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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８日（火曜日） 

開  会  午後 １時００分 

閉  会  午後 ３時１９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） ただいまから、財政健全化調査検討の小委員会を開会したいと思

います。 

（午後 １時００分） 

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） きのうの特別委員会の中身がございますけれど、きょうは一つ、

今後の進め方、スケジュールの問題。それから一番最初に、無会派議員の方を小委員会でどう

いうふうな扱いにするかということ。そして、今後のスケジュールと同時に、どのような進め

方をしていくかというあたりを、きちっと、きょうは一定限度意思統一をしたいというふうに

思っておりますので、活発なご議論をいただきまして、なるべく早く上げたいと考えておりま

す。事務局のほうで非常にご苦労をされて、各会派の意見と、もう一つは、町民懇談会の主要

な質問、意見、この２枚が出されております。裏表になっておりますけれど、各会派の意見の

部分も、基本的な事項から、プラスの部分は改革プログラムにプラスと。マイナス部分は、そ

れだけかかりますよというもので、つくっていただいておりますので、そういうことで言えば、

非常にわかりやすく、中身はなっております。問題は、そのとりまとめをどのようにしていく

かということでございますけれど、そのことをきょうは主たる中身で議論をいただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

きょう議会運営委員会の中でも出ましたけれども、無会派議員の小委員会での扱い、たまた

ま今回は、会派の意見を伺いました。無会派からも意見を伺うということをいたしましたけれ

ど、小委員会での今後の無会派議員２名の扱いをどのようにするかということで、まず皆さん

のご意見を賜りたいというふうに思います。ご意見のございます方どうぞ。 

 ちなみに昨年ですけれども、財政の同じ名前でしたか、財政健全化の調査特別委員会の小委

員会及び病院の特別委員会の小委員会、自治条例の小委員会の３つ、小委員会あったのですね。

それには小委員のメンバーのみで行っております。ただ、そのときに会派の意見を小委員会で

集約したかどうかというのは、よく私の記憶でははっきりしておりませんので、会派の意見を

聞いたかどうかというのは、定かではありませんけれど、その３つの小委員会については、委

員外議員は入っていないということであります。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は、基本的には、きのう開かれた特別委員会の中で、し

っかりとした議論がされるべきではなかったのかなと思っています。ですから、あえて小委員

会の中に、例えば委員外議員を入れてまでやるべき話ではないと、私は基本的に思っているの

です。ただ、それも皆さんの意見を聞きながら、その辺は調整を取っていかなければいけない

話だと思いますけれど、基本的にはきのうの特別委員会、言うべきことはあそこで言う。そし

て、しっかり意見を述べる場所があったわけですから、そこでやはり話すことが筋だろうと、

私はそう考えております。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 
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○委員外議員（山本浩平君）  山本です。基本的に私も、今、氏家委員がおっしゃったことか

なと思うのです。ただ、相当、意見としては、細部に具体的にわたって述べられておりました

ので、これはやはり小委員会の中では、もしここで、これからまとめていくということに多分

なると思うのですけれど、十分反映させてあげられるようなことは、委員のメンバーでそれは

考えるべきではないかなと、このように思います。  

 それと、今回の委員外議員を小委員会の委員に入れるかどうかということは、今後の会派制

のあり方について影響というか、関係してくる話ですので、この辺やはり、慎重に取り扱う必

要があるのではないかなと思います。基本的には、公明党さんの意見に賛成です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 私どもの会派は、もともと議会の改革の中でも申し上げているのです

が、会派制度の見直しも含めて提案していたのですけれど。20 名、22 名という、非常に多い中

での会派制度で運営していた時代は、無会派の方も必ずその時代、時代にいたのですが、やは

り今の皆さんがおっしゃっているような状況の中で、実は進めてきたのですよね。私もこの会

派制度の中で、こういう大変大きな事案を審議していく過程で、一人でも議員としての意見を

聞いていこうということになれば、少なくとも全議員の中での、例えば小委員会という形で今、

運営しているのですけれど。そういう中で、もしそういう意見が出たというのであれば、私は

無会派の議員も入れた中で、しっかりと議論をして、つくり上げていくべきかなというような、

今回特別という形にはならないのかもしれませんが、そういうことも今後必要になってくるな

というふうには、実はとらえておりました。また、きのうのずっと特別委員会を開催してきた

中でも、なかなか皆さん一人一人の意見を聞こうという、私もお聞きしようという気持ちはあ

ったのですが、今、そういう形をなかなか取れないで来た経緯もあるものですから、ぜひ入れ

てあげればいいなというふうに、実は考えております。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。以前私も自治条例の小委員会に属していたのですけれど、

その中ではやはり、委員外議員の方がほかにいたのですけれど、その委員会の中ではその方を

どうするかという、入れるとか、入れないとかいう話は、一言も出ていなかったのですよね。

今回はいろいろな形で、どういうわけか、入れたいと、入れなければまずいのではないかとい

うような話になったわけですけれど、どなたかおっしゃっていましたように、たくさんの委員

外議員の方が意見を出してくれているわけですから、その意見を小委員会で反映すれば、私は

改めて、今までの殻を破ってまでも入れることもないのかなというふうには私は思っておりま

す。ただ、これも小委員会の皆さんの意見の中で決まることなので、そのときはそのように従

わざるを得ないというふうには思っております。  

○小委員長（大渕紀夫君） 一通り意見伺いました。今の状況の中で、なぜ各会派から意見を

いただいたかということもあるのですよね。本来特別委員会ですから、特別委員会の、あの中

で議論がされるというのが普通なのですよ。ここでやること自体がおかしいのです。そこのと

ころをまずしっかり押さえておかないと。そうであれば、そういうふうになっていくと、個々
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の意見ですから、全体でやらなければだめになります。個々の意見を聞くということであれば。

ですから、きのうの会議なのですよ。そこら辺をはっきりしてやらないと、私は間違ってしま

うのではないかと思っているのですよ。何を言いたいかといったら、今、近藤委員が言われた

ように、あそこの会議では言わないけれど、ここに来たら言って、やるよというのは、変では

ないですか。ここは単なる小委員会で、本来で言えば、スケジュールをつくるということだっ

たのですよ。だけれど、進まないから、そうやってやったのです。私がいいか、悪かったか、

皆さんのご同意を得られたから、各会派のご意見を伺うという措置を取ったのですよ。ですか

ら、議論するものが、小委員会に任されてきているのですよ。きのう実は、発言されていない

方も何人かいらっしゃるのです。それはそれでいいのですけれど、そういう中で小委員会がま

とめを入れてやっていくと、どういうことになるのかということは、これは皆さん、どういう

ふうにお考えですか。私はそこら辺が、個人の意見を聞くのであれば、きのう言っていただか

ないとだめなのです。それを、その意見が聞けないから、ここに来てくださいというのは、全

然違う話ではないのかなと、私自身は思うのです。  

もう一つは、私ずっと議会運営委員会でも言っていますけれど、無会派の方がすべての会議

に出られるのです。全員無会派になったら、全員でやるのです。そういう矛盾をどこで解決す

るのかということなのです。私は基本的には、無会派の方は入るべきだという考えなのです。

だけれど、今の状況でいくと、余りにも極端過ぎるというふうに私はそこは思っております。

基本的には無会派の意見というのは、少数意見というのは尊重すべきですから。たまたま広報

広聴常任委員会が裏側になったというのは、私が提案したのですけれど、あれは反省していま

す。実を言えば、まずかったと思っています。議会運営委員会は議会の運営をする場所ですか

ら、当然委員外議員が入るべきです。無会派の方も。私はそう思っています。これは議会運営

の問題ですから、そういうところの区別を理論的にきちっとしないと、これは整理されなくな

ります。無会派の方、全部入れますから。すべての会議に出られるということになりますよね。

会派に属している方が、出られないわけですから。そういう意見を聞かないと運営できないと

したら、きのうの全体の特別委員会は何のためにあるのかと。いらないのではないかと。ここ

だけでやればいいということになりませんか。そこの矛盾をどういうふうに解決するかという

ことです。と、私は思っているのですよ。ただ解決策があるのかと言われたら、実を言うとな

かなかないのです。ないのだけれど、そこは非常に矛盾を私は強く感じていると。及川委員。  

○委員（及川 保君） たまたまきょう、私どもの会派から、実は午前中の議運を終えた後、

そういう話を聞きまして、会派という立場の中で、先ほどの意見というのは申し上げたわけで

す。実は今、委員長がおっしゃった矛盾というのは、私自身も全くそのとおりだと思っていま

す。それを曲げてどうのこうのということには、多分ならないだろうなと。私も基本的には先

ほど申し上げたように、きのうに限らずきょうまでのずっと特別委員会の中で、十分に皆さん

一人一人の議員の意見を、何とかして集約したいという思いで進めていたのですけれど、今、

今回私どもの会派から出た意見というのは、かなり細かに、実はきのうも意見として出してき

ているのですね。ですから、今、委員長がおっしゃったように、この小委員会はきのう私申し
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上げているのだけれど、その任にないのですよね。集約するとか、そういうのはあります。そ

れと、方向づけをどうするかとか、日程を決めるとか、そういうのは小委員会が受け持ってい

るのだけれど、ここでいろいろと議論をしてつくり上げていくという任は、持たされていない

のです。それは、委員長もこれからもぜひ、そういう部分で超えてどんどんそれをやっていく

ということには絶対ならないだろうし、そのことをぜひ皆さんに徹底させるためにも、今回の

委員外議員をこの小委員会に入ってもらうということは、非常に厳しいなと。特別委員会の場

でやはり、きちっと議論するということが大前提なのですね。それを抜きにして、この小委員

会というのはあり得ないわけですよ。それがいつの間にか、きのうの・・・。かなりの部分意

見として出されていますから、それの集約をする、今回事務局も労を取っていただいたのです

けれど。この部分の集約だとか、方向づけというか、何というのか、その辺のことをこの小委

員会がやっていくべきであって、委員外議員を入れてこの小委員会を運営していく、まとめて

いくということは、厳しいかなという思いで、実は今、皆さんのお話を伺って感じましたので、

一言申し上げます。多分大半の、今の意見と言うのは、昔のことは、自治条例のときも、前回

の特別委員会のときも、確かに委員外議員は入れておりませんので、最初からそういう話は実

はなっていないはずなのです。私はいろいろなところで入ってきましたけれど、そういう話は

全く出ていませんので、今回そういう意見が出たということでとらえていただいて、今後何か

のいろいろな場面が出てきたときに、いろいろ議論していくということで、とらえてよろしい

のではないですか。今回はこの小委員会がまとめなければいけないという部分まで来ています

から、これを今、ここで議論して、時間を費やすというのは、非常に私としても本意ではあり

ませんので。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方どうですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、言われたとおり、何のために小委員会を設けるのかとか、何のた

