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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８月５日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時２０分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．特別委員会中間報告のまとめについて 

                                         

○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、白老町財政健全化の調査検討小委員会を開会いた

したいと思います。 

（午前１０時００分） 

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） 本日の内容ですけれども、特別委員会における中間報告のまとめ

をどのようにするかということでございまして、前回の特別委員会で、小委員会で一定のまと

めを行って、あの時点では何か持ち回りみたいな形で、確認をしてというような形で、本来そ

れでいいのかどうかと、私は本来きのう小委員会やって、きょう特別委員会やるべきだと考え

ていたのですけど、どうもそうならなかったものですから、ここでまとめの一定の結論を出す

ということはしなくてはいけないというように思っておりますので、きょう午後から監査ござ

いますので、午前中にはどうしても上げなくてはいけないということになります。一定の意思

統一はされていますけども、報告をするとなると細部の問題がかなり出てくると思いますけれ

ども、基本的なことについては特別委員会での路線を逸脱しないというふうになると思います

ので、その点でそれぞれまとめの意見をまとめてきてくださいというお話を前回してあります

ので、それぞれ出していただいて、どのような中間報告にするかということでの意思統一を本

日はしたいというふうに思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  担当の行財政対策室長から申し出がありまして、当然定例会の

本会議の中で中間報告されるのでしょうが、今回プログラムで密接にかかわってきますので、

単なる報告ということではなくて、一定のまとめが出たのであれば、町側に趣旨をお話いただ

きたいと。その中で町側も申し上げることもあるかもしれないということで、きょう在庁され

ているかどうかわかりませんけれど、副町長含めてお話を聞かせていただきたいという話がき

ていました。日程的に 11 日ですから、18 日の議運かかっていくものですから、そんなに日に

ちないのです。その辺をどのような扱いにするか協議いただきたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 当然町側としては、事前にすり合わせをするということではなく

て、議会と町との整合性を一定限度は取らなくてはいけないだろうと。これは当然考えること

ですから、特に担当課は町側の方針が出ている中で議会が申し述べることに対して、どういう

態度をとるかというのはございますので、それは、私はけさ局長からお話をしてもらって、当

然そういうことは必要であろうというような認識ではいました。どこまで中間報告入るとか何

とかいうことではないですから、どのような形で進めるかというようなあたりをきちんとして

おきたいということでございますので、その点だけ確認をしていきたいというふうに思います。

氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 本題に入る前に、確認だけさせていただきたいのですけども、今回の

この小委員会、前回行われた特別委員会でも各議員からのいろいろな意見が出されました。そ

れについての一つのまとめといいますか、確認を小委員会でやると。中間報告の取りまとめは
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特別委員会でやるのですよね。それとも、小委員会がやるのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 前回の特別委員会の中では、小委員会が一定のまとめを行い、各

議員に示し、それでよければいくということですから、特別委員会はその後の確認がきちんと

されれば、特別委員会を開くというふうな日程にはなっていないという認識があります。です

から、先に私が申し上げたように、そういう形が必要であろうというふうに思っておりました

から、そういうふうに言ったのですけども、必要であれば特別委員会確認すると。ただ、日程

的には極めて厳しい状況になりますよね。11 日が８月会議ですので、そのときに報告をすると

なれば、特別委員会をやる日にちというのは、もう限定されていますから。常任委員会全部入

っていますから。あすが産業厚生、その後２日間総務文教が入っています。そうすると水、木、

金が全部埋まっているのです。それで、８日の総務文教常任委員会に先立って議会運営委員会

をやるということで、会議が全部ダブってきているのです、ものすごく。ですから、そういう

中で新たに特別委員会を開けるかどうかというのは、どこかで判断しなくてはいけないのです

けども、なかなか大変な状況と。そして、11 日の８月会議もその前に議会運営委員会ございま

すから。ですから、ほとんど日程全部埋まってしまっている状況。それが２つ３つダブりなが

ら埋まっているというような状況ですから、本来からいったら４日に小委員会やって、５日き

ょうに特別委員会やっていないと間に合わなかったと。それでそういう日程にしてあったので

す。ですから、そこら辺は十分考慮が必要であろうというふうに思います。局長、日程的には

どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  無理ですね。やるとすれば土日しかないです。産厚も総務も４

時くらいまでかかるのです、６、７、８と。そうすると、日中はまず無理だから、夜でもいい

のであればできないことはないですけど、あと 11 日の前段で人事案件の説明がありますので、

９時半から入れさせていただきましたけど。多分、本会議迎えるにあたっては９、10 しかない

という気がします。 

○小委員長（大渕紀夫君） 日程的にはそのような状況です。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕は、小委員会の役割から考えて、今回の特別委員会がとり行われる

進行だとか、その中で出てきた問題の抜粋、それを次の特別委員会にという形の中の進行関係

のものが一つの大きな役割なのだろうなと思って、ずっと今までやってきたつもりなのです。

この小委員会での取りまとめを任せるというのであれば、それはそれでいいのでしょうけども、

別に後戻りするわけではないです。今まで出てきた問題というのは、前回の特別委員会の中で

ある程度大方のものは出てきました。その意思統一が、今回各会派の代表がここに集まってい

るわけですから、小委員会の中でそれを一つの形にすると。それを、私は特別委員会に渡すの

だろうなという感覚だったものですから、ちょっときょうの議論の中でかみ合わない部分が出

てくるかもしれませんけども、そういった小委員会の中で取りまとめをやるということであれ

ば、そういう形の中で進めていきたいと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） この件について、ほかの委員さん。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今、氏家委員のあれは慎重なことは確かなのですけど、前回も前々回
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も特別委員会でいろいろやりまして、さらに小委員会でやったことを持って行って、またそこ

でいろいろ議論していますので、大方の意見は出たと思うでのすよ。これからもう一回やると、

なおほじくり返すような意見しか出ないような気がするので、やはり今回はそういう形でまと

めて、要するに確認だけもらうというような形でいいのかなというふうに思っています。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も特別委員会の進行状況、皆さんの意見を聞いてきた状況からする

と、ここでまた近藤委員がおっしゃっていましたけども、これをさらにまた特別委員会で確認

するという話になってくると、また何か何重にも同じことを繰り返すなという思いがしており

ました。特別委員会の中で小委員会がその責を負うということで確認をして、さらに各委員の

皆さんに確認をするのだという方向になっていますので、ぜひこの委員会で一定のまとめをす

べきだというふうに考えています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 別にこの問題に固執するわけではないですけども、特別委員会に差し

戻すという意味ではないです。小委員会の中である程度会派の中の意見が意思統一された場合、

この中間報告の取りまとめは特別委員会でやるべきではないですかと言っているのです。特別

委員会ということは、特別委員会としての中間報告となるのですよね、これはあくまで。別に

またもう１回特別委員会を開いて、皆さんにこういう形でどうでしょうかという話で、皆さん

を招集するのではなくて、小委員会でもって取りまとめるのではなくて、特別委員会として取

りまとめるべきではないのですかということを僕は言っているわけです。皆さんの意見が多分

小委員会で取りまとめるのだという話で意思統一をされているのであれば、それに僕は別に反

対するつもりは何もないです。ただ、自分なりに流れ的にはそういうものではないのかなと思

っていたものですから。今回は前回出たものの特別委員会での皆さんからの意見を、この小委

員会の中でしっかり把握した形の中で、特別委員会の委員長に渡すものだと僕は思っていたの

です。ですから、委員会を開いて皆さんにまたどうのこうのだとか、召集をするとか何とかと

いうことではないです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 本来的にいえば、これは特別委員会の報告ですから、小委員会の

報告ではございません。特別委員会がきちんと全委員の意思を束ねて、そこが責任を持って行

う部分ですから、そこは責任の所在というのははっきりしているのです。ですから、最後の確

認はそういう形は必要ではないのかというふうな意味のことを私は言っているだけであって、

どこでまとめようと、それは議員全体の総意であれば構わないわけですから。ただ、その責は

当然特別委員会が負う中身ですから、そもそも小委員会というのは、そういうことのためにつ

くられたものではございませんので、そこら辺の認識だけはきっちりしておくということが必

要だろういうことであります。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、前回の特別委員会の中身については、確認は１度きち

んとしながら、それをどう表現しながら中間報告をつくるかということであります。一つは事
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実、財政改革プログラムに対する議会の意見というのは箇条書きで出されております。問題は

経過をどれくらい記載するかという問題がまずあります。経過は、私はなるべく短いほうがい

いだろうと思います。なぜかというと、特別委員会を閉めるときに、当然経過と今までの議論

の内容も最終報告の中にはきちんとまとめられますので、そこにゆだねるべきだろうと。しか

し、全く経過を書かないというわけにはいかないでしょう。当然、前議会の中で行ったこの中

身。これについては、議会として責任を持って報告しているわけですから、このことを再度書

くという必要はないと。この上に立って、ここまでの経過は議会としての意見がきちんと出て

いるわけですから、そこのところを確認されていますから、議会として。ですから、その上に

立って今回は報告書をつくるべきだろうと。  

ただ一つだけあるのは、ここの７番目の部分のア、イ、ウ、エという、この４項目に対して、

今回の審議の中での中身を含めて一定の見解が必要ではないかと。必要ないというのであれば

構わないのです。私はそういうことの議論をしておく必要がないかどうかというふうに一つ思

います。なぜかというと、前議会が議会としてこう取り組むべきというのがあるのですよ。当

然、チェック機能等々含めて、ここが最大の問題だという指摘をしておりますので、そういう

ことについては、今回議論されて方向出ています。ですから、そこのところはいいのですけど

も、それ以外の部分。例えば具体的にいえば、徹底した財政情報の開示を進めるため、情報開

示をする文書一覧を作成するとなっているのですよ。だから、もちろんこれはまとめの中でも

いいですし、今後おいおいこういうことをきちんと議論していくことでも構わないのだけれど

も。このことやったから、今回中間報告で云々ということにはなりませんから、それははっき

りしているのですけれども、ただこういう１文が何点かにわたってあるのですよ。クリアして

いる部分もございますから、そこら辺の扱いをどうするかということが、まず一点あります。

一点は経過をどう書くかということ。それから、この報告に基づく前議会が報告をしている部

分での内容について。あとは、この間出た、町に対する改革プログラムに対する検討項目、こ

れをきちんと出すと。ここらあたりでまとめを行ってはいかがかというのが、私が考えている

案なのですけど、まずこの点についてそれぞれご意見を伺いたいと思います。  

まず、経過について。これは去年の 10 月１日に出していますから、それ以後の議会が取り

組んできた経過について一定の経過報告。議会が何回やったとかいうのは、特別委員会ですか

ら報告の中でされますけども、小委員会何回開いたとかそういうことはずっと出ますけれども、

それ以外の経過報告についてはどうでしょうか。及川委員。  

○委員（及川 保君） 経過報告は、今回の中間報告という形からすれば、小委員長おっしゃ

ったように、できるだけ簡素にまとめるべきだというふうに考えます。いずれにしても、最後

の最終報告がございますので、その段階できちんとすべての経過報告をすることになるのでし

ょうから、この中間報告については、できるだけ簡潔にやるべきだなというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私も、今回の中間報告での経過説明というのは簡素でいいと思います。

