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平成２２年白老町議会白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 
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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） 白老町財政健全化に関する調査特別委員会を開会いたします。 

（午前 １０時 ００分） 

                                             

○委員長（及川 保君） 町側とのこのプログラム案の中身を含めて議論をいたしました。そこで

今後議員間の議論をしまして、ぜひこの見直し案を前に進めるという状況をぜひつくっていきたい

と思っております。議員間の皆さんの忌憚のない議論をぜひお願いしたいなと思います。それでは

12 番松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） きょうのこれとはちょっと違うのですが、この健全化に関する調査委員会

日曜日もやることになっていますよね、ご案内によれば、14 日の。 

○委員長（及川 保君） これは小委員会の中で日程等に非常にきつい部分がございまして、日曜

日も 14 日にやることになっています。 

○委員（松田謙吾君） 私、いろいろ今までも日程のどうのこうの言うわけではないのです。決ま

ったことであればいいのですが、日曜日までしなければならない理由っていうのは何かなって思っ

てね。私は日曜日っていうのは普通今、日曜日なんて現場で働く方々も日雇いの方々ももう完全働

きたいといったって日曜日は休みだし、何についても日曜日はほとんど今休みになっているのです。

議会も年間何日やるかといつも議論になっているのですが、日曜日までしなければならない理由っ

ていうのは何なのですか。お聞きしたいのですが。私は例えば議運が 15 日になっていますよね。議

運が 14 日にあって、この委員会を 15 日やるならまだ話はわかりますよ。14 日にやるということで

あれば、少なくとも議員の皆さんの意見が私は必要だと思うのですよ。いろんな要件もあるだろう

し。議運の方々はそのことでどうのこうの言っているわけではないのです。そうあるべきではない

のかなと私は言っているのですよ。であれば議運の皆さんが 14 日にやって 15 日にこの委員会をや

るのが、私はその方が正当ではないかなと思うのですが、どうですか。 

○委員長（及川 保君） 今、松田委員のお話がございました。先般の小委員会の中でも日曜日と

いうのはいかがなものかという話もあったのですが、実は先ほど申し上げたように厳しい日程の中

で進めておりまして、何とか今回そういう中で日曜日もぜひお願いしたいなという考え方で進めた

わけです。ただ、議運が次の日の 15 日に当初から予定されておりまして、日程が厳しい中での決定

だったのですけれども、ぜひ今回そういう意味において松田議員のお話も十分承って今後の日曜日

の開催のあり方も含めて検討してまいりたいと思います。それで委員会にこの運営そのものも含め

て小委員会にお任せをいただいたということも含めてぜひ今回ご理解を頂きたいと思います。12 番、

松田謙吾君。 

○委員（松田謙吾君） あの日程表を見ると、他県の町村の視察がありますよね。例えば９日、10

日もそうですね。受け入れ。そういうのを含めて忙しいというのは、私はおかしいと思うのです。

私はそういう他町村の受け入れより、議会というものを優先しながら、それからあまった時に受け

入れればいいだろうし、対応の仕方だっていろいろあると思うのです。そういうところにこの委員
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会を挟めば、そんなに厳しい日程にならないと思うのです。町村の研修の受け入れを優先させてい

るような気がしてならないのです。その時にやればいいわけですから。そういうものを含めて私は

今後検討していただきたいし、やはり土日は避けるべきだと思うのです。 

○委員長（及川 保君） この日程等につきましては、各委員の皆さんも大変厳しい中でのご理解

を頂いているのかなというふうに思っております。しかし今回、小委員会の方でこういう決定をい

たしましたので、ぜひ今回はご理解をいただきたいというふうに思います。10 番、大渕紀夫小委員

長。 

○委員（大渕紀夫君） 誤解のないようにしていただきたいと思うのですけれども、今の松田委員

の言っていることはもっともです。ただ、ここのところだけ正確にしてもいいと思う部分が１つ２

つあるので発言させてもらったのですが、たまたま私議運の副委員長で小委員会の小委員長なもの

ですから。あの、議会の委員会と小委員会は現実的には違う組織で違う形で、議運が先に決まって

いたということが１つございます。議運で決めたことであれば今松田委員の言われたとおりだと思

うのですけれども、たまたま組織が違うということもございまして、今回は日曜日に皆さんやった

らいかがかということで、今委員長も言われましたように異論もあったのですけれども日程上そう

なったという、ここのところだけは議運と同じメンバーでやっているわけではございませんので、

議運はずっと先に決まっていた日程でございますので、もちろんずらすことは可能だと思うのです

けれど、組織が全く違う組織であったということのご理解だけは、今後小委員会での検討する時は

今おっしゃられたこと充分考えて、これからどれだけやるのかわからないけれども、検討するとい

うふうには考えたいと思いますけれども、そういう経過もあったということだけは１つご理解願い

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしくお願いしたいと思います。それでは本題に入ってまいりたいと

