども、前回いただい

た連結実質赤字比率の見通しイメージというグラフ、これ２月 21 日の説明資料の部分ですけれ

ど、これ 27 年までの部分しかないのですよね。これ先ほど吉田委員もおっしゃっていましたけ

れども、15 年にしたらどうなのかと・・・。 

 実際に 10 年間やったあとの、そのあとの５年間というのは、これは、どういうふうな数字に

なっているのかというのが、全然わからないものですから、その辺の資料をいただけると非常

にわかりやすいかなと。  

実は、私も、これ 10 年ではなくて、例えば 12 年なり、15 年なり、少し緩やかなほうが町民

負担にはならなくていいのではないかと思っているのですけれども、実際にこの 10 年をやった

後に、まだそれでも厳しい状態がずっと続くのかどうかということが、ちょっとわからないの

が、それを強く言えない部分かなと感じたものですから、知りたいなと思ったのです。 

○委員長（及川 保君） 数字を見れば、多分、まちが出してきている年度別のものを見れば、

こういうふうになりますよということですから・・・。 

はい、５番、山本浩平委員。 
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○委員（山本浩平君） はい、先ほど、大渕委員ですとか、斎藤委員の意見もわかるところは

あるのですけれども、ここはちょっと私も迷うところなのですけれども、そもそも夕張ショッ

クからこういうことになりましたね。そして白老の場合は、一般会計だけに目をやって、特別

会計にどんどん赤字を持ってきていると。その結果、夕張ショック以来、特別会計にも目を向

けて、連結決算がこうですよという話になってきましたですよね。 

 国の考え方や指標を、仮にクリアできたとしても、特別会計に残る借金は借金なわけですよ。

それはやはり、後世のことを考えればきれいにしていかなければならないわけですよね。です

から、必ずしも、当然これ町民の負担を緩やかにするという考え方は、私も賛成でありますし、

そのように町民の立場からすればしていただきたい気持ちもありますが、やはり、この特別会

計も少しでもきれいにしていかなければならないということを忘れて、国の指標だけクリアで

きれば、緩やかにしていればいいのではということにはなっていかないのかなと。このように

思っているところであります。迷うところでございます。意見として・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私もよくわからないけれども、指標をクリアするということは、国が

求めるように特別会計や何かの借金を減らしていかなければクリアできないわけでしょ。だか

ら、それをそっくりそのまま、今までどおりにして後世に借金を残していくなどということに

はならないわけですよね。 

 だから当面、今何年間かは、相当の苦労はして、それを半分以上減らしてしまうとか、そう

いうような形で進むのだろうと思うのですけれども・・・。いくらかでも、その借金を少なく

する形で努力をしているわけだから・・・。あと残った分は、息長く返済していけばいいとい

うことにもなるわけで、そのあたりのバランスというのは、やはりこれからの話ではないかと

思うのですよね。  

○委員長（及川 保君） はい、このあたりも多分、皆さんは同じ考えではないかと思うので

すけれどもね・・・。いかがでしょうか。ほかありませんか、この期間の部分については。ご

ざいませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、また、小委員会でこの部分については議論してまとめて

いきたいと思います。はい。  

次に 50 ページですね。この部分で何かございますか。ここは、こういう考え方で進めますと。

いいですよね。 

次、第２節に入りましょう。51 ページ、全会計の再建対策。目標額。再建対策の柱。①から

⑤あるのですが、この部分に議会としてこうすべきだということは・・・。 

はい、15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 収納対策の中で、それが計画どおりいっているかどうかというのは毎

年、決算が出ないと確認できないと言っていましたよね。 

○委員長（及川 保君） そうです。  
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○委員（吉田和子君） その中で、収納に関しては、半年とかで状況をきちんと把握すること

ができると言っていましたよね。そういう数値をきちんと示してもらう。半年なら半年に１回

ずつ示してもらうということをきちんと言っていくべきだと思うのです。 

 やり取りの中では言っていましたけれども、やはり収納対策に対して、町民懇談でも出まし

たけれども、収納率が悪いのはなんとかしなければだめだという話が出ていましたから、そう

いった部分では議会もきちんと収納状況がチェックできるように、それが１年経って決算にな

ってから、「少なかったです。」では、何も対応できないのですよね。そういった部分ではそう

いうことが必要だということと、使用料・手数料の額の変更ありましたよね。これも３年ごと

の見直しをしたときに、１千何百万円の予定が 630 万円で終わってしまったということを言っ

ていましたよね。これも、私は、かなり減額が、各団体が 100％減額から 50％減額になってい

ますよね。そういった中で、利用できないという声が結構あるのですよ。そういった中で利用

率がどのようになっているか。利用率と収益がどういう状況になっているか、これも半年くら

いで出してもらいたいなと思っているのですが。 

○委員長（及川 保君） はい、ただいまの意見が出されました。非常に、この収納の部分に

ついては、大きな数字になっておりまして、この赤字対策の中では、大変重要な部分を占めて

いるのではないかと。皆さん見逃しがちなのですけれども、今吉田委員の意見については、議

会としてきちんとした対応をしていくべきだと、こういうことだと思うのです。半年なら半年

の状況を、やはり把握して、議会としての意思を明確にすべきだと。こういうことでよろしい

ですよね。これは議会としての対応ですよね。 

○委員（吉田和子君） チェック機能を生かして。 

○委員長（及川 保君） チェック機能としての役割を果たすということですね。  

はい、15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） それともう１点、ちょっと飛んでしまうのですけれども、今の収納の

ことで 69 ページに、町税等の収納率の数値書いてあるのですよ。パーセント的なもの。これ、

パーセントでしか書いていないので、金額で示してもらったほうがすごくいいと思うのです。

だから、出すときに数値で示してもらいたい。金額で示してもらいたいということを付け加え

てください。すみません。 

○委員長（及川 保君） この部分、またあとから。はい、ほか。多分、国の指針に添った内

容で⑤まで町の姿勢として書かれていると思うのですが。 

はい、３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 再建対策の柱の④番のところで、財産処分と書いてあるのですね。や

はり、工業団地の土地とか、町有林の択伐とか、そのほか住宅地の売却とか、いろいろあると

思うのですけれども、今回示されている財産処分というのは、宅地になる部分だけは年間 2,000

万円くらいですか。数字には入っているのですけれども、それ以外のものに関しては、まった

く計画がここの中に入っていないと私は感じているのです。  

 ですから、そこの部分のところ、もっと工業団地ですとか、臨海部の土地とか、町有林のと
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ころとか、その辺の財産処分の考え方とか、目標とかを具体的に示していただければありがた

いな。ここの数字の中に入れる、入れないという話になってきたら、もちろん不確定だからい

れられないということだったのですけれども、でも一応、債権対策の柱の中にパーセントとい

うのは、大きな部分が占めてくるのではないかなと思うのです。ですから、このプログラムの

中身とは別個に、こういうような計画を立てていくというものももう１本入れていただけると

ありがたいなと、そういうふうに感じております。  

○委員長（及川 保君） はい、とりあえずはですね。財産処分の分で、宅地以外の部分につ

いても公表しなさいとこういうことですね。皆さんどうですか。特に異論ありませんね。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次２番。対策目標額はいいですね。  

それでは、次 52 ページ、第３節に入ります。具体的に再建対策ですね。今度、対策として個

別に入っていきます。歳出の削減で総人件費対策の取り組み。職員数の純減目標がここで示さ

れております。 

はい、５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 職員数の件で意見というか、私の考え方を述べさせていただきたいと

