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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７日（木曜日） 

開  会  午後 ４時３９分 

閉  会  午後 ５時５３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） 若干遅れましたけれども、ただいまから白老町財政健全化の調査

検討小委員会を開催いたしたいと思います。 

（午後 ４時３９分） 

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） お手元に委員会の中間報告の案、これはまだ未定稿でございます

ので、これが成案ではございません。これからいろいろ変わる部分が出てくると思いますけれ

ども、それはこれからの議論の中で行うということになります。それで配布文書を読んでいた

だきまして、そしてその上でご議論を願うと、こういうことになりますのでよろしくお願いし

たいと思います。委員長のほうで何かございましたらどうぞ。及川特別委員長。 

○委員（及川 保君） 私どもの会派の話をしてもよろしいですか。まだ後にしますか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 読み終わった上で議論するということになると思いますので、そ

の点だけ。その上でこの文書、特別委員会の責任でつくっていますから、そういうことで各会

派の意見をいただくということは、もちろん議論の中でいただくということにはなりますので

その点だけお含みおき願いたいと思います。 

○委員（及川 保君） 私どもの会派は今回の先般の小委員会の中で会派として残された部分

ございましたけども、この 1.65 で超過課税の部分についてはいいだろうと、いくしかないだろ

うとこういう考え方でございました。それとこの内容皆さんのここにお配りされていますけれ

ども、特別委員会の中でも後日この報告書が出た段階で、皆様に配布しますという形をとって

おりますので、ぜひこの部分についても皆様のご理解をよろしくお願いしたいというふうに思

います。内容の部分については今皆さんのほうからいろいろ出された段階でまた検討したいと

いうふうに思います。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） 基本的には 1.65 の部分にまずご意見と、それに付随するもしご意

見が、もちろん変えるとか何とかにはもうなりませんけど。基本的には意思統一していますか

ら、そういう点でのご意見があれば各会派からどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） まずは会派に持ち帰った案件は、工業団地の売却にすべてゆだねるの

かということで 1.6 これについては、われわれ会派の中ではやはりそこまで、例えば行政に言

いっ放しだけで終わるべきではないと、やはり可能な限り、例えば現実的な部分に近づけるた

めにはやはり年１社という形の営業が必要だろうと、それぐらいの目標ぐらいは持てと、それ

は行政に言ってしかるべきだろうという話の中で、そういった形の中では年１社 3,600 万円で

したか。それぐらいの目標を立ててやっていくべきだという結論になりました。ですから数字

的には 1.65、実質的 1.6 という形の中の負担割合で出すべきであろうという話になりました。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私の会派もやはり 1.7 の 8,000 万円というのは、これは無理だという

結論に達しまして、この案のとおり 1.65 で約 3,500 万円ですか、これは何とかして売ってもら
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うという結論に達しました。以上です。 

○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）  前回の小委員会でも述べたとおり、私どもの会派も会派で会議

を開いたところ、やはり現実的に少しでも近づけたことで中間報告をしなければ、まったく絵

に描いた餅ではないかということで、議会としての説得力があまりにも欠けるということで、

これはもう 1.65 で行うべきだという結論が出ました。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私の会派も二度ほどやりましたけれども、いろいろ意見が出まし

たけど、最終的には 1.65 ということでこの部分については納得をしてもらいました。ただいろ

いろな意見が出まして、例えば職員への負担が約 60 億円の中で住民負担が 25 億円という状況

もあると、そういうことを十分考慮しながら、住民負担をふやせという意味ではないですよ。

ふやせという意味ではなくて、十分考慮しながらやはり文章つくってくださいと、この文章最

終的にはかかりますし各個人に配布もされますから、それから課題の部分もぜひ入れてほしい

とかいろんな意見が出ましたけど、基本的には 1.65 でいくということでは意思統一しました。 

超過課税の分については 1.65 で一応町のほうに出すと中間報告は行うと、これいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それではこの部分が確認されましたので、あとはこの文章を現在

の状況の中でわからない点、疑問な点、表現方法等を含めて疑問な点等々をありましたらこの

小委員会で若干直せるところを直して、そしてその上で各個々の議員に配布するというふうに

しないと、どんどん出てきたらどうにもこうにもならなくなりますから、その辺はまずこの文

章を会派は見ていませんから、どの点が表現の問題含めて質問や意見ありましたら。きょう、

今配布して今ですから大変なのですけど。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私、読みますか。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。一回読みますか。再度皆さん、目を通してもらった

と思いますけど。では、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ４番目からいきます。いいですね、そこからで。では読みます。 

４ 調査に基づく中間報告。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）の成立を受け、白老町の

財政状況は、平成 18 年度の全会計を連結した決算において 28 億 8,600 万円の連結実質赤字額

(連結実質赤字比率マイナス 41.4％）が生じ、財政再生団体に該当するような危機的な財政状

況下にあった。 

 白老町は、平成 19 年６月に不退転の決意で行財政を抜本的に見直し、財政再生団体を回避す

るとして「白老町における財政再建への取り組み（骨子）」を示し、国における４指標の動向を

見極めながら財政健全化策を検討してきたところであり、３月 31 日に総合的な対策「新財政改

革プログラム(案)」が議会に対して示された。 

 本年３月、総務文教常任委員会では、新財政改革プログラムを所管事務調査に取り上げて調

査を実施していたところであるが、新財政改革プログラム（案）は、超過課税の導入を初めと
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した町民負担を求める内容も示されており、議員全員によるしっかりとした議論が求められる

