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委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 吉 田 和 子 君 
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○欠席委員（３名） 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、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０１分）  

                                         

○委員長（及川 保君）  本日の会議、山本委員、西田委員、鈴木委員、この３名の欠席の連

絡が入っております。松田委員は間もなく来られると思いますので、委員会を開会いたしたい

と思います。  

それでは、この財政健全化に関する調査特別委員会、小委員会の２日間にわたって質疑をし

ておりますので、その結果報告を大渕小委員長から報告を受けたいと思います。大渕小委員長。  

○委員（大渕紀夫君） ７月 30 日、その前にも１度開いておりますけれども、白老町財政健全

化調査検討の小委員会の報告をいたしたいと思います。30 日の小委員会は、10 時から 14 時ま

で議長を含め全員参加で行われました。本日の特別委員会で議論される中間報告、財政改革プ

ログラム成案に対する議会の意見ですけれども、このたたき台を本日提起いたしたいというふ

うに思います。なお、きょう最初にお話したいと思いますが、町から、行財政対策室から来て

いただいていますけれども、固定資産税の超過課税による実質的な増額。評価がえによって評

価総額が８％ダウンするということは、計画書に書かれているとおりでございます。この金額

がいくらかということも含めて、どういう状況なのかという質問も議員の趣旨からございまし

たので、その点について、評価がえによる８％ダウンの結果、実質の増加額がどれくらいにな

るかということと、もう一つは町民課から国保税の資産割の仕組み。このことについての説明

だけをしていただくという準備をしておりますので、最初にご承知を願いたいと思います。 

 それでは別紙、特別委員会中間報告に関わる審議の提起というのがございますので、それを

見ていただきたいと思います。これをきょうの中で議論をして、一定限度の結論を導き出した

いと同時に、皆さん方からのご意見もこの中で出していただくということであります。１番目、

固定資産税の超過税率に対する事項ですけれども、税率が 1.4 から 1.7 になるということなの

ですけれども、1.6 もしくは 1.55 について、これは小委員会として何％ということは言えませ

んので、この議論をしていただくと。おおむね出ている意見はこういう意見ですので、そこを

中心に議論をしていただく。財源の対案ですけれども、国保税の資産割の廃止に伴う負担軽減。

４億 5,000 万程度と。前後というふうに思っていましたけれども、きょう資料が出ていますの

で、その金額については出ている資料のほうが正確だと思います。これは、超過課税率そのも

のには影響はしないということであります。考え方として、これを廃止した場合の考え方を聞

くということでございます。 

１つ目、土地の売却計画。これは、計画に別数でも計画をきちんと組んでもらうということ

ですので、金額についてはたまたまそれが見合い分ということでの議論でございます。ですか

ら、根拠はございません。見合い分という根拠だけです。ですから、土地の売却計画をここに
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組み込まなければ税率を下げることができないということで、一応はそういう形で組み込むと。

振興公社の委託のあり方の見直しですけれども、これは町の計画書の中に全く載っていないの

です。これについては、町に検討をしていただくということであります。最後の軽自動車税の

アップということで、おおむね白老町には軽自動車と言われる町税でいただいているものは、

端数ございますけれども 4,400 台ございます。ここが町税として今 200 円くらいアップすると

88 万円くらいの収入になるであろうということで、これは皆様方の議論の中で出されたものを

集約して、そういうような財源対策のもとに組みかえの提起をしてはいかがかということであ

ります。 

２つ目に、下水道料の料金改定に関する問題ですけれども、料金改定は 10％から 15％上がっ

て、上がった段階で白老町は大体全道で中間くらいの位置になります。その後、もう一度上げ

るということを計画されていますけども、それが上がった場合は全道 7 番目くらいになります

けども、現時点で。これは後年度になりますから、これは変わりますけども。現時点で考える

と、今回下水道料金が改定された場合で、大体全道の中間的位置という状況になりますけれど

も、しかし今の状況の中で水道料金を上げることはいかがなものかという議論の中で、黒字会

計の水道料金。これは、特別会計の企業会計ですので、ここからお金を移すというわけにはい

きませんので、見合い分を水道料金の値下げを行ってはいかがという案でございます。 

それから３番目、総人件比に対する事項。これにつきましては、21 年度以降、28 年度まで退

職する方々、そのうち半分しか補充しないということになっています。新規職員の採用は半分

になっております。その分についての前倒しの実施ができないかと。早期退職の。これは議論

がたくさんあったのですけども、この分につきましては文書に書いていませんけれども、職員

の給料 20％カットしております。この分にここは充ててはいかがかと。こういうものができた

場合は、そこに充てると。しかしそれは書くことについてはいかがなものかということで、ち

ょっとこれは書いておりません。組織のスリム化をさらに前進させるということが前提条件で

す。そこのところをメインに押し出すという中で、こういうことが可能かどうかということを

議会として考え、町に提案すると。できるものはするということでございます。 

４点目。プログラムの総合的な見直し。これは申請を３年ごとに行うということで、総合的

な見直しを３年ごとに行う。今回の改革プログラム案全体を見ますと、33 億 7,000 数百万の赤

字を解消すると、10 年間で。288 億円のうち、200 億円まで借金を圧縮するという計画であり

ます。この財源については、59 億数千万が役場職員にかかわる部分でございます。17 億数千万

が固定資産税の超過課税の分。これからの町民負担がプラスされてそういう計画を行うという

ことになっています。この進行管理については、毎年きちんと議会も、予算・決算を含めた中

で行っていきますけれども、総合的な見直し修正を３年ごとにきちんと行っていくということ

を、議会として提案をしたいと。これは改革プログラムの中できちんと行う。町民の皆さんが

一番心配していたのは、今まで議会がこういう状況になるまできちんとした有効な手だてを打

てなかったと。チェック機能をきちんと果たせと。議会はそれが任務ではないかということが

強く打ち出されております。ですから、そういう意見は議会の懇談会の中でも、町の懇談会の
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中でも出ております。ですから、超過課税について、ご意見が余り町民から出ていないのです

ね。ですから、そういうことも考えてわかるように、プログラムの進行管理を毎年きちんと予

算・決算で行うと同時に、３年ごとに総合的な見直しをきちんと行い、この進行がどうなって

いるかということをただしていくということであります。 

最後に５点目です。町立病院、保育所料金の見直し。温水プールの冬期開館の継続。これに

ついては、特別委員会及び常任委員会が提案し、委員会報告に沿った一定の方針をまちが示し

たというふうに理解をしております。当初の方針は、例えば町立病院は診療所化という方針も

打ち出されました。そういう中で、病院は特別委員会が出したものがほとんどクリアされて、

それが今回の改革案として出ております。それから、保育所料金の見直しについては、当初は

２年遅れを解消するということで、300 万の増収を見ていました。しかしそれは、余りにも一

気に行き過ぎるということで、上限額 3,000 円という上げる幅の歯どめをかけて、200 万円を

ダウンして、100 万円の影響というふうにしております。それから、温水プールについては、

料金は云々いろいろございますけれども、通年開館ということに対しては議会もそういう意見

を述べておりますけれども、そこが町として一定の方針を示していただいたということで、そ

の点について言えば、議会として評価できるのではないか。これは、同じように改革案が改善

されたというふうな見方をしてもいいのではないかというふうに思っております。 

最後に、特別委員会で出されたもろもろの意見については、特別委員会の最終段階でのまと

めで今後、反映していくというふうにいたしたいと思います。今回のこの中間報告については、

財政改革プログラムの今の町の案を、議会の意見を取り入れていただいて成案にするかという

ことでの提起でございますので、以上５点、小委員会としてはまとめをいたしましたので、こ

の点についての議論を深めていただきたいと、こういう提起でございます。以上で小委員会の

報告を終わります。 

○委員長（及川 保君）  それでは、今の小委員長の報告について質疑のございます方はあり

ますか。 

13 番、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 13 番、熊谷です。１項目目の資産税の項目の中で、（２）の一番下の

軽自動車税率アップ。このことについては私も賛成の立場を取りたいなと思うのですけれども、

この額的に 200 円と打ち出された根拠は何かということだけ、ちょっとお伺いしたいと思うの

ですけど、以上です。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。この根拠については、はっきりはありません。皆さ

んの議論の中で、200 円相当額が妥当であろうという小委員会の中では意見をみたというだけ

でございます。当然、この額についてはきょうの中でいろいろご議論を願った上で、これでよ

ければ、こういう案を示したいと。この根拠については、200 円がいいとか悪いとか、何を根

拠にしているとかということはございません。200 円相当額がいいのではないかということだ

けでございます。それ以上の議論にはなっておりません。 



 6 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。ありませんね。 

それでは、まず町のほうから、この小委員会が要望しておりまして、超過課税の部分、国保

の関係での説明をお願いしたいということで、出席いただいております。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、私のほうから超過課税に関する固定資産税の考

え方をご説明したいと思います。先に、改革プログラム第４章でご説明しておりますが、ペー

ジ数でいきますと 76 ページにあたります。こちらをお開き願いたいと思いますが、それと今回

Ａ４、１枚でこれに付随した説明書をお渡ししていますので、これも合わせる形でお開きをお

願いしたいというふうに思います。 

まず 76 ページの関係でございますが、ここで税率に関しましては、課税標準額の 1.4％から

1.7％。括弧書きですが 0.3％、おおむね 20％の増額を見込んでいますよという形です。その後

に超過課税の考え方でございますが、固定資産税に関しては前年比８％の減収になる見込みで

ございますということで、これは評価がえに 21 年なりますので、これで８％の減額でございま

す。単純に言いますと、８％から 12％引きますと、実質的な増税額と言うか、パーセントは 12％

でございます。これを具体的に、数値的に合わせて、どうなるのかということを示したのがＡ

４の説明書きになります。単純にそういうふうに考えますと、12％の増額にしかなりませんと

いう、こういう話ですが、計算式がありまして、それに基づいて計算するとこういうふうな形

になります。まず、Ａ４の 1 枚ものを見ていただきたいと思います。プログラム数値、準固定

資産税平成 20 年、12 億 1,290 万 8,000 円でございます。これが基礎数値となります。これに

21 年の評価額、影響額を８％減額となりますので、掛け率には８％引きますと 92％が掛け率に

なります。そうしますと、平成 21 年、見込み額は 11 億 1,587 万 5,000 円という形になります。

ここから税率を 20％アップしたとすれば、ここに掛け率が 120％、20％アップですので出てく

るわけでございます。要するに 21 年度、これに 20％掛けますと 13 億 3,905 万円と、こういう

形になります。これを 20 年度との増減の比較になるわけでございますが、基準値Ａ平成 20 年

度部分から、Ｂの部分を引いて、いわゆるＡの部分を割り返す形になります。でありますので、

単純に言いますと 12％というふうに言っておりましたが、ここで細かく計算を入れますと、実

質的に下がって上がりますので、10.4％が実質的な増額になると、こういうことでございます。

10.4％の増額の額でございますが、１億 2,600 万円が実質的な増額の額になります。手元に戻

りまして、76 ページの目標額の効果額。21 年度、２億 5,600 万円を見込んでございますが、先

ほど言いました１億 2,600 万円との差からいきますと、大体１億円の差ができていると思いま

すが、この１億円の差というのは、Ａ４でお示しのとおり、プログラム上の 21 年度の税額は、

償却試算額約１億円を見込んでいますということでございます。ですから、実質的に町民にご

負担を願うのは、１億 2,600 万円の増額でございますが、効果額は 2 億 5,600 万円を見込んで

おりますが、これは償却資産１億円増を見込んでいるということでございます。この１億円は

何かと言いますと、日本製紙のボイラーの整備にかかわる固定資産税でございます。以上で説

明を終わります。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 
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○町民課長（丸山伸也君） 国保の税率の関係でございます。資産割の関係でございます。国

保の運協のほうで、試算割の取り扱いにつきまして、保険税をどのようにするかということで

論議中でございまして、そういった状況の中で、この後ご質問もあろうかと思いますが、そう

いった状況もございますので、ご理解をしていただきたいと思います。まず基本的にＡ４の１

枚ものでお出ししてございますが、ここは平成 20 年度、当初賦課額における資産割の状況でご

ざいます。実は 19 年度と 20 年度では、国保の制度上、大きな違いがございまして、75 歳以上

の後期高齢の方が医療保険のほうに移ったということで、実は 19 年度の数字というのは、正直

言いまして余り参考にならないという中にありますので、20 年度の当初賦課の割合をもとに、

ちょっとお話をさせていただきたいと思っています。今、国保税の賦課につきまして、いろい

ろ論議しているところなのですけど、まず基本的には賦課総額はふやさないということで論議

を願っているところであります。それが一つでございます。もう一つは、例えば１番目の賦課

総額の賦課割合ですが、全体的には６億 400 万円、約 500 万円程度の賦課額でございますが、

21 年度以降につきましても、これを大幅にふやさないということで論議をしていただいており

ます。それと、資産割の関係でございますが、これは方向性としては、運協のほうも資産割を

廃止してはどうかという形で論議をしてございます。最終的には答申が出ておりませんが、そ

ういった論議もしてございます。ちなみに資産割の状況でございますが、20 年度当初でござい

ます。１番と２番目は資産割のみを廃止した場合の当初賦課額でございます。５億 6,000 万ぐ

らいになっておりまして、20 年度の賦課総額から試算割の影響額というのを算出しますと、

4,300 万ほどになるという状況でございます。ちなみに平成 18 年度の町税概要でお示ししてい

ます最終的な資産割の課税額が約 8,800 万ほどになっていますので、約 4,500 万くらいが 75

歳以上の方が資産を持っておられるということでございますので、特に所得の低い年金層の方

がこの資産割を廃止することによって非常に好影響が出るというような状況にもなってござい

ます。前の特別委員会の中でもお示ししたとおり、かなり所得の低い方が多ございますので、

所得の低い方で資産割を持っている方につきましては、今回の税率改正の観点から言いますと、

非常にそういった意味では弱者的な配慮があるのかなと。 

今、まさに運協で論議をしておりますのは、２番目の賦課割合を見ていただきたいと思うの

ですが、応能応益が 61 対 39 になっております。これをどちらか 46 ポイント以上にしないとな

らない。例えば 54 対 46、46 対 54。要するに 50、50 に、この線に近づけると。この状況で言

いますと、右は 39、これが応益になります。応益が 39 でございますので、どうしても平等割

と均等割をふやさざるを得ないと。所得割をふやすという状況には、今ないでしょと。総額を

ふやさなくてもいいわけですから、そうしますと、どうしても均等割、平等割を見直すという

ことになります。この幅が、今どこまでが妥当なのかと。最終的に例えば激変緩和をどの辺ま

で持って行くのか。中間所得に対する配慮もどうするのかということも含めまして、今まさに

運協で論議をしてございまして、近々答申案がまとまると、こんな状況になってございます。

基本的には、61 対 39 になっている賦課割合を 50、50 に近づける今論議をしているという状況

でございます。従いまして、固定資産税の超過課税の分でいきますと、これは仮に 1.7％にふ
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えましても、最終的にはここの部分で国保税に対する資産割の分の増額はないと。影響はない

というふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  小委員会がまとめた説明と、２課の課長のほうから説明がありまし

た。この部分について質疑を受けたいと思いますので、ございます方はどうぞ。今回、この小

委員会がまとめた１番目の部分の中で、非常に重要な部分になっておりますので、ぜひきちん

とした議論をここで固めておきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。今、室長から超過課税の説明がありましたけど、全体的に

は 20 ではなく 10.4 になるのだというお話でした。これは固定資産税全体を考えれば 10.4 で

すよね、全体。けれどここに、大きく言うと日本製紙、大きな固定資産税を持っている方とそ

れに次ぐ大きな財産を持っている方。それから一般の個人の家庭とプールにすればこうなるの

だけれども、我々この 20％と言っている、大きいなと言っているのは、個々の家庭の話なので

す。全体的に言うと 10.4 かもしれないけれども、個人個人の一般家庭の財産の評価にすれば、

この額にはならないでしょう。もっと上がるのでしょう、個々にしたら。個人個人の財産の税

率からいくと、10.4 にはならないでしょう、もっとぐっと上がるでしょう。これは全体でしょ

う、10.4 というのは。日本製紙含めて、ですから個々にしたら 10.4 ではないでしょう。と言

っているのです。その辺どう考えていますか。どんなような計算をしているのか。 

○委員長（及川 保君）  山本行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  中のお話をすれば、個々のケースまでは検討しきれません

けども、税率は変わりませんので、そうしますと土地で 18 年度に比べますと、96％見込んでい

ますということと、家屋については 90％を見込んでいますということで、８％の評価額の減額

があるのではないかという、平準化して見込みになります。従いまして、その個々のそれぞれ

のケースについては計算をいたしておりません。ですので、そこまでとなると、かなり作業を

必要としてくる形になります。あくまでも平均的に見ると、こういう形になるということでご

ざいます。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、簡単に言えば、土地を持っている人の評価は２％しか

下がらないと。家を持っている人は 10％下がりますよと。平均して８％と。こういうことにな

りますよね。そうなると、これは今の質問と関連するのだけど、全部量が多いとか少ないとか

はあるでしょうけども、３年で見直しをやる、それは全部同じベースでやるということですよ

ね。新築だとか、３年以内に新しく土地を買ったりとか、家を買った人以外については、同じ

割合でやると。もちろん増築だとか、そんなこともあるかもしれないけども、そんなことを考

えなければ同じパーセントで下がるというような理解でいいですか。 

○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）  評価がえでございますので、評価に関わるところの前年度
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18 年度の評価がえに対して、今回の 21 年度の評価がえがどうなるのだということで、18 年度

の評価の下がりぐあい、これを見て 21 年度の評価がえに関わるところの試算をしているという

ことでございます。その中で、土地については 96％ですよと。それから家屋については 90％で

すよと。それから、先ほど言いませんでしたけども、償却資産についても 90％、前年度の比で

下がりぐあいがそういう形。トータルすると８％下がるのではないかと。これはあくまでも 18

年度に対して、それぐらい下がっているので、そういう見方をしているということでございま

すので、ご理解をお願いします。 

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 今のお答えに追加していただきますけど、あくまでもこ

の 10.4％というのは、先ほども申し上げたとおり平均でございますので、もっと 15％下がる方

もいれば逆に５％しか下がらない方もいらっしゃるということなのです。具体的に言えば、ま

ず土地の部分でもあくまでも３年に１回の評価がえと言いましても、いろいろ地価の価格がど

の地点で下落率が大きいのかという部分あります。宅地なのか、あるいは商業地なのかという

部分も下がり幅は違います。それから家屋につきましても、木造の建物で 30 年以上たっている

ような建物は、もうそれ以上下がらないのです。ですから全体として、先ほど 10％ほど下がる

と言いましても、そういう 30 年以上の木造の建物は、逆に下がらないということになりますの

で、逆に 10.4 までは下がらないというような場合もございます。このような様々な状況を全部

平均して、この 10.4％というのを出しているということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。国保の部分ではどうですか。内容的には十分

理解されましたか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 単純なことで、説明はわかったのですけど、資料の３の中に、資産割

を廃止した部分の影響額 4,300 万ありますけども、この影響のある 4,300 万は、さっきの説明

でいくと均等割と平等割のほうにスライドしてしまうということでいいのですか。  

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 今論議の中で、重点的には均等割と平等割に賦課をしていくとい

う形になります。それともう一つは、それだけでは吸収しきれない部分については、所得割の

ほうを逆に下げるという。片一方上げて所得割を逆に下げるということも今検討材料の中には

入ってございます。基本的には均等割と平等割で調整をしたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 単純に言うと、所得の低い高齢者なんて、年金の額によって、均等割

かなりふえていると思うのですけど。その人方に負担がいくということですよね。  

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず基本的には、そういうことが当然起きてきますので、当然均

等割と平等割の上げ額をどこまで上げられるのか、上げられないのか検討するというのが一つ

と、それと軽減制度ございます。軽減制度、今６割、４割の権限になってございますので、特

に所得の低い人が、今度７割、５割、２割の軽減になります。軽減率がふえますので、ここの
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部分で均等割、平等割ふえた分をどうやって吸収できるかと。そこのバランスも今確認をして

います。極力、資産割がない方であっても、この均等割、平等割がふえたときに、７割軽減に

よって現状よりもふやさないという方向で何とかしたいということで、運協のほうでは今論議

を行っております。基本的には、ふやさないという方向でいきたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） そうすると、賦課の中身はわかったのですけど、財政改革プログラム

の中で、当然一般会計からの繰り出し行って、赤字対策をしようと。その部分に対する値上げ

もしようと言っているけれども、その部分の吸収する部分はどこに出ているのですか。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、国保会計で一番求められているのは、単年度の収支を均衡

させてくれということでございます。それと、現在２億 1,000 万くらいの赤字を抱えてござい

ます。この部分に関しては、財政改革の中で、全体の中で一般会計から補てんをしていただく

という考えでやってございます。基本的には、今回税率を上げて、その部分を赤字回収に持っ

て行くというようには考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 自助努力は医療費を下げるだけの話。プログラムで影響が出てくるの

は。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず基本的には、医療費をとにかく逆に大事なことを言うと上げ

ない。そして、さらに下げるという形に特定健診だとか、特定保健指導を強力に推し進めると

いうふうに考えてございます。そうすることによって、最終的には国保会計の収支均衡を図っ

て、仮に医療費がふえていっても、極力国保税の上げにつながらないようなことで制度を運営

していきたいと、このように考えてございます。  

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） ３連携、４連携は別にして、医療費が上がった吸収分は国保会計では

やらないで、仮にふえていった場合は繰り出しでオンしてふえていくという話でいいのですか。

今以上は上がらないという。  

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 21 年度の時点につきましては、今お話したとおりの話でございま

して、以後どうしても医療費が上がってきますということになると、医療費が上がってきた分

に関しましては、これは税率を改正させていただきますということで考えております。ですか

ら極力医療費が上がって、税率の幅が大きくならないように３連携を進めていきたいという考

えでございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今の課長が話された部分は、28 年度までの部分は何も見ていないです

よね。28 年度部分の財政改革プログラムも健全化するまでの間に、今言ったように医療費が吸
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収されなければ、その部分は上げて、プラス・マイナスするという意味でいいのですね。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） そのとおりでございます。今まで平成６年から 10 年間、ずっと税

率を見直してこなかった。そのときそのときに合う、必要とされる課税額を確保してこなかっ

たというのが、今回財政改革プログラムの中で指摘を受けておりますので、これについては、

少なくても最低３年ぐらいのサイクル。例えば、後期高齢者は２年、介護保険は３年ごとに見

直してございますので、その時点で所要な額については、きちんと見直しをしていって単年度

収支をきちんと均衡を図っていきたいと。必要な税額については確保することは当然だという

ふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） お聞きしますけども、もう 10 年間に丸山課長が答弁あったように、医

療費が吸収できなくても、国保会計で全部吸収していくので、今の 28 年までの繰り出しの額は、

それ以上は出ることはな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） ページ数、93 ページお開き願いたいと思うのですが、国保

会計の収支見通しで、ここで基本的な考え方を述べておりますが、19 年度末における赤字額約

２億円を一般会計から追加繰り上げ、回収しますよということで、21 年度からの見直しを図る

ことには、安定的な運営を図りますという課長が今説明したとおり、基本的に３年間をベース

にして見直して、税率を改正しながら安定感を図ると、こういうことでございます。３年間と

いうのは、今介護保険も３年間ですし、大体３年ベースで社会保障費の見直しが行われており

ますので、そういった考え方に合わせていくということです。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今回、後期高齢者医療で医療の算定については、資産割入ってきてい

ないですよね。そして国保から抜けるから、同じ対象の人。75 歳以上で国保入っていて、資産

割で賦課された人が、後期に行って資産割なくなるから、その部分の国保に対する影響額はあ

りますか。何人対象者いて、いくら国保に負担かかってきているのか。その部分はどうここ対

応しているのか、その２点。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 細かい数字は持って来ていないのですけど、一番最初に説明しま

したとおり、例えば 18 年度決算ベースで言うと、８千何百万の資産割の課税額があったものが、

今回 4,300 万になっていますので、実質 4,000 万近い資産割相当の分は下がっています。しか

し現実問題として、75 歳以上の方の医療費のほうが、実は 75 才以下の人よりも基本的に多い

わけですから、そういった面ではここの部分、4,500 万減った部分のトータルで国保会計の影

響というのは実際には出てきません。影響あるとは思っていません。ただ、国保税の賦課額か

ら言うと、やはり 4,000 万ぐらいの影響は出てきているということです。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  
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○委員（前田博之君） その分、移行したから、医療費落ちるという解釈でいいのですか。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） そうです。落ちます。  

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。超過課税の部分はよろしいですね。それでは、

説明員の皆さん、ご苦労さまでした。 

小委員会が求めた、この２つの関係に対しましての説明・質疑が終わりました。それでは、

実質の審議に入りたいと思います。小委員長から報告があったとおり、委員会の中で皆さんか

らこのプログラムに対しての議会としての姿勢を示すべきだと、こういう議論を、審議を重ね

てまいりました。そこで先ほどの報告にあったように、この５点について、今回の中間報告で

まとめて、町に提言しようということになりました。そこで、実質の審議を、本日の会議の中

で決定してまいりたいというふうに考えておりますので、委員各位の議論をお願いしたいとい

うふうに思います。 

それでは報告の１番目から進めてまいりたいと思います。特別委員会の中間報告にかかる審

議の提起としまして、１番、固定資産税の超過税率に対する事項としまして、（１）税率 1.7％

を 1.6％もしくは 1.55％。この具体的に 1.6、1.55 というのは、1.6 今、多分、委員各位にお

いては初めて見た数字だと思います。1.55 についてはこの特別委員会の中では、実質の数字と

して出されておりましたが、きょう説明があったように、実質の上げ幅については町民負担と

いうのは、ここ評価がえがありまして下がるという中で、これを踏まえてこの 1.6 は小委員会

の中で出たということでございます。この数字については、仮定としてとらえていただきたい

というふうに思います。 

そして（２）の財源の対案としまして、今議論が交わされたように、国保税の資産割の廃止

に伴う負担軽減。町民の負担軽減を 4,500 万。これは、国保税については、プログラムの中身

に直接かかわる内容ではございません。そして、土地の売却計画。これも、今回のこの新財政

改革プログラム案の中には入っておりません。3,500 万円を小委員会の中で、この金額を皆さ

んに諮ってみようということで出した数字でございます。 

それから、白老振興公社の委託のあり方の見直し。これもプログラムの中には盛り込まれて

おりません。ですから、新たな案件として町に提示するということでございます。 

それから、軽自動車税率アップ 200 円。4,200 台、白老町、軽自動車あるわけですけども、

税率を 200 円アップしてはどうかということで 88 万円。土地の売却は超過税率の 0.04 です。

0.4 になっておりますけども、0.04 に修正してください。それから、軽自動車税については申

しわけございません、0.1 を 0.01 に訂正をお願したいというふうに思います。 

この１番目についての委員会としての議論を行いたいというふうに思います。非常に一番難

しいところからスタートしようとしているのですが、皆さんのここで全体にまとまりそうだな

という部分から、先にやってまいりましょうか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） これは今、町のほうから説明ありましたけれども、実質的には 10.4
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ですよね。20 と言っているけど。半分になるということですよね。これから、今度議会が提起

