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平成２０年白老町議会白老町財政健全化の調査検討小委員会会議録 

 

平成２０年４月２１日（月曜日）  

   開  会  午後 １時３３分  

   閉  会  午後 ４時１８分  

                                         

○議事日程 

審議事項 

１．特別委員会の今後のスケジュール（案）及び調査の手法等について  

                                         

○会議に付した事件 

審議事項 

１．特別委員会の今後のスケジュール（案）及び調査の手法等について 

                                         

○出席委員（６名） 

 小委員長 大 渕 紀 夫 君      副小委員長 鈴 木 宏 征 君 

委  員 及 川   保 君      委  員 近 藤   守 君 

 委  員 氏 家 裕 治 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名  

行 財 政 対 策 室 長    山 口 和 雄 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員  

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○小委員長（大渕紀夫君） それでは、ご苦労さまでございます。白老町財政健全化調査の検

討をするための小委員会、第１回目ですけれども、ただいまから開会をいたしたいと思います。  

（午後 １時３３分）  

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） 私、小委員長を仰せつかりました大渕でございます。白老町の将

来を左右するという、非常に大きな中身を持っておりますし、また、財政改革プログラム（案）

が、もう皆さんのお手元に渡っております。  

理事者側の案に対して、議会としてどういう対応をしていくかというようなことでいえば、

これは町民の皆さんも集中して見ていらっしゃる部分でありますし、町の将来のことを考えて

も、また、議会が果たす役割を考えても、非常に大切な会議だというふうに思っております。  

きょうは、一つはスケジュールの確認。これはどういうことかと言いますと、今、この改革

プログラム案、ほとんどのものが予算関係でいえば 21 年度から出発するということになります。

ということは、条例の整備等々含めて、いつまでどのようにやり、町民等の声をどうとってい

くかということを、そのスケジュールをきちんと確認した上で、議会がそれに合わせる形で議

論をしていかなければいけないと。こうなると思いますので、一つはスケジュールの確認。 

次に調査の範囲の問題なのですけれども、他の常任委員会とのすみ分けの問題、すべてここ

で、この特別委員会でやるのかどうかという問題ですね。特に使用料・手数料関係はもう総務

文教常任委員会で取り上げております。所管事務調査等やっておりますので、これについては

現段階としては外さざるを得ないのではないかと。ただ、病院問題、学校統廃合の問題含めた

新税導入はもちろんですけれども、そういうことを全部、ここの特別委員会でやるのが妥当な

のかどうかというあたりのご議論をしておく必要があるのではないかということでございます。 

それから、三つ目に町民との懇談をどこでどのようにやるかと。議会としての意見を聞くと

いうことを、町民との関係でどこでどのようにやるのが一番、町民の皆さんのご意見を議会に

反映するということも含めてですけれども、一番いい部分と形態、内容、そこまでいって詰め

ておく。今日ではないですけれども・・・。詰めておく必要があるのではないかと。  

審議の方法なのですよね。単に今までのような形での議論の仕方でいいのかどうか、審議方

法をきちんと、今、議会運営委員会では自由討議、自由討論。これを議論しております。自治

基本条例にも書かれていますけれども、そういう部分の議論の仕方、ここをもっと議員同士が

出た課題に対してきちんと議論し、そして賛否を問い討論をし、結論を出していくというよう

なことを町民の皆さんにもよくわかるような形で、議論をしていかなければいけないというふ

うに思っておりますので、審議の方法をどのようにするかと。質疑と、自由討議と賛否を含め

た自由討論、ここら辺を少し明確にして、効率性のある、なおかつレベルの高い議論を組み立

てていきたいというふうに考えていました。そういうことで、それプラスこの小委員会できち

んと議論しておくことが、必要なことがあれば各委員の皆様方から出していただいて、補強し
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ながら特別委員会そのものがきちんと実りある特別委員会になるように、この小委員会がリー

ドしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  

一応、私のほうからそういう審議をしてはいかがかという提起をさせていただきましたけれ

ども、この件について皆様方のご意見、また、こういうことを議論したほうがいいのではない

かと、こういうことを小委員会できちんとしておくべきだというようなことがございましたら、

どうぞ出していただきたいと思います。よろしゅうございますか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、もちろん会議の中で必要があれば、追加でも十分でき

ますので追加をしていただきたいと思いますけれども、基本的にはそのような形でいきたいと

いうふうに思います。  

 まず、スケジュールの確認につきましては先ほど申しましたように、今、担当課長がいませ

んので、これは後に回したいというふうに思います。  

２番目の調査の範囲、これをどこまでこの特別委員会がやるのがいいかというあたりで皆さ

んのご意見を拝聴したいと思います。これやるのだけれども、それぞれ個々の問題どこまでや

るかということです。例えば、病院どうします。はい、鈴木副小委員長。 

○副小委員長（鈴木宏征君） この間、広域の話が出まして、一応、調査研究会というのです

か、そこから白老町のあり方みたいな一つの方向性というのですか、出されたりしてはいるの

ですが、どうも今までの病院は、今もそうなのですが、どうしても理事者の判断待ちみたいな

ところがあってずっと待っているのですが、どうも、僕もそれでいいのかなというのは非常

に・・・、出てきたときに、それを判断すればいいのかという部分と、いろんな答申とか考え

方というのを示された中で、やはり議会としてもそれを受けてある程度議論をしておかなけれ

ば、ただ町長の考え方が出てくるのを、ただ待っているだけでいいのかなというのも・・・、

非常にそこら辺思っているところなのですが・・・。やはり、ある程度議論をしておいたほう

がいいのではないかと僕は思うのですが・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） どうですか、ほかの委員の方。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も、その病院の件に関しては、ある程度までの議論というのは必要

だと思うのです。ただ、医局との問題だとか、多分、先生方の派遣云々の話まで、こちらが入

っていけるものなのかどうか。その辺慎重に議論しないと、多分この病院に関してはちょっと

厳しい部分があるのかなと思うのです。  

 ただ、私たちも一昨年ですか、議会として各公立病院のあり方という形の中で、しっかり視

察をしながら議会としての意見というのを出していますから、その辺についてもう１回それを

洗い直して、その中で今の白老町に合った病院のあり方をもう一度検討していくことも必要な

のかなと思ったりはしています。ただ、どこまで入っていけるかがすごく難しいところだなと

いう気はしているのです。その辺をもし何かそういった意見があれば、この小委員会の中で取

り組んでみてはどうかなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。  
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○委員（近藤 守君） はい、近藤です。私も、２人の同僚委員の意見に賛成なのですけれど

も、きょうの新聞などを見ますと、道東のほうで成功した例も出ているのですよね。だけど何

かが違うのかなという気がしてならないのですけれども、やはりそういうこともちょっと入れ

ながら検討していく必要があるなというふうに思っています。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、大方の意見、議論すべきということであります。  

病院の問題というのは特別委員会、この改革プログラムの中でも非常に重要な位置を占めて

いますし、また、財政的にも重要な部分がありますよね。ですから、そういう点で言えば、今

皆さんおっしゃったような形で、私もそう思っておりますから、これは特別委員会で、所管事

務調査等々で担当常任委員会に任すのではなくて、特別委員会で取り上げて議論をするという

ことでよろしゅうございますか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。はい。  

あと、新税の関係についてはどうですか。何かご意見あったらどうぞ。２つの新税ですね。

固定資産税の超過課税と法人町民税の関係。はい、鈴木副小委員長。  

○副小委員長（鈴木宏征君） やるべきだと思いますし、やはり実施の時期や何かについても、

全体の財政改革プログラムのスケジュール等々含めて、本当にやるべきかどうかという部分も

含めて、やるとしたらいつからみたいなところをきちんと、全体のプログラムの中の進行状況

というのですか、今、行政のほうでは 21 年度からやりたいみたいな、そういう方針は出ている

みたいなのですが、本当に 21 年からやる必要があるのかどうかというところまで含めて、これ

ぜひ、一番町民の方も不安に思っているというのですか、町民の方の負担になる部分ですから、

一番重く私は受けとめて、やはりこれはきっちり議論して、そこまで議論すべきだなと思って

おります。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私も、この委員会で検討すべきと思います。いずれにしましても町民

の皆さんに理解してもらって、行政側だけではなくて議会もこれをやらなければどうしようも

ないのだというところまで追及して、町民の皆さんに説明すると言いますか、理解を求めると

いうことが大事だと思いますので、ぜひここでやっていいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕も、これは行政側とすれば一番手っ取り早い徴収のあり方なのです

ね。固定資産税、法人町民税というのは・・・。ただ、いずれにしても今の経済状況の中、個々

の財政力というか、個々の体力も落ちてきて、法人の経済体力も落ちてきている中での、この

新税導入になりますから、この辺は慎重に考えなければいけない。 

ですから、例えば町が今決めている税率負担、そういったものが妥当なのかどうなのか、こ

こもしっかり審議して、最小限ここまでは必要なのだというところまで本当に、この特別委員

会、小委員会で議論できるかどうかが、僕は一番のネックになるのではないかと思います。す

べてがだめだというわけではないのです。財政的にどうしても必要なものであれば、それは町
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民にも説明しておかなければいけないことかもしれない。でも、何の議論もしないままに行政

が決めた税率でやったからこうなのだという話では、僕は納得いかないと思うのですよ。です

から、そういった面では特別委員会の中でしっかり、本当に妥当な税率なのかどうか。今、そ

れが本当に必要なのかどうかというところまで、しっかり議論して進めていかなければいけな

い問題だと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、この件については、皆さんこの特別委員会できちんと議論

すべきということでよろしゅうございますね。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） あと、学校統合。これにも直接関係あるということで取り上げら

れているのですけれども、これはいかがでしょうか。はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 学校統合の場合、とりあえずは中学校の統合が先と。小学校まで含ま

れているわけですかね、私、よく見ていないのだけれども・・・。とりあえずは中学校だけで

すか。その辺をちょっと・・・。でも、今まで何回か地域説明会とか、ＰＴＡとか、保護者、

いろいろなことでやっているのだよね。私はここを取り上げるべきかどうかというのは、ちょ

っと疑問かなという気はしておりますけれどもね。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私は、多分これには小学校の統廃合というのは入っていないと思うの

ですよね。まだこれから、未定な部分があるので・・・。  

ただ、現在進められている中学校の統廃合については、果たして今回の財政健全化の中で、

学校教育を交えた形の中の議論は、果たして妥当なのかどうか。その辺は慎重に議論しなけれ

ばいけない部分だと僕は思っています。ですから、私個人の考え方からすれば、今、子供たち

の教育の環境のあり方だとか、そういったことを財政健全化のこの中で議論する問題ではない

と僕は思っています。ですから、それは逆に言うと、総務の常任委員会関係でしっかり議論し

てもらえることではないのかなと、そう思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、鈴木副小委員長。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 統廃合に関わる調査研究会というのでしょうか、諮問機関が答

