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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７月２２日（火曜日） 

開  会  午前１１時００分 

閉  会  午後 ０時１３分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．特別委員会中間報告のまとめ方法について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．特別委員会中間報告のまとめ方法について 

                                         

○出席委員（６名） 

 小委員長 大 渕 紀 夫 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委員外議員 山 本 浩 平 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副小委員長 鈴 木 宏 征 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

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

討小委員会を開会したいと思います。  

（午前１１時００分） 

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） 非常に長い間の議論がございましたので、そこのところをどう整

理するかということが、きのうの特別委員会で小委員会に課せられた課題でございます。それ

で３点ぐらいあるのかなと考えています。 

１つは、中間報告の考え方です。何をどこまで報告するのか。ここでの意思統一をきちっと

しないと、中間報告をするというのは、町が出した財政改革プログラムに盛り込んでいただく

中身を、議会が取捨選択し町に示すということであります。羅列的にたくさん出してこういう

件もあった、ああいう件もあったということを全部盛り込んでも、全く中間報告にならないと

私は思っています。そういうことは何度も特別委員会の中でお話してきました。まとめの段階

でこういう意見があったということをやるのは構わないと思います。ただ中間報告、要するに

この財政改革プログラムを町に書きかえさせる仕事なのです。今やるのは。中間報告というの

は。そこの認識がきちっとしてないと、出た意見全部盛り込むということになると、100％盛り

込まれません。議会の権威もなくなります。私はそう考えています。もちろんこのことについ

ては意見もらいますけど、あくまでも一番最初から言われている中間報告というのはこの改革

プログラムをどう書きかえさせるか。議会としての意見を盛り込ませるかということでの特別

委員会の設立なのですね。ここのところが、きちんと整理されていなかったと私は思っており

ます。ですからそのところを最初にご意見を伺うということをしたいと思います。  

次に、そのことで結論が出た段階では、中間報告に何項目どのようなことを盛り込ませるた

めにやるのかということです。そのことを２番目にやらなくてはいけないと。これが結果とし

ては議会全体のになる。今までの中で詰まっていないのですよ、議論が。どなたか言っており

ましたけど。詰まっていないためにね、頭だしの部分がたくさんあるのですよ。そうするとど

うなるかというと、それそんなのみんな思った部分はどうにもならないでしょう。はっきり言

って。ですからそこのところがちょっとあるのだけど、それでもやっぱり全体的な意見として

合意形成が勝ち取れるものを項目として、財政改革プログラムに盛り込んでもらうために町に

提案すると。これが２つ目です。  

３つ目に特別委員会の終結。これをどうするか。一般質問の関係もございます。これからの

財政問題の議論のこともございます。点検チェックそれから検証のこともございます。そうい

うことも含めて特別委員会の終結を９月会議で行うかどうか、終結を９月会議で行うとしたら

その中には、いろんな意見も出しますしこれから出る意見も含めて盛り込むことが出来ると思

います。なぜかというと議会としてはこういう意見もありました。ここもありましたというこ

とは出せると思います。改革プログラム案を議会の意見でかえるというか議会の意見を入れる
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ということは別だと私は考えていますけど、１番目の中間報告の考え方、どういうものを盛り

込ませるかというあたりご意見をまずいただきたいと思います。これをやらないと、整理でき

ないのです。整理にならないのです。ですからそこの意見をまず最初に伺いたいと思います。

どこからでも結構です。私の言っている意味がわからなかったら聞いてください。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕はね、特別委員会の中でもう少しこう、町民負担の軽減

についてこれとこれをやってほしいと。これとこれ２つか３つに絞った形の中で、小委員会の

ほうに持ち込まれるのが一番よかったのではないかと思いますけど、そこまで行かなかったで

すよね。はっきり言って。それで、今回の議論の中で一番深みがあったのが、この超過課税の

問題だと僕は思っています。ですから固定資産税のこの 1.5 から 1.55 に軽減する。この幅の中

で、軽減するという。数値的なものをここで決めないといけないのかもしれないけれどもそれ

は別として、まずこの超過課税の軽減についてはやるべきだと。それで、これをやるというこ

とはですね、今まで出てきた高齢者大学の自主運営だとか、それから振興公社や土地開発公社

の事業の見直しだとか、いろんなものを含めた形の中でやっていく。全てトータル的に、プラ

ス材料をそこに持っていかなければできないと僕は思っているのです。  

ですから僕は超過課税なら超過課税一本に絞って、この中間報告、財政改革プログラムに盛

り込んで、数値を変えるという意気込みでいかないとね。そんな生半可なもので一億何千万も

金を出すというのは到底僕は難しい話だと思っていますから、今回の特別委員会の議論の中で

は一番これが大きかったのではないかな。先行ってしまいますけど最終報告の中ではね、それ

こそごみ袋の値下げだとかいろいろありました。ありましたけども今それを中間報告で出して

も意味のない話だと僕は思っています。ですからそういう面で考えるとこの超過課税、町民全

体に一番大きくかかってくる超過課税の問題についてね、小委員会としてやはり何らかのまと

め方をしていかないといけないのではないかなと私は思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は私もここまで議論されてきたこの提案の中で、委員長として進め

た立場で、非常にその議論が全議員の議論がその方向で、非常に有意義に交わされたなと。そ

れで数値はね、1.5、1.55 とここに軽減するとは言っていますけど、そういう数字は別として、

やっぱりこの超過課税が一番議会としてこのプログラムに対して、何とか修正してくれという

部分ではこの超過課税がもっとも困ったという思いがあります。ぜひこの部分で、まちに対し

て軽減させる努力をできないかという思いであります。 

もうひとつ保育料のほうありますね。この部分もこれも直接今後の白老町の人口動向含めて、

定着させる部分では非常にこの部分で欠かせないなという思いがあります。 

もう一つはっきりとできないのは、国保の部分で資産割の状況ですよね。これ、プログラム

には全然影響ないと。委員のほうで再三にわたってされていまして、本当にそういう部分であ

るなら、影響がなければ検討の余地があるのではないかと、委員会の中で考えておりました。 

この３点を私は、何とかこれを議会として方法をいろいろ考えて、修正させるような手だて

をつくっていただきたいなという思いでおります。 
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○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君） 先ほど小委員長からお話がありましたけれども、中間報告の回