一番大事なことは、その中身がどう行政に伝わるか、そこが一番大事なところであって、今及
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川委員が言われたとおり、最終報告というのが一つありますので、その中ではしっかりとした

経過報告をし、そしていろいろな取り組み内容等々もそこでしっかり報告されるのであろうと

思いますから、今回の中間報告に関しては簡素でいいと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私も今、二人の委員さんの意見と全く同感でございます。  

○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）  私も異論ございません。  

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、経過の記載ということでいえば、この間の特別委員会

の状況からいくと、９月定例会でこの特別委員会を閉めるという意見が大勢を占めていたかな

という印象を持っております。そうしますと、８月 11 日の８月会議の中間報告というのは、９

月会議まで１カ月ないのです。９月９日が９月会議の開会ですから、その冒頭に特別委員会の

報告になりますよね。そうすると、20 日間ぐらいしかないのです。ですから、極めて短くつく

って、９月議会できちんと全体の報告をするというような中身になると思いますので、そのよ

うな形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） それでは、経過の記載については、極めて短く行うと。これは、

特別委員長に短くつくってもらって、議会事務局と話してもらって、それぐらいの中身でいい

と思うのですよ。経過全部書く必要はないでしょう、今回は。そのような形で一つ取り進める

ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 委員長、いいですね。  

○委員（及川 保君） はい。 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは次に、議会だよりの 10 月１日の特集号、７番目の部分で

す。これ、ちょっと読んでみますけれども、こんなふうになっているのです。「今後において議

会が果たす役割について」という項目がございまして、「町の財政は、地方財政健全化法の成立

により指標の数値の示され方いかんによっては再生団体に指定されるような危機的状況にあり、

現状の財政状況に至った結果は、議決機関として十分な機能・役割を果たしてきたかについて、

真摯に受けとめて反省をし、今後２度と同じような議会運営をしてはいけないことを各議員が

認識しなければならない。」ここまではいいです、今までもきちんと調査報告会でも言ってきた

ことですから。この次、「このことから、財政再建に向けた取り組みについては、議会のチェッ

ク機能を十分に発揮することが必要である。」とこういうふうな締め方をしているのです。それ

で、そのチェック機能とは何かという部分で、こういうふうに言っているのです。 

アとして、「白老町財政健全化に関するガイドラインの検討を行う。」ということで、一つは

「白老町財政健全化条例の条例制定の検討を行う。」これは検討を行うですから、これはこれで

今後検討をしていくと。この短い期間に条例化するなんてことは不可能ですから、これはいい

と思うのです。２つ目に「財政運営において、財政指標に対する白老町独自の歯どめ数値の設
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定を検討する。」この部分も、町はこの改革プログラムの 114 ページで示しているのです。とこ

ろが、町は現段階としてはまだその検討に入っていないと。特別委員会の中のご意見もこうな

っているのです。これは、議会独自で考えるというものではないだろうと。議会と町が一緒に

考えるべき中身であろうという意見が出ていました、たくさん。ですからこの点については、

もちろん議会だけで考えるというわけにはいきませんから、そういうふうになると思います。

３点目、「財政的な裏づけのない政策選択に対しての歯どめを行う。」とこうなっているのです。 

イとして、「財政運営に関するシステムの構築を図る。」ということで、「今後の指標に基づき

策定する新財政健全化プログラムの進捗について、毎年度における達成度をチェックするシス

テムの構築を図る。」これは、確認されました、特別委員会の中で。２つ目に「新年度予算審査

において、新年度事業執行に伴う４指標数値の見込み管理を行うシステムを構築する。」、これ

も確認されました。３点目に「決算審査において、４指標及び財政分析をもとにしたシステム

を構築する。」ここら辺がちょっとあるかなというふう思っています。 

ウに「徹底した財政情報の開示を進めるため、情報開示する文書一欄を策定する。」というの

があるわけです。これが一つある。 

それからエとして、「政策研究会の設置などにより議員の資質向上を推進する。」ということ

で、「財政運営に関した政策研究会」、これは議論になっております、今。現在進行形でござい

ます。ですから、これは当然、今の状況で特別委員会がなくなった段階で、特別委員会とは違

った公的な政策会を立ち上げて、一般質問等々の邪魔にならない形の中で、財政的な政策研究

をきちんとしていくということについては、これは立ち上げるということになると思います。

そういう意見も出ていました、特別委員会の中で。ですから、そういうことでいえば、ここは

クリアできるだろうというふうに思います。２つ目に、「国の政策及び補助制度の政策研究等々」

となっているのだけど、これも政策研究会の中でできると思います。 

ですから、あとこれ以外２点くらいが、この報告書に基づく積み残しの部分かなというふう

に思っているのですけれども、ここら辺を、今回の中間報告の中ではどう位置づけますか。最

終的な報告の中で位置づけるか。ただ、これは議論しておかないとだめだと思うのです。それ

で、１カ月後の全体的な報告の中で、この位置づけをはっきりさせるということであれば、そ

れはそれで構わないと思うのですよ。そこら辺、ちょっとご意見伺っておきたいと思います。

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これ、議会改革に伴うことも中には何点かありますよね。それも含め

て、最終報告の中でこれは示すべき事項ではないかと、私は考えます。これ以外も、今回特別

委員会の中で議論交わされたいろいろな問題ありますよね。数値的にはあらわせないけども、

結局こういった取り組みをしていかなければいけないのではないだろうかということも含めた

形の中で、これはやはり最終報告の中でまとめて報告するべき事項だと考えます。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 私も結論としては、最終報告に今後の議会のあり方については、報告

すべきだというふうに思います。なおかつ、今回の特別委員会の中でもこの辺のことについて
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は議論されておりまして、いずれにしても特別委員会については、９月会議でもって発展的に

まず一たんは解散すると。これは、一般質問それから代表質問に非常に制約をかけてしまうと

いう部分がございまして、意見としては一たん解消すると。ただし、この新財政改革プログラ

ム、進捗も含めて議会の今後の果たす役割についても、先ほど委員長がおっしゃっていました

けども、新たな公的組織をきちんと立ち上げて管理運営するということを確認しておりますの

で、今回最終報告の中でこの部分についてきちんと報告すべきだなというふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私もそう思います。特に今回は、財政健全化に関するということで、

要するに町民の負担増をどのくらい軽減するかということが大きな命題でありましたから、こ

のことは最終的なあれで結構だと思います。  

○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）  その中身の中にある、ガイドラインの設定に関しては、町側と

若干温度差もあると思いますし、町側もまだガイドラインに対して明確なものを出していない

状況ですから、中間報告では行わないというほうがベターだなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 全員が、今回の中間報告については、この議会が行った部分につ

いては最終の中で行うということであります。ただ、チェック機能をきちんとしなさいという

のは、町民の皆さんの大多数の意見でございます。ここが議会の果たしてきた役割の中では、

最も重要な部分であります。その点について、今まで特別委員会の中で議論されてきた、小委

員会が最後に提示をした４番目のプログラムの総合的な見直し、修正を３年ごとにきちんと行

うと。これは、どこにもありません。町側にもありません。そういうものを議会として、きち

んと打ち立てて、その中で３年間、日常的な進行管理についてはここに議会が出した中に予算、

決算含めた、単年度ごとの進行管理についてはきちんと行うということになっています。それ

は、これに基づいてやれますので、新たにプログラムの総合的な見直し修正を３年ごとに行う

という、これをきちんと中間報告の中に組み入れて、町の改革プログラムの中に位置づけてい

ただくという中で、議会の役割をきちんと果たすというふうになっておりますので、私もそう

いう形で結構だというふうに思いますけれども、議長何かご意見ございましたら。  

○議長（堀部登志雄君）  今回の中間報告については、今まで特別委員会の中で議論してきた

ことで、いかに最後に小委員長が言ったように、プログラムの中に組み入れていただくかとい

うことが主ですから、それを主体に中間報告をして、最終のまとめについては、今まで出たよ

うな意見を網羅した中で報告するという形でよろしいのではないですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、経過報告及び議会の今までの取り組みに対する中身の

問題含めた中間報告に対する意見については、最終まとめの中で行うと。経過報告は簡素に行

う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） それでは、具体的に記載する部分でいきたいと思います。順番は

ちょっと不同ですけれども、まず今出たプログラム３年ごとの見直しということについては、
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これは今もご意見伺いましたから、この件については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） これについては、確認をされました。次に、順不同でいきますけ

れども、下水道の関係ですけれども、下水道料金の改定については、対案として改定見合い分

を黒字会計である水道料金の引き下げ。これで町民の負担を軽減するという案で、特別委員会

の中では全体の意見だったというふうに認識しておりますけれども、これはそういうことで確

認できますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） これについては、水道料金改定 10％から 15％への改定案です。こ