思います。17 ページを参考に開いていただきたいのですが、これ同じくらいの人口のところと

の比較が出ております。そして、これは 18 年度３月末現在でございまして、現在は 280 人です

けれども、平成 20 年度ではですね。この 18 年度のときは 329 人ということで、職員１人当た

りの住民数は、非常に白老は今まで少ない。逆に言えば、職員が非常に、よそのまちから比べ

ると多かったわけですよ。新ひだか町ですとか合併したところは、合併したところの職員がそ

のままですから総数 469 人ですか、多いのはわかるのですが、非常に今まで多くて、それを減

らしていって今は勧奨退職ですとかいろいろなことで 280 人体制にはなったとは思います。 

 しかしながら、今定例会のときにも、確か臨時職員の増員のための補正予算あたりも組まれ

ていたと思うのですけれども、本当に、各課でスリムになっているのかどうかというのが一つ

疑問なのですね。やはりグループ制を取っているわけですから、できる限り臨職等も入れない

状況の中で、本当に少ない人数でやらなければ、これから町民に対して非常に、超過税率です

とか、使用料・手数料の値上げ、各種団体への補助金のカット、これが直接痛みとして感じる

ようになるわけです。こういう状況ではなくても、一般の方々は「役場、随分職員数が多いの

ではないか。」という意見が、民間の人たちからは非常に昔から多い話でありまして、これが間

違いなく、もっともっとそういう声が高くなると思います。  

 先だって、兵庫県の稲美町というところが視察で来られました。そのときは私も対応させて

いただいたのですけれども、この稲美町というところは、スピカの本社、神戸物産の本社のあ

るところなのですね。人口３万 3,000 人なのです。職員の数が 180 人。うちは２万 1,000 人で

280 人ですよね。100 人も少ないわけです。議員の数はどうなのか。議員の数、向こうも減らし

た中でうちと一緒の 16 名なのですよ。３万 3,000 人で 16 名。うちはこういう人口で 16 名とい

うことで、確かに、行政区域の広さなども全然違うのです。白老は非常に大きい、向こうは本



 ２０ 

当に狭い中でのコンパクトな中でのことです。しかしながら、行政区域が狭いのだからそれく

らいでできるのだよという発想でいいのかどうなのかですよね。私は行政区域関係なく、すべ

て町の職員が、草刈りから何から全部やっているか。そのようなことはないですよね。当然、

いろいろなところ、町内会のボランティアにもお願いしたり、あるいは下請けというかそうい

うところにもやらせているわけですから。 

 もっともっと、私はスリム化すべきだと思うのですよ。そして 1 人当たりの給料を上げると

いうことを、逆にもっと少ない人数でやって上げていくことを考えるべきだなというふうに思

っています。この計画で言いますと、平成 28 年度には 242 人ということで、今よりも更に 40

人くらい減らしますけれども、新規採用も平成 24 年から、大体７人、６人、７人、８人で 34

人することになっていますね。これは、確かに年齢構成のピラミッドを考えると、まったく採

用しないというのは、それはよくないと思いますけれども。やはり、もっともっと本当の意味

での役場の職員数のスリム化、これはやはりやって、そして町民に対する負担を少しでも和ら

げることを考えないと、町民は、私は、理解しないと思いますし、どんどんそういうところを

町民が、いろいろな場面でお話をしていくケースが出てくると思いますので、真剣に考えるべ

きだなというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） つい先だってまでは、こういう町民のご意見って、本当に大きかっ

たなって、今回、まちも非常に厳しい中での対応をしたわけですけれども。更に町民の理解を

得られるためにスリム化をしていくべきだと。こういうご意見です。はい、このことについて

も小委員会でそれなりのまとめをしていきたいなというふうに考えますがいかがでしょうか。  

はい、２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、山本委員からお話ありましたけれども、私もそう思います。それ

で、一つは資料９番で、町側に資料を求めたのです。27 ページになっていますけれども、これ

は各種補助金を出している団体で、かなりの人件相当額いっているのですよ。姉妹都市協会か

ら含めて、体協まで入れて 12 の団体に人件費だけで１億 500 万円です。ですから、この部分も、

おそらく町にかわった仕事ですので、ほかの同僚議員も質問や何かでお話していますけれども、

こういう部分はやはり厳禁に見直して、組織が自立するための体力をつけるような形を指導し

ていくべきだと思います。 

 それと、今臨時職員の話も出ました。私、補正予算でも詳しくは質問していませんでしたけ

れども、やはり職員数が減っても、臨時・嘱託を合わせて職員数変わっていないのですよね。

その辺も人件費が安くなるという発想ではなくて、やはり実人員の中でスリム化して効率を上

げていくというような、体制強化すべきだと思いますので、そういう部分をぜひ、臨時・嘱託

職員そして他の部局、補助団体の人件費の削減等の見直しということを入れていただければと

思います。 

○委員長（及川 保君） はい、今のご意見いかがでしょうか。スリム化は当然すべきだと、

更に、人件費を含めた補助制度がかなり大きな数字になっているわけですね。このあたりを含

めて改善を図っていくべきだというご意見だと思います。ここも、考え方のまとめに入れてよ
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ろしいでしょうか。 

はい、５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） はい、今の前田委員の発言の補足になると思うのですけれども、具体

的に言えば、例えば観光協会、これ私会員で、今年度総会に出席させていただいていたのです

けれども、今検討されているのが株式会社化というのを検討されているようなのですよ。それ

らも早く進めることによって、やはり補助金も削減が早まると思いますので、やはり補助金が

大きくいっているところ、観光協会、社協、商工会、これらへの補助金の大幅な見直しも検討

されるべき要素かなというふうに考えます。 

○委員長（及川 保君） はい。皆さん同意見ですね、これ。  

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。当然、必要な場合はそういうふうにすべきだと私も

思います。ただ、何もこれの対案なんてつくる必要がないと思うのです。必要がないと思うの

ですけれども、僕はやはり、できればこういうふうにすれば、本当は自治体というのはこうあ

るべきだよと。こういう自治体を目指すべきだと。そうすれば、人を減らすことが出きるでは

ないかと・・・。それがなければ言ってはだめだという意味ではないですからね、断っておき

ますけれども。そうではないけれども、そういうことがなければ言ってはだめかと、そういう

意味ではなくて、今の自治体の仕事の中身で言ったら、やはり人はいるのですよ。僕はそう思

うのです。  

 だから、地方自治体って、職場として一体何をするところなのかと。そういうことが議論さ

れないと説得力がないのだよね。ただ、減らしたらいいよと。減らせば嘱託がふえるよと。そ

の差額だけ儲かったよというふうにしかならないのだよね、今の状況というのは・・・。だか

ら、地方自治体というのはやはり違うだろうというようなものが、何かあると僕はすごく説得

力があるのではないかと、僕はそう思っているのです。実を言えばね・・・。  

 だから、そのための対応策、例えば窓口が本当に職員の方がやるべきなのかどうなのかとい

う議論を今やっているのです。そういうことに対して、例えば守秘義務の問題とか出てきます

よね。戸籍だとか扱うから・・・。総論と各論が違っている部分が、僕はあるのではないかと

思っているのですよね。 

 病院と消防は、減らす、減らすと。消防は減らすことになっているのだけれど、これ以上減

らして本当にできるのか。国の基準からいったら消防は全く少ないです。話にならないくらい

少ないのです。国の基準からいくと 70％いっていなはずですよ。そういうところは守らないで

減らしていくというのはどのようなものなのだと・・・。火事にならないのが一番いいのだけ

れど、火事になったときは安全を守るとなるわけでしょう。だから、そういう議論がもうちょ

っとあったほうがいいのではないかという気がするのだけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） いいと思うのです。いろんな意見が出ていいと思うのです。これは、

一生懸命議論してほしいのです。  

はい、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。社協の関係なのですけれども、たとえば社協ではディ

サービスのヘルパーさんが、町内に何十人かの人が、自宅訪問するときには、社協の場合は社

協の車があるのですよね。軽自動車ですけれども。だけど、例えばどんぐりとか、ほかのとこ

ろは全部個人の車で、油持ちで行っているわけですよ。その辺も、これからは、昔は社協はよ

かったのですけれども、今は民間で確かやっているはずですから、その辺のことも考えてもい

いのかなと思いますけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） ちょっと細かいですけれども。細かいけれども、これ 100 数十台の

車を抱えてのことですから、大変重要なことだと思います。  

はい、９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 職員の給与の削減で何とか持ちこたえようという、すごく見えるわけ

ですけれども。町民との懇談会の中でも、本当にそれで町職員の意欲はどうなのだという話も

出ていましたよね。実際に資料で見ますと、今ぐっと引き下げた中でラスパイレス指数という

のは平均なのだけれども、これから先は、ことしからはぐんと下がるのですね。90％代から 80％

代まで下がってしまう。よその町にもそのようなのはないわけですけれどもね・・・。これは

何とか給与の一策で、何とか切り抜けなければならないのでしょうけれども、こういうものを

よしとするのでは、やはりいけないだろうなと思うのです。そこから、こうやって切り抜けた

場合にいつそういうものを戻すのだというようなことも含めて、きちんと考えていかなければ

ならないのだろうなと。これは強く言っていかないと、下がったまま。本当に意欲にかかわっ

てくる問題なのかなと。あるいは、まちの消費経済の中にも、これから先々影響していくわけ

で、このあたりのこともきちんと考えておかなければならないのかなという気はしますね。 

○委員長（及川 保君） はい。職員の意欲の部分ですかね。議員もそうなのですが、本当に

職員の皆さんは、非常に厳しい中でも一生懸命に遂行せざるを得ないという状況の中で、この

あたりを入れるかどうかも含めて、小委員会の中で議論したいなというふうに考えます。  

ほか。はい、14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） はい、14 番、氏家です。職員数の話で、僕もきのうの研修会の中でも、