り方としてですが、財政改革プログラムを書きかえるための作業ということでなければダメと。

そのためには各会派あるいは無会派の方々の意見も、合意形成できるものを盛り込むというこ

とでございました。私もそのとおりだと考えますので、既に特別委員会の中で何回か議論した

中で、これは 100％合意形成できそうだというものが出てきたと思うのです。その確認を、こ

こで再度それぞれの各会派の代表が出てきておりますし、また、無会派の方々の意見も特別委

員会の中で拝聴しているわけですから、大体わかると思うのです。やはり上から一つずつ確認

作業をして、これは合意形成できるなというものは残してまとめていってはいかがでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私も今、山本委員に賛成で、そのような形でやっていただければ、よ

りいいのかなと思っております。 

○小委員長（大渕紀夫君） 全員の方が項目を羅列するのではなく、大項目数点で町に新財政

プログラム案といいましょうか、議会としての考え方を盛り込んでいただくための案をつくる

というふうに受け止めたのですが、それでよろしいですか。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） よろしいですね。ここが極めて大切な、最後になればここが決め

手になりますから。なぜかというと、俺の意見がどうしてとおらないのだとか出てくるのです。

必ず。全部言えとか。違いますからね。そこのところは全体の中でも意思統一して、そのよう

にやれと。気持ちはよくわかりますし。今回これを変えさせるという細かいことではないです

から。そこだけ一つきっちり意思統一したい。具体性があって、どこまで言えるかわかりませ

んが、町側とは一定の話し合いが必要だと私は思っています。先に言っておきますが、全く何

もなくて報告するということでいいのかどうかというあたりも含めて、僕が議会の考えを全部

言えとかそういうのではないですよ、町が初めから全く 100％拒否だというのを、こっちが出

したって全く意味がないことですから、僕はそういうことも含めて何も合意形成を図れとかそ

ういうのではないです。ですから、そういうことも含めて運営をしていきたいと思いますが、

よろしいですか。皆さんにきちんとご相談してやります。それでは私が先ほど言いました、１

番目と２番目のことについては中間報告の考え方と項目を上げていただくということについて

は、合意形成が勝ち取られましたので、そこで作業に入っていきたいと思います。当然、特別

委員会の最終の問題については、このことが終わってからで間に合うと思いますので、そこを

先にやります。今、皆さんの意見の中で出たのが、超過課税、保育料、国保の３つが出ました。

これはもう大枠でいいと思います。それであと何点かはあるのですが、まず 1 番目の大枠から

いきますよ。大くくりからでいいですね。定数管理の問題。これについて具体的に盛り込める

部分がでるかということです。ご意見含めて。今は個々の意見ではないですよ。特別委員会の

中で議論された中身でどうかということですから。誤解のないようにお願いします。及川委員。 

○委員（及川 保君） 定数管理及び総人件費の見直しについて、この３点の中では非常に確
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かに議論としては深まりました。考え方としては皆さん同じ思いでいると思うのです。しかし

ながら町自体も、もう既に今後の 10 年間の計画の出されてある中で、議会としても具体的にこ

うしなさいと、こうすべきと。まちと合意を得るようなものをつくっていけるかどうか。提言

としてはこれ最後の提言としてはね。まとめる部分としては僕も欠かせないなというものはあ

りますけど、そのあたりが皆さんと議論していきたいなというふうに。でなければ非常に厳し

いかなという思いでおりました。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、及川委員が言われたとおり、これは財政改革プログラ

ムの中に盛り込まれている部分もありますから、その計画的に削減していく形の中で、これ以

上のものを求めていくということになれば、やっぱりその根拠もしっかり示していかねばなら

ないと思いますし、特別委員会の中でもさまざまな議論は出ていたと思いますけれども、私は

今、この計画にのっとった人件費じゃなくて、その総人件費の見直しについての考え方という

のは妥当な部分もあるのかなと思います。またこれを一年一年チェックしていく形の中でね、

多いのか少ないのかという議論も出てくるわけでしょう、多分。事業がどうなるかというのも

わかりませんしね。だけどその今回出てくる総合計画また財政改革プログラムはしっかり整合

性を取った形の中で、毎年一年ごとの見直しではなくて、チェックしていく形の中で、この総

人件費の分に関しては議論すべきなのかなと。総合的な最終的なまとめのなかで、そういった

ものを文言として盛り込むべきなのかと私は思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。皆さんと大体同じなのですが、その中で他町村との比較と

いう形で数字をとらえるのですけれども、やはり白老町には白老町独自の産業であり課題がた

くさんあって、それをほかと比べて多いとか少ないとかは、早計だと思います。ですからこれ

は、今はもうすでに町側もそういう形で見直しをしている段階でありますので、ここまではあ

まり強烈に何万円減らせとかどうのこうのにならないのではないかというふうに思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君） 皆さんのご意見は大体伺ったのでわかりました。これは修正、

そういう形であれば載せられないということでありますけれど、私どもの会派の思いとしては、

町民に痛みを伴う改革を行うわけですから、常に行政の姿勢としては、町民の目から見て、本

当に頑張っているのだなという形を取っていかないと、なかなか町民の理解は得られないので

はないかと思います。そういった意味合いで、数字的に今の計画から 10％減らしなさい、20％

減らしなさいというような具体的なものまでは、私どもも持ってはおりませんし、こうすべき

だという案はありませんので、具体的に盛り込んでもらいたいというのはないのですけれども、

最終まとめの中では、先ほど氏家委員がおっしゃったような、更なる行政のスリム化を目指し

てほしいものは、入れておいていただきたいと思います。と申しますのは、保育所の民営化の

関係もありますが、今財政当局のほうで若干問題になっている、小耳に挟んだ話をしますけれ

ど、民営化したときに、寿幸園と一緒なのですけれども、幼稚園の先生で働かないだろうと予
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測される人たちが結構いるということなのですよ。そうなったときに今この財政状況のなかで、