ものであるとして、議長を除く議員全員で構成する本特別委員会を設置し、総務文教常任委員

会から付託替えをして継続審査としたところである。 

 白老町は、町民に対する説明会及びパブリックコメント等を経て８月下旬をめどに新財政改

革プログラム（案）を計画（成案）としてまとめ、定例会９月会議へ超過税率及び各種の見直

しに関する条例案を提出するとしている。 

 このことから、本委員会は、新財政改革プログラム（案）の内容等を精力的に調査し、委員

間における討議を経て、委員会として対案を示すために中間報告する。 

（１） 固定資産税の超過税率は、1.65％とすること。 

 固定資産税の超過税率導入は、固定資産を所有するすべての世帯に影響するものであり、税

率 20％アップは、年金所得者や所得のない世帯など大きな負担となる。現在、世界的な原油や

食料価格の高騰などにより物価が上昇している中で生活にも大きな打撃となる懸念があること

から、各委員の考え方は、町民に対する負担は極力小さくすることである。 

 このことから、固定資産税の超過課税は、計画 1.7％から 1.65％へマイナス 0.05％減に修正

するものであり、効果額約 3,680 万円見合い分は、工業団地及び臨海部土地等の売却益をプロ

グラムに組み込むこと。 

 全会計の赤字額の大きな要因は、工業団地会計及び臨海部土地造成会計における未売却用地

(約 15 億円)が要因であり、財政の好転はこの土地の早い処分が最重要課題であり、町は、7,000

平方メートル・１年・１社の企業誘致に努力する姿勢を示すべきである。 

 また、固定資産税の超過課税は、国民健康保険税の資産割賦課に対しても増額となって波及

するものであり、国民健康保険税の賦課割合の見直しに当たっては、資産割の廃止(マイナス

4,380 万円・実質超過税率マイナス 0.05％)により全体的な軽減を図ること。 

（２） 下水道使用料の改定見合い分を水道使用料の値下げで行うこと。 

 慢性的な赤字を抱える下水道会計は、使用料の改定なしに健全性が保たれないものと判断す

るところではあるが、約 10％から 15％アップの町民負担は大きいものがある。 

 他方、健全財政である水道事業会計は、平成 19 年度末約５億 3,000 万円の内部留保資金を持

っており、新財政改革プログラム計画期間において約６億円の黒字額が増加し、内部留保資金

は、約 11 億 2,000 万円と推計されている。 

 このことから、財政の非常事態における町民負担は理解するものの、税や使用料など多くの

項目で町民負担が生じている中で、緊急避難的な措置としての対応として、下水道使用料の改

定見合い分を水道使用料の値下げをすること。 

（３）株式会社白老振興公社に対する委託事業のあり方を見直すこと。 

 株式会社白老振興公社は、昭和 40 年台の土地の高騰が都市計画事業を推進する弊害となって

きていた現状に加え、港湾建設計画が町をあげての運動となっていたことから、港湾用地等の

公共用地確保を主要な営業目的として、昭和 46 年 12 月に設立された。 

 その後、昭和 48 年のオイルショックに伴い経済情勢の激変から土地の売却が思うようになら
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ず 12 億円の負債を抱え、昭和 52 年会社更生法の適用を受けることとなった。更生計画にあた

