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平成２１年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２１年 ２月 ２日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午前１１時２６分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

１．第４次総合計画後期実行計画について 

 ２．その他  

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．第４次総合計画後期実行計画について 

 ２．その他  

                                         

○出席委員（１３名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委員外議員 西 田 祐 子 君      委員外議員 玉 井 昭 一 君 

委員外議員 大 渕 紀 夫 君      委員外議員 土 屋 かづよ 君 

委員外議員 松 田 謙 吾 君      委員外議員 氏 家 裕 治 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     経 営 企 画 課 長    高 畠   章 君 

     経 営 企 画 課 主 査    野 宮 淳 史 君 

     経 営 企 画 課 主 査    本 間 弘 樹 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 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。総務文教常任委員会を開会いたします。  

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  それでは本日は、第４次白老町総合計画後期実行計画の概要につい

て、ようやくでき上がったということで説明を受けるものですが、実はこれ平成 20 年から本当

はスタートしているはずなのですが、１年遅れでようやくでき上がったということで説明を受

けたいと思います。 

本日は、委員外議員の皆さんにも出席いただいておりますので、皆さんのほうから意見を出

していただいて、６日にもまた再度総務文教常任委員会を開催する予定になっておりますので、

ぜひきょうはたくさんの意見をいただきたいなというふうに思っております。 

それでは、町側から説明をいただきたいと思います。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 皆さん、おはようございます。まず初めに、本来ならば理事

者が出席してご説明できればよかったかなと思うのですが、正月明け早々もう新年度予算の編

成が始まりまして、今まさに大詰めを迎えております。きょうは企業会計だとか、特別会計の

最後の査定に臨んでいるところでございますので、担当部局の私のほうから説明という、そう

いうことにご理解を賜りたいと思います。 

それと、今委員長からお話ございましたように、本来ならば昨年の今頃にこういった案を提

示して、そして後期の期間に入って新年度予算編成というところで、１年間ずれてしまいまし

た。そのことについて若干説明をさせていただいて、その後担当から概要について説明をする

というような形をとりたいと思います。 

皆さんご存じのとおり、平成 16 年度に新しい第４次白老町総合計画が平成 23 年まで８年間

の計画としてスタートしまして、平成 19 年度末には前期の実行計画の期間満了を迎えまして、

平成 20 年度から新たな実行計画期間として後期４年間というところでございましたけれども、

そこの総合計画基本構想の中間地点を過ぎたところ、この前期から後期の計画期間におきまし

て、平成 19 年６月にご存じのとおり、財政健全化法が成立いたしました。その法の規定に基づ

く財政手法の１つであります連結実質赤字比率、これが全国ワーストファイブというような形

で報道されるなど、財政危機が表面化し、抜本的な行財政改革を断行しなければいけない、そ

んな状況にわが町の財政が陥ったというところでございます。 

このため、まず後期実行計画を策定する前に、新財政改革プログラムということで、新たな

財政改革プログラムを策定するという、それを先行しなければならないだろうということで、

まずその案をつくり上げて、後期実行計画の初年度、20 年度ですけれども、この 20 年度予算

につきましては、その案に提示されました事項、財政フレーム、それをもとに平成 20 年度の予

算を形成したところでございます。 

このようなことから、今般皆様方のお手元にご提示しております後期実行計画は、平成 20
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年度予算を初年度計画に取り込み策定したものでございます。計画の立て方、自治法に基づく

