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平成２２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２２年１０月５日（火曜日） 

 開  会   午後 １時００分 

 閉  会   午後 ２時１８分 

                                         

○会議に付した事件 

 １．特別委員会の今後のスケジュール（案）及び論点整理について 

                                         

○出席委員（５名） 

 小 委 員 長     大 渕 紀 夫 君     副小委員長     山 本 浩 平 君 

 委   員     及 川   保 君     委   員     近 藤   守 君 

 委   員     氏 家 裕 治 君 

                                         

○欠席委員（なし）      

                                                                                   

○説明のため出席した者の職氏名（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事  務  局  長     上坊寺 博 之 君 

     参        事     千 石 講 平 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ます。

全員出席されておりますので審議を進めたいと思います。 

                                  （午後 １時００分） 

                                          

○小委員長（大渕紀夫君） 本日はスケジュールに関する問題をどうするかと。それから改革プロ

グラム第１次改定案に対する論点整理、ここをきちんとしていく必要があるだろうということで審

議の中にももちろん入るわけにはいきませんが、その点でどのような議論をするかというところで

一定限度のまとめをしたいと思います。当然特別委員会の正副委員長さんも出られておりますので

ここで意思統一されたことが特別委員会の中できちんと生かされていくということですのでその点

ひとつよろしくお願いしたいと思います。最初に改革プログラムそのものは議決事項ではございま

せん。これは町が報告をすればいいという中身のものでございます。しかしそれに付随する各条例

案等々が出されてきますのでその中身によっての審議日程、審議スケジュールが必要になるとこう

いうことでございますのでこの点について最初にスケジュールに対する論点整理をしたいと。別紙

に「スケジュールに関する論点」ということで一応案的なものも示しております。当然議会事務局

また皆さん方のご意見の中から整理をしたものでございますので最初にスケジュールに関する論点

から入っていきたいと思います。事務局長その前に何かございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にないです。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。それではスケジュールに関する論点なのですが実施時期

が明示されて提示されているものがございます。この期間までやらなければいけないというものも

ございますのでそういうことを含めまして特別委員会の委員長、及川委員が一定の考えといいます

か町との考え方の整理も行なっておりますので及川委員のほうからお話があればどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は先般正副議長、特別委員会の正副委員長と町理事者のほうからスケジ

ュール的な話が今委員長からありましたがそのことについてお話、意見交換を含めましていたしま

した。ということは今ここでスケジュール案の中に示されておりますが１つは職員給与の自主削減

の緩和の部分です。これが 12 月を見直しということであります。もう１つがここに今載っていませ

んがこれはいろいろ特別職も含めましてあるのです。教育委員会、教育長の部分も当然含めまして

考えていただきたいと思います。このことが１件と水道事業の給水条例、この条例２本ができうれ

ば 11 月末に本会議を開いて条例提案したいとこういう考え方でございます。当然スケジュールが、

町側がそう示されておりますのでそれに沿ったスケジュールになってくるというとらえ方で審議を

お願いしたいということでございます。それからもう１つは第三セクターの関係も説明の中にござ

いました。これも 12 月をめどにという考え方でございますので開発公社も含めましてこのことを念

頭においてスケジュールの進め方等を議論していただけ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） いいですか。今、及川特別委員長からお話がございましたが今ありま

したように町側としましては 11 月の中くらいをめどに基本的な審議ができないかと、最初に申しま
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したようにこのもの本体そのものは議決事項ではございません。しかし中身が全部絡んでおります

のでどのようなスケジュール審議をするかというのは、１つは 11 月中までに町の職員の給与条例及

び水道関係のものそれから付随されています町理事者のものそれから議会削減の問題点等々これく

らいが中身かなと、ただ全体を議論していきましてそこまで上げるのかそれともそういう措置を取

らないのかということを含めまして第三セクターの関係については今のお話では 12 月まで条例が

上がらないとまずいということのものですから。ですからそうなりますと少なくても 11 月半ばまで

精力的に審議を行なうのかそれとも最初から一定限度必要な部分から集中審議していくのか、ただ

全体の議論がない中で遅らせても中身を変えるというわけにはいきませんからそこら辺を含めまし

てちょっとご意見があればいろいろ伺いたいと思います。疑問点含めてありましたらどうぞ。及川

委員。 

○委員（及川 保君） このスケジュールについて１点は実は既にスケジュール調整は実施してお

りまして正副委員長の中で日程的には決まっております。実は 10 月中には３回ほど日程として組ん

でおります。もう１つは 11 月に入って研修視察がありますのでそういう中での日程調整だったもの

ですから実はかなり後ろのほうに残り２つはもっていっているのです。実は特別委員会を５回組ん

でおります。ところが日程的に見ますと後ろの２つがちょっと厳しいなと、今委員長が言いました

全体を除いて私が冒頭申し上げた部分を除いて繰り出して審議をするのかしないのかという部分も

ありますがそういったことからしますとちょっと厳しい日程になっているかなというふうには思っ

ております。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方。山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） 今の特別委員長の発言を受けてというわけではございませんが 10

月 25 日開催の予定の議会運営委員会、この 25 日のものを財政特別委員会に変更するということに

関して議会運営委員会としては、異論はございません。それは副委員長のほうと打ち合わせさせて

いただきましたのでそういう意味で回数を１回ふやすということでいかがでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） ただいま山本委員から 10 月 25 日の議運は１日取っておりますのでこ

こをもし１日振りかえることが可能であればかなりの議論ができるかなと、最初の議論とはちょっ

と違いますので今回ベースがあってそれに対する変更ですから。ですからそこがきちんと論点整理

をしましてこの後やりますが論点整理がきちんとできれば今及川委員が言われたようにそれを入れ

ると５回、11 月中くらいまで５回ですね。氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほど一般職の給与ですとか管理職手当等々が 11 月の中旬く