り管財人から要請された事項は、資本金の同額無償減資と同額増資、公社用地の買取、今後の

公社事業を町施行の事業の受託とするなどであった。 

 更正会社白老振興公社は、昭和 52 年度より 10 年間の更生計画に基づく再建を進めてきたが、

昭和 56 年３月町議会定例会において、昭和 55 年から昭和 61 年までの更正債権を町が代位弁済

することを議決し、更正手続きの終結に至った。これは、将来の白老港建設などの大型事業を

控えながら、更正手続きが昭和 61 年まで続くとなると公社本来の使命が果たせない上、更正会

社としての制約を受け、資金調達が不能になるなどの情勢判断であった。 

 しかしながら、株式会社白老振興公社は、更正手続き終結以後も町の委託事業中心に事業展

開し続け 30 年余りを経過しており、町財政の非常事態の中で公社に対する委託事業のあり方は、

プログラム(案)には何ら示されておらず、随意契約による委託のあり方等を見直し効果額とし

て反映すること。 

（４）プログラムの総合的な見直しを３年ごとに行うこと。 

 新財政改革プログラム(案)は、進行管理と公表において、毎年度進行管理を行うとし、進捗

度に遅れが出た場合に補強措置をとることとしている。 

 平成 28 年度までの期間内において、プログラムに組み込まれていない新たな財政事情及び計

画に対する予測不能の誤差が生ずることが考えられることから、３年ごとの決算数値に基づき

総合的な見直し規定をプログラムに書き込むこと。 

（５）町民温水プールにおける冬期間の閉館は行わないこと。 

 町民温水プールの冬期間の閉館（12 月から３月・効果額マイナス 841 万 5,000 円）は、定例

会６月会議において総務文教常任委員会の所管事務調査「使用料・手数料の見直し」において、

①公共施設は町民の利用に供することが最大の目的であり、冬期閉館の前に施設の利用度を最

大限に上げる努力をすべきである。②町は指定管理者に対し単に施設の運営管理だけでなく、

施設の利用度を上げることに指導しながら共同して努力すべきである。③温水プールは、幅広

い年齢層の健康増進に最も寄与する施設であり、利用しやすい料金体系を初め、冬期間の運動

する場の確保を含めて冬期閉館には疑問があり、利用者・団体を含めて十分な議論が必要であ

ると報告している。 

 教育委員会は、冬期閉館の方針を見直しする方向性を表明したことは評価をするものである

が、特にプールを恒常的に利用している団体・サークル等の意見を十分参酌し、使用者に多少

の負担を求めたとしても利用促進につながるようプログラムを見直すこと。 

（６）保育料の改正にあたっては、急激な負担にならないよう措置を図ること。 

 新財政改革プログラム(案)は、町民サービスにおいて一律補助や国や道の制度を上回って実

施しているサービス等を対象に見直すとしている。 

 保育料にあっては、従来から２年遅れの国の徴収基準を基本としてきたが、プログラムでは、

国の基準に準じた階層区分の検討を行うとしている。平成 20 年度の白老町の保育料は、国基準

との格差は約 800 万円・12.7％となっている。 
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 委員からは「保育園は将来的に民営化の検討がされる中で改正する必要がない。」、「効果額が

300 万円程度と試算しているが、子育て支援の観点から負担を求める必要があるか。」、「低所得

者層に配慮した見直しが必要ではないか。」などの意見が出されていた。 

 教育委員会は、①２階層の非課税世帯は据え置きとし、３階層は、国の基準割合より引き下

げて低所得者の軽減を図る。②国基準は、第３子以降は１割負担となるが、引き続き子育て支

援として無料とする。③全階層の不公平感の是正を図る。④国基準に対する割合を現行 82％か

ら改正 85％まで引き上げる。⑤平成 21 年度の引き上げ額は 3,000 円を限度として改正し、そ

れ以降は経過処置として当分の間据え置きとする改正案を示した。この結果、約 120 万円程度

の増額となるものであるが、全体的には階層ごとの負担割合が整理され、町民負担を極力抑え

た改正内容となった。 

 保育所入所者の 72％は低所得者(４階層まで)であることに十分に配慮された教育委員会の

改正案であることに、本委員会としては高く評価するものである。 

（７）白老町立病院のあり方について。 

 白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査特別委員会は、平成 19 年３月定例会において

白老町立病院のあり方について委員会報告した。 

 町立病院の今後のあり方は、白老町の危機的な財政状況を考慮するとき、医業収支の不足額

に対して一般会計から多額の繰出金により補てんして病院経営を続けていくことは難しいと判

断する。町立病院が永年に果たしてきた「公的役割」を最大限確保することが必要として４点

の項目を示した。 

（１） 救急医療を確保すること。 

（２） 一般病床及び療養病床を確保すること。 

（３） 予防医療の普及・啓蒙を確保すること。 

（４） 医療・福祉・保健の３連携を確保すること。 

６月 20 日、飴谷町長は、町立病院の方向性を示すにあたって、町立病院のあり方について７

点を示した。 

（１） １次医療と２次医療の連携が図れる病床の確保。 

（２） 入院医療が終了した患者が在宅に戻れないときの対応。 

（３） 初期医療を提供する救急医療の確保。 

（４） 遠方の医療機関へ通院できない高齢者を見据えた医療機関。 

（５） 小児医療の確保。 

（６） 予防医療を推進する３連携における医療機関。 

（７） 町立病院の経営改善が図ることができるあり方。 

 以上のことを総合的に判断し、町立病院は、医師６名常勤換算により外科・内科・小児科の

３科体制の維持と１階を診療部門、２階を一般病床 60 床、３階を老人保健施設 29 床として公

立病院として存続する方向性を示した。 

 町長の方向性は、白老町の財政状況と町民の安心を守る立場から報告した特別委員会の内容



 7 

そのものであり、全道的に診療所化の動きの中で決断されたことに安堵するとともに敬意を表

するものである。 

 以上であります。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今局長から読んでいただきましたけれども、文章上の問題、表現

上の問題等々ございましたら各委員からまず意見を求めます。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 文章のつながりの部分で、固定資産税の超過課税率のところなのです

が、中段から少し下のところに「未売却用地（約 15 億円）が要因であり」とありますよね。そ

れでまた次の文章が続いて「最重要課題であり」と、この「あり」が２つ続くというのはどれ

かを一つ集結させていかないと言葉がつながりづらくなるのではないでしょうか。例えば要因

である。要因がダブりもあるのかもしれませんが、「ある」で締めて最重要課題でありだとかと

いう文でやらないと、どちらかにしていかないとつながりが悪いのかと思います。 

それで、一度に言ってしまいますけど最後の病院のことなのですが、最後の文章、「全道的に

診療所化の動きの中で決断されたことに安堵する」という、この安堵はこれは私は違うような

気がするのですね。例えば全道的に診療所化の動きの中で決断されたことには敬意は示すもの

の、これからの運営は大変やはり厳しいものがあってこれは議会での中でも。 

○小委員長（大渕紀夫君） これは事を評価し敬意を表するものであるというほうが、評価し

と、私はこの評価という言葉は入れてあげたほうがいいと思っているのです。だから決断され

たことを評価し敬意を表するものであるというふうにしたほうがいいのではという気は私も実

はしていました。 

○委員（氏家裕治君） 以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今のありと要因については、これは文章上の問題ですから事務局