民営化を進めるのがいいのかどうなのかという議論もそういった意味で、財政考えたら先延ば

ししたほうが得だみたいな議論も出ているように聞いていますからね。やはりそういったこと

も、これは公務員として守られている部分もあるからそうなのかもしれないけど、私はどうし

ても合点が行かないところがそこにあるのです。例えば一般の職員の人たちはいろいろな課で

それぞれ渡り歩いて行政のプロとして訓練もされているかもしれませんが、寿幸園の方々や保

育所や幼稚園の方々はもうその道だけですよね。いきなり相当な年齢になってからいろいろな

課に配属されたときに、即戦力で本当に働けるのかと。こういったことですよ。やはりこうい

ったことも、やはり私は厳しくして当然財政は厳しいのですから、これはもう守られているの

だからそうですよとは思わないし、ほかの自治体では厳しく、働く所がなくなったのだからそ

の民営化の幼稚園に行きなさいというようなことをやっている所もあるのですよ。実際に。で

すからその辺も含めて、やはり私はまだまだ行政のスリム化はできると思っていますので、ぜ

ひどこかの部分で最終報告のあたりで何か残していただければありがたいなというふうに思っ

ています。以上です。 

中間報告では結構です。皆様方の意見を伺っていると合意形成なかなか難しいと思いました

ので。 

○小委員長（大渕紀夫君） 一応一当たりずつしゃべっていますから、私も話をさせていた 

だきたいのですが、特別委員会の中で私お話ししましたから。職員の皆さんにかかっている負

担というのは確かに、退職してしまった人の金云々というのはあったのですけどね、そういう

ことではなくて、私やっぱり職員の皆さんにやっぱり負担はすごくかかっていると思います。

ただ、今までも何度も言って来ましたけれども、民間の方と比べてどうなのかというと確かに、

まだいろんなことがありますよ。しかしね、やっぱり 59 億円の削減、これがなかったら財政改

革プログラムそのものは成り立たない。そのことの認識を我々はどうするかという。だから山

本委員外議員の意見が正しくないとかそういうことではないからね。そこのところを 100％

我々腹におさめた上での議論になっていると。そういうふうに僕は今理解しています。そうい

う議論でないとね、やっぱり職員は受け止めてくれないと思います。これはやっぱり大変だと

いうことが事実ですから。私はだから減らさなくていいというのではないですよ。この計画で

いくと 21 年から 28 年までで 36 人減らすことになっているのですよ。今からですね、減るわけ

ですから。人口どれだけ減るかわからないけど。だから私はそういう点で言えば嘱託の皆さん

方含めて、どう考えるというのはまたよく新風さん言っていますけど、それはそれであると思

います。私はそこにはやっぱりあるのです。本当にあんなにいるのかというところは、何点か

あるというのは僕も思っていますから。ただ本庁の場合について言えばやっぱりなかなか大変

かなというふうに思っています。それから保育所も寿幸園もそうなのですよね。現実的にはそ

うなのですけれども、我々もそういうふうに改革も方針出しているのだけれども、民営化する

という方針出したのは町なのだよ。働いている人は全部、専門職で採用されているのだよ。一

般職で採用されているのではないのですよ。保育士という特別な職を持った、資格を持った人
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が保育士として採用されているのですよ。だからこれは働かないのは当たり前なのです。彼女

