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◎開会の宣告 

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

（午前１０時０２分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 最初に町側から、このプログラムの中で数値が変更になったと言い

ますかね、病院とかいろいろな部分で数値が変更になった部分がありますので、その説明をし

たいということでございますので、その説明を受けたいと思います。山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） お手元の資料としてですね、「新たに示された健全化判断指

標基準等に基づく連結実質赤字比率の推移（速報値）」というのが配られていると思いますが、

それに基づいてご説明する形になります。 

これに関しましては、従前から解消可能資金不足額の算定方法が明確になっていないという

のと、もう一つは土地収入見込額の算定方法について、この２点が、基準が示されるのが遅く

出ておりました。それで、基準が示されて当町で試算した結果の速報ということでご説明をさ

せていただきます。まだ、これについては確定というわけではございませんが、おそらく大幅

に変わるものではないというふうに考えてございます。これに基づきまして、連結実質赤字比

率については、当初の見込みよりかなりよい数値になっているところでありますが、基本的に

は赤字総額というのは変わるものではございません。したがいまして、平成 17 年度決算におい

て、当町の指数等が全道で５番目という報道はされているのをご承知だというふうに考えてい

ます。それで、このときに全道で赤字額を計上しておりますのは 21 自治体でございます。当町

におきましては５番目。その次の６番目の自治体とのポイント差は 16 ポイントほどございます。

ですから、かなり差が開いているという状況にございまして、今回、速報値に基づいてご説明

するわけですが、実質的には数字が変わったとしても赤字の部分については改善されるわけで

はございませんので、その部分は十分ご承知していただきたいなというふうに思っています。

それでは、大黒主幹から説明させていただきます。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、今、室長からお話がございました、今回、現

在の改革プログラムを策定した段階では、解消可能資金不足額及び土地収入見込額につきまし

ては、正式な国からの基準等が示されていない状況でつくったということでございまして、そ

の後ですね、正式なものが国から示されたという部分を考慮した形で指標関係がどのようにな

るかということを今回ご説明するものでございます。 

 先立ちましてですね、まず、病院の関係なのですが、これも委員の皆様にはご説明している

とおり、病院特例債を借りるという方向で現在進めているということをご説明してございます

ので、これを借りるという前提の中で指標がどうなるかというのをつくっております。 

 まず、「? 病院特例債を借り入れした場合の収支見通し」ということで、上段の表 28、これ

につきましては、プログラムの 34 ページに示してございますものと同じでございます。あくま
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でも現状延長型の数値ということでございます。それに対しまして、次の表 77「病院会計にお

ける対策額」。表 77 ダッシュにしてございますが、プログラムでは 84 ページでございます。こ

こではですね、プログラムに示した対策のほかに病院特例債を 20 年度に３億 6,000 万借り入れ

るという対策でございます。なお、その償還につきましては、21 年度以降６年間で 6,000 万ず

つ毎年返済するということをここで示してございます。あとは変わりございません。このよう

な借り入れをした場合にですね、表 88 ダッシュ、これにつきましてはプログラムの 95 ページ

に示しているものとの比較になりますが、不良債務解消につきましては、平成 26 年度変わりご

ざいませんが、20 年度においては３億 6,000 万借りるということで、この部分、指標がよくな

るということになります。以下、毎年 6,000 万ずつ下がってきますが、このプラスの部分で指

標が改善するということになります。まず、これが病院特例債の部分でございます。 

 続きまして、２ページをお開き願います。それでは、今の病院特例債を借りるという状況の

中で連結実質赤字比率がどうなるかという部分が表 91 ダッシュで示しているものでございま

して、病院会計の部分をこの借り入れた数字に入れかえてございます。このほかは変わりござ

いません。プログラムでは 97 ページに示したものでございますが、比較としまして、借り入れ

た部分がそれぞれ数値としてあらわれるということになります。表 91 ダッシュにつきましては、

あくまでも土地収入見込額等を控除する前の数値ということで、これから、その数値がプログ

ラムと若干違うという部分をご説明いたします。 

 次に、「解消可能資金不足額の算定方法」ということで、ここにお示ししている部分につきま

して、プログラムでは 36 ページで示しているところでございますが、ここでこれまでの考え方

と違ってございますのは、各年度の元金償還費と各年度の減価償却費の差額をどこまで何年間

見るのかというところが国ではまだ示されていなかったと。道の調査等もございまして、それ

を５年間としてプログラム上反映させておりましたが、今回の国から示された基準では、45 年

間、この部分をカウントしてよろしいということになったものですから、その部分、数値がふ

えてございます。変わったところはそこでございます。 

 それから、続きまして「土地収入見込額の算定方法」でございますが、考え方はプログラム

で示した部分と変わりございませんが、実際、土地を評価するにあたりまして全部の七通りの

算定方法があるのですが、その中で各自治体で有利な方法を取り入れて構わないということに

なってございます。そこで今回はですね、一番有利な方法ということで固定資産税の評価額を

もとに調査した数値を使ってございます。 

 まず、石山工業団地でございますが、これを使いますと若干、石山工業団地と特別工業団地

は単価は上がるわけでございますが、石山工業団地にある現状のまま販売する土地、これが若

干前回の資産とは下がることになりまして、トータルとしては 500 万円程度実際プログラムよ

りも下がるということになってしまいました。 

 しかし、臨海部土地造成事業につきましては、21 年度までは販売見込額による評価方法を用

いて、なおかつ、22 年度から固定資産税評価額を調整したものを用いるという二通りの考え方

を用いることによって、プログラムで示した数値よりもさらに高い資産が見込まれるというふ
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うになります。 

 結果としまして、３ページの表 32 ダッシュで示してございます、まず、下水道の解消可能資

金不足額につきましては、プログラムの数値と比べて１億 900 万プラスとして働くということ

になります。それから、工業団地会計の土地収入見込額につきましては、先ほど申しましたと

おり 500 万のマイナスということになります。また、臨海部土地会計につきましては、21 年度

までは毎年数値が違いますが、19 年度で１億 6,600 万、20 年度で１億円と。22 年度以降は 1,700

万の増という形になる見込みでございます。 

 これらの数値を連結実質赤字額の推移に当てはめたものが４ページになります。この表につ

きまして、プログラム上では 98 ページに示しているところでございますが、このような形で計

算しますと、下から３段目、連結実質赤字比率、19 年度が 18.6、20 年度が 14.8 と、こういっ

た形に変わりまして、プラスに転じるのが、これまで 25 年度としていたものが一年早まりまし

て 24 年度に 2.1 ポイントという形になります。比較については記載のとおりでございます。 

 「? 連結赤字額の推移」ということで、先ほど室長からもご説明あったとおり、比率が今回

下がったということでございますが、赤字額は変わるものではございません。しかしながら、

病院会計の部分、特例債を借りることによって若干赤字が変わりますので、その部分につきま

しては、表 89 ダッシュでお示ししているとおりでございます。あくまでも 28 年度において赤

字額はゼロになると。この辺はプログラムと変わるものではございません。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 説明が終わりましたが、さらに質疑を行いたいと思います。ござい

ます方はどうぞ。説明を受けた直後ですので・・・。いかがでしょうか。ございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今、プログラムのを教えていただいたのですけれども、正直言いまし

て、今、数字とかそういう形でバーっと言っていただいたのですけども、頭の中でそれが具体

的にどういうふうに理解していいのかがよくわからないものですから、もう少しかみ砕いてわ

かりやすく説明していただければありがたいなと。個々のものがこうやって数字だけでバーっ

ときてしまったので、個々それぞれにとらえ方が違ってくると思うのですけど、その辺どうい

うふうにとらえていいのかちょっとわからないものですから、できれば、もし、もう１回説明

をしていただけるような感じでわかりやすくお願いできればありがたいのですけど。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 申しわけございません。一応、資料に沿って説明をさせ

ていただいたのですが、基本的に下水道の解消可能資金不足額ですとか、土地の収入見込額、

この辺につきましては実際、赤字が減るわけではないということながらも、指標を下げる効果

として、いわゆる黒字要素としてカウントできるということなものですから、これが多くなれ

ば多いほど比率は下がるということになってきます。 

 それで、今回ご説明した部分では、下水道につきましても、土地の収入見込額におきまして

も、プログラムで示した金額よりも、今回新たに国の示された基準をもとに算定した結果、黒

字要素がふえるよという内容になったということでございます。そのようなことから、４ペー
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ジにお示ししている表 93 の下から２番目と３番目を比較していただきたいのですが、実際、下

から２番目の「連結実質赤字比率Ｐ案」というのは、これはプログラムで示した数値というこ

とでございます。今回、新たに試算した部分がその上段の「連結実質赤字比率」ということに

なります。ですから、例えば 19 年度は、プログラム上は 23.0 という数字をお示ししていたの

ですが、今回の試算によりまして 18.6 になるよと。以下、20 年度は 23.9、ここが一番危ない

とされていた年なのですね。それで、病院の特例債を借りることによってぎりぎり 19.4 という

早期健全化基準をクリアできるかどうかの微妙なところですよというお話をさせていただいて

おりましたが、今回は 23.9 が 14.8 になると。ということはですね、早期健全化基準 19.4 とい

う部分に対しまして、約５ポイント弱下回ると。５ポイントと言いますと、３億円程度。です

から、まだはっきりしたことは言えませんが、多少いろいろな交付税の状況ですとか、町税の

状況ですとか、そういった部分がプログラムと比較してかなり減額されたというような状況が

あっても３億円程度の中の増減であればですね、何とか早期健全化基準をクリアできるような

数値になったということを今回お示ししたものであります。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ということは、つまり、国が早期健全化基準にのっとって、例えば７

年間のこういう対策額をしなさいと。それはクリアできたと理解してよろしいのですね。そう

したら、あくまでも今回、これからやろうとしているのは白老町独自で、考え方でやっていけ

るというふうに理解してよろしいのですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 断定的なことは言えませんけど、現在の試算する数値を

見れば、今、委員がおっしゃるとおり、国に健全化計画を立てて提出するということは必要な

いと。あくまでも今回のプログラムに基づいて淡々と対策をやっていくというような状況にな

るということでございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つはね、その条件として、病院特例債３億 6,000

万が借りられるということが最大の条件ですよね。３億 6,000 万がなければ、当然、今の 14.8

というのはもう難しいわけです。そこの見通しが一つどうなっているかということが１点。 

 それから、今のままでいったら、公営企業会計における資金不足比率について言えば、結果

として３億 6,000 万借りた場合の病院、それから解消可能資金不足額の下水道、それから工業

団地はちょっとまずいかもしれないけども臨海部、ここら辺あたりは資金不足比率の関係で言

えばどうなりますか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず１点目の特例債の借り入れの関係でございますが、

現在、道のほうといろいろ病院の特例債の借り入れにつきましての打ち合わせをさせていただ

いておりますが、まだ、感触としまして、具体的な改革プランの関係もこちらで示しているわ

けではございませんので、ここではっきりしたことは申し上げられませんが、私個人的な感触
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としましては、胆振支庁あるいは道庁のほうも非常に、逆に親身になっていただいていると言

いますか、借り入れに際していろいろ情報を提供していただいたりとかそういった部分はござ

いますし、逆に白老町のこのような状況を心配していただいているということからすればです

ね、借り入れる際にはかなり道としてもバックアップしていただけるのかなというような気が

してございますので、全く不可能ということではなくてですね、改革プランの内容によってで

すね、今の考え方をそのまま示せばですね、３億 6,000 万の数値は借りることはかなり可能性

としては高いのではないかというふうに考えてございます。 

 それから、公営企業会計の資金不足比率の関係でございますが、まず、病院につきましては、

現在、この３億 6,000 万を借りたとしても資金不足比率の基準の 20％、これはクリアできませ

ん。それから工業団地も厳しいです。それから下水道につきましても今回の解消可能資金不足

額が約 1 億程度上がったということでございますが、これについてもクリアすることは厳しい

数字になってございます。ただ、臨海部土地造成事業会計につきましてはですね、現在、土地

収入見込額がかなり高く見込めることになりまして、現在の赤字額よりも土地解消可能資金不

足額のほうが多いと、いわゆる評価した土地の価格のほうが高いという結果が出てございまし

て、それでは、そこの資金不足額はというと、ゼロと。実際はプラスに転じるのですけどゼロ

というカウントになりますので、19 年度においてはですね、20％をかなりクリアしている状況

でございます。ですから今後はですね、その赤字額の増とそれに対して繰り出しをする関係と、

それと、土地評価額がどのように変化していくのかというものを微妙にそれぞれ見ながらです

ね、ある程度 20％内でクリアさせるような数値の持っていき方ができるのではないかというこ

とで、今、その辺をちょっとシミュレーションしている状況でございます。ですから、これも

まだはっきりしたことは言えませんが、おそらく、ここ数年は 20％を超えるということにはな

らないのかなというような感覚を持っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ということは、下水道についてはね、解消可能資金

不足額で見てくれるのが 45 年に、減価償却を見るということになりましたよね。これについて

は動きませんよね。そして、臨海部と工業団地は土地の評価額ですから、これは毎年動いて計

算し直すというふうなことで対処しなくてはいけないのかどうかということが１点です。 

 それともう１点は、もちろん赤字は何も減っていないわけですから、対策額でとらなかった

ら、すぐだめになるということは十分わかります。ただ、そこで今の変わった状況で言えば、

お金を特別会計のどこに突っ込むかによって、資金不足比率の部分のある意味で好転が図れる。

例えばですよ、今、病院の何だか計画をつくりますよね。そこに例えば集中的に突っ込むとい

うことにすることによって、そこの不足比率は脱却することはできますよね。そういうことに

よるメリット含めて考えて、そういうような政策的なお金の入れ方を今の計画とは違った形で

入れるというようなことは考えていますか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、下水道の解消可能資金不足額につきましても、プ



 - 8 - 

ログラム上は毎年同額というふうに見込んでございますが、実際のところは償還額は毎年変わ

りますので、減価償却も変わりますので数値的には同額ということにはならないとは思います。

ただし、そんなに下がるとか上がるとかということなしにですね、ほぼ、この程度の額である

一定期間推移するのではないかという、下水道との打ち合わせの中でそのような見解を示して

いるものでございます。 

 それから、土地収入見込額につきましては、今、大渕委員おっしゃったとおりですね、確か

に毎年数値は変ります。特にですね、臨海部土地造成事業会計で今回新たに評価の方法として

使っている販売見込額による評価。これにつきましてはですね、毎年、低減率を設けるという

ことなものですから、実際、土地が売れなければ、毎年、評価額は下がっていくという状況に

なります。ただし、これも 22 年度から固定資産評価額を調整という違う評価方法に変えており

ます。なぜかと言いますと、そのまま売れなければ、最初の販売見込額による評価ですと、ど

んどん下がっていってしまうと。限りなくゼロに近づいていくという状況なものですから、そ

れを途中で固定資産税の評価額を調整する手法に変えているという状況なのですね。それで、

この固定資産税評価額は３年に一度の見直しでございますので、確かに３年に一度、評価額が

変われば、この数値も変ることになります。ただし、３年間は基本的には同額で推移できると

いうようなメリットがあろうかと思います。 

 このような状況で、先ほど申しましたプログラムで示した繰り入れ先、繰り入れ会計を必ず

守るのかという、逆に言えばですね。そういうことではなくて、確かにいろいろな微妙な状況

の中で 20％を超える、超えないという状況が出てきます。ですから、プログラム上で示した数

値であっても、そのときに何とか 20％をクリアするために、その会計に逆に多く繰り出すとか

そういった調整は実際の予算執行の中では出てくるというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。公営企業会計の３会計が今のところ 20％に引っかか

る可能性が高いということなのだけれども、実際、国はどんな形でここの再生のための計画を

つくったり、それから、外部監査を入れたりということは、具体的にどんな形でやってくると

いうのは決まりましたか、と言ったらおかしいけど、やり方は、こうやるよというのは決まり

ましたか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 法律に基づいて外部監査を入れるということは法律上示

されてございますが、それ以上の、どういった時点で、どのような形で、あるいは経営健全化

計画を何年間でどのような形でつくるのかという部分についてはまだ示されてございません。

以上です。 

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

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これを見ますとね、要するに健全化団体は３億 6,000

万借りることによって脱却できるのですよね。健全化団体も脱却できると。これを見ただけで
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判断すると極めて危険だというふうに私は思うのですよ。赤字は何も減っていないのだけど、

国の緩和によってね、緩和かどうかわからないけれども、それによって数字だけが下がって、

財政健全化団体についてはもうこれで下がる一方でプラスになるのですよ。それで、赤字何も

減らないのですね。ですから、どこかで手を緩めれば、当然これはすぐリバウンドするという

のははっきりしていますよね。この数字だけで。ただ、非常に僕は危険だと思うのは、この連

結実質赤字比率が極めて下がっているというね。下がっていることはいいことなのだけど、そ

このところがもうちょっと危険度があるのだよと。赤字は何も減っていなくて、今の対策を取

らなければ、すぐ危険な状況になるというあたりをきちんと再度町民の皆さんなり、我々含め

て、わかるような知らせ方をしないとね。この数字だけをみると、全く安心、万々歳とならな

いかというふうな気がすごくするのです。そこらあたりの、単に赤字が減っていないのではな

くてね、先送りすれば何とかなるのではないかというような印象になりやすいのですよ。職員

の皆さん方もそうだし、我々もそうだし、町民もそうなると思うのです、この数字を見ると。

だから、そういうあたりは何か策、考えていますか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 広報の仕方についてはこれからだと思いますけれども、実

質的に、冒頭でお話したとおり、そういう印象を皆さんお受けになる可能性があるということ

で、実質的には本当に赤字の団体というのは北海道でも 21 団体しかないのですよと。その中で

も白老町は５番目と。５番目と６番目の間にかなり開きがあると。そういったことをやはり認

識してもらうことが一番だというふうに考えてございます。したがいまして、その辺のところ

はわかりやすくですね、再度、当然、９月には 19 年度決算に基づいて底打ち出す形になります

ので、合わせる形で広報の仕方については考えたいというふうに考えてございます。 

決して、状況が好転しているわけではなくて、連結赤字比率の試算の仕方が若干変わったか

ら、白老町有利に働いているという、これにしか変わりございませんので、その辺は十分、広

報等をやっていきたいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） もう一つ。今の答弁でわかりました。それでね、いくらそうやって言

っても、実質的な数字というのはかなりいい数字なのですよ、はっきり言えば。実際そうです

からね。ですから、そこで今度、逆にね、本当に赤字はあるのだけれども、自治体として残っ

ていく中で、好転をするという表現は非常に悪いから、そうではなくて、現状の中で改善でき

る指標、シミュレーション。これだけ連結実質赤字比率が下がったよと。そういう中で赤字は

これだけあるけれども、しかし、そういう中で自治体として改善できる点はあるよと。例えば、

何年後からでも結構です。そういうものの指標というのかな、シミュレーションというのは考

えられませんか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 新たな指標がいいのか、悪いのかはちょっと論議避けます

けれども。実質的には連結赤字比率と赤字額というものを明示することが一番わかりやすいと。
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連結赤字額は当然のことながら、ゼロになるのはここでお示しのとおりでございますが、ゼロ

になったとしても赤字額は残るという、その説明を十分したいというふうに思ってございます。

どちらかというと、連結赤字比率というのは試算状況によっては大分変わる指標でございます

から、それをもって説明することも重要でしょうが、これは国との関係で、健全化計画の絡み

でいえばそうだということです。ただ、行政の運営そのものについては、赤字を持っているか、

持っていないかということが重要な課題になってきますので、その辺のところは十分説明して

いきたいというふうに考えてございます。その関連で説明を行いたいということでございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田です。財政比較分析表の普通会計 19 年度分とか、18 年度

