
 1 

平成２１年 白老町議会 広報広聴常任委員会 会議録 

 

 

平成２１年５月２５日（月曜日） 

   開  会  午後１時３０分 

   閉  会  午後３時３０分 

 

場  所  白老中央生活館 

                                          

○議事日程 

  議会報告会 （Ｂ班） 

                                          

○会議に付した事件 

 １．財政問題について  

 ２．新年度予算について 

 ３．委員会報告について 

 ４．決議事項について  

 ５．議会活動状況について  

                                          

○出席委員（８名） 

 副委員長 斎 藤 征 信 君      委  員 吉 田 和 子 君 

 委  員 近 藤   守 君      委  員 前 田 博 之 君 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

 委  員 玉 井 昭 一 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（なし） 

                                          

○参加町民（１０名） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

事務局長 上坊寺 博 之 君    事務局主幹 森  隆 治 君 
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   ◎開催の宣告・議会報告会の趣旨説明 
○副委員長（齋藤征信君）  開会の宣告（略）、報告会の趣旨説明（略） 

（午後１時３０分） 

                                           

◎開会のあいさつ 
○委員（吉田和子君）  主催者を代表してあいさつ（略）  

                                           

◎議員の自己紹介 
○出席全委員  自己紹介（略）  

                                           

◎報  告 
１．財政問題について 

○委員（近藤 守君） 説明 （略） 

○町民  連結実質赤字比率とありますが非常によいとの説明ですが、何の理由でよくなったの

かと、財政改革プログラムの整合性で今の経過が良好と言っておられますがなんなのかこの２

点を教えていただきたい。   

○委員（近藤 守君）   一つには国の指標が下がったこともありますし、また、いろいろな

負担をしていただきました。超過税率や職員の給与等、そのことも要因の一つだろうと思って

おります。この整合性につきましては、３年ごとに大きな見直しをいたしますが、毎年行うこ

ととしております。 

                                           

２．新年度予算について  

○委員（前田博之君） 説明 （略） 

                                           

３．委員会報告について  

○委員（西田祐子君） 説明 （略） 

○町民  ごみの分別で変わってくることはありませんか。プラスチックによるボイラーの関係

で、生ごみとに分ける考えはありませんか。  

○委員（西田祐子君）  将来的には変わってくるかもしれませんが、今のところ、従来と同じ

で分別するという考え方はないようです。 

○町民  現状は何も問題がないとの回答ですが、14 億の予算ですが、正確にはあの施設に関し

てトータルで 15 億 2,000 万円ですよ。なぜ、そのような金額なのかが分からないことと、環境

問題で地域住民とでにおいとか振動とかでの契約改善をするのですよね。それに対して当然、

補強したり手直ししたりしますよね。それには町の税金をつぎ込むのか、クボタが限りなく常

にメンテナンスをしてくれるのかということを含めてお聞きしたい。また、最大問題のスラッ
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ジについて、産業廃棄物は本来廃棄業者が保証をつけて産廃業者に引き渡します。白老町は税

金を使ってスラッジを購入し、希釈に使います。これは本末転倒で余りにも町民をばかにして

おり、そのことを議会がどのようにとらえているのか知りたいですね。  

○委員（大渕紀夫君）  かわってお話しますけれども。手直しの件ですが、今、振動とにおい

が地域住民で問題になっていることは事実であります。これについて言えば、手直しの準備を

しております。労働条件のこともあり、中でも粉じんのほうですが、そのようなものに対して

クボタは集じん機を１基増設するとか具体的にそのような形を今取られている最中です。我々

議会も当然そこに行きまして見せていただきましたし、地域住民からまだ残念ですが直接聞い

ておりませんが、春、ばらばらですが２戸かな、いらっしゃいますけれどもそこでは振動とか

においが問題になっていることは聞いております。それは改善策を講じるということでやって

おります。また、産業廃棄物の件ですが、確かにペーパースラッジは産業廃棄物です。ボイラ

ーで一番問題なのは、塩素ですね。塩素が出るとそれがボイラーに悪さをし、それ以上塩素分

が出るとだめなのです。当然、日本製紙㈱白老工場が購入してくれないことになりますので、

希釈するためにペーパースラッジとかチップダストとか、そのような物を入れて薄めるという

措置なのです。 

                                           

４．決議事項について 

○委員（大渕紀夫君） 説明 （略） 

                                           

