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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０１分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  先般２日に連合審査による調査をした、第４次の総合計画後期実行

計画についてであります。まず、皆さんに、本日課長を呼んで議論をしたほうがいいかどうか

お諮りしたいというふうに思います。いかがでしょうか。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 先日、連合でしたので、もう１回きょうあるということで、私は是非

は別にして数字的なことを余り聞かなかったのです。それと実行計画の前期が去年この総務文

教常任委員会でやっているのです。そのときの資料がありますけども、後期の分も先般もらっ

たのですけど、そこからいけば多少表現というか、言い回し方、とらえ方が少し違うのでそう

いう部分も整理したいと思いますので、できれば呼んでいただきたいと。 

○委員長（及川 保君）  呼ぶということで。ほか、ございませんか。それでは課長を交えて

質疑を行いたいということで進めたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０３分 

                                         

再開 午前１０時０７分 

○委員長（及川 保君） 課長がお見えになったので、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 先般の、２日の連合審査の中でいろいろお話は伺ったのですが、課長のほうから議会、委員

会を含めて何かいろいろ質疑の中で出てきた部分については、できるだけこの計画の中に入れ

ていってもいいですよと、こういう話もございました。そこできょう先般の委員会の中ではい

ろいろ意見としても出たのですが、この総務文教常任委員会の中でも議論の中でそういったも

のが出てくることが多々あるだろうということで、今おいでいただきました。それでは皆さん

のほうから、この後期の計画についてお聞きしたいことがあれば出していただきたいというふ

うに思います。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 前田です。後からまた何点か聞きますけど。まず前期分の総括につい

てのとらえ方を伺います。去年、総務文教常任委員会で前期の実行計画進捗状況、２月 14 日に

所管事務調査をやっているのです。このときの資料持っていますか。議会に出したときの前期

の６ページですけども、これで、このとき決算が出ていませんから 16 年度から 19 年度の予算

の合計額、一般会計なっていますよね。そして、これで前期の４カ年の進捗状況ということで、

先日もらったものです。それの５ページを見ると、大きい３の計画予算の執行状況なっている

のですけども、それと４のプログラムとの関係合わせてお聞きしますけど。このときに、この
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表では去年の部分についてはＡランクを出して対比して、そのときに私はいろいろ言っている

のですけど、今回計画予算、総額と執行額（決算）だけの対比だけでいっているのです。後で

また数字が書いてあるので確認しますけど、それで総括的にいくと４の財政改革プログラムと

の関係で後段を読むと、この結果、前期４年間の投資額における一般財源の総額８億 7,300 万

円余りとなりましたと、プログラムに示された 10 億円の枠内に収められたと、こういう言い方

をしているのです。それで是非がどうではなくて議会という公の場で、前回別な物の見方をし

ているのでその辺の見解がなぜ変わってくるのかと思ったのですけども、前回は６ページの後

段のほうに網掛けになっているところ、前後のことは前に言っているので言いませんけど、こ

の主な要因は先ほどと同様に、こういう事業をやることに伴い起債が発生したことや、その他

の事業の執行においても一般財源からの支出を極力抑えるため可能な限り、起債により財源を

確保したということで、非常に一般財源が少なくなって起債に頼ったことをやったと。それを

なぜかと私が言っているのは、それは議会も今こういう健全化でやっているのに、飴谷町政４

年間でなぜこれだけ財源を振りかえして、借金までしたという言い方したと思うのですけど、

そうすると前回の前期の進捗状況の総括は予算額と決算額でやってプログラム見ていたら 10

億円内の枠内に収められたという言い方すると、非常に言葉は悪いのですが楽観視的というか、

現状を分析した厳しさというか、そういうとらえ方、政策の評価の仕方が、非常に同じ総務文

教常任委員会でも１年前と執行額、決算によったとらえ方が非常に違ってきているのだけど、

この辺については、担当課長、担当課云々ではなくて理事者の中でどういうとらえ方をされて

指示を受けて、こういう表現方法になったのかをちょっと教えてほしいのです。 

○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） 楽観的というか、新財政改革プログラムの策定の過程、そう

いった中で、19 年度素案の骨子の説明から、20 年度は新財政改革プログラムの説明と、もう原

因については皆さんほとんど大体共通の認識を持たれているという前提に立ちまして、総合計

画の部分につきましては財源を確保するために起債を多く発行してしまいましたと、それは事

実は事実としてそこの部分についてはもう既に共通の認識に立っていると、それをベースにし

て、実態として、こういう結果ですと表現にしたところでありまして、今までやってきた財政

運営のあり方の反省、ここの部分につきましては、あえて総合計画でさらに踏み込んで表現す

るということについては、計画の主旨からしてちょっとそこまでしなくていいのかというとこ

ろで、結果としてこういうことですという表現にとどめたところなのです。そこの辺のところ

ご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は担当のほう云々といっているわけではないです。あくまでも理事

者がどういうとらえ方をして財政運営をやって総合計画を反映するという認識を聞きたいので

す。なぜかと言いますと、先般町長も部長制やったら政策論争しますと言っていることですか

ら、ですからそれを踏まえてお聞きするのです。そうすると、前回もらった前期の部分の５ペ

ージの先ほどいった計画予算と執行額(決算)でこれはＡからＣというのですか、総額ですね。
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計画予算というのは。そうすると、私は前回もらった計画で数字をおとしてきたのですが、こ

の中にＡランクで示すとやはり現実に地方債が計画予算では約 38 億だけど、Ａランクは 26 億

なのです。そうすると執行決算額は約 37 億なのです。10 億出ているのです。そうしたら、私

が言いたいのは、計画の総額だけでいくと執行率が 97.1％ですと、ですけども本来いけばＡラ

ンクが主な事業実施ですから、そうすると 10 億ぐらいの地方債があると、当然執行率はパーセ

ンテージ違っていますから、そうすると一般財源がＡランク約８億 4,000 万円みているのが、

執行額では６億 1,000 万円、約 2,000 万円、２億円の部分が一般財源が減ってはいるけども地

方債は 10 億円以上いっている、５倍以上の部分いっている。そして事業費が逆にＡランクが

53 億円のが、執行額でいけば決算で 63 億円やっているのです。10 億円オーバーしているので

す。これは先ほどいったように多分バイオマスとか何か入っているのか。そういう部分の、私

が言いたいのはこれだけ今財政再建やるということで新財政改革プログラムできたということ

であれば、今までそういうことを議論していないから載せていないというけれども、実際にそ

ういうことを改めてこういう総合計画の中で位置づけしないと、皆さん逆に先ほどいったよう

にトータル的にいったらこういう執行率の数字だからかなり楽なのだというような見方をして

しまうのです。現実にＡランクということで、こういう出てきている中でも、事業をＡランク、

Ｂランク分けているわけです。そうするとそれくらいの危機感の中において、こういうような

事業執行でこういう額の運営をしますということを、なぜ示されなかったのかということを聞

きたいのです。議会に対して。何かこういい方向でなっていないような、私はやはり危機感を

共有しなければ、これから 21 年度予算もこういう形からいくと、大した 21 年度楽になったの

だというようなことでいろいろな審議、見方が変わってくるのです。その辺を私は理事者とし

てどういうような企画担当と議論をされていたのか聞きたいのです。 

○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） 危惧される部分はわかります。基本的にまず財政改革プログ

ラムの中では起債の発行額につきましては単年度７億円以内におさめるという規律がございま

す。しかし特別の財政出動が要請される部分、例えばそこの役場前の歩道橋が非常に危険な状

態になって、それは財政改革プログラムの中にはそれを建設するというのは含まれておりませ

ん。ただそういった危険な財政出動、あるいは学校関係のやはり大規模改築はどうしてもやら

なくてはいけないという、そういう事態が発生したときは、５年をスパンにして平準化を図る

ということをきちんと確認した中で単年度当たり７億円超えてもいいという、いいと言ったら

変ですけど、場合も仕方ないというような財政改革プログラムの規定になってございます。で

すからそこのところについては、やはり今までもバイオマス燃料化施設と同報無線やったよう

に、これからもそういう部分はあるかもしれないということで、皆さんご理解くださいという

ことを財政改革プログラムに盛り込んでございます。そしてなおかつ基本構想の７ページです

けども、そこの基本構想の７ページの計画の体系と種類というのが中ほどから総合計画の基本

構想なのですけども、②の計画の体系と種類とございます。ここに財政改革プログラムと総合

計画の関係を記載してございます。これは横断的総合計画基本構想は財政改革プログラム、行
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政改革大綱、都市計画マスタープランの横断的制約計画に基づいてと書いております。ここで