めに特別委員会をやるのかという意義が、失われてしまいそうな気がしてならないのですよ。

ですから、別に誰が参加して、何をやろうと、それは議会の勝手だからいいのだけれど、ただ、

何のためにやるのかという目的が揺らいでしまうと、「何でもありなの」という話にもなりかね

ない部分が出てくるので、せっかく特別委員会という部分の中でしっかり、きのう本来いろい

ろな部分で持ち寄りながら、きのう１日では本当は時間的に足りなかったかもしれない。各会

派の意見を聞いても、それに対しての自由討論もなかなか活発にできなかったという面もあっ

たかもしれない。もし問うのであれば、そこを問う。私はそのように思うのですよ。小委員会

に、例えば委員外議員を呼んでどうのこうのというのは、私はそれは論外の話だと思っていま

すから。論外というか、私達会派の考え方です。ですからそういう面では、あの場で議論を活

発化させることができなかったということについての反省はするべきであって、今回この小委

員会に委員外議員を呼んで云々というのは、また少し違う話ではないのかなと。私はそういう

ふうに思っています。ですから、今後もこういった特別委員会、それに伴う小委員会というの

を設けて、進行管理、またそういった議論の活発化を委員会の中で取り組んでいかなければい

けないということであれば、今、ここで我々が揺らぐことは、してはいけないような気がする
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のですよ。先ほど委員長が言われた、それこそ無会派であればとか、いろいろな参加の仕方と

いうのが、今後の課題にはなってくると思います。なってくると思いますけれど、そこに今、

立ち入ることもなかなかできないものですから、今はこういった進行管理をしっかりやってい

くことが、やはり大事なことなのではないのかなと、私達はそういうふうに思っているのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、大体意見出ましたので、小委員会はあくまでも小委員

会の任務を行うと。それには、今までの小委員会で任された中身を行うということにしないと

そうなりませんから、そのようなことを確認した上で、この小委員会については各会派代表で

すから、そこで運営をするというふうにいたしたいと思いますけれど、皆さんよろしゅうござ

いますか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長、よろしゅうございますか。 

○議長（堀部登志雄君）  はい。 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、そのような取り計らいをさせていただきます。あくま

でもここは方針を出したり、まとめを全部してしまうだとか、そういう任には当たらないとい

うことで、今後進んでいくということで、確認をしておきたいと思います。 

 それでは次に、これはまるっきりの任務でございますけれど、今後のスケジュールの問題で

す。きのう確認されたのは、７月 11 日、14 日、これは９時から 12 時まで。７月 21 日もきょ

うの案内で９時になっていましたけれど、９時でいいのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  はい。  

○小委員長（大渕紀夫君） ７月 21 日は、９時から一応５時までということであります。これ

は私が小委員長として町の行革室に行って、今の状況では祭日をつぶしてやらざるを得ない状

況だけれども、28 日までどうしても上げなければいけないかという話をしてきました。当然 28

日までに上げるということは、我々の前提条件ですから、それはそれでいいのですよ。いいの

ですけれど、まとまらなかったときのことを考えて、担保を取りに行ったら、最悪８月 10 日ま

では何とかなるという意見を、これは室長ですけれど、８月 10 日なら 10 日に、要するにお盆

前ですね。お盆前に議会が８月会議を開いて、そこで中間報告をしていただければ間に合うと

いう確認はしました。延ばすか延ばさないかは別ですよ。ですから、私が言っているのは、十

分な論議が尽くせるという意味であります。その担保は取ってきましたので、この３回の中身

と、あと１回か２回必要になるかどうかですね。それは今後の議論ですけれど、小委員会の役

割を明確にして、ここを進めていきたいというふうに思います。 

それで 14 日については、いろいろな、きのうご意見がありまして、保育所問題での説明を受

け、質疑を行うという。この件についてはやるということになりましたので、14 日は行うと。

11 日と 21 日についてどうするかというあたりの議論を、きょうきちっと。どういう中身でや

るかという意味ですよ。それをきちっとしておく必要があるだろうと。スケジュールについて

は、そのような状況で考えていくということになるのですけれど、ここまでについて、スケジ

ュールについてご意見ある方どうぞ。山本委員外議員。 
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○委員外議員（山本浩平君） 再確認なのですが、全部９時からでしたか。11、14、21 日、す

べて９時からですね。わかりました。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） タイムスケジュールなのですけれど、９時からお昼までですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 11 日と 14 日は。午後から視察が入っていますので、視察対応し

なくてはいけませんので。どうぞ、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） もう一度確認します。14 日は保育所の関係の説明を受けるわけですよ

ね。これは多分、その日はそれでつぶれてしまいますよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） 可能性は高いですね。 

○委員（氏家裕治君） そういうふうに考えていたほうがよろしいですよね。これは私の、き

のうの反省点に立っての話です。きのう会派からいろいろな意見が出されました。それに対し

ての自由討議、例えば会派から出てきたことに対しての自由討議というのは、はっきり言って

なされていなかったのですね。あのままでは多分、特別委員会としてのまとめようがないと私

は思っています。ですから、きのう１日、中へ踏み込んだ討議はできませんでしたけれど、一

度皆さん家に持ち帰って、頭の中でいろいろ考えたことがあると思うのですよね。そういった

ものを一度皆さんから意見を出してもらわなければ、この先に進んでいけないような気がして

ならないと私は思うのです。その辺について皆さんどうお考えなのか、少しお伺いしたかった

なと思うのですけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。それでは、タイムスケジュールはこうですけれど

も、先ほど言いましたように、小委員会の果たす役割を明確にしなければならないということ

が一つと。11 日と 21 日に何を議論するのかと。ここら辺あたり、本質論なのですけれど。こ

こに入るというふうにしたいと思います。 

それで一つは、議論の中身として、一つはガイドラインの問題。これが大きくあるのです。

もう一つは、大きな視点での改革プログラムへの具体的で有効な議会としての提言をどうする

かと。これ、今、意識して言ったのは、新聞報道なのです。新聞で、特別委員会ができたとき

に、本当に議会が具体的で有効な提言ができるのかという論調だったのですよ。皆さんご存知

だと思うのです。別にマスコミの皆さんに対してやるわけではないですから。町民の期待にこ

たえられるような具体的で有効な提言を、議会としてどうつくるかと。このガイドラインと２

つの部分ね。ガイドラインはもちろん提言の中に入るかもしれませんけれど。項目としては大

きなものが２つありまして、ここでの議論を今、氏家委員が言われたように、集中して、徹底

してやるというあたりが、かぎではないかというふうに私は思っておりまして、このことでい

けば、タイムスケジュールにこれが入れば、小委員会はこれで終わりと。この後もちろんやっ

ていきますけれど、きょうの小委員会はそれでいいのかなというふうに思っておりました。 

たまたま私も考えて、どうやってやればいいかということは、議会事務局のほうでやってい

ただきましたので、これを見たら極めてわかりやすいので、そういうことで言えば、今の２点

ができれば、考え方が決まればいいのではないかというふうに思っております。ということで、
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今、氏家委員の提案に基づいて、どういう組み立て方をするか、討議の組み立てですよ。そこ

ら辺でのご意見を賜りたいと思います。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私もきのう特別委員会の中で、自分が例えば町民に少しでもわかりや

すく、日常的な部分での値上がりばかりではなくて、少しでも、こういうことを今まで頑張っ

てきたからこういうふうになったのだなというものが、少しでもあればいいなと思って、ごみ

袋の問題を一つ出しました。私の質問の仕方というか、皆さんに言いたかったことが、余りに

も中身に踏み込んでしまった部分があるのではないかということで、後になってから自分でも

いろいろと考えさせられたのですけれど、今、委員長が言われている、具体的で有効な提言と

いう部分は、どこまで踏み込んで話をしていけば、会派の皆さんがそういったものを、一つの

共通の認識として持って特別委員会に望まなければ、どこかで脱線してしまいそうな気がする

のです。ですから、私もきのういろいろと考えていたのですけれど、自分はこうやるためには

何かが、根拠がなければならないという思いの中で話をしたつもりでいたのです。そこまです

る必要がないのだという言い方をされると、どこまで、ただ頭に思い浮かんだことを言えば、

それが、町の行政が、それではそれを少し考えてみましょうみたいな話で、それで終わる話で

あればいいのでしょうけれど、何を言っているのだと、何を根拠にそのような話をするのだみ

たいなことまで、後で言われないためにも、何か持っていないとならないような気がするので

すよ。それについての進め方というのを、少し検討していただけたらなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） なかなかいい意見だと思います。今のことに対して、ぜひ、これ。