各自治体との比較等々も出ていました。確かに今まで町側からもらった資料なども照らし合わ

せてみても、うそ隠しない状況の中で、北海道内のそういった自治体の人数というのは把握で

きましたよ。できたけれども、結局白老町というのは、ちょっと飛び抜けて人数的に職員数と

いうのは多いのです。ただ、それを計画的に減らしていくということも必要なのだけれども、

例えば、これから始まるであろう、何年先になるかわかりませんけれども、道州制の問題だと

か、事務事業が、これからどんどん各自治体に降ろされてきたときに、それを見据えた形の中

で、人員計画というのは立てていかなければならないのだろうなと、私はそのように思ってい

るのですよ。  

 特に、今一番、白老町の財政の中での人件費という部分で大きく占めるのは、今逆ピラミッ

ド型になっている部分がありますよね。若い人たちが少なくて、結局管理職が多いという年齢

構成の中に、そういった部分もいろいろ考えた中でやっていかなければいけない問題なのだろ
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うと。ただ切っていけばいいのではなくて、育てていく部分も当然あるでしょうしね。ですか

ら、その辺は慎重に考えていかなければいけないことだろうなと、私も削減することには賛成

ですけれども、そういった部分もきちんと見据えた部分でやっていくべきだと思っております。 

○委員長（及川 保君） なりふり構わないでやらなければならない部分がある中でね。ほか、

この部分についてはございませんか。  

 はい、それでは、次進みましょう。10 番の対策後の総職員数の推移まで、皆さんのご意見を

伺いましょう。どうですか。飛び過ぎますか。臨時の話も出ていましたから、大体皆さん、入

った中での意見が出されたのではないかと思いますけれども。ございませんね。先ほどの職員

の部分ですからね。職員数の部分ですから・・・。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、63 ページの 11 番の事務事業の見直し。これ結構、表な

どもあるわけですけれども。（１）の内部管理経費の見直し。（１）、まずやってしまいましょう。  

 この部分については、全プログラム、何回か出されているのですけれども、この中でもかな

りの削減をしてきた中で、今回の新プログラムの中にも、また・・・。経常費の見直しだけで

も 3,200 万円近い削減を目指しているわけですけれども、特にございませんね。こういうふう

になりますということですから・・・、よろしいでしょうか。  

 次は 66 ページ、（２）なのですね。町民サービスに伴う事務事業の見直し。そうですね、66

ページ、67 ページ、68 ページの中段までですね。 

はい、９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） これから、ガイドラインの中で気になっていたのは、上乗せ横出しサ

ービスの廃止とあるのですね。この言葉がすごく気になっていたのですよね。先ほども話が出

ましたけれども、自治体って何なのだと言ったときに、本当に国の基準があって、それに町の

実態を合わせてサービスをどうするかということを考えるのが自治体なのだろうと思うのです

よね。それを、原則廃止というのなら、国の基準をそろえながら、それでやるしかないなと。

それが基準だよというのならわかる。だけれども、サービスの廃止と言い切ってしまっている

のです。これからサービスはしないよと。これでは、やはり町民は喜ばないだろうなと。これ

は今やるかどうかは別ですよ。今の事態の中で国の基準を上回ってサービスできるかどうかな

どというのは、ちょっと考えられない事態なのかもしれない。だから、国の基準にそろえます

よ。それならわかる。だけれども、これから先、サービス廃止と。これがあたり前になってし

まったら、これからの議会の要求や、町民の要求というのは通らないことになってしまうので

すよね。こういう物の考え方というのは、やはりふさわしくないのではないかという気がして

しようがないのです。少なくても、原則的には廃止という言い方があるのであればいいけれど

もね。非常に気になっているのです。当面できないのならいいのです。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員の基本的な考え方はわかりました。そのとおりだと思いま

す。町民の中からも出ていましたね。実は、今回の町民懇談会でね。今まで頑張ってきたお年

寄りのことについてもね、出ていましたが・・・。ほかございませんか。ここの部分は。  
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はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。町民懇談会の中で、この文書ありますけれども、町

長公用車の関係と長寿祝金の問題が出ていたのですよ。ここら辺を、出ている意見ですから、

どうするかということは議会でやっておいたほうがいいのではないかと思いますけれども。た

だ、このままやりますよということなのかね・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、そのとおりです。町民懇談会の中で、この長寿祝金について、

実質廃止なのですが、いかがなものかというご意見も出されておりました。それとあと、町長

公用車ですね。これのご意見も出されていましたね。皆さんはそれぞれどういうふうにお考え

でしょうか。  

 特にございませんか。今皆さんの意見として出されていますから、当然、小委員会の中では

議論はいたしますけれども、それぞれの委員の皆さんもどういうご意見か出されれば非常にあ

りがたいのです・・・。  

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５８分 

                                         

再開 午後 １時０２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。116 ページの町民サービス

に伴う事務事業の見直し。ご意見伺っておりますが、今までの議論のほか何かございませんか。  

はい、11 番、土屋かづよ委員。  

○委員（土屋かづよ君） はい、11 番、土屋です。先ほど町長の公用車の話が出たのですけれ

ども、今リースで借りていますよね。以前説明をいただいたときに、町で使用している車も将

来的には全部リースに切りかえるという話を伺ったのですけれども、その車にかかるリース料

が妥当な金額で借りられているのかどうか。そして、普通私たちが、どこかへ見積もりを出さ

せますよね。そうすると、やはり何社かから取って、その中で一番安いところ、なおかつ自分

の考え方に合わない場合は、いろいろな交渉をしますよね。そういう経過がどういうふうにな

されているかわからないということと。  

それと、例えば、今これだけ燃料が高騰している中で、町の公用車を使うのではなくて、例

えば、特別な場合でない限りは職員の車を借り上げて使うというような考え方というのはとれ

ないのかどうなのか。私も一時、どこの自治体だったか忘れたのですが、そういう自治体があ

ると聞いたのですよ。だから、将来的にはすべてリースに頼るのではなくて、何らかの形で職

員の車も借り上げてやるという方法もいかがかなと思うのですけれどもね。 

町長の公用車にしても、必ずしも高級車でなくてもいいと思うのですけれども、ただ、やは

り組長ですから、おかしな車にも乗れないだろうし、そういう部分では事故の危険性を考えて

頑丈な車ということなのでしょうけれども、全く町長の公用車をなくすということには、私は

反対も賛成もしないのですけれども、公用車はあってしかるべきだと思っています。  

○委員長（及川 保君） はい、12 番、松田謙吾委員。 
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○委員（松田謙吾君） 循環福祉バスのことなのですが、この福祉バス、平成７年にやって今

日まで来ているのですが、今 1,900 万円くらいかかっているはずなのです。私は、基本的には

あの福祉バスはもうなくされないと思うし、なくすべきではないだろうし。 

 高齢者の方々がもっとふえてくるし、それからいくとなくすべきではないと。しかしながら、

公平な負担というところからいくと、ガソリンが１リットル 200 円時代と目に見えている時代

になってくると、この福祉バスの利用方法も随分変わってくると思うのです。福祉バスがその

日によって足りなくなるか、ガソリンの高騰でいろいろな問題点がまた出てくると思う。  

 そういうことからいっても、料金の見直しというか、少なくても利用した人全員から料金を

取るべきだと思うのです。それは、格差はあるにしてもね・・・。この辺を財政事情からいっ

て、もう少し考えるべきだなと思うのです。  

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。  

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 先ほどの、土屋委員の話ですけれども、町長公用車はリースではない