思います。皆さんのお手元にレジメがあるかと思います。今回のこの見直し案の中での検討項目と

しまして、おおまかに８項目。最後にその他の項目事項とありますけれども、おおむねこの大きな

課題としては８項目だろうということで、この順番に従って議論を進めてまいりたいなというふう

に思います。まず、③の一般職の給与削減見直し、ここで議論をしたいなと思いますけれども、各

委員の皆さんの意見をぜひ出していただきたいというふうに思います。14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） この一般職の給与削減については、皆さんいろいろな考え方を持っていら

っしゃると思いますけれども、私はこの財政改革プログラムが３年を経過し、そしてプログラム上、

町が目標に掲げていた数字というのはある程度クリアしてきていると。それと今残されている町役

場の職員の方々、本当に若い方々が多い。白老町の財政の悪化を招いた、そういった重責を担って

きた方々は今もう退職されていたり、その職を去っているというか、そういった方々が、ほとんど

という言葉がいいのかどうかわかりませんけれども、今残されている職員たちは、これからの白老

町をしっかりと立て直していくために残された若い人たちでございますので、私はこの財政改革プ

ログラムが目標を達成されながら今進んできているということであれば、私は確かに早いという意

見もありますし、妥当だという人も中にはいるかもしれませんが、私は一日も早く職員のモチベー

ションを高めたり今後の白老町のことをもっと真剣に取り組んでいってもらうために戻せるもので
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あれば、自主削減をされている全部ではないでしょうけども、町から示されているパーセンテージ

は私は戻してもいいという考えでいます。それからその中身については町民に対しての還元の部分

も今回の財政改革プログラムにも取り込まれておりますし、水道料金の値下げ、またそれ以外にも

今後議会として取り組んで議論していかなければならない問題も多々あると思いますけれども、そ

ういったものを加味しながら今回の一般職の給与の削減については見直しをしてもよろしいと私は

考えています。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員の意見がございました。そのほか、ありませんか。はい、12 番、

松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。私は先日の委員会でもお話しているのですが、確かに 20％の給

与削減は職員にはきついものがある。これは前から私は理解していますし、述べております。しか

しながら私は給与削減、当初は大変財政状況が厳しくて、こういう財政になったのも行政側が再三

言っているのは、前の町政を担当した責任が、いうなれば前の責任なのだと。今の職員の責任はな

いのだと。そして職員がかわいそうだと再三こういう言葉が私は聞いております。そういうことで

48 名余りの職員が早期退職をされております。あれから２年８カ月ぐらいになるのですか、これが

実行されて。今回財政状況がよくなってきたということで、３年ごとの見直しという中で 10％ほど

戻したいと言われております。今のですね、氏家議員の若い方々のという言葉がありましたけれど

も、私はこの財政を戻すのに若い方々が厳しければ、私は若い方々から２段階、３段階くらいに改

正していくのも１つの方法だと。それから私は前に述べているけれども 23、４、５。この 10％を３

年くらいで戻すのもどうかと、私は前回の委員会でも述べております。そのことからすると私は町

民負担が、町民の還元が水道料金が示されたとおりなのですが、私は水道料金の見直しが、私は前

にも述べているのですが、あの見直し率からいくと、職員の給与削減も水道料金に見合ったような

削減の仕方からいくと、私は若いものから３年間くらいで課長職はあとにして、もちろん特別職も

あとにして段階的にやるべきではないのかと、私はこういう思いをしております。それから辞めた

職員の気持ちにもなったら、この２年間何カ月で一気に 10％というのは性急過ぎるのではないかと、

私はこんな意見を持っています。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 松田委員の、今の若い職員からという部分はちょっと置いておいても、職

員の給与の段階的な戻しといいますか、そういった部分に関しては、僕は同じような考え方じゃな

いかと思うのです。結局今人事院勧告で示された部分も引きますと、今職員の自主削減っていうの

は 17％ですよね。今回 10％を戻してですね、３年後の状況を見ながらこの財政改革プログラムが今

行政が示されているとおりの進み方をしていくのであれば、その７％をまた戻すと。そういう形の

中でその前にまた人事院勧告の削減等々も出てくるかもしれませんけれども、そういった２段階く

らいの中で戻すという考え方では一致できるような気がするのですけれども、その辺についてはど

うなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 松田委員どうですか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は前から言っているとおり、20％はきつすぎるっていうのは前から言っ
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ています。でも 20％をしなければ、財政が再建できない、ここから始まっているのです、この財政