は 101 で赤字だったのですけども、今回そういうことになってきたときにですね、こういうよ

うな財政表というのですか、こういうものも当然変わってくるのでしょうか。どうなのですか。

そういうものは一切関係ないというふうに理解してよろしいのですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） その前に財政のほうからお示ししている資料ですね、そ

れにつきましては、今の健全化指標の今回変わったという部分に対して、その数値がまた変わ

るということにはなりません。それはあくまでも経常収支比率ですとか、実質公債比率とかと

いう部分につきましては、今回の見方が変わることによって変わるということにはなりません。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） それでは、今回示されたものというのはあくまでも、このプログラム

上だけであって、白老町の一般会計とかそういうところから繰り出したりとかそういうものは

何ら変わらないというふうに理解してよろしいのですね。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 病院のことについて、ちょっと伺いたいと思うのですが。先ほどの説

明で、道として改革プランをつくるためにはかなり協力的にやってくれているということなの

ですが、もちろん公的病院ということですから、不採算性のものをやっていくということで目

的とかそういったものは認められるのかなとちょっと思うのですが。今、広域的なもので診療

所化ということを示されていますよね、道の方針として広域化ということでね。その中での道

とのやりとりの中では、町は今のところは公的という感じでやるようになっていますね。病院

という形ですよね。そういったものの向こうの対応というのは、そういうことに対して問題意

識がないのかどうなのか、その一点。 

 それから、その広域的なものは今後、改革プログラムを出すために、プランを出すためには

再編ネットワークの形態がもし、はっきりしなければ、それを入れることも必要になってくる

わけですよね。だけど、町立病院は今回、案ですけども、一応そういうふうにしていきたいと

いうことで出したことで、提出していくということになるのだろうと思うのですけども、これ

はあくまでも９月までそういった形で出すということなのか。それとも、広域ネットワーク化

で５年間をめどにある程度明確にしていくということになっていますよね。５年の猶予という
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のがありますよね。そういったものに関して、今後、病院運営の中で小規模老健施設も 500 万

くらいの黒字になるという見込みもしていますけれども、初めてのことですよね、この小規模

の老健というのはね。そういった中での数値的なものが本当に確保できるというものの保証と

いうか、担保されるものがあるのかどうなのかね。そういったものもこのプランの中に計画と

して入れていくようになるのではないかと思うのですが、その辺の数値的な担保できるものと

いうのを明確に。病院も 60 床にして、10 年後 9,000 万の赤字で済むということになっていま

すよね。そういったものの数値を示していく、その数値的な担保、これは町民説明会でもすご

く不安視されたのですが、本当にそういうことの数値だけで大丈夫なのかというものもちょっ

と出たのですね。それを担保するものはどういったものがあるのかということもちょっとあっ

たものですからね。そういったことを今後プランを出して、この病院の特例債を使うというこ

とになると大きな課題になってくるのではないかなというふうに思うのですが、その点はどの

ようにお考えになられたのか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） まず、診療所化のお話ですが、これについては道の本庁、

支庁、保健所のほうで町の考え方はご説明し、了解をいただいているところであります。モデ

ル事業というか、白老地区の検討会議の中では、基本的にはあの中の報告書というのは、バラ

ンス上ですね、収支上は診療所化が望ましいと。ただし、最終的な判断については白老町が行

うものですよという考え方は本庁も支庁も保健所も変わるものではございません。あくまでも

当町が判断し、決断を出したことについては尊重するという立場でございます。 

 それから、ネットワークの関係でございますが、今、東胆振圏域の中で１回目の協議会が持

たれまして話されております。それで、今後どういうふうに協議をしていくかということを次

回の協議会の中で提案されるという形になっています。最終的にはですね、今、一部日高支庁

管内の医療機関も入ってきておりますので、その取り扱いをどうするという話だとか、民間の

医療機関をその中のネットワークの中に組み込むべきなのかどうなのか、その辺が２回目以降

の協議になってきて、具体的な協議がされていくのかなというふうに思っております。 

 それから、担保の関係でございますが、従前、病院の試算したときには現状での試算ですよ

ということです。そうでありますので、実績に基づいた試算になっていますので、数値が悪化

するということであれば、これは当然下がるという形でございますが、ここ何年間の推移を見

ていく限りにおいてはですね、十分その数値を使って運営できるものというふうに判断をして

おります。ただ、改革プランとの関係からいえば、現状維持型では改革プランになりませんの

で、当然その数値を上げるというのが改革プランの一つの目的になりますから、その辺は今後、

十分精査しながらやる形になります。ただ、町民の方がやっぱり使っていただくというのが一

番の担保でございまして、それに向けた形での病院のやっぱりあり方といいますか、そういっ

たものが重要になってくるのかなというふうに考えてございます。ただ、現在の計画の病院運

営をお示ししたものについては、現状での延長型でございますので、その辺では十分無理のな

い試算になっているということだけはご理解を願いたいというふうに思います。 
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○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私の頭の中でまだちょっと整理できていないのですけど。病床の交付

税ありますよね。それが１ベッド大体 50 万という計算ができるということでしたよね。すると、

小規模型老健の部分の 29 床というのは、それは対象外になるのですか。だから、あくまでも

60 床に対しての部分としての計算をしていく。それから、29 床に対してはほかの何かがあるの

か、ないのか。対象になっているのか、なっていないのか。ちょっとその辺、私の中でちょっ

とどちらなのかなと思っていたものですから。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 交付税の基本的な考え方は医療機関に対して出されるとい

うものでございまして、老健施設は介護保険施設になりますので、当然それは含まれないとい

う形になります。介護保険施設でありますから、介護報酬を基準に考えて試算をつくっている

ということでございます。ですから、例えば特別養護老人ホームでありますとか、その部分で

の同じ介護報酬額の基準を使いながら試算をしているということでございまして、全く医療機

関と介護保険施設と別物という考え方でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） それでは、あくまでも小規模の老健施設に対しては、医療処置をした

分は入ってくるけれども、介護の部分は介護のほうから入ってくるというふうに考えていいと

いうことですね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 老健の中では医療行為の保険点数が介護報酬の中に含まれ

ているという考え方です。ただ、ちょっと密度が濃いために介護報酬の単価が若干高めに設定

されているということでございまして、あと、特別な医療の部分についてはですね、一部医療

保険が使えるよという部分がありますが、これを参酌しますと計算上が大分狂ってきますので、

安全としてですね、その部分の収入は見込まないで計算をしておりまして、介護報酬のみで試

算を立てているものでございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。 

 この一点だけですかね、町の説明は。暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４８分 

                                         

再開 午前１０時５９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。 

 ７月２日にこの特別委員会の小委員会を開催いたしました。日程の部分を消化して皆さんと

議論を交わしてきたわけですけども、なかなか特別委員会の中身、いろいろ議論された中身を

特別委員会でまとめていくと、議会としての姿勢を示すということになっているのですが、そ

の辺の議会としてのまとめの部分がなかなか深まらなかったというふうがありまして、皆さん

のお手元に今、配布されておりますとおり、各会派の中でどのような、それぞれの議員の考え
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方も含めて提出いただくようになりまして、その方向で今、進めておりました。けさ、それが

まとまって、今、提出されております。きちんと活字になっておりませんので、出た直後なも

のですから、そのままの形で実は皆さんのお手元に配布されておろうかと思います。 

 それで本日、町側も含めて中身について、今、調査事項として、新財政改革プログラム案に

対する追加質疑について、今、町側が見えておりますのでその部分についての質疑を行いたい

ということですね。 

 それで、先般の特別委員会の中でも皆さんから出されました４点ほど大きな項目があったと

思います。例えば、振興公社の民間委託含めたあり方について。それからもう一つは、環境セ

ンターの運営方法と振興公社の役割。これは今、１つ目のところと重複する部分ありますが。

もう一つは人件費補助団体ありますね、この大型の人件費補助を含めた補助団体に対する考え

方ですね。それからもう一つは、浄水場の水源の統合は考えられないのかと。これは大きな問

題でありますのでね、きょう、町側が出席しておりますので、この大きく４つの部分について

質疑を、考え方を聞きたいと。それともう一つ。せっかく、今ここに町側も見えておりますの

で、そのほか、ここで聞いておきたいということがありましたら、ぜひ、本日の会議で質疑を

行っていただきたいというふうに考えておりますのでご理解を願いたいと思います。 

 １つ目の振興公社の民間委託化について、あり方も含めて町側の考え方はどうかお聞きした

いと思います。大渕委員でしたか、この部分についてね。きちんと整理して聞いていただきた

いというふうに思います。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。振興公社の問題については、僕が思っているのは、もう少

し運営自体を見直す必要があるのではないかという意味です。それで、できた経過等々もござ

いますけれども、そういうできたときの状況というのはいろいろなことがあって、あそこも会

社更生法の問題とかありましたよね。そういう中でどうしても利益を出さなければいけないと

いう形で設立したような記憶をしているのです。それで、そういう状況はもう終わってしまっ

たのではないかと。そうであれば、今、町が仕事を出して必ず利益が得られる仕組みになって

おり、なおかつ、そこからその利益が還元もされているという状況の中で、今の財政状況の中

でね、ここを見直す必要があるのではないかという意見であります。ただ、勤めていらっしゃ

る方は現場も公社そのものもすべて町民の方ですから、そのことを全く僕は無視して、これは

前回も言っていますけれども、無視してやりなさいというようなことを言っているのではない

のです。そこは十分承知しています。しかし、そういう今まで振興公社が果たしてきた新たな

展開がなければですね、振興公社がやらなければいけない中身なのかどうかと。町民の方々が

同じ状況で勤めたりすることができればですね、振興公社はやっぱり違った側面、違った任務、

違った仕事があるのではないかと私は思います。経費等、必ずそれだけオンして出すわけです

から、本当にそういうことが今のまちの状況からいって適切かどうかと。今回の財政改革プロ

グラムの中でも議論はされていたかもしれませんけれどもね、ここには触れられておりません

ので、ここはやっぱり私ね、一度、町民が勤めているということは考慮に入れた上で考える必

要があるのではないかと、こういう意見であります。 
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○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 振興公社につきましては、いろいろ町に貢献している部分もありま

すし、また、町内の方々が、70 名弱の人が働いているという状況でございます。こういったこ

とを振興公社ではなく、一般の民間の企業にやらせてはどうかと、こういったご意見というふ

うに承りました。民間にやった場合に安くあがるだろうという想定のもとのご質問というふう

に承るわけですが、これは非常に難しい部分があります。民間に委託した場合にですね、特に

病院の食材、あるいは給食センターの食材についてですね、地元からそれを購入してもらえる

のか、こういった問題も出てくると思います。そうしないとですね、振興公社よりも何百万と

いう単位で経費節減にはならないという部分もあります。そういったときに、本当に安全・安

心の給食が提供できるのかと、こういったこともきちんと検証した上でやる必要があるという

ふうには考えております。これは非常にやっぱり慎重にやっていかないとですね、やった後に

失敗したということにならないように、これも一つ検討する課題ではないかというふうには考

えております。 

 あとですね、振興公社は今、ポロト地区ですね、２億 3,000 万の銀行からお金を借りており

ます。元金を返済することはできない状況ですが、金利についてはですね、ポロト温泉の多少

の利益を上げながら金利を返済して、いわゆる立てかえという状況でやってきております。若

干、余剰金がある中で、今、金利が上がっています。２億 3,000 万で年間 437 万ぐらいですか、

こういった年間の金利がかかっております。これはすべて立てかえをしている状況でございま

す。今、資金、資本金ですね、400 万除いて約 2,900 万の余剰金がある中で、今、2,600 万ほど

立てかえをしておりますが、その余剰金が 2,900 万で 800 万ほど立てかえ、実質的には 2,000

万ほどの余剰金と。それで今後、これをまた金利の立てかえというふうに振り向けていくと。 

 また、ポロト湖の施設がですね、これも大分古くなってきております。これの補修費。こと

しはサミットがあるものですから屋根は塗りかえておりますけれども、そういった運用資金に

も活用している状況でございますので、やっぱり若干の余剰金は持ちながらですね、町のため

に振興公社としての役割は果たしているつもりでございます。 

 また、振興公社のあり方として他の事業についてもですね、検討すべきではないかというよ

うな、そういうご意見もあろうかと思いますが、これも何か事業を起こす機会があればですね、

それは考えていきたいとは思いますが、これも赤字をするようなことになると元も子もありま

せんので、これは相当慎重に構えてやっていく必要があろうかなと。これもまた具体的には今

のところあれですが、そういった機会をとらえてですね、当然、町全体のためにお役に立つよ

うなことがあれば当然事業を起こす必要はあるかというふうに考えております。以上でござい

ます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、副町長が言われたことは、私は十分理解をして

おります。ただ、設立の経過と、それから現状を見たときに、私は何でもかんでもみんな民間

委託すればいいなんていうふうには思っておりません。しかし、病院の問題等々含めましてね、
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本当に今のやり方が、今の経済状況や社会状況の中でいいのかどうかという検討は、仕組み、

システム含めて考える必要があるというふうに私は思っています。それは、従来の延長線上で。

ですから例えば、民間の今、老健施設だとかはみんなそうですよね。それがいいかどうかとい

うのは、僕はね、はっきり言って疑問あると思います。できれば質問もしています、私は、地

元の食材を使ってくださいという。ただね、本当に今度そうなっていくと安全面、それから栄

養士さん、それから本当に基準がきちんとなっているのかとかね。例えば、病院にクーラーが

入ったのもかなり後でございます。それは一回何かがあったら、もう終わりなのですよ。そう

いうことについては、民間はやるわけです、きちんとね。それで、試算すれば何百万からの違

いと。それで、非常に悪く言えばですね、人を出して、それだけあって、それで運営できると

いう。これはどなたがやっても多分、すごい言い方悪く言えばね、できるのですよね。それは

幅が多いか少ないかだけの違いでしょ。ですから、そういう考え方でやるのが現在の状況に合

っているかどうかというところなのですよ。ただ、そこに勤めているのが町民の方だし、その

方々ね、例えば給食センターも同じですけれども、地元の食材を使えないということは非常に

逆に言うとまずいことが起こってくるという可能性がありますよね。しかし、そういうことも

考えながら、そこを全く、だからと言って、そこはいいのですよというふうには、僕はやっぱ

りならないだろうと。 

 設立の経過も、利益を出して、そこで会社更生法になった振興公社を立て直すためにそうい

う便法を取ったのですね、一番最初は。それが見直されないまま、従来の延長線でずっときて

いるという、そこのところを考える必要がないかということなのですよ。言っていることは矛

盾しているところもあるのだけど、しかし、そこはやっぱり、いずれにしろ、どこかで一回光

当てなければだめに遅かれ早かれなると思いますのでね、この際、そういうことはやっぱり一

回整理しておく必要があるのではないかと。論理的にそれが、今の副町長の言っていることが

論理的に成り立つのであれば、そのことをきちんと整理して、振興公社で一回議論をして、そ

して、その上で続けるというのであれば私はわかります。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 振興公社の経過についてはですね、大変な借金を背負った中でそれ

を返済してきているということでございますけれども、これは平成 15 年からですね、委託料に

ついては２％下げてきているわけです。改善されてきていますので、２％下げてきていると。

それで、病院については、食材についてはですね、振興公社が買って提供するという形にはな

っているのですが、なかなか振興公社が自主的に購入先を決めてというのは、委託の方針から

するとちょっとそぐわない部分あるわけですけれども、当然、栄養士の意向を踏まえての形が

非常に高いものですから、どうしても地元である程度の価格のものというような形になりまし

てですね、逆に病院についてはですね、若干の赤字を抱えた中でやりくりしているというのが

現状でございます。これをどういうふうにですね、民間にやるとしたときに、町内の診療所の

中では民間に委託してですね、当然、料理の質の問題とか、これはある程度確認しております。

当然、手づくりのほうがいいという。それと、今、指摘されているのは衛生面についてはです
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ね、管理面できちんとやっていく。これは今、振興公社で規則みたいなものをつくってですね、

きちんと作業員にも周知させる中でやってきておりますので、この辺については十分改善しな

がらやってきております。ただ、その中で働いている調理人のことについてはですね、非常に

労働条件の余りよくないような中でやってきていますので、これについても改善をしていかな

ければならないと。また、これもまた逆行するわけですが、賃金の改善もしていかなければな

らない。そうすると、振興公社としての限界が出てくるわけですから、そうなると民間に委託

せざるを得ない状況ももしかしたら出てくる。これは本当に慎重に検討していかなければなら

ないことというふうにとらえておりますし、今、振興公社の中でそれは検討をしております。

給食センターも同じような状況の中で進めております。ちょっとお答えになったかどうかあれ

ですけども、今そういう中で、結構、給食センターと病院の調理については振興公社としても

大変な業務として受け止めております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番、松田です。私もこの振興公社について、この間、意見を出した

のですが、基本的には大渕委員の同じような意見なのです。それで、振興公社も言うなれば、

第二の役場的存在ですよね。間違いなく利益が多少なりとも、薄いけども上がることになって

いるし、損はすることになっていない。そんな中でですね、まちの財政が今、大変厳しいと。

そういうことの中ですから、3,000 万ほどある、今、持っているお金を一回町に出すぐらいの、

全額でなくてもですね、一部、本町に支援するぐらいの考え方にならないのか、私はこのこと

を言っていたのですね。 

 それから、第二の役場ですから、第一の役場の職員は 20％カットになっているわけですから、

第二の役場も多少なりとも身を削るべきではないのか、こういうことを言いたかったのです。 

 それから、先ほどポロトの温泉施設が出ましたが、当時はあの施設はもう使えないのだと、

老朽化して。しかしながら、せっかくある温泉だから手直さないで、改築をしないで、できる

だけの間、使えるだけの間だけ使おうと、私は議会に示されたお話だったなと思うのですが。

もちろん、今、あそこを利用している方々がいい湯だと、それから、健康にもよい、大変楽し

んでいるようですから、それはそれなりに考え方は変わっても、それは差し支えないと思うの

ですがね。当初の考え方は、あれは改築しないで、あの現状のまま使えるだけ使ってという考

え方だったと思うのですが、その辺の考え方はどう変わったのかなと思うのです。私の言いた

かったのはその部分です。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  まず、町の財政が苦しいので町にその余剰金を出すぐらいの考えは

ないかということですが。まず、先ほど大渕委員のご質問にお答えしたとおり、実質的にです

ね、今、立てかえしている分が２億 6,000 万、金利の立てかえをしております。そのうち、2,900

万あることになっているのですが、800 万ぐらい立てかえ分にいっていますから、実質的には

2,000 万ぐらいの余剰金であります。それで今後、金利が 1.9％に上がっています。元金も払い

ながらいくとですね、この先何年間、お金はまた２億 3,000 万借りることはできるわけですが、
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今、限定付きでお金を借りている状況です。それは今後 437 万、金利を払っていかなければな