の改定がされた結果、白老町の下水道料金というのは、大体北海道全体の中間程度に位置する

という状況もすべて確認されております。細かくは言いません、資料ありますけれども。そう

いうもの全部出ている中で、今回の改定では、北海道全体の中ぐらいと。この次、３年後なり

４年後に改正された場合は、上位に位置する状況になると。しかし、今の状況でいえば、なか

なか大変ですから、町民負担が大変ですので、水道の会計が黒字のため、その見合い分。会計

間移動というのは、なかなか。水道会計は公営企業会計ですから、特別会計の中での公営企業

会計ですから、全く別立てでございますので、ここでお金の移動というのは難しいですから、

見合い分を黒字会計である水道料金の引き下げを行えないかという提案を町に行うと。これは

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） 次に、振興公社の問題です。振興公社の問題については、これは

町のほうで全くこの改革案が出ていない状況の中で、議会として新たに出したものでございま

すけれども、これについては、数字の記載等々中身の分析まではいきません、率直に言って。

考え方について。それから、今後の運営についてのことはございますけれども、例えばこの人

数を何人に切りなさいとかというわけには、ちょっとやっている仕事が町立病院、給食センタ

ー、体育館、本庁舎ということで、町民のサービスに直接関係がある部分の仕事をしていただ

いています。ですから、単純にどこをどうしなさいというわけにはいきませんので、しかしこ

この改革案が全く出ていないという意味で、ここでの振興公社の委託のあり方の見直しを検討

していただくと。ここで出たお金については、28 年度までの状況の中で、短縮するというお金

に使うしかないでしょう。ですから、項目を新たに起こして、振興公社の委託のあり方の見直

しをしていただきたいという１項目を起こすというふうな意見で、特別委員会はまとまったよ

うに私は認識しておりますけれども、いかかでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） この振興公社の委託のあり方については今委員長のおっしゃった、全

体の意見はまとまっております。  

○小委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○小委員長（大渕紀夫君） これは別立てで起こすというふうにいたしたいと思います。  

次に評価の問題。評価の記載の仕方の問題ということで、これがちょっとなかなか難しいの

ですよね。何が難しいかというと、町立病院、保育所の見直し、温水プールの冬期開館の継続

については、特別委員会及び常任委員会が提案した委員会報告に沿った一定の方針を町が示し

たことについて議会として評価する。ただ、町側のお話を聞くと、これは議会側の意見を入れ

たものだという認識なのです。ただ、事前に発表になってしまったのですよね、この中身とい

うのは。この中身は報告になってしまっているから、町民の方から見たら、何それは終わった

ことではないかというふうに見ている方もいらっしゃるのです。ただ、条例はこれからなので

す、全部。今までとおっているものは何もないのです。ですから、そういうことでいえば、町

側も議会の意向を参酌して、この意見については検討したと。町立病院は報告していますから。

報告どおりですから、議会の報告どおりに進んでいるということですから。保育所料金につい

ても、温水プールについても使用料・手数料の見直しの中でこういう意見が出ていますし、特

別委員会の中で強力に意見が出て、報告を求めたときに改正案を出してきたのですよ、向こう

が。ですから町側としては、議会の意見を入れてこの改革案の中でやったものだと認識なので

すよ。ただ、もう発表されていますから、それで私は評価の問題というふうに実はしたのです。

間違いなく町側を評価できる部分ですから。ここら辺の記載をどうするかという問題がちょっ

とあるのです。記載の仕方だけということにもならないだろうけど。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 一つ一つ個別に持って行きます。町立病院の問題については、2006 年

に議員全体で各地方のいろいろな病院を視察にいきましたよね。その結果、報告として、議会

として出しているものがあります。何もやって来なかったような言い方を町民の方がよくされ

ることがあるのですけども、でも実際今の町立病院の方向性、あり方については、本当にあの

当時は議会が求めていた形を今そのものだと思っています。だから、それも今年度の５月に厚

生省の法改正がなければできなかったことです、はっきり言って。でもそこまで議会が求めて

きたことを町がそういった時期をたまたま偶然合ったのかもしれませんけれども、そういった

ものを考慮して、今取り入れることができたということについては、議会としての一つの一定

の使命を行政に対して示したことは間違いない。それを取り入れてやろうとしている。これか

ら運営の仕方だとか、いろいろな議論がまだまだ必要なことでしょう。ただ、それはしっかり

文章は入れていくべきだなと私は思います。 

それから、保育料の見直しについても、これはあくまで上げなくてもいいのではないかとい

う議論から始まっていることです。その資料を求めたときに下げてきたものを出してきたとい

うことであって、それはあくまで向こうの事後資料提出にしかなっていない。元々最初から、

そうですね 10％下げましょうみたいな話だったらいいでしょうけれども、最終的に資料を求め

て、説明を受けたいということで、受けたときに出てきた資料ですから。ですから、そういっ

たことについても、その辺の経過説明だけは入れて。入れたにしても、それについて行政がそ

こまで譲歩して、今こういう形にしたということは評価する部分だと私は思います。 

あと、温水プールもそうですよね。冬期間の閉鎖については、議会の中でいろんな意見を交
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わしたと私は思っています。それが今、冬期間閉鎖を、町民の負担を求めますけども、一定限

度の議会としての意見を町側が取り入れたという形の中では、やはり議会としての意見がとお

っているというか、町民の意見がとおっていると私は判断をするべきだと思いますし、その辺

の文言を少なからずは入れて報告をするべきだなと考えます。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 全く、氏家委員と同じことで、やはり個々の３つの意見につきまして

も、これは議会も一緒になって検討したことなのです。それが、事前に先立って町がそれなり

の譲歩をして下げてくるということは、やはり評価していいのではないかと思います。 

○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）  特にこういう表現したからといって、何か問題になるというこ

とありますか。ないのであれば、このままで入れていいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私が思ったのは、これを評価するというふうにするか、議会の要

求としてこれからいろいろ出てくるわけですから、こういうことを評価というのが正しいのか

どうかというあたりだけなのです。もっと違った表現がないかという意味なのですよ。要する

に、改革プログラムの中に、少なくとも保育所料金というのは、改革プログラムの説明の中で

は、２年遅れを解消するという方向だったわけですから。これは、はっきりしているのです。

それを、300 万円だったのが 100 万円に下げて、限度額 3,000 円につくってきたわけですから。

そういうことの表現を評価という表現になるのか、条例改正にまだなっていないわけだから、

こういうことを議会として要望するというか。それ的な表現にするのかという違いくらい。同

じだといえば、それは中身同じですから構わないのですけど。ただ、少なくても議会の意見を

取り入れてこうなったということだけは事実ですから、そこら辺の表現はきちんとしておくべ

きだろうと。これは町民の要求が、この３つは極めて強いものですから、そういうことが実現

するということについては、私は極めて評価ができる部分だろうと、町も議会も評価できる部

分だろうというふうに思っていますから。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私もこの部分については、特にこの３点。ただし、町立病院について

は、非常に慎重にという意見が特別委員会の中から出されておりまして、手放しで喜ぶような

状況ではないということもしっかり議会も認識しておくべきだなというふうに思います。保育

料の見直し、温水プールの冬期間閉館というのも見直すという決断をしたということについて

は、総務常任委員会さらにこの特別委員会の中でもかなり意見として出されておりまして、こ

のあたりを十分考慮を町はしたという思いからすると、一定の評価はすべきだなというふうに

思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 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） 病院の問題は今、及川委員から出ましたけれども、今後の問題に

ついては別だと思っています。危険度があるとか、できるのかとか。私が今言ったのは何かと

言ったら、議会が一昨年病院の特別委員会をつくって、５項目の結論出しましたよね、特別委
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員会として。それについては、今回の中で言えば全部クリアしているのです。私が評価してい

るのは、今後の問題だとか、建てかえだとかいろんなことが起こってきますよ。小規模老健が

どうなるかとか、それはいいのです。そういうことではなくて、一昨年特別委員会が出した方

向について、それに沿った状況で、今回方針出したということに対する評価なのです。それは

紛れもない事実ですよね。議会の出した結論どおりなのですから。ですから、そこのところは

やはり、こういうことわかっていないと思うのですよ、皆さん。だけど、僕はそういう極めて

国の状況が変わろうと何しようと、それは関係ないことなのです。国の方向変わったって診療

所やるところはやるわけですから、現実的に道内でやるところあるのですから。だから、そう

いうことをどう我々が見るかということからいえば、今の及川委員に反論するのではなくて、

私の言っているのは一昨年出された議会の方針に対してきちんと沿っているという意味での評

価はすべきだろうと、こういうことなのです。だから、そこだけ及川委員と一致していると思

うのです。今後の問題について言えば、これはまたいろんな議論していかなければいけません

から、十分きちんとやっていくということでいきたいと思います。この部分については、評価

というふうにするかということは別にして、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） 今、局長から示唆がございましたけれども、現実的には条例案が

まだ全部出ていないのですね。ですから、町が方向を出したということに対する評価はすると。

これを変えないできちんとやりなさいという形での報告にしていくというふうにしたいと思い

ますけれども、いかがですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、そういうふうにいたしたいと思います。 