している 1.6 か 1.55 仮に引いたら、これより率下がるということでしょう、実質的には。名目

的な増は 20％だけども、実質的に評価がえして 10.4 だから、そして今ここで言っている 1.7

を 1.6 かもしくは 1.55 にするということになると、そのパーセンテージを 10.4 から引くとい

う数字になってしまうのですね。 

○委員長（及川 保君） これも小委員会の中でも議論されております。非常に厳しいなと、

10.4 という。松田委員からも出されておりましたけども、トータルとしての固定資産は大きな

部分と、一般の町民の部分との区分けはできないということなのですけども、そういうことも

考えれば、この委員会で審議されていた 1.5、1.55 というこの数字が非常に厳しいなという中

での、この 1.6 という数字が出てきているのですけども。松田謙吾委員。 

○委員会（松田謙吾君） 今、10.4 の論議、先ほどから 10.4 と言っているけども、みんなの

財産の評価価格が下がるわけですよ、評価がえによって。財産は下がって、下がったなりに 20％

は変わらない。これは、町が言っている、役人の言う言葉なのです。我々町民からすると下が

ったことに対して 20％は 20％なのです。だから、まち全体は評価がえしたら下がるのはわかっ

ているわけだから、今の世の中の土地や家屋の情勢からいって。個々の財産もみんな下がるわ

けです、評価が。しかしながら、まちは今それに対して 20％掛けると言っていることだから、

この 10.5 ということは、余り考える必要はないのです、我々は。これは、マジックみたいな話

で、役人の言う言葉なのです、これは。私はそう思いますけども。10.4 にこだわっては、みん

なそうなってしまいますよ。 

○委員長（及川 保君）  これも小委員会の中で議論になったのです。だから今こそ１番目に

今出したのです。  

○委員会（松田謙吾君） 私は町側の 10.4 に惑わされてはだめだと。私個人の考え方です。

20％は変わらないのです。自分の財産も下がるわけですから。こういうふうに物事を、私は考

えます。 

○委員長（及川 保君）  このように具体的に、皆さん出してほしいのです。そして、ここで

できるかできないかも含めて、議会として提示しようということになれば、当然数値も含めて

提示することになりますから。 

13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 13 番、熊谷です。今、松田委員が言っているとおりだと思うのです、

中身としては。ただ、数字的なことの詳細を説明するときには、今小委員会で練られた形とい

うのも理解しておかなければいけないというふうに思うのです。そうなると、町が示している

改革プログラム案の中で 20％、固定資産税の税率をアップするということの中身に対して、今

小委員会でまとめてもらったこの考え方で対案を練られていますよね。この対案を練られた項

目は、これから一つ一つ議論してくことになるのだろうけども、ちょっとつかみで、これをや

ることによって、20％に税率が町側にどのくらい見直しが可能なのかということも議論された

と思うのです。このゼロコンマ何％と言っていますから。それ額が大体どのくらいになるのか。
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パーセンテージは 0.05 下がるということなのでしょう。ただ、ちょっと今見ていますと、1.7％

から 1.6％にしてくれという中身はわかるのだけど、20％とどういう整合性が出てくるのかと

いうのが理解できないなというとこなのです。僕も勉強不足なのかなとは思うのですけども。

今言っている中身は、20％という数字にしたら、我々議会として、町側がプログラムの中で掛

けると言っている 20％を何％にまで考えられるのではないかということを言っているのか聞

きたいのですけども。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） この件については、ここに書いている数字全部出したら 8,088 万円に

なるのです、全部足したら。そうすると 1.7 から 1.6 に落とせば、約 8,000 万ちょっと要りま

すよね、1.6 ポイントにしたら。1.7 から 1.6 にすれば 8,000 万ちょっと要りますよね。２億

5,600 万なのだから。21 年度に。ですから、1.6 ポイントにする場合は、これくらいの根拠が

要りますよと。1.55 にするためには、土地売却の 3,500 万を上げなかったら、それはいかない

ということです。だから、4,000 万くらいプラスして、これ 4，500 万土地売却プラスして 8,000

万の土地売却にすれば、1.55 になると、こういうことです。 

○委員（熊谷雅史君） 要するに、20％から引く分のことを言っているのですか。 

○委員（大渕紀夫君） 1.7 から 1.6、1.55 にするということです、20 ではなくて。下げた分

のパーセント。そのことを言っているのです。20％と考えれば、20％の３分の１です。３掛け

る７だから 21.7％、これだけのことをやったら約７％下がりますよと。1.55 にするには、10％

下げなければだめだから。2 億 5,600 万だったら１億 2,800 万の対策額が必要でしょう。そう

なれば、これはあらあらです。ここは、金額は皆さん方で修正したり、いろんなことをしてい

ただいて。ただ、これは案としてはこういう考え方ですよというだけですから、これは固定し

ているものでもないし、何でもないですから、これは皆さん方で決めてもらう金額ですから、

パーセントもみんな。ただ、考え方としてはこういうことがあって、ここから捻出する。だか

ら、土地を売るのを 8,000 万にすれば、1.55 になるのです。 

○委員長（及川 保君）  そういうことなのです。何の根拠も実はないのです。 

○委員（熊谷雅史君） 今の議論が必要だと思うのです。要するに、出されたことについても

理解はするのだけれども、今切り口として、松田委員が言った切り口というのは、町民は同じ

ような切り口をしてくると思うのです。どうして 20％に税率が上がるのだと。議会はどう言っ

ているのだといったときに、今大渕委員が言ったように、我々はいろいろと議論を深めて、こ

の税率は 20％が妥当ではないと、今その議論をしているわけですから。そうすると、町は２億

5,000 万見込んでいると、増収額でですよ、総体で。だけど、こことこことここをやれば、２

億 5,000 万も集めなくていいと。だから町側に努力しなさいということは、議会は言ったよと。

それによって税率が７％、要するに 13％の負担になったよという言い方ができるわけですよね。

そういうことを言っているわけです。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 20％というのは、上げ率です。税率は 1.4 から 1.7 になるのです。だ
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から、税率の議論で言うと、1.6 にするか 1.55 にするかという議論なのです。上げ幅が 20％な

のです。上げ幅を何ぼに。上げ幅を 10％にするというのだったら、平均パーセントで、今松田

委員が言ったようなことはあるけれども、平均パーセントにすれば 1.4 は上げ幅で言えば上が

りませんよ、半分しか平均パーセントでは上がらないよということを松田委員は言っているの

です。率と上げ幅を混同して話しているけれども、そうではなくて、税率というのは 1.7 から

1.6 にすれば 2,560 万の３分の１。1.55 にすれば半分。そういう意味ですから。だから、そこ

のところは税率ではなくて、熊谷委員が言っているのは、20％というのは上げ率です、上昇率

20％。それを何％にする議論にするのか、税率を何％にする議論をするのか、同じことだけれ

ども、そこをどちらかでやらなかったら何ぼやったって同じです。 

○委員長（及川 保君）  松田謙吾委員。 

○委員会（松田謙吾君）  やはり、町民にわかりやすくしなければだめなのです。わかりやす

くするということは、今 20％上げようとしているから 10％にしなさいというほうがわかりやす

いでしょう。私が言っているのは、そういうことを言っているのです。これは、超過課税につ

いては、都市計画税も含めてですけども、平成 14 年度に行政改革大綱という、ここのところに

示されたのは、超過税率と都市計画税、これも考えようと。それから 16 年にも行政改革プログ

ラム。これにもやはり都市計画と超過課税は考えようと。これを言っているにもかかわらず、

投げてきたのです、町側は。私は 14 年から都市計画税でも何でもわずかずつでもやっていれば、

こんなことはないのだと言いたいのです。議員の一人としてもそうだし、町民の一人としても。

これを投げておいて、いうなれば失政なのです、町側の。やらないで投げておいて。そしてい

きなり 20％求めて、来年評価がえあるから、10.4 にしかならないという議論には私はならない

と、こう思っています。私は、どっちにしても町民にわかりやすく示すべきだと。町民に示す

わけだから。ですから、私は 20％を 10％にするか、いうなれば、そういうパーセントをきちん

とあらわしたほうが町民はわかりやすいと思うのだけれど。これは、私の意見だけれども。 

○委員長（及川 保君）  13 番、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 大渕小委員長の言っていることは理解できるのです。それは議論とし

て我々はしなくてはいけないし、そういう方向性の理解を持って話をこれから詰めていくと思

うのです。僕もこの項目については、賛成のところもあるし、反対のところもあるし、それは

それでいいと思うのです。ただ、今松田委員が言ったように、町民にわかりやすい部分もきち

んと付帯しておかないと、中間報告にしても当然読まれる方いるわけですから、だから意見と

いうよりも、それも考えてほしいということで押さえていてくれれば、委員長いいと思うので

すけども。言っていることと、やっていることは一緒なのだから。  

○委員長（及川 保君） ただ、この特別委員会として提起されていた部分は、数値的に示さ

れているのは、実数議論にしているときは、この数値を使っていたのです。今、わかりやすい

のは確かにそのとおりだと思うのです。  

○委員（熊谷雅史君） だから、最初から否定しているわけではないのです。我々はこういう

議論をして、こういう税率で町に中間報告として出しましたよと。それはこういうことですよ
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ということも、中間報告の中に入れたほうがいいのではないですかということです。わかりま

すか。おかしいですか。  

○委員（大渕紀夫君） それは、何も変わるわけではないのだから、町民がわかりやすくやれ

ばいいのです。それはそれでいいのです。ただ、僕が言っているのは、その根拠が何だという

から今言っただけであって、それは何も対策が変わるわけでも何でもないのですから、それは、

表現はどんな表現をしても構わない。わかりやすいほうが一番いいと思います。 

○委員長（及川 保君）  わかりやすい説明ができるような対策をすべきだということになれ

ば、そういうことで皆さんやりますか。20％をどうするという形に。 

13 番、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 小委員長から説明があったとおり、割り返せば 20％に対する上昇率が

何％というのが出てくるということなのだから、この税率で今やられていても話の中身は変わ

らないわけですよ。それで、町民にわかりやすい方法も入れたほうがいいのではないですかと

いうことなのです。僕が口をきったのは、20％という話も、上昇率の話も頭に町民ある方はい

るのですから、ええ２割も上がるのと。ですけど、今松田委員から出たように、８ポイント下

がるのだよと。実質は 10.4 ポイントだよと。だけど、それは大きい所も個人も全部一定でしょ

うと。そんなことも説明しなくてはいけないし。だから、ただ短絡的に我々は対案として税率

を下げるためにこうなのだよと。それは町民に今まで入れている情報の中の 20％がこうなるの

だよということも説明しないとだめでしょう。僕はそういうことを言っているのです。 

○委員長（及川 保君） 皆さんの言っていることは十分に理解いたしました。要するに、説

明をする中間報告の中で、その部分をきちんと入れなさいということですよね。そういう形で

進めていいですよね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員会（松田謙吾君） 私、わかりやすくというのは、町側の説明は 10.4 と言っているの

ですよ。それから、議会が 1.6 や 1.55 にすると、そういうことが何も議論することではなくな

ってしまうのです。町側が 10.4 になるよと言っているわけだから。町側が来年の評価額変われ

ば 10．4 にしかならないと言っているのに、では我々が 20％を 10％にすれと言ったって 10.4

では議論にならないわけでしょう。だから、そこのところをわかりやすくしなかったらわから

ないのではないかと言っているのです。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私もさっき、町側の 10.4 というのは、実質的の数字になっているけど

も、議会というか、町民の立場から見れば松田委員の言うとおりです。私もそう思います。で

すから、ここで議論されているのは、1.7 を議会として町民負担が大きいから 1.6 にするのか、

1.55 にするのかという話だと思うのですよ。それで割り返せば、仮に言ったように 1.6 であれ

ば逆に 20％を 14.4％ぐらい下げましたよと。1.5 であれば今言ったように 10％に議会として下

げましたよと、そういうことを報告するかどうかということでしょう。まず、1.7 を 1.6 にす

るのか、1.55 にするのか、議会としてどうなのかということを精査しなければいけないのでは
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ないか。 

○委員長（及川 保君）  表現はそのようにいたしましょう。この対案の部分なのです。大事

な部分は。熊谷委員の発言があったとおり、ここでまた大分変わってしまうのですね。ですか

ら、この部分の議論をぜひしていきたいと思います。 

前田委員。  

○委員（前田博之君） 会話も必要ですけど、具体的に上げていくのですか。問題とすれば、

この対案については、それぞれ言っている部分は違ってきている部分があるのです。仮に大手

の補助団体の人件費の補助金を見直しして、その分の土地事業を見直しして、少しずつ見ろと

いう話もしているのです。そういう部分を、対案を入れてしまうと、整理していかなければい

けないと思うのです。極端な言い方をすると、土地の売却計画も今までの経過の話では、この

プログラムの中に入れないで、別立てでいきましょうと言っているわけです。過去にも 13 億

9,000 万か大きな花火上げて、結果的に 2,000 万しか売れないと言っているのに、ここで議会

が土地の売却計画を対案で出してしまったときに、町側がそれはいいことだから載せましょう

と言ったときに、実行できなかったときに議会側だって対案上げて来たでしょうと。どうです

かという言い方に取られる可能性もありますから、その辺は十分議論していかないと、対案、

対案はわかるのだけどその辺はもうちょっと議会で議論したほうがいいと思います。出すので

あれば、対案として。 

○委員長（及川 保君）  具体的に今いろいろと出てきています。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は、ちょっと思っていたのですけど、土地の売却計画は、特別委員