各会派のまとめをしていただきました。プラス、マイナス書いたこれを見ながら、今の氏家委

員の問題提起に対してのご意見を賜りたいと思うのです。これにはそういうプラス、マイナス

が全部書かれているのですよ。プラスの部分は、財政改革プログラムの財政的にプラスになる

部分。マイナスの部分は、財政改革プログラムから見れば、マイナス。引かなければいけない

部分ということになっているわけですね。おおむねこういう意見が出たのだけれども、これを

今言った、具体的で有効な提言とするために取捨選択し、方針をきちっと決めて、理論的な裏

づけが必要だと、こうなりますね。ですから、そこら辺のことを今おっしゃったのだと思いま

すけれど、そういう視点で少し議論できればいいなと思います。ご意見ございます方。何もま

とまったことを言ってくださいというのではなくて、今の意見に対してどういう議論をしてい

くかということでの、ご意見をお聞かせ願いたいと思います。及川委員。  

○委員（及川保君）  実は今、氏家委員がおっしゃった、非常に疑問とされている、出しづら

い、「何でもとにかく出してくれ」と、私はきのう委員の皆さんに申し上げたのですけれど、氏

家委員はごみ袋の一件ですね。こうしたいのだけれど、一番先にはそれがあるのですけれど、

やはり、その前提にはきちんとした説明なり確固たる予算を含めて、そういう財政面のことが

やはり重要だろうと。そういうことから、いろいろと説明し、聞き、そのことによって最終的

にごみ袋の値下げにつながっていくだろうと。そうすると、町民の負担も当然減るだろうとい

うことで、話をしたのだということを、後から実は、委員会が終わった後に２人でいろいろと

話した中で、それがわかって、松田委員もそのことがわかったものだから、何か途中で、ここ
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で言うべきことではないかもしれませんが、「それは本質が違いますよと。今、やっていること

は違いますよ」と言ったのは、実はその部分だったのですね。ごみ袋の値下げと言ってしまえ

ば、それでもう彼はいいだろうという話だったのだけれども、氏家委員はそうではなくて、前

提にはそういう財政的な部分があるだろうということで、言ったのだということで。非常に全

くそのとおりであったのですけれど、ただ、非常に皆さんの意見が出てこないという中で、ど

んどんそういう意見を出してほしかったということが、実はあったものですから、反省点と彼

は言っていましたけれど、実は反省点ではなくて、彼は彼の思いでやっているはずですから、

私はそれは非常によかったなということで。例えば、きのういろいろと出された中で、事務局

のほうで大変わかりやすく、区分けしながら、区分出していただきました。あとやるのは、こ

の小委員会がどのあたり・・・。特別委員会のほうでこれをどうするのだ、こうするのだとや

ってしまうと、また出てこないということになってしまいますので、今、委員長おっしゃった

ように、この小委員会の中でどういうことが考えられるかという部分まで、議会としてこうす

るのだという前提になるものが大ざつぱでもいいから、たくさん出していただければありがた

いなというふうに思います。ですから、委員長のおっしゃっていることは、実はそのまま氏家

委員についての話を申し上げたしだいです。  

○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） これは、事務局でまとめていただいたものだったのですけれど、

よくまとめられていると思うのです。この中に、具体的、かつ有効な提言があると思うのです

よ。ただ、裏づけというか、その分マイナスになっている部分を、こういうことでプラスしま

すよという補足が、議会としては絶対必要ですけれど、例えばこれは清風さんから出ているや

つですけれど、固定資産税 1.5 から 1.55 に軽減。これも具体的ですよね。あと、最初の基本事

項の中に、新財政改革プログラムの、３年おきにすべての見直し。これも非常に具体的な話で

ありますし、改革期間 15 年に延長。これ 10 年でやっていますので、15 年というのも、本当に

具体的に出ているわけです。これがいいか悪いか別にしてですよ。ですから、こういったとこ

ろどころ具体的なものが、結構出てきているのかなというふうには、私は思っています。より

もっと具体的なものを、やはり出していかなければならないと思います。  

 ついでに、少し外れるかもしれませんけれど。実は、新政クラブさんに本当はきのうの時点

でお尋ねすればよかったのですけれど、新政さんがまとめたもので、非常に私は、どうしてこ

ういう答えが出てくるのかなというものが、「行政のプロである役場職員が検討し、まとめた改

革案に対案は難しいと思う」ということで、出てきていましたけれど、そもそもこの議会は何

をやっているのだということで、そういう反省を踏まえて 2007 年 10 月１日にこういうものを

発行していますよね。それで、特別委員会までつくってやっているわけですから、もし、こう

いう行政が出したもので、丸のみでいいですよとなってしまったら、特別委員会を設置して、

全員でやる意味など全くないと私は思うのですよ。こういうような出し方というのは、逆に町

民から見て、結局議会は何もできないのではないか、しないのではないかと。こういうふうに

思われると思うのです。この辺どのような考え方なのかと。本当はきのうお尋ねすればよかっ
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たのですけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。「難しいと思う」ですから、「だめだ」ということではない

のですよ。ですからそういう文面になって、文面の後に、例えば、改革とか修正というのは、

その限りではありませんというふうに、私はそれに付け加えているのですね。やはり、対案と

なると、それは相当なものだと思うのですよ。数値を２下げるとか、３下げるのは、対案では

ないと思うのですよ。それは修正案とか変更だと思うのですよ。ですから、私は対案となった

場合には、もっと大きいものだというふうに我々はとらえて、そういう書き方をしたのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 14 日の日の問題含めて、少し意見を出してください。及川委員。 

○委員（及川保君） 確かに今、実は山本委員がおっしゃったことの続きになるのですが。今、

一生懸命、ここまでやってきているのですよね。特別委員会で議論してきていますよね。それ

が何か、きのうがっかりしてしまったのですよね。最後の、役場の、一生懸命やっているのに、

検討してやっているのに、対案とかそういうのは難しいだろうと。簡単に一行だけでこれが収

まってしまっているものですから、非常に私は、この特別委員会、もうどうにもならないなと。

こういう形にもし持っていくのであれば、まとめようが何もないわけですよ。ですから何とか、

皆さん一致団結して、そういう皆さんの意見を集約して、議会としての意思をきちっと改革し

ていくのだという思いを、ぜひ皆さん持っていただきたいなというふうに思います。  

だから、けんけんごうごうやっていいはずなのですよ。それを抜きにして、この特別委員会

はあり得ないと思いますので。 

○小委員長（大渕紀夫君） ただ、そうなのだけれど、今、山本委員外議員も言われたように、

きのうそう言っても、近藤委員に対して誰も意見言っていないのですよ。だめなのです。私が

言っているのは、そういうことを言っているのです。なぜそうなるかということの議論をしな

いと、いくらそう言っても、出ないから悪いのだとしかならないのですよ。それだけ問題点が

あると思っているのだとしたら、なぜそういう意見が出ない。意見が出ないということは、皆、

近藤委員の意見に問題点持っていないということですよ。そういうことですよ。我々は議会人

なのですから、議会でやっているのですから、そこは冷静に考えて、なぜそうなるのかという

ことを考えないと。近藤委員の意見が悪いなどということにはならないですよ。何もそれは会

派の意見ですから、私は十分。ただそれがおかしいと思ったら、「なぜ近藤委員そうなのですか。

おかしいのではないですか」と、誰も言わないほうが、私に言わせれば、よっぽどおかしいの

ではないですか。会派で何も議論をしていないということと、はっきり言えば、同じことです

よ。私はそういう議論を。そういう議論は、あそこの場でなくてはだめなのですよ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それは、私も先ほどから、それを踏まえて今後どうあるべきかという

ことでお話をしているので、後戻りだけはしないでほしいなと思いますので。先ほど言ったと

おり、具体的な、例えば 15.5％を 15％にするだとか、数字は上がってきます。それは具体的な

数字ですから、私はいいと思います。それを行政にぶつけたときに、「それはできないよ」と。

国の示された目標値を達成するためには、今、こういった改革をしていかなければならないの
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だと。「何を根拠にそういうことを言うのだ」というところまで、議会として踏み込めるのかと。

そういったところを少し、お話を聞きたかったのですよ。ですから、今まで言われていること

は、当然きのうの議論なのです。きのうの議論ができなかったということで、今回 11 日と 21

日にもう１回そこに戻って、皆さんで議論してくださいということですから、それを今、会派

の中でその反省に立ってやろうという話ですから。  

○小委員長（大渕紀夫君） そこまで氏家委員が言われたから、言えばどういうことかという

と、例えば 15％下げるということがいいのかどうか、諮ればいいのですよ。１億円減るのです。

１億円減ったらどうなるのかというのが、今、きますから。きのうつくってもらいましたから、

きますから。本当にそれで、そのときは今、近藤委員が言われたように、対案がなかったらだ

めなのです。保育所は 300 万円だから、対案がなくても何とかなるのです。言っている意味が

わかりますか。それは、個々の議員として出た分については、私は、無視はしませんよ。だけ

れど、福祉の面で弱い者を、弱者をきちっと救済するような措置は、きちっとやりなさいと。

その中に括弧でダーッと書くのはいいけれど、私が思うには、その一つ一つ全部やるというわ

けにはいかないですよ。だけれど、そうなったら、皆さん今、誰も触れないから、今、私が触

れますけれど、そうなったら、港やめなさいとなりますから。そのとき本当に港やめてもいい

のか、白老の将来はどうなるのと。そういう議論に。そういうふうにしないとだめだというこ

とを言っている。私が先ほどから言っているのは、そこなのです。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） きのうも、ですからそういった部分では、会派からいろいろな意見が

出ました。その会派に対しての自由討論ができなかったのですね。本来はそこで、例えば共産

党さんから出たもの、公明党から出たもの、また各会派から出たものに対して、その根拠は何

なのだと。今やめてどうするのだとか。ごみ袋下げることによって 1,000 万円どこから出すの

だみたいな話を。そういう議論というのは、あそこでないと具体的なまとまりにはならないで

すよね。だから、言い過ぎることは、私はないと思うのです。「何を根拠に」と、自分の考えた

根拠を示せばいいだけですから、それが現実的に合わなければ、それは当然たたかれることで

しょうし。ただ何とかそこを、例えば 100 万円でも 200 万円でも 300 万円でもそこから捻出で

きれば、町民に還元する。上げるところは仕方がない。当然国から示されたボーダーラインと

いうのは、クリアしていかなければいけないのだから。本当に 15 年でできるのかと。15 年で

やったときに、そのボーダーラインはどうなるのだみたいなところも、しっかり議論していか

ないとならないと思うのですよ。ですからそういった、具体的で友好的な策というものは、議

論の中でしか出てこないかなと思うのですよ。そして集約されていきながら、この１点絞って

この１点でもいい、２点何とかならないかという話に、だんだん絞られてくるのではないかと。  

○小委員長（大渕紀夫君） 対案でなくて、具体的で有効な提言を、何をもって議会がやるか

ということなのですよ。結果としてそれが財政の考慮をしなければだめなものか、そうでない

ものか。財政的な考慮をしなければだめなものは、ここに書いてありますから。これを見て、

これで本当に 15％ができるのかと。とういうふうになるわけですよ。それでこういう科学的な

もの試算ですから単なるシミュレーションですから、絶対町に迷惑がかからないような議論の
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仕方をしていただかないとだめなのですが、これはきのう局長が言って、行財政対策室でつく