５．議会活動状況について  

○委員（玉井昭一君） 説明 （略） 

○町民  通年議会だとかいろいろな議会改革をしていますが、それが大事なことか分かりませ

んが、議会は議会として動いていることは一応分かりましたけれども、「年々議会議員がいろい

ろな形で一般質問をして議会活動をしているから、町民の生活が去年よりことし、現状は厳し

いけれどでも何とか議員も頑張っているし、行政も頑張っているから、少しみんなでしのごう

よ」というような雰囲気でなくて、そのことは町民生活に何も伝わってこないのです。振り返

れば、すべてが値上げですよ、現実問題として。何をどのように改革して、第２次だとか第３

次だとか言っていろいろやっていると思いますが、そうではなくて町民が求めているのは、き

ょうの暮らし、あしたの生活なのですよ。白老町にそれぞれ目的があり、何か事情があって白

老町に住まいを移し、中にはここをついの住みかとした人もいると思うのです。そのような方

たちに「白老町はいいよ」と言うのが議会議員さんの特権の一つで、生きがいと言っていいの

か分かりませんが、それは使命だと思うのです。ですから、いろいろなきれいごとをするけれ

ども、現実問題、町民生活は大変です。上辺だけの話だと申し上げておきます。 

                                           

◎全体での質疑応答 

○町民  新聞の報道で中途採用の学芸員さんを含め４人の募集がありますが、なぜ募集するの
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か、既に決まっているのか、また、議会で話し合われて決まったのか教えていただきたい。 

○議長（堀部登志雄君） 中途採用の関係ですが、昨年、希望退職で大幅に職員を削減し、技

術者が不足してきました。今回は、消防職も含め有資格者が不足したことでの中途採用募集と

のことで理解している。募集はしているが、決まったかどうかの確認はしていない。議会での

話し合いはありませんでした。 

○町民  いろいろな面において、町民が痛みを受ける税金を使用するときは、町民の代表であ

る議員皆さんの考え方、町民のことを考えて、町民側に立った物の考え方で実施してほしいと

思います。 

○町民  新財政改革プログラム（案）の皆さんが意見調整をして承認した。平成 20 年度から

平成 25 年度の５年間、職員の採用は現在凍結になっている。それにもかかわらず、なぜ部長制

度をしいたのか、広報に職員の募集が載っています。それに対して議会が何も意見を言ってき

ていません。今後は、広報にどこの会派が賛成したか反対したかが掲載されますので皆さんの

行動を見させていただきます。 

○委員（大渕紀夫君）  町長の専決事項なので、議案が提出されなければ議会としては議論で

きない。予算が提出されると、その中で議論をすることになります。現在までは決まっていな

いことなので、町長の専決事項として出されたものです。議会が態度を示すのは、議案が出さ

れたときで、今そのような状況だということを理解していただきたい。  

○委員（吉田和子君） 財政改革プログラムとの整合性は、議論していくことになります。  

○町民  議会だよりを注意して見ているのですが、誰がどのような活動をしているのか見てき

たつもりでいます。議会だよりでは、特定の方しか質問していません。これはどういうことな

のか、しかも、一度出したものを取り下げるなど、いつ出るのかと待っていたら出てこないこ

とがある。議会の中では、一体どのようになっているのか議員の中から責任を持ってお答えく

ださい。 

○委員（玉井昭一君）  確かに毎回質問している方もいますし、質問されない方もいます。し

かし、一般質問されている方だけが一生懸命議会活動をしているかと言い切れるか言い切れな

いかです。質問していなくても議員みなさんは、一生懸命議会活動をされています。  

○町民  我々町民は、議会だよりとかそのようなものでしか知ることはできません。町民の意

見を議員さんがよく聞いていただけたら、一般質問は簡単にできるのですよ。今まで町民との

議論がなかったのが問題だと思っています。  

○町民  航空学園の問題ですが、滑空場をつくるのに５億円も使っており、道路・橋などに投

じたものが無料で貸しつけられています。町民には超過税率などを強いているのですから、町

民の立場で物事を考えていただきたい。  

○委員（吉田和子君）  議会広報について町民にアンケート調査をしたことがあり、その中で

一般質問が一番興味あるとの結果がでています。議員活動の中で町民から要望が出てきます。

議員活動すればするほど要望が出てきます。議員は一般質問をすることだけが仕事ではなくて

委員会活動を通してでもあるしいろいろ多面にわたって議会改革を知っていただけた一つの議
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会報告であったと思う。議会で議論したことが皆さんに見えるよう広報に載せるとか、議会懇