申しましたよね。その答申の中身を見ると、もう少し地域等の理解を得ながら、時期を 21 年度

という形ではなくて、きちんと理解を得てからにしなさいという答申も出ているのですね。や

っぱり、その推移というのは見てもいいのではないかと思いますし、今、氏家委員がおっしゃ

ったように、これは総務文教常任委員会あたりできちんと取り組むほうがいいのではないかと

思いますので、この中にも、僕は 10 年間ですから小学校も入っているかなとは思うのですが、

これは別個に議論したほうがいいような気はします。  

 ただ、結構、小学校が入るとしても中学校にしても、支出・収入が大きな何千万円とか、小

学校ですと億円近い数字が改修費にかかる。小学校も 8,000 万円か 9,000 万円かかると言って

いましたよね。収入も交付税や何かもかなり減るのですよね。かかる分はいいのですが、収入

が減るというのは僕は大きなことだと思っていますので、全く無視はできないのですが、答申
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が出されてそれの推移をちょっと見てもいいのではないかという気がするのですが。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） もう 1 点なのですけれども、中学校の統廃合に関しては、例えば、こ

れが、僕は答申文を読ませていただきましたけれども、僕個人からすると早期に進めるべきだ

という形の考えは持っています。  

 なぜかというと、これだけ財政が大変な中で、統廃合、一緒になることによってのメリット

というか、財政的なメリットというのはあまりないかもしれない。ただ、今はないかもしれな

いけれど、長期にわたって考えると、例えば、今、萩野中学校の屋体の改修だって、今年度か

ら来年度、再来年度にかけての大きな事業負担になって出てくるはずなのです。これは統廃合

しようが、しまいが出てくるような支出になってきます。これ竹浦中学校、また虎杖中学校に

おいても、これから長い目で見ていくと、やはりそこにかかってくる経費というのは、僕はど

うしても大きなものになってくるのではと思っています。  

 ですから、それは置いておいて、どうしても次年度、次年度かかってくる経費ですから、こ

の中学校の統廃合のあり方については、先ほど言ったとおり総務文教常任委員会の中で取り組

んでもらわなければいけない問題ではないかと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 学校の統合の是非等々については、そうだと思うのですよね。た

だ、今、鈴木副小委員長が言われたように、財政的な側面から見ると結構な金額なのですよ。

それで、政策的に延ばすかどうかというのは、やはり、統合を延ばすということによる財政的

な、例えば、どなたかが質問していましたように、1 番財政自体がピークなときまでは手をつ

けないほうがいいのではないかというご意見あったと思うのですよ。そういうことというのは、

今の段階で言えば結構大きな中身を持っているのですよね。  

ですから、統合の是非をこの特別委員会でやるというのは全くなじまないと私も思うのだけ

れども、私、財政的な部分だけについては議論できる余地を残しておいたほうがいいかなと。

それは、あくまでも、くどいようですけれども統合の是非を特別委員会で議論するのではなく、

財政の関わりの部分だけは、そういう視点で、それも全部預けますよということにはならない

のかなと。総務文教でやる使用料・手数料とはちょっと性格が違うような・・・。私はそのよ

うに思っていたものだから、財政部分だけはぜひ入れておいたほうがいいかなという気がする

のですけれども、いかがでしょうかね、そこら辺。近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 今の､委員長の考えでいいかなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 財政的な部分の議論というのは、僕も十分必要なことだと思います。

だから、先ほど言ったとおり、今までの計画の中でやっていったときの、単年度計画の中でや

っていたときの財政負担と、今回、例えば、早期に統合したときの財政負担がどうなるのかと

いうこともしっかり検証した上で、また町民に訴えていくこともできるのかなと思っています。 

 今、例えば、町の説明会等々、理解を求めるためにどうのこうのと言っていますけれども、

そこまで踏み込んだ説明などしていないですよ。なぜかと言ったら、財政と教育というのは、
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切り離して考えている部分がありますからね。子供たちの教育の環境、そういったことで説明

していることですから、なかなか理解が得られない部分もあるかもしれない。率直に、財政の

問題をたたきつけたときに、町民はもしかしたら理解する話になるかもしれない。また、逆か

もしれないけれど・・・。もし財政的な面でやるのであれば、そこまでの議論をしっかりやれ

ばいいのではないかと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） そこら辺はそういう形でよろしいですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは､そのような形で議論をしていきたいと思います。  

 あと、国保税、保育料、下水道、こういう問題があるのですが、これはこの中で議論すると

いうことになりますね。当然。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（大渕紀夫君） 私やはりこの学校問題がかなり大きいかなというふうに思ってい

たのですけれども、大体すみ分けというか、ここで取り扱う財政健全化の調査の特別委員会で

扱うのは、学校統合については、統合そのものを特別委員会で議論することはしないというふ

うに、今、皆さん方のご意見をそのように私は拝聴しました。  

 同時に、使用料・手数料につきましては、今、総務文教常任委員会で具体的に取り組んでい

ますし、一部はもう議決が終わっているのですね。ですから、そういうことでいえば、基本的

にはここからは外すというようなことでの範囲ということでよろしゅうございますか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。それでは、確認をいたします。  

 調査の範囲、病院、新税関係、残った財政的な問題についてはすべてこの特別委員会で扱う

と。学校統合については、財政問題は議論するけれども、統合そのものの本質論については総

務文教常任委員会等々の常任委員会にお任せをすると。是非論をするものではないと。  

 病院はそうではなくて、ここで基本的には議論するということですね。  

 それから、使用料・手数料の問題については、今、総務文教で取り上げていますので、そこ

でやっていただくと。そのような大まかなすみ分けでいくと。  

 特別委員会の範囲がかなり広いですけれども、そういう確認でよろしゅうございますね。は

い、鈴木副小委員長。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 今、議論された部分は歳出もあるのですが、歳入の部分が多い

のですよね。歳出の部分で、職員の定数だとかそういうところまでなかなか踏み込めないので

すけれども、事務・事業の見直しですとか、そういうところの議論というのは必要でないかど

うか、その辺は必要ではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 大きな政策課題以外のものについては、すべてこの中でやって構

わないという、僕はそういう認識です。ですから、あらゆることについて特別委員会の中で議

論するのは、小委員会で議論するわけではないですから、特別委員会で全体の中でやりますの

で、そういうことについていえば、今、鈴木副小委員長がおっしゃったことは徹底してやった
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ほうがいいし、やれるということ。そういう認識です。はい、鈴木副小委員長どうぞ。  

○副小委員長（鈴木宏征君） ほかの町と職員の定数などというのは、比較するというのは難

しいところもあるのですが、前に各類似町村との職員の人数ですね。それで白老町が 70 人くら

いでしたか、七飯かどこか人口の近い所で比べても、ほかの市町村に比べても多いのですよね。

やはり、多いという部分は、要素はあるのでしょうけれども、もっともっとほかの町がやって

いるようなことを勉強して、白老町も減らしていかなければだめな部分だと思うのですよ。 

 それには、やはり事務・事業というのが非常に大きな部分を占めておりますので、これがう

まく整理ができると、もっともっとスリムな役場になって、歳入のほうも大事なのですが歳出

の中の大きな部分を占めている人件費や何かに、大きく切り込んでいかないとだめなものです

から、やはりこの辺そういう議論がされていけば、大きな歳出の減という部分の議論になって

くるのかなというふうに思うものですから、そういう話をしましたので、議論ができるという

ことですので、ぜひここら辺議論をしたほうがいいかなというふうに思いました。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今の鈴木副小委員長のご質問のようなことを含めて、ご議論あり

ましたらどうぞ。どんどんこういう形で広めていって、財政全体の見直しを図るわけですから。 

調査の範囲について、もしございましたらどうぞ。はい、鈴木副小委員長。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 特別会計とか企業会計の部分ですね、今、主に一般会計の部分

が多いのですが、そちらのほうの議論がどのようにしたら、僕もやはりそこは知らないとだめ

ではないかと思うのですが、ここら辺の範囲というのはなかなか、何でも広げてしまったら非

常に・・・。スケジュールで時期も決まっておりますので、どこまで広げられるかというのも

あるのですが、全く触れないわけにいかないかなという部分があるのですが、その辺委員長の

考え方ありましたら・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） 当然、この原因は港湾の土地の関係ですよ。臨海部土地造成の関

係、工業団地の関係、企業会計でいえば水道はいいですけれども、病院は今取り上げたような

状況ですから、これは全体網羅してやらなければならないというふうになると思うのです。 

 ただ、いろいろきちんと整理してやらないと、議論がかみ合っていかないということは、今

おっしゃったように十分考えられますので、そこを一定整理して、この目次に基づいて、どこ

でもやるのではなくて、一定限度決めて質疑をきちんと受けて、自由討論をきちんと組織する

というようなことを考えないと、ちょっと大変かなという気はしています。  

 ただ、触れないわけにはいかないし、全体でやらなければいけないというふうに、私はそう

いう認識ですけれどもね。はい、どうぞ。 

○副小委員長（鈴木宏征君） やはり赤字の部分も、大半を占めている部分は今委員長がおっ

しゃったような部分ですし、これ大きな、今、再生団体になるか、何とかという部分の非常に

大きな要素ですよね。ここら辺ある程度そろえておかないと、これからの町を健全化していく

ための大きな要因としてとらえて、少し議論はしておかなければだめかなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） そうです。そのとおりだと思います。 

 この件についてどうですか。特別会計、企業会計の関係。氏家委員。  
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○委員（氏家裕治君） 特別会計については、今、言ったとおりテーマをしっかり設けて議論

していくことが大事なのだろうなと。そうしないと、やはりちぐはぐな、まとまりのないとい

うか、議論になってしまうような気もしかねない問題ですから、やはりしっかりテーマを設け

て、それについてのしっかりした説明を受け、そしてそれに対しての自由討議をしていくとい

う形の中でやっていくべきことだろうなと。  

当然、特別会計、これに添った形の中でやっていかなければならない部分だと思いますから、

その辺まではしっかり枠の中に入れて考えていかなければいけない問題だと思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。特別会計のほかに、港湾何かを含めまして、長いスパンで