 最後です。固定資産税の 1.3 から 1.7 に税率を上げるという部分であります。これについて

は、1.6 の税率に抑えるべきであるという特別委員会の中での結論。同時にこのときに、皆さ

んいらっしゃいましたけれども、固定資産税の評価がえがことし行われることによって、昨年

度に比べると実質的に上がる金額というのは 10.4％なのです。ですから、本来昨年度に比べれ

ば、9.6％下がるはずなのです。それが下がらないで 10.4％上がると、こういうことなのです

よ。ですから、実質町民負担、昨年度に比べたら、下がる分があります。ありますけれども、

昨年度と単純比較をすると 10.4 上がると、こういうことなのです、20％上がるのだけれども。

しかし、下がるところから上がるのだから。差が 20％あるというのは事実なのです。そういう

中身であるということを十分押さえておくという中で議論をされた結果、1.7 から 1.6 という

ことで、特別委員会の中身は一応こういう終息方法にいきました。国保税の資産割の廃止を行

うということによる軽減は、4,500 万円と書いていますけども、4,400 万円程度がプログラムの

中での超過課税に対する影響はないですけれども、町民の国民健康保険税で資産を持っている

人は、4,400 万円ダウンするのですよ。ただ、それは案分でいきますから、国から 1,400 万円

くらいの調整交付金が来ますけれども、その分以外は案分でほかのところに割り振られますか

ら上がります、国保税は、全体として見れば。今、資産割というのは、固定資産税を払って、
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同時に国民健康保険税の中で払っていますから、ダブって資産割払っているのですよ、町民は。

片方の資産割上がると、片方も上がる、両方とも上がってしまうから、それで国保税の部分に

ついては上げないようにしたら今言った形になると、こういうことであります。これは、ただ

残念ながら、超過課税に全く影響がないのです。ですから、プログラムの中で反映するにもし

ようがないのです。どこも減らないから。4,400 万円のうち約 1,400 万円が国から調整交付金

が入ってきますから、その分が本当はプラスになるのだけど、それもどこでも見られないので

す、残念ですけど。0.1％下げたら 8,000 万円です。この財源をどうするかという問題なのです。

今、最大の問題は。それで、土地の売却計画の中で見ていない部分を 8,000 万円見させる。し

かし、町側は私が言っていた 15 億 9,000 万円、２年間で売るという報告ですよね。そのうち１

億 2,000 万円は売れたのです。だから、あと 14 億 7,000 万円あるのだけど、議会側がそういう

ものを見たらだめだと言ったから、町側は落としたというわけです。それを、新たに危険を冒

して見るということになるのかというような議論になっていると、こういうことであります。

確かにそれは見られるのかということ我々は議会で言ったから、そんな 14 億何千万も２年間で

売れるわけがないだろうと、かなり厳しく、相当厳しく皆さんおっしゃったから。それで今回

外したのだという、こういうことなのです。それで、どういう対応するかということが迫られ

ていると、議会側としては。ただ、特別委員会の中では見合い分としては土地の問題以外はあ

りませんから、町側は何て言っているかというと、この計画の中にはっきり書いていますけど、

高齢者大学の自主運営、バス料金の値上げ、その他それぞれ全部あって、それは全然反映して

いないでしょう。それは反映したら、28 年度までのやつを 27 年度、26 年度に短縮するという

案ですから。そのことによって、町民負担も役場職員の負担も短くなると、こういう方向なの

です。整合性は取れていると、私は思っています、読む範囲においては。そういう中でここを、

この間の議論の中身は現実的に 0.1％下げて 8,000 万円は土地の売却でいくしかないだろうと

いうことで、一定の意思表示はされたのではないかと、その点。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長が言われるとおり、行政がそういう把握をしているのであれば、

確かにあの当時15 億9,000 万円の土地を２年間でできるわけはないだろうという話はしていま

した。だから、プログラムに２年間でやるようなものは、その中に取り込めないという話は皆

さんしていたと思うのです。していたというよりも、おかしいのではないかという議論をされ

ていた。でも、今回このプログラムは 10 年ですよね。10 年計画の中で、財政を普通に戻すの

だと、正常に戻すのだという、この計画案に何で前に議論したことが出てくるのかというのが、

僕は違うと思います。10 年間でやりましょうと言っているのだから。２年間で 15 億売るとい

うのは当然無理、わけのわからないことを議会が言っているとしか思われないではないですか、

そんなふうにやれと言ったら。だけど、10 年間でやるとすれば、年間 8,000 万円の目標立てて

頑張りなさいという意味なのですから、それくらいはやるべきではないですか。僕はそういう

ふうに思います。あのとき、できもしないことやると言ったのですから、はっきり自分達が。 

○小委員長（大渕紀夫君） それは、町民説明会の中でも言ったのです。町民の皆さんからか

なり総スカン食ったのですよ。15 億 9,000 万円なんて売れるわけがないだろうということで。 
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○委員（氏家裕治君） でも行政としては、それしか生きる道はないという思いでやったわけ

です。であれば、年間７億売るつもりであれば、8,000 万円くらいはまだ。それも厳しいかも

しれませんよ。厳しいかもしれないけども、３年ごとの見直しということで考えるわけですか

ら、単年度単年度やはりそれはしっかりチェックしていくことの中に入ってきますよ。ですか

らできないのは、それは相手がいることですから、できないもの無理やり売って来いと言った

って、それはしようがないことですし。ただ、そういう意気込みでもって企業に対して向かっ

ていく姿勢がなければ、やはり黙って来るのを待っているだけではどうしようもないでしょう

し。努力はされているとは思うけれども、やはり意気込みというのは必要だと思います。です

から、町有地でさえ年間 2,000 万円という目標を立ててやるわけですから、当然それくらいは

やるべきだと思います。ましてや、この議論は別にしても、港の第３商港区が完成間近になっ

てきていて、売れませんでしたではどうしようもない話ですから、それとセットでしっかり頑

張ってもらいたいと、私はそういうふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５４分  

                                         

開会 午前１１時０９分  

○小委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。固定資産税の関係ですけ

れども、先ほど申しましたように、税率は 1.7 から 1.6 ということで意思統一がされ、おおむ

ね土地売却計画によって補てんを行うというのが特別委員会での全体の意見だったというふう

に私は理解しておりますけれども、その点の記述等々についてご意見ございましたらどうぞ。

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  この土地の売却、国保税の資産割の廃止については、このとおりの数

字でいいと思います。その足りない分を土地の売却に求めるというやり方、確かにちょっと横

暴なところもあるのかもしれません。ただ、何年後かには、白老第３商港区が完成するわけで

す。その完成することによっての、今からポートセールスどんどんやっていると思います、行

政としては。ただ、それが売れるか売れないかというのは、またそれはわからない話なのです、

はっきり言って。ただ、港ができる以上、それを運用、活用してもらう努力も必要でしょう。

それに伴った経済効果、そういったものも出てくる。出てこなかったら、これはとんでもない

話ですから。出てこなければならない話だと思います。ただ、そういった具体的な数字のあら

われないもの。町民に対して示されないものは、このプログラムには示されないわけですから、

それは理解しながらも、３年後の見直し、１年１年のチェックを示す中では、やはりそういっ

た計画を立てて、販売目標を決めて、しっかり取り組む姿勢だけは町としては持っていかなけ

ればいけない。それに見合った経済効果が出てくれば、それはそれでこういった経済効果が今

出ているのですと。例えばここの土地が求めなくても、流通はされているのだとかいうものが

出てくれば、それはいいと思います。それは、議会の中で議論するべきことだと思いますから。

何だかんだ売れとか、何だかんだあれすれというのではなくて、それに見合ったものが出てく
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れば僕はいいと思いますから。それはあくまで行政に対して求める議会からの意見であって、

その文言がどうかというのは、ちょっと僕もあれだけれども、僕はそういう思いで求めるもの

だなと思っています。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほかのご意見の方。及川委員。  

○委員（及川 保君） 私もこの特別委員会の中で国保税の資産割の部分と土地の売却計画と

いうのは全体の意見として総意だったという思いでいるのです。ですからこれについては、町

に強力に要望していくべきだというふうに思います。 

もう一つは、確かに年間人件費を含む大型補助団体。この部分については、確かに町がそれ

ぞれの何百万何がしの削減目標を立てながら、このプログラムが成り立っているというのは十

分認識するわけですけれども、私たちが考えるのは、当初申し上げていたのは、この部分の大

幅な改革を、この厳しい財政の中ですべき時期に来ていると、こういう考え方のもとで、超過

課税の減額について意見を申し上げたところなのです。ですから、この部分の何もないで、確

かに委員長おっしゃっているように、このプログラムに入っているということはわかるのだけ

れども、何かこの部分が抜けるとなるとすっきりしないと、ずっと厳しいなという思いで、こ

の特別委員会の中でも感じていたのです。このあたりをどうするか。プログラムに盛り込まれ

ているからいいよということで、本当に済むのかという思いがずっとしているのですが、皆さ

んの意見、どんな意見があるか、できれば求めたいなと思います。できれば、超過課税の部分

についても、この部分を盛り込むことができないか、考慮できないか検討願えればありがたい

なというふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今、及川委員から大型補助金の関係の起債の問題が出ましたけれ

ども、どうですか。それぞれの委員の考え方を述べていただきたいと思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは、本特別委員会の中でも皆さんからいろいろ意見が出されたと

思うのですけれども、大型人件費の補助団体また委託事業も含めていわれている問題だと思う

のですけれども、はっきり言えるのは、こっちから職員を派遣している商工会あたりは、はっ

きりとした意見は申し述べることができると思うのです。ただ、社協さんだとか振興公社含め

て、これからの議論をどうしても必要な部分ですよね。確かに、言われていることは十分僕も

理解するし、そのとおりだなと思っている一人ですから、何の問題もないのですけれども、こ

のプログラムの中で、それをどう反映させるかというか、中間報告の中でやるかということに

ついてはちょっと厳しいのかなと。ただ、商工会に対する人件費の問題については、もうすぐ

にでも引き上げなさいということは言えると思うのです。その分の経費削減というか、白老町

の仕事についてもらえるわけですから、そういった部分では、商工会についてははっきり言え

る。社協だとか振興公社、観光協会、そういったことについては、やはり今後のいろいろな議

論が必要でしょうし、委託の事業内容も検討するべきだろうと。そういうことを考えた形の中

で、中間報告に載せるというのはちょっと厳しいのかなと、僕は思います。これは、やはり最

終報告の中で、そういったことの一つの大きな検討課題として、まとめて報告すべきではない

かと、私は考えます。  
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○小委員長（大渕紀夫君） ほかのご意見の方。及川委員。  