っていただいたものですから、ここに書いてありますよね。  

 ２、対策シミュレーション、上記の増税効果半減。例えば、10％減らせばどうなるかという

のが全部出ているのです。ですから、そういう議論を今後徹底してやらなければ、まとめには

ならないだろうというふうに私自身は思っているのだけれども。細かなことは細かなことでや

ってもいいのですけれど、やはり大きな部分と、例えば弱者救済とか、町民への全体への還元

とか、そういう形のほうがいいようです。その中に、これとこれ。これとこれとこれ。を全部

財政的裏づけまでやったら、８月まで終わらないのです。そういう視点で、議論を少し組織で

きないかと、こういうことであります。これは、少し行革室とも話をしてきました。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は思うのですよ。今、例えば、特別委員会の中で議論す

ることというのは、細かい部分でいいと思います。ただ、細かい部分の集約というのは、例え

ば、これだけのことをやるのにどれくらいのものが必要なのかと。そうしたら、このプログラ

ム全体の中でどこに町民の負担を求めて、どこを町民に還元できる部分を生み出すのかという、

全体像の中で考えていかないと、私はできないと思うのです。ですから、最終的にはそこに行

くと思うのですけれど、その前の段階としてやはり議論が必要なのだなと、私は思っているの

ですよ。ですから私はバイオマスの話もしたけれど、ああいった事業だってまだまだ不明な部

分がいっぱいありますよね。ただそれは、今回の財政改革プログラムの案の中には組み込まれ

ているのですよ。計画としてお金がその中に入っているのです。きのう言ったとおり、環境セ

ンターだとか、今やるバイオマスのそういった事業の一本化みたいなものが、役割分担みたい

なものがしっかりしないうちは、そこの金のことはまだまだ議論の余地があると私は思ってい

るから、そこから何とか捻出できないかという話が出てくると私は思っています。ですからそ

れ以外にも、まだまだそういった事業というのはあると思うのです。確かに港もそうかもしれ

ません。ただその中で議論を交わしていかなければ、個々の物でぼっていったって、絶対その

ようなものは成り立たないと、私は思っていますから、その辺の話が特別委員会の中でどうや

って、司会進行の中で引っ張り出せるかが、一番の大きな課題なのではないかと思っています。  

○小委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  全くちんぷんかんぷんな話になるかと思うのですけれど。私心配な

のですけれど、きのう病院特例債の関係で数字が出ましたよね。今まで一番心配した連結赤字

比率、これが極端によくなってしまったのですよね。それで、今まで我々議論していろいろな

思いでやっていたのだけれど、これを達成、今、改革プログラムに出されている数字を間違い

なく実行していかない限り、再生団体になると。少なくとも健全化団体は避けられないよと。

それを何とか避けるために、「ここまでしなければ、やれないよ」というプログラム案が出てき

たわけで、それがきのうになって急に、数字が最終的な国のほうのことが決まって、やって、

病院特例債を借りたら、このようになってしまったよと。私個人的には、これは何といっても、

再生団体と健全化団体は何としてでも、白老の将来を考え、町民のことを考えたら、何とかこ

れをクリアしていかなければだめだと。これだけのことを思い切ってやってもらわないと、議
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員の中にも今、このときでないと、何でも町民の方にお願いすることはできないと。ある程度

お金があるときに、「これを我慢してください」と言っても、誰もそれは認めないのだけれど、

今まで一生懸命やってきたつもりがこういう結果になって、これだけ夕張みたいになってしま

ったら、今、使用料・手数料も３倍、４倍になる、税金もばんばん取られる、サービスは全部

切られるという状況になったら困るから、最低でもここまでお願いしたいという思いで出して

いる改革プログラム案ですから。そういう思いで考えると、これはなかなか、これ以上あれも

やめろというわけにもいかないし、これを我慢してやって、もし数字がこのとおりにいけばい

いけれど、事務事業の見直しと何十万か出ているけれど、それだって 100％補償されているも

のでないから、やってみないとわからないですから。少しは大目、大目の、クリア完全にでき

るという形で進めないと、「少し計画狂いました。再生団体になりました。健全化団体になりま

した。」という形では、やれないと思って、これは絶対安全圏を見て、これだけはならないため

に、町民にお願いしよう、企業にお願いしようということで出てきた数字だと思っているから、

これはやはりいろいろあっても、ある程度細かい修正はあっても、大筋やっていかなければ、

お願いしていかなければだめだなと。  

ところがきのうになって急にこのような数字になったら、「いやいや、こんなにしなくても、

もう少し緩やかにやればいいのではないか。」という話が、きのうになってから急にまた、皆さ

んの思いもあると思うのです。やはり赤字が減っていないよと言っても、当初の目的は赤字で

なく、そういう比率でもって夕張みたいになるから、こういう計画を立てた背景もあるわけで

すから。そうなってくると非常に、今後の中で皆さんの考え方をどこに置くか、赤字減らすた

めに早く減らしたいと。そしてサービスはある程度我慢してもらって、財政的によくなったら、

新たに町民にサービス還元していこうというような形に立つか、やはりその辺の皆さんの考え

方によって、このプログラムをどうするかと。もう少し緩やかに行こうというような形に、な

んとなくいい面で少し変わってしまったので、そういうような思いがいろいろあって、それぞ

れの議員の考え方が、「いやいやこういう数字だったら、もう少し緩やかにしても、19％なのが

15％ぐらいあってもいいのではないか」と。それだったら、それでやっていくべきではないか

という考えになると、これもいろいろ見直したり、あれも見直したり、「あれも安くして」とい

うような形になっていって、今、ここに来て、皆さんの大前提になっている思いが、少し変わ

ってくるのではないかなと思って。そういう面ではやはり、どこに大きなあれを置くか、その

辺も十分に考えて議論していったほうがいいなと思うのですよね。町民の痛みは少なければ少

ないほどいいのだけれど、そうすれば、そうするだけ伸びていくと、借金は減っていかないと。

だけれど数字はある程度クリアしていくのですよね。とこうなってしまうと、難しいなと思っ

て。そういうことを考えてすると、そういう面で、皆さんで十分議論をして、まだまだここで

決まるわけでもないし、これからも議論あるのだろうけれども、やはりものすごく、ここ何日

かで、感覚が変わってしまったなと。きのうでもってがらっと、私も狂ってしまったような感

じがしたのですよ。だけれど、数字が数字だから、やはり皆さんの思いもそこに切りかえて、

もっていくべきなのかなと思ったり。  
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○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 今の議長の話は、私は特別委員会でしていただければいい話だと思っ

ています。ただ、病院の特例債を借りたことによって、例えば、比率は下がります。確かに下

がるかもしれないけれど、実際持っている赤字は変わらないわけですから、今後病院だって建

てかえのことを考えていかなければならない。内部の改革だって、まだまだこれから進めてい

かなければならない。本当に悠長などできない状況の町立病院だと私は思っていますから。皆

さんはどう思っているかわからないけれど、私はそういうふうに思っていますよ。だから、町

立病院が比率的に、一時的に数値が下がったにしても、これからどうやって運営していかなけ

ればいけないかという問題は、まだまだそこに残されていますから。ですから、私は決して比

率が下がったから、そこだけで安心などできないと思っていますよ。このままでいったら、ま

た町立病院なんか同じことになりますから。どこかで改革を進めていかなければ、私は進まな

いと思っていますから。ですから、そういった議論を、今の議長の思いを、特別委員会の中で

どんどんやるべきだと思うのですよ。結局こういう考え方だけではなくて、比率が下がったの

だから、10 年を 15 年で見ればいいのではないかみたいな、そういういろいろな話も出てくる

と思うのですよ。だから、そこで議論を戦わせることが必要なことかなと、私は思っています

から。それは今回の進行の中で、どうやって進めていくかということで、今、今回の小委員会

が開かれていると思いますので。  

○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）  きのうの会派のそれぞれのまとめが出てきた時点においては、

特例債の関係で数字がダウンしたというのは、皆知らないですよね。知らない中で、それぞれ

の会派のまとめで出てきているわけですから、これは金額がわかったから少し雰囲気が変わっ

たというよりも、やはり、うちの会派はそういうまとめをしているのですけれど、これからも

のすごいインフレ経済になっていく中で、本当に町民も中小企業も耐えていかれるのかどうな

のかという懸念の中から出てきているものですから、必ずしも特例債のことで、これから気が

緩むだとか何とか、そのようなことではないというふうに私は思っていますけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 議長に２点ほどお聞きしたいのですけれど。 

 今、議長の発言で私がわからなかったのは、きのうの町の説明で、病院の特例債の部分で借

りる部分が突然出てきて、楽になったと。何もそんなに心配することないではないかと。こん

なに厳しいことをしなくてもいいのではないのかと。こういうご意見なのかというのが一つお

聞きしたいことと。 

町のほうも何回も言っているのですよね。確かに数字的には今、皆さんがおっしゃっている

ように、非常に楽になったと。健全化団体は回避できる公算が高くなったと。これで安心はす

るのだけれど、だけれど赤字は減っていませんよと。非常にこの部分が私、ずっと 20 年近くも、

それはやはり、皆さんの思いは赤字の部分なのですよ。これをずっと積み重ねてきたことが、

今の状況になっているわけですよ。だからそれを今、どういう対策を議会として立てていくか
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ということが、私、一番問われていると思っているのです。そのあたりは議長どういうふうに