たちが民営化してくれと言ったのではなくて、町が民営化するという場合はそうなると。全部

そちらのことを考えるわけにいかないけれども、しかし少なくてもそういう状況の中で今、保

育士さんやその結果として財政的な圧迫をしているのはそこの部分なのだけど、病院がたまた

ま民営化にならなかったからよかったよ。これ民営化になったら僕だってこんなこと言ってい

られないと思うのです。実際に 46 人抱えるとなったら抱えられないのですから。抱えたら潰れ

るからね。だからそういう状況なのだけど、しかし彼女たちが悪いわけではないのだよな。そ

このところやっぱりね、ちゃんと議会はわかってないと、制度上の問題というのはいいのだけ

どね、彼女たちが悪いのではないというのは確かだし、皆さんそう思っていると思うのだけど、

そこら辺が伝わるように。議会の議論の中で伝わったような議論にならないとまずいと僕は思

っているのですよ。それでないと、何かこうそこだけに全部しわ寄せがいってしまうでしょう。

そうではない、議会が見る場合は。だから 16 人に構成しているのだと僕は思うのですよ。そう

いう議論もなされた上で今の段階ではそれしか選択できなかったというふうに、そういうふう

な届き方、職員の皆さんへの届き方、私は必要だな。このごろの議論の中では特に思っている

ということだけはあります。これは決して山本委員外議員の意見がダメだとか反論していると

か、そういうことではありません。議会としてはそうあるべきだという意見なのですよ。 

○委員（氏家裕治君） もう一点だけ。僕もやっぱり懸念する部分はね。今これから町立病院

の方向性が決まりました。これから議論していかなければいけないのですけど、看護師体制。

先生はとりあえずそろいましたよ。看護師体制がこれからどうなるかはっきり言えばわかりま

せんよね。ということは、仮に民間との差が出てきたときのことなのです。40 代超えて残って

いる方々は、まだまだ民間よりはいいのかもしれません。でもそれ以下の人、30 代だとか 20

代後半だとか。そういった人は民間との差が出てきてしまっているのですよ。そうしたら、こ

の看護師体制が 13 対１だとかそういったものが整わなくなったら、この財政改革プログラムに

大きくまた出てくる話になるのではないかと思って。松田議員がこの間そのことに関しては言

っていましたよ。この辺も定数管理だとかは別ではないような気がするのです。そういったも

のもしっかり考えていかないと、その体制をどう変えるかということも大事なのだと思うし、

その報酬とか何かではなく、体制をどう変えるかということも議論をしていかなくてはならな

いかもしれない。そうしたら、幼保一元化の中で民営化するのであれば、それはそれでもって

看護師ですとか病院の先生も、割り切って考えられるかもしれない。あくまで町立でやってい

くという以外はその辺もしっかり考えていかないといけないのかなと思うのです。だから松田

議員のこの間の意見がすごく自分で頭の中に引っかかっていまして。今、自分の娘が臨時で町

立病院に行っていて、家に帰ってきて内容を報告するわけですよ。そしてあの人方辞めるかも

しれないとか、そうなったらどうなるのだろうと思ってね。少し話が離れましたが、定数管理

の中ではそのようなことも含めて。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君） ちょっと気になったのは、この前の特別委員会のときもそうで
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したし、今もご発言があったのですが、60 億円くらいの削減を我々議会側は理解しているので

すよ。でも僕はやはり松田議員がこの間おっしゃったとおりだと思うのです。議会が今これが

大変なのだから、議会が考えたことかもしれませんけど、給与削減と早期退職を決めたのは行

政側みずから、まちを救うために行ったことで、町民あるいは議会が無理矢理それをやれと言

ったことではありませんので。それを全面的に町の職員がこれだけ大変なのだから、これくら

いのことは仕方ないのだと言っても、逆に町民は納得しないと思うのです。その辺が、我々議

員ですから十分わかりますけど、一般の町民の方々はそこまで本当に理解してくれるかと言う

と、ちょっと難しいところもあるのではないかなというふうに、ざっと感想です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、ほか。 

○委員（氏家裕治君） 僕も定数管理については町民の方々が言われたいろんなことは聞いて

います。でも、僕が町民の方々に言うことは、皆さんが求める白老町の行政はどのようなもの

なのですかとか、サービスはどういうものまで受けたいのですかとか、そういう話をしないと。

例えば今のサービスは落としてほしくないとか、これだけの人が必要になってくるよとか。例

えばどういう病院が必要なのですか。眼科も欲しい何も欲しい。そういったものが必要とすれ

ばこれだけのものがかかるのですよ。そういったものを欲しいというだけの思いがあれば、そ

れだけの負担をしてくれますかと。僕はそうやって聞かざるを得ないのですよ。だから町立病

院にしても、僕は本当は診療化がいいとずっと言ってきたのですよ。でも、やっぱり今後の白

老町の行く末を考えたときに、今回のこういう方向性というのは、確かに一理あるのかなと自

分の中でも納得して今頭の中でかみ砕きながら考えていることなのだけども。町民の方々もや

っぱり今、人数がこれだけ職員が減ってきたと。その中で皆さんこれからどういったサービス

を求めるのですかという部分を理解してもらわなければならない部分なのではないかな。それ

は私議員として、町民の代表としていろんな情報を持っているわけですから、町民に対しての

発信は絶対にしていかなければならない。後になってから、これでは困った、ああだったとい

うことだけにはしたくないなと僕は思っている一人なのですよ。だから確かに職員がみずから

決めて皆で合意した中で進めてきたかもしれないけれど、その大変さがもし自分たちの中で少

しでもわかることであれば、それはやっぱり町民に少しだけれども発信していく役目というの

が僕たちにはある気がするのですよ。ですから決して相対する考え方だけではなくてね、そう

いうことも含めてやっぱり町民との意見交換だとか情報交換は必要なことだと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。一つ、私がそういうのは何かと客観的に見たときに、財政

改革プログラムが成り立っているのは、役場職員の金で成り立っているのだという認識が会議

の中だけにあればいいって話なの。議員だよ。その認識がなくて議員全員がほかでしゃべった

らおかしなことになるのですよ。だって 60 億円の部分と今軽減するっていうのは全部もらった

って 18 億円ですから。300 何人の部分が 60 億円負担しているわけですから。だからそれを町

民のところに行って、「おまえはだから仕方ないのではないか。」こういうことを言えと僕言っ

ているのではないのだよ。そういうことを議員がちゃんと腹の中に据えてやらんと、やっぱり

職員との関係で言えば､職員の皆さん余りにも大変だし、我々議会としての役割が果たせなくな
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ってしまうという意味だけなのです。そういった意味ですから決して他意はございませんので。 

○委員（氏家裕治君） 本意は山本委員外議員の言われている、今後もスリム化していかなく

てはならないということは、先ほど小委員長も及川委員長も言ったけれども、最終的な報告の

まとめの中では、やっぱりしていかなければならない問題だと思っています。ただその中に、

自分たちの胸のうちには押さえておかないといけない部分は、しっかり押さえておかないとい

けないのではないか。自分なりに思っているものですからね。一言ちょっと言わせてもらった

だけで、考え方は同じですから。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員外議員（山本浩平君） 私も、本当に今大変、職員が一番ある意味、家族のいろいろな

計画等も、現実的に崩れた方もたくさんいらっしゃると思うのです。本当に大変だと思うので

す。考え方として､例えば今、政府というか自民党の幹部の中でも、考え方がこの財政をどうす

るかという中で､消費税を上げるべきという考え方の人と更なる財政というか省庁関係のスリ

ム化をして、国民に対しての痛みが和らぐべきだという半々に分かれているのです。私の会派

の考えとしては、やはり今でも一つ一つ精査していくと、例えば、事業がものすごく少なくな

ったような課もあると思うのです。本当にそういうところに､臨職が必要なのか､そういうこと

も精査していった上で、一年も早く給料削減は元どおりに努めるべきだっていうのが根本的に

あるんですよ。私も何度も議会の中でそれはもう少し短縮できないだろうかという話をしてき

ました。そういった意味合いが含まれているということだけ、申し上げておきたいと思ってお

ります。それで今回のこれに関しては、皆様の意見を尊重させて結構でございます。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 次に、事業の見直しどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもの会派の中で、この人件費補助団体に対する補助金削減の一層