○委員（及川 保君） 人件費を含む大型補助団体。この部分については、特別委員会で先ほ

ども申し上げたように、かなり議論されている部分なのです。今、氏家委員言われたように、

確かに今すぐやれということになると非常に厳しい、今後十分検討しなければいけないという

部分はわかるのだけれども、例えばことしの 20 年度の予算組みの中でも、町としては職員を引

き上げたいという思いで計画を立てているのは、議会でも既に示されているのですよ。ところ

が一転再度また送り込むという決断をしたのです。その部分を、そういう決断を町がしていな

がら、我々としては一つクリアできたなと、何とかなったなという思いでいたのが、また振り

出しに戻ったわけです。こういうことが、確かに何か支障があったのかもしれないけども、役

場ですから、そのあたりの十分考え方は持っていたはずなのですけども、何もなくていきなり

かえます何て話なかったはずなのです。なぜかそういう話になりましたよね。このあたりを具

体的に言っていますか、特別委員会の中でも。例えば、今町長が観光協会の会長ですよ。であ

るならば、別立てで観光協会というのではなくて、役場の中に観光課か何か知らないけれども、

そのあたりで十分対応できるだろうというような意見も出ているのです、この特別委員会の中

で。それはやはり、きちんと具体化するということは、何も難しいことではないはずなのだけ

ども、私はそう思うのです。決断するしかないと思うのですけど。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 言われているとおりだと思います。ですから商工会、観光協会。この

観光協会については、株式会社化がいいのか、それとも行政に戻して、行政の一つの観光課と

しての役割の中で取り組むべきものなのか、この選択肢というのがありますよね。ですから、

そういったものも含めて議論するべきだと、僕は考えるのです。ですから、方向性が１本しか、

行政に戻せと、あなたたちの役割はもう終わったから行政に戻しなさいと。行政で観光課をつ

くって、一つ窓口を行政で持つという話であれば、それはしっかりとした方向性を示して、こ

うするべきだという言い方もできるのかもしれないけども。例えばニセコ町みたいに、株式会

社化してやっているところも実際あるわけです。ですから、それは僕達が決められることでは

なくて、観光協会が独自に考えていかなければならない問題だと思うのです。こういうやり方

もあるのではないかという方向があるのではないかということは僕達は言えるけども、実際そ

の決断を下すのは観光協会なり、そういったところなのだろうなと僕は思うのです。  

○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）  前回の特別委員会、私用があって欠席だったものですから、そ

のときのその件について話が出ていたかどうかというのはわからないのですけども、その前の

小委員会の中で、この件については総人件費に対する事項ありますよね、３番目のところに。

32 名の早期退職の募集を引き続き前倒しで実施すると、こういう中に全体的に含んでやるべき

ではないかというのが、小委員会でそういう結論だったと思ったのです。ですから、具体的に

もし載るとすれば、外郭団体への人員派遣の見直しとか、具体的に観光協会だとか商工会だと

かという名前を挙げずに、外郭団体に対する人員派遣の見直しだとか、そんなような項目で挙
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げるとしたら挙げてもいいのですけども、そういった総人件費に対する事項の中で整理すれば

いいのかなと。中間報告よりは最終報告の中でやってもいいのかなというふうには思いますけ

れども。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） これはあくまでも中間報告ですから、今山本委員外議員言われたよう

に、明確にできる、商工会と言える部分であれば、言って構わないような気がするのです。言

ってしっかり、今及川委員言われたとおりに、前にも出さないと言っていて、出さなければな

らなくなった経緯みたいなものがあるではないですか。そういったものというのは、この緊急

事態の中では、もうそんな悠長なことは言っていられないという部分では、議会としての一つ

の強い姿勢というのは出すべきだろうなと、僕は思うのです。そうしないと、総人件費に対す

る削減というのは、これからの取り組みは、何かだらだらと甘く行ってしまいそうか気がする

のです。ですから、言える部分は言うと。ただ、議会として言えない部分については、今山本

委員外議員が言われたとおりに、外郭団体についても、今後も人件費の縮小、削減については

しっかりと検討するべきだろうということで押さえるべきだろうなと思うのです。  

○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）  ただ、冒頭に町のほうにも説明をいただきたいというふうな話

が室長のほうからあったということですよね、副町長等に。仮に商工会が商工会というふうに

うたったとすれば、ではなぜ商工会なのだという話をしなければならないのです。そういう中

で、１回決まったことをもう１回撤回してそういうふうにしたからという理由にはならないと

思うのです。町側は産業経済の育成のために、これは必要なことなのだという判断で最終的に

そうされたかもしれませんし、商工会については、何か僕がちょっとあれかなと思っているの

は、せっかく１度計画をしたのだけれども、いろいろ懇願されて結局出しましたよね。出した

後に、人事的なことにああでもない、こうでもないというのが会員の中からそういう話が出て

いたのです、たくさん。ふざけるなと。おかしいのではないかと、役場の人事に関して。そう

いうことが、商工会自体がちょっと認識不足している。この点は非常に問題だと思いますけれ

ども、具体的にこう名前を上げて出すとなると、理論武装も必要ではないかとちょっと思いま

すけれども。ここの件で話をしていたら、時間なくなりますよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） この問題を解決すれば、中間報告ができるということになります

から、それで最後にしたのですよ。それで、これは何回も言っているのですけども、中間報告

の場合は、これを書きかえるのですよ。これを書きかえるためにやるのです。こうあるべきだ

と、それはそれで必要なのですけれども、しかし議会が町に、この計画書のここが違うから、

こう書きかえなさいというものが、私は中間報告だという認識なのです。だから、本当にくど

いようですけども、例えば今、商工会に派遣している役場の職員、これは１人なのです、全部

で。ここを引き上げなさいというのなら、僕は話がわかるのです。具体的でしょう、すごく。

引き上げて町の仕事としなさいと。これは、ここを書きかえる中身になると思うのです。ただ、

大型人件費を削ってここに充てなさいと言ったら、何のところを、どこをどういうふうに削る
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のと。そういうことを考えなくてもいいかもしれない、僕はわからない。僕が思うのは、やは

り議会が提案するのは、理論的にきちんと裏づけがあって提案しないと説得力がないと思うの

です。ただ、多いからとか、大方だからということには、僕はならないような気がしているの

です。だから、なるべくきちんと根拠があるものを示してやらないと、これはちょっと違うの

ではないかと、私はそう思っているのですよ。だから、商工会に派遣している職員は、もう商

工会として自立しなさいと。いろいろなこと言ったって、自立しなさいと。町のほうが大変な

のだから、町に引き上げて、町のほうで使いますと、これはもう明確でしょう、はっきりして

いるのだから。それによって、人件費半分浮くわけだから。今、確か商工会出しているはずだ

から。そういう形で中間報告を。意見が間違っているとか正しいとか。この間の特別委員会で

も出たけども、産厚の皆さんはよくわかっているのですよ、社協に行ったから。社協そのもの

が、あんな厳しいことを議員さん全員が思っていたなんて、全然そういう認識なかったと、次

の日も、これは余談ですけど、港まつりに行ったとき、もう会長からかなりこぼされましたか

ら、私自身。まさか議員さんがあんな厳しく思っているなんて思わなかったと。まして、中身

あれだけ知っていて、そして事業を自立させて、社協本来の仕事に戻すべきだと、あれは第２

役場になるよと。あんなことまで言われるなんて、全然想像もしていなかったという話です。

それはそれで、そういう認識なのです、議員全員は。ただ、ではあそこを、こういうふうにし

て、これだけの金額をここに入れろという、本来はそうでなかったら中間報告には難しいかな

と。山本委員外議員。  

○委員外議員（山本浩平君）  小委員長のおっしゃること、よくわかるのですけども、それで

あれば土地の売却だって、ここの土地を何年までいくら売りなさいみたいなことと同じ理論で

はないかなと思うのです。この土地の売却ということに関しても、非常にちょっと町側の受け

る印象としては 1.7 を 1.6 にする根拠には逆に薄いというのと一緒かなと思うのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） そのとおりです。なぜ私がそういうふうに言うかというと、超過

課税に影響ない、正確に言うと 4,380 万円。これは多分事務局になると、これは見るべきでは

ないとなると思います。なぜかというと、これは影響ないから。私はどういうふうに思ってい

るかというと、約 4,400 万円というのは、少なくとも具体的に町民が負担を軽減してもらえる

中身なのです。この計画書には影響ないけども。それは、見ても構わないと僕は思っています。

ですから、残った 3,600 万円の土地を売るという根拠ですよ。そこになると思うのです。それ

が今、山本委員言ったようになるわけでしょう。ただ、私が言っているのは、さっき町を代弁

するようなこと言いましたけども、いくら言っても２年間で 15 億 9,000 万円売ると言ったのは

事実なのです。だって、町民にも言ったのですよ。そうしたら、なぜ売れないの。僕は個人的

に言われたらそこはやりますよ、徹底的に。それは、僕は理論的に 15 億 9,000 万円というのは

確かに下げたかもしれないけども、１度はきちんと盛ったものです。さっき氏家委員言ったと

おりで。町の一般的な財産、普通財産で 2,000 万円売ると言っているのです。3,600 万円工業

団地とあそこであと８年間。3,600 万円掛ける８年間売れないなんて、それ見れないからやれ

ないよ何ていうのは、何もできないということにならないかというのが、私の理論です。それ
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は、指摘のとおりの部分があるということは十分認めます。認めるけれども、私はそこしか出