総合計画の基本構想というものは、従来白老町は昭和 52 年に初めて策定されたところなのです。

私もそれをずっと見ましたら、やる事業をたくさん盛り込みまして、最終的にこれだけかかる

ということで、そのときの現状の予算、それがやはりそのとおり推移するだろうということで、

ではその実行したら何ぼかかりますということを提示しているだけなのです。ですから、先に

総合計画ありきなのです、今までの計画というのは。ですからそこにはその計画が位置づけさ

れたならば、もう財政当局は一生懸命それを実現するためにお金をかき集め、いろんな手法で

その実現をするためにお金を集めるのが財政課の仕事でした。 

しかし、昨今バブルが崩壊した頃から国の財政がどんどん悪化して、そのしわ寄せが自治体

に及んでくるということで、地方自治体の財政も非常に苦しいと、そういような状況から、こ

の基本構想のあり方、この総合計画のあり方ですけれども、これはやはりきちっとした財政改

革のもと、まちづくりの芯づくりをすべきではないかと、そういう考え方が主流になってきま

した。そういうことから、町も昨年、やはり本来なら 20 年度予算編成前にきちっとした後期実

行計画を策定して、新年度予算を策定するというところでございましたけれども、新財政改革

プログラム、これを先にピシッとつくり上げて財源の確保をした後に後期実行計画をつくると

いうことに、そういう考え方に立ちまして、今日に至ったところでございます。このような状

況から１年ほど皆様方にご提示が遅れたということに対してご理解を賜るところでございます。 

それと、きょうの協議会の中でご提示すると、あくまで案という形でご提示させていただき

ます。そして、皆様方のこの案に対するご要望、これをいただいて、そして修正すべきところ

を修正して、そして成案としたいと思います。そのご要望の受けつけ方ですが、会派ごとでも

議員個人ごとでも担当のほうにいろいろご提言いただければ、そういう形でも盛り込みますし、

それと６日に再度総務文教常任委員会位置づけされてございます。その中でもご意見いただい

た中で、本当によりよい計画にしたいと思っておりますので、そういう形で議会の皆様方のご

意見をこの計画の中に盛り込みたいと考えてございます。 

それでは、この実行計画非常に厚いものですから、概要についてうちの担当主査の本間主査

から前期計画の検証を含めた中で、後期実行計画の概要を説明させていただきます。 

○委員長（及川 保君）  本間主査。  

○経営企画課主査（本間弘樹君）  おはようございます。それでは、私のほうから第４次白老

町総合計画、新生しらおい 21 プラン。その実行計画のきょう資料のほうお配りしております、

まず前期４カ年の進捗状況、こちらのほうからご説明申し上げたいと思います。 

表紙めくりまして１ページ目になりますが、懸案事項と大型事業の状況ということで、前期

計画期間におけます社会経済環境を含めまして大型事業の実施状況ですとか、その辺を総論的

にまとめてございます。簡単に申し上げますと、前期の計画期間におきましては、平成 16 年か

ら 19 年の４カ年になりますが、景気の低迷ですとか三位一体改革によります歳入の減少等ござ

います。それから、さらには平成 19 年度の地方財政健全化法の成立。これらによりましてさら

なる算出の削減、財政健全化が至上命題とされてきたという状況でございます。そのような厳



 4 

しい環境の中におきまして、大型事業につきましては、緊急性ですとか財源など、それらを十

分に検証した上で、財政改革プログラムとの整合を図りながら、事業の取捨選択を図ってきた

という状況でございます。大型事業実施状況につきましては、次の２ページ目、３ページ目を

ご覧いただきたいと思います。こちら左側の表１となっておりますほうが、前期の実行計画に

掲載をしておりました大型事業の一覧でございます。右側表２のほうが、実際の実績、実施状

況ということで、対比できるようにしてございます。 

大きな変更点につきましては、右側のページのほうで網掛けで表示してございます。一言で

申し上げれば総じておおむね計画どおり推移してきたということが言えるかと思いますが、主

な変更点といたしましては、１つには防災センター、それから消防庁舎の建設。こちらが前期

の計画期間中に完了できたという点。それから白老駅北の整備。それからバイオマス燃料化施

設の建設。これらが前期の計画期間では検討課題として掲げておりました項目が事業化着手さ

れたということで、そちらが大きな変更点となってございます。 

それから一方で、後期の計画に持ち越された懸案課題といたしましては、浄水場の建設です

とか、し尿処理施設の建設。それから町営住宅の建てかえ。こちらは緑丘・西団地の建てかえ

でございます。そのほか町立病院の改築、整備につきましては方針のほう今回平成 25 年までに

改築ということで出されましたが、継続して具体的な整備方針について検討していくというこ

とで頭出しをしてございます。それから、生涯学習の分野でいきますと、白老地区小学校の建

設計画ということで、こちらは適正配置に絡むものでございますが、こちらも後期に引き続き

検討ということで掲載してございます。 

続きまして４ページ目に入ります。こちらは、前期実行計画の進捗状況ということで、前期

の実行計画では、施策ごとにどういう取り組み、いわゆる事務事業を進めていくかということ

で掲載してございまして、そちらの町が実施主体となっている取り組みをすべて合わせますと

907 項目ございます。その 907 項目のうち、おおむね計画どおり実施できた取り組み、そちら

が 533 項目。それに一部実施ですとか、あるいは若干内容を変更して代替して実施したという

ものが 265 項目。それらを合わせますと 798 項目となりまして、全体 907 項目で割り返します

と、87.9%という進捗率になってございます。そのうち、未実施の事業、後期に先送りした事業

といたしまして、主なものとしては道路橋梁の改修、跨線人道橋改修、中央公民館講堂の照明・

音響設備の改修、それから町営住宅の改修、浄水場の改築、町民の夢として盛り込んでござい

ました町営野球場の夜間照明、これらの事業が後期計画に先送りといった形になっております。

特に分野ごとに見ていきますと、生活環境の向上分野、それから生涯学習の分野、それらでや

や全体から見ますと実施率が下がっているという状況でございますが、今申し上げましたとお

り大型事業、大型の施設整備、改修がこちらの二分野多くなってございまして、その辺で全体

の実施率を下げたということで認識しております。 

５ページ目になります。こちらは計画予算の執行状況ということで、前期の計画では計画期

間内で事務事業を実施するに当たって、いったいどのくらいの経費がかかるのかということを

積み上げまして、計画予算として示してございました。下の表をご覧いただきたいと思います
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が、上段が計画予算、中段が実際の執行額、下段が執行率となってございますが、４カ年の総