らいまでにと、ここの部分に関しましては議会もある程度歩調を合わせなければならない部分なの

かなと思うのです。今、山本委員が言われた議運の日数を減らすのもいいのですが議運の中身も結

構絡んでくる問題がありますので、その辺だけはやはり議運との調整が必要な部分も出てくるので

はないかなと思うのですがそこだけはしっかり日程調整をしなければいけないのかなと思います。

それだけです。 

○小委員長（大渕紀夫君）  ほかに、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 日程のことで確認したいのですが特別委員会は 13 日ですよね。それから
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15 日、今お話した 25 日、あとは月が変わって 11 月 12 日、16 日そういうことで５回と。わかりま

した。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長が今おっしゃいましたように当初の案から議論をするのではないで

す。ベースはこの３年間の検証も含めての議論だと思いますから、今議運の委員長からもお話あっ

たような中で５回という中でできるのであれば私は一番そのほうがいい方法かなというふうにとら

えております。十分議論できるのではないかなというとらえ方をしております。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかどうですか。いずれにしましても分離してというのは最終的にど

うしても１つではできないときはそういうことがあり得ますが、ただ分離して場合でも分離してや

ってしまいますと今度改革プログラムそのものを了承していないのに条例が発効していくというこ

とになりますからやはり基本的には全体審議でいかなければまずいですよね。それは今委員長が言

われたとおりですから私はそれでいいと思うのです。ですからもしどうしても必要であれば 11 月末

あたりに土曜日の１日くらい議員だけの審議は特別委員会の正副が判断していただいて、必要であ

れば１回くらい議員だけの自由討議でやる日にちを設けるというくらいの腹をここの小委員会がき

ちんとすれば全体審議を５日間から６日間の審議で 11 月にめどに上げる努力をしたいと当面はそ

れくらいですかね。発効していませんから今の皆さんのお話を聞きますとそういう基本的な考え方

でいったらいかがかなと思うのですがどのようなものでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） いいと思いますが最終的なまとめといいますかそれはいつ頃になるのです

か。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は理事者側から正副議長に対しておおよそ 11 月 25 日くらいをめどに議

論していただけないかという提示が実はあるのです。それをエンドとしてそれを前提にしてお話を

進めていただきたいというふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今、及川委員からありましたように 11 月 25 日くらいが最終のタイム

でできないかというお話なのですが、最初に申しましたようにこれは議決事項ではないのです。で

すから条例案がどんどん出てくる中でこちら側が出てきたときに改革プログラムをきちんと理解し

ていればいいということなのです。前回を思い出していただければいいのですがそのような形で何

かまとめがあったのかなかったのかわからないような形で実は終わっているのです。なぜかといい

ますと固定資産税の税率問題でいろいろありましたので、ですからそういうことでいえばそれくら

いまで一定のまとめができれば一番いいのですが、我々議会側の要求も町に言って通っていくとい

うふうになれば全体審議が終われば大体今及川委員が言われたような形で 11 月 25 日前後をめどに

打ち上げというようなことで進めるというふうになるかなと思うのです。近藤委員、いいですか。 

○委員（近藤 守君） はい。 

○小委員長（大渕紀夫君） スケジュールについてほかにご意見ありましたらどうぞ。どのような

ことでも構いません。 

○副小委員長（山本浩平君） 先ほどの大渕小委員長の提案で構いません。場合によっては１日く
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らいなら土曜日にやってもいいと。 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは確認していいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には上げるのであれば 11 月に委員会報告をしないとだめで

すし、ですから委員会報告をしないで議案を受けるということにはならないと思います。 

○委員（及川 保君） 提案されましたらやはり一週間ほどほしいと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 25 日ですから逆算しますとやはり 16 日で最終案を出さないとまと

まりません。 

○小委員長（大渕紀夫君） もちろん 16 日から 25 日の間にできる日にちがあると思いますので。

それではお諮りしたいと思います。基本的には最初出発は当面個別審議を行なわずに全体審議を行

なうと。それで全体審議を行ない、めどを 11 月 25 日前後とすると。付随する条例案がございます

ので当然報告しなければ上がってきませんのでそこで合意されれば当然上がってきたものはどうな

るかということはわかるわけですから基本的にはそういう形で望むというふうにしながら、しかし

審議経過の中で「これはちょっと時間的に難しい」というふうになった場合は分割も含めて中間報

告をするという意味です。分割ということは中間報告をしまして最終エンドを伸ばすということに

なりますがそういうことを視野に入れながら、しかし必要によっては土曜日も審議をしながらベー

スがあるわけですからそういう形での審議でいくということでいかがですか。 

〔「異議ありません」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 基本的にはそのようなスケジュールでよろしゅうございますか。特別

委員長、特にそこで一致しましたらそういうスケジュールで動いていきますので采配を含めてお願

いするわけですがちょっと無理があれば無理があるとか含めて言っていただければと思います。及

川委員。 

○委員（及川 保君） おおよその今のスケジュールで私に任せていただければ大変ありがたいと

いうふうに思います。委員会の中でのやり取りの中で例えば町側の出席を求めるとかそういう部分

もある程度の物をつくっていただければありがたいなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） スケジュール的にそういうことでよろしゅうございますか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 日程確認なのですが今 11 月 25 日をめどにこれを報告するということであ

れば当然１週間程度前までに審議は尽くさなければいけないということですね。わかりました、そ

の確認だけです。 

○小委員長（大渕紀夫君） ですからその場合は場合によっては土曜日を含めてちょっと１日、２

日考えると。今回視察が入っていますから特種事情なのです。ですから 10 日間丸々だめなのです。

絶対できないわけですから。ですからそこは理解していただいて議会事務局が大変ですが町が必要

の場合はそれ以外で組むというふうにすれば問題ありませんよね。局長そういうところでいいです

か。スケジュールに関する中身については私が今報告した形でいく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） それでは確認されましたのでそのようにしていきたいと思います。続
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きまして論点整理をちょっとしたいと思います。まず 1 つは定数削減・抑制による人件費削減の見