で考えてみてください。はい、山本委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（山本浩平君）  私もこの最後のところが少し気になりました。内容としては同

じようなことでございまして、やはり私が一番懸念しているのは建て直しが絶対、これは町立

病院としてやっていく以上必要だということで財政的財源の確保というようなことを考えると

本当に診療所化でなくてよかったのかという意見もないわけではございません。そういった点

を考えますとやはり安堵というのは省略すべきという考えで氏家委員とまったく一緒です。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 振興公社に関係するのですけど、この中で要するに昭和 48 年のオイル

ショック云々という項目があるのですけども、もうあれから 25 年も 30 年もたってまだそのこ

とも記述しなければならないのかという気がしたもので、検討いただけるのかと思いまして質

問しました。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 振興公社については、やはり経過を知らない委員さんもけっこうおら

れるという部分からすると、ある程度やはり入れてあげたほうが非常にわかるというような思

いがするのですがいかがでしょうか。 
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それともう一つ、最後の７番の町立病院の（７）の部分なのですけども、頭の部分で町立病

院の経営改善を図ることができるあり方、これを、「を」にしていただければいいなと思います。

「が」ではなくてです。特にあとはありません。 

○小委員長（大渕紀夫君） 振興公社の問題どうですか。山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  逆にこの入れた意味合いについて、教えていただきたいと思い

ます。悪いということではなくて何か意図的にそういうやはり入れたほうがいいということで

入れたと思うのですね。ありましたら、どうぞ。 

○小委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうからいいですか。これはあくまでも経過を入れないと、

なぜ受託事業したのかというのがわからないと思います。会社更生法になって更正手続き完結

させるために町からの受託で公社を立て直そうとしたのですから、それを入れなければ今 30

年続けている受託事業のあり方というのが見えないです。ということであえて経過を入れなけ

ればわからないだろうと。多分何人か長くされている方はわかっていると思います。だから会

社を設立して会社更生法に適応になって会社更生計画を立てたというところに、今の主要な営

業目的である町の受託事業というのが残っていると、それがもう 30 年続いてきている更生計画

終わってからね。だから代位弁済した大きな理由というのは本来の振興公社の目的に戻そうと

したわけです。だから受託事業ではなくて本来の公共用地取得、港用地を取得させるための動

きだったのです。それをしないで今のまま続いているという。 

○小委員長（大渕紀夫君） 要するに振興公社をつくったときは港の背後地を先行取得するた

めにつくったのです。ところが栗沢の土地を買って少しおかしくなって失敗して、栗沢町に 140

町くらい買いました。結果的には背後地を買うための代替地として買ったのですがだめになっ

て、それを今の虎杖浜の学校のあるところの用地と交換したのです。あの裏にずっとあります。

中学校の裏ですよ。そのときにだめになって会社更生法をしたときに利益あげなくては会社更

生法というのは完結できないために、早い話がトンネル会社つくって、そしてこうやった。 

○委員外議員（山本浩平君）  休憩しますか。それを聞きたくて質問したのですが。 

○小委員長（大渕紀夫君） それは事実だからいいのです。そういうことで振興公社をつくっ

たわけです。ところが今局長が言ったように、代位弁済の部分は公社を動かすために代位弁済

して町がやって動くようにしたのですが、実際は何もしないでそのまま仕事だけもらってずっ

と今までやっているわけです。そこに対してそれで私も２回くらい、実は一般質問しているの

です。このことについて。そういう意味の中身なのです。だから 30 年もそのようなことやって

も、本当は振興公社は商法上は何でもできる会社だから、商法上は何もこのようなことやって

いる必要がないのです。それが延々と続いてきたということなのです。だからそこをただいっ

ぺんにやるというわけにいきませんから、こういう形で改善できるまでにしてはいいのではな

いのということです。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。ちなみにその当時の役員というのはどういう方々だったの

ですか。 



 9 

○小委員長（大渕紀夫君） 社長は大体町長とか助役さんがやられて、あと各出資者が全員取

締役と。 

○事務局長（上坊寺博之君）  会社更生の後でチェンジになって古俣さんやって。更生計画終

わってから戻っています。いいですか。真ん中の上の部分に管財人の要請で主要なウエートに

そこにしたのです。町の受託事業を中心に土地の取得をやめさせて更生計画を立てれという。 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  それでこのたびのここで提案する委託事業のあり方を見直すことと

なっていますね。これは今小委員長言ったように、今何でもできるのだよということで、これ

の本来の提案する目的は今の町から委託しているやり方をもう少し委託を振興公社ではなく、

ほかにやるべきだという見直しなのか、例えば今やっているのを値段少し下げて一般と競争し

て受託できるような形にすべきというぐあいな見直しをさせようとするのか、その辺はどうな

のですか。それをこちらからやる委託を全部もうやめろよとやめる方向にいくべきだというよ

うな見直しを求める内容なのか、その辺はどう解釈したほうがいいですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私がこの問題出したのですが、私がやっているのはこの最後の部