額で見ますと、計画予算で約 420 億円という予算額に対しまして、執行率が約 392 億円という

ことで、執行率が 93.3%という形になっております。このうち、経常費と臨時事業費と分けて

いきますと、経常費につきましては、執行率が 99%となりまして、ほぼ計画予算どおり執行さ

れたのに対しまして、事業費では 71.8%という形で低くなっております。こちらにつきまして

も前に述べたとおり、やはり財政健全化に向けまして事業費予算の抑制を図ったという結果が

こちらのほうにもあらわれたというふうに押さえております。 

続いて下のほう、４、財政改革プログラムとの関係でございます。こちらの前期の実行計画

の策定と同時期に財政改革プログラムが策定されたということで、前期の期間においてもプロ

グラムとの整合ということで進めてきております。前期の計画の中で示されておりました財政

目標と言いますか、その部分につきましては、１つには投資的事業財源。こちらの一般財源額

を平年ベースで２億 5,000 万円。４年間で 10 億円以内に抑えるということを掲げておりました。

これに対しまして実際どうなったかということですが、一番下の表、投資的事業財源の一般財

源額ということで、４年間の総額で８億 7,385 万 2,000 円となっておりまして、財政プログラ

ムに示す１0 億円の枠内に抑えたという形になっておりまして、この件につきましてはプログ

ラムとの整合性を十分図ってきたという認識でおります。 

続きまして６ページ目になります。最後、まちづくり指標の達成状況ということでございま

す。前期の計画につきましては、まちづくり指標ということで、４年間で様々な指標がござい

ますが、どこまでの達成水準を目指すのだということで目標値を掲げておりました。表が達成

状況を示したものでございますが、指標の項目、全体で 195 項目ありまして、そのうち 86 項目

が目標値を上回ったといった形になっています。達成率につきましては 44.1%となってござい

ます。こちらも総じて達成率低く、低調となっておりまして、その要因といたしましては、１

つはやはり少子高齢化、それから総体のまち全体の人口が減っていっているという中で、特に

公共施設の利用者数ですとか、イベントへの参加者数ですとか、そういった人員をふやします

よという目標を掲げた項目について達成率が低くなったと。あるいは、町民満足度というよう

な項目で、かなり夢といいますか、希望的な目標。余り根拠に乏しい目標、そういった目標で

未達成の項目が多くなりまして、全体の達成率を下げたというふうに押さえております。７ペ

ージ目以降が今の指標の項目、４年間の推移を示したものでございます。前期の実行計画進捗

状況については、以上のように概要取りまとめてございます。 

引き続き、後期実行計画の概要ということで、資料に基づきましてご説明させていただきま

す。１ページ目ですが、実行計画の内容、実行計画の位置づけということで、まず冒頭課長の

ほうからも説明あったのですが、おさらいの意味も含めまして下の図表をご覧いただきたいと

思います。実行計画の構成といたしまして、まず総合計画全体でいきますと基本構想の８カ年。

これが 16 年から平成 23 年までの８カ年の基本構想を持っております。今回は、前期の実行計

画４カ年が 19 年度末で完了したということで、20 年度計画を見直して後期の実行計画を策定

するといったことで、総合計画の中では下の表に書いてありますとおり、毎年度の予算編成も
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含めまして、基本構想実行計画、それと年度の予算といった形で、三層構造といった形をとっ