直しの部分、それから一般職の給与削減の見直しの部分、管理職手当削減の見直しの部分、下水道

料金の見直しの部分、超過税率の実施の継続の問題、第三セクター債等改革推進債の活用の問題、

めくっていただきまして水道料金策定方法の見直しとこの７点が本会議で出た中身だというふうに

理解をしております。これは直接先日の特別委員会の中で出た部分でございます。新財政改革プロ

グラム第１次改訂版以外の財政規律の問題で出た意見、ここでは私もちょっと述べましたが１つは

歳入及び歳出での財政規律の問題、これにはほとんどの部分が入りますが。それから病院会計の運

営のあり方と繰り出し基準の問題、今後の課題項目についての考え方、白老町公共施設建築物等保

全計画というものが出ています。それの中身の問題。それから議会としてのチェック機能の役割の

問題、論点としましてはこの程度が出されたと。主の議論は前半の７項目ということになると思い

ます。その後の部分については際限なくやりますとはっきりいってこれは終わりません。いくらや

ってもこれは終わらないのです。ですから 28 年までの計画の 25 年までの今回のプログラムですの

でそこを留意した場合は 28 年までの改革プログラムの中に関係する部分については、次の以外の部

分財政規律の問題まで触れるのはいいのかなと思うのですがそれ以上というのはちょっといかない

と思うのです。基本構想もあと１年半で終わりですからそういうことでいえばこういう中身で論点

整理はされているのかなと。ですから１から７までが論点の中心点ということになると思います。

当然その後の部分がありますがそれは条例提案にほとんどかかわる部分になっております。ですか

らその程度かなと思って理解をしているわけですがこの点についてつけ足す部分等々含めてありま

したらどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 全くそのとおりで今回特別委員会の中で町側から示された今後 25 年まで

の３年間の見直しの部分について説明を受けています中身というのはこれに尽きると思うのです。

この７点が全くそのとおりだというふうに思いますのでこれを中心に議論するという形になろうか

と思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） 異論はないのですがこの７つの中で２と３、一般職の給与削減の見

直しと管理職手当の削減の見直しが入っておりますが理事者の給与削減に関しては載っていないわ

けでございます。中身についてはこれから議論できょうお話をするものではないと重々わかっては

いるのですがこの管理職手当を削減したときに逆転現象が起こらないとも限らない状況かなと理事

者は 35％やっているわけですから。この辺はやはり議論しておく必要があるのかなとこういうふう

に思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） すいませんこの次にやることで最後の部分にちょっとありますので。 

○副小委員長（山本浩平君） 議員報酬となっていましたからちょっとここで言わないほうがいい

のかなと思いまして今先にお話しました。 

○小委員長（大渕紀夫君） ここの部分でちょっとやろうと思っていました。言われるとおりでご

ざいます。 

○副小委員長（山本浩平君） そのときで結構でございます。 
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○小委員長（大渕紀夫君） ほかに、いろいろな意見が出るわけですから論点の中心点をここに戻

しながらここでやるということについてはいいですね。 

〔「異議ありません」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは基本的にはこの７点と付随する４点で議論していくというこ

とでひとつ整理をして特別委員会をやっていただくということでいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは今山本委員から出されました件なのですが当然そこがありま

す。２つ空白の部分があるのです。１つは議員報酬の検討の部分です。自主削減をどうするかとい

うことと特別職報酬等審議会から答申されている議員報酬の増額の部分があるのですがこの２点目

につきましては議会運営委員会の中で今テーマにして議論している部分です。今、問題になってい

るのは何かといいますと理事者の 35％と教育長の 30％、そこの部分と議員の自主削減の部分なわけ

です。これは向こうも戻すとは議会が決まっていませんので書けないと。我々は向こうが決まらな

いとなかなか言えないというような状況に今ざっくばらんに言えばテープは取っていますが事実そ

うなのです。ですから山本委員が言われましたように別の方から聞いたら逆転現象は間違いなく起

こるそうでございます。それも副町長まで起こる可能性があるということでございますのでここら

辺をどういうふうに進めるかというのはちょっと議論が必要かなというふうに思っております。何

かご意見ある方はどうぞ。山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） 先ほどお互いに出しにくいのではないかというお話でしたが私はそ

うは思っていないのです。私はそういう論点ではなく当然職員の関係も出てきているわけですから

議論しないこと自体おかしいいのかなというふうに思っています議論すべきだと思います。以上で

す。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も今山本委員の言われるとおりだと思うのですが、議会は議会なりに向

こうが出せないから議会が出せないのではなく議会としてもともと議員定数と報酬のことについて

は議会改革の中でも取り組むということになっているわけですから、たまたま今回報酬等審議会の

ほうから出された問題に対しての諮問を受けて議論が進んでいるだけの話でいずれにしましても結

論を出していかなければいけない問題ですので、まだ議論中ですから例えば今の削減率を戻すのだ

と来期にはどうするのかという方向性はやはり示していかなければいけない問題だと思いますので、

相手がどうのこうのという議論ではなく議会は議会として出していくのだという考え方を皆さんで

議論をしたほうがいいのではないかと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかに、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 報酬等審議会のほうから議員については上げなさいという答申が出ている

のですが特別職に関しましては継続というような形が出ていますよね、それを議会で議論をしてい

いのかどうかちょっとわからないのですがお伺いします。 

○小委員長（大渕紀夫君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 報酬等審議会の答申は削減を継続ではないのです。基本のベースは
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変えないということですから。今、町長が 80 何万円ですがそれは変えないということなのです。で