分なのです。町財政の非常事態の中で公社に対する委託事業のあり方は、プログラム（案）に

は何ら示されておらず、随意契約による委託のあり方等を見直し効果額として反映すること。

とこのとおりです。だから今は随意契約ですから。競争入札でも競争でも何でもないです。だ

からそれが働いている人が町民の方ですから、その辺がいろいろあるのですけれども、そこま

で立ち入ってその要請計画書の中にまったく載っていませんから、この改革案を載せてここで

きちんと町が財政的に売るような形をとりなさいという意味なのです。それ以上のものないで

す。だからこうやってやれとかというものは私は始めからもっていないのです。ただ計画案の

中にないので、これはやるべきではないのということだったのです。実を言えば。 

○議長（堀部登志雄君） それをいうために前段のこれが必要だよということだったのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） なぜ契約をしているかということがわからないですから。 

○委員（及川 保君） 町としてなぜ必要かというのを、やはりここで述べているのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 補足ですけど、更生計画のときに更生をするために管理料７％、

８％つけてそれプラス 10％利益をつけて発注していたのです。それは事業を完了するのではな

くて会社を更生させるためにやっていました。今、そのままになってきているということです。

だから当然 10％儲かるのです。 

○議長（堀部登志雄君） 10％アップしているわけですね。平たく言えば 10％アップして委託

していると。 

○小委員長（大渕紀夫君） だから今どんどん下げてきているのです。 

○議長（堀部登志雄君）  だからそれで向こうが利益出ると、当たり前の話ですね。本来のと

ころに戻して例えば 10％やめたよとか何かそのような形のものをきちんと示して協力すべき

だよということを言いたいわけですね。 
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○小委員長（大渕紀夫君） そうです。随意契約ではなくて競争なら競争できちんと契約して

やればもっと下がるでしょうということです。そういう意味です。 

○議長（堀部登志雄君）  今の補足を聞いて初めてそれだったらいいなと、やはりこういうこ

とはほとんどの人がわからないから第２役場みたいな、あそこに勤めていればすごくそのこれ

もいいですし何とかという話にもなりますし、やはり一般の民間の方は、何であそこでなくて

はだめで私たちのところにもそういう掃除でも何でもやらせられないのかという部分が出てき

ますね、当然。だけどやはり設立の主旨からいって、会社斜めになってその立て直しのために

やってきたのをそのままのんべんたらりと続けているということの指摘ですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） この文章は、そういうことでよろしゅうございますか。理解して

ください。 

〔「はい」〕と呼ぶ者あり 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 先ほど読んでいただいたときに５ページの下段の国の基準とか、この

文章で局長きちんと押さえているので大丈夫ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 字が抜けているということですか。国基準、「の」を入れますか。 

○委員（及川 保君） どうしますか。別に間違いではありませんけど。 

○事務局長（上坊寺博之君）  その上は国の基準割合なので、「の」を入れたのです。 

○委員（及川 保君） 別にこれはいいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） ７ページの町立病院の改善が（７）になっていますね。それから病院

のあり方も（７）でいいのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私も間違ったのですが６ページの１、２、３、４、５、６、７な

のです。私もそれで間違ったのです、実は。そういう意味です。私も（７）２つあると言った

のです。そうしたら違うのです。では全部丸にして①から④、①から⑦にしてください。 

○事務局長（上坊寺博之君）  本来は丸にしなければなりません。というのは写したからこう

出てしまっただけです。 

○小委員長（大渕紀夫君） では、丸で。１から４も丸です。私一つ、この中間報告の部分に、

調査に基づく中間報告というところに、例えばこの 14 年間の計画の中で山本委員外議員がいつ

も言っている病院の建てかえ、それから給食センターの建てかえ、もうもたないと思います。

それと学校の耐震化、この３つをそういう中でこの計画がつくられているのだよというような

ことで、そういうことも、これは町民の皆さんのところへも出ていきますから実際にそういう

課題もこの 10 年間の中に内包しているのです。それがわからないとなかなかやはり当然ですが

町民の皆さんへの負担を下げなくてはならないですが、そういう中で例えば耐震化の問題、こ

れは国の耐震化やれと法律で決まりましたから、ですからそうなってくるとその部分と給食セ

ンターは子供たちの問題、病院はそういう課題もあるというあたりをどこかに私は入れたほう

がいいと思うのですがいかがでしょうか。入れ方がなかなか大変なのです。この文章を中に入
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れるとなると。少し局長に考えてもらわなくてはいけないのですけど、そういうことをやはり

入れなくては、これだけになって出ていくでしょう。状況として 10 年間の中にそういう課題が

実際あるのです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ３年ごとの見直しを中に入れますか。そこには書いてあるので