てございます。そのうち、大型事業の実施状況につきましては、２ページ目の表で申し上げま

すと、丸印にしておりますものが前期から継続して実施していくものでございます。それから、

検討と書かれている項目につきましては、後期の計画期間内に新たに改修ですとか、改築に向

けた検討をしていくものということで表記してございます。このうち、前期の計画で掲載がな

かったもの、新たに後期で取り組んでいかなければならないということで盛り込んだものとい

たしましては、一番上の墓園の造成ということで、こちらは今後の区角の売れ行き次第という

ところもあるのですが、後期４カ年のうちにもしかしたら墓園の新たな区画造成をしなければ

ならないということで頭出しをしてございます。それから健康福祉の分野でいきますと、町立

保育園の改修。後期この２点が新規の項目として盛り込んだものでございます。 

続きまして３ページ目に移ります。財政改革プログラムとの関係でございます。先ほど申し

上げましたとおり、前期の計画におきましては、投資的事業財源として一般財源の枠に目標額

を定めて整合を図ったということだったのですが、よりプログラムとの整合を高めようという

ことで、後期の実行計画につきましては、以下の３項目につきましてプログラムの整合を図る

ということで掲げております。１点目は、普通会計の歳出総額ということで、プログラム上こ

ちらのほう４カ年で 372 億 4,500 万円以内となっております。２点目が、一般会計における投

資的事業の一般財源枠ということで、こちらが４年間で８億 9,800 万円以内。３点目が一般会

計における投資的事業の起債発行枠ということで、こちら平年ベース７億円ということで、４

カ年で 28 億円以内ということをプログラム上想定しております。これに対して４ページ目に実

行計画の４カ年の予算を集計したものがございますが、まず１点目の普通会計の歳出総額につ

いてご覧いただきたいと思います。こちらのほうは真ん中の表のＡランクと書かれたところの

合計欄。こちらで見ていただきますと、359 億 8,877 万円となっておりまして、平年ベースで

いきますと約 89 億円ということになります。こちら普通会計ですので、学校給食と墓園会計の

合計３億 814 万 5,000 円。こちらを合計していただきますと 362 億 9,600 万円となりまして、

プログラム上 372 億 4,500 万円から約 10 億円くらいの余力を残して、今計上しているという状

況でございます。 

次は２点目の投資的事業の一般財源額でございますが、こちらの右の表でいきますと一番下

の表になりまして、右下の欄になります。一般財源の合計欄、６億 9,478 万 9,000 円となって

おりまして、こちらもプログラムとは２億円ぐらいの余力を残しているという状況です。 

それから３点目の投資的事業の起債発行枠といたしましては、今の一般財源から２つほど左

側になります。こちらの起債の合計が 25 億 7,980 万円となりまして、こちらもプログラムの内

数に納めているという状況でございます。 

続いて５ページ目につきましては、今の４カ年の集計表の各年度の内訳として掲載してござ

います。記載のとおりでございますので、説明は割愛をさせていただきます。 

６ページ目につきましては、後期の計画の中に掲載されております、政策と施策。それから

取り組みの各項目の数を拾い込んだものでございますが、一番下の合計欄を見ていただきます



 7 

と、57 の政策、それから 195 の施策、それから取り組みが 785 となってございます。最後のペ

ージが後期実行計画での新たな取り組み項目ということで、前期の計画から新たに盛り込まれ

た項目を拾い出してございます。簡単に説明させてもらいます。 

生活・環境の分野からいきますと、墓園造成の検討ということ。それからＰＣＢ廃棄物の適

正処理ということで、こちらはもう平成 20 年度で予算措置されておりまして、環境衛生センタ

ーで保管しておりましたコンデンサの処理ということで、これはもう 20 年度中に実施済みのも

のでございます。それから耐震改修促進計画の策定ということで、こちらは白老町全体の一般

住宅を含めたまち全体の耐震計画を定めていくということで取り組みを設けております。住宅

耐震化の支援。それから消防広域連携の推進。それから消防車両の整備。それから竹浦駅北駐

車場の改修ということで、こちらは昨年のまちづくり懇談会で、竹浦の懇談会で出されました

要望項目を現課で検討いたしまして、今回後期の計画中にやるといった判断で項目を盛り込ん

でございます。それから町営住宅の火災報知機の設置。それから職員住宅等未使用施設の活用。

それから放送受信設備の更新ということで、こちらは 2011 年のデジタル放送が始まるというこ

とで、それに向けました施設の改修等を盛り込んでございます。 

健康・福祉の分野でいきますと、除雪ボランティアの推進。それから町立保育園の改修。福

祉車両の整備、人工透析の患者さんを今送迎サービスしておりますが、そちらの車両が老朽化

してきたということで、そちらの整備を予定しております。それから医療費給付システムの更

新ということで、こちらも平成 20 年度で実施済みでございますが、制度改正に伴いますシステ

ムの改修でございます。 

生涯学習の分野でいきますと、特別支援教育支援員の配置。学習支援員の配置。それから統

廃合におけます萩野中学校の改修という項目を盛り込んでございます。 

産業振興の分野でいきますと、北海道洞爺湖サミットの推進ということで、こちらも事業は

平成 20 年度でおおむね終了してございます。それから農業振興地域整備計画の改定。それから

間伐材等の利用促進。魚介類の加工品開発・ブランド化。ウニの種苗放流。こちらは平成 20

年度からの３カ年事業として予定しております。 

最後、町民活動・行政活動の分野でいきますと、仙台市伊達芸能祭への参加協力。町民相談

専門員の配置。町政モニター制度の推進。地方公営企業等金融機構の設立ということで、こち

らは 20 年度の単年度事業となっておりますが、国の行政改革によりまして、旧機構が解体され

るということで、全国の市町村が出資金を出し合って設立するという、負担金の分でございま

す。それから、最後が選挙管理システムの改修整備ということで、裁判員制度、それから国民

投票の制度が設けられるということで、それらに伴いますシステム改修ということです。 

以上 27 項目新たに後期の計画に盛り込んだということでございます。以上、実行計画の概要

ということでご説明させていただきました。 

○委員長（及川 保君）  前期の検証も含めて説明は終了いたしました。ここで皆さんからの

ご意見を伺いたいというふうに思います。 

３番、西田祐子委員。  



 8 

○委員（西田祐子君） ２、３点お伺いしたいのですけれども、まず一番最初に、先に説明し

ていただいた進捗状況、そこでまちづくり指標ということで６ページのところの後半、要因と

しては少子高齢化社会や人口減少が進む中でというふうになっておりましたけども、この後期

の総合計画をやっていく中で、実際に白老町の人口推計をどういうふうに把握していらっしゃ

るのかということなのです。先般、厚労省というのですか、あそこで発表した数字ですと、2015

年までに白老町の人口は１万 8,000 いくらという形になっていましたけども、今計画の人口推

移、それと 65 歳以上の高齢者の推移。それと実際の白老町における出生率、そういうようなも

のの数字の変更は今回何も示されていないので、どうなっているのかというのが一つです。 

次にこちらの実行計画の概要のほうで、後半の町民活動・行政活動のところでちょっとよく

わからなかったのが２つなのですけど、町民相談専門員の配置というのと、町政モニター制度

の推進というのは、何を相談するところなのかということ。まず相談専門員の具体意的な考え

方を伺いたいのと、町政モニター制度の推進というのは、このモニターで何をされたいのか、

この辺が特に説明がなかったと思ったので、その辺ちょっと教えていただければありがたいな

と思うのですけど。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 人口でございますけれども、実行計画ですから、基本構想の

中に想定される人口。平成 16 年度時点で 23 年度にはこういう人口にしたいという想定をして

おります。そこの部分はあくまで後期実行計画ということで、その中で基本構想も変更する必

要があるかないかという部分なのですけれども、まずは厚生労働省で発表しております独立行

政法人の人口問題研究所、そこから発表されておりますデータ。基本的には平成 16 年度当時、

その人口をベースにして組み立ててございます。あくまで、あれは５カ年ごとの国勢調査。こ

のデータをもとにして、その社会状況を固定した状況で、そのままいったらどうなるかという

人口を推定するものでございます。ですから、あのときは平成 12 年から平成 17 年の人口推移、

その５カ年。当然右肩下がりの人口でございます。ですから、そのままスライドしていくと、

どんどんどんどん減っていく状況になってございます。それで、我々こういう計画を立てると

いうときには、やはり人口減っていくという部分、それをいかにくい止め、そして労働生産人

口をふやして豊かな社会をつくるかと、これが行政の大きな使命でございます。ですから、減

っていく状況をそのまま放置しておくということにはならないということでございまして、当

時、第３次の計画は、実は３万人だったのです。人口想定が３万人。それで、国調の人口の減

少の推移を見た中で、３次の３万人を２万 1,500 人に落とすということをやってございます。

8,500 人そこで落としております。その落とした根拠は、先ほど申しましたように、人口問題

研究所のその人口データをベースにしてやってございます。それに対して、今まちづくりをこ

ういうふうにやったら、こういう取り組みをやることによって、これだけの人口を何とかふや

そうではないかという計画。それに基づいて、そのベースに 2,000 人ほど上乗せして人口を想

定してございます。ですから、後期の残りの３年間でございますけれども、おそらく人口的に

は多分乖離していると思います。その目標に向かって、やはりまちづくりをしていこうという
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１つの大きな動機づけという部分で、人口の目標を下げることは簡単なのです。広報等でそう