お考えか、お聞きしたいのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  一つは、私が先ほど言ったように、そう思ったのです。だけれど、

そう皆さんが思われると、例えば今まで町民に負担を強いているというのを、「これもよくした

ほうがいい」、「これも我慢してやったら、これもやらないほうがいいのではないか」という形

に、行きやしないかなと。皆さんがそう思わないかなと思ったら、たまたま、私がそう思った

ものですから、皆さんもそう思っている人いないのかな、というような思いで話したので。 

そうでなくて、私は、２番目に言った赤字を減らすのが最大、数値はどうあれ、赤字を減ら

すのが私は絶対必要だと思いますから。これはぜひ今までと同様な考えで、この赤字だけは何

とか 10 年間でゼロにするのだと。ゼロにするのだという思いでもって、いろいろとプログラム

案を議論してほしいと、そういう意味なのです。だから、数字がこうなってしまうと、とかく、

数字がこうなったから町民に言ったときに、「数字がこうなっているのに、なぜここまでやらな

ければだめなのだ」と言われたときに、議員として、今までの過去の経緯から言っても、こう

いう赤字になったら、何かあったときにとんでもない目に合うのだから、これはきちっと、こ

れから赤字を解消するような形で、我々一生懸命、そういう思いでこのプログラム案を議論し

たのだというような、そのくらいのきちっとしたものを持ってやっていただきたいという、そ

ういう思いで言ったので。その辺だけ誤解しないでいただきたいな、というぐあいに思います。  

 私も数字はどうあれ、赤字をこれ以上、町民に懇談会でも言われました。「黙っていればいつ

まで赤字ふやすのだ」というようなことも言われて、これだけは絶対、赤字をつくってはまず

いという思いで、このプログラム案を検討しているのだ、というような思いを持っていただき

たいという意味で、あえて先ほど申し上げたまでです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） それに関連づけてですけれども。きのうも前田委員のほうから、経常

収支比率のことも出ていましたよね。多分今は連結云々で言っていますけれど、実際問題、私

もそう思うのです。そこをしっかり管理していかないとならないだろうと。一つのボーダーラ

インというのが、あそこにあるような気がしてならないものだから、あそこのチェックは、し

っかりしていかなければならない。そういったものも、多分具体的な意見として、21 日の議論

の中には当然出てくる話だと私は思っていますから、その辺については特別委員会の中でしっ

かりとした議論がなされればいいかなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今、言われたのは、ガイドラインのことについてなのですよ。多

治見市は４つの指標でやっているのですよ。償還可能年数と経費の硬直率と財政調整基金の充

足率と経常収支比率と。この４つでやっているのです。ただ、白老町の状況で、今、ガイドラ

インをつくるとしても、つくりようがないのですよ。経常収支比率 100 なのですよ。望ましい

のが 85 だと決めたって、どんなに頑張っても 85 にはならない。85 のところが 83 というので

あればいいのですよ。85 のところを88 以上にしてくださいというのであればいいのだけれど、
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今の状況では数字的にはならないのですよ。そこのところを間違って我々とらえたらだめだと

私は思っているのです。だから、例えば町は新たな指標を考えるというふうに 102 ページに書

いているのですよ。「何かあるのか」と言ったら、「まだ考えていない」ということです。それ

はそうです。28 年になったときに考えるというのであれば話はわかるのだけれど、ここから行

ったらだめだというのだからいいのだけれど、今、手一杯行ってしまって、下がってくるのに、

ガイドラインもへったくれもはっきり言ってない。今、議長が言われたように、赤字を減らす

しかないのです。だから、ガイドラインの概念を、私は変えなければだめだと思っています。

きのうは数字だとか何とか、数字出せばガイドラインみたいに、ガイドラインだからそう思っ

ていますよね。それで私は、ガイドラインと具体的な提言とは別ですよと言った意味は、そう

いう意味なのです。ガイドラインを決めても、どうにもなりませんよ。これから下がっていく

のだから。ガイドラインの部分は、そこは少し知恵を出さなければだめな部分かなと。きのう

少し考えたのは、予算委員会と決算委員会と今までと違った、細目は細目でやるけれど、そう

でない予算委員会と決算委員会のやり方を私は考えなかったら、そこしかないなと。これは３

月と９月なのです。ちょうどいいのです。このときに財政改革プログラムと突合して、全体的

にどういう状況かということをきっちりつかむと。そういうガイドラインの持ち方しか、ほか

にまだいろいろあるかもしれないけれど、私は数字でガイドラインをつくってもだめだと思う

のです。そこら辺でガイドラインの認識が、きのうの認識は数字つくって、そこまで行ったら

だめよというような認識のような、全体の認識がそういうように思ったものだから、それで私

言ったのですけれど。それはあとで議論をすればいいのだけれど、そういうことを考えないと

なかなか大変かなというふうには、多治見市のやつを読んで感じました。山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  全然精査していないのであれなのですが、例えばガイドライン

が 70 なり 80 あるとしますよね。今、現在、白老はほとんどのやつがそれ行ってしまっている

わけだから、それはもうだめかもしれない。しかしながら、その数値は何年までにこれにもっ

ていこうとか、それくらいは、私はできると思うのですよ。超えているからだめとかではなく

て、それも一つのガイドラインの見方ができるのかなと思うのですけれど。目標の金額や数値

を決めて、いつまでに、ここまで行っているけれど、何年までにここまでもっていくとかね、

それもできるのかなと思うのですけれど。 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  それと、そのガイドラインの件ですが、前回やった特別委員会での

検証の中で、今後、今までの反省を踏まえて、今後議会の財政状況、こういうチェックの指標

で、今までにない、今まで指標でやってきたけれど、今まで指標に余りこだわらないでやって

きた部分があるから、今後の我々議会議員としてチェックする場合には、この数字を最大限尊

重してチェックするよと。そういう、前回の検証した結果、こういう形で今後は我々議員とし

て財政状況をチェックすべきだよと。この数字とこの数字とこの数字を最重要課題でやってい

くよと。今までの甘いチェックではないよ、というような、こういう数字のガイドラインの示

し方。例えば、それが経常収支比率で 85 以上だったら絶対認めないよとか、そういう感じで。
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今までは町で言われると、６になっても７になっても、そのうち下がるから「仕方ないか」み

たいな形でチェックするのではなく、お互いこれ以上は絶対行かないような形を取りますよと

いうような。前回の議会活動の中でチェックしたやつではまずいから、新たにこういう手法を

取り入れて、今後チェックしていきますという、前回の反省の上にたったやり方と、今回財政

改革プログラムを遂行していく中で、こことこことここをポイントにチェックしていきますと

か、そのようなところ。今、小委員長が言ったのは、前の検証の結果、今後こういう課題で議

会をチェックしていくと言ったのか、それとも改革プログラムに対するチェックをこういうぐ

あいにやっていくべきだと言ったのか、どちらですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 私が言ったのは、これを十分読んだのです。例えばこれでやる場

合は、指標がそこまでにならないとだめですよね。例えば押さえると言ったって、今押さえら

れていないわけです。あともう一つ言っているのは、独自の歯どめの数値を考えると言ってい

るのです。その独自の歯どめの数値というのは、きのう行って聞いたら、多治見市のことも、

はっきり言えば、「これで歯どめになりますかね」という感じなのです。町も現段階としては考

えていない。だから、前田委員の言っているようにこれから考えるというのであれば、一緒に

できるかもしれない。だけれど、数字を考えるという状況という、そういうことでは、聞いて

いると、どうもないようなのです。それが歯どめにはならないよというのです。それを歯どめ

にしても、今の状況では無理ですよというような言い方です。だから、町の言うとおりにやる

とかそんなのではなくて、今、新たな指標が我々で議論をして見つけられるのであればそれに

こしたことがないし、それはいいと思うのですが、そうでないとしたら、今、山本委員外議員

が言ったような形にしかならないのです。経常収支比率が今 100 なのに、85 にするには来年 95

にしましょう。再来年 90 にしましょうというふうにしかならないわけですよね。その議論は、

それはそれで目標としてはいいのだけれど、果たしてそれがガイドラインの歯どめということ

になるのかなということで、少し言ったのです。だから、こういう発言があそこで出て、誰か

が少し違ったことでも言って、けんけんごうごうになればいいわけですよ。山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  私などそうだったのですが、あの場で、それぞれ会派でまとめ

て出てきましたよね。具体的に港湾を中止するべきだというところもありましたよ。だけれど

私はそこで、政策的な考え方の違いで出していったら、委員会がまとめるのにまとめづらいの

ではないかなと、逆に思ったのですよ。正直言って、私は町立病院に関しましては、建て直し

の財源、これをどうやって確保するのかなと。これをすごく心配しているのです。利用率も低

いのに、確かに医療難民のことは一つありますけれど、あれだけしか利用しない、みんなよそ

の病院に行っているのに、本当に町立病院でやっていくのがいいのか、建て直すことを考えた

ら、診療所でよかったのではないかという気持ちも半分あるのですよ。そういう政策的な違い

をどんどんやっていったら、なかなかまとめにならないのかなと思ったものですから、そこで

はけんけんごうごうやめたのですけれど、これからやはり絞っていく意味は必要かと思います。 

 それから、先ほどのガイドラインの話なのですけれど、私は、この『議会だより』、これに町

民と約束しているわけですよね。こういうことをやりますと。これはもうやっているわけです。
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そのときだって、経常収支比率はものすごく悪い状況の中でこれを出しているわけですから、

町民との約束は守っていくべきだと思いますから。多治見のやつを見ましたら、財政向上目標

と出ているのですよ。経常収支比率 88%、経費硬直率 70％と出ていますよね。こういうような

設定の数字はわかりませんけれど、白老町としては、いついつまでにこの目標に向かってやっ

ていきますと。その上で議会は、事業の見直しだとか、そういうところをきちっとチェックを

入れていきますだとか。やはり目標数値は出さないと、これの約束を議会としては町民に守ら

ないというふうに私は思うので、やはり何らかの形でガイドラインは絶対に、これはやるべき

だというふうに思いますけれど。これは特別委員会での意見になるかどうか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 私も実は、そのとおりだと思います。今、山本委員外議員がおっしゃ