らないわけです。それは、振興公社が立てかえをしているという状況です。その原資に当てな

ければいけないという部分がありますし、また、会社の運用資金としても若干持っていなけれ

ばいけないと。全部それを町のほうに寄付金の形になってしまうわけですけども、それをする

と、今度、資本金に手をかけなければならない状況になってしまうものですから、今のところ

ですね、ちょっと町のほうに支援をするという状況にはないということをご理解いただきたい

というふうに思います。 

 それから、給料についてはですね、職員の給料については、職員が 20％下げてもですね、ま

たさらに振興公社の職員の給料は安い状況なものですから、これ以上下げてしまうと、またち

ょっと、いろいろ問題が出てくるものですから、これについてもご理解はいただきたいという

ふうに思います。 

 それから、ポロトの温泉施設についてはですね、これは当初ですね、若干振興公社のお金を

かけてポロトを運用できるようにしている経過があります。使えるようにしているわけです。

当時ですね、もろもろ入れますと 700 万ぐらいかけている状況です。それから、取得税につい

てもですね、これは平成 10 年３月に購入しているわけですが、取得税が 800 万ぐらいかかって

いるわけですが、これも振興公社が立てかえしているという、当時の余剰金の中から支払った

り、あるいは建物がぼろな建物があって、それを解体するのにも 500 万ぐらいかかっているわ

けですが、これも振興公社でやって、周辺の環境整備をしたりしているわけです。そういった

ことでまず、ポロトは年間５万人ぐらい人が入ってですね、それなりの利益を上げております。

そんなことでそういう余剰金を貯めながら金利も払っていますので、できるだけ使えるものは

使うような、活用しながら、年間５万人のお客さんもいるわけですから、そういった活用の仕

方もやっぱり考えていく必要はあるかというふうに思います。できるものでしたら、あれは振

興公社が建てかえて、町民のための施設にしていきたいなという気持ちはあるわけですけども、

これについてはまた１億ぐらいの借金を背負わなければならないということになるとですね、

採算がのるかどうか、こういったことをきちんとやった上で、当然、株主さんに相談しながら

ですね、また、町民の皆さんのご理解を得ながらやっていく必要があるかなということで、ち

ょっと余談になりましたけども、そんなことを考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。環境センターの部分がありましたね。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。振興公社の全体的な考え方は今、答弁いただいた部

分でよろしいかと思いますけども。 

 私はちょっと環境センターの今後の運営と、それから、バイオマス燃料化施設との関連性に

ついてちょっとお伺いしたいなと思うのです。バイオマス燃料化施設の試算につきましては、

この財政改革プログラムの中で物件費という形の中で反映されているという話を聞いています。

ただ、環境センターの委託経費、これが年間 2,500 万ずつの経費がずっと、従来型の委託料で

推移していくという形の中で説明を受けているのですよね。それで、これについてちょっと僕
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はやっぱり、例えば燃料化施設と環境センターの役割だとかそういったものを考えたときに、

果たして、従来型の今までどおりの環境衛生センターの仕事量がそのままでいいのかなという

疑問があるのですよ。今これだけ、財政改革プログラムの中で町民負担がふえていく。ふえて

いくのは、今、白老町を立て直さなければいけないという部分ではしようがない部分もあるの

かもしれないけども。でも、しっかり見ていったときに、仮に環境衛生センターの運営が少し

でも軽減され、そして、例えば経費の削減につながっていくような形になるとすればね、それ

は少しでも例えば町民の 40 リッター80 円するごみ袋のそういったものに少しでも還元する。

70 円になるか、60 円になるか、ちょっとその辺までは試算していませんけどもね。できるので

はないのかなと僕は思っているのですよ。ですから、その辺についての考え方をちょっとお伺

いしたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） これは直接、振興公社と関係するかどうかちょっとあれですが、ま

ず、環境衛生センターのほうで年間 2,500 万ほどかかっていると。バイオマスとの関係で何と

か 2,500 万をゼロにはできないのですが、検討はしておりました。ただ、検討したというのは

ですね、バイオマスの燃料化施設に直搬ごみを受けられないか。それから資源ごみ、あるいは

粗大ごみですね、こういったものがバイオマスの燃料化施設で受けられないかどうかという検

討はしております。バイオマス燃料化施設で受けるためにはですね、当然、建物も必要になる

し、破砕機だとか、それから、資源ごみの選別をする設備が必要になる。そのために３億ぐら

いのさらに投資が必要になるというようなことで検討はしております。今、14 億円のバイオマ

ス施設にですね、さらに３億円をやるとなると、ちょっとやっぱり今は時期尚早ではないかと

いう判断で、これについては断念をしております。したがいまして、今の環境衛生センターに

ついては最終処分場の管理があります。それから直搬の関係。それと、資源ごみを一時そこに

ストックしておくという、そういう機能を持っているわけですが、そういったことでですね、

この 2,500 万についてはすべてが人件費ではなくて、水処理の関係の薬剤とそういった資材関

係も含めて 2,500 万の経費を見ているということで、これはご理解をいただきたいと思います。

ただ、今、登別のほうとやっているのですが、非常に登別も広域のごみ処理の関係で非常につ

らい立場に立っていまして、うちのほうで今、粗大ごみと資源ごみですね、こういったものを

持っていったときに、従来の比率から見ますと減るのですが、単価的には、今、交渉している

中では高くなっているというそういったこともあるものですから、余り高いと将来的には町単

独で資源ごみ等の処理を考えざるを得ないのかなと。ただ、今、燃料化施設にそういったもの

をつけるのではなくて、環境衛生センターの空きスペースを利用してですね、そういった設備

を設けてやったときに採算として取れるのかどうなのか。この辺も今、検討をしている段階で

ございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 話はよくわかります。その 2,500 万の内訳が例えば水処理だとかいろ

いろな経費にかかってくるもので。ただ、あそこに今、何名いらっしゃるのでしょうね。７名
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ぐらいいらっしゃいますか。３名ですか。事務所に３名と、例えば振興公社の方々が３名ぐら

いで僕は６名ぐらいいらっしゃるのかなと思って。実質３人ですか。 

 今、直搬で受ける部分ね。僕もよく家庭のちょっとしたものだったら、まとめて車に積んで

持っていくのですね。それで、あそこにある状況を見ると、直搬で持って行く部分はね、燃え

るごみですよね。燃えるごみについては、例えば分別されて持って行くわけですから、あそこ

に直搬に持って行くよりもこちらのほうが近い。いや、近いと言ったら変ですけども、ずっと

近いわけですよね。そういった仕組みづくりをちゃんとしたら、そうするべきだと僕は思うし

ね。そうしたときにやっぱり少しでも軽減になっていくのではないのかと思うのですよ。確か

に今、バイオマスの燃料化施設についてはこれだけ重油の高騰だとかいろいろなものがあって

ね、まだまだランニングコストについては出されないという部分も話は聞いていますけども。

そういった仕組みづくりをしっかりしていく中で、今まで以上の仕事量というのはないはずだ

と僕は思っています。仕事量的には、僕は減ると思っていますからね、そういう仕組みができ

れば。ですから、その辺も含めてやっぱり考えられるところは考えて例えばやっていくという

ことが必要なのではないかと僕は思うのですよ。その辺についての考え方をもう一度聞きたい

のです。 

○委員（松田謙吾君） 委員長。何か、これは、今やっている会議とは違うのではないですか。

このような答弁をやっていていいの、ずっと。違うでしょう、やっていること。今、この議会

がやっていることが。いいのですか。 

○委員長（及川 保君） いや。結果的には通ずる。 

○委員（松田謙吾君） いいのならいいのだけど。私は違うと思うものだから。氏家委員が聞

いているのはごみの袋のことを聞いているのですよね。先ほど聞いたのは。 

○委員長（及川 保君） いやいや。結果的には、小さいけどそこまでつながっていくのだろ

うということだから。 

○委員（松田謙吾君） それやったら一日いっぱいかかりますよ、みんな質問して。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） これについてはですね、検討はしたのですが、どうしてもやっぱり

直搬についてはバイオマスのほうへ、私も持って行けばいいではないかというふうなことで検

討させたのですが、やはりちょっと一般の方がバイオマス燃料化施設のほうへ持って行くとい

うのはちょっと無理があるということで。これは今後の検討課題という形でもう一度検討させ

ていただきたいと思います。私の考えも同じなのです。ただ、できないということで。これは

もう一回検討課題ということでお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。この部分ではよろしいですね。 

 それでは、３つ目の補助団体ですね。人件費の補助の部分ですね。この部分は誰でしたっけ、

前田委員ですね。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、松田委員が言ったように、ここで、委員会の中で議論する部分で

今後のプログラムの中にどう対応していくかということで、議会として、議員として議論すべ
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きという形の中で私は提案して、そういう方向でまとめるとどうなるかという話で何も聞く話

ではないと思いますから。これは前にも話していますから。 

○委員長（及川 保君） 町側に聞くあれではないということですね。わかりました。 

 それと、浄水場の水源ですね。これは統合すべきではないかという考え、これは松田委員で

したね、確かね。この考え方をちょっと。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 水道料金がずっと３年ごとに見直される。先日もいろいろ話題になっ

たのですが、北海道で２番目の水道料金になる。こういうことからいってですね、私は何か方

策がないのかと。こういうところから私はこの間意見を述べたのですがね。私の考えを言った

のですが。白老の基本計画、人口の基本計画ですが、港湾の基本計画もそうですし、白老の基

本計画も平成 16 年には２万 8,000 人を目指したわけですね。基本計画はずっと。このときにで

すね、人口が大体２万 4,000 近くいたときに、港ができる、工業団地ができる、人口増になる。

それで、今の白老の水道では足りないと、こういうことで虎杖浜の椿の沢から引っ張り、なお

かつ、虎杖浜の地下からくみ上げたわけです。２万 8,000 人目指して、工業団地目指して、港

目指して、もちろん水洗化を目指して。それで、こうなって今、３カ所に水源があるのですが

ね、人口がどんどん減っているわけですね。今、２万そこそこになった。人口は４万 4,500 人

から減ってきた。こういうことからいくとですね、当初の計画から水道事業は随分変わってき

ていると思います。そんなことでですね、水道料金を上げるばかりではなく、人口の減少も考

えてね、それから、将来の人口も 20 年、25 年後には１万 5,000 人になる、こう推測している

わけですから、このことからいくと、水道の水源地の見直しをすべきではないのかと。真剣に

考えてみるべきではないのかと。１カ所ぐらい止めてはどうかなと。こういうことで根本から、

やっぱり水源地の見直しを考えるべきではないのかということでですね、私はこのことを申し

上げたわけです。その辺の考え方をお聞きしたいと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 今、ご質問ありましたように、人口の減少等の要因もあろう

かと思うのですけども、各浄水場から送っている排水量と言われる給水量ですか、給水量のピ

ークは平成 11 年度、一日約 9,200 トンぐらいという状況。その後、最近は 8,100、8,200 ぐら

いで安定していますけど、これは、下水道の区域も少しずつではありますけど拡大しています

ので、そういう分では水の使用料が今は安定している状況になってございます。日最大、19 年

度ですと 8,200 トンぐらいということになっています。それに対して、給水する浄水場の能力

ですけれども、一応、認可の計画では３つ合わせて一日１万 300 トンということで認可を受け

ております。このうち、一番小さい浄水場は虎杖浜の第一浄水場、椿の沢のところでして、こ

れが一日 1,500 トンぐらいということで、これを差し引くと 8,800 トンぐらいになりまして、

この第一浄水場を除いて給水しようとしても今の段階ではですね、確かにおっしゃるようにぎ

りぎり足りるのかなとそういう状況なのですけども。ただ、認可能力までですね、実際、現在

の能力はちょっといっていないところがございまして、白老浄水場、虎杖浜第二浄水場、虎杖

浜の第二浄水場というのは地下水のポンプを使っている部分で、ポンプの多少の能力低下とい
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うのもありまして、実際はこの２つを合わせると今、現能力は 8,000 トンぐらいということで

ぎりぎりの状況です。それで、虎杖浜の第一浄水場、椿の沢 1,500 トン、これはほぼ安定した

量で送れることになっているのですけども、コスト的なものを考えると実は虎杖浜の第一浄水

場、椿の沢の水というのは塩素を入れるだけでそのまま流せるということで、ほかの薬品注入、

沈殿とか必要ないものですから一番コストが実はかかっていないのですよね。給水原価を申し

上げますと、全体的は１トン 19 円ぐらいという給水原価なのですけども、第一浄水場だけを見

れば３円 80 銭ということで５分の１ぐらいしかかかっていないと。逆に水源として大事にして

いきたいのは、実は虎杖浜第一浄水場ということですね。ほかのところ、例えば地下水を使っ

ている虎杖浜第二浄水場を逆に使用量控えていけば、薬品注入が減り、コスト的には落ちてく

るというような状況にもなっております。それで、今後の部分としてはですね、先ほどもちょ

っとお話しましたけど、虎杖浜の第一浄水場、椿の沢を除くと 8,000 トン。現実には、日最大

8,200 トンという数字がございまして、やはり運営コストも考えるとですね、椿の沢の水源は

やはり大事にしていきたいなというふうに考えてございます。ただ、あと今後は、白老浄水場

につきましても供用開始してから 40 年ぐらいたって更新というようなこともございますので、

それもあわせて今後の各水源の能力と設備の更新についてはですね、水源地の割り振り、今後

のコストも考えて当然見直ししなければならないというふうに考えてございまして、まだ、全

体的な見直しは着手してございませんけども、一応、今後、全体的な水道の水源、施設整備、

施設更新どうするかはですね、これは今年度から検討開始してございますので、近いうちに能

力も含めて方針を出していきたいなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、急な話ですから、そうなのですけどね。やはり、町民負担ばかり

しないで、根本のほうももう一度やっぱり、人口の推移とね、それから、今のまちの現状、様々

なことを考えてね、やはり町民ばかりに負担かけないような方法ももう少し頭をひねってくだ

さいよ。そういうことです。 

○委員長（及川 保君） これで大体、前回出された分については終えました。 

 実は、今後の特別委員会のまとめの方向もありますのでね・・・。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、この間出した分は終えましたというけど、まだまだいっぱいある

のではないでしょうか。せっかくいるのだから。私は、福祉バスも含めてね。 

○委員長（及川 保君） いや、松田委員ね、そのとおりなのです。だから、それを今、やろ

うという考え方ですから。ぜひ、そういう形でね、質疑を。前回まで出された部分も含めて質

疑を受けたいと思います。 

 それでは、ございます方はどうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は先日の７日ね、理事者側はいないけども、もう２点話しているの

ですが。３点話しているのかな。 

 一点は福祉バスですね。これはもともと、福祉バスを最初始めたのは、原点はですね、緑線
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郷地区、言うなれば鉄北地区の交通の便が悪いと。お金がないからバスを出してくれと言った

のではないのですね、当時の住民は。交通の便が悪いから、まちまで出るまで便が悪いから何

とかバスがないかと。ここから始まっているわけですから。しかしながら、当時の町長の考え

方は無料から始めたわけですね。私は当時やるときから、お金は取るべきだと主張したのです。

１回目から。でも、町長は無料で進んだのですが。しかしながら、今の白老の財政状況がこう

なっている。それから、1,900 万ほどかかっている。こういうことからいってですね、しかし

ながら、私はあの福祉バスというのは重要な、あの地域ばかりではなく白老町全体の高齢者の

大きな支えになっているから、私はなくするべきものではないと。しかしながら、公平なこと

から考えると、私は全員から料金をもらうべきだと。今、この考え方を変えるのはですね、私

は今の財政事情を町民がある程度、白老の財政は苦しいのだとみんながそう思っています。こ

ういうときにやらなければ永久に料金をもらうチャンスがなくなる。ですから、思い切って、

この時期に福祉バスの公平、みんな平等に料金を徴収すべきだと。これがまず一点です。 

 それから、もう一つはですね。人工透析の方々が今 34 名いるそうなのですが、人工透析のバ

スも雨の日も嵐の日も天気のいい日でも必ず白老に施設がありませんから苫小牧まで行かなけ

ればならないと。ですから、あれも必要なのです。あれは、随分私が主張して、確かできたは

ずなのです。しかしながらですね、もう 10 年余りになるのですが、ずっとこのままでいくのか。

それともですね、もう一度このことも見直して。あのバスは必要なのですよ。なくせというの

ではないのです。ですから、私は当時、町立病院で人工透析科をつくったらどうだと随分言っ

たのですが、あの当時は 9,800 万ぐらいかかって、医者の問題もあってできないと。ならばと

いうことで、あれをやったのですが、ずっとこのままでいいのかと。500 万ほどかけて、ずっ

とやっていいのか。このことも町立病院が何らかの形でやっぱり見直すべき、見直すというか、

方向性をもう一度考え直したらどうかなということですね。もちろん町立病院でやればいいの

ですが、そんなことも考えるべきではないのかと。ずっとずっとやるのかということで、私は

意見を出したわけです。 

 もう一つはですね、高齢者大学。高齢者大学の果たす役割は大きいものがあると思います。

たくさんの方々が大学を楽しんで生きがいにしている。しかしながらですね、何度も言うので

すが財政がこういう事情、それから、私は前にも話したのですが、中学校の部活の野球のマウ

ンドまで父兄が買ってやる時代にですね、この高齢者大学、立派な方々がいます、前に調べた

とき、校長先生上がりが 50 人ぐらいもあの学校に行っている、こういう素晴らしい教養のある

方々がいるわけですから、自助運営をすべきではないのかと、こういう私の意見、前から言っ

ているのですが、この辺もやっぱり今回見直すべきではないのかという意見なのです。この３

点なのですね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） それでは、まず元気号のお話からさせていただきたいと思

いますが。事務事業の見直しで一番にプログラムに載せているのですが、循環バスの料金改正

については利用者に配慮し現行のまま、以後、継続検討という形で、実は昨年来から負担のあ
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り方については検討しているのですが、なかなか結論が出ておりません。したがいまして、事

務事業の見直しの中で継続して検討すると。これは全員から負担をいただけないかという、委

員おっしゃるとおり、まさにそのことを検討しているということでございまして、ことしの検

討課題になっているところでございますので、もう少し時間をいただきたいなというふうに思

っています。 

 それから、３番目の高齢者大学につきましても、自主運営に向けた取り組みということで、

事務事業の中で載せてございます。今、教育委員会でこちらについても検討をしていただいて

いるところでございまして、これもことし中に何らかの結論が出るというふうに思っています。

それは、委員がおっしゃるとおり自主的に何とかできないのかという検討でございます。ただ、

町から援助するにしても、もう少し幅を落とせないのかということも含めて検討しているとこ

ろでございます。 

 それから、人工透析につきましては、現在、本人負担が往復で 500 円。片道 250 円で実費い

ただきながらやってございます。ただ、ご承知のように、今の病院の中で人工透析の設備、い

わゆる病室の確保、それから、機器等を加えますとですね、かなりのお金がかかるだろうとい

うことも試算されていますし、現在、医療保険では総額一人当たり 500 万ほど年額かかる形で

従前よりかなり落ちてきているというか、医療費が、いわゆる給付費が安くなっているという

問題もありますので、その辺トータル的に見ながらですね、病院の建てかえが、当然、今のま

までは老朽化していますので従前７年ほどをめどに検討したいというふうにお話させていただ

いていますので、その頃までにはこの辺も含めながら検討項目として付け加えておきたいなと

いうふうに思っています。そんなことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 福祉バスのこと一つだけね。先ほども言ったのだけども、必ずしも、

あそこのバスの原点はね、金に困っているからバスを出すということではなかったのだと、交

通の便が悪いから出したのだと。お金は出せる方々なのです、乗っているのは。この辺を十分

ね、やっぱり踏まえてやるべきだと。 

 それからもう一つはね、1,900 万かかっているのだったらですね、1,500 万でやれる人がいた

らですね、前に大渕委員もちょっと言っていましたがね、やらせる方法だってあると思うので

す、もっと。私は、この福祉バスやるときはね、白老交通にやらせろと随分言ったのです。議

事録とったらわかると思うけども。ということは、道南バスにやらせたら、一生、虎挟みに挟

まったようなものだよと。なかなかやめられないよと。ですから、白老交通さんにやらせると、

たくさんいるときは小さな小型バスで行けばいいし、何人かのときはハイヤーで迎えに行けば

いいし、こういうね、やっぱり緩急をつけた輸送というか、人を運ぶことを考えるべきだと最

初言ったのですが。道南バスさんでやったら、ずっとこうなっているのですが。やっぱり道南

バスをかえる方法だって、400 万、500 万安くできる方法があると思うのですよ。その辺も十分

考えるべきだと思うのだ。そうすれば料金だって安くなるし、とにかく全員から取るチャンス

は今しかないですよ、絶対に。 
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○委員長（及川 保君） いいですね。それでは、ほかございませんか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が資料１で出していただいたのだけれども、ちょっとこれ、説明を