きちんと財政改革プログラムとそれから総合計画の関係を明示して、要するに財政改革プログ

ラムの制約を受けるというふうに否定してございますので、そこの関連づけがきちんとこうい

う体系化されておりますので、あえて財政改革プログラムのその部分をまたここの総合計画後

期実行計画の中に盛り込むということを、あえてしていなかった、それは当然それぞれ計画の

性格が違います。だからこういう約束のもと、総合計画実行計画がつくられているということ

をこういう関連づけの中でご理解いただきたいというふうに思っております。ですから町長の

認識というのは全く本当にやらなくてはいけないものはやらなくてはいけない、だけれども５

年間の中で何とか飛び出した部分はきちんと穴埋めしようではないかという、こういう考え方

のもと、現課と調整していただいて、こういう形にしたところでありますのでご理解していた

だきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、どうぞ。 

○委員（前田博之君） 前回の去年のときも同じ議論をしているのです。そうですよね。同じ

ことを言っているのです。それで議員の人からいろいろ話していましたけど。もう１回、私確

認します。そうすると、去年この６ページで決算ではなく予算額の数字で言っているのですけ

ども、年平均額８億 7,300 万円の事業をやってきているのです。そうすると、今課長が言った

ように、では５年間で後期もこれから平年ベースやるといっているけど、これをずらしていく

と 20 年度以降７億円落ちるはずなのです。それをどうしたかというのです。理論的に言うと。

だけど数字からいけばありえないのです。当然５億、６億なるのです。７億ベースでいけば。

もうここで年間２億 1,000 万円出ているのですから、この４年間で。その７億ベースでやると

いうことは２億 1,000 万円減るのです。理屈でいうと。そういう財政運営をきちんと、ただ、

今言ったように言葉ではそういう言葉でわかるけども、そういう具体的な数字もっていくと、

これから議会でただ抽象的なことを言ってもだめだということです。もっと具体的に、ではそ

ういう部分が後期で詰めされているのですかということを言いたいのです。 

○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） 具体的に申しますと、今予算編成しております。来年 21 年度

の予算編成、今ほぼ大体終わっております。その起債の発行額、昨年度より７億円ほど落とし

まして４億 1,500 万円ぐらいになっております。完璧に平準化は図られております。ですから

そこのところは後期実行計画では、あくまで総額の中できちんと抑えると、この考え方だけは

絶対に守らなくてはいけないということで予算編成してございますので、そういうことでご理

解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 実行計画（前期４カ年）の進捗状況の中で、５ページの財政改革プロ

グラムとの関係ということであります。今回の計画はこの間の委員会の中で、今回は実行計画

は財源の取り組みを実施、計画をつくってから財源の取り組みをやっていたけれども、今回は

財源をきちんと示した上での計画であるという話だったのですが、財政改革プログラムとの関
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係の中で民間委譲、それから委託の推進をしていくと前期の中ではあったのですが、その進捗

状況をどのように、目標というか計画があったと思うのですが、この総合計画の中に、これは

民間委託したとか余りないですよね。私が記憶の中に指定管理は民間委託になるものと。寿幸

園も指定管理ですよね。でもあれはほとんど民間委託のような形になっていると思うのですけ

ど。この委譲推進を前期はどのくらいの状況だったのか、目標があったのかどうなのか、それ

からそれに対してどれくらいのものが進んだのか、後期にそれを向けていくということが今後

可能な部分を取り上げて、この計画の中では数字的なものが、私がちょっと見えていないのか

どうかわからないのですけど、書いていないと思ったので、この民間委譲の考え方はどのよう

にこの計画の中では考えていいのかと思っていたのですが。この辺どうなのでしょうか。 

○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） 民間委託関係は行財政改革、今新たに第５次行財政改革大綱

というものを策定中なのです。その中で今アウトソーシング、いわゆるルーチン的な提携的な

仕事の外部委託化だとか、保育所の民間委譲だとか、そういったさまざまな部分が今検討され

ているところであります。それを踏まえまして、５の 13 ページ、町民活動・行政活動の充実、

そこの(６)行財政、ここの実施概要の取り組み２のところに行財政改革重要課題の検討・推進

ということで、この計画の中で各施設運営のあり方だとか、指定管理者制度、民間委託の推進

というような部分がここに記載されてございます。これは実行計画の中で、こういったことは

検討し、そして推進しましょうということで、ここで記載しております。これを受けて第５次

行財政対策の今大綱をつくり上げて、また４次の反省を踏まえて新たな取り組みを検討してい

るところでございます。後期実行計画はそういった方針をここで述べているところでございま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君） では、第４次の行財政大綱を踏まえて第５次にかかっているというこ

となのですが、もちろん実行計画の中から、第４次の中での目標というのを設定しているのか

どうなのか、そのときの状況の判断で、その担当課の判断で、もちろん保育所はもう前提とし

て今やっていますけれども、ああいった形で目に見えてこの事業はこういうふうにしていきま

すよという計画がきちんとその担当課、担当課で、これは民間委譲すべきだというものを取り

上げていって、抜粋していって、それを今後何年間でやっていくとか、そういった細かい計画

はこの実行計画には全般的なものですよね。推進していきますから。ですけれどもでは担当課

ではきちんとそういったものを取り上げながら、それを今度第５次の行財政の大綱に出てくる

ということになるということなのですね。でも目標はないのですかね。これはやっていく中で

これは必要、これは必要ではないとわけていくものなのか。なぜかというと、やはり今民間で

もＮＰＯ法人を取ったりとか、いろんな自分達で自主運営していこうとか、その中でやはり財

源的に厳しいという部分があって、１番目的にしているのが町行政の中の民間でできることは

民間委託をしてほしいという思いがそれぞれありますよね。その中でそのことが具体的に見え

てくると、その人たちもそれに向けて学習したりとか、それに向けて対応できる形をつくって
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いくとかというのが出てくると思うのです。突然来てやりませんかと言われても、なかなか準

備ができないというものもあると思いますので、そういったものが見えてくる形での、私はそ

ういうものが総合計画の実行計画の中でもうちょっと見えてくるのかと思っていたのですけれ

ども、そういったものが今後、では行財政の大綱の中には具体的に出てくる可能性があるとい

うふうにとらえておいていいのか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○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） 今、第５次は策定している最中ですから、どういうような形

になるかということは今現課で検討されていますけども、第４次の中身で見ますとかなり具体

的な事項に踏み込んでございます。その中ではやはり特定の固有名詞のものも出てくる項目も

あります。ただ、余りそのまだ町民の声だとか、民間の運営者側の考え方だとか、それらがは

っきりしない中で行政側だけが先行した計画をつくりましても混乱を招くという部分もござい

ますので、その辺指定管理者制度を導入するためには、その業務の必要性だとかそういったも

のを検討した中で必要性の高いものについては固有名詞が挙がろうかと思いますけども、当面

そういうものを行政の思いでこれをやりたいといっても本当に町民のためになるかどうかとい

った部分、要するに受け皿ですね。受け皿のほうが適当な委譲先がないだとか、そういった調

査、それを踏まえた中できちんと固有名詞までうたえるものもあるだろうし、ちょっとまだそ

れは全般的な調査をしてみないとわからないものは、方針としてこういう方向でいきましょう

という表現で終わるかもしれません。今その辺、大綱ができ上がった後今度は実行計画ができ

ますから、それは大綱ができ上がった後の実行計画の中で吉田委員のおっしゃるようなレベル

のものができ上がると思いますので、それについてはもう少々お待ちいただきたいと思います。

以上です。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そうだと思うのです。行政側だけで、これを計画に入れてこうですよ