将来を考えた構想が載っているわけですね。そういうものをあまりにも、早急にやってしまう

というのはまずいなという気がしているのですよ。ですから、上手にその辺のことやってほし

いなという気はしています。 

○小委員長（大渕紀夫君） ここでやるのは、常任委員会と特別委員会が競合しているわけで

すから、そこのすみ分けだけをきちんとして、あとは問題点があれば、この特別委員会では財

政にかかわる問題点は、この案に出ているものについてはすべて議論をするということが原則

ですから、それはそういうことを押さえながら、しかし議会の中ですることですから、常任委

員会が別にやられることはやるというようなことで、意思統一してよろしいですか。  

 局長いいですか、それで。はい、局長どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君） 行政の仕組みって、すべて財政が関わるのですよね。ですから、

委員長によってある程度区分けしてほしいと言ったのは、すべてとろうとしたらすべて特別委

員会になってしまうのですね。常任委員会も特別委員会を設置しているときには設けないとい

う部分になりますので、ちょっと難しいことは難しいのですよね、確かに・・・。  

 だから、ある程度制約しないと常任委員会を設けられないかなと・・・。確かにさっき言っ

た職員の定数も財政によっていますから、一つの課題なのですけれども・・・、すべてが関係

してくるのです。３連携もそうですよね。当然それをうまく進めるかによって財政が・・・、

非常に難しいかなという気がしていますね。  

 大きくとられたほうが私はいいのかなと、あまり何でも不利ですよと言ったら、全部出てき

てしまいますからね、個々の持っているイメージで・・・、というような感じを事務局として

は持っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） いずれにしましても議会の中でやることですから、当然、常任委

員会の活動もございますので、それはそれとして尊重しながら、特別委員会はそこのすみ分け

はちゃんと、各常任委員長さん及び特別委員会の委員長さん含めて、理解納得の上で進めてい

くということを原則にしましょう。そうしておけば問題ないと思うのですよ。 

 ですから、ここは絶対特別委員会なのだからやってはだめよと、そのような決め方はしない

ということです。私が言っているのは、いい加減に決めるということではないですよ。議論は

根本的にはこれであるわけですから、すべてを網羅してやるわけですから。  
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 ですけれども、あまり縛って、全部縛ってしまわないという形の中で、少し余裕を持たせな

がらやるというふうにしていきたいと思います。ただ、特別委員会は期限がありますから、そ

こだけはきっちり守っていきますからね。ですからそこはちょっときつくなるかもしれません

けれども。それでは、はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 大変遅れて申し訳ございません。ここで議論を、今、特別委員会につ

いての進め方の大枠を決めていただくということでお願いしたわけですけれども・・・。  

 委員長、この特別委員会の進め方ですよね。既に５月 1 日という予定されていますけれども、

この範囲をどういうふうに、特別委員会を進めるに当たっての皆さんの意見も、小委員会の皆

さんにちょっと確認をしておきたいのですよね。  

 先ほど来、議論されていますけれども、いろいろ単発でそれぞれの思いが出てくるはずなの

です。それをやってしまうと・・・、非常に・・・、わかりますよね。それをきちんと筋道立

てて、今日はこれでいくよ。今日はこれでいくよと。こういうような形をやっていかないと、

常に同じような意見が出てくるような気がしてならないものですから、その辺のことも含めて

きちんと整理できるような進め方をしたいなというふうに思っているものですから、ぜひそう

いうことも含めて、この小委員会の中でそれなりの道筋をつけていただければ非常にありがた

いなと思うのですが。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい。その点ですけれども、今、ご議論をお願いしたのは調査の

範囲で、これは常任委員会との関係がありますから調査の範囲を、今、議論をしていただきま

した。この後、審議の仕方、審議の方法について議論をしたいと思っています。  

当然、本当はスケジュールの確認が一番先にされると、それに合わせて本来は審議の方法と

いうのを議論されると一番いいのですよ。ところが、ちょっと今、担当がいないものですから、

スケジュールは大まかにはわかっていますけれども、スケジュールを確認した後に、最低それ

に合わせてやらないわけにはいかないですよ、これは。議会側としても。審議が詰まっている

から現段階でこれを延ばせなどと言うわけにはいきませんからね。スケジュールはスケジュー

ルに合わせて、その中でこれは無理だというものについては町に要求することはあるかもしれ

ませんけれども、現段階としてはそのスケジュールに沿っていくと。相当精力的になりますけ

れども、いくということになります。  

 ですから、そのスケジュールと審議の方法。今、及川委員が言われたように審議の方法につ

いては、皆さんからご意見を伺って、それを特別委員長が特別委員会の中できちんと采配をふ

るっていただくと、こういうことになります。ですから、どこの範囲までどういうふうに、審

議の方法の中では、町側との質疑の問題や議員同士の自由討議の問題や、賛否を含めた自由討

論の問題、こういうところまで立ち入りながら、スケジュールとともに何をどこまでやるかと

いうのを明確にして、それに沿って議論をしていかないと間に合わなくなります。ですから、

そういう形でやると。その中に、町民との懇談が必要であればどこで入れるかと。これはちょ

っと大きな問題ですので、そういうことも入れながら議論をしていきたいと。そういう組み立

てでいくということでございます。  
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 それで、今、１番目の調査の範囲、これは実務的なことですから、今言われたような形でい

くということであります。よろしゅうございますか。いいですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、調査の範囲については、それでよろしゅうございます

ね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（大渕紀夫君） では、スケジュールなのですけれども、今、担当が来ていません

から細かなことは言いませんけれども、今まで聞いた状況では使用料等改正条例は６月の定例

議会に出すと。町民説明会は５月の下旬から６月上旬に考えているようだと、まだ案ですよ。

こういうことです。 

 この改革プログラムの最終案、８月くらいをめどにするということでございます。その後、

変わっていれば別ですけれども、私が聞いた範囲で・・・・。  

９月に町税条例、国保税、保育料、下水道使用料が条例提案されると。９月議会で。条例案

可決の最終期限が 12 月定例会。ですから、条例については 12 月最終で決定すれば間に合うの

かなということであります。使用料・手数料についてだけは、６月の議会で出てきますので・・・、

条例案は６月の議会で上げなければだめだということですね。９月定例会では間に合わないか

ら６月の定例会で一発で上げるか、それとも通年議会になればその後臨時会を開いてね。条例

案を委員会付託した場合は、そういう形になるということだね。  

 一応、私が今言ったことが正しいかどうかは、３時過ぎに山口担当課長が来て、それは確認

されますけれども、大まかにはそのような案で出てくるようでございます。ですから、そこを

視野に入れて、質疑の方法と町民懇談会の時期、どのように実施するかということを含めて、

大まかなスケジュールと質疑の方法、ここら辺の議論を、皆さんご意見を自由に出していただ

くというふうにしたいと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 町民説明会なのですけれども、過去にもいろいろな形で説明会がある

のですけれども、１回でやるとか、分けてやるとか、いろいろありますよね。その辺、皆さん

どのようにお考えになっているか、逆に聞きたいですね。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、町民懇談会、どのようにやるのが１番いいのかというよう

なご意見でございます。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 大体、皆さん、この議会の動きというのは押さえられていると思うの

ですけれども、ここに総務文教常任委員会に所属しておられない方もおられるものですから、

一応、総務文教常任委員会の予定、スケジュールを含めて、実はこの使用料・手数料、これに

ついての町民との懇談会、意見をお聞きしたいということで常任委員会を設定しております。

これが、５月の８日、９日になっております。この２日間にわたって移動常任委員会を開催す

る予定になっております。 

 これは当然、６月に出てくる案件でもありますので、ここで活発な議論を交わしたいなと。
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また、町民のご意見を伺いたいなというような思いでスケジュールをとっております。  

 今、近藤委員のほうから話がありましたけれども、町民説明会については、大枠のスケジュ

ールが決まって、そして、決まる中でこの町民説明会をどのような形でやっていくかというの

を決めたほうがいいのかなと考えますけれども、いかがでしょうか。  

 この特別委員会での、町民への説明というのは、ある程度議会の中でも議論した中でその後

に進めるのか。その以前に、中間でもやってしまうのか。その辺のことも含めて議論したほう

がいいのかなと思うのですけれどもね。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい。説明会ではないでしょ。議会がやるのは説明会ではなくて、

我々が説明するのではなくて、町民の皆さんから意見を聞くということになると思うのです。

ですから、その時期、いつ頃がいいのかということを含めて、それはここで議論をしておいた

ほうがいいと思います。内容含めてね。どうですか、どうぞ。はい、鈴木副小委員長。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 今、委員長のほうから大まかなというのですか、今後のスケジ

ュールをお聞きしたのですが、使用料・手数料については、一応、６月議会に提出して、僕は

９月と聞いたのですが、及川委員は７月と言っていましたけれども、そういう早い時期に決ま

ってきますよね。それについてはうちも、総務文教常任委員会の移動常任委員会の中の、終わ

った後の町民との懇親ということで聞いてくるという。これも、何か一緒にやるとしたら非常

にスケジュールが、６月議会に出ますので、それはちょっと無理かなと思うのですけれども、

その後も、今、９月議会に提案されるという３件もありますよね。そうしますと、なんでもか

んでもというのは、なかなかいかないと思うのですが、やはり懇談の中のある程度テーマをき

ちんと決めて、早い時期にもう１回やらなければ、いろいろな懇談の中で出てきて意見を議会

で議論をして、それをまとめていくという作業がスケジュール的に間に合わないと思うのです

よ。ですから、９月の議会に提案するという部分もありますので、やはりそこら辺は、早い時

期に１回やる必要があるのではないかというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 町の説明会が５月末から６月ですから、当然ですけれども６月定

例会が終わった後か７月の頭かだと。私はスケジュール的にはそれくらいが１番いい時期かな

というふうには、僕自身は思っていました。町の説明会も終わらないで、我々が出ていくとい

うわけにはいきませんから、町の説明会が終わったら、なるべく間髪入れずにやるというほう

がいいのかなというふうには思いますけれども。  

 ６月の議会が、17、18、19 日だったかな。そうだね。それが終わって６月中、あるいは７月

頭というあたりに、町民との懇談会を持つというのはいかがなものかというふうに思うのです

けれども、その課題含めてご議論願えればと思います。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） いずれにしてもスケジュールは、ここまでにしなければいけないとい

うのが決まっているものですから。今、委員長が言われたスケジュールというのは、それしか

ないのではないですか。私はそういうふうに考えます。余裕を持ってやれるのならいいのです

けれどもね・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） 町民の皆さん方も町の説明会が終わって、何か１カ月も２カ月も
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３カ月も経ってから議会がやっているというのは、何かちょっとだめですから、６月の定例会