してほしいのですよ。時間かけなくて結構です。簡単に。 

 それから、２番のところにインフルエンザの予防接種となっていますけれども、これに同じ

ようなことで健康診断は加えることができないのかどうかということを含めて簡単に説明して

ください。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 資料１のほう、まず、ここでの計算ですが、税額をどうやって計

算するのかということで、具体的に資産税額をどうしたらいいのかということで前回の特別委

員会の中で議論になっていましたので、わかりやすく条件を設定しまして、計算してございま

す。計算条件は一人世帯で所得額がゼロです。この方は６割軽減の対象になる。所得ですから、

収入とは違いますのでご理解ください。それと、資産税額ですが、ざっと見ましてですね、大

体４万 3,400 円ぐらいの、大体４万円前後の方が多いものですが、この方を一名とりました。

それで税率ですが、所得割が 11％、資産割が 55％、均等割が１万 9,000 円、平等割が２万 7,000

円になります。そうしますと、この方の国保の税額ですが、所得割はゼロですから、ゼロ円。

資産割が４万 3,400 円の 55％、２万 3,800 円です。ただし、100 円未満が切り捨てになってご

ざいます。それで、均等割ですが、１万 9,000 円の中から６割軽減させますので、掛け率は 0.4

となります。7,600 円になります。平等割が２万 7,000 円かける 0.4 ということになりまして、

１万 800 円。合計４万 2,200 円となります。これが 19 年度の数字になってございます。20 年

度は現在、国保の運協の中で資産割、所得割、均等割、平等割、これをどうするかということ

で今現在、検討中でございます。それで、軽減の関係でございますが、軽減というのは応益割

合、平等割、均等割に対して適用されます。所得割、資産割に対しては適用されてございませ

ん。そういうことになっています。それと同じく、二人世帯の場合ですが、この場合は何が違

うかというと、均等割の部分、Ｃのところでもって１名が２名になりますよと、こういうこと

になります。合計が４万 9,800 円という形になります。 

 それで、前回の特別委員会の中でちょっとお話が出たと思いますが、低所得の方がこの資産

割の額を結構負担しているのではないかということでちょっと数字を拾ってございます。未申

告の方と所得ゼロの方のですね、大体世帯数で言いますと 1,881 世帯。これは 19 年度の数字で

すけど、全部で世帯数で 5,308 なのですが、1,880 世帯で大体 35.4％の世帯。被保険者の数字

で 2,409 名。全体がですね、9,310 名。2,409 名が大体、累計割合で 25.9％。それで、この人

方が負担しています資産割の総額が1,697 万円で、全体の 19.4％になってございます。それと、

ざっと計算しましてですね、所得が 155 万円までの方の総世帯数が 3,937 で 74.2％。被保険者

数が 6,164 名で 66.2％。資産割額が 4,627 万 3,000 円を負担してございまして、この総額が

55.7％になります。つまりですね、155 万までの方でほぼ半分以上負担をしていると、こうい

うような実態がわかってございます。一応、資産割の状況につきましてはこういう状況です。 
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 ちなみにですね、均等割、平等割、21 年度は変える予定ですが、当然この額でということに

はなりませんが、試算割の額がなくなりますと当然、税額の計算、一人の場合ですと、４万 2,200

円のところから２万 3,800 円が引かれて１万 9,400 円と、こういうような負担になるだろうと。

当然、税率等は変わってまいりますので、これはまた別個になるかと思ってございます。 

 次に、資料２です。国保事業におけるインフルエンザの予防接種。どれだけお金がきている

のかということですが、交付基準がですね、これは道の特別調整交付金できます。予防接種の

人数掛ける 2,410 円が基準の額になります。それで、19 年度実績をもとにしてどれだけやった

のかということになりますが、予防接種の受診者数が 1,715 名。ただし、これはですね、退職

を抜いております。退職が入っていません。一般の方だけということになります。総費用額が、

ワクチン代、シリンジ代、予防接種の委託料、全部含めまして 406 万 3,000 円になります。さ

らに、1,715 名の方から 500 円を徴収しておりますので、これの負担額が 85 万 7,500 円となっ

ています。次に、19 年度につきましてはですね、この総費用額から自己負担額を引いた額で本

来的には調整交付金がくるようになっていますが、たまたま 19 年度につきましては自己負担額

が控除対象とされておりませんでしたので、最終的にどんな計算式でなってきたかといいます

とですね、総費用額で 406 万 3,000 円で、基準の費用額が 1,715 名掛ける 2,410 円で 413 万 3,000

円。そのため、ＡよりもＢのほうが大きいということですので、総費用額Ａが調整基準額とな

りまして、この２分の１の 203 万 2,000 円が 19 年度の実績となってございます。本年度もおお

むね、このような形でくるものと考えてございます。 

 それと、国保の特定健診にかかわる自己負担でございますが、特定健診にかかわる費用につ

きましては、国、都道府県、保険者がそれぞれ３分の１ずつ基準の費用額を負担することにな

っています。最終的に町で実施する特定健診がですね、この基準費用額を超える場合は白老町

の国保の負担となります。また、自己負担をおかなかった場合の費用負担につきましては、全

額、保険者の負担となります。つまり、1,300 円、今いただいてございますが、これを免除す

るということになりますと、全部、国保で負担でということになります。それで、これに対す

る補助金、交付金の制度につきましては、現在はございません。当面、導入されるというふう

には聞いてございません。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

 午後から町側はよろしいですね。ほか何か今、聞いておきたいということはありますか。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 保育料の民営化に対する説明の文書の中で、２年据え置きしています

よね、保育料の設定を。２ 年前の料金で設定していますけれども、その差額というのは、1,800

万ぐらいあるというふうに説明があるのですね。ところが今回、見直しでは 300 万ですよね。

減免・減額があってそういうふうになるのか。その点が一点。 

 それから、民営化になることでの国、道、それから特別交付金、一般交付税になりましたか

ら、そういったものの負担割合が変わるのですね、民営化になることで。そういった計算をし

ての、料金見直しでの 300 万のものなのか。そして、この料金設定というのは、白老町は 11
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年にしたきり改正していないのですよね。だから、11 年から見ると 300 万しかふえないのか。

読めば読むほど理解できないのですよ。その辺をちょっと詳しくきちんと説明してもらいたい

のです。町でやっている保育所、今、各箇所でやっていますけれど、定員に満たないというこ

とで国、道の補助、そういうものがかなり低いというのがあって、緑丘保育園は 100％超えて

いますので、かなりの率で保育の交付税が違うのですよね。そういったことを考えると、今度、

民営化になりますよね、民営化になったときの大体、定員に満たしていないのは１カ所だけな

のですよね、予定では。それで、そういった見直しをきちんとかけた数字なのか。その辺がち

ょっとわからないものですから、お聞かせ願いたいなと思っていたのですけど。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員ね、ちょっとこれは複雑な部分がいろいろ交付税の絡みも

あって。それで、７月中に今の件についてはね、きちんと答弁できるということで、７月中に

実施するということでどうですか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） それでは、議会としてのまとめも、それが終わってからまとめになる

ということですね。そういうことになりませんか。こういうものを全部やって、きちんとしな

いと。もちろん、交付税の部分で民間と、それから、その部分が違う。国、道の補助がないと

かね、町営の場合は。でも、民間の場合はそういう割合が違うとかというのを説明しているの

ですよね。だから、そういったものを全部付加して、そういう中で一般会計からの持ち出し分

も、民間でやっている部分の一個人の負担分と、それから、町でやっている分の負担分が全然

金額が違うのですよね。町の持ち出し分が違うのですよ。だから、そういった計算が成り立っ

た上での保育料の値上げになっているのかどうなのかということも含めて説明をちゃんとして

いただかないと、私たちも今回ちょっと町民説明会で反省するところは、やっぱり金額面の提

示がきちんとできなかったという部分がちょっとあったのですね。そういった部分ではもうち

ょっと明確に。私もちょっと調べてみたのですけど、やっぱりわからない部分があるので。た

だ、議会でまとめるということになると、そういうものを全部やって、これから、そういう部

分が出てきますよね。だから、そういったものをやってから出すのかな。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 今、こども課と打ち合わせ、すり合わせしていますので、

その進捗状況等々を報告しながらご説明させていただきます。 

 まず、事務事業の見直しの中で 300 万というふうになっています。これは最終的にですね、

保育料をどういうふうに改定するかはまだ理事者との調整が終わってございません。ただ、案

としては 300 万まではならないだろうという試算が出ております。そこが１点目です。 

それから２年遅れの部分でございますが、料金改定をずっとやってきておりません、この間。

ただ、階層の区分は変更になっているのです。いわゆる所得税によってですね、階層の微妙な

変化が、国があるのですが、その基準等については改正を行っているという形で、ランク的に

は変わっている保護者の方もいらっしゃるという形になってございます。 

 それから、交付税の関係で言いますと、保育の人数で総体的な枠が決まってくるのですね。

それと、公立の交付税の考え方と、そこから私立の場合は減額されてくる補正が出てくるわけ
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です。その中で総体的にはですね、基本ベースとして交付税考えられているのは月額１人当た

り 57 万円ぐらいが基本ベースとなって出ております。そこで公立の部分と私立の部分で、いわ

ゆる民間の場合は給与改善費というのが付きますので、その辺が調整されてくる部分だとかい

ろいろなものがあります。したがいまして、先ほど委員長から申し上げましたとおりですね、

その辺のことを整理してきちんとご説明をさせていただきたいなというふうに思います。料金

改正を含めて提示したいというふうに思っています。作業的にはかなりの部分、もう進んでお

りますので７月中にはご提示できるのかなというふうに思っています。ただ、プログラムに影

響を与えるところの事務事業の見直しの中では300 万を予定していますが、この部分が若干 300

万まで達しない可能性があるということでございますので。それにしても、全体的なものを見

ますと、それほど財政改革プログラムの中では影響を与えないのかなというふうに考えてござ

います。いずれにしても、その部分は大事な部分でございますので提示をしたいというふうに

思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 今、予定されている今月の部分では、11 日、14 日、21 日という形

になっているのですよ。山口行財政対策室長、日程も含めて。 

○行財政対策室長（山口和雄君） これから、こども課と協議いたしますが、議会が 14 日に特

別委員会をやられるという形でございますので、あらあらなものを、きちんとしたものではな

いかもしれませんが、こういう方向性と、こういう考え方という形であらあらなものをお示し

したいし、また、考え方についてもお示ししたい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。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。 

 それでは、町側はこれで退席をいたします。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時１２分 

                                         

再開 午後 １時１５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。 

 小委員長から特にありませんか。ありませんね。 

 ３番、西田祐子委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） この委員会の開会する時間なのですけども、いつも 10 時からやってね、

午前中２時間ぐらいで終わってもったいないなと。どうせやるなら朝９時くらいからやるとか

ね。もうちょっと時間を考えてもいいのではないか。例えば、役場は８時半から始まりますか

ら８時半からやるとかね。そうしたほうが時間を有効に使えるのではないかなと思うのですけ

れども、日程もきついみたいなのでその辺いかがなのでしょうかと思いながらいたのですけど。

例えば、午前中やらないで午後から５時半とか６時くらいまでやるとかね。何か工夫しないと

日程的にきついのではないかなと感じていたのですけど、その辺いかがなのでしょうか。そう

いうことは小委員会で話していただけましたでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 皆さんの意向も当然尊重して運営したいなとは思っていたのですが、
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ここまで委員会を進めてまいったわけですけども。今後においても、ちょっと日程の関係で、

もう既に先般の委員会の中で３日ほど日程を決めた経緯はあるのですけどもね。なかなか間、

間に入れなければならないということもありましてね、非常に厳しいやりくりを実はしている

のが現実なのですね。今、委員がおっしゃったようなことは十分考慮してね、今後、進めてい

きたいなというふうに考えます。 

 けさ、お話しましたように、先般の小委員会の中で各会派なのですけどもね、無会派の委員

もおられますけども、全議員の考え方も含めてまとめて、この特別委員会に考え方をまとめて

出してもらおうということになりまして、けさ、実は集約したばかりでございまして、それを

今ここでどうこうということではないのですけども、それぞれの考え方がここでいろいろ出て

くるのではないかという考えを持っております。小委員会の中でもきょうまでやってきた特別

委員会を今後まとめに入る状況なのですけども、なかなか今までの委員会の中での出された部

分をまとめようとしてもまとまらないと。まとめようにも、まとめようがないということがあ

りまして、今回の各会派の報告につながっております。 

 これはどうしましょう。皆さん、それぞれ発表してもらったほうがいいですかね。４つほど

に分けて皆様のほうでまとめていただきました。それぞれ、この委員会の中で報告をしていた

だければいいかなというふうに考えますので、そういう形で進めさせていただきたいのですが

よろしいでしょうか。よろしいですか。一括にやってしまうとまた、ごちゃごちゃになってし

まいますのでね、一つ一つ進めてまいりたいと思います。まず、１番目の「議会としての総括

（旧特別委員会の報告を踏まえて）」ということになっておりますけども、どこからまいりまし

ょうか。今、一番最初に新風さんがなっておりますのでよろしいでしょうか。それでは、山本

委員よろしくお願いします。 

○委員（山本浩平君） 一つずつの項目でいいのですか。１つ目だけですね。わかりました。 

 新風としてですね、「議会としての総括」ということなのですけれども、2007 年 10 月１日に

発行した議会だよりございますよね。この中の後ろのほうにいろいろ書いているのですけれど

も、これらを実際にまだ実施はされていない部分がありますのでね、この総括の実施されてい

ない部分をやはりやるべきだという考え方で、財政健全化に関するガイドラインの数値を設定

して、そして、これから、新財政改革プログラム、中身がこれから多少変更になるとは思うの

ですけども、その達成度を毎年チェックをいたしまして、そういうようなチェック機能を果た

すシステムの構築を図ることが一番大切ではないのかというふうに思っております。 

 そしてですね、これからまだ、中身がまだ決まっていない大型事業がありますよね。いわゆ

るバイオマスの公設民営なのですけども、これらのランニングコスト、例えばどういった形で

ですね、建物は町で建てますけども、どういう形で民間に移管するのか、その辺を精査してい

かないとですね、例えば機械が壊れた、あるいは目に見えないコストがかかるときに、補正予

算、補正予算で町が支出しなければならなくなるケースも出てくると思いますのでね、それら

をやっぱり厳しく精査していく必要がある。 

 それと、今後検討されていくと思いますけども、町立病院の建てかえ。建てかえの財源確保
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についてですね、これはやはり注視をしていく、こういった必要があるのではないかというふ

うな考えでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） わかりました。それでは、私のほうから。 

 随分、かなり、取りとめないような形になっておりますけども、一つ一つちょっと読ませて

いただきます。これは、実はきのう、会派会議を開催しまして、ちょっと遅くまでかかったの

ですけども、とりあえず、このような形でまとめてみました。 

 １つ目に、前議会の特別委員会の中でも報告されておりますけども、白老町財政悪化、赤字

運営については相当以前から叫ばれていましたと。このことについては 10 数年前から人件費も

含めて経常収支比率等々の代表・一般質問も行われているという現実があります。 

 それから、町による再三再四にわたって見直されてきた財政改革プログラム策定等々の現実

も当然ありました。それから、議会全体も借金財政について危機感を非常に持っていたかとい

うのは、全体としてどんな形だったかなというふうには、これは反省の部分でなかなかそうい

う本当の意味での危機感というのは持たれなかったのかなという疑問があったということでご

ざいます。 

 旧特別委員会の報告を具体化する必要がありまして、16 名の議員一人一人が今後、危機意識

を持って、よい意味での理事者と対峙する必要が今後やっぱり必要ではないかと。こういう、

しっかり物を言うこともこれから大事になってくるだろうということでございます。 

 それともう一つ。よく車の両輪という意味をおっしゃるのですけども、非常に車の両輪とい

うのは、私たちの車の両輪というのは、単に行政の執行側と共同歩調を取っていくということ

の意味ではないだろうと。こんな議論が実はきのう、いろいろされましてね、ここにちょっと

入れさせてもらったのですけども。そういうことも含めて今後しっかり監視していく必要があ

るだろうということでございます。 

 それから、町部局も含めてですね、今までプログラムを再三にわたって見直しを図って進め

てきたのですけどもね、本当にその積もり積もってきた借金財政から脱却するのだと、こうい

う姿勢では、実はなかったなと私自身はそういうふうに見ております。そういうことが結局は、

何もしなかったと。してきたとは言うのですけども、本当の意味での借金財政の解決に向けて

の対策がなかったなと。このことが今、一気に、今回の職員削減、さらに給与費の削減だとか、

今後求められる町民負担が一気にきたと、こういう形が現実なのだろうということでこういう

まとめ方をしてしまったのですけども、清風としてはこういうことでございます。 

 それでは、日本共産党さん、お願いします。 

○委員（斎藤征信君） 共産党としましては、前の特別委員会の報告を踏まえてということで、

それがどうだったのかと。懇談会の席で、やはり議会の責任というね、議会は何をやっていた

のだという話が相当強くあったものですから。そういう意味で本当に議会がきちんと責任を果

たしてきたかどうかということをもう一回考えてみる必要があるのではないかと思って、前の

報告特集号をずっと何回も繰り返し読んでみたわけですよね。読んでみますと、結構きちんと

まとめられて、町側のやってきたことから、議会が進めてきたこと、かなりきちんと読めば書
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いてあるような気がするのですよ。本当にこれで十分議会としての意思は通じているなという

感じはして、それでいいのかなというふうに思うのですが、実際に懇談会の中でいろいろ言わ

れてきたことからいうと、町民がより、もっとわかりやすく、理解しやすいようにするために

は具体的な記述が少なかったのかなというようなことも考えるわけですよね。例えば経常収支

比率なんかに対する警告は随分前からやってきていたわけですよね。それに対して町側は、そ

れに危機感を何も感じていなかったという答弁というのが明らかにあるわけですよね。会議録

の中にも全部きちんと示されている。あるいは、政策的な論議をやっていても、意見の相違だ

とか何とかという形で、それを全部捨てられてきたと、採用されなかったというような町側が

とってきた態度というのは明確なので、そのあたりをもう少し具体的に書けばよかったのかな

というような気もするわけですよね。あと一つは、議会として何だかんだ危機感を持ちながら、

みんな話をしていたのだけども、最終的には多数決で町の方針をみんなで認めてきたという責

任というのは残るわけで、そのあたりのことももっと明確にすればよかったのかなというよう

なことを補足する必要があったのかなというふうに思っています。ということです。 

○委員長（及川 保君） 無会派の前田委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。今もお話ありましたけど、私も去年の９月に出されている

報告、かなりポイント、ポイント、今、浮き彫りにされている課題についてはかなりちゃんと

してきているなと思います。ただ、それにおいてですね、書いていますけども、今後において

議会が果たす役割についての項目等についてね、逆に点検、あるいは、今、斎藤委員の話も、

議会としてですね、どこまで言いっ放しではなくてね、１つでも２つでも議会が力を合わせて

チェックできる、あるいは一つの方向性を打ち出すだけのものがあってもよかったのではない

かなと。そういうことがやっぱり今現在やっている部分に対してね、今度これから、今、整理

していますけどね、それでは、議会はどうできるのかと、実行できるのかということをやっぱ

り検証しておいてですね、それを生かしていくべきではないかなと。そういうことで今回は具

体的に議会としての議案提案するぐらいの行動を打ち出すべきではないのかなと。後でまた出

てきますけどね、予算の修正等も含めて、やっぱり議会の持っている権能をもっと高めていく

ことが必要ではないかなと、こういうことです。 

○委員長（及川保君） わかりました。それでは、新政クラブさんですね。近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。私どもは一応、昨年 10 月の議会だより特集号で議会