と出されても受ける側が先ほどいったように準備がないと、それこそ混乱になると思うのです。

ですからやはりそういった計画のもとで調査をして、こういった項目ができるところがあるの

だろうか、もししたらこれとこれが対象になるのであればそういったことの対応の準備ができ

るかどうかということもやりながらの計画になってくると思うのですけれども、そういうこと

を積極的に取り組んで、今こういう時代ですので民間委譲できるところは、そういったことの

形にしていくということがまた財政改革プログラムにも、それから総合計画の実行計画として

進んでいくのではないかというふうに思ったのです。 

○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） 今、私が申し上げたことは、実はこの実行計画の中でも濃淡

があるのです。この考え方しか述べられないもの。あるいは具体的に、保育園だったらこうい

うふうにやりましょう、例えば２の７では町立保育園の充実、ここでははっきり保育園の配置・

民営化計画の推進というふうに、これはある程度町民の皆さん方に説明会だとかをして理解を

得ているものについてはもう実行計画で結構具体的にこういうふうに述べているものもござい
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ます。このような形になろうかと思います。そういうこと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。斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 私も前の話のときにＡランクづけの実施率、それに緊急で入ってくる

もの、そしてそれに対する起債がどうなっていくのかという、そのあたりが気になったのです

が、それは先ほどの話でいいことにします。 

それで、別な点で聞きたいのですが、前期のまとめの中で達成率かなり率はいいわけなので

すが、総合的な分野別の達成率というのはすごくいいのですが、それに関して地域別の分野に

ついてはかなり下がるのではないか、まちづくり指標の達成率でいうと極端に地域ごとの達成

率というのはすごく落ちるわけですよね。これは財政が厳しい中でそういうふうになっていく

ということはわかるような気もするのですが、ということは地域の要求だとか、そういうもの

がやはり幾分余り抑えられ過ぎているのではないのかと、地域の住民の要求が本当に町として

それをどういうふうに見てきたのか、やはり今の状況の中でそれぞれが生活が追い込まれてい

く中で地域が盛り上がっていかないと、まちの活性化というのは図られないのではないかと、

そういうことから考えるとこの点はどういうふうに評価し、これからどうするつもりなのか、

そのあたりを、どういうふうに評価しているのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○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） この総合計画の前期実行計画を策定したときは、まだ町民の

皆さん方に白老町の財政がこれほど悪化していく状況として情報が公開されてございませんで

した。そういった中で地域計画を策定するとき、やはり自分達の地域はこうありたいという要

求、要望、考え方、そういったことが先行している部分が当時あったかと思います。私も当時、

虎杖浜地区の地域の策定委員会に入りましたけども、やはりそこのところは財政に対して非常

に不安を抱いている方、それと地域はこうありたいのだという主張をなさっている方、本当に

ちょうどその辺がぶつかり合うような議論がされたのを記憶しております。そのような中で、

結果的にはちょっと地域の要望が役場全体の財政力に見合わないような部分が多々あったのか

というところで反省してございます。その結果がこういうふうに数字にあらわれたのかと思っ

ております。ですからそこのところは、今回後期計画におきましても、前期を一応は踏襲して

ございますけども、できる限り要望をとらえるという姿勢、それは前期の残した分、そこの部

分も皆さん方の地域に出て行って、こうだったけどもこれはいかがでしょうかという反省をお

互いにさせていただきながら、後期実行計画は進行していきたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 地域の要望ということはなかなか財政的に話があればあるほど財政が

必要になるわけで、それを埋め合わせるというふうにはならない、いわば今の言葉で言うと過

大な要望もたくさんあったかもしれないと、こういうようなことなのですけども、地域の活性

化を図らなければならないというふうな目で見ていると、1 番後ろに書いてある細かな数字を

見ていくと、すごく数字が落ち込んでいる部分というのが目立つのです。例えば、公住の町外

転入者の数字なんかもこれも目標値から見るとずっといっていないということは町外から転入
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してくる人も少ないのかということやら、それから生涯学習講座はお年寄りがふえていけばそ

ういうもの、お年寄りの集まり、あるいは学習講座、そういうものがふえていくはずだと思う

のですが、例えば８ページの真ん中あたりに生涯学習講座 2,400 の目標値に対して 331 だとか、

そういう数字になってあらわれているのですね。それから港やそのほかのイベントの入り込み

数などが、目標に対して４分の１ぐらいにしかならないのではないのかと、ということはやは

り地域の活力というのがない、そういうものの反映かというような気もするのです。やはりそ

ういうところにお年寄りやイベントに人が集まってこない、そういう元気が出ないということ

が地域が満たされていないからではないかという気もするのです。そういうことがないのかど

うなのか、だからもう少しその辺地域の要望というのはまともに聞いていかなくてはならない

のかというふうに私は思うのですが、そのあたりについてはどうですか。 

○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） 地域の要望という部分では、先ほど前段でお話した中にもあ

りましたように、平成 19 年、20 年にわたって財政改革プログラム、これの地域説明会、全部

で６回ほどやってございます。その中での町民に対する町からの説明、そしてそれを受けての

町民の皆さん方の質問と、それらを考えますと、今の財政というものに対してかなり理解して

いただきまして、今、斎藤委員がおっしゃった地域の部分の声をきちんと聞く、そこはこの２

年間で行政としてはかなりの考え方をいただけたかと思ってございます。そして地域をどうし

ていくかという部分では、これは私は思うのですけども、今やはり国が地方を大事にしていか

なかった結果がこういうふうになってきている、それがこんな小さな白老町の行政区域でも同

じことが言えると思うのです。そういうことからして白老町もまち全体が元気になっていくた

めには、地域のあり方、そこの地域の皆さん方の考え方、そこを行政と共通の認識に立つとい

うことが非常に大事だと思います。この２年間財政改革プログラムの策定を通じて、かなりそ

この部分は行政と町民の皆さん方の考え方の共有化、一体化、そこはかなり私は進んだのでは

ないかと思っております。そういった中で、今私が１番危惧しているのは、今新しい 60 歳以上

の方々、この方々が地域でボランティア活動だとか、あるいはＮＰＯの組織だとか、今まであ

ったいろんな活動にいかに入っていただくか、これがこれからのまちづくりのかぎになるのか

と思ってございます。そこの部分の非常にそういった活動に入ってきている人が実は少ないの

です。私が調べたところ。そこのところを少し強く押さえて、せっかく優秀な人たちが退職し

て、地域の中で自由に活動できるような、そういった時間的余裕がある方が多いという時代に

突入していますから、そこのところが１番大事かと、そのように考えているところであります。

以上です。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 大体わかります。私が気になっていたのは、地域の活性化ということ

では、総合計画の中に地域振興でそれぞれ特色のある地域をつくっていこうではないかと、確

かにそうでなければならないと思うのですよね。この長いまちの中で、社台地区と白老地区と

萩野地区と竹浦、虎杖浜地区、それぞれに独自の発展をしながら、それが総合的なものになっ



 10 

ていくという点ではそういう見方というのは必要だと思うのだけど。そういうことが計画の中

で、そういう特色のある地域をつくっていくということに対して、どういうふうに達成できて

いるのかということを町がどういうふうに評価しているのか、そういう地盤づくりがあって今

言われたボランティア活動などが生きてくるのではないのか。逆だったらだめだと思うのです。

お前達がやれと、それで地域がつくっていくのだということではだめです。やはり環境をつく

りながらボランティアを育てていき、それをまちが守っていくという形でなければならないよ

うな気がするわけです。そういうことからいうと、今わずかこの 24 キロの白老町の中で、それ

ぞれの地域の特色ある発展というのがどういうふうに評価されているのか、それをちょっと伺

いたいと思います。 

○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） そこの部分は、長い歴史を積み重ねている白老町で、そこは