いうふうに出ているから、ではその人口にしましょうと言えば、それで済むことなのですけど

も、やはりそれよりは若干多目にして、多目にしたことが特段のインフラ整備に過大な投資に

つながらないというような範疇で、若干多目に設定するということで、現在の人口は平成 16

年度に設定してございます。ですから、そういうことからして、今の時点で変えるという考え

方には立っておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

あと、相談員とモニターは担当のほうから。 

○委員長（及川 保君）  本間主査。  

○経営企画課長（本間弘樹君） それでは、２点目の質問にありました町民専門相談員の配置、

それから町政モニター制度の推進というのは、モニター制度につきまして私のほうから説明さ

せていただきます。こちらは飴谷町長の２期目の公約として掲げていた項目ということで、制

度の詳細につきましては、今現課で詰めているといった状況でございます。簡単にイメージだ

けご説明しますと、町民専門相談員につきましては、生活環境課で消費生活相談をやっている

のですが、要はそれを行政サービス全般にわたって拡大するといったようなイメージでござい

まして、ありとあらゆる生活相談、消費相談、それから行政相談から、それらを一括して相談

できる窓口が必要ではないかということで、町長公約に盛られておりまして、その専門員を配

置するといった予定になっております。  

それから、町政モニター制度につきましては、今こちらも検討中ということではございます

が、こちらもモニターさんを町民の方から公募の形になりますが、その辺人数も固まっており

ませんけども、広く町政全般についてご意見をいただいて事務事業の削減ですとか、改善です

とか、そういったことにつなげていくといったことで、こちらも町長の公約で広く高齢者の方

から若い方も含めて町民の意見を聞いて町政運営をしていくという趣旨の中で設けられた項目

でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 今ほど課長から説明をいただきました、まず人口の件なのですけども、

今課長は国立社会保障人口問題研究所よりも 2,000 名程度多い状態の中で計画を立てていきた

いというお話だったのですけど、私はちょっと考え方は違いまして、やはりある程度ほとんど

それに近い数字でやっていかなければだめなのではないかなという思いが強いのです。といい

ますのは、一番最初にそちらのほうで説明ありましたように、前は計画ありきでお金を集めて

いたと。今は違うと。財政をまず考えて、それからこの計画を立てていくという考え方に変え

たというふうに説明されましたので、私も当然白老町財政改革プログラム実行していく中で、

それは重要なことではないかと思っていますので、やはりなるべく人口推移に近い形の中で、

実際の税収入、そういうようなものも厳しく考えた中でやはりこの計画を立てていったほうが

いいのではないか。それでもし人口が減らなければ、それは税収がふえていくわけですし、私

は反対に検討中となっている項目も実行できるわけですから、むしろそちらのほうが考え方と

しては妥当なのではないかなと非常に強く思っているのです。確か前に総合計画やったときも、
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随分議員のほうから、やはり総合計画の人口推移はなるべく厳しく実態の数字に合わせたほう

がいいのではないかという意見が何人かの議員から出ていたと思うのです。やはりその辺は私

も同じだなという考え方なのですけど、その辺についてもう１度お尋ねします。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 西田委員おっしゃるように、税の根幹となる町民税、そうい

ったものの試算、当然現実的な人口のもとでやらなくてはいけないと、そのとおりだと思いま

す。財政改革プログラムの部分では、税収についてはほぼ現状維持型ということで、今の人口

をベースに掛け率を掛けて若干減らすという方向で新年度は見てございます。例えば介護保険

に用いる人口だとか、そういったものにつきましては、実際問題この２万 1,500 人という総合

計画の人口は用いません。これは、やはり現実的に実際に入るお金。そして使うお金、負担す

るお金、それは決めなくてはいけませんので、そこはよりシビアな世界ですので、そういう部

分では西田委員おっしゃるとおり現実な数字を採用してございます。ただ、そういった現実的

な部分を採用しなくてはいけないものと、処理場もそうなのです。処理場も将来人口４万だと

か５万だとかいったところでスタートしておりますけども、処理場につきましては、もう随時

必要に応じて、現状に応じて、数年後を見通した形で造成するというスタイルとっているので

す。そういう大きな投資につながるものについては、現実な人口を実はとっていってございま

す。そこで一番大きな問題となるのは、白老町は都市計画の線引きのまちなのです。それで、

この２万 1,500 人というのは、完全に都市計画のマスタープランと連動させて全くイコールに

しております。そこの人口を減らしてしまうと、市街化区域がどんどんどんどん小さくなって

しまうということで、自由に建物を建てられる区域が狭くなる、そういうようなこともござい

まして、そういった中でも思いきり３万から２万 1,500 人に減らしている現実もございます。

それはそれなりにいろいろ操作をした中で現在の市街化区域を守るという形で、人口は減らし

たけれども、その区域は減らさないという手法でぎりぎりの線で２万 1,500 人という、実は決

めた経緯もございます。そういったことから、現実的な数字を使わなくてはいけない部分と、

それとある程度将来のまちの皆様方の夢だとか、今のままどんどん人口下がっていく。これだ

けは絶対そうはならないと思うのです。最後限りなくゼロに近づきますから。どこかの時点で

必ず回復すると思うのです。そのための準備も今しなくてはいけないということで、せっかく

持っている自由に住める場所、建てられるものを立てる場所。そこを確保しましょうというよ

うな、そういう行政的な配慮もありまして、そういったせめぎ合いの中で２万 1,500 人に決ま

ったというところで、この人口問題については使い分けが必要かなという部分も実はあります。

そういうことで一つご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 高畠課長の説明はよくわかります。でも、実際に市街化調整区域の話

ちらっとされましたけども、私白老町として土地が広いわけですよね。実際に、では市街化調

整区域が狭くなってしまって、自由に家が建てられなくなってしまうとおっしゃいましたけど

も、反対に自由に家を建てられるようにしてしまったために、例えば除雪にしても街灯にして
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も、社会整備というのですか、そういうようなものは町民の大きな負担になっていくわけです。