会では、この計画の中には別という話も出ていましたよね。さっき小委員長の報告では、プロ

グラムの中に、計画として入れていくような方向性の話し合いということを言ったので、それ

を入れるのか入れないのかということをきちんと結論出さないとだめなのかなと思っているの

です。それともう一つは、ここで金額的にある程度、保障できる金額の明確なものというのは、

資産割の廃止に伴う 4,500 万とそれから軽自動車税の 88 万。あと土地と振興公社の委託のあり

方ですから、これが具体的になるということが、今回のプログラムに入れていって、対案とし

て生きていけるのかどうなのかということが。土地はこういうことでこうだから入れるべきだ

というようなものがないと、ちょっと 3,500 万という数値、これも明確な何か具体的なもので

はないですよね。ですから、その辺のことをもうちょっと議論して詰める、その以前に別計画

ではなくて、プログラムの中に議会として入れるのかどうかということを、きちんと結論を出

さなければいけないというふうに思うのですが。 

○委員長（及川 保君）  今、具体的にいろいろ話が出ていますね。人件費も含む大型補助金

の見直しもすべきだという、この特別委員会の中では間違いなく議論されていますから、その

部分はここに入っていませんけども。そういったもろもろの考えられるものを、この委員会で

出してほしいのです、具体的に。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今回８月に成案ができるのですよ、改革プログラムの。つくるのです
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よ。ですから、例えば人件費の問題からいえば、私は商工会に派遣している町職員を引き上げ

なさい。これは、私はいいと思うのです。ただ、大型補助金を検討して、そのことを今回これ

に載せるとしたら、この中にも例えば松田委員が言われた高齢者大学の自主運営なんか全部載

っているのです、検討課題として。反映していないのです、現実的には。だから、今回これを

成案にするとき、そこまで金額を出すか出さないか、出さなかったら載せられないかどうかは

別にして、私は一定の根拠がなかったらだめだと。例えば、土地の問題も 3,500 万というのは、

何も根拠はありません。ただ、私が土地の問題をここに上げなければ対応策に対案がないから

上げるべきだということは主張したのですけど、それは 15 億 9,000 万売ると言ったと。２年間

で売ると言ったのです、町は。それを本当に制度が変わってなかったら、あれは売らなかった

らだめなのです。今みたくなっていなのです。だから、僕は町が言ったのだから、全部売れる

かどうかは別にして、根拠はそこにあるのではないかというふうに、私は思っていると。その

うち１億 2,000 万売れたわけです。臨海部の１億とこっちの 2,000 万とで１億 2,000 万ぐらい

売れたのでしょう。それはもう反映されてしまっているわけです。だから、別に金額は上げる

必要はないと言えばそれはそれでいいけれども、本当に根拠として、今回のこれを議会の意見

をこの中に盛り込むということなのだから、盛り込まれるような中身でないとだめではないか

ということで、小委員会で検討したのです。ですから、それが違うよと。意見、要望も含めて

全部入れるということなら、それは構わないのです。ただ、我々が議論したときはそういうこ

とで、土地の問題の根拠は何かといったら、２年間で 15 億 9,000 万売ると言った、そのうち１

億 2,000 万しか売れなかったけどやったと。そのままでいってたら国の制度が変わらなかった

ら、それをやらなかったら財政再生団体になっていたわけでしょう、実際に。だから、そうい

う根拠しかないのです。だから、3,500 万もありません。全額盛るのか、15 億 9,000 万から１

億 2,000 万引いた金額盛るのかどうかという議論にもなるでしょう。ただ、そういう中で、少

なくても税率を下げるためには、これぐらいの根拠がなければ、議会として具体的で有効な問

題提起ができるかどうかというふうに指摘されているわけですから、そこら辺に答えるために

は、これくらい必要かなと思ってやっただけですから、これにとらわれないでこうやってつく

ったほうがいいと、こうつくるべきだと、こうやったらいいという成案に盛り込むべきだと、

こういうふうに具体的に盛り込むべきだと。それやらないと５日しかないのですから、とうと

う。そういう具体的に出してもらって議論して進めていかないと、ちょっと終わらないと思い

ます。 

○委員長（及川 保君）  皆さん、１番の固定資産税の超過課税の事項については、これはす

べきだということでよろしいですね。本当にここで確認しておかないと、項目は出てこないで、

ただこれはおかしいのではないか、ここはこうではないのかと、こういう話になっていくと、

全然終わらないのです、この会議が。だから、前田委員も大型補助金があるではないかと、提

示しているべきではないかと、これを入れるべきではないかというふうにしてほしいのです。 

○委員（前田博之君） 今、大渕委員が言ったとおりにするのでしょう。私はこの上がってい

る項目に対して批判して言っているのではないのです。そういう意見が必要でしょうと。だか
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ら今個々に上げないとだめではないかと。だから、私が言うのは、ここにそこまで数字を出し

て上げるのか、項目的なこういうことが対案の要素あるよと。載せていくのか、項目を絞るこ

とだけを言っているのです。そうすると、ほかの委員さん方は港をやめるべきだという人もい

るし、投資額を少なくして徐々にやるべきだと。そのとき、３年後に評価額が減ってくるので

すから、４億の投資よりは。そういうことの見合い分をこっちのほうに事業を政策転換して、

事業を少なくして、そうすべきだという議論になってくるわけなのです。  

○委員長（及川 保君）  ちょっと違う。それでは今までの議会と同じなのです。要するに、

言い放しで、議会はこう示したよと。では、まちはやらないから、議会はやったけど、まちが

やらなかっただけだと、こういう話になってしまうのです。  

○委員（前田博之君） そこまでやれば、港の話も具体的に言っているでしょう。僕は出せる

か出せないかは別にして、評価額の数字を出して、この見合い分は落ちればこの分の税率を下

げてもいいのではないかという対案を出していくのでしょうと言っているのです。何も元に戻

っているのではないです。具体的にそういうことを言っているのです。だから、そういう個々

を出していくのでしょう、一つずつ。  

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 前田委員の言われていることもわかるのだけども、今回中間報告にど

う改革プログラムを盛り込んでいくかということ。今、前田委員の言われていること、それは

今までの特別委員会の中で議論されてきたことで、これは最終的な取りまとめの中で、個々の

いろいろなこういった意見もありました、港の意見もこういうこともありましたということの

最終的なまとめ。こういうふうにして分けないと、また全部同じくなる。最初からのスタート

ラインに立って話し、一つ一つこういうふうにしたほうがいい、ああしなければならないとい

うことになってしまう。そのために小委員会にみんな１回げたを預けて、今回こういった中間

報告のまとめの中の進行を小委員会に任せたのではないか。僕はそういうふうにとらえている。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今の議論というのは、1.7 を 1.6 か 1.55 にする対案の項目を上げるか

どうかという議論をしているのでしょう。それに対して僕は、だから具体的にそういう項目も

あると言っている話であって、何も元に戻っている話ではないと思います。だから、それが載

せる必要がないのであったら載せるのではなくて、そういうことも考えられるでしょうという

ことを、僕は具体的な項目を言っただけの話です。それは皆さんでどういうものを上げるかと

いうこと。だから、ここにこういうふうに全部項目を上げて、仮に 1.6 にしたら 8,000 万、9,000

万下げる分の額をここに載せていくのでしょうという言い方ですよ。そうすると、さっき言っ

たように、大型の補助金の人件費１億何ぼあるけど、これは議会としては 5,000 万減らしてく

れよと、この分の対案出してくださいということを、僕は言っているのです。 

○委員長（及川 保君）  そうであれば、皆さんの合意で補助金についても。これも載せるべ

きではないのかという形にしてほしいのです、意見として。今、大型補助金についても委員の

項目についてもきちんと入れていこうということであれば、皆さんの総意であれば。ただ、今
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ここに出ている４つを示された小委員会で議論して積み重ねた部分を、皆さんでどうだという

ことを示しているわけですから、小委員会が。ここで確認をしておきたいのです。この財源に

かかわることを今議論しているわけですけども、この国保税の資産割の廃止に伴う軽減につい

ては、先ほどの議論の中で十分理解されたと思いますので、この部分ではいかがでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君）  問題ないですね。そうすると、この 4,500 万という、具体的な数字

が示されていますけども、確保できるということでプログラムの内容にも影響されていないわ

けですから、これは皆さんいかがでしょうか。意見のあります方はどうぞ。ございませんね。

町民が軽減されるということですから。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほど氏家委員が言ったとおりなのです。小委員会に任せたのだから。

だけども何かないかというからみんな言ったのです。本当は、小委員長が報告して、それでい

いのです、任せたのだから。それでは、何も議論することはない。ただもう一つ、軽自動車税

アップ。これだけはわずか 88 万。880 万ならわかるけど、この 88 万でどれだけ非難ごうごう

されるか、これは目に見えている。200 円上げることで。ほかのまちがどうなのかわからない

し。880 万ならごうごうやってもいいです。この 88 万上げるのに、町民からどれだけ非難を浴

びると思う。このことはもう 1 回考え直したほうがいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君）  ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 最近、軽自動車の普及というのは、すごくふえているのです。これか

らもどんどんふえると思います。現在の、私見た限りは、セカンドカーとして軽自動車を持っ

ている人はかなりふえているのです。そういう人方というのはかなり裕福な方たちで、心配さ

れる低所得者と言われる方たちは確かにおりますけども、それを利用して職場に行ったり、職

業についたりしてやっているのです、ですから実際は、私は 500 円ぐらいというふうには当時

思ったのです。だけど、やはりそういう人方のことを思えば、200 円ぐらいがいいのかなとい

うことで、これは提起した問題なのです。ですから、そんなあれは。年に 200 円ですから。月

ではないですから。半端だと言われるかもしれませんけれども。そういうことです。 

○委員長（及川 保君）  13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 近藤委員をセコンドするわけではないのですけども、そういう意見な

のです。ただ、僕が言おうとしているのは、松田委員のほうにも関係してくるのですけども、

この軽自動車の種別があるのです。要するに、貨物と乗用とに分かれているのですよ。貨物と

いうのは仕事に使っている方が多いのですよ。800 という番号に乗っている人もいるのですけ

ども。仕事に使っているだとか、いろんな作業に使う車というのは必要だと思うのです、いろ

んな絡みで。ただ、今言ったようにセカンドカーに乗っている方。それから、今のこの軸の中

で流れとして、やはり３万も４万もする道税を納めるよりは、1,000 円でも 2,000 円でも上乗

せして町税に納める車に取り換えてくれというアピールだって必要になってくるかなと。そう

すると、僕は 200 円よりも一般乗用のところは 1,000 円、2,000 円上げても、僕は構わないな
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と思っているのです。これは理解を得られると思うのです。だから、大きい車、５ナンバーだ

とか３ナンバーだとかは道だとか国に持って行かれるわけです。だけど軽自動車というのは、

市町村に落ちるわけですから、その辺も含めて、もっと僕は税率上げてもいいかなと。200 円

をもっと上げてもいいかなと思っているほうです。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 上げるならそういうふうにしたほうがいい。それから、この間ぜいた

く税という話あったけど、軽自動車持つとぜいたくだというけど、２台持つとぜいたくなのだ。

セカンドカー持つ人。みんな１台なのです。２台持っている人、何人もいません。みんな１台

にしているのです。２台持つ人がぜいたく税というのです。  

○委員長（及川 保君）  13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） そういうことの議論もありますから、この辺のところは今、近藤委員

も小委員会でそういう議論でやろうということなのでしょうけれども、額、今回はそれでうた

ってもいいのかもしれないですけども、町民に理解を得ながら、やはり税収アップを図れる項

目ではないかという指摘もつけ加えたほうがいいと思うのです。だから、絶対これはプログラ

ムの中に盛り込めというように、強く言うべきだと思います。  

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） この議論をしていったら、私は軽自動車税というのは、もちろん大事

な足なのです。だから、必要として皆さん求めているわけなのです。ですけど、これは年に１

回なのです、税金を納めるのは。そういうことを言うと保育料だって 3,000 円前後に納めたと

言っても、毎月 3,000 円ですから、上がるのは。そういうことを考えたら、私は何かを下げる

ために何かを上げなくてはならないという議論しているわけですから、だからそうであれば、

軽自動車はもちろん、私は前にそういうふうに言いましたけども、足で皆さんが軽に変えてい

って、経費削減をするために家庭でみんな工夫してやっているわけですから、それを上げると

いうことは心痛いですけども、私もこの 200 円という金額、7,000 円ぐらいですよね、確か軽

自動車税というのは。0.01％と聞いたときに、もうちょっと上げてもいいのではないかなと思

ったほうなのです。これは毎月 200 円となれば、やはり大きいですけど、年１回ですから、何

とかそれは上げろということだけの議論ではないですから。固定資産税とか超過課税を下げる

ために対案として出すわけですから、その辺を町民の方は理解をしてくれると思います。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、高齢者大学の自主運営もそうだし、循環バスもそうだし、温水

プールもそう。これは、使う人、利用する人、この人方が本当はこのくらいにしてくれと。町

でも議会でも相談して。今やっているこの改革プログラムは、町は町民に相談したと言っても、

たった 60 人。議会は 43 人しか相談していないのです。ですから、私の言いたいのは、今のこ

の軽自動車税もそうだし、今言った循環バスも高齢者大学の自主運営も高齢者の人方と実際、

自主運営できるかできないかと話したことありますか。それから、福祉バスが毎日走っている

けども、あのバスに乗って、やあ皆さんこの循環バス、今 2,000 万かかって皆さんからいただ



 22 

いているのは 600 何十万だけども、もうちょっと 21 年度は燃料もたくさん上がるし、皆さんど

のくらい出せますかとか、利用した人方は全員の皆さんがどのくらい出せますとか。今の話で

はないです。この中間報告の話で、最終的にはそういう話をきちんとして。要は今やっている

ことは、議会や町が押しつけるのです、利用者に。一部の利用者、みんな使っているわけでは

ない。例えば、水道とかはみんなだからあれだけど。今やっているのは、なかなかうまくいか

ないのは、押しつけなのです。例えば、軽自動車税だって 200 円でいいとか 2,000 円でいいと

か、これも押しつけです。循環バスも 100 円でいい、ただの人もいる、これも押しつけです、

100 円でも。ですから、乗っている人みんなに、乗っている利用している人方がこのくらいな

ら払えるということを、向こうから出てくるような仕組みをつくらないとだめだと思う。高齢

者大学だって、大学の人方いっぱい集まったときに、まちはこう厳しいし、我々自主運営で金

出してやろうと、向こうから出てくるべきなのだ。これをこっち側で設定して押しつけるから

なかなかうまくいかないのです。その辺の物の考え方を変えるべきだと、私は思う。 

○委員長（及川 保君） 委員の思いは、この特別委員会の最終報告の中にはきちんとやって

いきましょう。13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 松田委員の言っていることは、非常に大事なことだと思うのです。た