検証を行い報告したと。この報告事項で総括は終わっていると私は考えております。 

 また、責任問題を取り上げた場合に、同月実施した町議選で定員４名削減し洗礼を受けてお

ります。選ばれた者がいつまでも問われ、引きずるのは納得がいかないということでございま

す。また、この６月末に実施した町民との懇談会でこのことは終わりにすべきだと思います。

また新しいことに関しましてはね、また別な形でやるべきと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員、どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） すみません、メモと書いたＡ４の紙と、それから新聞のコピーを入れ

たものが全部で４枚あるのですけども、すみません、政党名、公明党と書いていないものです
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から、ちょっとわかりづらかったと思いますけども、その辺の確認だけちょっとよろしくお願

いいたします。よろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時３３分 

                                         

再開 午後 １時３４分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） すみません、大変見づらいかもしれませんが、これに沿っていかせて

いただきたいと思います。 

 まず、議会としての総括ということで、旧特別委員会の報告を踏まえて３点ほど書いてあり

ます。議会に責任があるという、そういった一つの理由としては議員選挙があったりしたわけ

ですけども、しかし、特集号を出したということである程度は理解をしていただいているとい

う思いでおります。それは、前年の、今、新風さんも言われていましたけども、10 月の選挙の

ときにそういったものも踏まえて我々は選挙に出て行って、今、この場にいるわけですから、

そういったことも踏まえて特集号、または、先回の選挙の中である程度の理解は示されている

のではないのかなと思っております。 

 それから、新たな自治体財政の健全化に関する法律ができてですね、それが余りにも急であ

ったということもありまして、自立、立ち直りの機会がなかった。恒常的な赤字の脱却困難な

会計、括弧して病院と国保と書いてありますけども、そういったものが連結で算入されている

等、自治体により不都合と思われる点は国、道を通じて意見行動するとあったのですが、具体

的なものは余りなかったように思われます。 

 ３番目として、過去３回の財政健全化の見直しの検証の不十分、また、自治基本条例の策定

に伴う情報の共有で、町民への情報公開のありよう、また、まちの最上位の計画としてある総

合計画への財政面からのチェック等、各手数料、それから、使用料等の見直しに関する基準、

財政判断指数と今後の財政の健全運営を目指す条例の制定について実施自治体の研究を早急に

する必要がある。また、必要があればですね、議会提案でもよいから実施するための推進をし

ていくべきであると。また、括弧内はちょっと書いていますけども、補助制度の政策研究、そ

れから、財政運営に関した研究もこれらも含めて推進していくべきであるということでまとま

っております。 

○委員長（及川 保君） ありがとうございました。 

 全体の各会派含めて、無会派を含めて報告が今、されました。ここでどうでしょうか。皆さ

んから何か、今までの報告でお聞きしたいことがありましたら。 

 この特別委員会を利用して、自由討議も実は委員会の後に行ってきたわけですけども、そう

いう形できょうも進めてまいりたいなというふうに考えております。そうすることによって少

し姿が見えてくるかなという思いで実はおるのですけども。 

10 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 大渕です。問題提起というわけではないのですけど、一つは議会の責

任論の問題ですね。それについての考え方が各会派から述べられていると思うのですよ。です

から、議会の責任論というのは、今回で決着すべきということで発言されているところもあり

ますけれども、一つは議会の責任論をどういうふうに書くかと、総括の中でね。 

 それから、もう一つはですね。前回の特集号で出された財政健全化に関するガイドラインの

ことで触れられているところもありますし、そのことを今度、議会として議会提案すべきだと

いう意見もありますし、多治見市の場合なんかはそういうガイドラインもつくっているという

ことなのですよね。多治見市の場合は、僕ちょっとまだ全部読んでいませんから何ともはや言

えないのだけれども。そういうことで去年、我が議会が出した総括文書については、今、斎藤

委員が言ったとおり我々は考えておりますけれども、しかし、今後において議会が果たすべき

役割のア、イ、ウ、エという、この部分について特にアの部分ですね、ガイドラインの検討を

行うとこうなっているのですよ。それで、これをどうするかと。果たして１カ月で本当にこれ

ができるのかどうかね。たたき台も何もなくてね、やる、やると言ってみたって、議会で出す、

出すと言ってみたって、たたき台か何かがあって、多治見市の例をまねるとか、まねるという

表現は悪いね、多治見市の例を参考にするとかね、そういうことを含めて具体的なものが出て

こないとそうならないのですよ。そこら辺の議論をもうちょっと詰めたらいかがかなというふ

うに思うのです。思っていることをちょっと出してもらってね。その上で、つくるべきだった

ら、つくるべきということでやらなければだめだしね。そこら辺がどうかというのが一つ。私

はこの２点、１番目のことについては感じたところであります。 

○委員長（及川 保君） わかりました。若干ニュアンスが違うのですけども。ここでこれを

まとめるということもまた大変なことでありましてね。今、大渕委員が言われたことで自由に

意見を言ってもらえればありがたいと思います。 

 もう一つは、各会派の中でも取り上げているところもありますけども、ガイドラインの部分

ですね、きちんと検証していくという議会としての姿勢をきちんと明確にしていくということ

をどういう形でもっていくかと、こういうことだと思うのですけども。策定も含めてね。本当

に時間が実は足りないというのが現実に目の前にぶら下がっていることでありますから、まね

をするという意味もありましたけどもね、よいことはまねるということではなくてね、取り入

れていくということで私はいいと思うのですが皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今、大渕委員からありました、白老町財政健全化に関するガイドライ

ン。これは新風さんも同じようなことを言っておられますけども、確か、うちの会派でもこれ

に関してはきちんとやるべきだという話が出ていまして、ほかのところからこういう意見が上

がっていたので、あえて、今回は入れなかったのですけれども。私たちは、当然これはするべ

きだと思っております。というのは、午前中も町のほうから説明ありましたように、国の管理

下において、私たちの健全化プログラムをするわけではありませんので、すべて白老町が独自

でやるということになりますよね。そうなってきますと、これらをきちんとつくっていかない
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と、果たして、議会の責任というものはどこで果たせるのかなとそういう思いがあります。で

すから、時間がない中で、これを今回の報告の中でまでつくるというのはちょっと無理なのか

もしれませんので、一度報告して、そこの中でこのガイドラインをつくると。それで、例えば

９月以降ですね、そのことについての委員会というか、そういうようなものを新たに立ち上げ

て、そういうものをきちんとやっていかれたらいかがなのかなというふうに我々の会派ではそ

ういう意見もあったのですけどもどうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 今、西田委員のお話にもありましたようにね、性急に今、個々で何

だかんだつくってしまってということではなくて、弾力的に、例えば９月以降にこの問題につ

いてきちんと体制を確立すべきだと、こういうご意見だと思います。 

 ほかに皆さん、ありませんか。新風さんも今、ガイドラインについて述べていますね。 

５番、山本浩平委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 私どももガイドラインについて、ちょっとお話をしているわけなので

すけれども、具体的にここで、それでは、いつ、どうやってというところまでは検討はしてい

なかったのですけども。今、西田委員が言われるようにですね、この月でまとめるというのは

絶対無理なわけですから、この改革プログラムの一番最後に行政運営のガイドラインとありま

すよね。この内容と照らし合わせて、また、多治見市の例も検証しながらですね、それで、議

会のガイドラインというのを策定する準備を進めるということを並行してやっていけばいいの

かなというふうに考えます。 

○委員長（及川 保君） 西田委員と同じ意見ですね。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私たちの会派でもガイドラインの部分については、実施自治体の研究

を早急にしていくということで言っています。それで、実施するために今回のこの報告書の中

でどうするとかというのではなくて、やっぱり、これから、政策研究会というのか、何ていう

名称になるのかわかりませんけども、そういった形の中で財政運営に関した研究、それから、

補助制度の政策研究だとか、そういったものをしっかり踏まえてですね、これからチェック機

能を高めていくということを総括として考えております。 

 それから、議会の責任論の総括につきましてもね、先ほど会派から説明あった部分もあると

思いますけども、やはり今回で終わりにしていかなければいけないだろうと思います。その理

由の一つとしては、やはり前回の旧特別委員会の報告が一つの議会としての姿勢であったり、

それから、その後に行われた、やっぱり選挙、この中でやはり町民のこれからの思いを各議員

が主張しながら、今、ここにいるわけですから、そういった町民の付託を受けて今後どうする

のかということをやっぱり真剣に考えていくと。これからは本当に後戻りすることではなくて、

やっぱり前向きに考えていくということで考えれば、もうこの辺でしっかり終わりにすると言

ったら変ですけども、しっかり総括していくべきだと思っております。 

○委員長（及川 保君） こういう意見が出されております。新政さんもそういう形の話が出

ましたね。 

８番、近藤守委員どうぞ。 
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○委員（近藤 守君） 私も氏家委員と同じ考えなのですけども。私は総括のほうではね、ガ

イドラインのことは特にうたっていないのですけども、３番目の町民懇談会における意見の反

映の中に、財政チェックについては最優先課題であり、随時、開示するという形でね、この中

でガイドラインのことを言ったつもりなのです。ですから、私もガイドラインのことはきちん

と決めて、できれば総括については終わりにしてもらいたいなというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） この件について、総括の意見も今、出ましたからね、このことにつ

いてもちょっと皆さんの考え方を伺いたいなと思います。いずれにしても、この特別委員会の

中でもきちんとやっぱり総括としてね、何らかの形で入れていかなければいけないのだろうと

いう思いでは、委員長としてはおるのですけども。大体このくらいで責任論については終わり

にすべきということでございますけども、いかがでしょうか。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 責任については総括していますよね。だから、責任はちゃんとみんな、

あるということはわかったのですよ。大事なのはこれから何をやって、その責任がどう果たさ

れたか。さっき言ったように。それで、それがどういう結果を生んだかということだと思うの

です。それがまた、町民が見ていて評価することだと思うのです。こちら側が責任のことはも

う総括したから終わったということではなくて、これから私たちがその責任の上に立って何を

やるかという結果を出せることを考えるべき、それが一つの総括だというふうに私は思います。 

○委員長（及川 保君） そのとおりだと思います。こちらからはもう責任論はいやだとかと

いう、そういう話にはならないはずですね。大体そういう形でよろしいでしょうか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけどね。この特集号で３番目と５番目で議会の、なぜ、財政

運営の悪化を招いたかというのと、議会が果たした役割というのできちんと書かれているので

すよ。私はこの総括文章というのはきちんとなっていると、私はそういうふうに理解していま

す。だから、それで終わったということではないと、当然ですよ。それで、ただね、今このま

ま終わってしまったら、それでは、これをできるか、できないかは別ですよ、だけど、ガイド

ラインをここでつくると言っているわけです、これで。それをね、例えば、今、時間がないか

らということで先延ばししたら、町民の皆さんは何て言うかと言ったら、やっぱり議会はやる

気ないのではないかと、こうなりませんか。これは僕だけが思っているのならいいのですよ。

あの懇談会の中で出たのは何かと言ったら、議会は一体何をやっていたのだということですよ。

うんと短く言えば。ということは、中身がどういうふうにつくるかどうかは別にして、ガイド

ラインを８月、７月いっぱいだから、例えば間に合わないという今の議論で結論を出すとした

らですね、そのことが責任を取っていないということになるのではないかと私は思うのです。

できないかもしれませんよ。どういう手だてがあるかということもわかりません。だけど、町

民が望んでいるのはそこを望んでいるのではないかと思うのですよ、僕は。そうでないと、そ

れでは一体、議会、今回新しい町の方針が出たと、それに対してガイドラインは先につくりま

すよといったらね、一体、議会何やっているのだとならないですか。私はそういうふうになる
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のではないのかなと。僕はだよ。そう思うのです。だから、それはそうではないよというご意

見があれば、それはそれで構わないのです。ただ、私はやっぱりね、町民が言っているのはそ

ういうことではないのかと。だから、町民の皆さんもこれをきちんと、例えばこの３番と５番

目をきちんと読んでいただければ町民の皆さんは理解できる部分がたくさんあるのですよ。僕

はこの総括文章というのは非常に極めてきちんとできていると思います。何回も読んでみまし

たけども。それで、それに付随して７番目ができているわけです。今後において議会が果たす

役割と。これを出したのは 10 月１日なのです。今、７月なのです。だから、議会は一体何をや

っていたのだとならないかいと、こういうことですよ。 

○委員長（及川 保君） 大渕委員ね。つくることについては、もう皆さんの総意だと思って

います。それで、時間的な話も出されていますから、大渕委員はこれを継続してこの委員会で

やるべきだと、早急にやるべきだということだと思うのです。 

○委員（大渕紀夫君） 僕が言っているのはどういうことかと言うと、そういうことが必要で

はないという結論だったら、それでいいのです。 

○委員長（及川 保君） 誰も必要ではないとは言っていないですよ。 

○委員（大渕紀夫君） いやいや、違うのさ。そういうことが今きちんと議論しておいて、そ

して、今やるべきか、やらないべきかということをきちんとしたほうがいいのではないかと。

それでないと進んで行かない、次に行かないということを言っているのです。せっかく今いい

意見が出たのです、総括について。そうしたら、それをどうやってつなげるかということです。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） うちの会派も書いてありますけど、総括の中では、だから、総括に入

れたのです。この条例についてもっと議論するべきだと。それで、きちんとしたものを、時間

がないというのだけど、どれぐらい時間かかるのかわかって、そういう議論をしてわかって言

っているのかどうかというのは私ちょっと疑問なのですね。どういったことがあるのかという

ことをね、ちょっと突き詰めてやってみて、本当に時間的なものがどれぐらいかかるのかとい

う検討もまだしていないですよね。それでも時間かかるから先送りしましょうということでは

なくて、もうこういうものは当然出てくるというのはわかっていて、大渕委員が言ったことと

同じことになります、つくっていることに対して、まだ時間かかりますよねということではな

くて、本当にこれをつくるためにはどういったことが必要なのか、何がかかるのかということ

を即もうやれるという方向性を示していかなければ総括にはならないですよ。私はそういうふ

うに思いますけど。 

○委員長（及川 保君） いずれにしてもね、ガイドラインを策定するというのはね、これは

もう皆さんの総意だと思います。ですから今後もね、この特別委員会で当然、議論してつくっ

ていくべきであってね、それは先延ばしにするということではないはずなのです。大変厳しい

日程の中でどうしていくのだということですから、９月以降に持っていきなさいとかというこ

とではないと思うのです。だから、これはしっかりやっていきましょうよ。このガイドライン

をきちんとつくっていこうと。だから、そのあたりの部分で意見を集約してもらえれば非常に
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ありがたいと思うのですが。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今、この段階でね、新財政改革プログラムの内容を議会がすべて丸の

みしているわけではないわけですよね。この中身について、今、精査して、この部分は直した

ほうがいい、こうしたらいいのではないかと、それぞれ各会派で持ち寄って、そして、方向性

を出していくわけですから。やはり、新財政改革プログラムがはっきり決まらないと、先にガ

イドラインを決めると言っても、そういうことにはならないのではないのかなというふうに思

うのですよ。 

○委員長（及川 保君） まとめがないですからね。そこです。全くそのとおりです。だから

先行してね、このガイドラインの部分をやってもいいのですけども、非常に肝心のこの改革プ

ログラムをどうしていくのだということの議論がほとんどなされていない状況なものですから、

その辺を留意してご意見を伺いたいと思います。 

９番、斎藤征信委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今、言われたとおりではないかと思うのです。実際に今、

至急やらなければならないのはガイドラインではなくてプログラムに対してね、どういう議会

としての意見を持つかということをはっきり打ち出すこと。これだって、議会がどういう態度

をとったのかというのは住民が見ているわけですよね。ここでこっそり決めてね、あとは町が

それを秘かに実行するのではだめなのですね、やっぱりね。議会がこういうものを打ち出すと

いうことが一つ必要なことだし。 

 それから、ガイドラインも、これは前に決めたときに、あれ以来、絶対これはしなければな

らないものだということで話し合ってきているわけですよね。そして、４項目にわたって検証

しなければならないということを出していますよね。ただ４項目のうち、全部いっぺんにでき

るかというとそうではない。４項目のうちに早くできるものと、できないものとがありますよ

ね。数値をすぐに出せと言われたって、数値なんか出るものではない。これからしばらく動い

てから出てくるものだろうと、議会で検証しなければならないことだろうと思うので、それは

後になるだろうと思うけども。４項目の中でできることというのはいくつかあるわけですよね。

それをどんなふうに進めていくかということをはっきり話を決めておいてね。そして、それを

また住民に返していくというかな。議会の総括も含めて、もう一回議会だよりで、議会は今こ

うやって、こういう立場でどんどん出していますというようなことを議会だよりで打ち出して

いくなんていうようなことが、ぜひ、求められているのではないのかなという気はしています。 

○委員長（及川 保君） ありがとうございます。斎藤委員のおっしゃることが私は非常にあ

りがたいなというふうに思います。というのは、ガイドラインはもう元々やらなければいけな

いというのは皆さんの総意なのですよね。総意として、これを進めるということは間違いなく

やらなければいけないこと。それでもう一方では、今やってきた、このプログラムの内容を議

会がどういう対応するのだと、こういうことを今やらなければどうにも身動きとれないという

ことでありますから、その部分も含めて今の議論を、この議会としての総括を今、皆さんのご
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意見を伺っておるのですけども。必ずガイドラインを策定して議会としてのチェック機能を果

たしていくと。しっかり責任を果たしていくということで確認をこの部分ではしたいなという

ふうに思います。よろしいでしょうか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） この改革プログラムの 102 ページにね、町独自の健全財政のための財

政指数基準の導入と書いているのですよ。町はそういうものを出してくるわけです。そうした

ら、議会はこの議論が終わってからね、町が出した財政基準以外の基準を出すのですか。僕は

ガイドラインというのは、これを実行、これをやるかどうかは別にして、町の財政がきちんと

なるか、ならないかというガイドラインをつくるのですよ。これが決まってからガイドライン

つくったらどういうことになりますか。僕はね、それだったら町の言っていることと、議会が

どこで独自性を発揮するかということになりませんですかね。議会は何を基準にこの財政はよ

かったとか、この財政は正しいとかということを、議会は何を基準にやるのですか。そのこと

を称してガイドラインというのだと思うのだけれども。町はつくると言っているのですよ。 

○委員長（及川 保君） つくると言っていますね。 

２番、前田博之委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私もガイドライン必要だと思います。ただ、今、急につくるかどうか

は別にしてね。これはさっき説明あったけども、指標については３年以内で収まると。だけど

も、元の赤字というのは 10 年かかるのですよ。それで今、話がありましたけども、私も言おう

と思っていたのですけども、この 101 ページのガイドラインね、私の考えですよ、私はですね、

前回の、今、議論している９月に議会がガイドラインを作成するべきだと報告しているのです

よ。私は、本来はこの新財政改革プログラムできるまでの間に行政が出すべきなのですよ。だ

けど、出さなかったと。ですから、議会が言っているからこういうことで文章化を私はしたと

思います。そうするとですね、私は議会でやるとすればね、委員会か何かつくると思いますけ

ども、そういう中で私は町とすり合わせしてね、それで話をされていけば、ある程度できるの

ではないかと。その中で議会は議会の独自性を出すという形でいけばいいと思います。過去に

も要綱をつくったときがあるのですよ。あれは地元の業者を守ろうと。アウトローをはじき出

そうと。健全な企業なり、環境整備をしようということでですね、あれを議会が優先して要綱

をつくった記憶があるのですよ。そのとき町の職員も一生懸命やってすり合わせして、道より

先がけてつくっているという経過があるのです。やっぱり議会もそれだけ能力を持っているの

ですよ。ですから、私はそういう形の中ですり合わせしていく中ででもいいのかなと思います

よ。せっかく町もこういうふうな言い方、文言を出してきたのですから、私はそう思います。 

○委員長（及川 保君） ほか皆さんどういうふうにお考えか聞かせてください。 

 大渕委員においては、町が先行して新財政改革プログラムにガイドラインの部分についてき

ちんとやっていくということを載せたということで、議会が今後ね、議会としての対応をどう

するかも当然そうなのだけども、ガイドラインを策定しない限り、この部分に入れないとこう

いうご意見なのですけどもいかがでしょうか。 
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○委員（大渕紀夫君） いや、違うよ。入れないとは言っていない、僕は。できるかどうかは