のですよね。債務負担行為で購入しているのですよ。今回の予算でも、債務負担行為で払うこ

とになっていますので、リースではなくて町が購入しているということであります。  

 それと、局長も知っていると思いますけれども、公用車を減らして職員の車を借り上げする

かという議論はあったのです。ただ、その後どうなったのかわかりませんけれども、よその町

村でも任意保険とかきちんと払って、義務をつけて、１キロメートル当たりいくらといって借

り上げをして公用車を減らすということをやっている町村はあるということは事例であります。 

○委員長（及川 保君） 一応、職員の車を借り上げる検討もされた経緯はあるのですね。 

はい、８番、近藤守委員。 

○副委員長（近藤 守君） リースの関係で、先ほど駐車場へ行きましたら、軽自動車が 10

数台近くありました。なんだと思ったら、今までのライトバンは全部やめて７月１日から、要

するにリースにするという業務見直しで、もう既に入っていました。これだけの効果があると

いうことを言っていました。  

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今の、表 56 やっていますけれども、これは町から上がってきている

サービスに伴う事務事業ですけれども、こういうことを言えば、またいろいろなことを。議会

で云々というような話になるかもしれませんけれども、僕の考えとしては議会でやってもいい

のだけれども、議会の中でこれ以外の、仮に新年度予算あるいは企画課で、事務事業全部上が

っていますからね。そういうものはやはり議会として見直しをして、議会としてこの部分につ

いては、不要不急ではないかという部分をする行為はしなくていいのかどうかなと思うのです。 

 ただ、上がったものが必要かどうかという議論をするのではなくて、議会としても自主的に、

そういうことをチェックして、これはこうだからこれは載せたほうがいいのではないか。ある

いは、必要だからここでいう事務事業の見直しから落とすとかね。そういうことがどうなのか

なと思うのですけれどもね。そういう部分が必要かなと、僕は思うのですけれども。  
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○委員長（及川 保君） はい、このあたりも小委員会で議論します。  

はい、ほかございませんか。  

はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） この 67 ページに、高齢者大学の自主運営に向けた取り組みというの

がありますよね。これも確かに、私の記憶では 600 万円くらいかかっていると思うのです。こ

れは、まさに今、大学へ行くような立派な人間ばかりそろっているわけだから、確かまちの 600

万円という金は、今の情勢からいくと私は多すぎると思う。これは、もう一度大学の皆さんに、

どのような形になるか私はわかりませんけれども、ここの部分はやはり、もっと減額していろ

いろな方策を考えたほうがいいと思いますよ。前にも言ったけれども、小学校と中学校のグラ

ウンド、土を買ってやっている時代だから・・・、これはやはり、立派な方々ばかりですから

ボランティア精神をもう少し高めて、金のかからないようにやってほしいなと思います。節減。 

○委員長（及川 保君） はい。ほかございませんか。ありませんね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、ここにプールの一件が載っているわけですけれども、皆

さんから特にございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 総務ですべきと。  

はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） あと、確か人工透析のバスも、私が一般質問して、とにかく 1 日でも

行かなければ死ぬのだと。嵐も雨もないのだということで、一般質問をしてそれから福祉バス

を出すようになったのは事実なのです。 

 確か、１年間で 480 万円くらいかかっているでしょ。あれもずっと 400 数十万円かけてやる

という方策がいいのかどうか。私はあの当時、一般質問で言ったのは、町立病院がこれだけ経

営が厳しいのだから、人工透析科をやってはどうかと。試算したときに 9,800 万円あればでき

ると、こういうことだったのですが、あの当時からすると人工透析も随分安くなっているのだ

よね。今、いくらになるか分からないけれども、１人どのくらいかかっているか。当時はかか

る人は 1,500 万円もかかっていたのですよね。今はずっと安くなったという話だけれども・・・。 

 もちろん人工透析は、送らなければ、行かなければ死ぬわけですから、ですから、これずっ

とこのままやるという方策も一つかもしれませんけれども、町立病院あたりでこれからやるこ

とを考えられないのかな、再検討できないのかなと思うのですけれども、その辺をもう１回、

きちんと考えるべきではないかと思うのです。今何人くらいいるかもわからないし、当時は確

か 29 名くらいいたのですよね。 

○委員長（及川 保君） 若干まだふえている。34 ですね。 

○委員（松田謙吾君） ですから、これもただ送って帰ってくる。これで 500 万円近い金がか

かっているわけですからね。これも 10 年すれば 5,000 万円だよ。この辺ももう１回、再検討す

べきではないかと思うのですけれどもね。 
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○委員長（及川 保君） はい、町立病院に透析施設を設置するかどうかも含めてね。医者も

１人いるのですよ。そこなのです。 

○委員（松田謙吾君） 昔は、専門の医者でなければだめだったけれども、今は誰でもいいみ

たい。家でもできるって言うのだから。  

○委員長（及川 保君） そうそう、やっている人もいましたしね。 

はい、ほかございませんか。  

 はい、それでは次 68 ページ、12 番、投資的経費の見直しに入りたいと思います。歳入の確

保という部分に入っていくのですけれども、いかがでしょうか。ここが一番重要になってくる

と思います。 

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） これも、町民の中から出ていましたけれども、私もそうだと思うのだ

けれども、ここで６億円の投資的経費のうち、３億 4,000 万円が第３商港区ということなので

す。それで、町民からも意見が出ましたように、もうちょっとスローでできないかとか、いろ

いろな意見が出ています。ここら辺はやはり、議会としてきちんと議論をしておく必要がある

だろうというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） はい。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） もう一つ、問題にしておかなければならないのかなと思うのは、前の

議会によると、財政指標に対する白老町独自の歯どめの数値の設定を検討するというのがあり

ましたね。歯どめの数値ということから言うと、きのうもらった資料などを見ると、経常収支

比率が 100 を超えているところはほかにないのに、白老はふえているのですよね。 

こういうことは、やはりどこかで問題にしなければ、これ特別会計を何とか黒字にしていく

ための、一時的な数値の上がりなのかなというふうにも思うのですけれども、これ尋常ではな

いわけですよね。100 を超えるというのは誰が考えたって・・・、だからどうすればいいとい

うのは私にもわからないのですけれども、やはりこれ、85 が正常だとすれば、そこまで戻すよ

うなことを何とか考える必要があるのではないかというような気がするのですけれどもね。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） ここ、12 の投資的経費の見直しですね。昨年も 5,000 万円ということ

になっているのですよね。上限額というのは平年ベースとして２億 4,000 万円であって、云々

で、削るのは 5,000 万円ですよということで、これ補助も合わせて事業費の総額と、さっきも

出ていたけれども起債の額があるほど、並行して議論しなければだめなのですね。 

 片一方では７億円かな、抑えるけれど、ここでは 5,000 万円しか出せないといっていますの

で、もう少し、私、前回の委員会でも言ったけれど、総合計画の後期分をきちんと整理してい

かないと、この前総務文教常任委員会で、前期の部分で見たら、私も一般質問の中で話したの

だけれども、結果的には一般財源が 37％減って、地方債が 33％ふえているのですよ。 

 そして、町側が分析しているのは、一般財源からの支出を極力抑えるため可能な限り起債に

より財源を確保した。という言い方をしているのですよ。ですから、町ではプログラムができ
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なければ後期はつくれないと言っているのだけれども、やはり後期と合わせて整理していかな

いと、どういう事業がすり合わせをされていくのかということが全然見えてこないのですよ。 

 今後、議会でもそういう部分で、港も含めて議論できないと思うのですよね。そうしたら、

前回みたく前期ではバイオマスがまるきりないのが 14 億円上がってきてみて、そして、後期の

消防が前期で上がってきて、かなりの起債の額がふえているわけですよ。その辺はやはり、口

幅ったいようですけれども議会でもっと議論をして、ある程度設定した中で、今後検証してい

かないと、言葉では緩急をつけると言っているのですよね。その辺を認識していかないと二の

舞になるのかなと思います。前期というのは今の体制ですからね。その辺はやはり、十分検証

する必要はあるのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 今の意見は、重要な意見だと思いますね。今後の検証ということを

考えると、単なる数字合わせに終始していくとなると、これまた大変な事態を招くわけで、起

債に依存するという部分、非常に大きな、今後また更に赤字をふやしていく原因になる可能性

もあるわけですから、このあたりもきちんと議論していきましょう。 

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） だからそうなると、身の丈にあったというのがどこまでの身の丈なの

かということをきちんと議論すると。そして、その根拠も明らかにするというふうにしないと、

５年なら５年のスパンで見て、事業費は増減しますよとかと町側は言うわけです。だから、そ

れが実際にどういうふうに動いていっているのかというあたりを、平均ベースになっていく状

況で組んでいるのかどうかというあたりを、きちんと見るということは必要だと私も思います。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、大きな部分が今出てきたかなと