をくぐったらすぐにやったほうがいいと思うのですよね。それしかないと思うのですよ。基本

的には、町民との懇談会については、この頃をめどに、きょう具体的に決めるのではなくて、

めどにやってはどうかというようなところでいきますか。  

 あと、審議の仕方の問題なのですよ。先ほど、及川委員から出た部分含めて、どのような形

で審議を進めていくかというあたり、ちょっとご議論願いたいと思います。  

 さっき、私、言ったと思うのですけれども８月末まで、町側は正式なものにするということ

ですから。要するにそれはまだ、現段階としては議会運営委員会で決まっていませんから。長

期計画は議会議決だというふうに決まっていませんから。現段階ではまだ議会議決の中身には

なっていないのだね。  

これに対して当然質疑は必要でしょ、町との質疑。説明は受けたけれど、質疑は１日なり、

２日なり、かかるかどうか分からないけれどやらなければだめでしょ。よほどスピードを上げ

なければ間に合わないのですよ。  

 質疑は相当出そうですか。質疑の仕方で具体的にもうちょっと詰めていきます。質疑の仕方

でご議論ありましたらどうぞ。質疑は１章ずつ区切ってやるか。質疑は質疑で行い、自由討議

は自由討議で行うということにしますか。それでなければごちゃ混ぜになってしまうからね。  

これはかなりなボリュームだな・・・。これちょっと、具体的に見ると、第１章、これはこ

れでいい。健全化法ですからね。  

第２章、財政の現状と財政収支の見通し、これも１本で質疑いいと思う。  

財政悪化の要因、これも１本でいいと思うのです。先ほど自由討議の話をしましたけれども、

１章終わって自由討議をやらないと、全部終わってからやったのでは始めのほうを忘れて、何

も議論にならないと思うのです。本当は自由討議というのは一番大切なのですね、これは前半

に言われた自治基本条例に基づいてやるということでいえばね。  

第 4 章の改革プログラム、これはやはり具体的に１節、２節、３節でやるか、それとも３節

も歳出削減と歳入確保と特別企業会計、そして第４章の財政運営上必要な措置というようなこ

とでやらないと訳がわからなくなるでしょ。ここが一番大切だよね。  

第５章は対策後の財政収支の見通し、ガイドラインと進行管理。これは一つずつやって、今

の分け方くらいで分けながら質疑と自由討議を組織していくと。  

この部分はインターネット中継されないのですよ。ですから、自由討議の部分も町の職員の

皆さんはきっと聞いたほうがいいと思います。ですから、全員来いとかそういうことではなく

て、聞く人は聞きなさいという意味ですよ、今言っているのは。何を言いたいかと言ったら、

今僕が言っているのは、自由討議の部分は区切っても、自由討議を順番にやっていっても問題

ないという意味のことを言っているのですよ。そのような形で、質疑と自由討議を今の言った

ような区分けくらいでやっていくというのはどのようなものですか。  

質疑が終わったら自由討議をやると。それでないと、これ全部終わってから｢はい、皆さんど

うぞ自由に意見を言ってください。｣と言っても、第１章のほうの意見など出るかい。賛否につ
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いてはまた別だから・・・、全体でやって構わないと思うのだ。はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 現実的に、例えば１章ずつやっていったときに、そこまで職員を説明

員としてそこにおいておかなければいけない形になるでしょ。なおかつ質疑をして返ってきた

回答に対して、その課題を抽出して、例えば自由に討議しようと。こういった課題についてど

うやってやっていくのだという話を、実際そこでできるかどうかだと思うのです。  

 例えば、第１章から第３章までやって、その中で、例えば第３章までの間の課題の抽出と、

それから自由討議に必要な材料みたいなものは、どこかで１回設けなければならない気がする

のですよね。でなければ、例えば１日かかるか２日かかるかわからないけれども、１日の中で

ここまで進みましたと。さあ皆さん自由討議をしましょうと言っても、果たしてそこでしっか

りした根拠に基づいた話ができるのかどうかという話も・・・、根拠に基づいた話はしなくて

もいいのかもしれないけれど、でも、ある程度責任を持った話をしていかないと、言いっぱな

しで終わってしまうのではどうしようもない話になるでしょ。だから、課題の抽出をし、それ

に対しての議論を深めていくのであれば、どこかでワンクッションおかなければならないよう

な気がしてならないのです。 

 区切りはいいですよ。第３章までやって、例えば第４章を一つの区切りとしてやる。そして

第５章、６章ですか。そういう形の中で持っていくという区切りはいいと思うのだけれど、果

たして自由討議に入る入り方をみんなで考えないと。どうせやるのなら・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） そこがやはり、今回の特別委員会のかなり大きな部分なのですよ。  

 今、氏家委員が言われたように、第１章、第２章、第３章までは章別にやって質疑を行い、

第３章が終わった段階で、局長もそうやっておっしゃったのだけれども、第１章、第２章、第

３章が終わった段階で自由討議をきちんと行うと。ですから、そのときに｢私はこう考える。｣

とか「ああだ。」とか「こうだ。」とかという議論が自由にされると。もちろんそこから｢ここは

違うのではないか。｣という意見もあるでしょうし、そういうことが第１章から第３章までの間

で議論されると。これあくまでも案ですからね。  

 第４章からについていえば、ここからが肝心な部分ですから、第１節、第２節、第３節、３

節も分けてこれは質疑をし、これは議論になる部分ですから、自由討議をしながら進んでいっ

て、第５章はまとめて質疑、第６章もまとめて質疑というふうな形で進むか。鈴木副小委員長。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 私も、それでいいのではないかと思うのですよ。第１章から第

３章までは、今までもいろいろなところで議論されて、復習みたいなものだと思うのです。私

たちもこの財政の状況、なぜこのようになったかということを議会でも議論しておりますし、

いろんな町のほうの広報ですとか、いろんな説明も聞いた中では、ここの第１章から３章まで

は復習みたいなものだと思います。  

 ただ、説明を受けたときに、平成 19 年度の部分が推定みたいなところもありましたので、今

回きちんと出ているので、そういうところを修正すればいいくらいかなと思っていますので、

第１章から第３章までは一括して、そういう形でいいのですが、やはり第４章からが一番大事

なところで、これはやはり節だとか細かく分けて、節も第３節は、先ほど委員長がおっしゃっ
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たように，歳出歳入、あと特別会計ですか。そういうふうに分けたりしてやっていかないと、

ここは一番議論をしていただきたいところだと思いますので、そういう形がいいのではないか

と思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 特別委員長の及川委員、どうですか。はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） はい、及川です。全くそのとおりだと思います。今、３章までの質疑

を行って、４章からきちんとしたそれぞれの委員の皆さんの意見をきちんと聞いていこうとな

れば、今のような形に当然なってくると思うのです。  

もう一つ、ご提案申し上げたいのは、予算審議においては各会計ごとにやっている部分があ

りますけれども、大雑把に特別会計なら特別会計の部分でやるのか、一般会計なら一般会計の

範疇で全体の意見を聞くのか、その辺の取り扱いも、もし皆さんの意見がございましたら議論

していただきたいなというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 個々の特別会計も細かく、１つずつやるという意味ですか。はい、

及川委員。 

○委員（及川 保君） はい、及川です。要は、より厳密に議論をしていこうとなると、例え

ば特別会計、企業会計の中でとなってしまうと、あちこちに飛んでいってしまうのですね。そ

うなると非常に議論がかみ合わないことも出てくると思うので、私はそこがちょっと心配な部

分があるものですから、その辺のことも整理してほしいなと。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほかどうですか、皆さんのご意見。今、言われたのは、要するに、

例えば特別会計、企業会計で何かご意見ございませんか、質疑ございませんかというのではな

くて、１～８なら８までの中で、１項目ずつ議論をしていくと。これも 1 項目ずつ起きている

のですね。そういうものについてはなるべく、項目別に起こして議論を集中させるという及川

委員の意見だと思うのですけれども、それはやはり、臨機応変にそういうふうにやったほうが

よいと思います。 

 ここで意思統一できれば、意思統一しますけれども、なるべくそういうふうに議論がきちん

とかみ合うような形のほうが大切だと思いますから、ここの場合はやはり１項目ずつやったほ

うがよいのではないですかね、質疑は。  

 ただ、自由討議の部分については、１項目ずつというわけにはいかないと思いますから、特

別会計・企業会計の中で自由討議を行うというふうにしながら、質疑はやはり項目ずつやらな

ければ、これ集中できないのではないでしょうかね。そういう部分で必要があれば、もちろん

そういうふうになったら、事務局で案がもしできたら諮ってもらって、これを見ながら、厳密

なことを言うのではなくて、審議しやすい方法でやるということで・・・。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今言ったのは、最低ここまで上げるということでしょ。個別は

またこれからやろうと。これまでさせると言ったら、やはりこれくらいで上げなければちょっ

と難しくなってくるでしょう。それほど回数とれないのではないですか。今の形でやっていく

と、３～４日かかると。  

○小委員長（大渕紀夫君） それはかかる絶対３日はかかる。下手をしたら５日くらいかかる
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かもしれない。はい、それでは２時 45 分になりましたので暫時休憩といたします。  

          休憩 午後 ２時４５分  

                                         

再開 午後 ２時５４分  

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

質疑の仕方、自由討議の仕方については、一定のところまでの話にはなりました。それで、

基本的には７月の、いくら遅くても末日までには上げなくては、末日と言ったら遅いのかもし

れませんけれども、７月中旬までには一定の方向づけを、議会として案に対しては出さなけれ

ばいけないということになると思います。そうすると、今の中身でいうと、実質、質疑・討議

は、討論含めてですけれども、やはり５回から６回は必要なのかなと。最終的にやはり討論、

採決はしなくていいのか・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君）  採決はいらないです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 議決事項ではないので、採決はいらないかもしれませんけれども、

討論まではやはり必要ですから、そうなるとやはり５回から６回、７回くらいは必要かなと。

その間に町民懇談会が最低でも３日間くらいは必要でしょう。そういうことだけ頭に入れなが

ら議論していただかないと。それでないと立てようがないのですよ。 

 ８月までにつくって、条例が出てくるのは、これを採決しなくても、議員としての対案含め

て必要な部分もこの中でもありますし、同時にその後出てきた条例に対して、今度はこの案に

基づいて態度がでるということになるのですよ。議会の立場は・・・。そうですよね。正式な

条例でしか態度は示せませんから・・・。 

 ですから、今度は、８月からは、この案についてはそうなるけれども、個々の部分について

の今度は議論に入るということにもなりますので、そういうことも頭に入れて、質疑だけやれ

ばいいということではないですので、そこを頭に入れてスケジュールを組んだり、やったりす

るということで頭を切り替えながらやっていただきたいと。その上でのご議論を願いたいとこ

ういうことであります。及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 町は今、示した案を、これを進めたいという思いで出してきているの