強化という部分で出させていただいたのは、例の先ほど議論になっておりました超過課税の関

係ですね。具体的に数値は示したのですけども、しかしながら数値にこだわるものでもありま

せんし､ただ先ほどから議論されているように、相当の財源が必要となってくるという中で、こ

の部分が出てきているわけですから、何とかこの部分の絡めた中で、超過課税の部分も含めて

検討いただければ、ありがたいと思います。振興公社については、当然この部分も含んでおり

ますので、ほかの会派の中からも出てきていますよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この人件費補助団体に関する補助金削減の一層強化というのと、例え

ばその下の振興公社、土地開発公社それから社協そういったものすべて、相通じるものがあり

ますので、やっぱりこの振興公社の役割だとか､山本委員外議員が前回話した、事業の短縮化に

なったところに同じだけの人間が必要なのかとか、そういったことだって、やっぱり見直して

いかないとならないことがたくさんあるような気がするのです。それから社協については、例

えば介護事業についてはあそこで今これだけ大きくなったものを､抱えてこなければならない
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ものなのかを今、やっぱり考えなくてはいけないのではないかと思うのです。それこそ介護事

業を独立させるだとか、やっぱりそこまで踏み込んだ形の中で､今社協については考えていかな

いといけないと。やっぱり人件費ですよ。ここまでかかってくるのはやっぱり。この人件費と

いうのはすごく大きな､２億５千万円くらいあるのですか。こういったことで考えると、やっぱ

りこの人件費の補助団体に関する中身の見直しと言うか、そのものについてはやっぱりしっか

りメスを入れる、メスを入れるという言い方がどうなのかはわからないけども、しっかり見て

いくと。見ていった中で、そこで例えば人件費の削減ができたり何かできるのであれば、やは

り先ほど言った超過課税の問題だとか、そういったところに振り向けていくような財源の一つ

になってくるのではないかという思いから、そういったことの見直しは必要だろうと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君）山本委員外議員。 

○委員外議員（山本 浩平君） 根本的に財政改革プログラムの中に本当はこれらを少しでも

盛り込んでいただきたかったのです。と申しますのは、財政改革プログラムに盛り込むという

よりもその職員の給与カット 20％は、ことしの１月からかやりましたよね。もう一番のチャン

スだったのですよ。ことし一緒に手をつけるべきことだったのかなと。しかしながら、町長に

してみたらいろいろな今までの外郭団体との関係。その政治的ないろいろな配慮、産業の発展､

いろいろなことを考えるとなかなか手のつけられなかった結果的にね、部分だったのかなとは

思うのですけども、やはりここはこういう状況の中で、町民にも負担、職員にも大きな負担を

与えているわけですから、この部分は一番理解をしていただけた部分かと逆に思っていたので

す。それと例えば観光協会なんかにしても、今町長が観光協会長ですけども、ことし総会に出

ましたら、はっきり株式会社化という総会資料の中にも出ているのです。今後の展望として。

そういったことで進めようとしている部分もあるわけですからこの辺はやはりやっていくべき

と考えております。 

○小委員長（大渕紀夫君） この改革プログラムの中で、人件費の問題。資料に出ているよね。

資料に出ているのだけど、ちょっと失言しているかもしれないのだけど、その人件費補助団体

の見直しで、かなりこれはやっているのでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） やっているのではないですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） やっていますね。皆さん同じこと言っているのです。出ていないの

は、振興公社と開発公社が出ていないのだ。ですけど、補助金の部分については人件費を含め

てやっているという町側の認識ではないのかなという気がしていたものだから。氏家委員。                                                            

○委員（氏家裕治君） 僕もそういった認識でいますけどもね、観光協会にしてもＪＴＢさん

からきていただいて、今白老町の観光についてはいろいろな部分で手助けしていただいて、引

っ張っていただいたという実績があります。その実績が今伴ってきていますけども、今回白老

町からＪＴＢに行って、いろんな観光事業のことを勉強してくる職員が、例えば来年、再来年

帰って来るでしょう。帰ってきたときに、今までおんぶに抱っこだったＪＴＢさんとの関係は、

いろんな部分ではつながっていくとは思いますけど、本来この自分たちで自主運営していかな

くてはならないときも出てくると思うのです。そういったものが、この財政改革プログラムの
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中に入ってきているかどうかというのは、僕疑問に思っているわけですよ。今までの体制の中

の財源確保の中で進んでいるのではないかと僕は思っているのです。今の状況ですね、そうで

はないと言うのであればその辺、お話をまた聞かないとならないと思うのですけれども。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。改革プログラムの 67 ページの真ん中、人件費補助団

体に対する補助金の削減というところに、社協、観光協会、商工会 226 万 3000 円と出ているの

ですね。今の皆さんのご意見から言うと、これが特別委員会の中でも出たのはこれが生ぬるい

という意見なのですよ。やっていないという意味ではなくて、どういうふうな理論的な根拠で

ここが少ないのだということを理論的につくるかということなのです。僕が言っているのは。

それがちゃんとしていないと、「なに言っている、これ以上無理だよ。」と言われたときに、こ

うこうこうだからもっとやれというふうに言われなきゃだめでしょう。だからそこのところを

やれるかどうか。根拠をどこまで持つかと。これは、屁理屈ではなくてきちんとしておかない

とだめなのだよ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は、外郭団体という部分で町と密接なかかわりのある農協なり漁協