社台であれば牧歌的雰囲気をかもし出す景観、樽前山のふもとに展開している牧場、そういっ

た文化。白老地区でいけば、ポロト湖、アイヌ民族博物館、そしてまちの心臓部である行政だ

とか金融機関、そういった病院だとかが集積している地域だとか、あるいは萩野、北吉原は閑

静な住宅街だとか、それと日本製紙がある工場のまち。そして港、流通のまち。竹浦、虎杖浜

については温泉を核とした温泉住宅のある閑静な住宅街だとか、水産加工のまち。ここの部分

については、これを覆すようなまちづくりというのは絶対できないと、すべきではないという

ようなこと。これは皆さん方共通の認識でお持ちになっていると思います。そこの、今まで行

政がこういうふうな形でやってきたとき、その過去の文化を壊すようなまちづくりは恐らくし

ていないと思うのです。育てよう、育てようというまちづくりをしてきていると思います。で

すからそこの部分は、斎藤委員がイメージしている、そういったものと行政がイメージしてい

るもの、何ら変わらないと思います。問題は、そこのまちをどのような形で将来発展させてい

くかという、そこのイメージは共通していますから、その取り組みの手段をどうするかという

ところ、ここの部分がいろんな手法があります。そこをやはり行政と、それからそこに住む皆

さん方、それと議会の皆さん方と、その取り組みの手法について議論を交わしてきちんとやっ

ていかないと、せっかく先人が築いたそのイメージする共通、町民がイメージするその地域の

文化が壊れます。地域の景観も壊れます。そこが私は１番大事なところかと思います。だから

イメージについては、これはもう変わらないと思います。そういうまちづくりをしましょうと

いうことで反対する人はいないと思います。だから取り組みについて、これから本当に共通の

理解、共通の考え方を持った取り組みをしなければ壊れるかと思っております。そういう意味

では、本当に議会の皆さん方と町民の皆さん方と協力した中で行政をやっていく、これが絶対

大事だと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 前期の部分に進捗状況とか、かかわって整理されたので、後期の部分

で何点かお聞きしたいのですけど。 

 まず数字的な話なのですが、概要の４ページの数字を、真ん中の一般会計分野・優先度別と
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ありますよね。その数字でＡランクのところで地方債が 24 億円になっていますよね。そして一

般財源が 270 億円。それで今度、優先度のＡランクにいくと、これはこの前の連合審査のとき

も数字が少しおかしいのではないかと同僚議員からあったけど、私も少しおかしいなと思って

質問しなかったのですけども、この部分の数字が少し違う部分と、それで一般財源が今度６億

9,400 万円になっているのです。先ほどのＡランクの 270 億円が、それが一般財源が今度優先

度のＡランクになると約７億円になっているのです。それで起債が逆に額がふえている、これ

はちょっと数字の違いかどうかわかりません。それは訂正されればいいのですけど。この差と

いうのは、どういうふうになっているのか、その積算を教えてほしいです。ですからここでい

う真ん中の数字とかなりかけ離れているし、Ａランクの約７億円の数字は、一般財源が２億

5,000 万円事業費抑えていますよね。一般財源の額を２億 5,000 万円で抑えますよと、そうす

ると７億何ぼになるけど、その先ほど課長言ったように臨時的にここでＡランクでＡＢＣラン

ク以外でも、ＢＣからも上がってくるものもあるかもしれないし、それ以外でも突発的な事業

費が出る可能性があるから、この額を約７億円を少なくしておいて留保財源的な数字のあらわ

し方の後期のこの数字の計画のつくり方でいいのかどうか、その部分をまずお聞きしたいとい

うことと、これを聞いてから、また別に質問をしていいですか。先にこの部分だけ。 

○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） 先にこの間の数字が違った部分の訂正の差し替え分をお配り

した中でご説明したいと思いますので、ちょっとお時間ください。 

○委員長（及川 保君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５４分 

                                         

再開 午前１１時０５分 

○委員長（及川 保君）  そろいましたので、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、本間経営企画課主査、この説明をお願いします。 

○経営企画課主査（本間弘樹君）  それでは、ただいまの前田委員の質問に対しまして、私の

ほうから数字的な部分をお答えしたいと思います。今、お配りしましたＡ４の紙３枚、前回大

渕委員からご指摘もあった点を含めまして、今回資料訂正したものを提出してございます。資

料のほうを先にご説明したいと思いますが、ページ番号を振っております。３ページ目のとこ

ろに財政改革プログラムに示す対策目標額といたしまして、前回まで３項目が示してございま

したが、今回改めまして４項目目、特別会計（公共下水道事業会計）における投資的事業の起

債発行枠ということで、こちらのほう平年ベース４億円掛ける４年間で 16 億円以内におさめま

すという項目を新たにプログラムから引用して掲載してございます。 

 続いて４ページ目になりますが、数字のほうを若干修正を加えてございます。先ほど前田委

員のほうからご指摘のありました、中段の表、一般会計のＡランク事業の地方債の欄、それと

下段の表、投資的経費の優先度Ａランク事業の起債の欄、こちらが逆転しているというご指摘

でございましたが、今回再度積算をし直したといいますか、端的に申し上げますと、前回お示
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しした資料の下段の欄がこちらのミスで集計が誤っていたということで、今回改めまして 24

億 660 万円ということで訂正をさせていただいております。今回その修正で差ができてしまっ

た要因として、当初港の負担金、こちらを４年間で、平年ベースですと４億円の起債としてみ

ておりまして、単純集計で 16 億円というふうに起債を見ていた部分が、起債のうち主に１割分、

それを一般財源を振りかえたという部分が、前までの資料ですと１番目の表、２番目の表まで

はそれが反映されていたのですが、３番目の表からこちらの手違いでその集計が漏れていたと

いうことで、その見直しを図ったということでございます。それに付随しまして道路関係の事

業ですとか、その辺の財源を 21 年度予算を見据えた中で細かい部分、若干修正を加えまして、

前回の事業費補助額、それから一般財源の枠、その辺を再度見直しをかけたということで若干

数字が増減しております。５ページ目につきましては、今の説明のとおりの年度ごとの集計し

たものと、その内訳でございますので、こちらのほうも合わせて修正を加えてございます。そ

れで先ほどの前田委員からご指摘がありました中段の一般会計の合計欄、Ａランクの投資的事

業の一般財源、こちらが合計欄で約 287 億円、Ａランクでも 270 億円、これに対して投資的経

費にいくと一気にがくっと金額が下がりすぎではないかというふうなご指摘でございますが、

中段の部分の表につきましては、こちらのほう経常費も含めました歳出の総額となってござい

まして、下段のほうはあくまでも投資的経費、いわゆる建設事業に当たる経費ということで、

そういったことで総額でいきますとかなりの差が出ているということでございます。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうから若干補足説明をさせていただきますけども、当

初の投資的経費の優先度Ａランク、これの産業のところの地方債、これが 16 億円になっていた

理由ですけども、起債の充当率を当初 100％で見ていたと。これなぜそうしていたかといいま

すと、行財政対策債、いわゆる行革債というものを余り良質ではない起債を従前当てていたの

です。これは交付税措置も何もございません。ですからそれを発行するのをやめまして一般財

源でその 10％分、４億であれば 4,000 万円分、これを一般財源で充当すると、そのような考え

方で進んでおりまして、財政グループではそういう形でカウントしていたのですけども、結局

企画グループのほうに、その同時進行でつくっているものですから、その辺ちょっと手違いで

こういう数字になってしまったと、改めてお詫び申し上げます。それと上の起債額とＡランク

の地方債、これが 24 億 5,960 万円、それと下の投資的経費優先度Ａランク 24 億 660 万円、こ

の差が 5,300 万円ほどの差が出ます。本来であればドンピシャになってもいいところなのです

けども、この差につきましては水道事業会計に出資するお金、これの老朽管の更新事業ですね。

この出資金とウタリ住宅の貸付にかかる起債、これを投資的経費としては一般的に財政的にカ

ウントしないということで、その差が 5,300 万円として出ているところでございます。このよ

うなことから、上の表と下の表の差が出てございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君） 今もらった５ページありますよね。各 20 年度から 23 年度まであって、

この中に一般財源の各年度ごとに投資的経費Ａランク、20 年度によれば１億 4,200 万円とこう
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書いてありますけど、これが３ページの総括の２の一般会計における投資的事業の一般財源枠