すよ。プログラムに組み込まれていない、新たな方向、それを意図して。 

○小委員長（大渕紀夫君） 具体的にですね。 

○議長（堀部登志雄君）  個別に具体的に入れるか予測不能でという形で処理してしまうか。

予測されるのはされるのではないですか。きちんとしたものを個別にあげる。 

○委員（及川 保君） それをきちんと課題としてとらえておかないと、よかったよかったで

済む話ではないわけです。 

○議長（堀部登志雄君）  これはこちらで挙げるより町で挙げるべき問題です。 

○小委員長（大渕紀夫君） そういう認識がこちらにあって、これを中間報告しているのかど

うかの問題です。こちらにそういう認識がなくてこの中間報告つくったとなると町側も町民側

もまずいことが起こってきます。要するに、そういうこと全然議会は考えないでこの計画だけ

つくっているのかとなるので、我々は 10 年 20 年の先を見てこれをつくっているのですという

ふうにするには、そういう部分ができれば調査に基づく中間報告の部分で入ってくれれば１番

私はいいなと思っているのです。そうでなければ出てきたことだけで議会が議論して、その下

げればいいとかの議論だけで本当に白老のまちの将来見据えて議論しているのかとならないか

という気がしているのです。山本委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（山本浩平君）  私も非常に懸念しているところは、今回議会の中間報告として

1.65 ということでまとめて中間報告いたしますけども町側の最終決断が議会の中間報告を取

り入れるか取り入れないかとなると非常に私は微妙でかなり慎重なところだと思うのです。と

申しますのは、議会が示した対案というのは土地のこと書いていますよね。これはどこどこの

土地を具体的にどこの会社にどうだという話ではないわけですから。税率だとかほかの税金上

げるだとかはっきりしたものであれば見合いの分で出てきますけど、土地は見合いの分でなか

なか具体的に出てこないと思うのです。そうなったときに最終的にもし議会の案を町側が受け

入れない結論になったときは議会側と町側が対立、対立というのは少しおかしいかもしれませ

んけれども、そういった構図にどうしてもなってしまって、議会はそういった今後のことを考

えていたのかというようなことがクローズアップされると思うのです。ですから私は、これは

やはり中間報告の中に入れて、これはこれできちんとやはりプログラムの中には入っている部

分と入っていない部分あると思いますけども、これはきちんと中間報告の中に議会としては入

れておいたほうがいいというふうに思います。いかがでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も町が抱える大きな課題として今残されているのは、先ほどの３点

というのは実は特別委員会でもはっきりと議論されているのです。これはやはりいろんな部分

で懸念されているところですから、間違いなくこれはもうやらなくてはならない部分なのです。
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しかし財政の部分では非常に厳しい部分でもありますから、そのことを抜きにしてこういうこ

とを議会としてやったのかという話になってしまうと大変やはり本意ではないでしょうね。そ

の分すっぽり抜けて議論したのかという話になると。それはやはりきちんと今回は入れて当然

町民にもこの部分があるのですということを知らしめることができるわけですし、しっかりや

はり入れておいたほうがいいと私はそう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） 私ももし入れるとすれば３年ごとの見直しの中で、ある程度明確にも

っている課題をあげながら、なおかつこの今回のプログラム改正にあたったということで示す

べきだろうと思います。またそういったことがないとやはり行政も議会は何も先のこと考えな

いでこのようなことをただ言いたいことだけ言ってきているのだというような、そうは考えな

いかもしれませんけれどはたから見るとそのような形に見られるのかもしれないし、そういっ

た課題というのを全部議会としても把握した形の中で今回はこの部分だけということで、そう

いったものをきちんと明確化しておくべきだと、もし盛り込むのであれば３年ごとの見直しの

中での表現化していくべきことだと思っております。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私はここに財政事情、計画云々ということがありますので、これはや

はり３年ごとの見直しということがありますから、その中で改めてその３つの大きなあれを入

れる必要はないかというふうには思っております。 

○小委員長（大渕紀夫君） 例えば 1.65 を町がのまなかった場合は条例提案されます。そのと

きにその条例を否決するかどうかという状況になってきます。この計画書は議決事項ではない

ですから議決はしてもしなくてもいいのですね。町が提案したことをのまなかったら、あとは

議会が条例を出したときに全員で否決するかとこうなるわけです。ですから私はやはり町が議

会がどこまでの深まりで議論しているのかということを見ているのです。だから本当に、では

まちの状況きちんとわかって議論してくれているのということがありますので、そういう課題

も十分含んで我々はそこをわかった上で、こういう提案しているのですと、例えば下水道も同

じです。私はこれは全くあれですけど、これは両方町がのむというのは至難のわざだと思いま

す。両方ですよ。下水も 1.65 ものむというのは私は至難のわざだと思います。だって計画つく

れなくなってしまうでしょう。そういったら、そこになぜ私が浄水場入れなかったかというと

上水を取り崩す水道料金を取り崩すという案を出していながら浄水場のことは 10 年もつかど

うかわからないといわれています。白老の浄水場はこれは事実です。だからそれはどうして挙

げなかったというと、ここでお金使うとこちらが言っているのに、そこを直せなんて言ったら

とんでもない話になるので私は言わなかったのです。だからそういうことでいえば本当にそこ

まで考えた議会の案ですというふうにしていったほうがいいような気が私はしているのです。

どうぞ議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今お話を聞いていて、それを入れると今小委員長が言ったようなこ

とを考えると、それではどうして何で 1.65 にするのだと、そのような大きな隠れた課題がある
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のであればやはり当然これは町民にお願いする課題としても町民にお願いするべきではないの