申しわけないですけど、白老町の除雪費高いと思うのです、はっきり言って。土地が広いとい

うことは、結局そういうことだと思うのです。ですから、そういうこともぜひ今回の後期総合

計画の中で考えていただければありがたいなと、私はそう思っています。それで、人口問題と

いう問題を取り上げさせていただきました。  

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 今、西田委員おっしゃったのは、まさにうちが何故こういう

財政状況なったかという、本当核心に近い状況だと思います。それは、市街化区域が広いとい

う部分も多少あるかなと思いますけども、それよりもっと大きな問題は、市街化調整区域の中

に旧宅造法で自由にものを建てられるという区域。これが全道の市町村の中で函館市と並んで

白老町がナンバーワン、ツーぐらいの広さを持っているのです。市街化調整区域の中に自由に

ものを建てられると。そこにやはり人が住むということを国が認めているわけですから、そこ

には下水道を引かなくてはいけない、道路の維持管理はしなくてはいけない、Ｕ字等の側溝の

補修から道路の穴ぼこの補修、除雪、水道の維持管理、そういったことをしなくてはいけない。

そして、町内会館を建てるだとか、いろいろなこともございます。そういったことが、やはり

大きな要因の１つとしてあると。そういう部分は実は余り議論をされていない部分なのですが、

突き詰めれば町長も最近都市計画も含めて総合的な判断をすると話してございますけども、実

はそこの部分なのです。そこの部分について、やはりうちのまちはほかのまちとはちょっと特

異なまちだということなのです。ですからそのことは十分反省した中で後期実行計画の運営。

そして、次の５次の総合計画、それに十分反映させた中でまちづくりの指針をつくっていく。

そして、まちづくりをしていかなくてはいけないと思っていますので、ご理解いただきたいと

思います。  

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。  

２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 何点か伺います。１つとしては、今前期の４カ年の進捗状況説明あり

ましたけど、これは去年の２月に総務文教所管事務調査やっていますので、この後委員会あり

ますので数字的なこと、あるいは今本間主査から総括ありましたけど、若干前回の説明の部分

と相違がありますので、それはここで細かいこと別にして、大きなこと何点か伺います。先ほ

ど課長から今回案として提示しましたよと。提言いただければ後期実行計画に盛り込みますと

言うけど、具体的に事業名というような話も、固有名詞も入っていくのか、その辺を具体的に。

これは後ほど、あのときこう言ったけど、これをまとめるときに委員会出てこなかったからと、

一般質問とか何かの質問のときにそういう言い返しされたら困りますので、その辺を具体的に

もうちょっと説明をしてほしいということ。 

それと、今人口の問題言いましたけども、これ私も一般質問出しましたけども、水掛け論に

なりますのでその部分の議論は別にして、ちょっと私が前回 20 年の９月に一般質問しているの

ですよ。その中で、私が質問した中で、答弁いただいた部分で、今回この総合計画の中に反映
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されているのかだけ伺います。まず、人口目標について質問をして、総合計画でも目標人口２

万 1,500 人の達成は推計どおりいっていないことを認めますと。そういう流れで人口を見直す

ことにならないと、今の答弁同じです。であれば、日本航空学園、北海道栄高校、イオル構想、

白老港建設の４つの要素以外。この４つの要素で人口 1,000 人みたのですけど、達成されてい

ないということは認めたのですよね。だけど、これ以外で違うところで努力しなくてはならな

いと、こう課長言っているのです。それで町長は、２万 1,500 人ふやすために地域振興を考え

ますよと。具体的に言っていません。さらに、住宅政策も公営住宅も含めて本格的にやろうと

いうことで進めていますと、こう答弁されているのですよ。そこでお聞きしたいのは、きょう

町長いませんから、また別のところで議論しますけども、多分これ協議されていると思います

のでその辺も答えてほしいのですけど。まず課長が答弁した違うところで努力すると言ってい

ますので、新たな取り組みの事業がこの中に入っているのか。町長が答弁している新たな住宅

政策はどのような形で具体的に今回提示された後期実行計画の中に反映されているのかを、具

体的にもしわかれば。施策の項目の中でこれとこれだということ言っていただきたいと思いま

す。それと、ただいま後期の中で新たな事業の中をチェックすると、町長の２期目の公約ほと

んど入っています。しかし、私がチェックした段階では、間伐材の加工センターの整備という

ことをうたっているのです。施設整備だと思います。それと、地域住民が助け合う消費地域ネ

ットワークをつくりますよと、こう言っています、この２点が網羅されていない部分だと思う

のですけど、私が見落としたのかもしれませんけども、その辺の部分の説明をお願いします。 

○委員長（及川 保君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） まず１点目の、この中に盛り込まれているか盛り込まれてい

ないかというのは、ちょっと難しいところなのです。例えば、妊婦の 14 回健診。あれの無料化

などは今うちの主査から説明した新しい項目には入っておりません。ただ、それは例えば実行

計画の案の２の２開いていただきますと、健康福祉の向上が２になっておりまして、それの２

ページ目です。１番目の母子保健の充実というのがございます。それから、母子保健の充実の

１の中ぽつの３つ目に妊婦の一般健康検診の充実というのがございます。この中に具体な事務

事業として入ってくると、そういうようなことになりますので、予算の事務事業名がそのまま

この中に盛り込まれているものもあるし、そうではないものもございます。ですから、そうい

うようなことでわからない部分もありますので、具体的にそういう事業を盛り込んだらどうか

と、そういうことがございましたらご要望いただきたいと思います。これは、前期のつくり方

と全く同じでございますので、その辺実行計画コンクリート方式と言っていますけども、結局

そういうようなことを充実するだとか、検討するだとかいった部分。こういうことで吸い上げ

られるというようなことにしてございます。 

それと人口の件でございますけども、あの 20 年の９月会議でお答えしたのは、具体的な施策

をどう構築して何人ふやしたとか、そういったことを念頭に答弁したわけではなくて、結局我々

が住みたい、住み続けたい、住んでみたい、そういうようなまちづくりをするということが我々

の使命です。ですから、総合的に我々が新年度予算を編成して皆さん方にご提示する。これら
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はそういうことにすべて帰結するための予算だということで、その各論的な部分でどうしても、