すから下げなさいといっていることではないのです。それは理事者が自主的に削減している話であ

ってベースは下げてくださいということでもないですしそのままということです。ただ議会だけ上

げなさいと言っているだけです。 
○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） そうしますと我々が特別職のことに対して上げ下げのことはだめなのでし

ょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私もそこはよくわかりません。ただ逆転現象が起こるというのは逆に

いえばやはり異常ですよね。これを通してしまいましたら副町長より部長のほうが高くなるわけで

す。それはやはり山本委員が言われるように明らかに矛盾ですから言っても構わないのですか。事

務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） みずから下げているわけですから逆転現象がおこるのですから戻し

たらどうですかとは言えるのではないですか。85 万円を上げる下げるという議論はできないのです。

それはきちんと報酬等審議会に町は諮ってやるわけですから。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、山本委員から提案があったことなのですがやはり世の中といいますか

どのような組織でもこういうことは起こってはならないと思うのです。その常識をきちんとやはり

正常に戻すということは最大限の努力は必要ではないかと、それは議会の使命でもあるのではない

かというふうに思うのですが皆さんの意見はどうですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もそのとおりだと思います。ですからそういった一般常識にかなった給

与は必要でしょうしそれでは何のために町率いるといいますか町民なり先頭に立つ人たちがどうい

う役割をしているかと。やはり町民の方々に理解してもらわなければいけない部分もありますから

誰でもいいわけではないですよね。本当にそれだけの責任を持って頑張っているということをやは

り示していかなければいけないでしょうし、それは議会でも疑問視しなければいけないことだと思

いますのでしっかり議論するべきだと思います。それから前回の議会懇談会の中でも出ていました

が職員の給与を上げるのだと議会の給与を上げるのだというような議論をされているみたいですが

といういろいろな意見が出ました。それは町民の方々の中にも削減しているところから戻すのです

という議論ではなく給与があってその給与を上げるというそういう考え方をされている方がたくさ

んいるみたいです。ですからそういったことも先ほど事務局長が言ったように議会のほうに対して

は諮問委員会から上がってきたのは「ベースから上げなさい」という話をしています。私たちが今

議論しているのは削減しているところから戻すのですとその先をどうするかという議論は今これか

らですという話をしていますが、町民の方々もそこをきちんと理解されていない方もいらっしゃる

のでそこだけはきちんとみんな同じベースに立って話をしないと理解されない部分もあるかも知れ

ません。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうですね。山本副小委員長。 
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○副小委員長（山本浩平君） 本当に今の点なのですがそういったことをいかに町民に発信してい

くことが大切であって報道のほうにもきちんとその辺は報道していただきたいなと思いますし、な

ぜならば今現在名古屋の市長ですとか近くでいいますと森町はそうですが議員の数を大幅に削減し

たり報酬を下げることによって皆様方の税金を下げますよというような首長さんがいらっしゃいま

す。これはいい悪いは別としてですがこういうような状況でどんどん、どんどんそれは本当に報道

されていますしインターネットでも新しいニュースが毎日変わるくらい出ておりますからこういっ

た点を考慮してもやはりきちんと議論をすべきだなというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） もう１点は前回の特別委員会の中でも出ていましたが町民に対して今回の

１件も含めましてきちんと説明する場を設定すると。提案ですが「まちづくり懇談会」まだやって

おられないということですからできうればそういう機会をぜひ町側としても努力して説明責任を果

たしてほしいというふうに思うのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 当然たまたま「まちづくり懇談会」はうまく合うみたいです。ですか

らそれは町民の方どなたでも参加できるということですから１つの説明ということでそこは我々は

理解しても構わないですよね。そうであれば町はきっとやると思うのです。これはやらないわけが

ないですから。ですからたまたまうまくそうなっているということでいいますと説明もできるとい

うチャンスも町があるということになりますので結論を出すのは我々が最終的に 11 月 25 日前後と

いうことであれば十分間に合いますので。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これは進め方について今回ここでいう話なのかどうか、ちょっ

とわかりませんが前に任意の政策研究会の中で大黒財政課長を呼んでいろいろ勉強をさせてもらい

ました。その中でいろいろ税収のことについてもまた白老町の財政基準についていろいろ勉強をさ

せてもらったのですが、そのときに白老町の税のあり方、白老町の税というものは近隣市に比べて

どうなのかという比較をしてもらいたいというそういったことを大黒課長にお願いしてあったはず

なのです。もしそういった資料も一緒に提示してもらえれば財政改革プログラムができるこれから

今手をつけなければいけませんのでちょっと時間をくださいということで押さえてあった部分です

から、とりあえず案ができあがったものですからそういった中では近隣市との税収の違いみたいな

ものも出してもらえれば町民の方はわかりやすいと思うのです。今下水道料金、また水道料金を下

げる、据え置くという話も出ていますのでそれが実際固定資産税に手をつけないからどうなのかで

はなく、全体の白老町の税金がほかの近隣市と比べてどうなのかという比較みたいなものができれ

ばわかりやすいまちづくり懇談会になるのではないかなと、またそれが今回の新財政改革プログラ

ムについても議会全体として税収のあり方についての理解を深めることにもなるのではないかなと

思うのですがその辺については資料請求ではないですが形をお願いできないのかなと思うのですが

その辺の考え方はどうでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今、氏家委員が言われたのはそういう他市町村との税の比較を我々に

くださいというのではなく町民の皆様に提示をして懇談会をやっていただきたいとこういう意見で

ございますか。氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） それができますと町民の方は私たちの今回の議会懇談会の中でも出ていま