かと逆にとられないかと先ほどからお話聞いていて、そういうこともあるのだったらやはり下

げるのではなく、この際お願いするより仕方ないのではというような項目を、これからあれも

かかるこれもかかるこれもみていないのだよと金のかかることばかりだから入ることないです

から、そうなってくるとそこまでわかっていて議論してどうして 1.7 が 1.65 になるのですかと

いう形に正直いって、そのようなとられ方しないのかと感じが少ししました。そういうことも

考えられますよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 考えられますね。 

○議長（堀部登志雄君）  だから、ある程度それはファジーにしておいたほうがいいのかと。

でも少なくともそういうことは十分頭に入れた中で、なおかつ７を 6.5 に設置しておいたほう

がいいのかと。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私はそこは議長の言われるのはよくわかるのです。ただ町民に出

ていくときには、これは出ていかないのです。これはこのまま出ていくのです。これは報道さ

れますから。そのときに、では議会はそういうことを全然考えないでやったのと現実的に 1.7

から下げてほしいという意見は町の懇談会でも議会の懇談会でも出ていないのです。知ってい

ますか。一つも出ていないのです。議会だけが言っているのです、1.65 と。町民から意見とし

ては何も出ていないのです。そのときに我々が町民に負担しないほうがいいと私はそう思って

いますけども、それは 1.65 と出したときにこれが出ていったときに、ではお前たちぎりぎりで

こうやってやったのかとなるのではないのかと、だからそういうことは十分見越した上で我々

は 1.65 と方策、下水の方策、上げない方策取ったのですよと言えるようにしておかないとだめ

なのです。 

○議長（堀部登志雄君）  逆ですね。そうすると逆の意味ですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私は町民に出ていったときは必ずそうなると思っているのです。

だからこれはとろうと思ったらいくらでもとれますから、だからそういうことをきちんと挙げ

て、少なくとも我々は 10 年、平成 28 年までのまちの状況十分議論した上で、この結論を出し

たのですというふうにするべきではないかというふうに私は思って提起させていただいたので

すけど。それは町の職員も多分そのほうがいいと思うのです、私は。 

○議長（堀部登志雄君）  正直いって小委員長言われたような課題でとってくれればありがた

いというふうに思うのです。だけど逆にとると、そこまで考えて本当に自信あるのという形で

言われたとき、また逆のことを言う人も中には半分いても半分とらえますが、そのほうがやは

りいいのではないかと皆さんでやはりそういうこと十分考えておいて、よしこれでいこうとい

う形でやっていいのではないですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私は載せたほうが絶対いいと思っています。そこまで見越して議

会は議論しているのですということをあらわす。 

○議長（堀部登志雄君）  聞かれたときは堂々と十分議論した上でそうやったのですというこ

とを、お互いやはりそれできちんと意思統一しておけば、それはそれでどんどん出すといいで
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す。 

○小委員長（大渕紀夫君） いろいろ近藤委員のご意見もございましたけれども、そこのとこ

ろはどうですか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 例えばそういったことを私は盛り込むことについては、それでいいと

思います。ですから例えば行政がこの超過税率の問題について、それは無理だよできないよと

いうことで条例提案してきたときに議会としてはではどうするのですかという話になったとき

に私はそのときにこそ、今言われていることが盛り込まれていると、ではその分行政としては

こういうことも考えた形の中でのやはり考え方なのか、将来的この大きな課題を３つ４つ抱え

ている中での考え方なのかどうか、やはりそこで議論が深まると思うのです。そうしないとや

はりただ単に出してきたという数字にしかとらわれないかと思ったりするのですけど。ですか

ら例えば条例提案出されたときに議会として通すのか、通さないのかという話にも当然なって

くるでしょうけども私はやはりこういったものが最初にうたわれていれば、そこで議論した上

で譲るところは譲る、譲るとこは譲ると言ったら変ですけども、ただこの部分にだけは本当に

しっかりプログラムに盛り込んでもらうという部分が一つでもあれば私はいいような気がしま

す。その上で議論してきたということが明確になればいいと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  全部が通るかこれはわかりませんが全部通らないということもない

だろう。これだけ一生懸命やって、その辺はわれわれも譲るべきところは譲って、やはりそれ

はそういう形でお互い議論したのだから。だけど言ったけどどうしても向こうはこういう観点

から、これはできないとこっちはやってくれるというものがあれば、それはそれで理解してや

ろうという思いがあるのでよろしいのではないかと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ５時３３分 

                                         

再開 午後 ５時４１分 

○小委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

その文章を入れ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） では、そのようにしたいと思います。それで副町長と室長が少し

お話ししたいということで、この間確認とっていますから来ていただきます。山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  会派の意見というよりも最後の小委員会というかあれなので、

こういったことが会派の中でもやはり出ましたので、それをこの小委員会、各会派の代表の皆

様方が出ていますので、意見として少し述べさせていただきたいと思います。 

今回、議会としての対案をまとめることの難しさというのを非常に痛感した、そういう特別

委員会でもあり小委員会でもあったような気がしてなりません。私ども会派のほうとして、そ

の 1.7 から最初 1.6 ですとか 1.55 という話がありましたですね。基本的には 20％アップを 10％

くらいアップにできないかというのが希望でありましたけども行政案として出てきたときにで
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すね、手っ取り早い固定資産税、これを一番大企業からも多くとれますし、そういった意味合