ったように、町民との約束事は、どんな難しい状況、今、あるかもしれません。しかし今、言

ったように、１年、１年の監視機能を何とかして果たそうというのであるならば、段階的に、

急激に経常収支比率を 86 に下げるとか、絶対あり得ないわけですから、とりあえず来年度は、

例えば 98 か 99 に、多分間違いなくなると思うのです。その部分を、一つ一つ段階的に設定し

ていくと。そのぐらいのことは、やはりやっていきましょう。できないということは、絶対あ

り得ないはずですから。ただ、文言で監視するとか、先ほど小委員長がおっしゃった予算委員

会、決算委員会もありますから。  

○小委員長（大渕紀夫君） どうして私が言ったかということをわかってほしいので、こうい

う議論をするために言ったのですよ。この議論をここでしようとは、私は全然思っていないか

ら。ほかにいろいろな事業、言うことはいくらでもあるのです。反論もしようと思う。そのよ

うなことをここで議論しているのではないのです。違うのです。今のようなことを隣でするた

めにどうするかと議論しているのですから、そこをわかっていただかないと。  

○委員（及川 保君） 私はわかっているのだけれど、なかなか委員長としても、それはうま

くいかないのですよ。  

○小委員長（大渕紀夫君） なぜこれを出したかというと、これは、今、議長が一番心配した

ことを出しているのです。 

 結果として、見ていただいて一番下の対策後のシミュレーションというのを全部やっても、

10 年たったら 247 億 3,000 万円の赤字が残るということなのですよ。税半減して、下水道料金

半分にして、保育所料金やめて、一般職の給料半分にしたら、10％にしたらどうなるかという

のは、10 年たったら 247 億 3,000 万円の赤字は残っているということなのですよ。だけれど、

１度も引っかからないのですよ。  

それでは、暫時休憩をします。 

休憩 午後 ２時１５分  

                                         

再開 午後 ２時３０分  

○小委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。 
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 この資料につきましては、これは公式のものではございません。案というか、つくっていた

だいたということですから、これを根拠に「こうなっているけれど、なぜこうなのだ」とかと

いうのは、言わないでいただかなければ、町の資料をもらえなくなってしまいますので。返さ

なくてもいいですよ。これはいい資料ですから。  

 今後の議論の仕方なのですけれど、小委員会は細かな問題提起をしてやるわけにはいかない

という状況であります。そうであれば、どうするかということなのですけれど、一つは先ほど

私がお話しましたように、ガイドラインというものの認識をどうするかというあたりの議論は、

これは、先ほどもなりましたけれど、議論になる部分なのです。ですから、そういう議論が一

つの組み立てとして必要かなと思います。当然、多治見市のような状況になったらどうかとい

うことで、まだ町側は検討していないのですね。この４つの指標に、経常収支比率は出ていま

すけれど、それ以外のものについては数値を入れているかどうかという確認はしていないのだ

けれど、それをやる以前にやることがたくさんあるようです。ですから、そういう状況ですか

ら、この議論をどこかで１カ所やる必要があるだろうと。 

 もう一つは、やはり、町民の意見はあるのですけれど、これですね。会派から持ち上げられ

た意見、これを先ほど私が言いましたように、具体的で有効な提言として、何を取り上げるか

という議論をすべきではないかと。順番にやるという手も一つ、手があるのですけれど、私は

この中から何を議会として取り上げるのか、まず皆さんで議論したらどうかと思うのですよ。  

 例えば 1.55 にするという意見がありましたよね。固定資産税の税率は今のままでやらないと

いうのが、会派で３つぐらいありましたよね。それについて提言を盛り込むかという議論をす

るわけですよ。「盛り込みますか」、「財源どうしますか」と、こうなるわけですよ。そのときに、

それでも意見が出なければ、はっきり言ってもう知りませんよ。あり得ないですよ。意見は絶

対出ますよ。そういうことで、そうであればそれに基づいて港の問題が出るでしょう。そうし

たら港の議論になります。それはプラスとマイナスだから、なるわけです。プラスとプラスだ

ったら、ならないのだから。そういう形で、ややフリーに近いのだけれど、最も核心に迫れる

部分、要するに、具体的に有効な提言を町民の皆さんは期待していると。議会として本当にそ

れが果たせるかどうか、皆さん会派から出た意見はこれです。これ以外になったら、どうぞ出

してくださいということを含めて、この中で一番大きなものは何かといったら、まず１億円の

固定資産税の半減というのが、毎年１億円ですから。その次に役場の職員をやったら、半減し

たら、何年からやるかは別ですが、３億 5,000 万円だから。だから、そういうような意見が出

ているものですよ。ここにあるもので、そういう形で少し、１回、議論してみたらどうですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 今、小委員長がおっしゃったやり方、進め方。私はせっかくここに各

会派、無会派含めてこういう意見が出そろったのですよね。出そろっているわけだから、この

一つ一つを今、事務局でまとめてくれましたから、これを皆さん、次は 11 日ですから、これを

皆さんに。これを送ったらまずいですか。これは周知するというのはいかがですか。これを送

付してもらって、会派の代表が今、来ていますから、これをどういう形でするのだと。要する
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に、それぞれの案は出ているわけですから、対策をどうするのだということをきちっとそれな

りに考えておいてくださいと。言ってほしいのだと。こういう話を伝えておいていただければ。  

○小委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  小委員会に任されたのは、要するに、特別委員会の議員から、まと

めはそれぞれの会派から出ているのだから、小委員会でこれを全部そのまま載せていくのか、

それでも取捨選択して、いくらか載せて、今、小委員長が言われている具体的で有効なものが

どれに含まれているか、それを取捨選択して、何項目かにして全部出すか、何項目かに絞って、

それで 1.55 にするのであれば、財源をどこに求めるか、というようなことを、それらもある程

度ここで絞って、小委員会でやると。そして、責任を持ってそれの結果については、「代表が会

派に徹底するのだ」というところまで行って、小委員会に任されたのですよ。この中でそれを

やるのですよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） それをもしやるとしたら、これは無会派の方を入れないわけにい

かなくなるのですよ。それで、そこは議長の意見のとおりだったと思います。ただ、あくまで

も私の認識は、これで十分まとまっているという認識です。これだけまとまっているわけです

から、皆さんの出た意見が落ちていると困りますから、これはこれでありますよと。この中か

ら本当に集中して、具体的で有効な提言をどれにするか、これについては小委員会でやるわけ

にはいきませんから、ここでやってくださいという定義の仕方をすると。皆さんがまとめてと

言うから、まさかこれをみんな見ながらやるわけにいかないわけだから、まとめは議会事務局

ですけれども、やっていただきましたというような形はまずいですか。私はそういうふうにす

るしかないかなと思って、そういう考えです。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  先ほど無会派の方、まとめですから、無会派の方を抜いているわけ

ではありませんよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） 入っています。  

○議長（堀部登志雄君）  全部入っていますから、それを誰が出したかわからないような形に

なっていますので、これを皆さんで検討して、この中のこれとこれとこれを取り上げてやって

いくかということについては、私は小委員会でやってもいいのではないかと。これ、また特別

委員会に持って行っても、また今度新たなものが出てきたり、これだあれだという形にならな

いですから。その辺はどうですか。その辺がまたすごく時間がかかるような気がしてならない。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） これは結局議会事務局のほうでまとめていただきましたけれど、小委

員会としてこの内容でやりましょうと。この内容について、皆さんともう１回議論深めたいと

いうことでやるのであれば、私は問題ないと思いますけれど。小委員会で先回のやつを、先ほ

ど、最初に私が謝らなくてはいけなかったのは、例えば会派に持ち帰ってまとめてきなさいよ

と言われたやつは、本当に手書きで出したこと自体がとんでもない話だったのだけれど、ただ、

今回こういった形でまとめていただいて、小委員会の中での取りまとめ事項として、そして、

きのうの反省点に立って、もう１回皆さんと議論する。そうしないと、小委員会で最後まで取
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りまとめするならいいのですけれど、最終的には特別委員会の取りまとめになりますから、そ

ういった面では、このやり方というか、こういった形の中で、１回特別委員会に戻して議論し

てもらうことが、一番いいのではないかなと思うのですよ。私はそういうふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかの方どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私は小委員長が冒頭話されたように、今、事務局でまとめていただい

たこれを基にして、それぞれの議員にこれを事前に送っていただいて、そして、それなりの考

えをきちっとまとめてきてほしいということで、11 日、14 日、議論していただきたいです。 

○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）  山本です。無会派の議員が堂々と意見をそこで交換し合うため

にも、そのやり方がいいと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私は、これは小委員会である程度項目を決めて、特別委員会に出すと。

そういう形のほうがいいと思いますけれど。そうしないと、また元に戻ってしまって、同じこ

とを繰り返すような気がしてならないのです。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 今の近藤委員のお話に反論するわけではないのですけれど、今、近藤

委員は大変な議論をしたというようにおっしゃっているのですけれど、全然議論をなされてい

ないことが、私は今の現状を、非常に危惧しているのです。何にも出していただいていないの

です。感想というか、お話されている議員はたくさんいますけれど、そうではなくて、しっか

り議論していただきたいという意味で、ぜひ全委員の中で議論していただきたい、決定してい

っていただきたいと、こういうような思いです。  

○小委員長（大渕紀夫君） いろいろ意見出ていますけれど、この中身の、これをこういうふ

うにまとめたということについては、皆さんよろしいですよね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） これは、非常によくまとまっていると。そうであれば、例えば、