ですよね。議会としてはこの一つ一つ、今、議論をしていくのですけれども、議会としての意

思がどこできちんとした反映をされるような形を取れるのか取れないのか、そこに大きな我々

としての課題が、今、目の前にあると思うのですけれど、そこをやっていくとなると、非常に、

単に特別委員会だけの議論だけになってしまうと、結局は何も言いっぱなし、聞きっぱなしの

状況になってしまうものですから、その辺のことも含めてこの小委員会というのは非常に大事

な委員会だと私は思っているのですよね。そのあたりは、ぜひ議会としての形が見えるような

何らかの方法ができないか、進めていけないか、その辺のところをぜひ・・・、何とかうまく

言えないのですけれども・・・、修正というかそういうことも頭に、視野に入れながら進める

ことをぜひやっていきたいなというふうに思うのですが、皆さんの意見はいかがでしょうか。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、今の意見どうですか。はい、氏家委員。  
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○委員（氏家裕治君） 確認も含めて・・・、７月の中旬までに、今回のプログラム案に関し

ての討論まで持っていくと。その中で、例えば改革事項が出てくる。出てきたことに対して、

例えば対案として、行政は結局これを８月の末には計画書に持っていくという話ですよね。と

なれば、議会で今まで特別委員会でやってきたことが、その後、今及川委員が言われたとおり、

何もなければいいけれど、それに対して「こうあるべき」という形は、残そうとするのであれ

ば、しっかりした対案を持っていかなければいけない。この時期が７月の中旬から８月の上旬

にかけてしかできない。８月の上旬ではもう遅いのかもしれないけれど、この 10 日間くらい

の中でやらなければ、はっきり言って、多分間に合わないだろうというスケジュールですよね。  

 そこまで持っていかなければ、今回のこの特別委員会の持ってきた意味というのはないので

すよね、はっきり言ったら・・・。何のためにやったのかということが・・・。ですから、そ

ういう形で考えれば、当然７月の中旬、そこでまとまるのかどうか、まとまる、まとまらない

ではなくて討論までは持っていくと、持っていって、それから改革事項があるのだとすれば、

それに向けての対案づくりに取り組んでいかなければならない時期というのは、これは集中し

てやっていかなければいけない時期というのは出てくると思うのですけれども。  

○小委員長（大渕紀夫君） 私それでさっき言ったのです。もう一度言います。要するにこれ

は議決事項ではないのです。ですから特別委員会の中間報告なりなんなりで、これは我々の態

度は、特別委員会の報告として示すということですよ。条例案はこれで出てくるわけではない

のですから、ですから先ほど私が言ったのはそういう意味なのです。  

ですから、これは７月の中旬なら中旬にという意味は、中旬まで質疑と討論を行い、これの

まとめをつくって８月頭まで出すと。今、山口室長が来たらわかるけれど、８月の上旬に向こ

うが出すとしたら、もっと早くなくてはだめですよ。向こうはそれを検討しなければだめなの

だから。我々の案を・・・。だから、７月なら７月でもいいですけれど、議会の意思が固まっ

たら、そこできちんと中間報告なら中間報告をし、｢こういうふうに、これを直しなさい。｣と

いうのをちゃんと議会の中で決まったら、それは中間報告として「こうこうが必要だ。」という

ことでまとめるということですよ。そして、向こうが成案にする時にそれが反映できるかどう

かわかりませんけれども、それは対案も含めて議会の意思としてきちんと相手に示すと。そう

いうふうになると思います。 

ですから、先ほどから何度も言っているように、７月の頭かどうかわかりませんよ。そこま

で質疑と自由討議はやり、同時に対案をつくり、議会できちんと承認をし、その中間報告を議

会でして、そしてそれを町側に示す。それを見て、町がこれをやると。それでも町は直さない

かもしれない。直さないから条例が出てきたら、我々はそこでまた対応すると。こういうふう

になっていくと思います。私の持っている、頭の中で言っているスケジュールというのはそう

いう意味です。さっき言ったのは・・・。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。  

○小委員長（大渕紀夫君） スケジュール、ちょっと聞こうか。そのほうがいいですね、暫時

休憩します。 
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休憩 午後 ３時０４分  

                                         

再開 午後 ３時０４分  

○小委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。 

ただいま、山口行財政対策室長が見えられました。今まで、新財政改革プログラム案につい

てどのような特別委員会の運営をするかということでの議論をしてまいりました。スケジュー

ルについては、先日、室長とお話した範囲で、言葉で主だった 12 月に条例最終等々含めて、成

案のつくる時期等々含めて私のほうから述べましたけれども、議会の意見の反映の問題も含め

まして、それから実施する状況も含めまして、町の考えているスケジュールについて、お示し

できる範囲でお示しをしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。はい、山口室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） それでは、新財政改革プログラム、今のところ案でござい

ますが、その成案とそれにかかわるものについてのあらあらの予定でございますが、スケジュ

ールをお話したいというふうに思います。 

 まず、新財政改革プログラム（案）についての住民説明につきましては、町のほうとしては

６月上旬を予定しております。現在のところ会場説明につきましては３地域を予定しておりま

す。それから、今回の５月広報には、新財政改革プログラムの概要版を大まかに広報では周知

しております。それを読まれて、住民としてはその段階で意見を述べることができるのではな

いかというふうに思います。 

 それから、そういった中で、これから議会と進めていきたいというふうに思いますが、財政

改革プログラム（案）の成案については、８月いっぱいをめどとしたいというふうに思ってお

ります。財政改革プログラム（案）にかかわって、町の税制改正条例、それから国保税、保育

料、下水道使用料の改定につきましては、９月の議会の上程を考えてございます。従いまして、

議会にはその前に一度説明を行いたいというふうに考えてございます。  

 最終的に、この条例についても、できれば年内の可決をお願いしたいと。条例改正にかかわ

るものについては、できるだけ早い機会の可決をお願いしたいというふうに思っております。

それをもちまして、当然、議会で可決されますので、町民にはその周知を行いたいというふう

に思っています。 

 当然のことながら、税制改正等々のものが含まれてきますので、早い段階でできれば確定し

たものを住民に説明を行いたいという予定で、今後、町としても進みたいなというふうに思っ

てございます。以上、雑ぱくですが 12 月末までには、できれば住民の説明会を終わらせたいな

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いうふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ８月末が成案の時期というふうに今ありましたけれども、議会と

してこの成案に対して一定の修正なり、意見なり、そういうものがもし出るとしたら、検討す

る時間が町に必要になると思いますけれども、そのリミットはいつくらいと考えますか。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 内容にもよると思います。大幅な修正の考え方があるので
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あれば、それなりの時間をいただきたいと思います。当然、そのほかのものは９月上程を考え

ておりますので、できれば８月中にも、下旬くらいまでに議会のほうへも説明したいというふ

うに思っておりますので、その辺のところは逐次情報をいただいて、このくらいのものがなっ

ていくのでないかというのあれば、町のほうとしても、それに基づきながら現課のほうへおろ

していきたいなというふうに思っております。 

 ですから、いつまでということではなくて、なるべく状況状況に合わせた中で、早い情報を

いただきながら町のほうも検討すると。結論を待ってというのではなくて、できるだけ個別の

もので結構でございますので、そういう対応をお願いしたいなというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今、山口室長からスケジュールについてのご説明がございました

けれども、ご意見ございます方どうぞ。今まで議論してきた中身のこともありますので、確認

することがあるかもしれませんけれども、含めてどうぞ。はい、鈴木副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 確認なのですが、使用料と手数料の見直しの、そちらのスケジ

ュールですか、前、６月の議会に提案をして、その後いつ頃からというのがもしあればお聞か

せください。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、山口室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 使用料・手数料の関係でございますが、現在、きょうもち

ょっと前に町連合の説明会がございまして、この中でも提示はさせていただいていますが、今

回の５月号広報にこの部分も記載をしている状況でございます。６月の定例議会に上程する形

になると思います。実質的には９月スタート切りたいなというふうに思ってございますが、大

まかなところの今回の見直しというのは減免の規定が主なものでございますし、手数料の関係

にしましてもそれほど大きく住民に影響を与えるというのもはございませんので、その中で対

応をお願いしたいなというところでございます。  

 できれば、６月に上げまして早い機会に可決いただけるものは可決いただきながら進みたい

なというふうに思っております。６月に万が一というか、議会のほうで審議継続ですよという

ことであれば、ちょっと実施時期をずらしながら、住民説明をしながら進みたいというふうに

思っております。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、いいですか、鈴木副小委員長。 

例えば、通年議会を今やるということになりまして、例えば６月に総務文教なら総務文教に

付託をするというふうになった場合、９月から実施するとしたら７月いっぱいくらいに上がれ

ば間に合いますか。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 間に合います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 間に合います。８月頭くらいでも間に合う。  

○行財政対策室長（山口和雄君） はい。 

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。ほかの委員の方どうぞ。近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。住民説明会を６月上旬に３地区と言われましたけれど、地

区別でいくとどのようになりますか。  
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○小委員長（大渕紀夫君） はい、室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） ３地区の予定でございますが、社台・白老地区で１カ所、

萩野・北吉原地区で１カ所、竹浦・虎杖浜地区で１カ所の予定にしてございます。  

○小委員長（大渕紀夫君） これ、日にちはまだ決まっていませんか。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 日にちは上旬ということで、まだ正式には決めてございま

せん。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。ちょっと１点いいですか。 

 病院の問題なのだけれども、この特別委員会で病院の問題は基本的には扱うというふうに今、

考えているのですけれども、方向づけというのは今までと同じように６月の定例会少し前くら

いにならなければ方向は出ないということでありますか。山口室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 町長も申し上げていますとおり、６月をめどに方針を出し

たいと。結論ではなくて方向性を出したいというふうに述べておりますので、先の全員協議会

でも一部、道の報告を受けてお話をさせていただいておりますが、そういう形での検討が種々、

今、進めておりますので、もう少し時間がかかるのではないかというふうに思います。であり

ますので、町長の言われているとおり６月くらいをめどとしてあらあらの作業を終わらせたい

なというふうに思っていますので、そのくらいの時間をいただきたいというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方、スケジュール等々含めて、ございましたらどう

ぞ。ございませんか。いいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、山口室長ありがとうございました。ご苦労さまです。 