て行くところがない。8,000 万円でやったらとても無理だと僕は思っています。だけど 3,600

万円の土地は、僕は売れるのではないかという考え方なのです。ただ、それは根拠があっての

話で、例えば大型補助金を削る場合は、では金額なしで要望するのかということになるでしょ

う。社協から 500 万円、観光協会から 500 万円、商工会から 500 万円というふうに出せば、振

興公社からも出せるのですよね、同じことになってしまうのです。今度そこもまた元に戻って

しまう。そこら辺の根拠をどう持つか。土地の場合は、土地が売れればそれで済むのだけど、

人を減らすというのは相手との関係が出てくるから、ちょっと違うからという認識は、私はし

ているのだけど、ちょっと厳しいかな、それでは。そうであれば、撤回するのは、別に僕はや

ぶさかではないですけど、私の根拠はそういうふうに思っているという。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も土地の話については、やはりこれからの先ほども言ったけども、

経済効果や何かはこのプログラムに盛り込まれていないと。例えば、税収にどう反映されてく

るのかとか、そういったことも考慮した形の中で、土地はもし売れなかったら売れないまでも

そういったものの反映の仕方が、１年の中で検証されていく一つのチェックになっていくので

はないかと。この税収のふえた分は何の効果で出てきたものなのかと、そういったところまで

は調べられると思います。また、この観光についても。ですから、土地については、そういっ

た目標を掲げて、１年１年の、議会のチェック機能の一つの指標にしていきたいという思いを

これは町に示すべきだろうなと僕は思います。山本委員外議員が言われているのは、当然僕は

そのとおりだと思うけども、商工会については自分の持論ですから、僕はそういうふうに思っ

ています。ほかの各団体については、今大渕小委員長が言ったように、振興公社についてだっ

て、僕は前から言っているとおり、環境センターだって事業縮小になるだろうと。それだった

ら言えますよね、数字的に。一人の人件費減らすべきではないかと、いらないのではないかと。

ましてや、今回できる燃料化施設。できるのだったら振興公社にやらせて、今までやってきた

経験と技能使って、一体としてやってもらったらもっと安く済むのではないかと言えますよ。

そしたら、これぐらい事業費減らせるのではないかとか、人件費減らせるのではないかとか。

だから、そういうことがもし調べて出てきたら載せるべきだと思うけれども。それは、今後の、

今特別委員会が１回離れた後に、各議員が１年１年のチェック機能の中で示していくべきこと

だろうなと、僕は思っているのです。社協についても同じだと思います。そういったものを自

分達で勉強して、数字的に示せるものであれば、示していくことだと僕は思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員、全然反論とかではないのだけど、例えば載せるとき、

この中間報告にもし今言われたことを載せるとしたら、どういうふうに載せたらいいと思いま

すか。そこが僕はちょっと。そういう形で載せたら土地もそうかもしれないのだけど、全部載

せないとだめになりますよね、出ているもの。例えば、バス代金上げろというのから、全部載

せなければだめになってくると思うのです、今度。だから、それは根拠がなく載せるのであれ

ば、たくさん出てくると思うのです、まだまだ。今までも意見ありましたよね。だから、大型

人件費の部分だけを載せるとしたら、どういう形で中間報告に載せたらいいのかなというのが。
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そうなったら例えば、起債を７億から６億にすれとかいう意見もあったわけです。そういうの

を全部載せていけばあるのです。ただ、それは議会の中で議論が熟していないというふうに、

僕は思って見ていたのです。そこら辺の問題はどう考えていらっしゃいますか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 特別委員会の中で議論が深まっていなかったというのは、私はとらえ

ていないのですよね。皆さんはそういう思いでいるのは、はっきり断言して言えると思うので

す。問題なのは、大ざっぱにこの部分でこうすれよと、これでは小委員長の言われているとお

りだと思うのです。だけど、ことしの事例にもあったように、やはり役場としては引き上げた

いという思いははっきりしているのです。そこを送らざるを得なかったというのは、それはい

ろんな状況があったとは思うのですけども、可能な部分だといえば、先ほどから言われている

人件費の見合いの部分を、やはりこの厳しい財政状況の中で、長年の間にまちを信じてきたけ

れども、非常に厳しい財政の中で、一定の役割を果たしてきたと。独立する時期に来ていると

いうことでいえば、人件費の引き上げ見合い分をこの部分に盛り込むということで、私は行く

べきだなというふうに思っているのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） だから、僕がさっきから言っているように、商工会の人を引き上

げるというのは載せてもいいと思うというのは、ずっと言っている話ですから、それはいいと

思うのです。それ以外の部分です。そこの部分は、皆さんが一致すれば何も載せられると思う

のです、具体ですから。ただ、一事不再議ではないけども、期間も与えているからいいですけ

ども、議会議決していますから。皆さんが賛成して、派遣してもいいと言っているわけですか

ら、そのことを変えるわけですから、それはそこの理論的な根拠だけは必要ですよ。それはな

くて、何であのとき反対しなかったのだと、わずか３カ月前の話ですから、それはそこら辺の

議論まで行きますから、その問題を載せるとしたら。ただ、僕は載せるとしたら、そこは載せ

られますと。商工会に派遣している者を引き上げる、これは明確ですからできるのです。それ

以外の部分を中間報告に載せるとしたら、大変だというふうに、どういう表現をすればいいか

という、そこだけなのです。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今、中間報告の関係で、この固定資産税率や超過税率をコンマ１下

げるということで、特別委員会でその理由 8,000 万円の捻出をこれとこれで充てようという形

で大体まとまったのですよね。それの報告なのですけども、今の意見でいくと、何かこれとこ

れとこれを取り組めば、これだけの金が浮くというところまでまだ行っていないのですね。本

当に今言っている個々のやつは、何百万か何十万の話の分が多いから、やはり原点に戻って特

別委員会で土地を売却して、計画に入れて、それをそちらに充てるべきだということで、先ほ

ど氏家委員から出ていたように、これは 10 年間でやるスパンだと。当初は２年間で売ると。今

のプログラムの中には、この土地のやつは入れていないで、売れたら計画年度 10 年度のやつを

９年にしたり８年にしたりして、そういう形でやっていきますということでの町の案なのです。

それを採用するか、それとも今言ったように、5,000 万円なり。特別委員会で出たのは 5,000

万円ですよね、そういう話出ましたよね。そして、資産割の廃止ということで出ていたもので、

やはりそれくらいの数字を実際には土地を売却する計画を立て出して、そっちを売って、そっ
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ちに充てるという、それでコンマ１下げられないかというような形で原点に戻って、そういう

報告をして、何とかプログラムに組み入れできないかと。コンマ１下げる努力はできないかと

いうことで、意見持って行ったほうがいいのかなと。 

ただ、私これは個人的な話かもしれませんけど、今町民にいろんな負担をお願いするのです

けども、こういう異常事態、非常事態だということで、こういうことするのですよね。だから、

今例えばアップしない、できないで抑えたものは、これからずっと行政運営していく中で、こ

れを上げるという大きな理由というのはなかなかないから、やはり今もし抑えたとすれば、そ

れをずっといくものかなと。受益者負担の手数料は別として、こういう大型の税率何ていうの

は、そう簡単に上げられるものではないですから、今まで都市計画や何かでいろんな議論あっ

たけど、なかなかできなくてきて、やはりこういう異常事態だからということでやるわけです

から、ある程度町民のその辺は十分理解されている部分あるから、そこである程度一定に抑え

るというのは、今後これ以上おかしくなったらそれは上げなければだめな部分あるけども、あ

る程度好転した中で財源捻出したいからこっちのほうに持っていくというのはなかなかできな

い部分あるかなという、ジレンマはあるのだけども、やはり特別委員会できちんと、そういう

皆さんの総意でどういう形でコンマ１下げようと。その資金はこっちから捻出しようというこ

とで、ほかのところは決まっているから、それは淡々と報告するという形でよろしいのではな

いかと思うのですよ。そうでないと、個々のあれもこれもと入れると金額もはっきりしないし、

あれも入れなければだめ、これも入れなければだめ、これは引けないとなると、もう１回原点

に戻るような感じになりますので、そういう形でやっていかれたらどうですか、報告されたら。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今、議長から示唆がございましたけれども、基本的には特別委員

会の中では 1.7 を 1.6 にすると。その根拠については、数字としては財政改革プログラムでそ

れだけ減らしたとしてもそうなりませんから、町側から来るのは必ず 0.1％下げた分の根拠を

示してほしいと言って来ると思います。ですから、そういう部分がございますけれども、少な

くとも我々が特別委員会の中で議論した中身というのは、国民健康保険税の資産割の廃止と、

もう一本は土地の売却でそこの見合い分をきちんと歳入で見てもらうという考え方だったので

すよ。それは確認されておりますので、基本的にはその部分から出るとしたら、これは再度特

別委員会を開かなければだめになりますから、そういうことでいえばいかがでしょうか。そこ

ら辺の認識はそういう認識ですか、皆さん。そうですよね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的に、特別委員会でお話しして資産税の廃止 4,500 万円、

土地の売却 3,500 万円というふうに示しましたよね。何回も言うようですけども、国保税とい

うのは超過税率に全然影響ないのです。町民負担が軽減されるという事実は変わりませんけど

影響されないのです。ですから、ここで純然たる影響するのは 3,500 万円なのですよね。そう

すると、前にも言いましたコンマ・コンマ 4 なのです。だから、1.6 の低減措置にはならない

ということなのです。8,000 万円組まないと現実には提言にはならないのです。8,000 万円仮に

土地の売却を組んだということにした場合、超過税率は 1.6 になります。町民の負担が 1.55

になるということです、結果的に。ですから 3,500 万円という特別委員会だけのもので出せば、
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町側は 1.65 にせざるを得ないということになります。その辺も含めてお願いしたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 言っている意味わかりますか。この間の特別委員会で最後に議論

した部分です。このままいくと、町民負担が 1.6 になるのだけれど、町のこの財政改革プログ

ラムでいうと、3,500 万円なり 4,000 万円の土地の売却の計画書しか組まなかったら、この計

画では 0.05 しか下がらないのです。今度の計画を書きかえるというのは、土地の売却 4,000

万円で見た場合は、町民の負担は 1.6 になるけれども、実質的な書きかえというのは 1.65 にし

かならないということなのです。だから、土地の売却 8,000 万円で組まないと 1.6 は下がらな

いと、こういうことです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに 1.6 という部分で僕は実質だと思うのです。実質町民の負担が