がオーバーしているのですが、これはいいのですか。仮に 23 年度の一般会計の投資的経費の一

般財源は２億 2,200 万円なのです。だけどこちらの投資的事業の一般枠は２億 1,700 万円に抑

えているのだけど、この数字はないであればわかるのですが、オーバーしたら、積み上げたら

これは８億 9,800 万円以上出てしまうはずなのです。前のでいけば抑えているのです。訂正前

のは内数なのです。仮に 23 年度１億 8,200 万円でしょう。そうすると 23 年度２億 2,100 万円

だから、多少の差が出てきているからいいのですけど。先ほどの説明からいけば内数内なので

すね。これで抑えていくのだから。新財政改革プログラムの数字でいけば。数字が違ったら違

ったでいいのですが。 

○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） すいません。港の起債の分を一般財源に振り替えた結果、こ

ういう数字になっておりまして、それで最終的に一般財源の総枠管理ということで 89 億 8,000

万円、これに対して、４ページの表の優先度Ａランクの１番下のところの数字、これが８億

2,983 万 5,000 円になります。一応総枠で枠の中に入っているという判断のもと、そういう形

にしたところでございます。ですから平成 20 年度の一般財源、これが非常に低いのです。その

結果、各年度の増額部分を吸収できるというような形で平準化を図っているということでござ

います。 

○委員長（及川 保君）  ちょっとこれはもう少し説明が必要かもしれません。各年度ありま

す。20、21、22、23。前田委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。優先度のＡランクの４ページの８億 2,700 万円とあります

よね。この数字が３ページの８億 9,800 万円を上回っているから、本来はこの数字イコールか

以内の数字にならないと論理的に合わなくなってくるのでは。違いますか。 

○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、以内の数字です。だから４ページの一般財源の１番下の

合計のところが８億 2,983 万 5,000 円で、３ページの２のところの枠が８億 9,800 万円ですか

ら、枠の中におさまっているということです。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君） それは 20 年なら 20 年、これは置きかえていかなくていいということ

ですか。総括のほうのここに置きかえておかないと、我々が後で見ても全然わからなくなるの

ではないのですか。今みたいな疑問を感じてきませんか。言っていることわかりますよね。 

○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） あくまで、この３ページの２は財政改革プログラムの示され

ている数字、そこを記載しなくてはいけないところで記載しているところでございます。今、

そこの部分につきましては毎年の予算の中で、この 20、21、22、23 のプログラムの枠におさめ

るように総体的に努力するということで企画は考えております。 

○委員長（及川 保君）  出入りはあったとしてもですね。皆さんいいですね。前田委員。 
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○委員（前田博之君） 基本的なことだけ聞いて終わります。総合計画の実行計画の中の数字

ですが、一つとしては、まず具体的なとらえ方、付属資料の６ページ、多分この資料の指標一

覧ですから、これによって計画に反映されてきていると思うのです。この農業の部分でいくと

肉用牛肥育頭数を書いていますけど、素牛、前に 5,000 頭を目標にするという農業畜産の中で、

議員の一般質問の中でも町長は 5,000 頭を目標にすると言っているけど、その部分がすっかり

抜けているのです。それがなくて、この下に農用地面積ヘクタール 1,393 が 23 年度も同じ数字

になっているのです。そうすると、ここの素牛の部分の数量がなければ、こういう数字が出て

こないはずがないのです。当然、今 4,000 頭であれ 5,000 頭であれ、1,000 頭分の農用地面積

牧草採草地が当然ふえなくてはならないはずですが、そういう部分の本来の第１次産業が大事

だと言っていながら、そういう部分の積み上げの議論が町内にされたのか。一つの例ですよ。

もう一つは高齢化率が今 20 年度で何％で 23 年度には何％上がると、そういう推計立てた中で

福祉費の伸びが出てくるはずですけども、そういうような数字が、これを見ると経常費も入っ

ているといっていますから、そういう部分が反映されているところがどこになってくるのかを、

その２点だけお聞きします。 

○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） 素牛につきましては、ご存知のとおり安愚楽さんがものすご

い規模で頭数をふやす計画を持ってございます。今うちのほうでホルスタインも全部入れます

と 7,500 頭ぐらいおります。白老牛といわれるものだけであれば 5,000 頭ぐらいなのですが、

総体的に肉牛と考えますと素牛の数が安愚楽さんが今詳しい数字は忘れましたけども、もう７、

8,000 頭の数字がことし既に飼育しておりまして、そして来年にまたそれを倍増するような計

画がございます。ですから素牛を目標に持つということは、余りにもそういう大きな計画が動

いておりますので、あえて持たなくてもかなりの規模になるということと、それとそうような

計画でいますので当然農用地の面積、これは安愚楽さんみたいなやり方ですと、そのように面

積がふえるということもございませんので、一応こういう数字でカウントさせていただいてお

ります。農地は本当にこれは黙っていると減っていくものですから、これは絶対守るというこ

とで現状維持という数字をここで目標値ということで記載させていただいております。 

○委員長（及川 保君）  本間主査。 

○経営企画課主査（本間弘樹君）  ２点目の高齢化率につきまして、私のほうからお答えさせ

ていただきますが。当然現課のほうでは高齢化率の推計というものとして関連した取り組み、

実行計画に盛り込んでいるという考えでおりますが、ここに挙げているまちづくり指標、いわ

ゆる４年後のまちの各指標の目標値、こちらにつきまして、今言われました高齢化率というの

が、例えば上げますよという目標はもちろん変でしょうし、高齢化率を下げますよということ

も、今この社会情勢の中ではまず現実的ではないという判断で、その高齢化率をまちづくり指

標を一つの目標値として掲げるというのはいかがなものかという判断の中で、ここには掲載を

していないということでございます。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 
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○委員（前田博之君） 高齢化率は、私が言っているのは上げるか下げるかではなく、当然上

がってくるのです。今の時点で推計できるのです。そういうことをきちんと役場として政策を

つくる段階で、そういう指標をきちんと分析して、これをつくっていかなくてはいかないので

はないかという言い方をしているのです。そういう議論がきちんと数値を押さえられています

かということなのです。当然わかるのです、今の部分でいけば３年後にいくらになるか。今 22

が 30 になるとかは。そういうことを、ここに反映されていますかということをまず聞いている

ことと、もう１点は農業法人の関係についてはわかります。だけど私が言っているのは農業法

人ではなくて、ここでいう農業の戸数というのをきちんと 47 戸押さえているのです。この 47

戸に対してどうかということを私は言っているのです。当然金額も変わります。だけども今ま

での白老町の農業の一次産業、地場産業やると、育成いくと振興いくと、そういう部分で、観

点で整理されているのです。それで課長が言ったように農業法人で農用地云々というけど現実

に安愚楽出たことによって農家を廃止をして、その土地は安愚楽が借用みたいな形で、そこか

ら牧草をみんな持って行っているのです。そうすると地元の牛の頭数をふやす人が牧草地を探

すのは大変なのです。それだけ影響きているのです。私はそういう観点で農業振興をみたかと

いうことを聞いているのです。そうすると当然 47 戸に対して、和牛ですよ。ホルスタイン、交

雑種は別です。ではどういうような頭数目標にやって、何頭以上飼うことによって農業の所得

がふえるのですよと、今一頭当たり 15 万円ぐらい市場で落ちているのです。そういうことを先

ほどの福祉の高齢化率も含めて、そういうことを全町で議論されて後期を見直されたかという

ことを言っているのです。大事なことなのです。今までは、私も役場にいたけど私は個人的に

口をすっぱくして言ってきたけど、結果的には決算のときに数字的に見て上がってくるのだけ

れども、今こういうような厳しい時代になったときにそこまで分析、指標を検討した中である

程度の数字を挙げていくべきではないかと。そうしたら私たち今言ったように農業振興の部分

で、地元の農業の畜産振興するときに、議論するときに何をもとにやれるかということになっ

てくるのです。その辺いかがでしょうか。 

○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） 指標につきましては、これ１つの分野、あるいは１つの事業