したが町職員の給与、町民の方はどう理解されたかはわかりませんが「今、削減率を１回このくら

いまで戻したいのです」という話を給与を上げるという形で考えていらっしゃる方もいらっしゃい

ますので「町民負担をそのままにしておいて」という議論も出ていました。ということであれば白

老町にとっての税のあり方みたいなものも当然問われるでしょうし、近隣市に比べて白老町の税と

いうのはどういう形になっているのかというのも結局そういったものを１つのベースに議論できれ

ば町民の方もわかりやすいと思うのです。ですがほかはどうであれこうであれ白老町の場合は今回

８立米を５立米にするのですとか下水道料金を今回５年間据え置くのですという議論はわかってい

ただける１つの材料になるのではないかと思うのです。それも今回議会としては政策研究会の中で

そういった疑問点も議会に出してくださいと言っていますが議会に出してくれることも必要ですが

今回懇談会があるのであればそういった中での１つの町民の方々の理解度を深めるための材料にも

なるのではないかと思うのです。それについてはどうでしょう。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私の見解ですが当然この後もうちょっとスケジュールを詰めますが、

そのスケジュールを詰めるときにスケジュールを詰めるということは何日に何をやるのかと町を呼

ぶのかですとか何ですとかスケジュールを詰めてほしいというお話がありましたから詰めます。決

して私はいい悪いを言っているのではありません、その中で議員として町に「これから懇談会をや

るのですがこういう形であなたたちはできませんか」という提起をするというのはまずいですか。 

○委員（氏家裕治君） 全然それで構いません。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。私はとても積極的なことですし町民の中に入っていくこ

とですから、また町の状況をよく町民に理解してもらうことですからとてもいいことだと思います。

ですからこの小委員会として意見をあげるのではなく特別委員会がもたれるとき町が出てきたとき

にそういう提起をしていただくと。我々は少なくても聞いているわけですから理解者であればその

ことについてやりなさいという応援もできるしょう。ですからそういう提起をしていただくという

ようなことではまずいですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は全然構わないです。形がどうあれ全然構わないのですがあくまでも町

民の方々が今回のこの財政改革プログラムを改訂するときに「あっそうなのか」という１つの何か

を受けるような形の中で議会の議論も進み、また行政側のそういった説明がなされていくというこ

とが一番大事なことだと思いますのでいずれにしましてもいろいろな議論の中で町民の方々の理解、

そして議会もそれを理解しその中での議論が進むことが一番ふさわしいのかなと思う観点から今こ

の場所でいいのか悪いのかちょっとわからなかったのですが。 

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） それに絡むことなのですが実はけさ町連合の事務局長に会いまして「実は

懇談会で我々に聞くよりも町側に聞いたほうがいいような議論がたくさん出ました」と話をしまし

た。「実は自分たちもそう聞いています」とそういうことで「まちづくり懇談会」というのは２時間

なのです。前半の１時間、地域から出た問題を解決してあとの１時間は財政を含めた要するに行政

の話をしたいというような話をしていたものですからそれは結構なことだと思いましてきたのです。
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予定は 11 月 15、16、17 日と言っていました。 

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員（近藤 守君） きのう、おとといと確か地区の連合会長さんを集めて地域の問題を摘出し

てやっているのです。それは終わったみたいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） 今の氏家委員の発言の中で税収というお話がありましたが、他市町

村の税収と税率も必要なのかなと。税収だけでいいますと今人口が減少しておりますし企業も撤退

しているわけですからいわゆる税収が減っているわけですよね。白老ばかりではなく日本全国税収

が減っているわけです。ですから税率もそこで出していただいたほうが、比較検討ができると思う

のです。税収だけでしたらいわゆる「これだけ減っているのですから我慢しなければならない」で

すとかあるいはそうではない影響も出るかも知れませんのでやはり比較でできるものであれば税率

も含めて提出していただけ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） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私の言いたかったのは税率の話です。税収は各自治体で違いますので１人

当たりが１年間の中で割合に占める税率がどれくらいの率を払っているのかという、これは私が言

いたいのは白老町は税金が高いと言われるのです。それで苫小牧へ行きたい、登別に行くという話

が出るものですから結局どこに行っても白老町だけが高いというわけではなくどこの自治体もこう

ですよというものが何かベースとして皆さんに提示できるものがなければ思い込みで皆さん走って

行くわけです。そういうもので考えますと税率の部分で考えてもらえばなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかに、それではこの議員報酬の検討と書かれている部分なのですが、

当然２の「特別職報酬等審議会から答申されている議員報酬の増額」この部分については議会運営

委員会で今議論の最中でございますからここまでは特別委員会の中でもちろん財政改革プログラム

に盛り込まなければだめなのでしたら盛り込まなければだめですので、ここで議論する必要がある

のですが現実問題としましてはここまではいかないと思います。我々の議会運営委員会を見ました

らわかると思います。ですから当然ここまで考えて議運の議論が進んでいるのであればこれは改革

プログラムですからこの書類に載るわけです。しかしそこの机上にのる状況ではございませんので

これではなく１番目の部分と町理事者の報酬削減の部分は全部任せるという意味ではございません。

議会運営委員会でやりますが今回の財政改革プログラムの委員会の中で議論を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〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。その後まではいきません。入らないということで一応や

りたいと思います。それでは２点について、理事者の報酬削減の問題も含めまして自主削減の問題、

空白の部分２つについては特別委員会の中で議論するということにします。いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 特別委員長よろしゅうございますね。 

○委員（及川 保君） はい。 
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○小委員長（大渕紀夫君） それでは一応 25 日を見ますと現段階としましては、土曜日は決まっ