いうふうに思います。いずれにしましても、いろいろ出されているのですけれども、この出さ

れている部分を小委員会できちんと話し合った中で進めてまいりたいというふうに思います。

そのときは、当然会派の中で話し合いをきちんとしてもらうということも出てこようかと思い

ますので、ご承知おき願いたいと思います。  

それでは、これ収納率の向上についてはいかがでしょうか。先ほど、部分的に出されました

けれども。この辺の検証もきちんとすべきと、先ほど意見もあましたけれども。 

はい、吉田委員よろしいですね。このあたりはね。はい。 

それでは次、進みます。71 ページ、中段、２番、使用料・手数料等の見直しについて、まず

ここの意見をお聞きしたいなというふうに思います。収納手数料、実は、総務で議論をしまし

て報告をしていますから、これはよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。では 72 ページ、３番、下水道使用料の見直し。個別にいき

たいと思います。いかがでしょうか。ございませんか。  

はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） これ、前も大渕委員が話をしましたけれども、本当に４年ごとに見直

しになると健全化計画に出ているけれども、この部分について、下水道の全体の会計の中で、
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逆にこれから下水道は大事ですけれども、それ相当の事業費をどれだけに抑えていくという支

出の、歳出の部分をもう少し中身を検討して、削減というか、経費節減できるもの、あるいは

この分多少見直していいのだよという部分をもう少し議論した中で、この４年ごとの改定云々

という部分をもうちょっと検証してみたらどうかなと思うのです。 

 それともう一つは、この前にもらった水道会計、かなり黒字なのですね。そうすると逆に、

その分水道料金を下げるとか、そうして調整するとか、そういう考え方が出てこないものなの

でしょうかね。今までの議論の中では出てきていないのだけれども。ただ、水道もこれから水

道管の更新もあると思いますけれどもね。税金も上がってきますからね、こういう部分で、そ

ういう考え方で若干負担を少なくするとういう知恵が働かないのかなと思うのですけれども。  

○委員長（及川 保君） 委員長としてこういう発言をするのは・・・、まちの考え方という

のはすべてのものが料金改定といえば必ず値上げということになっているのですよね。そのあ

たりが、もう少し基本姿勢に返って進めていただきたいなというふうに思うのですが。 

はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） はい、12 番です。この水道については、毎年、毎年、このように３年

ごとに値上げしたりしていて、大変私は不満なのです。ということは、かつては２万 4,600 人

の人口のときに、「水が足りない。」とこう言って、椿の沢から引っ張って、それで足りないと

いうことで、今記憶にないのですが、虎杖浜の地下水をくみ上げたのは９年か 10 年ごろだと思

いますよ。あれから人口が 3,000 人も減っているのですよ。ですから、地下水か椿の沢のどち

らかをとめても間に合うと思うのですよね。こういうことが料金に跳ね返ってくるのです。当

時は、工業団地がどんどん大きくなっていくと。港ができたら船に水がいるのだと。こういう

ことで前もって地下水を掘ったわけですよね。ところが今はその逆をきているわけです。人口

がどんどん減って、おそらく椿の沢をつくって地下水を掘ってから、人口は 3,000 人くらい減

っていると思いますよ。4,000 人くらい減っているかな。  

 ですから、私は地下水か椿の沢のどちらか、経費節減のためにやめることだって必要だと思

います。むしろ、必要ないと思いますよ。人口がこれだけ減っているのだから。工業団地もあ

のようにとまっているのだし、そこからいくとその辺もう少し考えるべきではないのかな。た

だ、今の施設でやるから金がかかるではなく。思い切ってとめることだって必要ではないのか

と思うのです。検討すべきですよ。 

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の水道問題で、何とか基本料金を変えて、少しでも安くなるような

方法を考えるべきだという質問をしたこともあったのですけれども、そのときにさんざん言わ

れたことは、今浄水場で使っている機械が、相当古くなっていつ取りかえなければならないの

か、その資金が必要なのだということと、だんだん時代的に、細菌を駆除する方法というのが、

金のかかるような難しい施設になってきている。それにも金がかかるのだというような話もい

ろいろあったのですよね。 

 ただ、それで黒字を出して頑張っているというのはいいのだけれど、その黒字がどういう必
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要があって、どのように使われなければならないかということを、これを検証したかどうかと

いうことが、やはり足りないような気がしたのですよね。やはり、いくら必要で、だから今、

これだけの蓄えがなければならないのだという理論的な根拠というのがなかったような気がす

るのですよ。そして黒字になった部分は、よそへ融通しているというような、そういう方法も

取っているわけで、その辺もっとしっかりしないとだめだなという気がしたことが一つ。  

 それから下水道の関係でいうと、合併浄化槽になって随分金額的には違ってきたはずなのだ

けれども、それにしても国のやっている分流式の作業をしなければならないということで、か

なり、今までと変わらないような金額が、また出されてきているわけですよね。だから、やは

りその部分が、もう少し長い年月をかけてそれを改良していくだとか。そういうような方法が

ないのかどうなのか。この辺がよくわからない。今までどおりでいくと、さっぱり下水道事業

が黒字に変わっていかないだろうというような気がして、その辺に手をつける必要、せっかく

合併浄化槽にして、金額相当削減できたはずだから、その辺何とか工夫があってしかるべきだ

なという気がして見ているのですよね。  

○委員長（及川 保君） はい、ほかありませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは次に進みます。４番、町有財産の売却について、何かご意

見ございませんか。先ほども出ていましたが、私ばかりではなくていろいろと・・・。もう少

し範囲を広げなさいとか、そういうご意見だったかなと思います。  

はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 先日、私が一般質問できなくて残念だったのですが、私は基本的に、

白老の町有林 700 ヘクタールくらいあるのですが、そのうちの天然林があって、今回、130 万

5,000 平方メートルを売ったわけですよね。ここは町民の１人として非常に残念に思うし、そ

れから、山というのは、私は基本的に町の財産の中の財産だと思うのです。なぜ、財産の中の

財産というかというとですね、木というのは択伐をやっていると、今、この前売った択伐は 200

年たったと言っているのですが、200 年たったか 150 年たったか知りませんが、しかしながら、

その 10％なり 20％なり、環境、水、山を守りながら、海を守りながら、少しずつ売っていくの

は、これは択伐の専業としてはあたり前のことなのですが、私は先ほど、山ほど大切な・・・、

利回りという言葉は丸太が太くなって金になることからでてきている。それほど木というのは、

50 年すると１万円の木が３万円になるわけで、黙ってほうっておいても・・・。 

 だから木というのは択伐工法というのは非常にいいし、山を守りながら、財産を守りながら、

それから楽しみながら、空気も守る。こういうことからいくと私は、この町の財産である 200

年もたつような、少なくてもこういう財産は売るべきではないと。それから環境のためにも、

先ほど言った土地を守るためにも、それから利回りが自然とできてくるのはこの木なのですか

ら、しかもあれだけの大きな面積を売るときには、やはり町民みんながわかるような説明くら

いしてほしいと思います。今後売るのであれば。  

 それで、この次一般質問をするからこの辺で終わるけれども。もう１回言っておくから、一
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般質問すると。 

委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、５番、超過課税の実施について。まず、（１）の法人町民税

の超過課税。ここで何かご意見があれば伺います。福祉行政から、いかがなものかという話は、

実は委員会の中でもされてきましたですね。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは（２）、固定資産税の超過課税。この部分について

ご意見がありませんか。はい、12 番、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君） 今、固定資産税 1.45 から 1.7 になるのですが、先日も議会の中で、

これがだれかれ言わず全員にかかるのだと。所得があるなしにかかわらず。 

 私は、この 1.7、20％というのは、単純に 20 万円払っている人が４万円高くなるのです。こ

れは所得のあるないにかかわらずかかるわけですよ。ですから、私はこの率は、ちょっと高す

ぎると思うし、少なくても真ん中辺、中ほどでとめてほしいなと、願いたいのですよね。例え

ば 1.55 とか、10％くらいに。これは、私は高すぎるとはっきり思います。あと、もう言わない。  

○委員長（及川 保君） はい、この部分はね。  

はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今、固定資産税は償却資産も入るのですよね。前のページ、法人町民