こういうやり方もあるのですよ。基本的な事項、これは２つとも必要だと思うのです。それか

ら定数管理及び、これについては、一くくりになりますよね。次の部分は。事務事業の見直し。

ここで言えば、これは一くくりにならないと私は思っているのですよ。特に振興公社の問題は

どういう結論になるかは別にして、町は全く触れていない部分ですから、ここは触れるべき部

分。私が言ったから言っているわけではないですけれど、これは、やる意義がある中身だと私

は思っています。ですから、ここは少し別ですけれど、町民サービスの見直しは、プラス・マ

イナスがあるのだけれど、これは一くくりになる部分なのですよ。投資的経費、これは少しだ

めね。これは港がありますから、まさか一くくりというわけにはいかないですよね。そういう

ふうに少しやっていって、そして、ここは中心的に議論をしてもらうところですよ、というよ

うなことにすれば、そこが浮き出ると思うのですよ。ですから、裏で、下水道料金の見直しは、

これは下水道料金の見直し１本でいいですよね。町有財産は、これは１本でいいですよね。超
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過課税の部分について言えば、ここは超過課税の実施なのだけれど、２番目の具体的な数字が

出ているのはここなのですよ。そうでないと、全額やるのであれば、２億円、半分やるのだっ

たら１億円なのだから。具体的にならなければだめなのだから、そうなれば、２番目あたりが

中心になるのです。保育料はそのまま一つでいいですよね。国保も一つでいいですよね。そう

いうふうにして、重点的にやれる部分と、やれない部分を、そういうふうにしておいて、議論

をするというのはどうですか。 

 そうすれば、議長が言われたところも一定限度は、数全部総なめでなくて、議会事務局でつ

くってもらって、何回も言ったから、もう言わなくていいと思うのだけれど、小委員会として、

議会事務局にも手伝ってもらって、こういう洗い出しをして、重点はこことこことここですと。

「ここについて集中的に議論をされたらいかがでしょうか」というような、定義の仕方という

のはどうですか。 

〔「よろしいです」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） そうすれば、もう少し焦点が絞られますよね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  もう１点は、定数管理のところもそうですし、水道料、保育料

のところもそうなのですが、具体的でないのですよね。というのは、これだと議会の本当の意

見にならないというか、今 38 人、これから 10 年で削減すると言っている。本当にもっとスリ

ム化を果たすのであれば、数字を示さないと、どれだけ対策額が出るかというのは、出てこな

いのですよ。今、臨時・嘱託の人数というのがわかるのですよ。それをどうするのか。ただ「減

らせ、減らせ」と言っていても説得力ないし、具体性がない。その辺の議論というのは、当然

持つべきだし、必要でないかなと、事務局としては思うのですよね。嘱託・臨時で今、138 人

いるのですよ。それを３分の１減らせとかという方向性がないと、いくら対策額が、どちらに

いくら浮かせるかというのが、余りにも具体的でないという。今、少し、その辺が、思ったの

ですけれど。その辺は、議論の中で詰められるかどうかというのは、わからないですけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 定数管理と、下水と保育料。保育料は 300 万円全部ではないので

すか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  軽減と段階的な見直し。全廃制というのは、はっきり言ってい

るのはなかったです。全廃なら全廃という形で、ある程度ここでまとめて提言をしたほうが、

逆に、その部分だけはこういうふうに出ているけれど、議論していただいて、そうすると非常

にまとめやすくなるのではという気がするのですよ。 

○小委員長（大渕紀夫君） もしそれが１つでも２つでもきちっとしたものが出ていれば、素

晴らしいまとめになると思うのです。  

○事務局長（上坊寺博之君）  このシミュレーションで言っているのは、下水道半額というと

ころですから、半額という議論を戻さない限り、また議論が漠然として、詰まらないのかなと。  

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。定数管理及び総人件費の見直しの部分については、

一つは、そういう資料を付記して、委員長がここのことについて具体的な提言がある場合は、

どういう提言ですかということで、この項目やるときに提起してもらう。そのほうがいいと思
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うのですよ。会派で、議員で出しているわけだから。それから下水道料金については、どれだ

けと。半減するのか、全廃するのか、根拠を含めて具体的に出してもらうと。だから、実際き

ょう皆さんに送ってほしいと。私のほうから電話でいろいろとこうだという話をしますので。

出ないですか。厳しいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、これ、提案した人がいるわけですよね。  

○委員（及川 保君） その説明が漠然とそうなのだということならば、多分、議論にならな

いですよね。うちとしてはいろいろなものを出したのだけれど、そこまで突き詰めて実はやっ

ていないのです。そこまでの指示もなかったから。だから「この中で決めてしまって」という

意見も出るのです。１日議論しても、出るわけないのですよ。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今の若干説明して。  

○小委員長（大渕紀夫君） とりあえず、今の資料を説明します。  

○事務局長（上坊寺博之君） 人口規模の似通っている団体の職員数なのですよ。と言うのは、

特殊要因がありまして、消防、病院、これを持っていないところについては、数が上がってこ

ないのですよね。また、別な施設が持っているところもございますし、単純に管理部門で見な

ければならないということなのです。それで、ここにある団体 16 の平均値が、217 なのですよ。

白老が減らして、今、現在 185 と。決して今、べらぼうに多いという数字にはなっていないの

ですよ。美幌の 102 というのは少し疑問ですけれど。美幌は現実に、新しい仕事は何もできな

いそうです。そのような状況だそうです。こういう状況になっているということを、まず押さ

えながら話していただきたい。 

 それと、次の裏のところは年度の表なのですよ。職員総数と嘱託・臨時の数、20 年度で 417

名になっています。最盛期は平成７年ぐらいで 640 人で、嘱託が 88 名で、臨時が 160 名、職員

数が 237 名が一番多いのですね。８年度で。すごく減っていることは減っているのですけれど。

この中で、やはり議論をしなければならないかなと。本当に減らすなら減らすで、町民サービ

スの部分も減らざるを得ないのですよ。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今、説明をいただきました。それで、先ほどの話ですけれども、

11 日は３時間ですので、その場で一応議長のご意見もございましたけれど、「意見ありません

か」ということで、問うというふうにしたらいかがですか。３時間しかありませんので、そし

て 14 日、21 日と引き続いていくわけですから、少なくともそういう状況で言えば、出された

方いらっしゃるわけですから、思いもあると思いますので、そういうことはやはり伺うと。「具

体的にこのことについてはどうですか」ということで、伺うということにして、少し見ると。

３時間ですから、今回いろいろの議論があった中でですから、先ほどガイドラインのこと言わ

なかったけれど、最後にガイドライン、ふるさと納税の問題もございますので、そういうもの

もチェックして、一くくりにできるところとできないところをちゃんとして、そして問うと。

ただ問うと言っても、これは３時間でできないですよね。どこまで行くかというだけの話です

よね。だから、入りやすいところから入ると。例えば３年間から入るのでなくて、入るなら３

年間から入ってもいいけれど、入りやすいところから、先ほどから、議会として、しつこいけ
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れど具体的で有効な提言をどうするかと。そこをメインにして迫るというあたりでいかがでし

ょうかね。生ぬるく行くのではなくて。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） ふるさと納税だとか寄付条例の関係は、うちの会派から出した問題な

のですけれど、例えば今回の財政改革プログラムに反映させようと思っても、これはあくまで、

例えばインターネットで公開したり、条例制定して、入ってこなかったらわからないお金では

ないですか。考え方、私、こういう考え方の中でやってもらいたいのだけれど、これが始まっ

て、１年、２年たったときに、これだけのお金が集まりましたと。これをどうしますか。福祉

に使いますか、何に使いますかという形の中での考えしか、私はできないような気がするので

すよ。ですから、そういった面での少し抽象的な部分もあるのです。私が言ったごみ袋の値下

げについても、例えば、バイオマスの関係の運営がしっかり、はっきりわかった段階で、そう

いった数字というのが出てくるではないですか。当然ですね、８月 10 日までにまとまるかと言

ったら、はっきり言ったら、まとまらないですよ。その辺をどう反映させるかなのですよ。そ

ういったものも 11 日のときに皆さんと一緒に考えていただければなと思いますので、そういっ

たことも考えて。  

○小委員長（大渕紀夫君） それはそれで、今の考え方でいいのではないでしょうか。ただ、

反映できないものが議論できるかと言ったら、時間があれば議論できるけれど、時間なかった

ら、議論できないということになりますよ。それは議会ですから。しかし、白老の将来を考え

れば、それはとても大切なことになるでしょうから、例えば一般質問なり何なりで、生かすこ

とは十分できますので、そこは割り切っていきましょう。今回間違いなく文章化して、議会と

して提言できないことについては、カットせざるを得なくなるかもしれません。そこはやはり、

はっきりしてやりましょう。そうでないと、議会ですから、引っ張ってやったって仕方ないで

すから。事実から出発するしかないですから。山本委員外議員どうぞ。  

○委員外議員（山本浩平君） まとめた内容についての、出ているところの会派について少し。

及川委員のところにお尋ねしたいところが２点ほどありまして。この財政の関係の中で、町民

サービスの見直しですね。例えば、町立病院の人工透析の設置とありますよね。これ、今まで

ないものを、逆に町民サービスとして上乗せする内容になっていると思うのですよ。例えば、

これ、たまたま町立病院の人工透析ですけれど、「小学校に図書館をつくるべきだ」とかという

内容と、それほど変わらないと思うのですよ。ですから、今回のこの財政のことに関して、こ

ういった具体的なものは、こういったところで出てくるのではなくて、それこそ一般質問だと

か、そういうところに出してくるべき内容だなと、私がそう思うというのがまず１点。 

 もう１点が、町有林・町有地の処分。これは、安すぎるから、もっと議会で議決した上で検

討して、どうせ売るのであれば、もっと財政にプラスになるようなことで検討すべきだという

意味合いなのかどうなのか。その辺で出てきているのか、その辺を少しお尋ねしておきたいな

と。ここで聞くことかどうかわかりませんけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君）  まず１点目の人工透析の部分です。実はこれ、もう始めて結構なるの
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ですよね。それで、これをずっと年間 500 万円ぐらい経費としてかかっているそうなのです。