わからない、今、前田委員がね、そういう対案もあるよという話をされましたけども、私が言

っているのは、もちろん、この議論をしなかったらどうにもならないのだよ。だから、ガイド

ラインを決めなかったら、これに入ったらだめだとかと言っているのではなくて、議会の独自

性というのはそういうところにあるのではないのかいということなのです。だから、私はガイ

ドラインつくらなかったら、これ議論したらだめだなんて僕は何も言っていませんからね、そ

んなことは。そうではないですよ。だけど、私はこういう議論の中でつくっていかなかったら、

実際に町は一番最後でこうやって言っているわけだから、手法としては今、前田委員が言った

ような手法もあるでしょう。議会が独自でつくるという手法もあるでしょう。それができない

としたら、町とつくるという手法もあるかもしれません。それはちょっとね、そこまでまだ議

論がいっていなかったら、今、前田委員がそうやって言ってくださいましたけどね。だから、

僕はそういうものが必要であれば、やっぱり同時並行でも結構ですからね、やっぱりやるべき

だろうし。そういう意味ですよ。それを議論し終わらなかったら、ガイドラインつくらなかっ

たら、これは議論したらだめだとか、そんなことではないですから、どんどん進めるのは進め

て構いませんよ。 

○委員長（及川 保君） 何回も繰り返していますけども、これはもう必ずやると。ガイドラ

インは策定していくと。どういう形になっていくかはわかりませんけどもね、今の段階では。

いずれにしても、そういう形をするということで皆さん確認して、次回の例えば委員会までに

大ざっぱでもいいから何か姿が見えるような形をとると。前田委員もおっしゃったようにね、

いろいろな方法もあるでしょうしね。細部にわたってはもう全然無理だとは思うのですけども、

そのぐらいの部分はできると思うのです。 

吉田委員、何かありますか、ご意見が。こうすればいいのではないかというふうに出してほ

しいのですよ。そうでないと、ただ、意見を具申するだけではなくて何かあれば、こうすべき

だと。それに皆さんがそうだということになれば、それに当然進むのであって。何か思いがあ

りますか。 

15 番、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今いろいろな思いが葛藤してちょっとね。今、総括での前に出したも

のをどうするかという議論でしたからね。山本委員や斎藤委員が言われる、こちらのプログラ

ムは、これはもう当然、淡々として議会の意見も述べて進めていくべきだと思うのですね。そ

して、多治見市の財政健全化の条例を見てみても、チェック機能と議会はずっと言っています

よね。そのチェック機能を果たすための、町民懇談会でもありましたよね、今まで３回出てき

ただろうと、財政に関するいろいろなプログラムが。全部だめだったろうと。私はチェックが

ちゃんと議会ができなかったことでしょうということだと思う。それをチェックするためのき

ちんと手法がこの条例の中に書かれているのですよ。多治見市のこの条例は。だから、そうい

った部分では、私はそれが同時並行になるかどうかわからないけれども、何か具体的にもうち

ょっとね、小委員会でそれを具体的にやってみますとかね、もうちょっとやったほうがいいの
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かな、それもちょっと厳しいのかなと思いながら今ちょっと考えていたのですけども。 

○委員長（及川 保君） だから今、私もそういう形で実は考えていくほうが一番いいかなと。

最善の方法かなと今、思ったのですけどもね。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、全員そろっている特別委員会なので、そういった手法を何か、小

委員会でもう一回議論してみますかとか、何か具体的にちょっと残さないと。それでは、こう

いうふうにあれしますかということで流れていくと流れていってしまうような気がしたもので

すから。 

○委員長（及川 保君） 委員長に一生懸命求められているみたいなものですからね。そうで

はなくて皆さんの意見を自由な形で言っていただければ、出してもらえればありがたいのです

けどもね。 

○委員（松田謙吾君） 議長の意見を聞いてみたら。議長だってやっぱり意見述べなければだ

めだよ。一番大事なことだから。議長の考え方も本当に重要なのだから。私は議長の考え方を

やっぱりきちんと聞きたいな。 

○委員長（及川 保君） そういうご意見もありますので。堀部登志雄議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の前議会の特別委員会での検証とね、それから、今後の方向なの

ですけども。今、私、お話伺っていて、また、今までずっとやってきた経過の中でですね、前

特別委員会での検証は報告されていると。ただ、町民に説明されていなかったという部分はあ

りますけども。その辺は町民懇談会でもその辺のお話はさせていただいたと。今後ね、今まで

の轍を踏まないために、議会として踏まないためにはやはり今までにない、新たな白老町の財

政指標みたいなガイドラインをきちんと設定してやっていくべきだというぐあいに思います。

それで、町も新財政改革プログラムでは新たな指標を、ガイドラインを何か模索していくよう

な形でもう出ていますのでね。私は先ほど前田委員が言われたように、もし、議会として町で

示す前にですね、やはりきちんとこういう指標を持って今後の財政運営をしていくべきではな

いかという議会としての案を出していくべきだと思います。それで、町で出す新たなガイドラ

インの案と、やはり両方照合してですね、それで一本のものにできれば、よりいい方法ではな

いかなというぐあいに思いますので。やはり先ほど、どなたからか出ていましたように、町で

出されてしまってから、それがいいとか、悪いとかというのでは余りにも議会としての主体性

がなくなってきますのでね。それはやっぱり同時に出すくらいの思いでやるべきだというぐあ

いに思います。 

○委員長（及川 保君） 何か、ほかありますか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は今の白老の財政状況を踏まえて、この新プログラムができたわけ

ですよね。白老のまちの建て直しのために。この予算の権限は行政側なのだな。行政が 100％

なのだよ。しかしながら、今、町民は議会も何をやっているのだというのは、行政が 70 あった

ら、議会も 30 あるのではないかと、責任が。五分五分ではないわけなのだよ。出すのは行政だ

から。町長が出すのだから、先頭になって。それに付託されているわけだから、町民から。そ
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れをチェックするのが議会なわけで、責任といったら行政側が７割から８割、議会側のチェッ

クの甘さは２割か３割。私はこう思う。ですから、町がきちんとガイドラインをできて、それ

に立って議会が対応するのが私は当たり前だと思うのだけどね。私の考えは。議会が先にガイ

ドライン出してさ、町と全くかみ合わないですよね。だって、町がきちんと出した後、それを

検証するのが議会なのだから。私はそう思うのだけど。だから、今、同時に進むとか、同時に

進むということは修正できるということなのだよ。町側は修正しないのですよね、今、進んで

いることには。それで、議会側がそれを修正されるのが、議会の仕事なのだと私は思うのだけ

ど。だから、町側がきちんとできて、それから、議会がこの部分は町民の代弁者として、ここ

は違うよ、反対だよと、これが議会の役割だと私は思うのだけど。  

○委員長（及川 保君） ガイドラインという部分についてはね、しっかり検証しなければい

けないというものですから、ただ、のんべんだらりと個々の議員の議会活動だけに任せておく

ということでは、実はないわけですよ。その部分においてのガイドラインときちんと、議会と

しての意思をきちんとつくっておくべきだと、こういうことですから、町が示したものに対し

て議会で任せておくということではやっぱり今後もおかしくなるだろうという、その部分が実

はあったのです。 

 議長のお話もありました。このガイドラインの部分についてはね、多治見市の例もここにあ

りますのでね、小委員会に任せていただければ。 

○委員（松田謙吾君） 簡単にできるものではないなと思うのな。 

○委員長（及川 保君） 簡単にできるものではないのですけどね。だから、いろいろな意見

を出して進めて行きたいなというふうに考えております。これもまた小委員会で大まかでもや

れと言われれば非常に厳しい部分あるのですけど。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私はね、先ほど前田委員がおっしゃったようにね、これはすり合わせ

なしではできないですよ。議会だけで決めるなんていうことは、そういうプロ的な知識を本当

に持ち得ているかといったら、なかなか難しいものもありますのでね。やはり財政の担当の部

局とすり合わせをしながらね、やはり決めていくことは絶対必要ではないのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） そういう形で進めてよろしいでしょうか。このガイドラインの部分

については。決して後回しにするということではありません。ただ、町が既にもうプログラム

の中に示していますから。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ガイドラインのうちで挙げられているのは、財政力指数だとか、経常

収支比率、ラスパイレス指数だとかいろいろあるわけですけども。一応、標準的な基準という

のがあるわけですよね。だけども、今、我々が必要なのは標準的な基準を超えるか、超えない

かで判断するわけではないですよね。今の白老の状況の中で白老町独自にどういう指数を持っ

たらいいのかということだとすれば、そんなに簡単に答えが出てくるようなものではないのだ

ろうなと。やっぱり、そうなれば、かなり、そういう財政に対して資料をまた新たにつくりな
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がら勉強しなければならない。やっぱり、これは我々議員の学習の一環としてね、それが位置

づけられる必要があるのではないのかと。その中でね、学習の結果としてそれが出てくるので

すよね。それがいつまでも時間かかっていいよというものではないことは確かなわけだから。

だから、財政改革プログラムの検討と一緒にね、やっぱりそういう作業を進めていくのだと。

そういう学習を進めながら、間に合わせていくのだという形でいいのかなという気はするので

すがね。 

○委員長（及川 保君） 皆さんのご意見は出尽くしているかなとは思うのですが。このあた

りは、また小委員会で議論しましょう。よろしいですか。そういう形で進めていきたいと思い

ます。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に進みたいと思います。新財政改革プログラムに対する評価。今

回のプログラム案に対する評価ですね。 

新風の山本浩平委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） この新財政改革プログラムに対する評価なのですけども、目的を達成

するためには非常に町民にとっても厳しい内容でもありますが、おおむね評価はしております。

評価せざるを得ないのかなと思うのですね、目的を達成するためには。 

それで、町の職員の給与カットが先行して、ことしの１月から始まったわけですね。20％カ

ットが 10 年間続くわけです。これをクリアするためには町民の痛みも伴っていかないと、なか

なかこれもクリアできないと。そういう事情の中でこれはやむを得ないのかなというふうに感

じてはおったのですけども、非常に今、このタイミングが悪すぎる状況になってきたわけです

ね。原油が高騰しまして、諸物価がすべて上がっていく状況でですね、インフレ経済がもう本

当に目の前に来ている状況なのですね。そのような状況の中で、大幅な超過税率 20％アップで

すか、法人町民税と固定資産税ですね。この実施についてはですね、現実的に町民生活を圧迫

し、中小企業の経営に大きなダメージを与える。例えば廃業ですとか倒産等に拍車がかかる、

そういうおそれが、そういうことを生み出すおそれがあるような気がしてならないのですね。

ですから、きょう若干、全体的な、病院の特例債のお話もありましたけれどもね。何とか 10

年間を平準化するのではなくて、各年度の財政状況を精査した上で、何らかの緩和措置、町民

に対する痛みの緩和措置というのも必要ではないのかなというふうに思います。しかしながら、

それをやるためには対案というか、それでは、その分をどこから持ってくるのだということの

話になりますのでね、それに関しては最後のところでもう一度お話をしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

それでは、清風クラブでございます。１つ目に、今、新風さんでも出ていましたが、余りに

も町民に負担を強いる内容であるということでございます。今後、原油高による世界規模の物

価高騰や、内政事情、当然、今後、消費税率のアップということも間違いなく来るわけであり

ます。そういうことを考慮すると、大変な厳しい町民の皆さんの負担増が、簡単に町だけの負

担増ではないのですね。あらゆるものがすべて町民一人一人の皆さんにかかってくると、こう
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いう状況を非常に見えてくるわけですね。今後、理事者もみずから、やはり痛みを、本当の意

味で痛みを感じていただきたいとこういう思いでこの２番目を書かれております。 

 それともう一つは、これだけの職員と、給与削減を実施していながら、なかなか本当の危機

感と言いますか、けさの町側の説明もあってね、非常に、言葉では赤字は同じなのだよと、変

わらないのだよという話はしていてもね、全体としてなかなか危機感が伝わってこないのはど

うしてなのかという思いが実は会議の中で交わされました。委員会という形であれば、町長は

当然、本会議でありませんから出席することは必要ないのでしょうけども。逆にね、こういう

大変な厳しい、町民に対する負担を強いるわけですから、率先して逆にね、こういう会議には

誠心誠意の対応はしてほしかったとこういう思いで、実は会派の中では語られました。こうい

うことでございます。 

 次に、日本共産党さんですね。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。２点目、３点目に書いてあるように、新しく出された病院

が大体軌道に乗って動けば何とかなるという見通しがたったということで、この方針どおりに

いけばそういうものを含めていくことを、これを評価できるのではないかと。プログラムにも

早急に盛り込むことが大事なのだということですね。そして、全体の見通しが早く立てられる

ようにするべきだという点。 

 それから、再生団体ではなくて、きょうも話されましたけども、早期健全化団体も回避でき

るというふうに、両方とも回避した点では評価すべきだろうというふうに見ております。ただ、

総体的に言えば、１番目に戻って、今も話がありましたけども、住民と職員に負担がかかりす

ぎるプログラムだと。やはり住民と職員の置かれた、そういう社会的状況を考えるならば、町

として大きな政策転換は避けられないと。従来から主張したからそれをいうと、公共事業が余

りにもなくなるだとか、将来のまちの活気がなくなるとか、こういういろいろな意見が出てい

たわけですけれども、しかし、やっぱりそこのところに踏み込まなければ町民が救われない。

町民もやっぱり、もっと生活上の不安というのが大きくなっているわけで、そういう点からい

うと、港の建設を先延ばし、引き延ばしするだとか、事業の見直しに制限を加えるとか、やっ

ぱり思い切ってそこへいかなければ町民は救われないだろうと。そういう面でいうと、総体的

にいう不満が残るということです。 

 それでもう一つ要望したいのは、一番最後に書いた、最大のピークを、借金を返していくピ

ークを超えたその時点で、住民がいや応なく負担増になっているわけですから、この計画を元

へ戻すか、軽減をする保障を担保にすべきではないかと。ここのところをきちんとしておかな

いと上がったら上がりっぱなしというふうになってしまいますので、そこのところはしっかり

しておきたいなということです。以上。 

○委員長（及川 保君） 次に、無会派の前田委員ですね。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 前田です。総論的な話が今出ましたけども、そういうことは私は書か

ないで具体的に書いてきました。それで、早期健全化団体はですね、今までの町側の説明を受

けると結構回避できるなという、そういうことが感じ取られてきました。だから、それは余り
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触れていません。根本的な財政の今ある赤字をどうしなければいけないというのが私の考えで

すから。あれは数字的なことでクリアできてきますからね。それでですね、６項目挙がってい

ますけども、私としてはやっぱりこういう具体性がもうちょっと議論していく必要があるし、

町側はもっと深く考えてほしいなとこう思って６点挙げてきました。 

 それで、プログラムを作成した努力は評価すると。あれだけのものはつくりましたので、そ

れはそれなりにできていますけども、プログラムの中でですね、ほかの議員さんも言っていま

すけども、町税を見てもですね、本当に労働人口とかですね、あるいは、ある程度の企業の経

済状況、具体的に言いませんけども、そういうものをとらえてですね、そういうものを積み上

げた部分の一つの例とすれば、町税の将来性なのかとそういうことをちょっとひも解くと、非

常にその一例だけでも精度に疑問を感じると。全体的には私はそう思っています。 

 そして、具体的に言うと、皆さんも表 81 を見ていると思いますけども、最後の２、３年、３

年以上となるとですね、起債の借り入れにしても４億になってみたりですね、非常に最後で数

字を合わせているのですよ。それでは、その後どうなるのかということが見えないのですね。

だから、そういう部分がもうちょっとやっぱり精度を高める部分が町側も必要なのかなとこう

思います。 

 それと、今も話ありましたけど、病院についてはですね、先般説明されましたけども、病院

の再建、あるいは町立病院の先生が６人になっていますが、本当に６人がそろわなかったとき

にどうなるのかとかですね。ピークの受診率を見ていますけどね、下がったらどうかという、

そういう懸念される試算もあって議論してもしかるべきかなと私は思います。そういう部分が

まず。そして、町の負担が将来ですね、示されていない。また、国保税にしてもですね、表が

ありましたけど、上げる、上げると言って何もないのですよ。一つの過程の中で税率をこうし

て上げるという目安が見えればですね、町民の負担率も見えますけど、何もなくてですね、こ

のプログラムどうするのかとこう見ればですね、大事な部分が作目されているのですよ。こう

いうことはまだ町側も含めて議論していく必要があるのかなと思います。 

 それと、私は何回も言っていますけど、後期計画が提示されていないと。そうすると、今後

５カ年の政策事業に町長は集中と積極と言っていますけど、私は集中と選択と思いますけども、

それらの政策転換を含めて議論できないのですよね。逆に、港だけやるよと、その代わり病院

はずらすとかね。だけど、こうだとかというそういうものが町長として見られないのですよ。

今、厳しい財政の中にあって。そういうことをやっぱりチェックする必要があるかなと思いま

す、まだ。 

 それと、起債７億円以内、投資事業 5,000 万という減の数値のみですけども、総体的な事業

を絡めてですね、課題等のすり合わせみたいというチェックできないのですよ。そうすると、

金額だけでフリーハンド与えているのですよね。それでは、今も出ましたけど、港とか病院の

改築とかですね、後から出ますけども、町で発生する事業について何も入っていないのですよ。

給食センターしかり、統廃合しかりにしてもですね。そういう部分も中に入っていなくて、そ

れでは、その部分はどう見えてくるのかというものが実際プログラムに入っていないというこ
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とです。 

 それと、今お話しました、５番目として、この資料にも付いていますけどね、将来において

発生する事業についてプログラムに計上していない。これは数字的なことではなくて、どう対

応するかという文章表現でもいいのですけど、まるっきり触れていないのですよ。そういう不

安材料が多い。これはやっぱり町民に説明する責任があると思います。 

 それと、プログラムが膨大ですけども、結果的な数字がずっと積み上がっているのですけど

も、今回も町民説明したけども、概要ありましたけどね、もうちょっとやっぱり資料を簡単に

まとめてですね、これだけの赤字があったら、ことしはこれだけの財源あって、これだけ減っ

ていくとかですね、そういう簡単にすぐわかるような形をですね、仮に指標の部分は指標の部

分、本来の赤字の部分は赤字の部分を立ててですね、一目瞭然に見えるような資料を提出をし

ていかないとですね、結果的にやっぱり皆さんわからないでどうなったという話になるのです

よ。こういうものはやっぱり必要かなと、こういうことでプログラムに対してはまだこういう

疑問があるということを感じて、細かいかもわかりませんけど一応、私の感じたことを書いて

きました。 

○委員長（及川 保君） それでは、新政クラブさんですね。８番、近藤守委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。財政再建と町民生活を勘案した苦渋で最良の改革プ

ログラムであると。町民、役場、議会が一つとなって目的を果たすべきであるということ。苦

渋ということは、やはり皆さんおっしゃっているように、白老町民全員に大きな負担がかかる

ということでございます。また、最良ということは、10 年後には一応赤字は解消するというこ

とでもって、このような文章になっています。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、公明党さんですね。14 番、氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 新財政改革プログラムに対しての評価です。比率をクリアするために