税の超過課税があると、地元で企業活動をしている人はダブってかかってくるはずなのですよ

ね。その辺、今、厳しい状況にあって、やはり地元の企業に頑張ってもらって、長く企業経営

していただきたいと思うので、その辺、緩和措置があってもいいのではと思うのですよね。事

業者に対してはダブってしまうのだよね。 

○委員長（及川 保君） このあたりの議論をきちんとしておいてほしいですね。  

○委員（前田博之君） 町政懇談会や何かでも、誰か話していたと思うのだが、その辺議論し

たらいいのではないかと思いますけれども。  

○委員長（及川 保君） 今、固定資産税の部分も含めて、法人町民税の部分についてもね。 

○委員（前田博之君） 下げるとかという部分のではなく、その辺、議会でも理論武装してい

たほうがいいのかなと思いました。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。ほかございませんか。固定資産税の数字まで

示した意見もあります。議会の取れる範囲というのは非常に限られているのかなという中で、

今議論していますけれども。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは次に進みます。76 ページ、下段の６番、退職手当債

の活用についてなのですが、これはいいですね。 

はい、それでは７番、保育料の改正。  

はい、15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） きのうも講演の中で、一番今後社会の中で大きな問題が、少子化対策

だと出ていましたけれども、私は、この保育料の改正で、21 年度から値上げしていくというこ

となのですけれども 300 万円なのですよね。確かに民営化ということを考えていますよね。定

かではないので、数字後からもう一度見てみますけれども、確か民営化することでの経費節減

が 1,700 万円くらいあると読んだ記憶が・・・、議論をしようと思わなかったので、今回詳し

く勉強しなかったのですけれども。 

民営化していくと、それだけの差額があると。サービスはもちろん向上を目指すけれども、

そういったのが載っていたのですよ。人件費ではないと思うのです。人件費はほとんど職員は

元に戻りますからね。人件費の削減はなかなかないのですけれども、パートで４万円か５万円

の収入しかないお母さんが働くために、保育料２万円も３万円も収めるということになってい

くと、やはりすごい厳しい状況が出てくると思いますので、その辺私ももう１回調べてみます

けれども、300 万円のものをほかでもっと出せないのかどうなのか、その辺もう１回検討課題

になるのではないかと思うのですけれども。民営化ということを先に持ってきていますからね。 

だんだん民営化になっていきますから。この 10 年の中では全部民営化になるはずなのですよ。

だから、それに伴って値上げもしていくということが、保育料の改定は民営化にしようと変わ

らない。それは国で決められたものだからいいのですよ。ただ、経費の面で違ってくるはずな

ので、その辺をもうちょっととらえて検討してもらいたいというふうに思っていますので、私

も、もう 1 回勉強してみますけれども。 

○委員長（及川 保君） はい。ほかございませんか。  

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。先ほどの固定資産税も、保育料もそうなのですけれ

ども、やはり、下水道料金もうそなのですけれども、全部が町民に負担がかかるという仕組み

なのだよね。そして、横出しは全部やめるということですから。削られた分と、多く払う分と

がダブルでくるという形になりますよね。ですから、そうなれば、それを解消する、解決する

ためには、やはり、これは結果的には、今財政再建しなければいけないわけだから、それとの

矛盾なのだよね。そうすると、どこかで政策転換をしない限り、そこはお金は出てこないので

すよね。今の状況からお金は出てこないのだよね。 

吉田委員に反論するのではなくて、例えば 1,700 万円出るとしても、それも組み込まれてい

るわけでしょ。そこから 300 万円を持ってきたら、結果としてはそれだけ穴があくことになる

のです。それは議会が考えなくてもいいということなのかもしれないけれど、しかし、どうや

ってやるのと言ったら、町が勝手にやれというわけには、そうもいかないと僕は思うのだよね。 

だから、やはりそこで考えなければならないのは、どこかでの政策転換がなければ、そこの

ところができなくなってしまうのではないかと思っているのです。説得力から言うと、そこの

ところがきちんとしないと、余り説得力がなくなってしまうので、そこはやはり最大の議論の

場として、考え方を本当に、全議員さんが出し合って、そこをどうするかというあたりの議論

を、日を改めてきちんとするということが必要だと私は思います。 
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 全部上げれとか、全部上げるなとか、そういう極論ではなくて、今の状況をクリアするため

にどうすればいいかというあたりを、本当に対案とまでいかなくても、一定の議論的にきちん

としたものを出すべきだろうと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 反論するわけではありませんけれど、結局保育料の問題を出したのも、

勉強するというのは、何かほかのことで出せないかとか、そういった方法、私、きょう一番最

初に言ったはずなのですけれども、もっともっと勉強してきちんと対案とまではいかなくても、

こうやって出せないのかとか、そういったものをもっと私たちが勉強すべきだと思うのです。  

 だから、こういった問題を上げて、そして小委員会でもむと言っていましたよね。そういっ

たときに、いろいろな資料をもっと集めて、それを上げないで、これだけのものをこちらから

出せるのではないかと。固定資産税にしても、１％下げても、「これだけのものが、こういうこ

とでできないのか。」とか、そういったものをみんなで持ち寄れるような議論ができないとだめ

だと、私は思っているということで・・・。 

○委員長（及川 保君） そういうことなのですよ。今大渕委員が言っているのは。それで皆

さん理解をして・・・。  

はい、５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） その辺の議論になってきますと、私が先ほど、午前中に述べたことに

なってくるのですけれども、この固定資産税の考え方も私もこの３ポイントをいきなりアップ

して、３ポイントイコール 20％ですよね。これ非常に厳しすぎるなと思っています。意見とし

ては、松田委員と全く同じような意見で、せいぜい 10％くらいに抑えることができないのかな

と思うわけですよ。 

しかしながら、この８年間で約 18 億円ですか。目標額出ていますよね。その分どうするかと

いう話になってきますよね。なかなか難しいのですけれども、私がそこでつながっているのが、

民間人の考える行政のスリム化と、行政が考える行政のスリム化と全然違うのですよ。そこが、

僕はもっともっとできるのではないかと、全体的に緩和できるのではないかというふうに感じ

ています。 

○委員長（及川 保君） なるほど。午前中にね・・・。委員は、行政のスリム化についてき

ちんとしなさいと。進めるべきだと。 

○委員（山本浩平君） 続けてなのですけれども、給与カットはもう 20％やっているわけです

から、これは本当にできるだけ早く改善してアップというか、それはもうそれ以上やるべきで

はないと思いますし、なるべく短い期間で解消できればと思います。 

○委員長（及川 保君） はい。この保育料のところは、よろしいですね。出尽くしましたね。  

それでは、８番、国民健康保険税の改正について、いかがでしょうか。 

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ここで一つ、例えば資産割。今度、資産割の問題が

あるのですよ。今、賦課の問題があるので。資産割をやめることによって、実際は平準化する
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と言っている中で、平等割と均等割に若干の負担がいくのだけれど、資産割をやめることによ

ってかなり軽減される部分も出るのですよね。要するに固定資産税と資産割とダブルでいくで

しょう。固定資産税いくら上がるか別にして、今の状況では 1.55 以上、どうも上がりそうだか

ら。そうなれば、資産割をやめることによって、どれだけの町民が潤って、グレーゾーンとい

うか、かなり厳しい部分にいる人たちは、今度は３・５・７割軽減で救われるのだよね。資産

割というのは、軽減に関係ないでしょう。今の６割・４割ではなくて、今度２割・５割・７割

の軽減に平準化したらそういうふうになるでしょう。このときに説明しているけれど。 

そうすると、２割・５割・７割の軽減になる人は、平等割と均等割を払っている人なのだよ。

資産割を払っている人は軽減にならない。そうしたら、資産割をやめて平等割と均等割が若干

上がるのだけれども、そこは資産のない人は７割・５割・２割で軽減されるわけ。軽減率が上

がるから。そうすれば、資産割は減って、そして軽減された分は国からかどこかから来るはず

なのです。そうしたら、７割軽減になってそこが上がらなければ、多く負担しなくてもよけれ

ば、資産割をやめれば、資産を持っている人には保険税がかからなくなるから、資産の分だけ

安くなるのだよ。固定資産税は上がるけれど。そうしたら、そちらで下げることができるわけ

だよ。そういうふうにすれば、問題は６割軽減だった人が７割になって、平等割と均等割が上

がった分でカバーできるかどうかというのは、僕、計算できないからわかりません。わからな

いけれど、そうやって考えたら、それをやれば、資産を持っている人は保険税が減るのだよ。

理屈で言えば。そこをやれば少し軽減になるのではないかという考えなのだけれど、いかがで

しょうか。だめ。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５１分 

                                         