だ、今回は時間を押していますし、中間報告の中に、町が成案にするまでの間に、議会が今ま

で議論をした中身を聞いてもらおうというスタイルでいいと思うのです。松田委員の言ってい

る話は、ここにも出ていますけど、３年おきの見直しのときに、やはり議会も町も、そういう

受益者というか、使っている方とのコンセンサスですよね。これをずっと図っていくことは、

我々議会の立場でも言うべきだと思うし、議会もしなくてはいけないと思います。だから、そ

こ課題は、今回のこの中間報告の中にはちょっと盛り込むのはきついかなと、私はそう思うの

ですけど。  

○委員長（及川 保君）  最終報告の中にはこれを盛り込む考えで私もおりますので、理解を

お願いしたいと思います。これは、何回も繰り返しますけども、８月エンドまでと小委員長も

言っていますけども、とにかく８月エンドまでまちは成案にするのです。その前に、議会とし

ての姿勢をきちんとこの部分だけはやれというような形で提言をしたいというふうに思ってお

りますので、小委員会で決めたこの部分について、ぜひ皆さんのご理解をお願いしたいのと、

新たにこういうこともあると、前田委員からもありましたけど、この部分を入れろと、これは

皆さんの総意でそういうことになれば、当然入れて提言をしたいというふうに思っております。 

 それでは、１つ目の国保についてはよろしいですね。皆さんの合意が得られたということで、

中身として入れていきたいというふうに思います。それから２つ目の土地の売却については、

小委員会ではこのように決めたのですけども。前田委員のような意見もありました。これが逆

にできないときに、売れなかったときに、議会としてもこれをやれと言ってもできなかったら

どうするのだという、そういう部分もありましたけども。 

13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） そういう考え方もあろうかと思うのですけども、それは平常のときで
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あって、今緊急事態なのです。だから、我々がやはりそれを提起して、土地を売りなさいとい

うことには、町民の一人の立場としても、そういう機会があれば買ってくださいという、そう

いう行動意識の問題も発生すると、私は思いますので、売れなかったらどうするのだと、それ

議会の責任かと。それはそういうとらえ方もされるかもしれませんけれども、向かっていくの

だという意識の問題も、僕は必要だと思うので、これは土地計画を町側もきちんと練って成案

の中に組み入れるということも、僕は必要だと思います。 

○委員長（及川 保君）  そのような意見も出されました。いかがですか。このような意見も

きちんと入れて提言をするということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  金額的にもよろしいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでは、振興公社の委託のあり方。13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） いいところに目をつけてくれたなと、僕は小委員会に絶賛するのです

けども、これはやはり切り口として、前田委員からも出ていましたけども、町側が今までこれ

は必要だということで、人件費の補助だとかいろんなことをやっているということを、きちん

と見直すという機会ですね。それもやはり、その団体にもこういう状況なのだよという理解し

てもらいながら進めていくべきだと思うのです。それは改革プログラムの中に入っていなくて

はいけないと思いますので、これも切り口だと思っていますから、第三セクターの一つの団体

ですけども、そこの後ろに等々といって範囲を広げるような表現の仕方で検討すれということ

の中間報告でいいのかなというふうに思うのですけども。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。  

○委員（土屋かづよ君）  振興公社そのものが、やはり町民の中に理解されていない部分があ

るのと、今出されている補助金が、人件費が非常に大きいということも踏まえて、今月の元気

の中に人員募集があったわけなのです。やはりそういう中で、本当に振興公社の実態がどうな

のかということも含めて、今回はきちんと見直していくべきではないのかなと、私は思ってい

ます。それともう一つ、先ほどの自動車税の話にもあったのですけども、今本当に新車が売れ

ない、そういう中で軽自動車の切りかえがすごく早まっている状況なのです。この 200 円アッ

プというのも、私もちょっと見たときに、何だこれはと思ったのですけども、やはり本当に必

要として商売で使っている場合の人もいますし、娯楽で使っている人もいるのですけども、本

当に先ほどもお話があったように、白老町に入る税収として、町民の皆さんにあり方というか、

それもきちんと問い直す必要性もあるのではないかと思うのです。私は正直、1,000 円アップ

しても多分さっきもどなたか言いましたけども、１年間に 1,000 円や 2,000 円アップしても税

収として見た場合には、非常に有利な税ではないのかなと思って考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） この振興公社については、入れていこうということで。15 番、吉田

和子委員。 

○委員（吉田和子君） この議論をしていたときに、振興公社初め補助団体、大きく出ている
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のがありましたよね、あのほかに。そういった部分が入れなかった理由、何かあるのでしょう

か。この意見を集約したときに。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。先ほどから何度か申しましたけれども、補助団体の場合は、

この成案に入れるとすれば、金額含めて一定限度の議論が必要なのです。なぜこれを入れたか

と、そういう金額含めていないのに。これは、この計画プログラムの中に載っていないただ一

つのものなのです。これと振興公社と土地開発公社が載っていないのです。どこにも載ってい

ません、ここ見たら。ですからそこは、町はメスを入れないのかという意味で、これをきちん

と成案の中で、どこかで振興公社をどうするのだというのを入れなさいと。ほかの部分につい

ては、例えば大型補助団体の問題や、今出た自動車税から出た問題だとか、そういうことは出

ているのです。議論されているのです。されていないのは振興公社なのです。ですから、そう

いう意味で振興公社は、私は今まで果たした役割と今後の目指すべき道というのは、今こうい

うまちの経済状況の中で、私はやはり今までの総括をして、今後の方向はきちんと出すべきで

はないかと。要するに、非常に言葉悪く言えば、今までのようなトンネル会社的なことは考え

直すべきではないかと。それは、もちろん働いている人たちのこともありますから、十分考慮

しなければいけませんけども、そういう意味で、私はこれを載せるべきだと、一番最初から言

っているのはそういうことなのです。ほかのが載っていないというのは、そういうほかのやつ

は載っているということで、これだけ載っていないから、これは載せても問題はないなという

ふうに判断したと、こういうことです。  

○委員長（及川 保君）  小委員長、人件費を含む大型補助金。この部分について確かに町は

改革として載せてはいるのですけど、従前のやり方での改革の仕方なのです。このあたりの部

分を今大型補助金と、委員もこうやって何人か出てきました。この部分で入れるのであれば、

可能ですか、この部分で。 

○委員（大渕紀夫君） それは表現の仕方ですから、皆さんがどう思われるか。ただ私個人が

思っているのは、例えば商工会に出している人間を町に引き上げなさいと。それは町が、非常

に人が不足していると。今その商工会に出すような状況ではないという判断をして引き上げる

というのは、これは引き上げると言えば、引き上げられるのです。ただ、社協の補助金を、こ

の間、産業厚生常任委員会でも言ったのだけど、社協の補助金来年から半分にすれと言ったと

したら、それは全く何もなくて半分でも３分の１でもいいけども、そういうのは議会が言って

もいいのか。事前にこういうことではないのかと。この間の議論の中でも理解できる部分もな

いというわけではないのです。そしたら、50 だったのが 30 になるかもしれない、わからない

のだけど、何ぼでもいいから減らせというのはやっているわけです、町は今までも。だから、

そういうものがやはりあるもののほうが、これの成案に載せる場合はいいのではないかという

のは、私の単純な考えです。ただ、商工会だって減らされたら困るのです。だけど、それはで

きるのです、町は。出向させないと言えば。半分くらい確か商工会で見ているでしょう。全額

ではなかったような記憶しているのです、確か。だから、商工会も見ているのだけど、だけど
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それは、人はこれだけ減ったのだから出せないと、引き上げるということは、それは提言して

もいいと思うのです。それをやるとしたら、皆さんで議論していただいたほうがいいと思う。

それは、町が勝手に半分に減らせと、議会に言って、町は半分に減らして来いというような中

身のものなのかと。それは、議会が今まで、振興公社、商工会にどれだけの認識を持って、我々

行っていろんなことできるわけだから、そういう中でここがおかしいというぐらいの指摘をし

てきてやるのならいいのだけど、そこら辺が僕はちょっと引っかかったものだから、そういう

ような意見を述べてきたということです。ただ、意見は十分出ているということは承知してい

ますから、それは皆さんの意見でやっていただくのは構わないです。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） この案件だけお話します。振興公社の委託のあり方。これは、財源の

対案なのですよね。今、大渕委員が話しているのは、プログラムに入っていないから載せたと

いうのであれば、別立ての項目で載せていくべきだと、私は思います。整理の仕方とすれば。

ここはあくまでも、固定資産税の超過課税に対する財源の対案ですよね。今言ったように、振

興公社の部分で、こうこうこういう部分でこれぐらいの金額あると。だからというのだからい

いのだけど、全体の財政改革プログラムに載っていないのだから、ここで頭出しするというこ

とになると、それは否定しませんけども、そうであればこの１、２、３、４か６になるかもわ

からないけども、その他にしてそういう部分に載ってくるのではないですか。別立て項目にな

ると思いますけど、今の議論聞いていたら。そうすると、別立てで入っていないから、上げて

くれという議論にもなってくる可能性ありますよ。議論を広げれば。 

○委員長（及川 保君）  15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私もちょっとそういうふうに思ったのです。振興公社の委託のあり方

を考えるといったときに、向こうは機構改革とか何かをしないと、それと委託の仕方を考えな

ければだめですよね。社協にしても、民営化できる部分はするとか、中の機構改革。調査も人

を減らしてやったわけですから、社協どれだけ人員を減らしたのかとか、そういうこと私たち

は委員会をやったから聞いているかもしれませんけど、そういった具体的な方策をきちんとや

っていただいて、その上でできることをやっていただいて、それでどうなのかという議論にな

ると思うのです。だから、私は振興公社を出すのであれば、もちろんここの中で削減。プログ

ラムの中では事務事業削減で 220 何万削減したというのは載っています。これは、補助団体は

全部毎年削減していますから、今回厳しくなったときに、そういった補助団体の、特に大きい

ところ。そして、自立できる可能性があったり、もっと方策を変えていくことができる、そう

いったものに対しては、きちんと具体的にというか、項目を上げて出すべきだと思うのです。

前田委員がおっしゃったように、それが今、財政改革プログラムの成案に生きてくるかどうか

といったら、それは提言のような形で、私はなるような気がするのです。今それを何ぼ減らし

たのかと金額はさっき大渕委員がおっしゃったように、明確にこちら側が出せないわけですか

ら、そういった部分での項目として、私は載せるべきだというふうに思うのですけど。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。そうすると、この振興公社の委託のあり方の
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見直しという部分については、別立てで入れていくということでよろしいですか。小委員長、

よろしいですね、別立てで。では、そのようにいたしましょう。この１番の中の対応策として

の部分については、ここの中には入れないで、別立てで対応しましょうということにいたしま

しょう。そして、軽自動車については、これ松田委員のがありますけども、どうですか。大半

はどうも入れるべきだという。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） これは、私は出してしまったら終わりだと思う。終わりだということ

は、進めなければならないのです、言い続けなければ、議会としては。ですから、200 円、500

円、1,000 円、2,000 円といろいろな意見あるわけですから、この辺はもう少しきちんと精査し

なかったら。ただいきなりこれを出してしまったら、ずっとこれで押さなければならないわけ

です。この辺、もうちょっと慎重に考えたほうがいいいのではないか。やめるやめない、上げ

る上げないの議論ではなく、もう少しきちんと整理してから上げたほうが、私はいいような気

がする。これは私が言ったけども、大変な議論になると思う、200 円上げたにしても、2,000

円でも 1,000 円でも。どうせ議論になるのなら、ちゃんと上げたほうがいいし。さっき言った

ように丸一つ違うくらい。だから、この 200 円でさんざんぼうぼう非難されるよりも、もう少

しきちんと考えたほうが、私はいいと思います。この 200 円と決めてしまったら、ずっとこれ

ですから。進めなければならないわけですから、対案として。だから、ちょっと額の問題もあ

るし、私はもうちょっと慎重に考えるべき。いいのですよ、私の意見だから。ただ、全体意見

としては、小委員会に任せたわけですから、それこそ小委員会の小委員長がいいと言えば、い

いのではないですか、小委員会の皆さんは。私はそう思うだけの話です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私も松田委員と同じ、小委員会で決まったことですから。ただ、やは

り私はここで上がっている固定資産税で、町民税は別にして、目的税もありますけども、入湯

税なんかも上げなければいけないと思うのです。ですから、やはり、そういう部分に対する、

税の体系を、今松田委員がおっしゃったように、十分に議論した中でやっていかないと、そう

いう後に問題を起こすのかなと、私もそう思います。 

○委員長（及川 保君）  14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 松田委員の言われていること、前田委員の言われていること、そのま

まだと思うのです。だからこそ、小委員会で 200 円と決まったわけではないのです。200 円と

決めたというのであれば、それについていろいろな話があっていいと思うのですけども、そう

ではなくて、例えば 200 円上げたらこのくらいの金額になるのだという一つの例を出して、皆

さんに提示をしているのではないかと、僕は思っているのです。ですからそれを、1,000 円に

するのか、2,000 円にするのか、大体のボーダーラインのところまでは、ある程度皆さんの意

見の中で集約しないと、それは小委員会で決めてくれと言われても、ちょっとそれはまた違う

話になってしまうのかなと。だから、ある程度のところまでは、皆さんのいろんな意見をここ

で出していかないと、やるのだったら。軽自動車税をやるというのであれば、そこまでの意見
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を出してもらわなければならないのではないかなと、僕は思うのです。ですから私も皆さんの