談会、あるいは議会報告会など、何らかの形で周知していきたい。また、次回の本会議から質

問者がふえることを願っております。 

○町民 百年に一度あるかないかの経済不況、万一回復して消費が美徳であるというような、

状況がこれからも続くのか、あるいは続かないのか。自給自足するような生活水準が下がった

状況になっていくのか、そのあたりをお聞きしたい。 

○委員（前田博之君）  日本の職業を担っていくのが輸出産業という部分もありますので、私

はだんだん消費が減ってきて、それに反応する行政政策をしなければいけないのではと思って

います。ケインズはそれに変わる公共投資をすべきだと言っているが、私はもう少し財政再建

した中で、堅実な行財政をしていくべきだと思います。  

○委員（西田祐子君）  日本での公共投資というと、道路・建物をつくったりしますがこれを

高齢者医療に振りかえるとか、教育支援にお金を回すとか、公共事業を大幅に見直すことがで

きれば、新しい形の雇用の創出ができ、ある程度人口がふえてくるかもしれません。また、移

民の人も受け入れていけば、ある程度、国としての成長は望めるのではと感じています。 

○町民  少子高齢化の化はつけない。14％過ぎたら役所では少子高齢社会と呼ぶそうです。今

年度の教育予算が昨年度と比較して 2,200 万円増となっていますが、10 年ほどの推移を調べて

きましたら、昨年は歳出に占める割合が 4.4％、去年が少なすぎで、ここ 10 年間ありませんで

した。９年前の平成 12 年、６億 7,000 万円、6.1％ですよ。今年度 5.1％です。１％と言った

ら 6,000 万、7,000 万円の被害ですよ。町づくりは人づくりと言われます。実際の中は割合が

減っていっているということです。ここをどのような考えかお聞きしたい。 

○委員（前田博之君）  教育費だけではわかりません。その中に、建設費用で膨らむときがあ

ります。教育費の中に、小学校・中学校の本当の教育費、学校にかかわる管理費と子供に教え

る教材費という部分の振興費だけを見ると、１億 7,000 万円です。私が議員になったとき、町

長に白老町の教育費、振興費を少しでもふやし、子供たちが白老町から出ても最低基準の学力

以上の社会活動ができるようにしてもらいたいと言っています。議員の教育活動に対する考え

には違いがありますが、現場にどれだけのお金をかけ子供たちに教育するかということを心が

けております。 

○町民  そのような状況が続くのであれば、観光だとか企業誘致だとか、これまでのようには

いかないと思います。お金の使い道というのは、当然、変わってくるのではないかなという気

がしてなりません。 

○委員（大渕紀夫君）  先ほどの航空学園での話ですが、２億 5,000 万円の損失補償をしてい

ることは事実であります。これは返済されていまして、町民からたくさんのご意見がありまし

たので、今は厳しくチェックされています。月々190 万円ずつ、100％、元金が返済されており

ます。今現在、２億 5,000 万円のうち、いくら残っているかと申しますと、１億 6,260 万円、

４月 30 日までチェックされております。議会で言ったのは、白老の単独であれば非常に厳しく

なったときに大変になるので、千歳校ほか２校と会計を一緒にするなと言った結果、そのよう
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になっておりません。千歳校は今のところ定員がきちんと満たしている財務会計となっている