 それでは、今スケジュールが明らかになりましたので、先ほどの議論の続きをしていきたい

と思いますけれども、今のお話ですと７月末くらいまでには中間報告をしなければ、多分修正、

もちろん個々の部分で時間の問題も言っていましたけれども、基本的には私は７月末くらいま

でに、議会の意見をまとめて中間報告として、町に修正を求めるものは求めるというふうにし

なくてはいけない。 

 そうなると、ここまでの特別委員会の開催、質疑と自由討論、最終意見調整まで含めて、こ

れやはり５回から７回くらいは、多分やらなければそこまでいかないのではないかと。先ほど

からの皆さんのお話では・・・、そ れに町民懇談会を町側は３回やるということですけれども、

なるべく町が終わって期間を空けずに、町民懇談会を３回程度は最低でもやらなければいけな

いだろうと、そういうようなスケジュールになりつつあるわけですけれども、同時に６月の使

用料・手数料の問題で、総務文教常任委員会に付託して、７月いっぱいなり８月頭でこの使用

料・手数料問題も結論を出すとすると、ものすごい量にはなると思うのだけれども、そういう

ところまで視野に入れた形での組み立てをしなくてはいけないのですけれども、ここまでにつ

いて議論ありましたらどうぞ。はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 町民の皆さんの意見を聞こうということになると、議会としてもある

一定の、先ほど７月末に中間報告という話がありましたけれど、この辺りをもう少し精力的に
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進めて、町が６月上旬と言っていますけれども、我々としても、議会としても、それからまた

２カ月も３カ月もという話にはならないでしょうから、当然７月の上旬なのか、６月末なのか

わからないけれども、いずれにしても一定の方向づけをしておかないと、結局 16 人の議員が町

民の皆さんと意見聴取、聞くわけですよね。それをてんでバラバラにすることにはならない。

私も特別委員長として大変重要な場だなというふうに実は思っておるのです。 

 そういうことを含めると、当然、町民との議論をしなければいけないと思うのですけれども、

ある一定のものを持って挑まないと、バラバラの制球のつかないような状況になってしまうの

が、非常にそのことも危惧しているのですけれども、いかがなものでしょうかね。そうすると、

この特別委員会もかなり精力的に進めていかないと無理があるなと思うのです。本当に限られ

た時間の状況の中ですからね、７月末でいいのかどうかも・・・。やっていく過程でこれが、

逆に前倒しの形になってということも考えられるのかなと思っているのですよね。小委員長ど

ういうふうに町民との懇談を考えていますか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 皆さんの意見を聞いたほうがいいかもしれない。私自身が考えて

いるのは、今回の場合は町が説明をするわけですよ。その補足を我々がするという感じは、私

は持っておりません。私は。 

 ですから、一定の結論を出すとは言っても、議会がどこの修正を出すのかということの意思

統一というのは、僕はかなり至難だと思っています。一定限度は多数決の原理もありますから、

決まるかもしれませんけれども、しかしそれは僕は７月ぎりぎりになると思います。今回に限

り、私はやはり町の意見に対して、町民の皆さんがどのように考えているか意見を拝聴すると、

私ははっきりそこを割り切って行くと。  

 なぜかというと、確かにこういう記事もありますけれども、私は逃げるのでも何でもなくて、

現在、皆さん方の意見を十分考慮して議会は議論をしたいと思うと。そういう立場で臨むのが

ベターだろうなと私は思っている。｢お前、個人はどう思うのだ。｣と聞かれたときは、私はい

くらでも答えますよ。だけど、今回は、一定の結論といっても、その結論を出すだけの余裕と

状況になるかどうかというのは私は疑問です。  

 ですから、そうであれば、私は町の説明に対する意見の拝聴をしに行くということで私は考

えています。それは僕、個人ですよ。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も、例えばこれからのスケジュールが決まってくると思うのですけ

れども、町側に対しての質疑等々も、果たしてどこの時点でやるかというのもその辺で絡んで

くると思うのです。そのまま自由討議があって、例えば自由討議の終わったところまでに関し

ては、ある程度のことも町民の前に行っていろいろな話ができるかもしれない。｢こういった意

見もある。｣「こういうこともあるのだ。」ということも話ができるかもしれない。  

 私は、だから今、小委員長が言ったとおり、あくまで町が示した地域説明会に対しての、例

えば町民の意見を聞く場と確定して行かないと、何かこちらから持っていく場面ではないと僕

も思っています。ですから、これから多分、いろいろな常任委員会とのスケジュールの調整も

しなければいけないかもしれませんし、本当に、例えばこの５月中に集中的な審議ができれば
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いいですけれど、多分これも厳しいのではないかと僕は思っています。  

 ですから、定例会が６月に終わって、本当に７月の頭くらいに地域説明会が行えるか、６月

の末になるのかが、これは微妙ですが、もし割り切った形の中で地域に出て行くのであれば、

いずれにしても早い時期がいいだろうと。そして、その中で今、議会が置かれている立場、議

会が今、何をしようとしているのかということをしっかり町民に説明していくということが大

事なのではないかと、そういうふうに私は思っています。  

○小委員長（大渕紀夫君） そういう意味で言えば、今までの取り組みについての質問は出る

かもしれませんよ。｢何をやっていたのだ。｣というような意見は。それは答えていいと思うの

です。ただ、今後のことについてはそうはならないという意味ですよ。  

ですから、現実的には、昼間ここで特別委員会をやって夜出て行くだとか、３日間そうやっ

てやれば、３日間そこで取れるのですよ。やはりそれくらいの構えでいかなければだめだと僕

は思っていますよ。だから、それは６月末だって、３日間なら３日間、きょうも昼間やって夜

行くのだよというくらいの形でこなしていけば、僕はできないことではないというふうには思

っています。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 全くそのとおりで、やはりとにかくやりましょうよ。本当に精力的に

やっていきましょう。この小委員会で決めたことは当然、特別委員会が進めていくことになる

わけですから、ぜひそういう形で、とにかく早目早目での対応、町民の皆さんの意見もきちん

と聞こうと、そして反映させようということになれば、これ７月末までとなると、どうもおか

しなことになってしまうものですから・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 町側の財務説明会なり、一応６月上旬ということですよね、我々がそ

の後すぐやるのだけれど、同じことを聞いたり、言ったりするだけでは、何も意味がないので

あくまで我々がこの委員会でやったものを持って行って、「違う。」と。我々はこういう考えだ

ったということを町民に知らせるというか、町民から意見を聞くという考えでなければ、意味

がないなと思うので、なるたけ早くやって、間に合うように、修正案とかいろいろできるよう

にやりたいなと思いますけれどもね・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） 町は素案を持って行くのですよね。それに対して我々は今、議論

をこれから始めるわけですけれども、町民の皆さんは町の説明に対して質疑はするけれども、

「こうやってやれ。」という意見は、１回だけだったらないでしょう。説明されるだけですよね。

それに対しての町民の意見を我々が吸い上げて、我々の意見と合うものについては変えるとい

うことでやれるわけですよね。そこが議会の果たす役割だと思いますので、そういうふうに考

えれば、町民の皆さん方からいろいろ厳しい意見も出るかもしれないけれど、私はそういう立

場で間違っていないと思うのですけれどもね。鈴木副小委員長。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 近藤委員が言うのは非常にわかるのですよ。分かるのですが、

今回の場合は非常にスケジュールも詰まっておりまして、やはり議論しながら、町民の方に聞

きながらという、なかなかそういう形にはならないと思うのですよ。  
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 ですから、先ほど小委員長もおっしゃったように、やはり町民の意見をまず聞くという場所

の懇談という形で、まず意見を聞いたものをこれから私たちが審議する審議の中に、いかにい

ろいろ反映していくかという、そういう流れでないとなかなかこのスケジュールでやるという

のは難しいと思いますので、近藤委員がおっしゃるそういう考え方も分かるのですが、今回は、

まずこちらのほうが議論する前の一つの参考、資料として、町民の意見を聞いてこようと。 

 ５月の広報に、大まかな部分の改正の中身というのが記載されているということですので、

説明会もありますし、ある程度町民の方には考え方というのは伝わると思いますので、その伝

わったものを受けて、町民がどのように思っているのかということを、聞いてくる場所という

形でいいのではないかと、このスケジュールの中では難しいなというふうに思います。  

 もう一つ、その部分とはちょっと違うのですが、確認なのですけれども、今、７月末までに

ある程度中間報告的なまとめをして、今度８月中に成案が出てきますよね。今、特別委員会の

スケジュールは３月までということですので、成案の出た後の委員会の持ち方というのは、ど

のようになるのかイメージがつかめないので・・・、ただ、これは議決事件ではないので、成

案として出てきたものに対して特別委員会としていろいろ議論をするという場に変わっていく

のかどうか、その辺の考え方というのがちょっとイメージがつかないのですが、もし小委員長

の中でまとまっていましたら。 

○小委員長（大渕紀夫君） ちょっと難しいと思うのは、少なくとも成案にするときには、我々

が中間意見を述べると、それが盛り込まれるか、盛り込まれないかわかりませんけれども、確

かに議決事項ではございませんので、これ、議論はいくらでもできるわけですよね。  

 ただ、成案をつくるときに、我々は意見を述べているわけですよ。その述べ方によって言い

方も変わるとは思いますけれども、形式論だけでいえば、使用料・手数料は別して９月に出て

くる条例案というのは、それぞれそういう中での判断にならざるを得ないと。そうすると、こ

の条例案が出たとき、再度議論がここで正式に・・・、その前段の特別委員会の議論が正式で

はないということではないけれども、ここで条例案が提示されて初めて中身としての正式な議

論になると。形としてはこういうことになるのですよね。  

 だから、これが我々の意見を述べたことが盛り込まれてつくられたとしたら、なかなか大変

ですよね。当然、９月に出てくる条例案は、これではなくて変えた中身で出てくるでしょうか

ら、もし根本に関わる問題まで出たとしたらですよ。ただ、これは決議事項、議決事項ではご

ざいませんから、それは言った、言わないだけの話ということにはならないだろうけれども、

少なくても正式なものではないということにはなりますよね。  

 だから、これで、この案でいいですよ。しかし、ここまでいってこの条例はだめだという人

も出てくる可能性はないとは言えないと思います。ただ、特別委員会としてやるときに、中間

報告で一定限度のしていることに対して、違った方向を出すということは、それはできないと。

それをやったら議会の権威がなくなってしまいますので、そうなると思います。  

 ちょっと、局長補足。  

○事務局長（上坊寺博之君） そこまでの話、その後の・・・。後ですよね。難しいところで
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すが、基本的には計画案は議会の決議事項ではないですから、これに対していい悪いという評