がありますよね。例えば商工会については、いまだ人件費含めた人の派遣しているのですね。

これは観光協会もそうだし、まだいろいろそうなのです。だから一本立ちしていないのですね。

実はＪＡもいぶりとまこまい広域農業協同組合って形で、要するに苫小牧東部と合併していま

す。漁協は白老漁協、虎杖浜漁協、登別漁協という形の中でこの三者で既に独り立ちしている

のですよね。職員の派遣はしていませんでしたけど。だけどそういう形の中で既にいろんな形

で、この合併したり共同を歩調取っていろいろと頑張っている中で、いまだ独り立ちできてい

ない団体が町内にあるわけですよ。これも白老町が財源の厳しい状態で、いまだこういう状況

があるというのは、これはもう本当に改善するのではないかという思いで大型補助金というこ

とを出さしていただいたのですけど、やっているのだよと今、委員長おっしゃいましたけども、

この部分はわかるのです。みなさん押さえていますから。だけど、これ以上の踏み込んだ改革

が必要だろうと。この厳しい財政の中で、町民に向けてきちんとした財政確保の一つにしてい

ただきたいという思いがあるものですから、ここあたりをどう町とすり合わせできるのかとい

うのは厳しいかなという思いはありますけどね。今これを求めるわけですから。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君） 結局、今このような議論が出てくるのはどういうことかと申し

ますと、その事業内容そのものが、いかがなものかというところも皆さん心の中であるのです

ね。例えば社協に関しても、この間の特別委員会の中でも意見が出ていましたし、先ほど氏家

委員からも出ていましたし、本当に社協のあり方はどうなのかという意見出ていますね。ある

いは商工会にしても、白老ばかりではなくて商工会そのものの存在意義というものを、今非常

に問われているのですよ。なぜならば、今までは商工会に預けたお金の４倍の資金を借りられ

たのですけれども、今は２倍しか借りられないのですね。500 万円預けたら 1,000 万円しか借

りられない。これはなぜかというと、いろいろな事故が多くてそのようになったのですけれど

も、それと商工会にいろいろな相談員とかいますよね。では経営相談、皆さん本当に商工会を
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頼ってやっているかといったら実はそうでなくて、それぞれの取引銀行あるいは会計士ですと

か、そのような所との相談ということで、商工会のあり方そのものが結構問われているのは事

実なのですよ。私会員であるから話しますけれども、これは商工会のシステムがそうなってい

るから悪いとかなんとかではないのですけれども、システム上が今までそういう流れになって

いるからなのですけれども、例えば一回の会議に出ます。お弁当も出ます。プラス日当みたい

なものも出るのですよ。それは僕知らなかったからびっくりしたのですけれども、そういうの

がやはり慣例として続いているのですよね。果たしてそういうのでいいのかなというのがあっ

たのですけれども、それは中身の話なのですけれども、そういったものがあるものですから、

いろいろな話が出てくるわけですよ。果たして白老町が商工会に対して補助金これ約 2,000 万

円出ていますよね。観光協会は 2,300 万円、社協は 3,000 万円というような形で出ていますよ

ね。果たしていかがなものでしょうかと。やはり実際の中身を精査していくと、そういう意見

が出てくるものと私は思っています。やはり削減率というのは、ほかの削減率から職員の給与

カットの削減率から比べたら、ちょっと少なすぎるのではないかとやはり思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） この部分で非常に小委員長は難しいのではないかと。難しいというの

は、今早急にこの部分で町に示したところで、わかったと。そういう感じでとるのは非常に難

しいという意味でおります。であるならば・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） 僕が言いたいのはどういうことかと言うと、例えば今、商工会に

町が派遣している職員を引き揚げてサービス低下するのだったら、そちらの方に振り向きなさ

いってこれはいいのさ。今の細かいことは別にして、商工会については十分自分たちでやれる

能力があると我々は見ていると。だから引き揚げなさい。これはできると思うよ、書こうと思

ったら。皆さんが一致すれば書けるのさ。ただ、では社協は、今から、来年から介護を全部な

くせと。僕もそういうふうに意見持っているのですよ、実は。だけど、それは来年からやって、

これだけお金を浮くっていうのはやっぱりちょっとどうなのかなというふうに思ってしまうわ

けです。だからこの改革プログラム 10 年間だからいいのだけれど、後でやることやれというわ

けには今回はいかないのですよ。これ決めるのだから。だから商工会を切り離しなさいと言っ

たと、だけど町としては切らないと言ったと。だから切りませんと言われたらそれで終わりな

のです。それはそれでいいことなのだけど、僕が言っているのはそういう提案ではないと、今

回これで出すのはなかなか大変だよなという気がするのだけど。 

○委員（氏家裕治君） 僕も社協のことについてさっき、介護事業の部分は独立させなさいと

言ったのは、やっぱり今の規模だから職員５名もあそこに張りついていないとならないのです

よ。もう少しあそこの事業自体をスリム化したら、もしかしたら３人でいいかもしれない。４

人でいいかもしれない。そうしたら１人抜く、抜くという言い方はどうなのかもしれないけれ

ど、１人そこに出すお金を出さなくてよくなるというのは変だけれれども、たださっきの商工

会に出している部分だとか社協自体の事業の見直しというか、事業転換していったときに、そ

この人件費の削減につながっていくことにもなっていくのではないかなと。だからそういった
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ものが今まで山本委員外議員も言われていたとおり、行政のスリム化にもつながっていく話だ