当時その人口を積み上げる根拠としてあげたもの。それが、ここに数字的にどうしても下回っ

てしまうというような観点から、それに変わる何かをという、そういう意味で述べたところで

はございませんので、ご理解をいただきたいと。 

それと住宅政策だとか地域の振興策。それも私今申し上げたことにつながることでございま

すけども、強いて申し上げますと、美園の４階建ての大型改修だとか、西団地、緑 ケ丘団地の、

これらの建てかえの検討だとか、そういったもの。それからここの住宅の耐震性。それらに対

する診断、耐震化の支援、そういったことも盛り込んでございます。 

それから間伐材の加工センターですが、これはじかに事業の中には出てございませんが、４

の 11 の一番下のところに間伐材等の利用促進ということがございまして、この中で町長の公約

の実現に向けている項目が入っているということでございます。 

○委員長（及川 保君）  野宮主査。  

○経営企画課主査（野宮淳史君）  町長公約であります、地域ネットワークづくりと除雪ボラ

ンティア等支援しますという項目の中は、健康福祉の向上という中で２の４ページ目。地域福

祉。施策の取り組みの中の、地域福祉推進体制の充実の中に町長公約として、小地域ネットワ

ークの啓発、結成促進。６番目の施策の取り組みの中で除雪ボランティアの促進、こういう項

目の中で施策項目の中に載せております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今、人口の具体的な担当課長と町長がそういう答弁話したことについ

て、今課長から答弁ありました。私は答弁している以上は、それは責任を持って答弁されてい

ると思うので、個々にイメージ、答弁しているのではないよと言い方されましたけども、それ

は議論しませんけども、私が言いたいのは１年遅れてきたと、町長の２期目の公約もありまし

たと。そして前から財政健全化と合わせて出しますよと、そういうこと今出てきたのですけれ

ども、私は課長も町長も議員の質問に対して、そういう具体的にある答弁をしている部分が、

今後期の計画出るときにそれだけの時間があったのだから、内部で具体的に自分達が各議員の

質問に対して、こういうような答弁している部分の事項を整理して、そういうことをちゃんと

内部で議論をして、これはやはり後期に組み入れましょうとか、これはできないよと、そうい

う議論をしたのかということを言っているのです。今課長言った言葉、答弁についてはそうい

う言い方をすると、これから我々質問したときに、町長やこれから部長になりますが答弁もら

ったときに、今私がそういう質問をしたとき、議員がではどういう答弁をもらえばいいかとい

うことにまた悩んでしまうのです。そうではなくて、こうやって会議録を精査して、こういう

答弁をされているということになれば、こういう大きなこれからのまちの施策をやっていく中

で、町長含めて当然議論されているのがしかるべきではないかと。その結果どうだったのとい

うことを私は質問しているのです。そういう姿勢をちょっとお聞きしたいなと、こういうこと

と、では私は町長の公約、間伐材とか小地域ネットワーク。これは、基本的には新しいもので

はなくて、町長が２期目のときにはこういう基本構想の中からある程度引っ張り出してきて、
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自分の公約として町民に言ったとして理解していいですよね。何も新しく追加されているわけ

ではないのだから。以上です。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 前田委員のおっしゃること、議員がご質問した趣旨は理解い

たします。ただ、申しわけなかったのですが、私のほうがその趣旨をしっかりくみ取っていな

かったと、そういう部分がございます。ですから、私が答えたのは先ほど言ったような形で答

えているという部分がございました。その辺、質問された方と受け取った側の、その違いがあ

ったということでその辺今後気をつけさせていただきたいと思います。それと、公約の件です

けれども、今これ１期目、飴谷町長は２期目ですから、１期目からこういう間伐材の利用促進。

これはご存じのとおり、間伐しても現地に運んでくるためには相当お金がかかるということで、

山にそのまま切って積み上げられているままという状況です。そういったものを何とか有効活

用できないかということで、１期目から町長ずっと考えてございまして、２期目にはそういっ

たことを何とか利用するようなものをつくり上げたい。システム、あるいはそういうヤードを

つくり上げたい。そういうようなことから公約したところでございます。そういう意味からす

れば、１期目からの考え方の継承ということでご理解をいただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時０１分  

                                         

再開 午前１１時１４分  

○委員長（及川 保君）  それでは、全員そろったようですので、委員会を再開いたします。 

意見のある方はどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的な部分で何点かお尋ねをしておきます。１つは、総合計画の中