で指標というのはいろんな立て方があると思います。そのうちの１つとして、こういう形の指

標を出させてもらっておりまして、やはり農家の数を減らしてはいけないと、農家の件数に着

目して、こういう数字をしているということで、熱い議論を交わしたかどうかという部分につ

きましては、そこの部分については担当のほうで今後４年間どういった事業をやるかといった

部分で、それは担当課のほうで町長の考え方、それと担当課の考え方、それらをすり合わせた

中で、この実行計画の各取り組みを記載して取り組んでいこうと決めているところであります。

ですから今前田委員おっしゃったことについては、各取り組みの中できちんとやっていくとい

うことを当然踏まえた中で、この計画はできていることというふうに企画では判断しておりま

す。ただ指標として何を採用するかという部分では、それは意見の違い、考え方の違い、ある

いは前田委員のおっしゃるような、その指標を入れたほうがよかったかという部分も確かにあ
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るかと思います。ただここの指標に載っていないからといって、そこに力をいれていないので

はないかとか、そういうことはないということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君） その数字を載せているかということではなくて、先ほどの高齢化率に

しても、当然わかるでしょうということなのです。それをもとにしてここでいう福祉費などを

積算した総体の事業費に抑えているのかという言い方ですから。 

○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） それは当然、これから高齢化社会にどんどん向かっていくと

いった部分、それを踏まえた中で各施策、そして取り組みを決めてございますので、そこのと

ころは当然各課できちんと自分達の責任の中でとらえて取り組みを決定しているものと考えて

ございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 余り細かいところまで入らないように考えながら、気になる部分だけ

何点かお聞きしたいと思うのですが。先ほど言ったように総合計画は財源の取り組みを実施、

それをもとにやっていくのだ、あるべきだというふうに言われていました。下水道料金の値上

げの議論のときに水道会計は剰余金がありますよね。その資金の剰余金を下水道料金のほうに

回して値上げをしないで済ませることはできないのかという議論がありました。ただし、その

説明の中で浄水場の老朽化、いつパンクするかわからないという話があったのです。その話を

聞いて私たちも、ある程度納得して、下水道料金は 21 年度から上がります。この総合計画を見

ると 23 年度から検討なのです。もちろん今すぐあした壊れるというものではないのかもしれま

せんけれども、これは生活水で生活に密着しているものなのです。だから下水道を上げてはだ

めだということではなくて下水道を上げるときに大きな理由として、その余っているお金を使

えないという理由として上げたのはそのことだと思うのですから、私はいつどうなるかわから

ないということであれば、計画の中に初年度から入れていって検討して、常にもういつでも対

応できるような形をつくっておかなくていいのかとちょっと思ったのです。そこ気になったこ

とが一つです。 

それからもう一つは、言葉じり取って言ってしまうのが申しわけないのですが、前期の計画

の中で公営住宅の老朽化の建てかえということで、前期の計画の中では緑公住と西団地が改修

ができなかったと書いてあったのですね。私は改築ではないかと思ったのですが、きちんと後

期の計画の中では改築というふうになっていたのですけども、こちらの総合計画の中では改築

になっていましたので、私は緑公住は改築するのではなくて改修すればいいと思っているほう

だから、それでちょっと気になったのです。改修の計画ではないような、前期も改築なのです

よ。でも見直しの中では改修できなかったと書いてあったので、改修になったのかと思ったけ

ど、マスタープランであくまでもいくということで、改築するというふうにいっていますので、

これは言葉の違いだったのかと単純に思ったのと、でもやはり改築なのかと、それを前期では

19 年度には改築の検討に入っているのですけど、全然できなかったということはやはり改築な
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のだろうと思って、20 年度も 23 年度から改築なのです。緑公住、西団地に関しては。補修は

全部美園団地とか、当然そうですよね。壊すという計画があるから。緑公住とかは。建てかえ

るという考えがあるから改修にはならないだろうと思ったのです。だけどこのままの状況で緑

ヶ丘団地のほうは、西団地もそうなのですけど、この間も美園団地のベランダが木造でどうの、

緑公住のほうがもっとひどいのです。だけど 23 年度まだ、３年後４年後の見直しが検討ですか

らね、改築始まるわけではないですから。それなのにそこを置いておいて、その改修はやはり

まだ新しい美園団地とかになるということが私はどうも納得できないのです。自分の中では。

壊すから直さないのだということが家賃を払っている人たちにとって、それがどうなのかとい

うことが、なぜ計画の中に後々になっていくのかと、検討ですからいつ出すかわからないとい

うことですよね、早い話が。だからその辺が私の中で消化できない、いつも一般質問もしてい

るのであれなのですけど、改修はできなかったから改築になったのかと思ったり、私の中でち

ょっとどうなのかと思ったのが１点。 

それからもう１点は、町民安心カードの普及促進をすると書いてあったのです。後期計画の

中では。これは町長の確か自分のマニフェストの中で、これは１期目で当選したときに即実施

したはずですけど、１期目の 16 年度から 19 年度の計画には間に合わなかったから入っていな

かったのか、何も入っていない、うたっていないのです。今、20 年度からの後期の計画に改め

て項目として出てきたということは、促進が進んでいないのか、その前期の計画の中に言葉と

しては出ていないけれども、町長のマニフェストでやってきたことが進んでいないというか、

どの辺まで行って何かその反省の上で後期の中に項目としてきちんと出てきたのかと、その辺

がどうなのかと思って、その点を伺いたいと思いました。 

○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３点ございますけども、まず最初の上水道会計の留保資金

の関係でございますけども。今、水道会計では約５億 3,000 万円ぐらいの内部留保資金を持っ

てございます。そこの分については新財政プログラムの議論で行政側がお答えしたとおりでご

ざいます。これはなぜ使えないかというと、当然将来的には改築しなくてはいけない、もう老

朽化しているから、ちょっとした地震があった場合でも改築のおそれがございます。内々的に

はその計画というものは進んでございます。それでなぜあのときそういう改築がという部分も

ありましたけれども、実際問題として、実は上水道会計の内部留保資金というのはああいう形

で持っていることによって、今ぎりぎりの毎年の財政運営の中で、あのお金を利用して赤字会

計に繰り出すという、そういった手段も当初から考えてございます。ですから、あれは料金会

計で吸収されては、実は柔軟な予算編成に支障を来たすのではないかということで、実は私も

行財政対策室に申し入れまして、それはやはりうまくないだろうということで、実は今予算編

成が先ほど申しましたように進んでおりまして、ほとんどの会計が今資金不足比率、これをク

リアできるぎりぎりのところまで今詰めてございます。あといくらはたけるかといったところ

で工業団地会計が救えるか救えないか、最後そこが今残っているのです。そういったことが、

たまたまその現象がことしおきましたけども、それが来年かもしれない、再来年かもしれない
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と、そういったことが当時から予測してございましたので、あのお金はやはり料金改正で吸収

すべきではないというふうに考えて残させていただいたところでございます。 

それから公営住宅の件ですけれども、公営住宅の改修、改築の言葉ですけれども、基本的に

は実態として緑ヶ丘だとか西団地は改修、改築にも属しません。一補修で今何とか頑張ってい

るところでございます。それで建てかえ計画というものを念頭においたときに緑ケ丘につきま

しては、実は今ある住宅マスタープランの中では、あそこの優良な住宅につきましては改修、

要するに今のそのままを何とか利用して、ニセコ町でやっている手法を、躯体などはそのまま

利用して、そして基礎、躯体、そういったものを全部利用してやり変えるというのは、実は当

初から視野に入っていました。ですから緑ケ丘団地には改修という部分も当てはまっておりま

す。ひどいものは取り壊して新たに西団地と統合して改築という部分もございます。そういっ

たことで改修、改築という言葉がなかなか難しい部分がございました。それと非常にもう緑ケ

丘も 40 年以上たっていますから、それを今回まだ検討いう言葉でしか出ていないとこともござ

います。そこのところは本当に行政としても非常に危機感を持っておりまして、緑ケ丘と西団

地を統合して、１つの団地を建てるというのが、今の住宅マスタープランでございます。実は

それを実現するためには住んでいる人の住み変えが必要なのです。そういうのを視野に入れま

すと、やはり 10 年スパンぐらいはかかるのです。住んでいる方を徐々に美園団地だとかそうい

うところにシフトしていって、空いているところは政策的に空き家にしてだとか、そういうふ

うに考えますと 10 年スパンぐらいは実はかかるのです。そこのところは建設課のほうではもう

十分それは踏まえて住み変えを促進して、そういう方向でいきましょうというところが現状に

なっております。ただ実行計画ではそのような表現になっているということでご理解いただき

たいと思います。それから町民安心カードのほうは担当主査からお答え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）  町民安心カードにつきましては、おっしゃったように町長