ろうなと。相対的に、だからそういう考え方の中でもって今５人張りついているわけですよ、

社協に。５名。それに対して約 2,600 万円の町の人件費補助が行っているわけですよ。ですか

らそういったものを考えれば、やっぱりそういったところを一つ一つちゃんとした考え方の中

で持っていかなかったら、何とか見直しすれば何千万くらい出るのではないかとか話はできな

いわけですから、商工会にしても。商工会は一つ出ましたけれどね、あそこは見直すべきだと

僕は思っています。それから社協についても、これから産業厚生常任委員会の中で、また分科

会の中で懇談しなくてはならない部分もありますからね。今の状況で大変なこともあると思い

ます。そういったことも含めて勉強しなければならないこともあるかもしれないので、ちょっ

と明言避けますけれども。ただ事業の分担化、そういったものをした中で、町の補助金という

ものは若干そこから減っていくことになるのではないかなと私は考えるのですよ。 

○小委員長（大渕紀夫君） 問題は理論的な根拠を明確にし、この改革プログラムに盛り込ま

せることができるかどうかということなのです。振興公社のことはちょっと違うと思っている

のですよ。どうしてかというと、振興公社が町の改革案の中に全く出てこないのです。これや

る気ないのかということは言えるのですよ。なぜかと言えば、これどこにも出ていないのだ。

だから改革プログラムはどういうことなのですかと。改革しないのですかと。言うだけだった

らおかしいけど言えるのです。もちろん具体的に提言できればもっといいのですけど。ただ言

える場合はもうちょっと根拠がいらないですかね。どうだい。希望的観測で物事言ったら切ら

れますからね。町は。100％。こんなこと言ったって無理だよ。これ出ているのだから。だから

このとおりやるのだよと言われたら、それはないのですよ。例えば今回、商工会の派遣１名に

ついては、こういう理由で派遣する必要がないと議会は思っているから、町のために引き揚げ

なさい。これは具体的だし理論的な根拠をはっきりしていれば、それについて引き揚げないな

ら引き揚げない理由向こうで言うでしょうし、引き揚げるなら引き揚げるでしょうし。そうな

ると思うのです。そうすれば我々明確になるけど、この場合は、いやいやことしはこのままや

りますよ、もう予算も取っているから。と言われたらこれはもうどうもならない話。どうもな

らないというか、提言としてここに盛りこめないと初めからわかっていながら出す必要がある

のかなということになるでしょう。そこら辺はね､特別委員会のあの全体の中では詰めきれない

のさ。どんなことをしても。そこら辺を明確にしないと向こうはプロが全部つくっているもの

ですからね、文章の裏づけ、みんなあるのですよ。だから言うのです。はい、局長。 

○局長（上坊寺博之君） 私も観光協会に２年間派遣されていました。基本的に、おっしゃっ

ていることはわかるのですが、今総称して言った３つの公益法人なのです。最初に及川委員言

われたのは協同組合なのです。商行為できる組合ですね。だからそこから利益を得て、従業員

を雇ってということ可能なのです。商工会はそういう商行為できないのです。ですからどこか

らか捻出してこないと維持できないわけです。観光協会も同じです。基本的には商行為も一部

できるのですけれども、基本的にはできないのです。商行為すると今度株式にしないといけな

いので、できないのです。では、何で賄うかというと、要するに会費収入です。社団ですから。
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社団というのは、人の集まりですから。人を拠出する会費で賄うのです。正直会費は一万・二

万なのです。それで維持できるかといったら、基本的にはできないのです。ですから、この多

分補助金を 2000 万円、1800 万円、2500 万円これを半分にするとか、勢いよく自立しなさいと

いうことになると、この３つの組織は成り立たないと。解散しなくてはならない組織です。基

本的には。それを踏まえて議論はされたほうがいいのではという気はします。ですから、社協

も基本的には善意の寄付で賄う団体です。ただ、社会福祉協議会は、社会福祉事業部で守られ

ている団体ですけど。だからいづれにしても、公的資金を繰り入れなければ、基本的にこの組

織３つとも維持しないと。だからどこでその一定限度にするのかというのが議論なのだと思い

ます。だから５人いるものを４人にすると、これが成り立つかどうかという。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） この今、町が示した２百何十万という削減額に対して、実は僕ら申し

上げているのです。今、局長が説明された、前にもそういう話されていますから、聞いていま

すから、理解はしているのだけれども、例えば社協の話が出ていました。あの事業は拡大する

一方なのです。実は私が見てきてずっと感じていることなのです。先般、議会でも一般質問さ

せていただいている部分もありまして、非常にこれもこれだけ多様化した介護福祉含めて、町

内においての非常にたくさんの民間の事業者がしっかり事業運営されているわけなのです。そ

の中で、何でまちが第二役場と言われているところがどんどんどんどん仕事をふやしていくか

という、そういう姿勢も含めて実は言っているのです。そこが何かすっぽり抜けて、今、白老

町のために必要だと言われている。当然そういうところの部分でやっているのですからね。そ

んな理論だけで事業を拡大すると、そして人だけはどんどんどんどんふやして、大きくなって

いるわけですよね。ここが全然語られていないのですよ。そこだけ人件費を含めて削減できな

いのかと。もう少ししっかりしたまちづくりができないのかと我々言っているのですよ。 

○小委員長（大渕紀夫君） それはよくわかるのです。氏家委員が言っているのもそういうこ

とでしょう。私が言っていることも、切り離すということは社協本来の、白老の福祉都市計画

をどうするのだとか、白老の福祉計画をどうするのか、またどうしていくかコーディネートす

るのが社会福祉協議会の仕事なのだから、事業分は独立させて別にしなさいと言っているわけ

さ。それはそれでわかるの。ただこの計画に載せるときにどうやって載せるのですかと。そこ

のところの議論が、今局長が言ったのも正しいし、我々が言ったのも議論として成り立つ話な

のだ。ただ、今のこの計画に、どこを切ってどうやって載せるのよということを議論しないと

だめなのさ。わかったよと。そうしたら社協についてはこれだけの人件費を切りなさいと。そ

れはこうこうこういう理由ですと。やっぱり、これがなかったら最後に出すね、これ要望しま

すと。それから例を出して申しわけないけど、ごみ袋と同じことなのだよ意見は。厳しい言い

方をするとだよ。それだったら町は受け止めませんよ。僕は受け止めないと思う。だから理論

的な根拠と数字ははっきりさせてやらないとだめでないでしょうかと言っているわけです。そ

うでなかったら出せないのかということになれば、またちょっと考え方としては別の部分があ

るのかもしれないけれども私はそう思っているのだよ。それでないと例えばだよ、町が反問権
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で聞かれたらさ、では社協はどのようにするのですかと。議会の皆さんはどうやってやろうと