再建が。職員の削減も、先ほども言いましたけども、40 何人もの職員が犠牲になっていると思うの

です。その方々の気持ちを思えば、私はその方の気持ちを聞いたこともあります。そういうことか

らいくと、我々は 10 年間で財政を削減するのです。そういうつもりで辞めたのだという方々たくさ

んいます。そういうことからいくと、私は先般一般質問もしていますが、この財政再建 10 年後に

300 億ある借金を 200 億にするのだという、こういうことから始まっているのですが、この３年間

で私はこの前一般質問もしていますけども、まだ９億 1,800 万しか減ってないのです、起債も。そ

のことからいくと町民との約束も違うなと。それから犠牲になった職員の方々との約束も私は違う

なと、こう思うのですよ。そういうことからいろいろ判断を考えてみると、私は今の職員の給与の

削減はもう少し段階的にやるべきだと、こんな考えで私は申しているのですよ。 

○委員長（及川 保君） まあそういう意味では段階的にというのは、今氏家委員の方から意見が

ありましたけれども、そういう部分においては、考えとしては一致しますよね。もう少し何かあれ

ば。いいですね。ほかございませんか。はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。根本的な部分で私はちょっと発言したいのですけれども、

私も何度もこの問題に一般質問してきました。その中で議員の削減や町三役の削減と職員の削減っ

ていうのは、私は性格が全く違うものだというふうに思っております。それは、働いている者が給

与をもらってそれで生活をするということで、人事院勧告という人事院が全国的に公務員の給与は

これくらいだよと決めているわけです。それに準拠しているわけです。そういう点からいくと、苦

肉の策として白老町が財政再生団体になるかどうかというそういう中で、私はこの策をとったと。

ですから事実私は 20％の削減というときに賛成をいたしました。ただ、本来からいうと一番やりや

すいと言えばやりやすい職員の給料それも全負担の 70％、現在でも 68.8 ですか。これはやはり職

員の給料を白老町の財政改革のもとにするという考え方自体がまず違うと。私は基本的に思ってい

ます。職員の皆さんは生活設計もあり、当然今の一般の企業でもつぶれる寸前だから給料下げるっ

て事は実際ありますよね。しかしそういうことを考えてもここの部分をどう考えるかということで

言えば、働く人の給料に手をつけるというのは、やはり本当によくよくのことでなければやっては

いけないだろうと。例えば釧路町何かでは、非常に悪い決算状況ですけれども職員の給料には手を

つけていません。実際にそういうところもあるわけです。今も財政再生の中に入っています。です

から、問題は考え方としてどういうふうに考えるかって問題だと私は思っています。ですから私は

職員の給料は戻すべきという根拠はそういうことでの根拠として、職員がきちんと生活設計ができ、

そして今後白老町で一生懸命働けるような環境をきちんとつくっていかなければならないだろうと

いうふうに思います。ただ、48 人の方が退職されたと。ここに対する配慮、理解、ここは極めて私

は必要だと思います。本当に来ていただいてやはり今の財政状況をきちんと説明するなり、好転す

るときはきちんとこういう人たちにちゃんと説明するなり、そういうことは町はやるべきことだろ

うと。当然のこととしてやるべきことだろうというふうに私は思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 大渕委員としての考え方を今述べられたわけですけれども、ほか皆さん

からございませんか。５番、山本浩平委員。 
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○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。この件に関しましては、私も前々から戻すべき