の１期目の公約として掲げておりまして、今きょうは手持ちの資料がなくてどのくらい普及し

ているかという数字的な部分は押さえてございませんが、前期の実行計画で申し上げますと、

２の８ページ目に安心カードという名前ではなくて、町民カルテという名前で入ってございま

す。その中で現課のほうで当時その高齢者台帳の整理ですとか、それからカルテ構想、具体的

に町民安心カードという制度自体を構築していって、その上で前期の計画期間中に普及を図っ

ていきましょうということで取り組んでいたということで、町民カルテ構想の構築という項目

が１点ございます。当時はまだ町民安心カードという名前でいきますとか、そういうことまで

は決定していなかったものですから、計画上の表現としては若干名前が変わっているというこ

とでございます。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 確認だけしておきます。浄水場に関しては、内々にはいつ事が起きて

も対応できるようなものは、状況はいろんなことで今後の資金繰りのときに使いたいというこ

ともあるというお話でしたけれども、それはそれとして必要なのだろうというふうには思うの



 19 

ですが、ただ私が１番心配するのは、いつどうなるかわからないという説明があったものです

から、それが 23 年でいいのかと少し思っていたのですけども、内々にですからそうですよね。

何かあれば対応しなくてはならないわけですから、そういった準備はきちんとできているとい

うこと、計画の中には 23 年からなっているけれども、いつ事が起きても対応できるようにはな

っているということでとらえていいのですね。 

○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） その辺は当然、水というものですから、その辺はいつでも対

応できるような計画、検討しているということでご理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 今、緑ケ丘の公住の話が出たのですが、そこの住人として、やはり聞

いておかなくてはならないかと思うのですが。あそこの計画が立ったのが日の出団地の６棟を

建てた後に、これは直ちにあれを計画、実施に入るということで、平成 18 年には大体着工する

ぐらいの計画できたのです。私が財政的に大変だったので、いろんなさまざまな状況はあった

としても、そういう計画を打ち出しておいて、今それをずっと引き延ばしてきているというこ

のことが行政の手法としていいのか。確かにあそこに、住民さまざまな意見があるのです。新

しいところへ入りたいというのと、古くてもいいから安いところに入りたいというのと、もう

ごちゃごちゃで、どちらかというと今のままがいいという意見のほうがずっと強いのです。私

はこの先ちょっと見えませんと言ったらみんなで拍手するのです。新しいところへ入りたくな

い。何かといったら高くなるから。余りにも値段が違いすぎる。ということで、いろいろある

のですが、今話を聞いたら 10 年スパンで物は考えなくてはならないというけども、今西団地と

緑ケ丘団地、あそこへ住宅を建てるということはもうみんな周知のことなのです。そのことが

ずっと財政事情に合わせてできるまで検討で、ずっと引き延ばす考え方というのはどうなのか

という問題です。その辺。 

そのことと、前に飛生の文化村の名前は忘れましたが、あそこの文化の中心地センターにし

たいみたいな計画を出しておいて、それがずっとそのままになってきてしまって、なし崩しに

消えてしまうみたいな、そういうことというのは、本当にこれはやり方としてはおかしいので

はないか。住宅というのは人が直接住んでいるわけですから、いつ今の状況はこうだ、だから

いつまで待てとか、もっとその辺ははっきりして進んでいかないとやはり住民の不安というの

は、一体どうなるのだという形でしかいかないということが、その辺をどうとらえたらいいの

か、手腕としてどうなのかということが一つ。それに絡めば安価な住宅、先ほどはニセコ方式

の話も出ましたけども、やはりそういう方式が話を聞いたときに、そもそもブロックも劣化し

てきているからなかなかそう簡単にはいかないという話もあったのですが、そういうような方

式で、できるだけ安い住宅をつくるという方向づけというのが考えられているのか、これから

改めて考えるのか、その辺どういう状況になるのか、そのあたりを聞きたい。それから、もう

一つ、１－27 に書いてあるのだけれども、民間活力を活用した公営住宅の整備というのがある

のです。おやっと思ったのですけども。公営住宅、民間活力で民間に任せながら運営していく
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ということは当然なのではないのかというふうに見ていたのだけども、建設協会などとタイア

ップで町内の業者がそういうものをきちんと守っていくというのは今までなければならなかっ

た話で、改めて出てくる話ではないのではないのかという気がするのですけども、そのあたり

のことを聞かせていただければと思います。 

○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）  最初のお話なのですけども、それは行政としまして本当に 1

番大きな痛いところをつかれたところだと思います。そうあってはならないのですが、やはり

先立つもの、ここの部分でこういうふうに先送りになっているということは十分ご承知の上の

ご質問だと思います。当時住宅マスタープラン、公営住宅のストック活用計画を立てたときは

まだ新聞報道や何かで見られるような、ああいうような財政が非常に悪化するということが表

面化する少し前の話でした。それでその前年度までは何とかそういう計画でということで個別

計画は立てたところでございます。その後やはりこういう状況に陥ってきたということで、先

送りせざるを得ないというような状況をご理解いただきたいと思います。各論でそういったも

のは住宅に限らず大小さまざまあると思います。そこはやはり財政の中の枠で後期実行計画を

やっていくという部分では、その辺の批判も覚悟しなければならないのかと考えております。

でもやはり住む場所については、新たに建てかえをしなくてもきちんと良好な生活環境を最低

限守るという、このことは行政の使命、これははずさないような形で住宅政策は展開していか

ないといけないと思っております。それと民間住宅を活用したというのは、これは公営住宅の

法に基づく補助制度、今の公金です、補助金ではなくて。その中に民有地ですとか、民間の住

宅を活用して、公営住宅法に基づく公付金制度を活用するとか、そういったものがあります。

それを意識した、実は表現なのです。民間の人が建てた場合にこういった部分が補助になりま

すといったような、そういう制度があります。その制度を視野に入れたものでございます。あ

るいはＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）だとか、

そういった手法もありますし、だからこれは当たり前とはいえなかなか大変なのです。これを

進めていくのは。土地の高い都会であれば、行政があえて土地を取得して行政が建てるという

ことは、ものすごくお金がかかりますから、土地の高いところであれば行政は土地を買わない

で民間の土地を借りて民間の人が建てて、そこに共用部分に対して補助制度をやるだとか、そ

ういったものがあります。そういうようなことで、いろんな手法がありますので、これはこれ

からうちのほうも民間の有休土地などを活用した中で、あるいは民間の余裕のある財源を獲得

した中でやっていきたいということでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この４期計画の大型事業の中にいろいろ書いてある中で、いわゆる箱

物などはみんな後期計画の中で検討に書かれているわけですね。これから先々検討しながら進

んでいきますよという意味合いだろうと、財政が好転したときにこれは実際にかかりますと。

そういう考えの中で書かれているということを考えると、先ほどの住宅の問題も今検討期間で

ずっと後ろへ延ばされていくのかと、こういうふうに思ったものですから、今ちょっとあれし
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たのですけども。 