意見を聞いていて、200 円というのはあくまで小委員会の中で 200 円上げたらこれくらいの金

額になるのだと、88 万くらいの金額になるのだと。でも私は１年間に１度の税率ということで

あれば、やはり 1,000 から 2,000 円ぐらいのアップ率というのが、僕は必要なのかなと。年に

1,000 円か 2,000 円の負担何とかお願いしますという部分ではお願いできるのではないかと思

うのです。ただ、それも他市町村との比較もしてみないと、何とも言えないのかなと思ったり

もするのですけども、税率の税額のことで考えれば、町民にお願いするには、本当にそういっ

た形の中でお願いしていくことが必要な気がしています。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私としては、軽自動車税、固有名詞で上げるべきではないと思う。対

策としては何らかの形でやるべきだと思いますけど。今中間報告という形からいけば、先ほど

いろいろ議論出たトータル的な物の考え方をしなければいけないと思うのです。私は町民の目

線から見ると、先ほど松田委員もお話しましけども、固定資産税上がると 20％だと。10 になる

かもわかりませんけども。あるいは町民税も上がると。それに今度軽自動車も上がるとなった

ら、パーセントではなくて全体を上げたという解釈になってしまうのです、税が。どうして３

つも４つも税が上がるのというような概念的な見方で、税に対して見られると思うのです。そ

うすると、やはり町民に理解を得るのであれば、何点かに絞ってこの分だけはということで、

軽自動車については否定しませんけども、そういうような町民に対するイメージと逆に財政を

どうするかという戦略的な部分と、これは非常に整理しなければいけないけども、その辺はわ

きまえてやっていかなければいけないのかなと思うのです。やはり、町から固定資産税も法人

税も上げるという説明受けたよと。だけど、税率何％下がるかわからないけども、あんた方軽

自動車も上げたのかいと、こういう話になってしまうのです。その詳細が、具体的な率とか云々

の議論ではなくなるのです。その辺を私は懸念するなと思います。 

○委員長（及川 保君）  具体的に今、話がありましたね。どうも慎重論と交差しているなと

いうような思いがありますので、どうでしょうか、この軽自動車税については、今回最終提言

には金額を入れないまでも、税の見直しをいれるというような状況で対応するということでど

うでしょうか。今回は中間報告には入れないということになりますか。 

13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 前田委員の言い方というのは、それはそういう言い方をされる人はい

ると思います。だけど、この委員会を立ち上げて、中間報告をするという意図は、議会が議論

をしてきた中身で、要するに固定資産税を下げたいということは全員一致しているわけですか

ら、それらの対案としてこれらが考えられるということの中間報告ですから、これが町側がは

い、わかりましたと。ではそうしますと言うかどうかというのは、これはわからないわけです

よね。それもあるし、当然高いのではないかとか、これを下げるために自動車税上げるのかと。

そういうときに、きちんと説明ができるということを、我々もやはり身につけないといけない

と思うのです。議会改革の中でもそれをうたわれているし、自治基本条例の中でもそれをうた
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っているわけですから。だから、こういうことが想定されるという話はわかるけれども、それ

を乗り越えてもうちょっとステップ高い位置で考えたほうがいいのではないかなと僕は思いま

すけど。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、熊谷委員の言う、それもそうかもしれないけれども、この軽自動

車税だけは、それこそこれに何も載っていないことなのです。議会が対案として出しただけな

のです。町側も言っていないのです。今のすべてのやつは町側の言ったプログラムに対する対

案なのですけども、この軽自動車は、先ほど振興公社も載っていないというけど、これも全然

載っていないのです、この軽自動車税というのは。これは全く議員提案です。ですから、私は

今ガソリンの原油高から、それから便上値上げからさまざま値上げされる。そういって、この

プログラムに沿ってさまざま上がる。その中でわざわざ、議会がみずから 200 円上げなさいと

言って、このことで批判されるとか逃げで言っているのではないです。もう少しきちんと物を

考えてやるべきであってと私は言っている。これは本当の議員提案ですから。議会提案ですか

ら。ですから、もっと町民の意見聞いたのかと。議会は町民の代弁者でしょう。町民の意見聞

いていますか。だれか町民が懇談会で軽自動車税上げれと言っていますか。こういうことです

から、私は慎重に考えるべきだと言っているのです。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私もそう思いますし、それとここだけ絞っていくと、さっきの議論に

なってお叱りを受けるかもしれませんけど、こういう税の部分になってきたら、だから私言っ

ているのです、事務事業の見直しをちゃんとと。そしたら、松田委員が提案している高齢者大

学の見直し。これの見合い分をどこかで事務事業の見直しで減額分を載せるとか、そういうこ

とをやって、僕は町民の理解を得ないと思います。今、国だって消費税云々と言ったって、国

のほうでもっとむだな事業やめて、その分何千億浮くでしょうと、そういう議論になっている

のですよ。だからそれとは並行して僕は議論しませんけど、小さな白老町としての政府考えて

も、やはりだから一つでも事務事業を見直しして、この部分だけはまず中間報告だけど対案と

して出させてもらいますよと。この部分で相殺しましょうということになってくるのではない

かと、僕は思うのです。最初に事務事業の見直しをやった中で、どうしても 88 万というものを

提示で上げさせてくれという話になるのではないかと思う。前段の松田委員の話でも、私も言

おうと思ったのですけど、そうだと思います。僕は否定していませんから。 

○委員長（及川 保君）  この部分ではなかなか合意が難しい。 

休憩 午前１１時５７分  

                                         

再開 午前１１時５９分  

○委員長（及川 保君）  委員会を再開いたします。熊谷委員は、午後からお休みでございま

す。１番の固定資産税の超過課税率について議論を重ねてまいりましたが、軽自動車の税率ア

ップについてでございますけれども、どうも全体の皆さんの意見を一致することはできないと
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いうことでありますので、この軽自動車税については、今回外すということでよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  そういうことで進めたいと思います。どうですか、この中で数値も

含めて 1.6 という、小委員会では一応の目安として皆さんに提示したわけですけども。1.6 で

算定すると約 8,000 万くらいの財源が必要になってくるわけであります。これからすると国保

税、実際にはプログラムには盛り込まれていないのですけども、4,500 万。そして土地の売却

で 3,500 万ということで、8,000 万という部分では、何とか理論上は成り立つかなということ

でありますけども。ほかに財源としてこうすべきだという意見がありませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 対案はあります。ただ、議会の考え方として議論していますけども、

中間報告で具体的なものは出せないと言っていますけども、やはり率については決まると思い

ますけども、対案の中に事務事業の見直し、あるいは中止できる事業を十分考慮した中で財源

を生み出すべきだという、そういう項目というのは、議会の責任として出すべきだと、私は思

います。それで後は、1.6 か 1.55 は、これは議論されると思いますけども、この部分について

は、そういうことを付記してもらわないと、私は町民も中間報告で内容を読みますから、今言

った部分は議論されたのということになると思うのです。やはり、文言で理事者側に問うべき

だと思いますけども。  

○委員長（及川 保君）  具体的ではございませんけども、そういうものを盛り込むべきだと

いうことですか。こういう意見が出されておりますが、付帯意見と言いますか、この部分でか

なり抽象的にはなると思うのですが。皆さんのご意見、いかがでしょうか。これが最終、５日

も予定はされているのですけども、できれば早目にきちんとした結論を出しておきたい、きょ

うにいたしたいなという委員長としては考えているのですが。事務事業の見直し、そして人件

費を含む大型補助金の見直しを入れるべきだと。この項目の中に入れるべきだという意見が出

ております。入れることでよろしいですか。いずれにしても、この部分については、最終報告

の中ではきちんとうたうというのは、小委員長からも冒頭の報告の中で示されていますから。

今の意見というのは、中間報告の中でも入れるべきだという考え方なのですが。 

10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。例えば入れるとしたら、この計画書のどこにどうい

う文言で入れるという考えなのか、それはまちで考えなさいということなのか。この計画書が

できているのですよ。これに対してどうかと。事務事業の見直しや大型補助も含めて、これは

やると言っているわけです、基本的には。その中で、この分、案に盛り込むとしたら、どこに

どういうふうに盛り込むのかということが、私にはなかなか。それが間違っているとかではな

くて、これはもう数字も全部出てつくられているものなのですよ。だから、それでも載せても

いいというなら、僕は構わないのだけど、これを成案化するということなのです。これらの数

字全部出て、整合性取っているわけですよ。だから、我々が 1.7 から 1.6 なり 1.55 にするため

に事務事業を見直す分とそこの部分を入れるというのは、議論は十分されていると思うのです、
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今までの中で。どういうふうに、この成案の文書に盛り込むのかなというのが、私はよくわか

らないところなのです、そこのところが。だから、議会の意見だから、そういうファジーで出

していいよということではあるのかどうか。 

○委員長（及川 保君）  前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は、具体的に出すのは一つの方法だし、その事案によっては当然必

要だと思います。ただ私は、私の考えですよ。一つの議会として提案したり、対案を出してや

っていくと。だけど町側は、理事者側はすべてではないけども、それに対してそういう政策的

な提案についてどう具現化するのかと。どう政策でやっていくのか。これは町側の姿勢だと、

私はそう思っているのです。ですから、抽象的な言い方は云々という話ではなくて、僕はそう

いう姿勢ですから、今言ったように。だけど話戻るけども、各議員さんは、個々にこういう問

題が自分達できるという項目が上がっているのですよ。だけども全部上げられないけども、町

側も議会として、それ以上にもっと中身を精査したときに、こういう部分が節約できるよと、

こういう部分あったよと、こういう部分充当しますよと、そういうような町だって議会から上

がってきたものに対して考えていい知恵を出すと、どうですかと示す。そういう部分があって

いいのではないかと思うし、そういう考えで私は言っています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、これは皆さん、きちんとこういうものを提案すべきだと、

議会として。これはもう示されているわけです。その部分については、小委員会も最終報告で

はきちんと入れますよと、冒頭に約束しているわけです。だからそういう意味では、ここでま

た中間報告の中で、具体的にまちが今示されているこの案に対して改善できるというものを前

提として、この中間報告はされるわけです、８月のエンドまでの事業示されていますから。そ

ういうところで８月の日程ももう既に決めていますけど、11 日に中間報告をしますと。それは

議会に猶予を与えているわけです、その改善してもらう。そこを目指しての中間報告なわけで

すから、今委員がおっしゃっている部分については、間違えなくまちに提言していくというこ

とを、はっきりとここで約束をしていますから、だから問題になるのは、固定資産税の超過税

率の部分の中で、どういう財源を示せるのだと、議会側として。ということで、ここに今盛り

込もうとしているわけですから。大ざっぱに事務事業の見直しはすべきだとか、大型補助金は

改善しなさいということについては、確かに金額的に全然示せませんよね、議会としては。こ

れはどうしようもないですよね。だからそこを、人件費を引き上げなさいとか、そうすれば確

かに出てくるのです、金額的には。そこを踏み込むのが可能かどうかが、今小委員長が言われ

ていることなのです。 

前田博之委員。 

○委員（前田博之君） それは私の意見ですし、中間報告は中間報告で一つの条例化・成案す

る。議会で考えて、具体的に示すよと、それはいいけども、それは一つの流れの中であって、

中間報告であろうと最終的なものであろうと、懸案事項というのはどこで示されて、理事者側

が取り上げるかという問題の時系列的な問題なのです。だから、それを今言ったように、中間

報告が最後だよと言ったときに、ではその中で町民の人が見たときに、この分だけの対案でよ
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かったのだろうかとかそういう部分が出てくるので、やはりトータル的な姿勢というのは、こ

の中に中間であっても入れておく必要があるのではないかということを私は言っているのです。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫小委員長。  

○委員（大渕紀夫君） 中間報告は意見を述べる場ではなくて、これをどうするかと、この成

案をつくるための中間報告なのです。中間報告のとらえ方が、若干僕と違うのかもしれないの

だけど、私はこの案を成案にするために、議会が必要な意見をここに取り入れさせるというふ

うに考えているのです。ですから、これの中のものを変える以外のことについては、もちろん

意見として述べるべきだと私は思っています。それはいいのです。ただ、中間報告というのは、

これを成案につくるときに、議会が何を盛り込ませるかというための議論なのです、中間報告

の議論というのは。だから、僕言うのです。それは別にどうっていうことないということであ

れば、それはそれで構わないけれども、私は、そこははっきりしないと、そうやったら今まで

出た意見全部盛り込まなければだめだということになるわけなのです。これだけという決まり

は何もないわけだから。だから、僕は言っているのです。ですから中間報告というのは、これ

を成案にするとき、この中には事務事業の見直しから何からやってきたと書いているわけです。

だから、そこをどういうふうに書きかえるのですかと、僕が聞くというのはそういうことなの

です。これを成案にするための、今議論をしているわけでしょう。そこのところだけなのです。

それがそれでいいと言うのであれば、僕は何も、書きかえるのなら、こういうふうに書きかえ

るべきだというのは、それはそれでいいのです。何もおかしくないです。ただこれは議会が出

すものではないですから、このものは。だから言っているのです。議会が出すものだったら、

いろんな意見全部書けばいいわけですから、それはいいのです。そこがどういうふうに理解を

されているのかというあたりが、議員さんに温度差があると、そこで違った考え方になるわけ

です。だから、ここにいらっしゃる皆さんが、中間報告というものをどういうふうに理解して

いるかという問題なのです。  

○委員長（及川 保君）  前田委員、単に提言だけするというのであれば、今回の小委員会つ

くって、中間報告しようということにはなっていないです。これは、やはりしっかり議会とし

て議論重ねて、少しでもこれを実行させるのだと、こういう意志のもとで議論を戦わせてきた

わけですから。 

前田博之委員。 

○委員（前田博之君） だから私は、文言は定めると。私は事務事業をもっとここに、プログ

ラムに載っている以上に、いろいろ今まで意見出ていますから、あると思っていますから、も

し中間報告すれば、流れがどうあったということは別です、議会の流れが。やはり、そこをな

ぜ対案を考えて数字まで上げていくのであれば、逆に先ほど松田委員も話したように、それで

は福祉バスで路線１本分だけを一番調査した分だけあるよと。その分だけでも削ったらいくら

減ると、その部分。そこまで今委員長が言うように、中間報告で対案まで具体的に示すという

なら、そこまでは議論すべきだと思うのです。意見です。 

○委員長（及川 保君）  このことについて、皆さんの意見を求めたいと思います。 
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14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、先ほどから言っているとおり、事務事業の見直し云々、今まで