価は、議会ではできないのですよね。ただ、特別委員会で対案なり、そういうものを委員会報

告、中間報告したとしたならば、やはりそれは町が尊重して、町議案出してきたとなれば議会

はきちんと受けとめる必要があるだろうと私は思います。  

 それと、もう一つ、来年の３月まで持っているのでそこの期間をということも含めて、あえ

て今回財政健全化の特別委員会ということにしているのは、プログラム（案）だけではないと

いう考え方をしているのですよ。ですから、今後の議会が延長をするか、早く終わるかは別に

しましても、プログラム（案）ができて、条例案が仮に可決したとすれば、本当のチェックと

いうのが必要ですよね。ですから、それが特別委員会として続けていくのかいかないか。そう

いう正式なものではなくて議員の方がやるのかということであれば、早めに報告して終えても

構わないと思います。ですから、また１年延長して、来年の 21 年度の執行状況をチェックしよ

うかという部分が発生してくるかと思いますけれども・・・。それは、今後の議論で。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 実は、この特別委員会を設置するに当たって、いろいろ考えたことが

あるのですね。前議会において、例えば町立病院の運営に関する特別委員会を設置しましたよ

ね。そうすると、この中で特別委員会を設置している期間というのは、全員による委員会なも

のですから、一般質問・代表質問、なじまないということになってしまうのですよ。そうする

と、皆さん、全然通り過ぎていってしまうのですね。  

特別委員会で一生懸命議論しているのですよ、ところがなかなか定例会における一般質問と

いう形にならないものですから、非常に町民の皆さんから、議会は何をやっているのだという

意見もちらほら出てくるわけですよね。そこの兼ね合いが非常に難しくて、これは絶対やって

はいけないこと、ルール上はそういうことなのでしょうが、今回も実はそうなのです。財政に

関する特別委員会を設置はするのですが、私としては特別委員会つくってもらうしかないなと

いう思いで、ご提案申し上げたのですけれども、この辺の兼ね合い含めて、このことも議論し

ていかないといけないのではないかなというふうに考えていたのですけれどもね・・・。いか

がなものでしょうか。鈴木委員の言われたことと大体同じようなことなのですけども・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） 一般質問との関係ね。  

○委員（及川 保君） ある一定の期間がきたら、閉じてきちんとした結論を出すか。これ役

割は終えていない。このプログラムに関して言えば、議会の役割というのはきちんと監視して

いくことにあるので、そこら辺まで皆さんと議論したかったのですけれども・・・。病院問題

もそうですよね、全然取り上げられないのですよ。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕は、この特別委員会というものを設けた以上、中間報告で出された

ものは議会の意思として示さなければいけない。例えば、その後の一般質問等々で、それに変

わるような内容の質疑というのは、そこでまた起きてくるとちぐはぐなことになってくるよう

な気がしてならないのです。 
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 ですから、特別委員会でやるものは徹底してそこの特別委員会でやる。これ全員でやるわけ

ですから、そこでしっかりやる。そして、それに対しての対案、中間報告を出す。そこで決ま

ったものに関しては、例えば議会の中間報告、対案が生かされない場合もあるかもしれない。

あるかもしれないけれども、でき上がったものに対してはそれを執行していく段階で、しっか

り、僕は逆に、ずっと特別委員会でしっかりその辺を全員でもって審議していったほうがいい

ような気がするのだけれども・・・。一般質問との絡みということになると、みんな個々でバ

ラバラな意見を一般質問を議会の中でやっていくことになるのかな・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。今、氏家委員が言われていることはそのとおりなのです。

それは議会できちんとこうでいこうと決めたものは、それは当然、それぞれの議員の思いはあ

ったにしても、当然そのとおりだと思うのです。  

 しかしながら、議員というのはそうではなくて、確かに全体のルールとしてはそういうこと

なのだけれど、しかし、個々の議員としてはいろんな思いがあるはずなのですよ。それらを一

般質問なり、代表質問の中でやるということは議員としての責務ですよね。そこを封じてしま

うと、「議員って何をやっているのだ。」という話になりかねないのです。そこが、私が１番、

どういう形で進めたらいいのかなという、この特別委員会の形ですよ。継続してそのままもっ

ていっていいものか、そこが非常に問題だなととらえていたのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の特別委員会と一般質問の関係なのですけれども、非常にそうい

う思いはわかりますけれども、これはこの間、局長の方から、一般質問等は「こうだ」と出て

いました。あくまでも町民の意見を代弁して言うので、原則論から言えば個人でやるものでは

ないと。そういう面からすると、特別委員会で議会全体として、この問題について、今精力的

に議論するのだという形であって、今まで取り組んでいたものは、その間は一般質問はしない

よというような形でやってきていますので、僕は逆に、質問より更に重い、議会全員でその問

題について議論するのだと。そして、町の意見に対して対案を出せるまで、目標としてそこま

で議論してやっていきましょうということだから、そういう面から考えると、僕は質問よりは

るかに議会として、議員として重い特別委員会の位置だと思っているからね。やはりその点は、

その間、あとでそのとおりやっているかどうか一般質問するのは、大いに結構だけれども、そ

の期間は特別委員会で集中的に皆さんで議論して、質問だと町に聞いて｢ああです。｣｢こうで

す。｣と言うだけで、それで終わってしまう可能性がありますよね、そういう面からすると、僕

は特別委員会でやるということは、一般質問で個々でやるよりはるかに上回って議論できるか

らいいのではないかというぐあいに思いますけれどもね。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） わかりました。全くそのとおりで・・・。 

 であるならば、この特別委員会というのは大変な、重要な委員会になりますよね。それを 16

名の委員一人一人が、全員がそういう思いで、この特別委員会に挑んで欲しいなと思うわけで
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す。今ここ、各会派の方がいますから、ぜひ会派の皆さんに、漏れなくこのことについて、そ

ういう思いでと皆さんに伝えていただきたいと思うのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今の議論も、言われるとおりです。町長のことも十分、特別委員

会としてできますから、町長に質疑を求めることもできますし。  

ですから、もう一つは、確かに特別委員会の果たす役割があると思うのだけれども、点検チ

ェックまでを特別委員会の任務として継続するかどうかは、これはまた別の話ですよ。それは

その時点で、僕は議論を終えてしまえばいいと思うのです。  

ですから、ここの部分については、このことについてこの中身に書いている具体的に実施す

るところまでは徹底してやらなければだめでしょ。12 月までにはどうなりこうなりやらないわ

けにはいかないと思いますよ。なぜかというと９月に条例提案されて、12 月に条例が可決され

るとしたならば、そこまでは特別委員会を継続しなければできないわけだから、ただ、その後

については、確かに局長や、氏家委員が言ったように第５章の部分、点検チェックの部分が入

っていますでしょ。だけど、僕はそれは、議会の個々の議員にお任せして、ここで切って、後

はどんどんどんどん一般質問やれるというふうにするのは構わないと思います。ただ、そこま

では議長が言われるとおり、きちんと権威を持たせて、ここで特別委員会で徹底して議論をす

ると。それがやはりわかるということ。 

そこでちょっと、局長からアドバイスがあったのですけれども、例えば、全員の特別委員会

ですから、議運に諮って、いいかどうかは別にして、インターネット放映するとか、そうする

と町民が見られると。議論の過程をインターネットで見られると。全員委員会ですからね・・・。 

ですから、もっともっとやり方はあるかもしれませんけれども・・・、例えば議会の特別号

を出すとか、いろいろあるかもしれませんけれども、そういうことも含めて考えていけば十分

対応できるかなという気は、今の局長の話など、町民に見えるということでいえば、すごくい

いのではないかと思うのですけれど・・・。はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 今、小委員長が言われたとおり、特別委員会をどこで切るかで、今、

及川委員が言われたとおり、今度はそれを執行していく中身については、個々の議員としての

思いだとか、そういったものをしっかり議会の中で質問していける場所ができるわけですから、

どこで切るかですよね。12 月の可決された時点で、特別委員会を１回解散するとか、その後、

個々の議員としての立場でしっかりこのプログラムとか、計画を見ていくという、そういった

チェック機能を果たしていくことが大事なのだろうなと、僕もそのように思いますので・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） 鈴木副小委員長。  

○副小委員長（鈴木宏征君） たまたま今回、広報広聴の常任委員会もできたことですので、

やはり議論を聞いていると、議員が今なにをやっているかということが、あまりにも広報され

ていないというか、周知されていないという部分が非常に・・・、一生懸命にやっている部分

が評価されない部分にもつながっていくわけですよ。  

 それで、今、局長がおっしゃったように、やはり広報の仕方ですよね。やはりインターネッ

トで見ていただく、僕もずっと思っていたのですが、どうやって議員がこれだけ一生懸命やっ
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ているということを町民の方に知っていただくか。 

一般質問はしないかもしれないけど、一般質問以上にこういうところで議論をして、このこ

とについては一生懸命にやっているのだよという姿をいかに見てもらおうかという、自分の与

えられた広報広聴の部分もあるのですが、そのようなことも絡めながら考えたら、やはりいろ

いろなものを使って、そういうことを町民に知っていただくということが、非常に大事だなと

思いましたので、ぜひそういうことがもしできるのであれば、できる限りのことをやって、こ

ういうことをやっているのだよということを町民の方に知ってもらうというのは非常に大事だ

なと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい。ここまで大分議論が進みましたけれども、基本的には特別

委員会が立ち上がり、今後、特別委員会で新財政改革プログラム（案）の質疑・討議・討論を

行う。町民懇談会も町が行ったあとに、基本的には町民の意見を伺うということを重点にして

行くと。７月の下旬あたりまでには中間報告があればするということを前提に、それはなぜか

というと、８月に新財政改革プログラムが成案になるからであります。議会議決がないとは言

っても、これが中心に動くわけですから、議会としては逆算でそういうスケジュールで動くと。  

その後の特別委員会のあり方についてはいろいろありますけれども、９月に条例提案がされ

ます。12 月に結論が出るということですから、この特別委員会、最低でも 12 月末までは継続

されるということになります。とっている期間は 3 月までですけれどもね・・・。 

そういう中で、この５、６、７月という中で、今までご審議いただいたこの新財政改革プロ

グラム（案）の質疑を５回から７回程度、プラス町民懇談会３回程度をスケジュールとして組

み上げるというところまでの議論になったかと思うわけですけれども、この点についてご意見

を賜りたいと思います。近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 今までで、十分検討したと思いますので、スケジュールを早く決めて

いただきたいと思います。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 進め方含めて、今、近藤委員からもございましたけれども、その

ような進め方でよろしゅうございますか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。インターネット等々、報道の部分につ