そのような中でもう一つは、白老地区の小学校建設計画もこの検討に入っている、これもい

わゆる適正配置の関係でいうと、白老地区いずれ一つに建てかえていかなくてはならないと、

こういうことで今から計画を立てていくと、こういう意味だと思うのですが。状況によっては

これもずっと、今までもかなりの年数が延びてきているので、これもやはり計画だけは立てて

検討はしていくけども状況ができるまでずっと後ろへ延びていくというようなことになるのか

と、そういうことも心配されるわけです。ですから検討という意味、検討というのは実際に年

度などを持ちながら進めていくものなのか、あるいは状況が好転するまでずっと待っているも

のなのか、そういう物の考え方というのは一体どうなっているのか、そのあたりはどうですか。 

○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） 検討の意味には二通りあると思います。一つは財政的な問題

から、前年度の予算編成の中でやはり苦しいだろう、だから先送りすると、今は答えることが

できない、改革プログラムの中には盛り込むことができないという財政的な制約が一つ。 

もう一つが、町民の皆様方の考え方。この考え方がきちんと一つの方向に共有できる、議論

を乗り越えて共有できる、そういった土壌がいつできるか。そういったものを考えたときに検

討という言葉が出てきます。ですから、例えば、今中学校の統合問題やっております。これは

行政としてははっきりと何年度にやると言っていますが、やはりこれは町民の皆様方が本当に

そのほうがいいという理解をしていただかなければできないわけです。ですから 19 年の３月く

らいに、当初は緑丘小学校と白老小学校の統合が先でした。それは実際として弊害が出ている

のは、やはり中学校ではないかということで中学校が先にきました。中学校はすぐみんなの理

解を得て統合しますと、それが終わったら緑小、白小かかりましょうというスケジュール、そ

れはそういうふうに考えたものですから、ですからそこの部分につきましては行政はスケジュ

ールまでは立てられますけども、実態としてはそうはならないといった部分、そこも想定でき

ます。ですからそういった部分については、やはり検討という言葉を使わざるを得ないと。そ

れと財政的な面につきましても、これは一般財源の確保、あるいは新たな補助制度のメニュー

の創設、そういったものを視野に入れると、今の段階では検討という言葉でしか表現できない

というものがあります。しかし、給食センターにしても病院にしても役場の前の歩道橋にして

も、これはやるときはやらなくてはいけないのです。ですからそういった行政の考え方のもと、

ずっと検討、検討なんていうのは考えておりません。体面があればやらなくてはいけない、や

るということで計画を立てておりますので、その辺ご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  ほか、ございませんか。 

では、私から課長にお伺いしたいのですけども。昨年の後期の部分では、課長のご意見等も

伺っております。実はその報告も議会においてさせていただきました。この中で大きな部分で

いえば、まず財政改革プログラムの中でもかなりの部分で議論した中で、今後も実は私たちは

この進捗状況も含めてきちんと監視していこうと。いろんな部分でまた提言させていただこう

と。こういう考え方を持っているのですが、昨年の報告の中でも、例えば新規事業が入ってき
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た場合、将来負担も含めて厳格な判断をすべきだということ。さらには今ランクづけを前期の

中でもしております。ランクづけを非常に重要視しているのですが、しかしながらこのランク

づけというのは、あくまでも町民とのかかわりの中で、どういう状況であったかということで

ありますから、その辺は重要なことではありますが、この部分についても途中であっても、計

画の途中であっても大胆に見直すということも必要になってくる可能性もあると、そういうこ

とも大事だと。見直すという、４カ年という部分があるのですけど、途中いろんな財政も含め

て状況が大きく変化する場合もありえるわけですから、そのあたりの厳格な見直しも必要だと

いう提言もさせていただいております。それからもう一つは、起債の制限等も含めて、これも

大胆な意識改革をしてくださいという提言もさせていただいております。あと重要な部分でい

うと町民生活に直結しないものについてはコスト面を十分に考慮してくださいという提言をさ

せていただいているのですが、この前回の昨年の提言等を踏まえて、ぜひこの後期の計画につ

いて、しっかりと町民との意識を共にしながら進めていただきたいと、こういう考えでおるの

ですが課長のお考えをお伺いしたいと思います。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 前段の新規事業、こういったものが出てきたとき、いかに対

応するかという部分でございますけども、これにつきましては当然のことと思っております。

大小さまざまなものがＢ、ＣがＡに入るものございます。基本的には町政運営に大きな影響を

及ぼすようなもの、これにつきましては計画を変えるということもございましょうけども、基

本的に今回の計画というのは基本構想、実行計画、そして各年度の予算というものがございま

す。残すところ、実行計画１年間ずれて大変申しわけなかったのですが、残り３年しかござい

ません。そういった中で計画を変えるという部分よりも、毎年度の予算の中で、そこが十分チ

ェックしていただくと、そのとき単なる大きな問題について予算案を提出して、その中で審議

してくださいと、そういうことにはならないと思います。ですから当然、予算編成を意識した

中で大きな問題については、事前に予算案をつくりあげる大分前に、皆さん方に当然ご提示さ

せていただいて、議論していただいて、そういった、ここは計画にはないけれどどうしましょ

うかと、行政はこういうことをやりたいといったようなことを、内部決定の中で議会と合意の

もとで進めていきたいと考えております。 

それと起債につきましても、これは幸いにも財政改革プログラムがきちんと起債についても

規制してございますので、それに合わせるということで今回後期実行計画、非常にそういう意

味ではつくりやすかったというふうに考えております。ですからそれを守っていくというよう

なこと、これは財政改革プログラムができて、今回初めて 21 年度予算編成しておりますけども、

本当にこれは予算編成上非常に大きな制約ということで、制約というかかえって目標値がある

ことによって非常に予算編成がスムーズにいったというふうに考えてございます。 

それと町民との理解の中で進めていくということ、これは今企画課のほうではパブリックコ

メントの条例、それの策定を進めてございます。そういった中で、町民の皆さんの中に出て行

って、きちんとこの実行計画、これを推進していくというようなこと、これは大切なことだと

思っています。そして本当に、言い忘れていたのですが、この後期実行計画を策定する中での
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町民の意見の吸い上げ方なのですけれども、これはもうパブリックコメントだとか、去年の春

に広報などに載せて、それなりに皆さん方の意見を吸い上げ、なおかつ基本構想をつくったと

きの各座長さんにダイレクトメールで送っていただいて、意見の聴取などをして、そしてなお

かつ新財政改革プログラムの骨子の説明会、それと使用料、利用料金の改正のときの地区住民

の説明会、それから新財政改革プログラムの 20 年３月に提示してからの町民説明会、それらの

中で十分に町民の方々のご意見を吸収させていただいた中でつくっているということで、これ

からそういった皆様方の意見を反映させていく取り組みをやっていく中で、当然皆さん方の合

意の中で進めていくという、そういう考え方でおり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）  わかりました。ほか、ございませんか。ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  ありがとうございました。 

 それでは、昼食の時間も過ぎたのですが、引き続いて行いたいと思います。 

 皆さんのほうからも、この基本構想にかかわる部分について、いろいろとお話が、質疑が交

わされました。ここで今議論するということは特にございませんね。あとこれは３月会議の中

で報告ということになるのですが、皆さんのほうからどういう形でまとめたらよろしいか、お

伺いしたいと思います。もし、正副委員長の中でまとめてくださいということでありましたら、

そのように取り諮らいたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど最後に委員長質問されました、委員長まとめとして前に出して

いましたよね。それに沿っての計画として出されてきている、それに沿っているのかどうかわ

かりませんけども。ある程度それを参考にはなっているとは思いますので、その点の中の最初

の計画の概要など、そういったものを見て、その辺が食い違いがないかどうかをもう１回点検

していただいて、その中でこの辺が問題があるなというところは、またそこで提言をさせてい

ただければいいのかと。あとは私たちの中で、ここでこの計画に沿ったような質問だとか、こ

れからしていくことになると思いますので白老町の今後の方向性の１番大きな計画ですので、

しっかりと委員会で、また提言したものに対してどうだったのかということを検証しながら、

まとめていただければというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  今、吉田委員からありました。そういうことも含めて、さらには先

日２日の連合審査の中のご意見等も踏まえてまとめると、こういうことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでは、そのように取り諮らいをしたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは本日の委員会はこの程度で終了したいというふうに思いま

す。本日はご苦労さまでございました。 

（午後 ０時０７分）  