議論をされてきたことについては、前田委員の言うとおりだと、僕も思っています。ただ、こ

れについては、先ほどから言っているとおり、やはり最終報告の中で、取りまとめてやるべき

だと。今回、こういった議論が小委員会の中でも議論されるまでの過程が、議会として隠すわ

けでもないし、どこにも出さないわけでもないし、しっかりとして残っているわけですから、

最終報告の中でもろもろの部分に関しては取りまとめるべきだと、私は考えます。中間報告の

中では、新財政改革プログラム案に出てきている中身をどう変えていけるかという、具体的な

ものを中間報告として出していくことが必要だと思うし、今前田委員の言われた路線バスの話

も一つありますけども、ただこれは一路線を変えてどれくらいのあれになるかというものも明

確になっていないです、はっきり言ったら。ですから、今回省かせてもらったというのは変で

すけども、そういう形ではないのかなと私はとらえています。そういったものに関しても、こ

れから一年ごとの見直し、チェックの中で各議員が、特別委員会が終わった後で、行政に対し

て議論の一つの材料になっていくのではないかと、私は考えています。  

○委員長（及川 保君）  ８番、近藤守委員。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。私は、小委員会のメンバーでもあり、大渕小委員長の

方向でよろしいと思います。以上です。  

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。ないようですので、この部分については、こ

の小委員会の中で案として出されたもので対応するということでよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ただ軽自動車の税率アップについては、今回省かせていただくとい

うことで進めたいというふうに思います。振興公社の委託のあり方、これについても別枠の中

で提言するということでよろしいですね。それでは、この１番については 1.6％の提案をする

ということで、皆さんと合意ができました。これで提言をしてまいりたいと思います。まこと

に申しわけございません。この 1.6 という税率については、どうも 1.66 くらいに・・・。朝示

させていただいた 0.4 と 0.1 という部分が、今軽自動車がなくなりましたけども、0.04 なので

す。0.4 であれば 1.6 ということで。1.66 になるのですよ、この数値でいくと。ただ、土地の

売却についての意見がけさほどあったのですけども、これも元々ないものを小委員会の中で、

当初の町の姿勢はこうであっただろうと。何とか懸案に入れたらどうだということで、ここの

中に盛り込ませてもらったのですけど。ただ、先ほどの確認では、これは皆さん異論なかった

のですよね、前田委員としてはあったのですけども。1.7 の土地の部分はありますけど、土地

の部分はまたなくなると、かなり。土地の売却についてはいかがですか。ほかに皆さんやるべ

きだとか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 土地の売却は当然やるべきでしょう。町の柱だったのですから。15 億

9,000 万、土地を売るのだということ。これなぜ抜くのですか。入れなければだめでしょう、
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もちろん。それから 1.66 とかそんな問題ではなく、1.55 から 1.6 でいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君）  要するに議会として、こうすべきだという見合う財源が出てこない

わけです。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） だから、議会はどちら側に立って物を言ったらいいのですか。行政側

に立って物言ったらいいのか、町民側に立って物を言うのか。町民側に立って物を言うのであ

れば、できるだけ町民が有利になるように話すのが、議会の仕事ではないのか、町民の代弁者

だから。何も町側のこと、そんなに頭に置いて話すことないのではないのか。案というのは、

そういうものではないのか。受け取るのは町側だから。私はそう思うのだけど。何も行政側に

立って、行政の心配することないでしょう。我々は町民の代弁者なのだから。考え方がおかし

いでしょう、それなら。  

○委員長（及川 保君）  そうすると、財源は関係ないと。  

○委員（松田謙吾君） 財源は多少離れたって何だっていいでしょうと言っているのです。そ

んなにぴったりいくわけがないでしょう、どうせ壊れるのだから、これだって今間もなく。行

くわけがないのだから、10 年間。だけど、大事なことだと。議会は町民の代弁者なのだという

ことを忘れてはいけないと言っているのです、私が言っているのは。町側の心配することない

のです。町と議論するためにやっているのだから。 

○委員長（及川 保君）  町側の心配しているわけではないのですけど。 

10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 私が何で国保のやつを入れたかというと、今言ったとおりなのです。

確かに町のあれには関係ないです。だけど、この 4,500 万というのがなくなれば、もちろんこ

の分どこかにいくのだから、負荷かかる人いるのです。いるけど、4,500 万の純粋なる固定資

産税見合い分の国保税を払っている町民なのです。これ企業は一つも入っていない、全部町民

です。そこの部分が、確かにほかに行く部分があるのだけど、町税交付金でいくらか国から来

るとかいろんなもの。７・５・２の軽減がされれば、少なくともここの部分は下がるのです。

固定資産税も払い、国保でも固定資産税の見合い分を払っているのだから、ダブって払ってい

るのだから、その分片一方なくなるわけだから、僕は、これは確かに 1.6 から下げるというこ

とについていえば、1.6 にはならない。だけど、町民が受ける影響というのはあるわけです。

私はそういうことで、そうでなかったら、金だけで言ったら入らないということになるのです。

そうであれば、これは非常に不謹慎な議論だけど、どうしてもと言うなら土地しかないのです、

ほかに。皆さん、考えてください。ないのです、土地しか。ありますか。あると今まで議論は

なかった。だから、この 3,500 万の土地だって、何の根拠もないです、さっき言ったように何

もないのです。だけど、ここを 8,000 万にすれば、1.7 から 1.6 になるのです。それがいいか

悪いかは別です。だけど、そうやってやる以外の手だてがあるのですか。議会がやるというの

は、そういうことでしかできないと思うのです。だから、言っている。それが安易だと言えば

安易だから、もうちょっと違う手考えると言ったら考えなければだめです。だけど、僕はそれ
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しかないと思っているから。だって、１億 5,900 万売ると言ったうち、１億 4,700 万残ってい

るのだから。２年間で売ると言ったのでしょう。その気持ちでやれば売れるでしょう、何も８

年間で６億 4,000 万です。というのはだめですか、と僕は思うけど、はっきり。あるのだった

ら言えばいい。 

○委員長（及川 保君）  意見としてはっきり出してほしいのです。今、松田委員は、数値は

関係ないだろうと、1.6 でいくべきだと。これは議会の姿勢として示すべきだと。あと、財源

の部分については、この土地の売却について 3,500 万と、小委員会の中では決めたのですけど。

具体的に町に提示するということになれば、何の数値も示さないで提示することもできるので

すけども、何ぼでもできるのです。それは今までの議会だろうと、やり方は。そうであるなら

ば、議会も根拠ある数値をきちんと示すべきだと。そして提示することによって、具体的に実

現する可能性もあるわけですから、そういう責任を議会も持とうと、こういうことで皆さん議

論をしているわけです。 

10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。もっと言えば、町で 8,000 万売れないのだったら、今まで

いろんな議会で出した意見含めて、頑張って町は振興公社の見直しからいろんなことやって、

補助金のあれからいろいろやって、とにかくそこを生み出しなさいと、最悪の場合は 8,000 万

売れというような形以外の方法は、僕はないような気がするけども。だから、メインはそこへ

置いて、そして言うなら言うと。根拠ほしいと言うなら、そうやってやると。 

○委員長（及川 保君）  そういう形に持って行きましょう。それしか方法はないです。よろ

しいですね。だから、先ほど既に盛り込まれている部分もありますけど、大型補助金の、前田

委員の言っていた部分も、この中で言っていくしかないのか。そうすると、生まれていくとこ

ろはないですよね、1.6％に。1.66 なんて、本当に意味があるのかという意見も今。当然その

とおりなのです。だから、そういう部分で 1.6 という議会としての提示額は、きちんとこれは

意思統一したいと思うのですが、よろしいですか。 

 それでは次に、下水道使用料の料金改定に対する事項でございます。１、２とあります。料

金改定 10％から 15％の改定。対象については下水道使用料の改定見合い分を黒字会計である、

水道料金を値下げすると、こういう単純明解な結論に小委員会ではなっているわけです。ここ

についてはいかがでしょうか、皆さんの意見は。これでよろしいでしょうか。十分理解はされ

ると思うのですが、水道料というのは黒字会計で、全町民がかかわっているものです。下水道

というのは、整備されていないところもありますし、利用されていない町民もたくさんおられ

る。こういうことからすると、この下水道使用料に見合う水道料金を逆に下げるべきだと、こ

ういう提言なのでございます。水道会計のプログラムの中では、毎年黒字額がどんどんふえて

いく計算になっているのです。この考え方について何か異論はございますか。斎藤委員、この

提言に対して、どうでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。水道料金の問題は、これはもう言えばまた施設が古くなっ

たから、それのための金とか何とかという理由をつければ、すべてがそういうことになってし
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まうのです。今、ここを切り抜けていくために、片方を上げるのであれば、本当に片方は下げ

てあげると、そういうバランスをとって、また必要なときに別途足りない分の中で考えなけれ

ばならない時期が来るのだろうと思うのです。そういう意味で言うと、この案はこれでいいの

ではないかというふうに思っています。  

○委員長（及川 保君）  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）  この部分の皆さんの意思統一がきちんと諮れたというふうに考えた

いと思います。 

 それでは３番目、総人件費に対する事項。ここでまた、数字の訂正をお願いします。定員の

削減 32 名になっていますが、これは 36 名です。36 名の計画になっています。平成 21 年度以

降の定員削減 36 名を早期退職の募集を引き続き半数を前倒しすると。そして、さらなる組織の

スリム化を図りなさいと、こういう提言をすべきという小委員会のまとめでございます。これ

について皆さんの意見をお聞きしたいと思います。いかがですか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） これは前倒しするということは、財政改革プログラムでいけば、４指

標の部分が３年でクリアされてしまうわけですよね、あとは残っている赤字額にしても。それ

とこれ、先に前倒しした部分が、プログラムとどうやって連動していくのですか。数字をその

分が人件費削減になるから、早く・・・。もう１回、説明をお願いします。 

○委員長（及川 保君）  小委員長がきちんと説明しますので。 

10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。先ほど、不十分だったと思うのです。それで、非常

に歯切れが悪かったのですけど、議論の中身は記さないというふうにしたのですけども、はっ

きり言えば、この浮いたお金については職員の皆さんの 20％から１％でも２％でも下げたいと。

その財源に充てると。しかし、それを書くことによってちょっと異論が出まして、それを記し

てしまうと、また町との関係や組合との関係や町民との関係で、いろいろ出るから書かないほ

うがいいという意見になったものですから対案がなくなってしまったのです。ご指摘のとおり

なのです。それで、先ほどちょっと言ったのですけど、かなり歯切れ悪く言ったから理解でき

なかったと思うのですけど、はっきり言えばこれをやって、そして１％でも２％でも下げられ

る範囲で下げるという案だったのです。ただ、それを書くべきではないという意見が大勢を占

めまして、それでこれを全部カットするとなればまた。だから先ほども言ったように、組織の

スリム化のさらなる推進と書いているでしょう。そういうことを大前提に考えているというこ

となのです。それは１％でも下げられれば下げたいというふうに、全体の意思では確認されて

いるのだけど、書くかどうかというのはまずいと、そういうことです。 

○委員長（及川 保君）  また皆さんの意見をお聞きしますけど。  

○委員（大渕紀夫君） それについては、みんな一致したのですよね。  

○委員長（及川 保君）  それで、今言われたように、20％のカットを職員に課しているわけ
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ですね。これは皆さん、提言としてはそれぞれの各会派求めたときには、同意しているのです。

これは時期が来て改善されたときには、きちんと元に戻していくような対策も講じるべきだと

いうことは、小委員会の中でも盛り込むべきだという意見も出たのですが、今小委員長から話

ありましたように、ここでそこまで踏み込んですべきではないと、こういう意見がありまして。 

○委員（大渕紀夫君） それで、結果としてカットするならカットしても構いません。私はそ

ういうふうに思っています。これが適切かどうかというのは、こういう表現では、まったく適

切ではございません。まして率を下げるということは、今までの議論の中で余りきちんとここ

では全体として意思統一されていませんから、これをカットする分については、私はまったく

異論はないですし、カットされても構わないと思います。議論の中で一つの議論の素材として

提供したと受け止めていただければ結構です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私も心中的に文書に書けない今の説明は理解します。ただ、それを抜

きにして、今の財政改革プログラムの中で、それだけ強いていますけども、今お話あった文書

化できない部分の職員に少しでも給与を見直してもらおうというふうについては、これは変な

話一つの財政改革プログラムの中で、職員組合がこの改革プログラムをするために私たち 20％

カットしましたと。その中において組合が、私たち 20％納得したと。これだけの財政改革プロ

グラム早くしてと、達成するべきだと。その中において、何も私たち組合が理事者と話をして、

今言われたように少し１％でも５％でも縮めてくれないかと、そういうことが団体交渉とか、

そういう中である程度うたわれて、それに向かって職員やっていますけど、一つの事業の効率

化とか図っていて、そうだということで、組合が一つの公の町民にアピールというか、そうい

うことをやっていて、それを議会もそうだと。私も一般質問で、いろいろ言っていますけど、

そういう部分が見えない部分で、先取りをして議会が踏み込む部分があるのかなと、私はちょ

っと疑問を感じるのです。 

○委員長（及川 保君）  小委員長も言われているように、この部分を入れるか入れないかと

いうのは、それは皆さんの意思で決定してくれということですので。 

○委員（前田博之君） 私であれば、町の説明会とか議会があるけど、職員の削減云々とかな

り言ってはいますけども、もっと組織をどうするかという部分もしないと、町民サービスに直

結してこないと思うのです。そういう部分を言うのと、もう一つここまで言うのであれば、今

議会にも説明あったと思いますけども、職員の人事評価全然進んでいないのです。そういう部

分で、２割減になる人と２割ふえる人いますから、そういう総体的な給与体系の中で、今話し

ていかないと、財政プログラムの中でただ、今言った話理解しますけども、公に載せるのはど

うかなと思うのです。  

○委員長（及川 保君）  こういう意見が出ております。ほかございませんか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） このプログラムの 10 年間でやる大きな仕事は、赤字の解消と約 300