大変苦労されて策定されているのだろうなと思います。それから、議会として承認するには数

値的に、また、背景だとか、町民の負担増に対する対応可能性、それから赤字解消のための一

般会計からの財政支援の追加での繰り出し計画の実行性の不可、それから可能性への確認を議

会として共通認識を持つことが大事であろうと。 

 それから２点目として、病院の件に関しましては、方向性は出されましたが特例債の利用と、

もう少し議論が必要であろうということが出ています。 

 それから学校の適正配置については、今回プログラムに入っていないということですけども、

今、病院の方向性が出ました。永年のこういった課題を据え置くというよりも、この際しっか

りとした方向性を踏まえた形の中でこういったプログラムに反映させるべきではないのかと。

それは、数値的なものはまだ出ないかもしれませんけども、あらゆる方策の中でやっぱり取り

組んでいくべきではないのかということが出ております。 

 また、今回のプログラムに関しましてはね、午前中の議論にもありましたけども、公社の考

え方、事業縮小に伴う役割分担がこれからいろいろな事業に対して出てくると思うのです。そ

ういったものが明確になっていかなければ、今回の財政改革プログラムの内容はこれでいいか
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もしれませんけども、町民の負担ばかりを押しつけた形の中で終わってしまうようでは困る。

もっともっと中身を見直ししてですね、救えるところは救っていかなければいけないという考

え方にたった見直しがやっぱり必要だと私は思っております。 

○委員長（及川 保君） 全会派のお話がされました。この中でまだ特に意見を述べたい、も

しくは、ここはどうなのだということがありましたら、どうぞ。新財政プログラムに対する評

価ですね。特にございませんか。ございませんね。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３３分 

                                         

再開 午後 ２時４６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。 

 この評価の部分はいいですね。 

 それでは、次に進みます。町民懇談会における意見の反映。今回の懇談会の件ですね。 

新風さんから。５番、山本浩平委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 懇談会における意見の反映なのですけれども、懇談会そのものも今後

やはり、やり方ですね、十分検討していく余地はあるのかなというふうに皆さんも多分感じら

れたと思うのですけども。同じ方が同じような内容を３カ所に来て質問をぶつけたりとかです

ね、そういったこともありましたし、懇談会の持ち方自体もちょっと考えていくべきかなと思

っています。中には建設的な意見もございましたので、そういったことに関してはやはり十分

耳を傾けていく必要があると。特に議会の権威を守りながら、議会の役割を十分に果たしてい

ただきたいという強い意見がございました。これは本当に謙虚に受け止めて答えていかなけれ

ばならないというふうに思います。そのためにはどういうことが必要かというと、この財政に

おいてはやはり、総括のところが私、述べたのですけれども、チェックをするシステムを構築

して、ガイドラインで数値を設定していくというようなことを一つ一つクリアしていかなけれ

ば議会は何をやっていたのだというお話につながっていきますので、その辺を反映していく必

要があるのではないのかなというふうに私どもの会派はそう感じました。 

○委員長（及川 保君） それでは、清風クラブです。同じ意見ですね。議会や町政に対する

不信感や批判もたくさんあったが、真摯に受け止めるべき課題もたくさんあったというふうに

思います。内容を精査して、極力反映すべき。 

? 参加者は少なかったが、町民の率直な思いではなかったかなというご意見もありました。

そういうふうに受け止めております。 

３つ目、議会、行政への要望をきちんと区別、そして整理していかなければいけないなとい

うふうに考えております。以上でございます。 

 日本共産党さんどうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。懇談会の中で出されたものを集約すると、大体大きく３つ

ぐらいかなと。一つは議会の責任はどうだったのかという問題。 



 - 46 - 

それからもう一つは、港の建設の政策に対する見直しはできないのかということ。それから、

小さなもろもろの政策への見直し、工夫がもっとあっていいのではないかというようなことに

絞られてくるかなというふうには思ったのですが。 

 責任論については、どこかのところにも書いてありましたけども、町民に対する議会の対応

というのはやっぱりもっと、いろいろな条件があっても、もっとスピーディーにやる必要があ

ったのかなという、その辺も指摘されているのだろうなというふうに感じたことが一つです。 

 だけども、総体的に一番感じたのは、今も話ありましたけども、懇談会の対応の仕方という

のをもっと議会として熟達する必要があるのではないかと。あれで十分、みんな胸にすとんと

落ちて帰ったかというとそうは・・・。かなり消化不良で帰った部分があるのではないかと。

ということは何が大事かと、きちんとした役場みたいな答弁が必要だったということよりも、

議会がこういう事態に対して熱気をもってやっていたのかと、そういうものが直に伝わってい

かなかったのではないかと。それらに対する不満みたいなものが残ったのではないのかなと。

そういう意味では、やはりもっと我々が知らない人のところへ行って説明をするということで

はなくて、我々を選んでくれた町民の中に入るわけだから、もう少し気軽に話し合いが、どう

したらいい、ああしたらいいというような話がお互いにできる場をつくる必要があったのでは

ないかと。感想としてそういうふうに思いました。 

 あと、港の問題で言えば、将来、まちの展望のためにどうだとか、こうだとかという、そう

いう違いだけで今、納得させられる状況にあるかどうか、これはもう少しやっぱり考えてみる

必要があるのではないかと。それだけ町民の生活が不安を増している状態がすごく強く出てい

るのではないのかなというふうに読み取ったということ。 

 それからもう一つ。いろいろな政策に対しての工夫と書いたのですけども、町民に聞くと、

やっぱり我々が感じていないような面白い考え方というのがたくさんあるのだなということが

よくわかるのですね。そういうものを率直に聞いてみるということだとか、それから、何回も

出ていますけども、町民が喜ぶ施策がやっぱりなければならないのではないかと。負担増だけ

ではなくてね。そのあたりを十分気をつけて見てみる必要があるのではないかと、こういうふ

うに思ったことです。 

○委員長（及川 保君） 次に、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 懇談会の中でですね、議員個々のとらえ方はそれぞれあると思います

けども、中立というか、客観的に見てですね、やっぱり懇談会で提言、議会に対する不信、今

までの取り組み方に対する疑問、そして、議会に対する期待がいろいろあったと思います。そ

れでですね、議員一人一人が謙虚に受け止めて、今後の議会、議員活動に反映し、今まだ議論

されていますけども、やっぱり行動すべきではないかと。何を言っているのだという言い方で

はなくてね、やっぱり真摯に受け止めるべきだと思います。 

 そして、提言、意見があった中で理事者に向けてと思われるものは整理して、理事者に議長

名でちゃんと送付すべきだと思います。これは整理してですね、議会としてやっぱり何をした

かということが問われていますのでね、この意見の中で町長に対する考え方、町政に対する姿
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勢のあり方についていろいろあったし、提言もありましたのでね、その中で町長部局へと思わ

れるものはやっぱりちゃんと議長名で、せっかく懇談したのですからね、こういう意見があっ

たよということを伝えるべきだと私は思います。 

 それと、議会に対する提言、意見、財政プログラムに関する部分についてもあったと思いま

すので、それはやっぱりいろいろな漠とした言い方もしていますけどもね、それらをやっぱり

精査してプログラムにも反映できるものはやっぱり反映していくべきだと思います。 

 それと、今後の問題ですけども、財政プログラムが成案された後はですね、やっぱり議会と

しても結果報告というか、そういうプログラムにかかわってきた結果責任というかな、説明責

任を果たす、やっぱり懇談会を開いていくべきだと思います。ただ、今、お話にもありました

けど、やっぱり懇談会のあり方は反省すべきかなと私も思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、新政クラブ、近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブでは財政チェックのことは結構出ていたのですけども、こ

れはやっぱり最優先課題でありますから随時開示していくべきだろうなと思っています。 

 また、町議立候補者は納税証明の添付をという意見がありましたけども、これは当然であり、

議員は常時公開することが必要であると思います。 

 また、参加者が少ないということでかなり出ていました。でも、議員が動員かけるのは反対

です。町民の意思でやはり集まるべきであるということで。やはり、これはもしかしたら懇談

会のあり方に問題があるのかなとこんなふうに思っています。 

 また、同じ人が各会場で議会、町長批判を繰り返しておりますね。参加する気になれないと、

町民の何人の人からこういうふうに聞いております。この辺も何とか対応があればしたいなと

思っております。 

 また、理不尽な意見に対して反論できないのは誠に残念であるなと、こういうふうに会派と

しては思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、公明党さんは。氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと見づらいかもしれません。10 数点にわたってちょっと書かせ

ていただきましたけども、これは一つ一つ言ってもあれですので、全般的に町民の方々の、や

っぱり少しでも心にゆとりのある生活を考える方法がないのかどうかということをやっぱり

我々、考えていかなければいけないのだろうなというふうに思います。 

 それから、今後のチェック。例えば、このプログラムがはたしてちゃんとやっていけるのか

どうかというね。10 番目に今後のチェック、計画どおりいくのかという疑問点、そういったこ

とに対してのどういう対策をとっていくのかということは、やはり先ほど皆さんと議論したと

おりですね、やはりそういったいろいろなチェック機能を条例化していくだとか、また、今後、

議会としてしっかりそういったものについて勉強していく機会を設けていくだとかということ

がこれから大事になっていくのだろうなと、そう思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 全会派から出されました。この町民の意見の反映という形という部

分ですから、皆さんこのあたりを十分考慮してまとめにしたいというふうに考えております。
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よろしいですね。何かありましたか、ここで。ございませんね。それでは、最後の議会として

の対案・改革案につきまして、報告をお願いしたいと思います。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 新風です。いわゆる町民に対しての超過課税ですとか、使用料・手数

料の見直し、これはもう一部可決もしておりますけれども、これらを若干緩和するためには何

か対案、改革案というのが必要になってくると思うのですね。それで、私のところは各種団体

に、大変非常に多くの人件費の補助をしている団体がございますね。そういったところはこの

際やはり見直しをかけていってですね、そういう団体の自立を促すことも必要になってきてい

るのではないのかなというふうに思います。 

 それと、前回の特別委員会でも申し上げたつもりでいるのですけれども、同じぐらいの人口、

さらにうちよりも若干多いところの職員数をかんがみた場合に、平成 18 年度においては非常に

白老町は多かったのですね。330 名ぐらいいたわけです。それで現在は改革をいたしまして、

勧奨退職ですとかいろいろなことで 280 名ということで 50 人は減ったのですけれども、よその

自治体と比べるとですね、特に財政がそんなに厳しいようなところではないところとようやく

同じぐらいになってきたのかなということでございますので、今の財政状況をかんがみた場合、

もっともっと行政のスリム化というのを再検討する必要があるのではないのかなというふうに

考えます。具体的に言うと、臨時職員ですとか、嘱託職員のあり方もやはり再検討していく必

要性があるのかなと。こういったところでやはり町民に対する痛みを緩和していかざるを得な

いのではないのかという私どもの意見でございます。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

 清風クラブでございます。かなり細かいところまで含めて報告をさせていただきたいと思い

ます。一つには、固定資産税を 1.5 から 1.55％ぐらいに軽減すべきだと。このあたりは今、新

風さんからありましたように、大型補助金団体についての補助の廃止、または見直しで対応す

べきとこういう考え方です。 

 ２番、３番、４番も含めてですね、先ほど質疑がございましたので、ここは省略いたします。 

 ５番。財産処分をプログラムと別立てでもよいから、処分対策、それから目標額、年度ごと

の処分目標額・面積を具体的に示すべきだと、こういう考えです。 

 ６番目に、町有林・町有地の売却は、議会の議決に付すべき条例や自治法令に照らすなどし

て、議決要件として一定のルール化を図るべきであると。適正価格、財産の保全ということで

すね。 

 それから７番。身の丈にあった財政運営や事業をチェックするためにも、総合計画の後期見

直しというのは非常に今まだ実は手つかずのような状況になっております。これは早急につく

るべきだという考えでございます。 

 それから８番目に、将来のまちづくりや今後の人口動向を考えていくと、保育料の値上げ幅

は軽減すべきだと。これも非常に、先ほど吉田委員からも出されていた部分でございます。 

 ９番目。港湾は凍結すべきであり、もう白老町の今の財政状況では聖域を設ける状況ではな
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いということをしっかりと認識すべきであると。また、将来に禍根を絶対残してはならないと、

こういう意見でございます。 

 10 番目に、町長は再三にわたって議会にも責任があるのだと、こういう発言をされておりま

す。こういうことからも含めて、きちんと先ほどから課題になっておりますガイドラインのき

ちんとした条例化を目指して議会の監視機能を果たしていくと、こういうことしか、もう道は

ないという考え方でございます。 

 11 番に、借入金の額を厳重に管理するため、トータルの限度額を設定しておくべきだと。こ

れはガイドラインも含めての話です。 

 それから 12 番。町は、新財政プログラムを誰が見ても理解できるように、これは先ほど前田

委員からも出されていましたけども、もう少し要領よく簡単にまとめて、町民に対して説明責

任を果たしていくべきだということでございます。 

 13 番目。厳しい財政状況とはいえ、公共施設の耐震化対策、これはずっと議会の中でも必ず

議論されておりますけども、町民の安全・安心のまちづくりには避けて通れないと。きちんと

計画的に実施すべきだと。 

 14 番目。これについても先ほど質疑として交わされましたので省略をさせていただきます。

以上でございます。 

 それから、日本共産党さん。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 共産党です。町民負担の問題をどうするかということと、それから、

そのために政策転換をすべきという観点からまとめたのですが、細かに言うと、今までに報告

のあった部分にかなり賛成したい部分がたくさんあるので、それはいちいち書いてありません

けれども。大きく言いますと、今まで何回かの健全化計画を出されながらそれのチェックがど

うだったかというそのことから反省しまして、やはり今回もこれでうまくいくのかという声も

随分あるみたいなので、細かにすべてを見直していくと。少なくても、計画、指導も含めて３

年ごとに見直ししていくと、すべてをね。そういうことが必要だろうと。それまでにこのガイ

ドラインを設定しながら、それに合わせて考えていくということも必要だろうというふうに思

います。 

 それから、先ほども言ったのですけども、返済のピークを経過した後、やはり長いスパンで

考えて住民の負担は少しでも減らしていくべきだということ。 

 それからあとは、何度も言いますけども、政策の転換を図りながら、何とか増収させていく

ということを考えて、町民や職員の負担を軽減する。そのためにも振興公社の改善と、今も話

がありましたけども、そういうようなことも含めて見直せるものはすべて見直すということを

もう一回考えてみるということが必要だろうと。それと同時に、町民の利益になる部分も考え

よということでは、そこに書いた国保税の資産割の削減だとか、インフルエンザ、健診の改善

だとか、ごみ袋の値下げだとか、そういうようなものでやはり町民の生活に直結する部分につ

いて有利な政策も同時に掲げるべきだというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） それでは、前田委員どうぞ。 
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○委員（前田博之君） 前田です。私も議員の一人として今までプログラムやってきましたけ

ども、こういう考えだということを具体的に述べさせていただこうと思いまして⑪まで挙げて

います。今、話があったように、それでは、この中でどういうような、まちづくりのために政

策提案云々というのは書いていません。あくまでもプログラムに対してどうあるべきかと。そ

して、財政改革がどうあるべきかという視点でやっていますので、今、言った部分については

考えはありますけども載せていません。それで、新風さんとか清風さんでダブっている部分が

ありますので、その部分については簡単にします。 

 まず、超過課税の実施。これについてはですね、やはり一挙に 20％アップではなくて、段階

的な増税、または再建計画中の時限的な立法に考えるべきではないのかと。ということは、書

いていますように、これからの経済状況、白老町内の地域の状況を考えると非常に困難な部分

があるのかなと。それで、負担を強いることになるのかなと。この相続が困難というのは、温

泉付分譲地なんかで、息子さん方も都会に行ってですね、息子さんのところへ行く、都会に出

るというときに、実態としてはもう、その息子さんとか娘さん方が相続しないという例がたく

さんあるのですよ。いらないよと、税金払うのだったら。そういうことが今後、税金が上がっ

てくるとなお出てくるのかなと。そういう部分も含めてやっぱりもうちょっと議論するのかな

ということ。その対案としては、内部管理経費の見直し。これはプログラムに出ていますけど

も、あれは私から見れば、本当に全庁あげて１項目整理したとは思っていません。そうでなけ

れば、やっぱり、もし、この部分の対案として不足分があればですね、町もそうですし、議会

もそういう資料をもらってチェックしていく可能性もあるのかなと。それと、時間的なことは

別ですよ、投資的経費の見直し。町有財産の積極的な売却。赤字会計に対する一般会計の財政

支援の延長。これはですね、きょう、いみじくも下水道会計の話がありましたけども、土地も

そうですけども、指数に入れられるのですよ。それによって、目標の数値が３年でクリアする

ことになっていますので、こういう数値を少し延ばせばですね、こういうほうの赤字の部分も

多少延ばしていけるのではないかと。そうすると、これだけ負担させなくてもいいのではない

かなと、そういう部分です。また、ダブっていますけども、補助団体への人件費の見直し等で

す。そういう部分があります。 

 今、言った部分がですね、下水道料金の値上げ。これについては、上下水道料金を合わせて

料金設定を考え、短期間での高負担は避けるべきだと。また、下水道会計も健全化指標で数値

が換算されることとなったので、下水道会計自身の再建策を延長して、または、事業費を削減

して、料金のアップ期間、値上げ率を見直すべきだと。これはできると、私は、午前中の説明

がありましたけども可能かなと思います。 

 それと③については、出ていますので、結果として予算修正をできるだけの行動を起こせる

のかどうか、議会としてですね。そういうことです。 

 それで④番目については、町民サービスに伴う事業や後期計画事業を点検し、議会の意思と

して対案を示すべきだと。これは①の財源対策債とか、後から出てきますけど保育料とかです

ね、そういう部分でもし緩和する場合は、こういうところで財源を生み出すべきだと思います。 
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 それと⑤については、議論されていますから省略します。 

 ⑥番目については、組織のスリム化と再構築を行い、中間管理職の廃止や下位職者への権限

移譲による組織の分権を進め組織のフラット化を図り、さらにグループ制を検証して機能を発

揮させるべきだと。そして、臨時・嘱託職員の削減を行い、人件費の削減をすべきであるとい

うことで、今かなり中間管理職がいますけども、この部分の人は給与体系からいけばですね、

非常に給与費に対してかなりの圧迫がきているのですよ。具体的なことは別にして。いろいろ

ありますので、そういうことも必要かなと思います。 

 次に、連結実質赤字比率という経験のない指標に隠れて、効率的な行政運営の数値目標であ

る経常収支比率がないがしろにされているが、財政構造の弾力性を測定する比率である経常収

支比率の制限率を設定すべきだと思われます。例えば何ぼにするかということは議論する中で

いくべきと思います。多治見市もこういうふうに設定をしていると。これは非常に大事な数字

かなと思います。 

 次に⑧番目の施策事業の重点化。これについては先ほどありましたので読みません。 

 ⑨番目の保育料の改正の緩和的な段階的見直しということで、午前中いみじくもありました

けども、階層別の実態調査をすればああいう結果になるのですよ、300 万と言っているけども。

僕も多分下がると思っていました。だけど、なりましたけど、やっぱり、こういうものをちゃ

んと精査して数字が出るのは当たり前だと思いますので、僕は白老町の実態を考えるとですね、

母子家庭とか低所得者が結構多いのですよ。その人方が本当にどれだけの率が改定することに

よって、そこに占める率がふえるのかということをやっぱりちゃんと分析して保育料を見直す

べきだと私は思います。 

 そして投資的経費。先ほども言いましたけども、一般財源の上限額をちゃんと設定する必要

もあるのかなとこう思います。 

 それと、地方債の全会計の新規発行額の発行制限を設定しなさいと。だけど、私たまたまで

すね、対策の 92 ページの町債の数字を足したのですよ、19 年度から 28 年度。そうすると、総

額約 80 億あるのですよ。７億で計算していけば 70 億のはずなのですよね。１億円もう超えて

いるのですよ、計算で。多分、担当はですね、いや、財源対策債とかそういう部分が含まれて

いるのだという言い方をするかもわかりませんけども、もしそうであれば、やっぱり投資的事

業の起債と、経常費を運営するそういう部分の起債とは分けて審議していかなければいけない

のかなと。これでいけば、もう完全に１億円は超えていますので、当初からもう７億円がどこ

にいった数字かなとこう思います。そういうことでございます。ちょっと細かくなりすぎまし

たけど。 

○委員長（及川 保君） それでは、新政クラブ。近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。新政クラブは、対案につきましては、やはり行政の