再開 午後 ２時１２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、国民健康保険税に入っての議論になっています。よろしいですか、この程度で。  

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに、町民に負担ばかりがかかるわけだから、横出し上乗せにな

るのかどうかわからないけれども、例えば、高齢者の健康診断、1,300 円取っているの、それ

だとかインフルエンザだとか、どこかでそういうものをきちんと見ると。確かこれ、町が全部

出さなくてもいい部分もあると思うのですよ。聞いたら全額ではないですよ。やれば、確かあ

るはずなのですよ。町税交付金か何かでくるという部分もあるはずなのです。こういうのもや

はり、ちょっと考えて、全部「取る」「上げる」ばかりでなく、少しお金を余り出さなくても、

町民にすごくよかったなと思われることをやらなければだめではないかというふうに思います。 

これも調べて、資料を特別委員会として取るなら取るというふうにしてやってはいかがですか。 

○委員長（及川 保君） はい。よろしいですね。挙手をして発言してください。  

 それでは、９番、赤字会計に対する一般会計の財政支援。はい、一般会計からの赤字会計に
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対する支援について、この考え方はいかがでしょうか。これはまちの赤字会計を何とかしなく

てはいけないということでは、どうしようもないですね。議会としてもこうしなさいというし

かないわけでしょう。はい、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは次に進みます。今度は特別会計、企業会計にいきま

すね。独自の対策、１番目は国民健康保険事業会計についてでございます。79 ページについて、

ご意見があれば述べてください。これについては、先ほども出ましたけれどね。よろしいです

ね、先ほどの意見も踏まえて対応したいと思います。 

それでは 80 ページ、公共下水道事業会計についてでございます。さっきこれ終えていますね。 

それでは 81 ページ、３番、工業団地造成事業会計について、意見があれば出してください。

ここについても、結構皆さん意見が出ていたような気がいたします。非常に大きな目標額など

もありますけれどもね。どんどん出してください。ありませんか。斎藤委員ありませんか。 

それでは次に進みます。４番、臨海部土地造成事業会計について、意見のあります方はどう

ぞ。土地を売りなさいということですから、企業誘致しなさいということですから、そのこと

を入れていくしかないでしょう。ここを削れというわけにはいかないしね。よろしいですね。 

それでは 83 ページ、５番、港湾機能施設整備事業会計についてご意見があれば伺います。 

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。特別会計全般は、先ほどやった部分もありますし、

土地の関係については、土地を売るしかないと思います。病院は、もうちょっときちんと出な

いと、現段階ではどうにもならないと。ただ、ここでは、新築の問題とかいろいろありますか

ら。特別会計全部、そうやってやったらいいのではないですかという意見です。 

○委員長（及川 保君） はい、よろしいですね。  

次ページ、84 ページ。今出されましたが、よろしいですね。 

85 ページ、今までの普通会計、特別会計、企業会計における対策の全般について、表にあら

わしているのですが、この部分について皆さんのご意見があれば伺います。よろしいですね。  

はい、７番、玉井昭一委員。  

○委員（玉井昭一君） 玉井です。ここの特別会計ではないのだけれど、町で持っている小さ

な土地も結構あるみたなのですよ。 

○委員長（及川 保君） なに、何の資産。  

○委員（玉井昭一君） 町で持っている土地、例えば道路工事をやったよといったら、その道

路にまたがっていた土地が両脇にあるとか、そのような土地が小さくなってあるのですよ。そ

ういうのを優先的に売却すると。金額は小さいけれど結構あるはずなのですよ。そういう項目

も入れてほしいのですよ。いろいろなことが今、出ているのです。私も商売柄出ているのです。  

そうすると、それを欲しい人もいるわけ。だけれどなかなか渋って売らないのです。なぜだ

かわからないのだけれど、そういうもの全部財産に変わるのだから。近間の人が欲しいという

ものを売らないということにならないと思うのです。だから、その辺をそこそこに売却すると
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いうことも、基本的には工業団地を売るのと同じことだから、そういう項目もどこかに入れて

ほしいなと私は思います。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。それでは４節。財政運営上に必要な対策、１、

町債残高の縮減及び町債発行額の抑制について、考え方含めてございませんか。起債発行、先

ほど来、議論でありますように７億円以内に抑制していくと。こういうことを目標にした計画

です。下水道については、４億円以内に抑制するのだと。このような目標を立てたのです。し

かし、赤字な財政なわけですから、こういう目標を立てなければいけないのですよね。ただ、

本当にこれが実行されるかというと、非常に厳しい状況にあるかなというふうには思います。 

考え方なのですけれども、よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ２番、民間委託移譲の推進。公共サービスの担い手含めて、この部

分で、90 ページ、この第４章すべてですね。皆さんのご意見を伺います。先ほど来の職員の関

係の中では出されていたのですが、特にご意見があれば伺います。よろしいですか。 

 民間委託等推進する背景。民間委託等推進する基本的な考え方。民間委託も含めて、もう既

に保育所等々、民間委託するよということも打ち出しているわけですけれども。特にございま

せんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  はい、それではいかがでしょうか。この５章につきましては冒頭申

し上げましたように、これは見通しですから、ここについては特に議会としては触れる、町が

そのように見通しているわけですから、どうのこうの言うことではないですよね。  

 それで、第６章、非常にページ数が限られております。101 ページ、102 ページの中で１節、

２節、行財政運営のガイドラインと進行管理と公表、この２点について述べているのですが、

ここでのご意見を伺いたいと思います。ございませんか。 

はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） これと直接は関係ないかもしれませんけれど、関係あるかもしれませ

ん。ということは、今財政が、白老がこういう状況になったのが、町長の言葉で言えば「過去

に身の丈に合わない事業をどんどんした。」と。それから特別会計や何かも「言うがままに放置

しておいたからこういうふうになったのだ。」と。もう一方では、「議会も責任があるのだ。」と、

町長、常に言っています。それでは、町民の方々も「議会のチェックが甘いから、チェックを

きちんとしないからこのようになった。」こういう意見があります。 

 そこで私は、現町長がこういうふうになった大きな原因の一つ、過去の行政運営をあげてい

ますよね。議会としては、そういう話は言っていないですよ。議会側としては、なぜこうなっ

たか。それから、チェック機能が甘かったと絶えず言われます。ですから、このチェック機能

が甘かった、議会にも責任があるという部分は、どのような責任があったのかと。このことは

やはり議会全体できちんと話し合って、「こういう部分が、議会がちょっと足りなかったよ。甘

かったよ。」と言う部分が、例えば、そういう答えを出さなければならないのではないかと思う
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のですが。例えば、この間の議会との町民懇談会の中である方が、議会の責任もあるのだと言

っていますよね。こういうことに答えることって、必要ではないかと私は思うのですよね。全

体の、特別委員会の中で。 

○委員長（及川 保君） 今特別委員会でも、当然それはやっていく議論をしていかなければ

ならないと、こういうような考え方で委員長としてはおります。 

 それともう一方で、前議会の特別委員会の中でも、実はかなりの議論をされておりまして、

当然前議会の意見も踏まえて議論をしていかなければならないと。これはきちんと議論をして

まとめたいと思います。議会の責任をきちんとこの特別委員会で議論すべきと、こういうご意

見でございますので。  

○委員（松田謙吾君） 私は、責任と言っているのではないよ。責任があるというのであれば、

どこになったのかと。私は、どちらかというと責任はないと思っている。前から言っているよ

うに。だって、議会というのは１円の予算の権限もないし、それからいくら反対しても何して

も、予算書１冊、最後に決まるだけ。共産党がいつも差し替えをすれと言っても、賛成多数で

決まらない。一度も決まらないわけだよ。これで、議会チェックすれと言っても、全部してい

ますよ。大渕委員だって、一般質問のたびに財政の問題随分やっていました。でも、作田前助

役とか、弁者に全部はねられて、うまく曲げられているだけなのだ。 

 そういう面では、やはり議会なりの、なぜこうなったのかと言われるわけだから、それをや

はり検証すべきではないのかなと私は思うのです。  

○委員長（及川 保君） その部分についての議論も、前特別委員会の中でもかなりされたの

ですけれども、今回もまた、後段の部分では必ずやらなければまとめきれないという部分があ

りますので、それもきちんとやっていきたいと思います。 

はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 言っていいのかどうかわからないのだけれど、振興公社の見直しとい