には、16 年の 10 月なのだけど、このときは名前も財政改革プログラムになっているのですよ

ね。ただ、このときには財政健全化法はできていなかったのだけれども、そういうことでいえ

ば、基本構想と今回の総合計画の関係というのは、矛盾なく十分進められるような状況なのか

どうか。やはり、私は今回の財政問題というのは、特に特別会計の部分がクローズアップされ

た部分ですので、そういう点でいえば、構想との関係では全く矛盾がなく進められるというこ

とで理解していいのかどうか。 

それから今言ったように、もう１つは特に起債の地方債の関係で特別企業会計の関係。これ

で見ると、24 億 4,690 万円ぐらいが考え方として提示はされているのだけど、基本になってい

るのは、後期基本計画を見ると、基本になってたがをはめているというのは、一般会計の投資

的事業の一般財源の起債の枠というのは、一般会計なのですよね、これはみんな。だけど、問

題が起きたのは、工業団地や今の期間にあるかないかというのは、ないというのはわかってい

るのです。わかっているのだけど、港の臨海部土地造成だとか、そういう部分が現実的には足

かせになったわけでしょう、病院とか。だけど、そこの部分がどうも読み込みが不足している

のかわからないけど、全体の文書見た中ではちょっと強力に感じるところが少なかったと、私
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の印象です。そういうふうに思うのだけど、特別会計との関係が後期構想の中で、どういうふ

うに財政問題と位置づけているのかというあたりが２つ目。ちょっと理解不足で申しわけない。

４ページの実行計画の予算集計表というのがあるのですよ。一般会計の 61 億というのは、きち

んと合っているのだけど、地方税のことです。一般会計における投資的経費。優先度Ａランク

の総額が約 26 億と。25 億 7,980 万ですよね、地方債の数字が。ところが、これは投資的経費

なのだけど、その上の一般会計の分野別、優先度別の部分のＡランクを見ると 24 億いくらにな

っているでしょう。僕が考えたのは、ここには多分投資的経費以外の起債も入るのかなという

ような認識だったものだから、これより投資的経費が地方債が上回るというのは、どうもよく

理解できないのです。私の多分、考えが違っているのかもしれないのだけど。そこら辺がよく

わからないのです。 

３点目に、そこの部分がどういうふうに理解したらいいのかと、仕分けがどういうふうにな

っているのかというあたりを、一般的に私が読み込んだＡランクと書いているから、Ａランク

の部分で 24 億 5,900 万で、投資的経費のＡランク全部足した分が 25 億 7,900 万は何か変では

ないかなというように思ったということであります。その点。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） まず１点目の平成 16 年において、財政改革プログラム。新で

はなくて古いほうですね。それは、実は 16 年に今回と同じような形で並行で進んだのです、当

時も。そのとき総合計画基本構想を策定すると。策定は平成 13、14、15 とこの３カ年かけてや

りまして、平成 15 年の後半から財政改革プログラムつくらなくてはいけないということで、つ

くり始めて 16 年につくったと。同時に進んでいたと。そういった中で、今回私以前にも申し上

げたかと思うのですけど、新財政改革プログラムの中に、取り入れられている取り組み事項。

それというのは、大体ほとんど前の財政改革プログラムの中に取り組まれている実は事項なの

です。それを実施していなかっただけなのです。ほとんどがそうです、大きいものは。超過税

率の件のそれも盛り込まれておりました。そういったことから、まず当時の基本構想立てた時

点ではもう既に最終的に 11 月会議のときに皆さん方のご理解をいただいて議決されていただ

いた事項。ああいった事項を最初から、16 年からもう念頭においているのです。たまたまそれ

が、ずっと先送りでやらなかっただけの話なのです。ですから、そういう意味では整合は十分

とれているのかなというふうに考えてございます。 

それから起債の関係でございますけれども、まず今実際特別会計で、ものづくり設備投資関

係の特別会計の下水、水道、病院等、この３つがこれから新たに起債を発行する、仕事をする、

事業展開するという代表的なものだと思うのです。これらについてはご存じのとおり、大きな

ものでは特例債。そういったことで赤字を平準化して穴埋めしていくという特例債。それは財

政改革プログラムにしっかりと組み込まれてございますので、それに対する一般会計では繰り

出し金というような形で設けてございます。ですから、総体的な３ページの普通会計の歳出総

額が新財政改革プログラムに対する対策目標額ということで１、２、３と３つございますね。

それの一番最初に普通会計の歳出総額。ここの部分で枠はめられているということで、この枠
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の中でやるということになってございますので、一般会計の起債に着目するだけで十分連動は

できるというふうに考えてございます。 

それと、今最後の一般会計の投資的経費の部分ですね。この部分が一般会計の分野・優先度

別地方債 24 億 5,900 万円。それが、投資的経費のところで 25 億 7,900 万円と。これ逆転して

いるという部分でございますけども、実はこれ事業費、これとさきの財源内訳というのは、こ

れちょっともう１度精査させてください。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ３番目のやつはわかりました。後で精査して教えてください。 

２番目の件だけど、この計画書の中に今言ったようなことが書いてあるのかもしれないのだ

けど、我々が議会の立場で見ると、特別会計の部分が今までの財政問題では非常にネックとな

ったということは事実なのです。それで、今回はそのことを触れなくてもいいよと、今のペー

ジの一番上の地方債の部分の特別会計、企業会計の 22 億 4,690 万円、これについては触れなく

てもいいと言ったらおかしいけど、書き込む必要がないのだよというような、どこかで記述を

してほしいなと、僕自身はすごく思うのです。見直しで意見を言えというから。そうでないと、

やはり今後の中で、ではこのときにきちっとまた議会としては特別会計の起債枠のチェックを

しなかったというふうになると、やはりこういう意見は出ているわけだから、それは可能であ

れば結構だから、どこかで記載してほしいなと気がすごくするのだけど、検討してください。  

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 今のご意見、ごもっともだと思いますので、改革プログラム

に示す対策目標額、ここに１、２、３あります。４番目にきちんと加えたいと思います。そう

いうことで財政改革プログラムに規定されている範囲内で特別会計、企業会計も起債を発行す

るというような内容にしたいと思います。そういうことでご理解をしていただきたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。  

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（及川 保君）  それでは、ないようですので、本日はこの辺で総務文教常任委員会

を終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

（午前１１時２６分）  