プロである役場職員が検討し、まとめた改革案に対案は難しいと思いますということです。た

だし、修正案や改革案につきましては、この限りではないということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、公明党さん。氏家委員どうぞ。 
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○委員（氏家裕治君） 公明党です。ちょっといろいろ書いていますけれども、保育所の関係

につきましては午前中の議論の中で、また、説明を受けた形の中でしっかり議論していきたい

なと思います。 

 それから、ふるさと納税制度の導入について、やはりそういったものをしっかり使っていく

ことがこれからの、例えば福祉だとか、それから環境、教育という部分での財源の確保につな

がっていくのかなとそう思います。それについてですね、夕張市の先日のテレビか何かで出て

いたと思うのです。夕張市はこのふるさと納税、または寄付金の導入で１億円相当が集まった

という話を聞いております。これはですね、夕張市というのは観光人気を生かしているという

かね、結局は映画祭何かを開いた形の中で全国に呼びかけてですね、今の夕張市の財政状況、

また、これからの取り組みなんかを紹介しながら、そういったふるさと納税等々を集めたと、

１億円を集めたというそういった報道もありました。白老町もやっぱり独自のいろいろな考え

方の中で議員提案によるそういった寄付条例だとかですね、このふるさと納税についてしっか

り勉強してですね、何とか福祉だとか環境、それから教育という部分に光を当てていくべきだ

ろうということになりました。資料は別紙で新聞のコピーが付いていますので、ちょっとそち

らのほうをお読みいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） かなり細かく報告されたところもありますし、いかがでしょうか、

皆さんからさらにこういうことが考えられないかということも含めて何かありませんか。 

 全体でそれぞれの各委員さん、何かございませんか。本当であれば、ここでいろいろな皆さ

んから出された部分を討議という形で本当はできればいい報告につながっていくかなと思うの

ですが、なかなか難しい状況ですかね。もう少しですね、例えばそれぞれ細かく。いや、もう、

この町の考えは難しいよというところもあったのですけども、もう少し本当はかみ砕いて、う

ちはこういうふうにしたいと、すべきだと思うと、こういうものが出されれば非常にありがた

かったかなと思うのですけども。今の状況だとほとんど皆さんの同じような考え方がここにた

くさんあるわけですけども、その部分については報告はできるかなとは思うのですけどもね。

ただ、単なる報告だけではないのですね。議会の姿勢をどういうふうにして示していくかが問

題なわけでしてね。その議論がほとんどなされていないものですから、具体化するためにはき

ちんとしたやっぱり議論が欠かせないわけなのですね。 

 次回の委員会は 11 日 10 時からという。ただ、この日はですね、午後から予定が入っており

まして、実は午前のみの委員会になってしまうのですが。まだ皆さんに案内は行っていません

ね。これからです。そして、一応、この間の小委員会の中でこうしようと決めた日程だけは申

し述べておきましょうか。11 日。14 日も実は 10 時から２時間午前中だけです。それから、21

日。大変恐縮に存じます。21 日は実は祭日でございます。非常に日程が取れなくてですね、大

変重要な押し迫った中での委員会をということで、非常に厳しいかと思ったのですが、何とか

７月 21 日祭日、月曜日なのですけども、ご協力をいただきますようにお願いを申し上げたいと

思います。もし、だめだということであれば・・・。この日は 10 時です。先ほど西田委員から

も出ていましたけども、時間は今ここで決定されてもよろしいです。この日は日程的には大丈
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夫です。祭日なのですけども、９時からやろうということであれば別に可能です。 

○委員（氏家裕治君） 11 日も 10 時からでしたか。 

○委員長（及川 保君） そうです。 

○委員（氏家裕治君） 11 日、９時からやればいいでしょう。 

○委員長（及川 保君） 11 日を９時から。 

○委員（氏家裕治君） 14 日も９時からやっても。 

○委員長（及川 保君） 14 日も９時から。よろしいですか、皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） いずれにしても、21 日は予定は入れておいてください。非常にこれ

でも厳しいかなという思いではいるのですけども。11 日、それから 14 日は９時。11 日、14 日

は午前中。昼からちょっと入っているのです、予定が。それでどうにもやりくりつかないので

す。何とか皆さんご協力をお願いいたします。11 日、14 日は９時からいかがですかと、今、諮

っています。どうですか。午前中だけなのです。確かに今、議論あったように１時間でも早く

やればいいのではないかということなのですが。いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ９時でよろしいですか。それでは、９時開会というふうに押さえて

ください。ご案内は後ほど皆さんのところに回ると思います。 

○委員（玉井昭一君） 11 日と 14 日、９時からやったら 21 日やらなくても済むのかい。 

○委員長（及川 保君） だから、その辺は進み方なのです。日程的に予定は取ったのだけど

もね。 

○委員（玉井昭一君） 21 日、何だかんだでやるのなら同じことですよね。９時からやっても。

その辺はっきりしてもらわなかったら。11 日と 14 日で終わるのだったら、９時からやっても

意味あるけど、21 日に何だかんだやるのだったら、９時からやったって大差ないでしょう。２

時間の話だもの。それははっきりしなかったら。どちらかに。 

○委員長（及川 保君） だから、私が言っているのははっきりしているのです。 

○委員（玉井昭一君） 21 日に何だかんだやるのなら意味ないと、そういうふうにしても。 

○委員長（及川 保君） いやいや、そういう問題ではないのですよ。そんな１時間くらい２

日間取ったとしたって、本当に議会としての特別委員会の姿勢が出てくるかという思いも実は

あるものですからね。21 日に取ってあるのです、一日。 

14 番、氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 日にちの件は今、その辺で話をして決まるのでしょうけども。14 日に

保育料の関係の説明入っていますよね。 

○委員長（及川 保君） そうです。だから、それもありますから、できれば早く。 

○委員（氏家裕治君） それで、できればですね、きょう、副町長が例えば環境センターへの

持ち込みをもう一回ちょっと検討するような余地もあるみたいな話をしていたのでね。 

○委員長（及川 保君） それ、次回はどうかな。 
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○委員（氏家裕治君） 今回、燃料化施設のほうのものも今回の改革プログラムの中に入って

いるでしょう。ですから、そういったものもちゃんと議論していかないとならないのではない

かなと僕は思うのだ。だから、そういうものはわかり次第情報提供、こういうふうな形の中で

見るというものが。燃料化施設についてはまだまだ、単価的なものもまだ押さえていないラン

ニングコストの部分もあるのだろうけどもね。そういったものもわかり次第早くしなかったら、

どうやってこのプログラムに対してうちらが意見を申せるかというような話が出てくるから。 

○委員長（及川 保君） ９時から 11 日、開催いたします。よろしいですね。 

 それで、町側の先ほどの保育所の説明も入ってきますので。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） きょう、いろいろな提言というか、改革の対案とか出ていましたよね。

保育所関係で保育所だけ別に聞くということはトータル的にね、今の対案・改革案があって、

そのほかにもう一回町側に話してね、もう一回つけ合わせて考えましょうと。そして、整理し

ようというのなら・・・。一つずつできたから、それでは、保育料だけ説明しますとかね。そ

れでは、今、出ている町税のやつだって何人か意見出ているわけですよ。そういうやつはどう

するの、今度は。まず、その辺をちゃんともう一回理事者に来てもらってね、今、きょう、や

ったやつの部分で、その辺については、何点かについては理事者にもう一回考えを聞きましょ

うとか、そういう整理をしたほうがいいのではないかと。保育園云々あってもね。単品で出て

きて、これだけ理事者に聞きますといったら、残っているものはそうしたら、その都度動くや

つ出てくるの。理事者来て、ここでやるの。その辺ちゃんと整理してもらわないと。あり方で

きょう出たものは保育料含めてね、持って、出して、町側がもう一回整理して変えてもらって

ね、そして、議会としてそれをまた議論して報告書の中に入れていくとかってね、そういう内

容を小委員会で整理してもらわないと。 

○委員長（及川 保君） それも含めてちょっと議論してみます。あす、実は小委員会を午後

から開催する予定になっております。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 質疑は一度やっているのですよね、一通り。それで、必要であるので

あれば、ここで出してもらわないと。小委員会で決めると言ったって、何を根拠に決めるの、

委員長。そうしたら、また同じことが起こるのですよ。だから今ね、質疑あるならあると。11

日なら 11 日は質疑オンリーで取るなら取るとか。取らなくてもいいのなら、取らなくてもいい

とかとしないとね。あした、何を根拠に質疑やるか、やらないか決めるの。皆さんに聞いても

らって、質疑がどうしてもあるというのならやらなければだめだし、きょうだって、その後、

質疑ありませんかと言ったけど、実質的にはそれだけだからということでやめてしまったわけ

でしょう。だから、一回全部質疑やっているのだけれども、それで質疑が不十分ですと。です

から、ぜひ、質疑はやるべきだというのだったら、やるべきだと思うのですよ。そこははっき

りしないとね。皆さんが質疑は必要だと言って、質疑は一回やって、質疑はそれで終わりで後

は討議ですよとなっているのですよ。一回そうやって閉まっているでしょう。委員長がそうや

って閉めているのですよ。ですから、そういうふうにしないとね。必要なら必要で、やらない
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と。そうしたら、また、今、前田委員が言ったように、14 日やって、いやいや、質疑足りない

からまた 20 日やるとかそんなことになったら、まとめなんかできないのではないですか、いつ

までたったって。だから、皆さんに今、質疑が必要かどうか聞いて、必要であればやるし、必

要でなかったらやらないと。方向を出しますよというふうにしないとだめではないですか。私

はそう思いますけど。それは小委員会で言われてもね、小委員会で何を根拠にやるかというこ

とないのですよ。僕はそう思っているから。私は、質疑は一たん終わっていると思っています

からね。終わっているでしょう、実際に。 

○委員長（及川 保君） そうです。前田委員がおっしゃっているのは、きょう、皆さんから

出された部分についての質疑だと思うのです。２番、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私も今、大渕委員が言った部分で整理されればいいのですよ。今後の

方向として、きょう、皆さんから出たものを特別委員会とね、どれが入るかは別にして整理を

する項目だよと。そして、それを町に報告するのだよというのならそれでいいのですよ。それ

を一回ずつ、また整理する、中身どうだ云々と議論する必要があるのかどうかということなの

ですよ。保育所が出てきたから、保育料やりましょうとなるから、そうなると今、言ったよう

にスポット的になってしまうのかいということなのですよ。だから、今、言ったように、運営

の仕方をちゃんと整理してくれればそれでいいのです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。その辺のことも小委員会でね。ただ、今、大渕小委

員長から出ましたけどもね、小委員会で呼ぶとか、呼ばないとかという話はもう多分。ここで

決めれば、そういう形になりますけどもね。皆さんの意見で、意思で進めたいと思います。 

９番、斉藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 町側が来てもらって話を聞いて、そしてやりとりがあって、そして自

分たちの会派の意見も出し合って、もうやってきたわけですから、あと、まとめるのは議会の

意思としてどうなのかということでまとめればいいわけでしょう。そして、それを町に出して

いくという形なのだろうと思うのですよ。だからあとは、今までのものを全部総括して、自分

たちの意見としてどうやってまとめるかということに精力を使っていいのではないでしょうか。 

○委員長（及川 保君） わかりました。そういう形で進めたいと思います。ただ、11 日につ

いてはね、ちょっと今・・・。吉田委員、どうですか。先ほど、やりとりはあったのですけど

もね。当然、まだ未確定の部分で担当課もおらなかったものだから、先ほどの形でもう一回や

るということで終えているのですけども。当然、子ども課が出席することになると思うのです

が、来てやったほうがいいですね。14 日だね。考え方含めて。 

○委員（吉田和子君） 保育所に関して私が納得できないのは、基本的な民営化を絡めての料

金設定が、なぜそうなるのかということがわからないというか、子ども課で言っている民営化

の説明と、それがちょっと私は一致しないので。それは私がわからないことだと思うので、私

が直接行って聞いても構いませんけども。 

○委員長（及川 保君） 個別でもよろしいですか。 

○委員（大渕紀夫君） いやいや、さっき、そうやってやると言ったでしょう。 
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○委員長（及川 保君） 言ったのだけどね。 

○委員（吉田和子君） だけど、ほかのほうからも出ているからね。 

○委員長（及川 保君） それをやると非常に時間がかかると。一日つぶれると言っています。 

○委員（玉井昭一君） 委員長。さっき、室長がやると言ったことについては、それは約束決

めて、やりますと言っているのだから、そんなことをやめますと言ったら、何も決まらなくな

るでしょう。 

○委員長（及川 保君） お諮りいたします。大変時間がかかるようです。半日かかると言っ

ています、局長のほうから。それで今、申し上げたのです、吉田委員に。 

○委員（吉田和子君） 保育所の料金の改定に関してはね、私だけではないですよね。ほかの

皆さんもですよね。だから、私だけが行って聞いてくればいいのではないわけですよね。でも、

説明にそんなに時間がかかって、時間が取れないというのであればね。そうやって言われたら、

それでは、いいですと言わなければいけないのかなと思ったのですけどね。それを議論する必

要はないことかな、でも。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時３５分 

                                         

再開 午後 ３時４５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 14 日については、子ども課を呼んで説明・質疑を行いたいというふうに思います。

11 日、14 日については９時集合ということでご承知おき願いたいと思います。 

 皆さんのほうで、町民懇談会の資料がもう既にいっているはずなのですが。この会議の中で、

きょうの集約の中でも結構出されているのですね。きちんと区別して、行政に対するもの、議

会に対するものも含めてきちんと対応するすべきだという話が出ていましてね。この辺、私ど

もの会派はこの部分についてもやっているのですが、皆さんいかがでしたか。これも含めてや

っていますよね。ですから、こういう意見につながっているのですよね。細かいことがあるか

らですよね、行政に対してこうすべきだという話も。今回の懇談会に出されている意見をきち

んと分類するべきだということでまとめているので、これをここでやったほうがいいのではな

いのかという局長の考え方なのですが。当然、この意見も踏まえてやりますので。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、我々が言っている意見は、町に対する意見ではないのですよね。

議会でまとめようとする意見なのだよ、今やっているのは。ですから、きょう、各会派から出

されたもの、これをまた、どうのこうのといったって大変なことだから小委員会で、これとこ

れとこれを取り上げようと、こういう会議をあした、やるのではないのかなと私はそう思って

いたのだけども。そうではないのですか。 

○委員長（及川 保君） 本当はできれば、この委員会でそういう議論をしてほしいのです。

全体のこの委員会の中で。そうすることによって小委員会がね、きちんとした分類ができる。 
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○委員（松田謙吾君） それよりも提案として、きょう、各会派が出した、皆さん聞いた、今

度は小委員会できょうのいろいろなこれに対する意見を踏まえて、小委員会でこれとこれとこ

れとをまとめようということにしていただきたいという要望というか、意見です。それでなか

ったら、まとまらないのです。 

○委員長（及川 保君） それも非常に小委員会としては重いのですよね。そういう責を小委

員会に持たせると非常に大変なことになります。 

○委員（松田謙吾君） だって、小委員会だもの。小委員会ったって大きな委員会なのだよ。 

○委員長（及川 保君） やはり議論はね、本質の議論はやっぱりここなのですよ。そういう

ことが前回の小委員会の中でも出されていましてね、やっぱり、きちんと区別しようと。 

12 番、松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 今、各会派で出しましたよね。それで、この会派で、あなたの意見、

これはだめだとか、いいとかという議論にならないでしょう。いくら話し合っても。だから、

私は小委員会で。任せているわけだから小委員会に。責任持たせているわけだから。小委員会

で決めたことには文句言われないでしょう。立派な方々、小委員会に選んだわけだから。私は

そう思うのだ。それでなかったら決まらないって。ここであなたの意見いいとか、悪いとかと

いうことにはならないでしょう。 

○委員長（及川 保君） ここで聞いても確かに大変さはあるのですよね。わかりました。そ

れではその部分も含めて、あすの小委員会で・・・。それでは、今、松田委員がおっしゃった、

やっぱり小委員会で決めてくれと、こういう意見でございますけども、そういう権限を、責任

を小委員会に本当に皆さん、与えるということでよろしいですか。現在はそういうことになっ

ていないはずなのです。なっていません。この特別委員会が主なのです。 

○委員（松田謙吾君） だって、そんなことを言ったら、今、何十のもの、一日も、二日も、

三日もかかるというのですよ、私が言っているのは。一つ一つやっていったら。そんなことに

ならないでしょうと言うのです。 

○委員長（及川 保君） 本当はね、議論してほしいのですよね。 

 小委員長に伺います。大渕小委員長、今、非常に厳しい難題を持ちかけられているのですが

いかがでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） 会派の中で議論をして上げてきているものが主たるものですから、そ

ういうことで言えば、各会派の皆さん方が入っていらっしゃいますので、そこがきちんと責任

持っていただけるということであれば、それはまとめることは可能だと思います。今までと違

うのは、そこの部分が決定的に違うのです。意見がきちんと会派で議論して上がってきていま

すから、それは小委員会に出ている５名の方々が会派の代表として責任持ってきちんと、そう

いう話を会派に伝えていくということが確認されたと同じようなことですよね。そうであれば、

それは議論は可能だと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） 小委員長は、それを皆さんの総意でそういう形になるのであれば、

よろしいでしょうとこういうことでございますので、それでは、小委員会でこの分類も含めて
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取りまとめをしたいというふうに思います。ご異議ありませんね。声はないですけども、ご異

議なしと認めます。 

 ３番、西田祐子委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 小委員会に今回の部分で取りまとめというのはわかったのですけど、

前段のほうでですね、財政健全化に関するガイドラインの検討を行うべき、そういうような組

織を立ち上げるべきという意見が随分あったのですけども、その話が後半になってしまったら

立ち消えしてしまいましてですね、そういうものを検討するためにまた全員でやるのでしょう

か。それとも、小委員会でそういう検討とかをするのでしょうか。その辺はどうなのでしょう

か。変な質問の仕方で申しわけないのですけども、せっかく前半であれだけ意見があったのに、

それで、するべきと全員そういうふうな総意だったはずなのですけども、それを何とかすると

いうための例えば会議をする日程を小委員会でこのように組みますとか、全員で話をするから

組みますとか、その中で小委員会でやりますとか、そちらのほうを決めていただければありが

たいなと思うのですけど。 

○委員（大渕紀夫君） 一定の方向は小委員会で出しましょう。 

○委員長（及川 保君） そうするしかないですね。きょうの状況を見ていますと。 

○委員（大渕紀夫君） 方向というのはどうやってやるかではないですよ。どういうふうに議

論するかという方向です。 

○委員長（及川 保君） そうです。 

○委員（西田祐子君） お願いします。 

○委員長（及川 保君） わかりました。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） そういう形であすの小委員会で議題としていろいろ議論をしたいと

思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 本日の会議はこれで終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

（午後 ３時５５分） 