思っているのですかと言われたときに何て言う。反問権使えるのですから向こうは。やっぱり、

僕は議会というのはそこまで制度を上げなければやっぱりだめな部分だと思っていますからね。

それですごく悩んでいるわけさ。ただ振興公社についてはまだ十分改善の余地があるというこ

とでね。例えば利益が 2,000 万円あるならそれを入れなさい。正しいかどうかは別だよ。そう

いうことを言えると思うのですよ。だからそことは違うなと思っているのだけどさ。 

○議長（堀部登志雄君） 産業厚生常任委員会で社会福祉協議会と懇談会すると、その懇談結

果あれですけども、よく社会福祉協議会の場合言われるのは、町で本来やるべき仕事をやって

いると。介護保険になって内情をちょっと聞いてみると、社協が町から受けている仕事だけを

やっているのだったら、これはこれでこっちで金を払わないとだめですから、それで社協とし

ても受けるのであれば介護保険の事業もどんどんやれば、それは儲かって町の負担は少なくで

きますよと。だけどもしそれを切ると、逆に本来、町でやらないといけないことを、社協を肩

代わりしてやっているのだからそういう意味では逆に一定の金は常時かけてもらわなかったら、

そのサービスは提供できないと。何かその裏腹なのですよね。介護保険をどんどんやると民間

を圧迫してしまうのですよね。そうするとそちらのほうで社協のほうは稼げるのですよ、どん

どんやれば。そうするとね、町の負担も人件費や何かも、それでカバーできるようになればこ

っちから出るのは少ないよと。でも民間を圧迫するよと。だからやっぱり非常にそのような絡

みがね、何か複雑やに聞いているから。だから我々、人件費補助しているのだから人減らせと。

するとサービスも低下するとなるとこれまた問題もあるし、それがやっぱり産業厚生常任委員

会だってきっちりやっぱり懇談してもらって、状況をみてこういう部分は減らすべきだと。こ

ういうのは努力してくれよというようなことを出していったほうがいい感じがするね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 時間になりました。これでやっていたらまた終わらなくなってし

まうな。日程だけちょっと。実は私、何点か載げているのです。こういうふうにやって議論し

たほうがいいなと。案が出て皆さんに同意してもらったからこういう進め方をしましたけども、

例えば、こういうやり方があるのです。超過課税については大方の意見が決まっていると。そ

れに全部付随しているから、この超過課税について国保の資産割の問題から何から全部議論で

きるのです。そういう形で何点かに絞ってやるというやり方はあるのです。その項目の頭出し

をやって、残った取り上げられない部分については、申しわけないけど最後のまとめの中の意

見というふうに仕分けすることはできるのです。重要な分から何点か、３点なら３点、５点な

ら５点ほど議論していって、それは付随するもの全部できますから。なぜかというと、超過課

税やるためには財政確保どうするかということで、今の話全部できるでしょう。そういう形で

できるのです。私は一応そういうことで５点か６点ピックアップしてやろうと思ったのですけ

ど、これは皆さんの意見でやっていくということですから、そういうふうにしたのだけど、そ

ういうやり方のほうがよかったらそういうやり方でもやれますよ。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 小委員長が当初考えていた、口頭で説明したやり方、私はそのために

ピックアップというか、ここが今重要だということで３点ほど載げさせてもらったのだけど、
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そこを中心に小委員会で議論して固めていただければありがたいというふうに思うのですが。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうであれば、一定限度のものをちゃんとパパパッと出して、そ

れについて議論していくと。不十分な点はもちろん後で出してもらうという形でやれるならそ

れはそれで構いませんよ。 

○委員（及川 保君） 申しわけないのですが、実はこ今やった議論というのが十分特別委員

会の中で議論されていますので、再度これはまたするということは非常に大変かなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 整理はきちんとしなくてはいけませんので、そういう点でそれで

は数点のことはやると。私考えているのはこういうことです。超過課税、これに付随するもの

は全部ここにあると。それと保育所料金についてはどうするか検討中です。それから下水道料

金、これはこういうのが出ているのです。上水道のプラスの部分を取り消せと出ているのです。

これは財政改革プログラムどこにも影響ないのです。ですから、これは議論しなくてはいけな

いのです。振興公社については超過課税の中でできます。それから超過課税の中でやるのは振

興公社土地の売却、売却計画。これを本計画に載せるとしたらそれは載ってくるわけさ。それ

があるでしょう。それからこれは後で議論してください。やっぱり評価する部分もきちっとつ

くると。町を評価する部分もきちっとつくると。例えば病院をこれに盛り込むとしたら病院に

ついてはいろいろなご意見があるけれども、やっぱり町民の要望からいけば私は評価すべきこ

とだろうと。やっぱり決断してそれから保育所の料金は及川委員のところがあったけれども、

少なくても現段階でも国の基準ではないのですよ。この間の説明では。これやっぱりこれより

もう一歩行ってもいいけど評価するべき中身がな。それからプール。いろいろなことがあった

って、そういうところで評価してあげるところはちゃんと評価してあげるということが必要か

と。あとは、総合計画をどうするかと。ガイドラインとチエック機能。僕はそのくらいでまと

めて４点ぐらいにまとまるかなというふうに思って。そういう集中議論をして整理をしたらど

うかとそう思います。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは後､日程調整がありますけれども、日程調整は後日きちっ

と調整をして、今たくさん入っていますので調整をしてご連絡を差し上げたいと思いますけれ

ども、基本的には 30 日の特別委員会を中止し、この日、小委員会を設けたいと思いますけれど

もいかがでしょうか。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは 30 日､10 時から小委員会を行いたいと思います。ただし

この日は一応一定のものが出るまでやりますので 17 時まで覚悟して来ていただきたいと思い

ます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（大渕紀夫君） 以上で、本日の小委員会を終わります。ご苦労さまでした。 

（午後 ０時１３分） 