億の借金を 200 億にすると、これが前提なのです。正常なまちに 10 年ですると。今町民負担や
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それからさっきの超過課税やすべて職員の 20％給与を下げていくのが基本になっているので

す。そして決めているわけです。そして赤字を 10 年間でなくし、300 億余りの借金を 200 億に

すると、これが基本になっています。この職員の給与 20％カットしたのは、職員みずから下げ

たのです。前にも私言ったけども、みずから。議会が下げれとか、上げれとかと言ったのでは

ない、みずから下げた。見野町長時代随分 10％下げる組合交渉しても決裂してできなかった。

しかし、飴谷町長腕がいいのかどうか知らないけども、20％みずから職員が申し出てカットし

たようなものですよね。それをまだ今議会、新プログラム発射していない。来年 21 年度からな

のですね、行くの。その中に、もう今から議論を職員の給料多少下げてやらなければだめだ議

論は、私は成り立たないと思う。それであれば、町民の超過課税や様々な手数料の改正を３年

ごとにまた下げるのかという、１項目入れなければならなくなってしまう。職員の給与を下げ

るとすれば、今から言うのであれば。ですから、そういうことは成り立たない。要は職員の給

与 20％と今この財政プログラム、これをすべてきちんといって初めて赤字が解消し、200 億の

正常なまちになる。これが今目標なわけですから。今から職員の給与何％下げる、こんな議論

は、私は論外だと思うのですが、すべきでもないし、まだ発射もしていない。私はそう思うの

ですけども。 

○委員長（及川 保君）  この部分では非常に内容そのものが、改革プログラム急がないと。

まだ、スタートもしていないという段階で。それでは、３番目の総人口比に対する事項という

のは外すということでよろしいですか。よろしいですね。 

 次、４番ですね。プログラムの総合的な見直しの修正を３年ごとに行うという小委員会での

結論であります。これは、小委員長から説明がありましたが、１年のチェックは当然、これは

やっていく。ただし、こういう目まぐるしく変わる時代でありますから、３年ごとの見直しと

いうのは期間的にも多分必要になってくるだろうと。大変重要なことになってくるだろうとい

うようなことでの提言であります。 

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 技術的なこと伺っていいですか。先ほどの説明でわかりますが、まず

１年ごとに進行管理を毎年度行いますということと、修正３年については総合的なものと言っ

ていますけども、我々は役所でよく言うローリングという言葉がありますけれど、このローリ

ングは修正３年をローリングという意味含めていいのか、それとも毎年やることをローリング

に入れていいのか、その辺ちょっと議論された経過を教えていただきたいのですけども。  

○委員長（及川 保君）  12 番、大渕紀夫小委員長。  

○委員（大渕紀夫君） 具体的にそういうローリングが云々という話はされておりません。た

だ、私の認識は前田委員が言われたとおりローリングという意味だと私は理解しています。そ

ういう形で３年に１度総合的な見直しをやるべきだと、こういうことでございます。  

○委員長（及川 保君） どうですか、３年ごとにすべきだというのは、やはり議会としては、

責任を果たしていくべきだと、私はそういうふうにとらえるのですが。当然、１年１年の予算・

決算も含めて、委員会も含めてやらなければいけないことは、もうはっきりしているのですが、
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この時代背景の中で全体の今示されている案の見直しというのはしていくべきだろうと、私は

考えるのですが、いかがでしょうか。していくと、必要になってくるだろうということなので

す。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、このプログラムの総合的な３年ごとの見直しというのは、

修正も含めてやっていくということで、合意いたしました。  

それでは最後の町立病院、保育料の見直し、温水プールの冬期間の閉館について、これは開

館にすると。冬期開館を継続するという特別委員会、総務常任委員会、提案した部分ついて町

側も理解を示したということで。この部分について、中間報告の中で評価するということをこ

の小委員会の中で提言すべきということで、皆さんにお諮りをしたいと思います。現実にこう

いうことになりましたから、まちが示しましたから、中間報告できちんと示したほうがいいと

いう結論に至ったわけであります。よろしいですね、どうですか皆さん、こうするべきだとい

う意見ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  皆さん異論ないということで、この５番についても中間報告の中で

きちんと報告をするということにいたします。振興公社の、またもとに戻ってしまって申しわ

けございません。これ別項目で入れるということでよろしいですね。それは確認しましたね。

そのとおりにしたいと思います。暫時休憩いたします。  

休憩 午後 １時５０分  

                                         

再開 午後 １時５１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。 

一つは、この中間報告に関して皆さんの意思統一をしまして、今決めた内容で報告をすると

いうことは決定しました。 

もう一つは、この特別委員会が今後どのような形で。最終報告は当然９月会議において最終

報告いたします。そこで、この特別委員会の役割を一たん切るか、その後においては総務常任

委員会が意志を受けて役割を果たしていくか、こういうことを、もしくは特別委員会をそのま

ま残していくかという形になるとは思うのですが、どちらかにはなると思うのですが、ただ皆

さんのどちらかの意見を聞いてどういう形がいいのか諮って進めてまいりたいなというふうに

思うのですが、皆さんのご意見を伺いたいと思います。ただ、前議会でのチェック機能をどう

果たしていくかという部分については、プログラムに対しての事項については、このように中

間報告するまでに議論されて来たわけですけども、その後のチェック機能を含めた議会の役割

をどうしていくかと、こういうことについてはまだほとんど議論されていないという状況にあ

ります。ただ、特別委員会がその役割を果たしていくということになると、そのまま継続して

いかなければなりません。そうすると、それぞれの議員活動の障害になる部分が出てくるのは、

もうはっきりわかっていることでありますから、このあたりも含めてお考えいただいて、進め
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てまいりたいというふうに思います、意見をお聞きしたいと思います。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 当然、この特別委員会は最終報告までやるべきだと思います。今やめ

るとすれば、小委員会もなくなるわけですよね、継続しないとすれば。財政の天下分け目の大

仕事を、総務がやるということにはならないと思います。私は、やはりこの特別委員会の中に

小委員会があって、そしてその中できちんと今の体制を最後の９月会議、それまでは持って行

くべきだと思います。  

○委員長（及川 保君）  ９月定例までは、報告までは本特別委員会は存続しなければならな

いのです。それ以降の話を今私がしているのです。  

○委員（松田謙吾君） それ以降はまだやらなくてもいい。  

○委員長（及川 保君） すぐまたやらなくてはならないのです、どうするかというのは。議

長にまた９月定例にきちんと、この特別委員会としての最終報告をする予定になっております。

その９月以降のこの委員会をどうする、こうするということを、ここで決めておきたいという

ふうに思います。  

７番、玉井昭一委員。  

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。３年ごとに見直しと。毎年決算・予算で審査すると

いうことには一応ここになっているけれども、３年ごとと言ったら議会はもう改選になるので

す。だから、これをずっと何十年も続けることは、もちろんならないのですよね、10 年続ける

ということにはならないと思う。その都度、議会あるたびに特別委員会、特別委員会というの

も、これはおかしなことだと思うから、僕の意見だけども、とりあえずは任期満了までにはや

るべきかなと思います。しかし、それ以降については無理だと。今、僕が言っているのは、９

月定例までは当然でしょう。９月以降は特別委員会設けてまではいいけども、そういうことも

あるし、もう一つは総務常任委員会がそれに対して進めていくのだということであってもいい

と。そのどちらかしかないのではないかと私は思いますけど。 

○委員長（及川 保君）  ほか。２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 私は、９月で報告が終わったら特別委員会は解散すべきだと思います。

総務文教も受け継ぐべきではないと思います。案件、多少それは、総務文教の話はしませんけ

ども。ということは、今まで議論されてきても、これから検証するにしても、確かに１年ごと

の検証と３年目のローリング。これは３年目のときに、どういう議会組織をつくってやるかと

いうのは別にしておいて、今の申し合わせもこれから議論されると思いますけど、特別委員会

そのまま引きずっていたら、一般質問等々できないのです、町長と政策論議が。今聞いたって

意見違ってくるのですから。最終的な論議ですから、それは別ですよ。だけど、中身の一つの

議論だってありますから、そういうことでいけば、私は９月で１回閉めて、あとは個々の議員

さんが一般質問なり、議員活動の中でやっていくべきだと思うのです。そうしないと、前回の

６月のときに、私は改選期ごとに申し合わせ事項は変わるべきだと思っているけど、それが引

きずって同僚議員が一般質問できませんでしたけども、そういう弊害がありますから、やはり
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ある程度私は、特別委員会はちゃんと１回幕引きをすべきだと思います。  

○委員長（及川 保君）  私が冒頭に、この件について個々の議員の制約を縛りがどうしても

出てしまうという話をしたのですけど、今前田委員からもそういうお話がございました。一た

ん９月の最終報告でこの特別委員会は一つの区切りとすると。役目を終えるのではなくて、区

切りとするということでよろしいでしょうか。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も前田委員の言うとおり、９月の定例会をもって、最終報告をもっ

て特別委員会の一つの役割、それは一応解放したほうがいいと思います。そうして今後、方向

性は示されましたけども、町立病院の問題、バイオマスの燃料化施設の問題等々ありますよね。

それは個々の常任委員会で所管として持つのか、個々の議員がそういったことについて一般質

問含めて行政にそういった疑問をただしていくのかということは、やはりそういった期間も必

要だと僕は思います。例えば、それを１年ごとの見直しの中で財政についての議論交わすので

あれば、それはそれとしてやっていけばいいことだし、その後の３年ごとの見直しと言いまし

たけども、それはあくまでも申し送りではなくて、やはりそのときの改選、改選ごとのそのと

きの考え方の中でやっていくべきことなのだろうなと。方向性は示しながらもそういうものだ

と私は考えます。  

○委員長（及川 保君）  ８番、近藤守副委員長。  

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。今回の財政健全化に関する調査特別委員会は９月の最

終報告で終わりにするというほうに賛成です。以上です。 

○委員長（及川 保君）  各会派皆さん含めて、無会派の前田委員含めて。斎藤委員いかがで

すか。９番、斎藤征信委員、この特別委員会についての９月以降について意見をお願いします。  

○委員（斎藤征信君） 特別委員会をつくった目的が、この体制をどう乗り切っていくのかと

いうことでつくられたわけですから、一応９月の本報告でその任務はひとまず終わるというこ

とは、そのとおりだろうと思います。ただ、あと残るのは、その後の今度は実際の計画がその

まま成功できるのかどうなのかということになるのだろうと思いますけども、それまた別の観

点かなというふうには思いますので、一応９月までということで、今までの意見でいいのかな

というふうには思いますけど。 

○委員長（及川 保君）  新風、本間委員どうですか。  

○委員（本間広朗君） いいのではないですか。９月で打ち切りということで。今までもちろ

ん、この案に対してずっとやってきたので、それを一たん切って、今後弊害が起きるみたいな

ので、そのようにしたほうがいいと思います。ちょっと代表いないのであれなのですけど。 

○委員長（及川 保君）  清風、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君） 私も全くそのとおりでいいと思います。９月で閉めるべきだと思いま

す。 

○委員長（及川 保君）  体制は９月定例の最終報告でまず一つの区切りをつけたいと思いま

す。それ以降について、もろもろ多分、相談は町側から提示があろうかと思います。そのとき
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は、当然総務文教常任委員会がその任を負っているわけですから、皆さんにお諮りするなり、

議長にその旨を報告して、全体で委員会として取り組むという形に多分なっていくだろうと思

います。そのように取り諮らってまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  そういうことで進めてまいります。ただ、そこまで議論しなくてい

いのかということですけども、１年ごとのチェック、３年ごとの総合的な見直しを含めたこと

について、どういうふうに進めるかというのは、やはりどこかでやっておかないといけないの

ですね。ただ、今、局長から、この後小委員会も予定されておりますので、そのあたりの話は

小委員会でやってはどうかということでいかがでしょうか。  

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 委員長の考えお聞きしたいのですけども、今結論出ましたけど、９月

会議の最終報告は議会前ですか、議会の最終日ですか。 

○委員長（及川 保君） 議会の冒頭です。９月会議は条例案が出ますので、冒頭にやらなけ

れば。一般質問等々ありますし。そういうことでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでは、本日の会議はこの程度でおさめたいと思います。５日も

予定はされているのですが、きょう大まかに小委員会で取りまとめたことについて、皆さんの

意思統一ができましたので、今後この小委員会が開かれて、中間報告のまとめをしなければい

けないのですが、その部分についてのみ、皆さんまた５日に集まって、どうですか、ファクス

か何かで送ってやっても結構ですか。集まって確認するのではなくて。そうすると、皆さんに

はまとめの確認はファクスでして、それぞれ申し入れてもらうと。もし何かございましたら。

そういう形を取らせていただけますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  はい、わかりました。５日の会議をなくしたいと思います。小委員

長よろしいでしょうか。また確認する必要ありますか。小委員長のほうで、さらに５日にきち

んと小委員会でまとめた事柄を確認する必要があるでしょうか。よろしいですね。そういうこ

とで進めてまいります。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、本日の会議はこれで終了したいと思います。ご苦労さま

でした。 

（午後 ２時０８分） 