専門の運転手がいたり、バスの確保とかいろいろやっているみたいなのですけれど、この部分

を逆に透析機能を備えたほうが、ランニングコストを考えたときに、結果的に経費としては安

上がりなのではないかという。それともう一つは、町民の大半が、皆さん遠いところを通って

いるのです。込み合っているものですから。結果的に病院に着くまで１時間半ぐらい。初めに

乗った人は、ぐるっと拾って、こう行くものですから、かなりの負担がかかっているみたいな

のです。今、山本委員外議員がおっしゃったように、この部分は今回の案の中に出てくるかと

いったら、たまたま会派の中で議論をしたものですから、それが出てきたものですから、大半

はこれ、入れたのですけど。言われれば確かに、今回のプログラムの案件ではないなという思

いはしております。ですから、個々の議員活動の中でやるべきことかなという思いはあります。  

 それともう１点の町有地、町有林ですね。これは実は大きな問題だという思いで、出した委

員はおっしゃっているのです。今、これは産業厚生委員会の中でも先般やった案件みたいです

けれども、要するに、議会を通らないで、いつの間にか財産が売却されてしまっていると。こ

れは非常に、今後白老町の厳しい状況の中で、これがどんどん進められていくという。だから、

山本委員外議員がおっしゃっているような状況では、実はないのです。そういう心配が、樹木

とか山とか山林というのは、非常に町の大きな財産だと。それがいつの間にか消えていくとい

う、民間に売り渡されてしまうということが、非常に町民にとってもマイナスだ、損失だとい

う思いでの考え方、提案なのです。ですから、財政が厳しい状況ではないという意味から、今、

この２点指摘されましたけれど、今回のプログラムには余り関係ないなという思いではいます。 

○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）  なぜここでお尋ねしたかというと、これに基づいて議論をする

ということになっているものですから、ですから、こういった質問が出てくる可能性もありま

すし、逆にいろいろな議論になっていくのではないかなと。ここで話さないほうがいいのでは

ないかなというような話にもなってくるかなと思うのですよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） そうですね。そういう部分が、この中にはかなり入っていると思って

おります。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私は本当に、こういった話が、この小委員会で進められることが、す

ごく理想だと思います。これも会派に持ち帰って、これは一般質問でしっかり戦うというか、

行政としっかり指摘をしながらやっていくのだという部分と、今回の財政改革プログラムに盛

り込むものというのは、本当にある程度数字的にも具体的なものがなければできない話ですか

ら、そういったところを会派の中でもう１度考えてやらないと。それこそ限られた時間の中で

もやっていかなければいけない問題ですから、そういったところを私達も認識して、持ち帰っ

て、会派の中で話をしたいなと思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 
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○委員外議員（山本浩平君）  直接関係ない話になるのですけれど、循環福祉バスの料金体系

の話、この間出ていましたよね。それで、松田議員から、地場産業の育成を考えた発言で、白

老交通という名前も直接出てきたと思うのですけれど。皆様にも誤解がないように、会派の会

議を開いたときに、お話していただきたいことが１点ありましてね。 

それはどういうことかというと、実は昔、まだ有料化されていない頃、ちょうど「なぜ道南

バスなのだ」と。地元でやらせればいいのではないかという町民の声が本当に相当ありまして、

私もいろいろな機会で、「どうしてあなたのところでやらないのだ」とか何とかこういう話が、

いろいろな人から、すごい声がありまして、ちょうどそのタイミングで、実は規制緩和化がか

かって、バスの許可というか、免許が取りやすくなったのですよ。昔は、観光貸切、一般貸切、

それぞれ全然取りにくかったのですよ。ところが、非常に取りやすくなったタイミングで、陸

運局にも何度も足を運び、当時の健康福祉課の小泉さんが課長で、鈴木淳二さんが担当で、何

度も運んだのですよ。実は、限定貸し切りという方法でやれば、私のところでも、白老観光で

も全然できたのですよ。ところが、そのとき町民から料金を取るということを、そういう方向

で行くということで、見野さんの時代ですけれど、決まっているから、そういうことにはなら

ないのですという回答だったのです。どういうことかというと、100 円でも 50 円でも取れば、

もう路線バスなのですよ。法律が全然違ってしまって、路線バスは法律的にハードルがものす

ごく高いのです。まず、必要のない車を４台ぐらい確保しなくてはならない。全部で６台必要

なのですよ。新免で取れば。そして６台取ったやつを、観光だとかほかのことには絶対回せま

せん。もし回したときに路線をやっている中央バスだとか道南バスに通報されたら、一発で取

り消しになります。ものすごくハードルが高くなった状況の中で、地元の業者というのは、路

線バス化で、逆に参入をしにくい状況になったのです。そういうことなものですから、お話と

しては大変ありがたいご発言だったのですけれど、そういうことでございますので、お話して

おいていただければ。またそのような議論になったら、あれですので、その場で私が答えたり

などはやりにくい話ですから、よろしくお願いします。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） なければ、一応確認をいたします。 

 最初の部分についてはやりませんけれども、11 日からの議論についてですけれども、基本的

には各会派から出た対策改革案を全議員示し、新財政改革プログラムの３年おきのすべて見直

し、計画ピーク経過後改革期間 15 年間に延長。定数管理及び総人件費の見直し、それから人件

費補助団体に対する補助金削減、振興公社、土地開発公社の見直し、町民サービスの見直し、

港の凍結、借入金の管理チェック、下水道使用料の軽減、町有財産の売却、超過税率、固定資

産税の利率改正、保育料の改正、国民健康保険の改正、ガイドラインの条例化、ふるさと納税

の件。以上のような点を中心に、議論を行うと。それで、定員管理の部分については、この資

料を全議員に配布していただきます。それから、もちろん会派のまとめと町民のまとめについ

ては、配布をしていただきます。あと、具体的に委員長の采配でしていただきたいのは、下水
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道の使用料をどこまでどういうふうにやるのかと、それから、保育料はどこまでどういうふう

にやるのかと。半額なのか全額なのか。そういうことを含めて、一定の詰めを行うということ

で、全部はできないかもしれませんけれど。すいません、保育料は 14 日以降ですね。そういう

形で、11 日の討議は進めるというふうにいたしたいと思いますが、いかがですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。それでは、そのようにお願いします。 

 それと、無会派議員の関係ですけれども、小委員会につきましては、正式に議会運営委員会

で出されましたので、全体の中できちっとしなくてはいけないと思いますので、当初小委員会

ができた方針どおりに今後も行うと。一定、確かに会派の意見は伺いましたけれど、それを継

続してずっとやるということではございませんので、本来の小委員会のあり方でいきますので、

今回につきましては、スケジュール等々の調整を含めた中身で行いますので、今回については

全会一致で、無会派については小委員会でのお呼びはしないというふうに、全会一致で決まっ

たというふうに報告をしたいと思いますけれど、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） あと、スケジュールにつきましては、８月 10 日までだということ

なのですが、21 日まで精力的に議論をして、きょう決めませんけれど、この後やはり、これだ

と多分 21 日では終わらないと思います。11 日の状況を見ますけれど、その後、１度か２度は

まとめの会議が必要であろうというふうに思います。そのまとめをするときに小委員会がどの

ような役割を果たすかというのは、もう１回皆さんで議論していただかないと、どうにもなら

ないと。今のままではできないということになりますから、そこら辺含めてやるということで、

スケジュールのことについても、一定限度言えるというふうになります。 

それで、小委員会の報告はしたほうがいいですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 大変重要なときに差しかかっておりまして、小委員会がここで議論さ

れた、そして皆さん一致して決めたことは、小委員会、小委員長のほうできちっと報告してい

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） ほかの方。 

○委員（近藤 守君） 私も、そう思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 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、一定限度今のまとめをして、それを報告するというふ

うにいたしたいと思います。確認をしてもらって、もし配布できるものであれば、配布をして

いただく努力をしたいと思います。もし無理であれば、やめますけれど、ただしそこは徹底し

て、こういうふうになると。これは緩む意味で出しているのではなくて、厳しいという意味で

出したいのだけれど、何かそういうふうにならないですか。出さないほうがいいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、それは基本的に、向こうに言ったのは、私の段階でもっ

ていくために言ったのですよ。というのは、そういう状況になったときに、多分対策額という



 28 

のは、押さえなくてはならないし、どういう状況になるかというと、押さえなければならない

ので、私の立場で出すという前提でもらっています。 

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○事務局長（上坊寺博之君）  向こうが、場合によっては提示せざるを得ない、理解を深める

ために提示しなければならない場合もあるかもしれません。ただいきなり出して、逆のほうに

誘導するような感じになってしまうかなと。  

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

 今のご議論があったように、当然この中でこれをやったらどうなるのだとなるような仕掛け

に、これは全部なっているのです。ですからそれで、こういうふうなことをしたのですけれど、

とりあえず各会派１枚行っていますから、今回はこれで。回収はしませんから、そのまましま

す。参考にしてください。ここの中に出ているのは、全部そうですよね。これをやったらどう

なるのだとなっているのだから、これはそれの根拠ですから。ですから、そこを十分配慮して、

ご発言もしていただくということになりますから、各会派１枚ずつは行っていますから、それ

はそれで、それを参考にしてください。全体の配布については、今後考えます。ですから、今

回この３枚でいいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  裏表ですから、ファクスで回すから、全部で６枚になります。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今、もらっていってもいいですけれど。 

 暫時休憩をします。 

休憩 午後 ３時１２分  

                                         

再開 午後 ３時１８分  

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、ほかどうですか。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、11 日以後の小委員会につきましては、状況を見て考え

たいと思います。必要であれば、14 日は中身が決まっておりますので、そこで保育所の全体の

議論ができますから、先ほどの積み残しの部分ができますから、おおむねそれあたりかなと。

14 日以降については１度はやらなければいけないかなというふうには思っております。その心

積もりでお願いしたいと思います。 

                                         

◎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。ご苦労さまでした。 

（午後３時１９分） 