ておりませんので 5 日間の日程がございます。そのうち町との質疑、前回は質疑が余り出ませんで

した。余りといいますかほとんど出ていません。これをちょっと詰めておかなければ自由討議にな

らないと思うのです。一番最初が 13 日視察が入りますので 14 時までということになっています。

13 日に町との質疑になりますね。このときにやはり町との議論になりますよね。15 日も町との質疑

になりますかね・・・。ここら辺ちょっと皆さんのご意見を聞きたいのと町長に出席を求めるかど

うかということもございます。13 日の状況を見て町長の出席を求めるというふうにするのか副町長

でいいのかということも含めましてちょっとご意見があればどうそ。伺いたいと思います。暫時休

憩をいたします。 

休憩 午後 １時４７分 

                                                                                   

            再開 午後 １時５０分 

○（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。13、15、25 日の審議の中身なのですが町

側を呼んできちんとまず質疑をしたいということだと思います。そのときの町長、副町長の招聘含

めてご意見ある方。山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） 私は町長でも副町長でもどちらかで十分理事者ですからと思うので

す。定例会のときにある議員さんが「きょうは町長がいないから政策的な議論はできない」という

ような発言がありましたが、あれは 100％間違った発言だというふうに私は思っています。そうい

う意味で 13 日と 15 日の２日間くらいはどちらかがいらっしゃっていただければ政策的な議論です

とかあるいは町理事者の考え方が聞けるのかなと思います。これは非常に町民にとっても町にとっ

ても大事なことですから 15 日は両方不在だというお話でしたがそのスケジュールを何とか変更し

ていただいてどちらかは 15 日に来ていただくというようなことをしていただいて 13、15 日はどち

らかの理事者にいていただくというような交渉はすべきではないのかなと思います。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかに、及川委員。 

○委員（及川 保君） 基本的には町長、副町長がおられない中で何か町長がおられなければ正式

な政策議論にならないという議員も実はいるのです。いるのですが公式常任委員会で出られる部長

さんは町長に一任されているわけです。そういう意味においては何も問題はないと思うのですが、

いずれにしても今山本委員がおっしゃったように 13 日、15 日この２日間できれば小委員会のほう

から出席要請するべきかなと、ぜひしてほしい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） 氏家です。私も 13 と 15 日まずこの２日間は行政側の出席を求めてそして

議論を深めるべきだろうと思います。仮に 13 日は町長、副町長いらっしゃるか知りませんが 15 日

がいらっしゃらなくてもどう見ましても議会側も行政側も日数は迫ってきていますので先ほど及川

委員が言われたとおり部長職の方がいらっしゃればまずは 13 日にはある程度大きな提起はしてお

いてそれについて理事者側とのしっかりとした意見統一だけはしてもらうと、そして 15 日にどうし

ても町長、副町長がいらっしゃらなければ部長職まじえてのそういった議論をしていくことがやは
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り大事なのかなと、ほかに町長、副町長の時間を見つけながら議論するということは無理でしょう

からそういった形の中でやっていただければなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 私も今の氏家委員と同じ意見です。終わります。 

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。それでは 13、15 日は町側の出席を求めて質疑を行な

うと。15 日については我々も議会運営委員会をつぶしたり、いろいろなことを議会側としては努力

をしております。ちょっと確認しておりませんのでもちろん皆さんが認めざるを得ないような中身

かも知れません。万難を排して町長あるいは副町長が 15 日は出られるようにそういうお話をしたい

と。ただしこれは絶対というものではございません。しかし我々も町の審議日程に合わせて議論す

るわけですから町側にも努力をしてもらう必要はあると思います。それは当然のことですのでここ

では町長及び副町長の出席要請をかけるというふうにいたしたいと思いますが、それでもだめだっ

た場合がありますからそこは十分理解しておいてください。ですからそういうことで議会側はそう

いう形できちんと出席要請をするとあなたたちも応えなさいと我々もきちんと応えてやりますよと

いうことでいくとそういうことでいいですか。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは必要でありましたら副町長のところへ行ってちょっとお話し

をしてきても構いませんが議長名で出席要請をかけると。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分町長がいなければ副町長は町長の代理をしなければなりません

から町長は 13 日はいるみたいですが 15 日は上京なのです。副町長は代理をしてどこか顔を出さな

ければならないですとかちょっと確認は取っていませんが。 

○小委員長（大渕紀夫君） 最大限の努力をしていただくように申し入れます。いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 前回その後の議論、質疑の後の議論も集中審議をしているのです。今

でいえばこの１から７までのものを、例えば１から３をこの日としているのです。この件につきま

しては 13 日と 15 日が町側との質疑の時間に取ります。そのときは先ほど言いましたように特別委

員長もおっしゃっていますように基本的には章立てで質疑を行なうと。そういうふうにしますよね。

15 日終わった段階で小委員会を開いてそこで２つの審議の状況を見てそして 25 日その後の審議の

プログラムをつくると、そのほうが合理的だと思うのです。前回は全く何もないところから出発で

すから初めから全部組み込んでしまっているのです。ですが今回はちょっと違うのです。ですから

重い審議と軽い審議の進め状況等もありますのでそれを聞いた段階では「これはもういいです」と

いう部分も出てこないとは言い切れないのです。ですから 15 日終わってから次の審議のプログラム

をつくるというほうが現実的だと思うのですがこれは私の判断です。そのようにして 15 日終わって

から小委員を開いて次の審議日程を決めるというのはいかがですか。今、初めから決めるというの

はちょっと合理的ではないような気がするのです。及川委員。 

○委員（及川 保君） 全くそのとおりに進めていただきたいと思います。15 日にこの２日間の終

えた経過を見て次回の進め方を議論するという形で小委員会を開いて審議していただきたいという
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ふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） 今、１つの提案として小委員長のほうから章立てというお話がござ

いますが、例えば第５章、第６章はほんの数ページで短くていいですが第２章、３章は非常に長い

わけですから基本的には節で、その節の区切り方は委員長にお任せいたしますので節で基本的に区

切ってやっていただきたいなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） わかりました。特別委員長にお願いをいたします。これはちょっとこ