うのは、町でも言っていないのです。ただ、勤めている人は皆町民なのですよ。ここがすごく

ひっかかっているのだけれど、本当に今の事業の中身で振興公社がやっていいのかどうかと、

やっていいという事業もあるとは思うよ。だけれども、もうそろそろ、僕は振興公社の体質を

考えるべきではないかと思っているのですよ。 

 それは、誰がやっても絶対利益が出る仕掛けになっているでしょう。だって、掃除だって何

だって、みんなそうですよ。それだけ乗せて渡しているのだもの。民間委託がいいかどうかわ

からないし、どうすればいいのかは町民が働いているということで言えば別ですよ。だけど、

もうそろそろ考えなければだめなところにはきているのではないかと。非常に悪い言葉で言え

ば、温泉以外はほとんどトンネルですよ。だから、どういうふうに議論をして、どういう結論

を出せばいいかというのは私もよくわからないけれど、町も言っていないのはそこなのです。  

 だって、利益が出るのは当たり前でしょ。働いている人どうするかというのは、議会は一所

懸命考えなければだめだよ。働いているのは町民なのだから、町民でない人はほとんどいない

からね。だから、その人たちがきちんとできるような形の中で考えたらいいのではないかなと、



 ３８ 

僕は思いますけれども。  

○委員長（及川 保君）  はい、12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） そのことで、私も思っているのですが、確か 3,000 万円くらいの残高

あるのです。あるはずです。2,000 何百万円か 3,000 万円。こういう厳しいとき、全部まちは

基金を崩しているのだから、あのような金は取ってしまって、やはり財政に使ったほうがいい

ですよ。もう、使うべきです。今、大渕委員が言うとおりです。まったく。赤字も黒字もなら

ないような仕組みをつくっているのだから、あの金は町の金ですよ。ですから、あの金は取っ

て使うべき。町の財政に繰り入れるべし。 

○委員長（及川 保君）  そう結論づけないで、きちんと議論をしましょう。  

○委員（松田謙吾君） そういう意見があったということを入れてください。私はそう思って

いる。前から思っている。3,000 万円くらいあるはずなのです。 

○委員長（及川 保君）  はい、14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） はい、14 番、氏家です。振興公社の話が出たので、この章で言う話で

はないのかもしれませんけれども、僕、やはりこれだけ今、いろいろな町民の負担がふえてい

く中で、一つでも、今まで町民が努力してきたことについての、何かがないといけないような

気がするのです。還元されるべきものがね。ふえるものはしようがないと。何とか協力しよう

と。でも、この部分については何とかならないのかということが、一つでも組み入れられるこ

とが必要なのではないかと思っているのですよ。 

 何を言いたいかというと、例えばごみ処理事業の、今回バイオマスをやりますよね。その中

で例えば今、40 リットルの大きなごみ袋ですか。あれが確か 80 円ですか。これずっとやって

きているわけですよ。年間 4,500 万円くらいの有料化したことによっての収益が上がっている

のです。 

 今回、燃料化施設することにあたって、年間 7,000 万円くらいの経費削減になってくる。そ

の中でいくらかでも町民に還元できる部分がないのかと思ったときに、やはり一番目に見える

のが日常生活で使うものなのです。例えば 10 円安くなるのか 20 円安くできるのか、まだわか

らないけれども、振興公社の、例えば環境衛生センターでかかっている経費というのは 2,400

万円あるのですよ。それから委託料だとか役務費だとか需用費だとかを含めれば、大体 4,500

万円くらいあるのですよ。 

 燃料化施設ができたことによって、果たしてこれからの環境衛生センターが、現状維持型と

バイオマスの燃料化施設ができたあとの維持経費、一緒ですからね。一緒で、今回のこのプロ

グラムの中で組まれているはずなのです。だから、そこの見直しというのは、絶対僕、必要だ

と思うのです。環境衛生センターが、これからどこまでの役割を示していかなければならない

のかわからないですよ。ただいずれにしても、今７人体制くらいでやっているのですか。例え

ば給与費にしても何にしても、民間委託した場合のことを考えたりしたときに、抑えられる部

分というのは出てくると思うのです。これは環境衛生センター一つだけのことを言っているの

です。振興公社に委託している部分の全体像から考えていったときに、もっともっとここで考
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えられることがあるのではないかと思うのですよ。  

ですから例えば、今回のバイオマス燃料化施設の運営主体だってどこでやるのかまだわかり

ません。これだって今までグリーンビジネスの関係で取り組んできた業者さんがたくさんいま

すよ。そういった業者さんで組合をつくってやってもらうだとか。そういう考え方だって必要

なのではないですか。  

だから、委託するということは、効率が悪いと言うわけではないのでしょうけれども、例え

ば、大渕委員も言っていたけれど、損をさせないやり方。どこが損をさせないのか、どこが基

準なのかは別にして、これはやはり民間にやらせることによって、そういったところの経費の

削減を図っていかなければ、今のままの状態でこのプログラムをやっていったら、絶対上がる

ことばかりしか出てこないのですよ。そういったところを考えて、僕たちまだ勉強しなければ

ならない部分があるけれども、その辺考えてみてはどうかなと思います。  

○委員長（及川 保君）  そうですね。細かいところもこれから、こういった意見がきちんと

反映されるようなことを考えていかなければ、議会の使命は果たせないということなのでしょ

うね。 

ほかございませんか。なければ、本日の会議はこのあたりにとどめて、皆さんから出された

ご意見を、小委員会の中でどういう形で進めていくかというのは議論したいと思います。そし

て、次回の委員会もここで決定したいと思いますので、各委員の皆さんにはこのことをご了承

願いたいと思います。よろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  まだ閉じていませんからどうぞ。  

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 議会で財政健全化に関するガイドラインを検討すると言っていました

よね。そして、「仮称白老町財政健全化条例」制定の検討を行うということで、これは今回具体

化するという方向性にある・・・、僕がこういう言い方をしていいのかどうかわからないけれ

ども、その辺はどうなのですかね。 

 それで、前も出ていたけれども多治見市などは、完全に条例化してしまっているのですよ。

一つのガイドラインの数値もつくって、それでチェックしていっているのです。そういうこと

が、逆に議会で、この前の町の考え方では目指しますというけれども、目標時期を設定してい

なのですよ。そうするとこれ 10 年間ですから、その間につくるのかどうかわからないけれども、

逆に議会が、昨年こういうことを言っているのであれば、政策研究会を入れた中においてです

ね、町とすり合せをしながら条例化を提案するくらいの考え方を持つ必要があるのではないか

と思うのですけれども、去年は去年で、そういう提言をしていればそれでいいのかどうかわか

らないのだけれど、今回そういう歯どめをかけるというか、せっかく議会改革をやっていてそ

ういう中にうたっているのですから、せっかくの機会ですからガイドライン条例化を提案する

くらいの行動力があってもいいのかなと思うのですけれども・・・、多分皆さん多治見市を見

ていると思いますけれども、かなり市側ともすり合せをやっていっているはずなのですよね。  
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 そういうものをつくる、それで毎年議会に上がってきますから、そういう部分で検証すると

いう一つの目安になっていればどうなのかなと思うのですよね。意見として。  

○委員長（及川 保君）  議会がこのプログラムを含めて、今後のまちづくりについてチェッ

ク機能を果たしていくと。責任を果たしていくということであれば、前田委員が言われたこと

については、これ大変重要な部分なのだと思うのです。今の状況の中で、当然、この終わりの

段階では、きちんと議会の対応というのは、チェックも含めてどうするのかというのは決めて

いくのだけれど、このあたりがなされない限り、多分チェック機能も充分果たせないという状

況が、今後も続くということになり得ると思うのです。ですから、今前田委員が言われたよう

なことも含めて、今後議論すべきだと、していくべきだというふうに私はとらえていますので、

どうなっていくかは別としましても、いずれにしてもチェックをきちんと果たすのだというこ

とは、当然全委員の皆さんも、そういうとらえ方をしていると思いますので、今の意見も踏ま

えて進めてまいりたいなというふうに考えます。皆さん、どういうふうに考えているかも大事

なことなのですけれどもね。わかりました。  

はい、前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） ぜひ、検討大事かなと思います。局長、勉強していますので、多治見

市の条例だとかまとめたものがありますので、もしありましたら皆さんに参考資料で配布して

もらえれば、参考になると思うのです。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。ほかございませんか。ございませんね。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） そでれは、本日の会議をこれで終了したいと思います。どうもご苦

労さまでした。 

（午後 ２時４３分）  