という考え方を申し上げてきてまいりました。 町側等のこの委員会でのやり取りの中で、20％を

戻す率そのものに関しては半分以下ですよと、20 の割合のうち８％だけ戻すのですよというような

お話も伺いました。20 に対し８の戻しだと。半分ちょっと下回りますよというようなお話でござい

ます。前もちょっとお話しさせていただいたのですけれども、実際に健全化団体になってしまった

町村でさえ 20％もやってなかったわけですから。これは最低限の職員の生活の保障っていうのは大

切なことですから。これは半分ちょっと下回る、全部戻すという話ではありませんので。20 に対し

８に戻す。これに関してはやはりやるべきだろうというふうに思います。それと、人事院勧告等々

のお話が先ほど２人の委員から出ましたけれども、冒頭に松田委員から日曜日に何故やらなければ

ならないのだという話がありました。私自身も個人的には日曜日以外、まず休みのない体ですので

日曜日に議会を開かれるのはまいるというのが個人的にはあるのですけれども、これはいわゆる先

ほど人事院勧告のお話がありましたけれども、人事院勧告の関係、これも仮にもし戻すということ

になれば、年をまたいでということにはならない部分というのがあるわけですよ。ですからそうい

った意味合いも含めて日曜日にも積極的に行なうような形にも私はどこか関係しているのかと思っ

ております、正直なところ。そういうところも含めまして、やはり 20 に対して８戻すことに関して

は粛々と行なうべきであるというふうに思います。それともう１点、先般議会の報酬の独自削減の

あり方と定数削減については今後もまた議運の中でというような、また別のところでというお話が

ございましたけれども、前回の議論の中で仮に理事者が戻さないということになったら議員だけ行

なうのはいかがかという話も何人かの議員から出ておりましたけれども、私はこの財政健全化に関

しては、議員も町民も理事者も含め一緒になって取り行なっていることですから、議会はやはり据

え置きですよとかいう形になってくると、私は逆に一般職員の給与削減を見直しするというのは、

非常に町側も私はしづらくなるのではないかなと思っております。ですからきょうの議題ではない

ですけれども、議員の自主削減の部分についてはやはり同時に行なわなければ意味もないし片手落

ちのやり方になると、このように思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。ほかございませんか。7 番、玉井昭一委員。職員の給与

削減見直しについて。 

○委員（玉井昭一君） 7 番、玉井です。簡単に私も町で示されているように、半分の削減にすれ

ばいいんじゃないかというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私も職員の皆さんの削減率を７％ないし８％削減するというこ

とには賛成でございます。また、それでは少ないのではないかという、段階的にという方の意見も

ございますけれども、やはり私はそういうぐらいであれば町民に対するあれも少ないんじゃないか

と、比較した場合にというお話もありますけれども。やはり職員も町民ですし、やはり同じく苦汁

をなめているわけですから、もとに戻す分につきましては、やはり１回で７％なり８％戻すことに

は賛成です。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは順次お聞きしていきたいともいます。９番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 斎藤です。大体皆さんがおっしゃられましたので重なるかもしれませんけ

れども、現在国民の賃金っていうのは、この 10 年間ぐんぐん下がりっぱなしになってきている。そ

れが国の購買力をぐんぐん下げているという状況の中で、今の公務員の給与、批判の対象にもなっ

ているけども、本当に健康で安全な暮らしをするのには決して高いわけではない。そういうことで、

実際には再生団体にならないために頑張ってここはカットしたわけですから、ある程度先の見通し

がついた中でもとに戻していくということは、当然のことではないかというふうに思っています。

実際には７％のカットというのが高いか、もっと段階的にという考え方も出てくると思うのですけ

ど、こういうことを考えるときには、町はこれでできると考えたから出したのかもしれませんけど

も、実際にやる時には、先ほど話に出てきました退職者との絡みの問題。あるいは町民負担のもっ

と何とかならないのかという、ギリギリの追及が必要じゃないのかなと、それとの絡みの中で考え

るべきかなということだと思うのですよ。ですからそれはちょっとかなり複雑な話になるかもしれ

ないので、まずできるだけ削減率を下げてやるということは、今すべきことだというふうに考えて

います。 

○委員長（及川 保君） それでは 11 番、土屋かずよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） ほとんど皆さんがおっしゃられたことで私があまり話すことはないので

すけれども、民間賃金が今非常に引き下げられている中で、ましてや地方自治体の給与を削減する

ということは、さらにまた拍車をかける状況になるということはあると思うのです。私はこの８％

が妥当かどうかということはわからないのですけれども、やはりこの削減を見直しつつ、やはり町

民に対してある程度のいろんな水道料金の値下げとかありますけれども、もっと思い切った還元を

する必要があるのではないかなと私は考えております、町民に対して。水道料の還元の話をします

と、それくらいで町民に還元したと思うのですか、何て声も聞いてきたものですから。やはり今ま

での利用料使用料の見直しも図る必要もあるのではないかなと思います。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。今回の一般職の給与削減の見直しについてですけれども。今白