ので、現段階では余り問題がないのではないかと、債務保証しているということであれば、決

算の中身については、町に提出されません。また、町に対するメリットですが波及効果額が町

で計算され、議会議員さんの一般質問の後で出されました。その効果額が適切かどうかという

議場でのやり取りは、随分あったように記憶しております。生徒さんは白老に住んでおります

ので、経済効果というのはあります。この価値判断をどうするのかというのは、議員さんで違

います。波及効果額があるというのは事実であります。  

○町民  その経過は議会だよりに載せるべきだと思います。  

○委員（吉田和子君） 当時議会だよりに効果額を掲載していると思います。 

○町民  財政について、平成 19 年度の８月に、行政が財政再建に向けた取り組みを発表しま

した。再建入りが間近ということで、この中に財産分譲として 26 億 7,600 万円。平成 20 年度

ではどこにも載っていない中で超過税率が発表されています。国の法律が 12 月に変わると議員

さんも薄々わかっていながら 11 月に急遽、超過税率の採決のために議会を招集し、20％値上げ

し、日本一高い 1.4％から 1.7％の超過税率を決めてしまった。財産の売却 10 億 9,000 万円と

下水道料金の 81 億円。この２つの費用が財産として認められ、再建団体入りが免れられた。あ

とは、借金を返済していく体制が整ったわけなのに、町民に説明し超過税率はしばらく見送る

とか、超過税率を 1.5、1.6 とか、肩身の狭い行政の態度としては町民にお願いすることなのに、

逆になったことを隠して議会議員も町民に報告していない。そして超過税率を上げてしまった

ことをどのように思っているのか。  

○委員（前田博之君） １点は国の収支が見直されたおかげで指標が下がった。赤字は 5 月 28

日の議会で各会計の赤字額が出てきますので、平成 20 年度の決算見込みが出ます。平成 19 年

度は約 33 億 9,600 万円赤字です。平成 20 年度の見込み額として、約 20 億 800 万円。約 14 億

円が１年間で減ることになります。内訳は、病院会計が６億 900 万円、これは、借金と一般会

計からの繰り出しによって賄います。工業団地が約５億 3,200 万円、下水道が 4,200 万円、港

の臨海区が 4,700 万円、合わせて約 14 億円の赤字が解消になりますとのことです。これは税金

の増額と職員の大幅な給与の削減が、これに大きく寄与しているということであり、この分は

本来、財政が健全であれば町民の生活とか投資に回すなどに使われますが、それで借金の整理

ができましたよということです。国から示された指標をクリアするために、水道会計からお金

を回して、再建団体に落ちいらなかった施策ができたということです。  

○町民  ふれあい広場の器具が全部撤去されました。破損し機能しなくなったので危険だとの

理由からです。改修しなければならないと思うが、現状では町の予算ではかなわないと思って

いるが、何とか復旧してほしいと願っている。器具がなくなったために、子どもたちの姿が公

園から消えてしまいました。  

○町民  ９月の広報で町財政が悪化した原因は、過去の身の丈、つまり収入に見合ったことを

してこなかったということで、政策判断の誤りであると公式の場で示していた。具体的に身の

丈の合わなかった運営とはどのようなものなのかについては、余り触れていない。それをきち
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んと検証しないと、また、身の丈に合わない支出による町財政悪化の恐れがある。最近、病院

会計のめどが立ったこともあり、町財政に対する緊張感が薄れてきたのではないか。その結果

が、東京事務所を設けるとか、部制にするとか、身の丈に合わないような緊張感のなくなった

恐れを感じますが、各委員の皆さんはどのように感じているか聞きたいと思います。 

○委員（吉田和子君）  企業誘致や町民サービスの向上を目指しており、さらに白老町の若い

人達の今後の収入にめどをつけていかなければならないと思っています。財政プログラムとの

整合性については、基本的なものができており、eco リサイクルセンターにしてもどうあるべ

きかということもかなり議論し検証してきています。一つ一つの政策に対し、プログラムとの

整合性はどうなのか、町民にとってどのようになるのか、再生団体はクリアしたが借金を返し

ていくためにはどうするのか、ということを今後もきちんと検証していかなければならないと

私たちは思っています。プログラムは３年ごと見直しますし、１年ごとの検証を実施していき

ます。事業をするときは、プログラムとの整合性はどうなのかということを含め議論していき

たいと思っています。  

○町民  議員の歳費の値上げの答申が、行政から上がって町長が積極的に取り組み、正副議長

さんが町長室で、一人一人議員さんを呼び値上げの話を詰めているらしいとの情報ですが、そ

のようなことが今、議会の中で行われているのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 我々の報酬は、報酬等審議会で一応諮問して答申を受けてきている

今までの経緯がありますが、そちらのほうでは余りにも低いから上げないと、若い人がなかな

か出られなくなるのではないですかという答申はあったようです。その後は、議会側の提案に

なりますので、その辺はまだ一切お話をしておりません。この辺も含め、定数の問題等これか

ら議論していくことになりますので、その中で話し合っていく形になろうかと思います。現時

点では、まだありません。 

                                           

◎閉会の宣告 
○副委員長（斎藤征信君） 閉会宣告（略） 

（午後 ３時３０分） 