1.6 になればいいと思います。そうしないと、今国保税の資産割の部分を僕も小委員長と同じ

とおりに減るのだから、それは今回の超過税率の部分には影響ないと言いながらも、それは実

際下がるわけだから、それは使ってもいい財源だと思うのです。でもそれは、数字的にはあら

われないのだと、1.65 にしかならないのだと。でも実際の町民の負担というのは 1.6 なのだと

いうことで考えれば、僕は今回の特別委員会の意思というのが盛り込まれると、僕は判断しま

す。ですから、実際問題数字的には 1.65 になったということであっても、それはそれで構わな

いのではないかと思っているのです。何だかんだすべて 1.6 にしなさいと。結局は町民の負担

は 1.55 になるのですよみたいな話をするのか、どっちを取ると言われれば僕は先ほど言ったと

おり、実質的な町民の負担が 1.6 になるのであれば、僕はそれでいいのではないかと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） この意見、このことに対して。及川委員。  

○委員（及川 保君） 今小委員長おっしゃったのは 8,000 万円、1.6 ということは、8,000

万円の部分が出てこなければまずいわけですよね。それで、国保税の資産割の廃止はこのプロ

グラムには全然反映されませんよということであるから、土地の売却は 8,000 万円にしなけれ

ばならないよと。国保の数字を変えなければいけないと言っているのですよね。 

○小委員長（大渕紀夫君）  1.6 ということで特別委員会は一致したわけですよ。そのときに

局長からそういう説明があったのです。そのときに私は、土地をそういうふうに見るのだった

ら 8,000 万円見なければだめなのですよと、議事録見たらそういうふうに出ていますから、そ

れは私言っていますから。ですから、それでいいのですかという話はしたのですけど、それは

何かそのまま行ってしまっているのですよ。だから、それまでは全部小委員会で任されている

ような格好になっているのです。だから確認していないのですよ、ちゃんと、はっきり言えば。

だから、今のままでいったら、土地の売却を 8,000 万円で見なかったら、あとは捻出する根拠

がないわけですから、そこのところをつくらなければだめなわけですから、そういうことで言

えば 8,000 万円売るといいことになれば８年間で６億 4,000 万円、という計算になるよと。そ

ういう形で、ここで意思統一できればそれはそれで出すと、こういうことです。ただ、私が言

っているのは、個々の資産税割を廃止することによって、実質的に町民の負担はそういうこと

になりますよと、これは事実なのです。だから、これを書きかえるということで言えば、そう

ならないのです。だから土地は 8,000 万円で見るしかないというふうになるのです。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君）  返す場合は、プログラムの内容を書きかえますので、町は 1.4

から 1.7 にすると言っているのです。ですから、そこで示してやらないとだめなのです。実質

であろうが、間接であろうが、そこで示さないと町の部分ではないということです。だから、

その点からいうと、実質に町民負担になるかというと初めから 1.5 落ちているわけですから、

今の議論で 3,500 万にしても実質的な負担は 1.4 から 1.5 なのです、今のままでも。だから、

正味 1.6 にするのであれば、負担が逆に言ったらコンマ５しかないのです。1.45 ということに

なるのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 要するに、今のままで償却資産が変更になった場合、10.4 しか上

がらないわけです、20％上げても。要するに、1.4 から 1.7 に上げても町民負担は 10.4 しか上

がらないのです。だから、実質的には 1.55 にしたということと同じことなのです、負担は。そ

うでしょう半分だから、10％しか上がらないのだから。そういう中でいくら上げるかという議

論なのだから。そこのところがちゃんとしていないと根拠が薄くなってしまうということなの

です。だから、そういうふうになってきたら、例えばさっき言った、蒸し返す気はないけど、

大型の補助金カットというのは、では何ぼ見るのかとなってしまうわけです。根拠 5,000 万円

だよと。残った７億 5,000 万円は土地を売るのだと。その根拠と言われたら何もないでしょう。

努力すれと、これではだめだという議論だったわけです。だから、そういう経過の中で、最後

そうだよと。局長から出たときに土地は 8,000 万円だよという話をしたということは、そうい

うことなのです。そこの理解はいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） あとの 1.6 にするというふうに特別委員会の中では意思統一はし

ているのです。そうなれば、土地の分が 8,000 万円ということになりますと、こういうことな

のです。ここのところの意思統一をきちんとしておくと。もちろん、皆さん今出ている意見と

いうのは、全部９月の特別委員会の最終報告で反映されますから、どうなるかというと、今及

川委員から出たようなことは短縮するものに使うのか、どこに使うのかは別にして、来年から

の全体的な見直しの中でそういうものは全部反映されていくというふうになるわけです。だか

ら、議会のチェック機能を増すということは、そういうことなのだから。そして、全体的な見

直しを３年に１回やると。来年ですから、もう。19、20 だから、21 年の決算出たら見直すわけ

だから。そのときに今出たような意見は全部そこの中に入って見直されるわけです。だから、

今議論しているということは、全くむだにならないのです。だけど、中間報告に入れるという

のは、ルールがあって入れることだから、そこのところはきちんと守っていかなければだめだ

というそこら辺でどうするかという議論なのです。ここ 1.6 で、8,000 万円で土地の売却でい

きますか。年間 8,000 万円だから。８年間それをやらなければだめということだから。要する

に、議会が言い放しだというのは簡単なのです。だれが、責任どこでとるかという問題ですか

ら。だから、売りなさいと、売れなかった、しようがないですねと言うなら、今までと何も変

わらないのです。そういう議論をしたらだめだということなのです。山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  現実的に、この 8,000 万円という数字が非常に説得力に欠ける
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数字ではないかと思います。ですから、ちょっとこれは、今局長の説明聞けば、1.6 というい

のが厳しくなってくるのかなという。特別委員会の決定事項というのもありますけれども、実

際に 8,000 万円という形で入れたときに、現実離れしているなと、議会の言ってきているとこ

とがということになってくれば、全然説得力に欠けて、町は取り入れないという形の可能性が

多分高いような気がします。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕は、たまたま土地の売却計画が 3,500 万円と出ていますけども、年

１社だと思うのですよ。年最低１社。何とか目標立てて１社頑張ってやっていくことが。２社

も３社も売れと言ったら、当然僕は無理がかかってくると思うのです。だから、本当に死力を

尽くして年１社、何とかあたって売るのだという気持ちがそこになければならないと思うこと

から、大体この 3,500 万円という一つの目安になるだろうと。大体１区画が平均したらそのく

らいになるのですよね、大きな土地を除けば。栗林さんみたいな１億何千万みたいな形ではな

い限りは。だから、これくらいは最低限、僕は町が持つ責任として、売ると言った以上、町の

責任として持つべきだろうなと思うのですよ。これ以上になると、ちょっと厳しいのかなと。

売れるときは２社でも３社でも来ますよ。でも売れないときというのはないわけですから。別

に行政の肩を持つわけでも何するわけでもないですけども、実際本当に限りなく可能に近いだ

ろうと思うことで町に求めるのであれば年１社は頑張りなさいという部分は、僕は、それは求

めてもいいような気がしています。それ以上は厳しいような気がします。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 特別委員会で 1.6％と決めたわけですから、それを崩すわけにはもち

ろんいかないと思いますし、そのために 8,000 万円が必要であるならば、その土地の売却 8,000

万円を載せてぶつけるしかないのかなという気がしますけど。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 私も、特別委員会の中で 1.6 ということを皆さんと確認し合っており

ますから、これは大変厳しい数字だというのは十分理解するのですけども、今後この赤字財政

の根本にもなっているわけですよね、この土地売却については。であるならば、当然今後の  

の関係も出てくるでしょうし、町は売らなければこの部分については解決していかないのです、

いつまでも。このくらいの強い決意でまちづくりを進めていかなければいけないという思いか

らすると、何も当てずっぽうの根拠のない数字でもないと私は考えますので、8,000 万円とい

う数字をこの土地の売却計画に入れるということでどうでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） これは賛成多数で決めるものだというのではないです。少なくと

も特別委員会の議論の末での小委員会のまとめですから、基本的には 1.6 でいくと。ただ、本

当にこれをやるときに町との関係、町民の皆さんとの関係で説得力、実現性。ただ、議会が 1.6

でと言えばいいというものではないと、僕は思う。実現性が可能かどうかということを含めて、

やはり議論をしておかなければだめな部分ですよね。しかし、特別委員会の中で確認されたこ

とは事実ですから、それはそれで確認されているわけです。間違いないですから。だから、そ
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ういう物の上に立って、理論的にどうつくり上げるかという問題では、若干ちょっと根拠が不

足しているかなという気がするのです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 特別委員会の中で 1.6 を一つの目標にしましょうと。その根拠の中に

は、国保税の廃止に伴う負担軽減の 4,400 万円。これが入っていて。その足りない分どうする

のだという話で土地の売却出ていたではないですか。それがどんな金額になっても、金額はあ

のときはうやむやになってしまったけども、1.6 にするのだろうと。足りない分は土地で売れ

という話だったのではないですか。松田委員のいろんな部分では。そこで考えれば、僕は実質

1.6 に持って行く。プログラム上は 1.65 になるのかもしれないけども、それはあくまでも小委

員会に任されたことですから。僕は実質 1.65 のプログラム改正なのかもしれないけども、実際

の町民負担というのは 1.6％の増減率になるのだよということは、文章で説明はできるのでは

ないかなと、僕は思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） そこら辺が、かなり特別委員会との関係でいえば微妙なのですよ