いで一番これは手っ取り早いことを選んだと思いますけども、いささか中小企業、あるいは産

業経済界の方々は非常に抵抗を持っているのは事実です。これに関しまして。それで実際に

1.65 として今提案するわけですけどもその対案として私は土地ではなくて、私の会派としては

やはり個人町民税ですとか軽自動車税、これらをやはり行政としては上げていただいて、夕張

のようにですね。これこそ対町民に対しては公平、平等であるのかと商売やっている人たちも

同じ町民ですから、この固定資産税のアップというのは減価償却する、そういう資産にも含ま

れてくるわけで、そしてプラス町民法人税ですから非常にダメージは大きいのです。これに実

際の 20％アップであれば。ひも解いていくと 10.4％ということで当初のあれではなかったです

けれども、そういった意味でいうと非常に個人町民税や軽自動車税という形の中でも出てこな

かったのが非常に行政案としてですよ。残念でもあり、またこの特別委員会の中で提案、私ど

もの会派がしたことに対して受け入れられなかったことに関しましては非常に残念でなりませ

ん。プログラムの実行をゆるやかに延ばすということができるのであればまた方法はあったの

かもしれませんけども、これは職員のモチベーションが下がるということで皆さん全員でこの

期間に関しては延ばすべきではないということでありました。最終的には私どももそういう考

えであります。しかしながら非常にその中小企業あたりがこれをやられることによってボディ

ブローがきいてくると思うのです。最初の１年２年は別にして。そうなってくると雇用の減少

ですとか、あるいは給与ダウンに必ず私は直結していかざるを得ない、そう選択されざるを得

ないことが反映されていくと、そうなったときに増税の効果というのが果たしてどうだったの

かということに関して非常に疑問に思っていることでございます。今回のこの議会の特別委員

会全体の中間報告に関しては全く異論はございませんけれども、議会としての対応をまとめる

ことの難しさを痛感したということと、今後個人的な議員としての意見を述べられる、例えば

個人演説会や自分の講演会、あるいは広報広聴で開かれる町民との対話の中で個人の意見が尋

ねられて答えても皆さんがいいよというふうになったときは、こういった考え方を個人として

は持っていますということはどんどん述べていきたいというふうに思っています。以上であり

ます。意見というか考え方だけ最後の小委員会でございますので会派の考え方だけを述べさせ

ていただきました。何かあれば意見をいただきたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私はそういうことはたくさん、山本委員外議員の意見という意味

ではなくて、うちの会派も２回もやったというのはそのことです。はっきりしているのです。

対案をもってやったと議会で否決されたと延ばすというのはそうなのです。町民負担をかける

なと議会は全体がそういう意見です。だけど延ばすということには反対なのです。そうしたら

どのようにやるのとなるでしょう。我々は延ばしたらどうですかと意見出しているのです。こ

れは文章に出ていますから。港はやめろ半分にしろという意見出しているわけです。だからそ

れは否決されて。だから我々はそういう主張しているわけです。難しさという部分ですが、そ

れ以外に対案つくってくださいとことになるわけです。そうなったら。そうですよね。 

○委員外議員（山本浩平君）  そうですね。 
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○小委員長（大渕紀夫君） 対案出しているのだから。それをみんなだめだというのですから。

だから、なぜうちのが出しているのだよと、どうして 1.65 にしなくてはだめなのかとなるわけ

です。それはなります。対案ないわけではないのです。だけど 1.65 延ばしてというのはだめだ

というわけです。やりようがないのです。早い話私たちの会派としては。それを 1.65 にする、

どうして 1.6 が 1.65 になるのですかとこうなります。これは大変でしたよ、説得するのは、そ

れは。だから具体的に対案出しているなら別です。そういうふうになるのです。だからやはり

そこは局長が言ったように議会最後は合意で、全体の合意で進めるしかないという中で、そう

ならざるを得ない部分もあるのですというお話をしたのです。それしかないですから。では反

対しますかと、こういうふうになってしまうわけでしょう。ですからそこら辺は皆さんの中で

いろいろこうあった中での、きょうの結論だという、私はそういう理解しかしようがないと思

っています。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も小委員長おっしゃっていたように会派の中では非常に、これ 1.65

というのは本当にこれでいいのかと 1.55 と我々あげて議論して皆さんに諮ったのではないか

と、これが 1.65 というのは一体やる意味があるのかと、こういう議論まで実はなっているので

す。そこを何とかこれだけ皆さんの苦労して頑張ってきたわけですから、これはもう皆さんの

総意だということになれば、我々もやはりそれに同調してやるしかないだろうということで、

やはり苦渋の決断をしたということでご理解をいただければありがたいと思います。 

○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） それでは、暫時休憩します。 

休憩 午後 ５時５０分 

                                         

再開 午後 ５時５３分 

○小委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。 

それでは、今まで意思統一をした部分で各議員に文案を送り、11 日の８月議会で特別委員長

が報告するということで、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、そのような手続きをとらせていただきます。 

 以上で小委員会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 

（午後 ５時５３分） 