こで議論をしましてどこで分けるなどという中身の物はございませんので特別委員会の正副で議論

してもらいまして議会事務局にお話をして「この形で質疑します」ということで文章化しまして事

務局から流してもらうようにしてください。 

○委員（及川 保君） わかりました。 

○小委員長（大渕紀夫君） 事務局長、いいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２章は長いのですがこれはもう既に前回で議論しているのですよね。

これは３年の経過を組み込んでいるだけなのです。ですから多分ここは議論が改めているのかなと

いう気がしたのですが。多分文句は３章の「改革プログラム」と５章の「今後の課題」だと思うの

ですが。あとはまとめていいのではないかなという気はしますけれど。ちょっと諮ってください。 

○小委員長（大渕紀夫君） 中身につきましては前回の第１回目のときとは違いますので分析経過

の部分と改革の部分があるのですが分析経過の部分については委員長判断で章区切りでも構いませ

んので、それから改革プログラムに直接かかわる部分については例えば７項目立てになっています

が、そういうほうに区分けしていくほうが質疑は非常にしやすいだろうというふうには思います。

そこら辺ちょっとご意見ありましたらどうぞ。山本副町長委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） 今、事務局長からそういうお話でございましたが私は見直しまでの

平成 19 年から今までの財政の状況と経過があると思うのです。それらを含めて細かい質問があるか

も知れませんのでない方は質問しませんので私はやはり第２章を分けてやっていただきたいなとい

うふうに思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかの方、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も今山本委員が言われたことは確かにそのとおりかなと。今までの経過

も含めての話が深く突っ込む、突っ込まないは別にしましてもそういった議論が必要な部分もある

のかなと思いますし私は重点的には今回改革見直し案、これについては今後改革プログラムが組ま

れて今後それが今回の改革によってどう推移していくのかということをしっかり見定めなければい

けない部分になってくると思いますので、その部分と今後の課題をどう行政側がしっかり受けとめ

ながらこのプログラム改定案を持ってきたのかということについての議論がやはり一番大事な部分

かなと思いますので全然否定するわけではないですが今までの推移と今後の取り組みについての大

きく２つ、そして今後の課題３つですか、これについてのやはり大きな区切りの中で議論をされて

はどうかなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかにございませんか。近藤委員。 
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○委員（近藤 守君） ちょっと違うのですが特別委員会の質問回数というのは本会議といいます

か前回のことは全然別件で何回でもいいという考えでいいのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 何回でもいいです。お諮りをいたします。これは節で区切っても大し

た量ではないですね。 

○副小委員長（山本浩平君） 大した量ではないです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、節でいきましょう。ごちゃごちゃ２節と一緒だけやって次節で

やるとかそんなことはやらないで節でいきましょう。節でやっても十分。質疑が２日間あるのです

から、なかったら素通りでいけばいいわけですから。節でいきませんか。余り面倒なことはやらな

いほうがいいです。当然そのときに特別委員長に考えていただきたいのはこのときだけ節でも項目

でもいいですからやくりやっていただければいいだけです。ここが大体、意見が間違いなく集中し

ますからですからそういうふうな会議運営をしていただければ結構ではないですか。いいですか、

特別委員長。 

○委員（及川 保君） よろしいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 事務局長それでいいでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは質疑は節ごとに行なうとその後の自由討議含めた議会の考え

方をまとめていく部分については 15 日の特別委員会が終了後に小委員会を開いてどのようなスケ

ジュールでやるのか決め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〕 

○（大渕紀夫君） それでは次に要求資料一覧というものをちょっと出してみてください。これに

先ほど氏家委員から出ました他市町村との税率の比較・・・。近隣町村・・・。 

○副小委員長（山本浩平君） 近隣と類似も入れたほうがいいです。類似は 2 万人くらいのところ

です。 

○小委員長（大渕紀夫君） 公共料金はいいですか。税率だけでよろしゅうございますか。それで

はここに１から 11 まで出ていて今 12 の部分が出ますがこの中でこれはちょっと今回のプログラム

には余り関係ないのではないかですとか必要ないのではないかというものがございましたら言って

いただきたいと思います。すべてこの資料が必要で議論ができないかどうかその精査はなかなか本

人のこともありますから難しいのですが。山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） これは実際に資料請求が出てきている分ということですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうです。きのうの 10 時までが資料の締め切りでございますので 11

番目までが資料請求として正式に出た中身でございます。12 番目のものは今氏家委員から出ました

ので一応加えたほうがいいのではないかと思いまして私が勝手に加えました。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私の言った資料というのは、これは一応きのうまで請求期限が終わってい

ますので正確に言いますと議会側からの資料請求ではなくて行政側に対してこういうものをもって

町民と向き合うべきではないかということを私は言っています。これはあくまで議会として資料を

もらって今回の財政改革プログラムの中で議論する問題ではないかなと。それは個々の議員の中で
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考えられることかなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは 12 番を削除します。氏家委員の 13、15 日の質疑の中でその

旨町に正すということで解決をしていただきたいというふうに思います。それでは資料 11 件のみ審

議とします。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは各議員さんからの資料請求だと思いますのでこちらでどうのこうの

という話ではないかもしれませんが職員１人当たりの住民数とありますよね、確かにこれは１つの

何かの判断基準に使おうと思うのかもしれませんが、私から考えますとこれから地方自治体がどん

どん、どんどんいろいろな分野で例えば権限ですとかそういったものを取りながら進んでいく中で

は何を基準に職員１人当たり住民数というざっくりしたこれだけの１人当たりの住民数ですから多

すぎるとか少ないですよという話しになるのかも知れませんが私はこれからのまちの進め方を考え

ますとこういったもので判断する何かそういった基準のものがほかにあるのかなと思ったりもする

のですが、ただこれはやはり１資料請求何かのあれにするものでしょうから別にそれ以上のものは

ないと思いますが。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） もう１つ言わせてもらいますと 10 番、これは大事なことなのです。公共