ね。そういう確認ちゃんとしていないですから、最後に確認何もされていないのですよ。結果

的には局長がそういう示唆をしたときに、8,000 万円になりますよということは言ったけれど

も、言っただけで何も確認はしていないのです、それは。だから、今氏家委員言うことは、理

論的にもそういうことはあり得るのだけど、その確認されているかと言ったらされていないの

です、それも。基本的には、やはり 1.6 というのが確認された中身だから、何度も何度も確認

しているから。そういうことでいえば、そうなってしまうのです。だから、そこら辺のことが

あるものですから、ちょっと面倒なのかなという気がしている。きょう５日。各会派でこのこ

ともう１回やりますか、たたきますか。1.6 は変えないけれども、全額土地で見るのか、実質

1.65 にするのかというあたりの確認はしないとだめでしょう。どうですか。しなくていいです

か。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、小委員長言われているとおり、特別委員会の中でしっかりとした

打ち出しができていない以上は、締めができていない以上は、ここでいくら議論してもだめで

すよね。やはり、考える必要なく、会派に１度持ち帰って、実質 1.65 にするのか、1.6 でプロ

グラムには載らないけども、町負担が 1.6 という形の中で抑えるのか、その辺に議論をしてき

て小委員会に持ち帰らないと話できないではないですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） ここのところどうですか、特別委員長必要ないですか。必要なく

て、今のまま 8,000 万円でいきますか。それはちょっと、僕はかなり現実的には厳しいですか

ら、やはりきちんと意思統一しておかないと、議会として後で、僕はそう思っていなかったな

んてなると、これは全然話になりませんよ。町とのすり合わせがないというならいいのだけど、

町との話あるわけですから、では議会の根拠何だと。8,000 万円売れと。8,000 万円売れなかっ

たら仕方がないのではないかと、こういうことにはならない話だから。町民に責任を負うとい

うのはそういうことですからね。特別委員長がその報告をするわけだから、そこのところ、私

が今言ったような形で、何だかの形で、各会派できちんともんでもらう。その上でもう１回小

委員会集まるかという必要がないかどうかという提起をしたのです。及川委員。 
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○委員（及川 保君） そのとおりだと思います。であれば、各会派のきちんとした調整が必

要かなと思うのですが、先ほど私が申し上げた大型人件費を含む補助金については、ここから

発生しているのですよ。確かに数字的な根拠はなかったのですけども、なかったというのは、

人件費引き上げれば、その分見合いの数字というのは出るのだけど、ここで全体の意思統一は

できていないものだから、新たな部分で提起させてもらったのだけども、その部分についても

厳しい状況にあるものですから、そうであるならば土地の売却計画しか持ち合わせていないな

ということなのです。ですから、各会派の再度の意見調整必要かなというふうには思います。

ただ、期間的に非常に押し迫っているものですから、十分その部分を考慮して進めてほしいな

というふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） もし会派に持ち帰って、この一点だけで小委員会を開くのであれば、

１時間もあったら十分な話ではないですか。いつでも開けますよ、やろうと思ったら。 

○小委員長（大渕紀夫君） 要するに、これから新たな課題を出して議論するなんてことには

なりませんよ、11 日ですから。だから、それは特別委員会の中で確認されていることを、それ

でいかないと特別委員長だめですよ。それでやらないと、また新たなものをやるなんて議論、

それは特別委員会の中で確認されていませんから。大型補助金の問題については。ですから、

土地の問題しか確認されていないのですから。だから、そういう形で必要であれば、議論しな

いとは言わないけれども、それをやってしまったら 11 日には間に合わないと。 

○委員（及川 保君） そうしたら、もうこの 3,500 万円というのは動かしがたい状況ではな

いですか。会議を開いたところで、何も根拠のない 8,000 万円にするかしないかみたいな話に

もならないのではないですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） ただ、その話をきちんとしておかないと 1.6 から 1.65 に下がるの

ですよ。そのことを会派できちんと徹底して、どちらに決まるかわからないですよ。わからな

いけども、少なくとも会派でそのことを徹底しないとだめです。そうでないと、この人の意見

とこの人の意見と違ったと。終わってから、私はそんなこと知らないよとか、私はそんなこと

言っていないなんてことになったら困りますから。だから、そこは会派で意思統一しなければ

だめです。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 会派はいいのですけども、委員外議員の方が２名おりますね。その辺

の連絡は難しいと思うのですけど。 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  ここまで来て、ある程度小委員会で話されて、まとめをきちんと成

されているわけだから、それはそれでやっても無会派の方に皆さんと同じようにこう報告しま

すと、案をつくりましたということで委員長にやるわけですから、それはそれで余り無会派の

方考えることないのではないですか、どうでしょう。意見があれば向こうから言ってくると思

うのです。文書出すわけですから。 

○小委員長（大渕紀夫君） ただ、問題は、1.6 か 1.65 かということなのです。その理解はこ
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こで議論しているから、ここにいるメンバーはちゃんとわかっているわけです。だけど、何で

今まで 1.6 と決めたのに 1.65 という議論になっているのとなるでしょう。これは絶対なります

よ。そこのところはどこかで徹底しないとまずいですよね。何ぼ任されたといったって、それ

は・・・。 

○委員（及川 保君） この部分については、一人一人の委員の確認をしましょう。ですから、

無会派については、２名については私がきちんと責任を持って説明をしますので、それでよろ

しいのではないですか。ここで決まったこと、次回の小委員会で決まったことを説明するよう

な形にしたほうがいいのではないですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） ということは、1.65 でいくという意味ですか。 

○委員（及川 保君） そうではなくて、会派で集まって決めて、ここにまた集まりますよね、

ここで、また決定しますよね。その部分を無会派の方にお話するということです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 小委員長が言われたように、ここにいる人方はわかると思うのですよ。

例えば土地売却を 3,500 万円に抑えて 1.65 なのだと。でも、実質は前回特別委員会でも説明し

たとおり、町民負担減った分を入れれば 1.6 になるのだよということで抑えられるかどうかと

いうことですよね、はっきり言って。そこを皆さんに理解をしてもらって、前は 1.6 という数

字だけが独り歩きしてしまっているから、そこだけを意思統一してもらうだけの話ですよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） ちょっとまとめます。今の状況でいくと、国保税の固定資産税割

というのは 4,400 万円です。4,380 万円です、正確に言うと。4,380 万円ということは、残った

金額は 3,620 万円なのです。この 3,620 万円の土地を売る計画で行けと。そうすると、税率は

1.65 で、実質町民負担は 1.6 ということです。ですから、1.6 という意思統一が特別委員会で

されていますけれども、1.6 というのは町民の実質的な負担が 1.6 ということで、プログラム

上は 1.65 になります。そういうことでのお話し合いにするか、8,000 万円で土地を全く町に売

れということでいくか、これは二者択一。こういう形での議論というふうに私は思いますけれ

ども、どうですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） そうですね。では、実質 1.65 か、それともこのペーパー上の 1.6

かということで、基本的には議論していただく。今の状況でいくとかなり厳しいだろうと。土

地を売る 8,000 万円というのは、非現実的だということは事実ですから、少なくとも私もそう

思います。はっきり言って 8,000 万円の土地を売る、６億 4,000 万円、８年間で売るというの

は、現実的に見たら可能性あるかどうかというのは、どうもそうは思えないです。ですから、

そこら辺十分考慮して議論をするということでいいですか、そこだけファジーにして。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君）  ちなみに、今 3,500 万円、8,000 万円の議論ありましたけど、

3,500 万円とすれば、田野井製作所。あそこの土地の額とエポック・サービスの売った額の大

体中間くらいなのです。８年間で６億 4,000 万円というのは工業団地、特別工業団地の残地全
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部売らなければだめなのです。数値的に見比べると、そういうふうになりますということです。

先ほど小委員長が、実質的負担が 1.6 で、表面の超過税率は 1.65 になるというお話しましたけ

ど、実質的負担は 1.65 ではなくて、0.5 なのです。評価がえがありますから。1.6 並びにする

と、負担ゼロということになります。超過税率を 1.6 にすると町民負担がまるっきりないと、

計算上。1.65 に超過税率をすると、町民負担が 0.5 上がっただけということなのです。税率で

いけば 1.45 になったと、実質的。これは計算上ですから、それぞれ個々には若干違うと思いま

す。そういう部分で押さえていただければよろしいのかなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） そこのところを配慮して、小委員会としては、おおむね 1.65 で、

実質 1.65。ペーパー上は 1.65 で町民の実質負担 1.6 というのは基本的な認識で 0.5 下げてや

るというような意見が大勢を占めているというような形の中での会派会議の説明にしていただ

くということで、これはやはり、はっきり言って現実的でなかったら、町だって受け止めませ

んよ。原案どおりやらせていただきます。3,620 万円だって大変でしょう。毎年だったら。い

いですか、大体。次、１時間くらい会議をやりたいのです。報告書の関係がございますから、

何ぼ遅くても７日の総務文教常任委員会終わったあとにやらなくてはだめですね。どうですか。

そうしたら、７日に 16 時から小委員会やると。すいません、総務委員長、その日４時に終わっ

てください、何とか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  虎杖浜まで行っているのですよ。だから、戻ってくる時間。 

○小委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ０時１８分  

                                         

再開 午後 ０時１９分  

○小委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。 

それでは、おおむね今の現実をきちんと踏まえた上で、どういう対応策を取るかというよう

なことで、実質ペーパー1.65、実質町民負担 1.6。これくらいが妥当かなというふうな大体の

結論になりつつありますけれども、会派会議で意思統一してください。その上で、７日に 16

時 30 分から小委員会でその確認をいたします。そこで決めるというふうにしたいと思います。

報告書につきましては、前文を特別委員長に書いていただいて、あとは今の中身で確認された

５項目を箇条書きで載せ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） それでは、そのようにいたしたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 
○小委員長（大渕紀夫君） 次回、なかなか大変ですけども、７日の 16 時 30 分から小委員会

を行いますので、ご参集の方はよろしくお願いいたします。  

以上で終わります。ご苦労さまでした。  

（午後 ０時２０分）  