いては、次回の 30 日の議運で協議を願って、小委員会としてはそのようにしたほうがいいとい

うことですよね。そのようなことで検討願うというふうにしたいと思います。 

 今までの中で落ちていることは、局長ありますか。  

○事務局長（上坊寺博之君） ないのですけれども、今、近藤委員が言われたように、ある程

度目安として何日頃という決め方をしておくほうが、私のほうは都合がいいです。確定ではな

しに・・・。行事もあるものですから・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） １日か２日に、僕は短時間でもやったほうがいいと思います。そ

れは、町民との関係でも動かなければだめですよ。それで、議論に入るかどうかは後で協議を

願いたいと思うのです。小委員会で決まったことを、まず徹底すると。そのことをちゃんとや
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らないと、ここでつまずいたら大変なことになる。ここのところをきっちり、今、議論したこ

とが、全委員さん。先ほど及川委員も言っていましたよね、議論をきちんとしてもらうという

ようなことを言っていましたけれども、そこのところをきちんとしなければだめですからね。

これは、僕は 1 日か２日どちらかにやるべきというふうに強く感じています。ここで協議して、

それで終わってもいいですよ。僕は実質審議に入らなくてもいいと思うのです。時間の問題と

かいろいろあったらですよ。それでも、僕はやるべきだという考えなのです。まず、そこから

いきますか、1 日か２日はどういたしましょう。どちらかでやりたいと思うのですけれども、

２日だと午後からになります。大丈夫ですか皆さん。議長と、私が公務入っているのです。 

 それでは、第 1 回目の財政健全化特別委員会は１日木曜日の 13 時 30 分から。それで、今の

小委員会で決定されたことをまとめてご報告すると。質疑も受けると。実質審議はどういたし

ますか。第 1 章、取り掛かりますか。それはどうしてかと言ったら、町の質疑だから、町に要

請しなければだめだからね。とりあえず、実質審議に入るということも含めて、資料をみんな

持って来いとか言わなければだめですからね。 

 はい、次。局長、そちらのほうの都合で見て、何日取れますか。空いているところ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 総務の移動常任委員会に出るための準備委員会を、若干やった

ほうがいいという気がしますけれども・・・。ちょっと厳しいのです。28 日も入っているので

すよ。25 日しかないのですけれども、きょうやって、連絡がちょっと難しいかも・・・。８日

の午前中にやりますか・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） そちらのほう、そちらで考えてください。とりあえず、６月の末

に町民のところへ出て行くとしたら、今、見たら 19 日までですから、６月 24、25、26、27

日しかないのです。23 日が例月現金出納検査なのですよ。７月１日が全部、議員研修会なので

す。ですから、そうなると 24、25、26、27 日。ここで町民のところへ出て行くとして、この

昼間にやる。昼間全部やって夜に出ていくと。そうしたら、議論をして出て行けば新鮮で、す

ごくいいでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと 26 日はだめです。 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは 24、25、27 日。どうですか、まず３日間つぶしてしま

えばいいでしょ。僕の言っているのはそういう意味です。これは絶対にやらなければだめなの

だから、24 日財政の特別委員会。日中、特別委員会をやって夜に出ていくと。日にち１日で３

日分終わらせると。24、25、27 日を財政健全化特別委員会と町民懇談会。３カ所でいいでしょ。

白老・社台、萩野・北吉原、竹浦・虎杖浜。要するに、皆さん忙しいからこの日１日で全部終

わらせようという話だ。 

 そうしたら、５月 27、28、29、30 日、ここら辺で２、３日取れない。局長。財政健全化特

別委員会５月 29、30 日やろう。これで５日間取ったことになるでしょ。あと１日くらい。わ

かった。６月の３、４日あたりで１日取ります。用事ある人。そうしたら全部終わるでしょう。

５月あと１回、５月 16 日ね。 

 それでは確認しますよ。５月１日 13 時 30 分から、5 月 16 日 10 時、５月 29、30 日 10 時、
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６月 24、25、27 日 10 時、これで質疑と町民懇談会をやります。町民懇談会はこれより早くで

きません。この町民懇談会の内容を受けて、７月に入ってなるべく第１週、第２週あたりで中

間報告の意見をまとめたいと思います。そうでないと間に合いません。ですから、その間、小

委員会ももちろんやって一定の意見、やり方をやらなければだめでしょう。それはやるのだけ

れど、７月２、３日あたりに特別委員会を行って・・・・。  

少なくとも 30 日からの週か７日からの週でやらなければ間に合わないのですよ。町民の意見

を聞いて自由討議をして、それをまとめて中間報告になるとしたら、それをまとめて７月のな

るべく早い時期に議会を開いて報告しなければだめになるでしょう。だから、いくら遅くても

第１週か第２週では、絶対にやらなければ間に合わないと思うのです。臨時議会、通年議会で

も中間報告しなければならないから、８月前に議会を開かなければならないでしょう。という

ことになるわけさ。 

 今、及川委員だとか氏家委員が言ったように、会派でも多分、修正案をつくるのにいろいろ

あるでしょう。２、３、４日あたりで１回やって、７日の週でもう１回やるようにしたほうが

いいかい。そうしたらまとまるかな。それでは、１日からの週の２、３、４で１日と７、８、

９日あたりで１日取るというふうな考えでどうですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでまとめをやると。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に特別委員会ですから、常任委員会ではないからバッテ

ィングはしないのです。というのは任せた部分は全部委員会の権限になりますから・・・。多

分そこに、常任委員会が入ってきますからごちゃごちゃになると思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 24、25、27 日にやるとしたら、定例会が終わってすぐにやらなく

てはだめだ。20 日の予備日で小委員会をやって、23 日あたりにもう１回小委員会やらなければ

だめだね。その前に、日にち含め決めておかなければだめだね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にそれだと間に合わないかもしれないです。広報だとか

に載せなければならないので、ＰＲがいるので、多分、５月の末に特別委員会が終わったあと

にやってもらわないと・・・。６月号の広報だと５月の中で日にちだけ決まっていないとだめ

なのですよ。１日終わった後に小委員会を開いてもらって、やるのならやるということをきち

んと。何会場でやるかということ、場所を確保しなければならないので・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） お諮りします。そういうことを含めて１日の財政健全化特別委員

会 13 時 30 分終了後に、財政健全化の小委員会を行い、必要最小限のスケジュール確認をすべ

て行います。いいですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、再度確認します。５月１日、特別委員会と小委員会を

やります。５月 16 日、特別委員会。29、30 日、特別委員会。６月 24、25、27 日、特別委員会

のあと町民懇談会。７月の２、３、４のうち１日、７、８、９日のうちの１日に特別委員会を

行いまとめを行います。中間報告のまとめを行い、７月のなるべく早い、７月中旬あたりに本
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会議を開いていただき、ここで中間報告を行うというふうにし、８月の素案の成案化に反映さ

せるという大まかなるスケジュールで動きたいと思いますがいかがでございましょうか。 

〔｢よろしいです｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長、よろしゅうございますか。  

○議長（堀部登志雄君） ５月の末、町のほうが表へ出ていくというのは５月の末ではなかっ

たですか。６月頭かい。それとバッティングしなければ特に問題ないね。  

○小委員長（大渕紀夫君） 基本的にはそのようなスケジュールで進みますが、よろしゅうご

ざいますか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） はい。あと、１日の特別委員会では、今日決まった小委員会の中

身について一定限度の決まった中身だけ報告をいたしたいと思います。その後、実質審議を行

っていただき、その後小委員会を行うと。そこは委員長の時間配分で、一つよろしくお願いし

たいというふうに思います。ほか、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にないです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 委員の皆さん。はい、どうぞ。近藤委員。  

○委員（近藤 守君） もうここで、６月のまちへ出て行って財政の特別委員会が 24、25、27

日と決まりましたね。これ、場所はどこから順番にやるかだけ決めてもらえれば、予約してお

かないと何か大きいのが入ってしまうと困るのですよね。今から会場を取っておけば間違いは

ないので・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回と同じように２班に分かれるのなら７カ所。例えば１日目

のいきいきにお年寄りが帰る３時くらいの時間、それに合わせて１回セッティングする。その

あと夜６カ所。３カ所でやるなら全員で行くと。  

○小委員長（大渕紀夫君） どうぞ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 町は３カ所でやると言いましたよね。そこでやるのはまずいの・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 手分けするとなると、全委員がどこでどういう意見が出たかというの

が、前の時もそうだったのだけれども、又聞きでぽつんぽつんと聞くくらいしかないのですよ。

その状況が全然分からないのですよ。うちの状況も十分わかるのだけれども、ほかのところ出

たところは全然わからないです。町民としては確かにそのほうがいいかもしれません。私も、

きちんとした議会の対応をこれからしていこうとなれば、全員が同じ意見を聞いて「こうだな。」

と。「だけどこれはこうなのだ。」と。こういう思いが出てくるはずなのです。できればまとめ

てやっていただければありがたいなというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、それでは、多分いろいろなご意見あると思うのです。それ

で、１日の小委員会で場所を決めるというふうにしたらどうですか。それまで会派で聞いても

らった方が、今のような及川委員のような意見もあれば、分けてたくさん聞くという意見もあ

るかもしれません。私も、今、及川委員が言われたように、20 人というのなら別だけれども 16
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人だから全部行ったほうがいいかという気もしないわけではないですから、とりあえず会派で

言ってもらって、１日に決めるというのはいかがでしょうか。いいですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、１日の特別委員会が終わったあとの小委員会で、場所

については決めると。やり方も大枠だけ。ほか、何かございますか。いいですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） まだ日にちがありますから言ってください。１日までは・・・。 

はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 特別委員長として、先ほども申し上げましたが、各会派において１日

に臨めるように周知をお願いしたいなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい。議長、何かございますか。  

○議長（堀部登志雄君） 懇談会の場所を決めるということになっていますけれども、いろい

ろお話ありましたけれども、やはり町で３カ所でやるとなれば、大体そのほうが一番いいなと。

それで、場所を変えると、我々だけで行くのならいいけれど、片方は町で行って説明してその

とき出てきた人。また、議会が行ったら来ると。場所が大幅に変わってしまうとなんとなく議

論も、町でやるときは説明するから来ている人も良くわかって、議会が来たときに「それでは

議会でこう対応を。」と、意見を出しやすいような感じもしないではないので、議会で全員で行

って町民の思いも肌で感じてきてやるというような、そのほうがいいと思います。  

 特に、私のほうからはありません。  

○小委員長（大渕紀夫君） では、終わってよろしゅうございますか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○小委員長（大渕紀夫君） それでは、以上で小委員会を閉会いたします。ご苦労さまでござ

いました。 

（午後 ４時１８分）  