施設建築物等保全計画、全施設とあるのですがこの限られた期間の中で本当に出せるのかどうか

も・・・大丈夫ですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 出てこないのもありますのでそれは想定しておいてください。従来

から資料請求はこれのためだけにエネルギーをかけてつくるということは、町側はしないと言って

いますのでこれが代用できる資料ですとか「これに近いものがあれば多少加工して出すことはあっ

ても」という話をされていますので実際に集計していないものは出せませんのでそこは全部出るか

どうか。ですから 11 個出していますが 5 個、6 個出てこないというものもあるかも知れません。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それと私も先に言えばよかったのでしょうが、ナンバー１の職員数と人口

のかかわり方これはうちらの町村議会の議員研修会、あれに出ているのではないですか。そこに出

て来られなかった方からこういった問題が出てきているのかも知れませんが実際にああいった資料

の中に組み込まれているものであってそれを新たに行政に対して出してほしいというのもどうなの

かなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 本来資料はこの改革プログラムを議論するために必要だということで

要求するものでなければ本来だめなのです。議員間でどこから出たかは書いていませんのでいいの

ですが議員間で何でも出せばいいということには本当はならないのです。ですから町側は「これは

ありません」と言えば「ありませんので」と済むことなのですがこれで３日も５日も職員がかかり

きりでつくらなければだめだというような資料が本当に議会の中で生かされる中身のものであれば

いいんのですがそうでなければこれはちょっとやはり問題があるのです。そこら辺の議論は一度し

ておく必要があるなと思っていたわけでございます。山本副小委員長。 
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○副小委員長（山本浩平君） ただいつまでに資料請求をしてくださいということでそれぞれの会

派あるいは個人で資料請求を出されたところが多分あると思うのです。それをこの今の小委員会で

「これは必要ないから却下」ですとか何かということをできるかなというふうにちょっと思います

がこの点についてはいかがでしょうか。 

○（大渕紀夫君） それはなかなかはっきり言って難しいと思います。きちんと根拠がなければだ

めです。町が出さない分についてはしょうがないですが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は小委員会の中でこれを却下するとか何とかではなくこういった議論を

通じてこういった町村議会のこういった会議に出席しましたらこういった資料というのはうちらと

しては当然だと思っているではないですか。ですがそうではないといらっしゃるということはやは

り時間を割いてでも議員研修ですとかそういったものにはきちんと参加していこうと別に遊びに行

ってご飯を食べて帰ってきているわけではないのですから、やはりそういったこともこういった議

論を通じないと何でもかんでも私は行政の立場になって話しをしているのではなく自分たちが勉強

してきたことがこういったところで役立つとすればわざわざ行政に対して資料請求をする必要がな

いのです。ですからそういったことも知らないのですかという行政からの見方をされるのはしゃく

なので私がそういうふうに言うのであってこういったことを通じて各会派に持ち帰って「これはど

うなのか」と「持っている資料があるのでしたらみんなで見ましょう」みたいな話でもいいのでは

ないでしょうか。私はそういう意味でこういったところでの議論というのは必要なのかなと決して

出てきたものをここで却下しますなどということは絶対言えないわけですし、ましてや私が先ほど

言ったようにきのうで期日を切られているものを今ここにきて資料請求をするなどということはと

んでもない話だと私は思いますので、ですからそういったことも含めまして１つのルールの中でや

っていることにみんなでこういった場所を借りた議論が先に生かされればいいのかなと思う観点か

らちょっと言わせてもらっただけです。それだけです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 氏家委員の言っていることは全くそのとおりなのです。ただ今回出されて

いますこの部分の方というのは常に参加されている議員でありますので余り議論するあれではない

と思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか、ありませんか 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 将来的にはやはり合理的な議会運営をするということでいいますと個

人の権限は十分尊重しますが余りに無駄な資料要求はしないようにということできょうかけさせて

いただきました。こういうことがやはり議会で議論されるということが私は大切だと思っています。

出したものが全部資料が出くるとは限りません。個人の努力も必要ですのでそういうことも含めて

今氏家委員や及川委員が言われたようにそれぞれがきちんと持っていれば済むものもたくさんござ

いますのでそういうことも含めて今後いろいろな中で生かせていきたいということでございます。

基本的にこの 11 項目は町に出して出る出ないは別にしまして資料として出していただくための要

求をするということでいいですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 私のほうからは大体以上ですが特別委員長のほうから何か「これがち

ょっと不足です」とかございますか。運営されるのは特別委員長でございますので、及川委員どう

ぞ 

○委員（及川 保君） おおよそ今ここで皆さんの議論をいただいて決めていただきました。これ

に沿うように運営はしますが、ただ心配なのは先ほどもおっしゃっていたきちんと議論立てをする

ものをそれぞれの各委員に皆さんが持ってきていただきたいと。提示はする、資料請求はする何も

出なかったよという話ではとんでもない状況になってしまいますのでぜひ各会派戻られてそのこと

に十分留意されるように周知されていただきますようにお願いいたしたいと思います。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） 事務局長、何か。山本副小委員長。 

○副小委員長（山本浩平君） それはやはり各会派ではなく、会派も大事ですし会派に所属されて

いない方にも伝わるようにやっていただけないものかと思います 

○小委員長（大渕紀夫君） その他何かご意見、この特別委員会に対して何かご意見ございました

らどうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                        

  ◎閉会の宣告 

○小委員長（大渕紀夫君）  それでは一応予定としましては 15 日特別委員会終了後に小委員会

を開くということにいたしたいと思いますのでその旨押さえておいていただきたいと思います。以

上で財政健全化の調査検討小委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

                                  （午後 ２時１８分） 