老町は人口減と企業撤退ということで今後税収が減っていく見とおしというか、職員はどういう判

断をしてこういう削減率に至ったのかなというのは僕の中で思いまして。例えば今の８％。例えば

もっと上げるとか、少なくするとか。いろんな景気の悪いのとで、企業の撤退とかこれからいろい

ろ税収が減りますよね。その中で先ほどから出ていますけれども、８％が妥当かどうかということ

はわかりませんが、どういう判断をしたのか、これでいいだろうということでまちも判断したのか

と思いますが、そういうことが今回３年間の見直しの中でこういう判断がされたと。私はこれを反

対するものではないのですが、先々の見通しを立ててやっていただけたのだったら別の反対するも

のではないのですが、果たして今後そういうまちが例えば税収が減ってくるときに、また３年間の

見直しにきたときに、職員がどういうような判断をしていくのかなというその辺、今 20％削減をし

ていますから今後さらに上げていくということも考えられますよね。その中でこれから例えば５番、

６番目の下水道とか超過税率のことにも関係してくるのですが、これは確かに 20％の削減は、今の

財政状況がよくなったというのは確かに職員のご努力もあると思いますが、やはり町民の皆さんに
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も超過税率について負担していただいたので、ここだけでちょっとなかなか議論できないかなと思

いますけれど、今後町民の負担ということも考えていろいろ議論をしてもらいたかったかなとある

のですけれども。これはやはり町民の協力もあって、もちろん職員の努力もあってのことだと思い

ます、今財政状況がよくなったというか数字が好転したということで今の状況にありますから反対

するわけではないのですが、さらにもっともっと引き締めていってほしいなという。 

○委員長（及川 保君） ちょっと今戻すのは厳しいなと。先の町の税収がこれからどんどん減る

という中での厳しいなということですか。 

○委員（本間広朗君） 正直言ってそう何ですが、先ほど言いましたように、財政状況がある程度

好転しているということでこのぐらいのアップでしたらいいのかなという私の考えです。 

○委員長（及川 保君） 戻すべきでということでいいですか。厳しいなという事はわかりました。

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。３年前の財政改革プログラム作成の時期に一般職の給与削減と

いうことでは、2005 年の人事院勧告で示された北海道東北地区の地域における民間給与の水準を反

映させて平均 5.02％の引き下げを行なっていたということが書かれています。ただ、それを給与改

革として、それに改革を行なった上で財政再建期間の 10 年間は、職員は 13％から 15％の自主削減

をしますということで、10 年間ということでそのときうたっているのですね。ですけれどもこの時

は本当に再生団体になるかどうかという厳しい状況の中で、職員が自ら自分たちが給与を削減する

ことでまちを普通のまちに戻したいということだったと思うのですね。そういったことも含めて、

今回の削減の見直しというのは人事院勧告による 21年度の率を入れて 11から 13.5％に変更をして、

まず 5.02％はそのまま同じ人事院のでやっていくと。それに自主削減は 1.8％から 2.2％はまた続

けますと。そういった今回の報告だと思うのですね。このことによる一般給与削減効果というのは、

当初対策は３億 2,900 万の予定でしたけれども、これを見直しすると２億 2,700 万の削減率になり

ますので、約 1 億の増になるということですよね、支出が。ただこの本当に３年間職員が 100 万か

ら 150 万の給与削減になった中で、生活設計も大変な中で、町を立て直すために頑張ってきたと私

は評価するのですね。そういった中でこの１億円が今後これからどうなっていくのかということを

きちんと見ながらやっていく必要があると思いますけれども、そういったことの職員の努力とまち

に与えた影響というのは経済的にかなり大きなものがあると思いますので、私はこの時点で見直す

ということに対しては賛成したいと思っております。ただほかの方の面で先ほどからいろいろな意

見が出ていますけれども、今後町民の負担の分に関しましてはきちんと議論をしていきたいという

ふうに、町民にきちんと説明できるように議論するべきだというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） おおよそ皆さんのご意見を承りました。それでは次に進みたいと思いま

す。そのほかございませんよね。④の管理職手当の削減、見直し案であります。ここで皆さんのご

意見をうかがっていきたいと思います。当初対策 25％削減をしてきたわけでありますけれども、今

回の見直し案では 10％に戻したいということでございます。この見直し案について皆さんのご意見

をうかがってまいりたいというふうに思います。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。これはなかなか微妙なところがあると思うのです。私が個人的



 
 

9 
 

に考えていることなのですけども、例えば年間 300 万なのです、負担がふえるのは。半分にすると

150 万。それを例えば職員の給与と違う部分が管理職の場合があるかなと思っているのです。それ

で 150 万を町民に配分したときにどういうことになるかということを考えているのですが全然浮か

ばないのです。だから、例えば 150 万を半分にして２年間なら２年間置くとか、300 万になったら

それを町民に本当に還元できるような手立てになるのかとどうかというあたりが、ちょっと私も計

算してみたのですが、300 万くらいではなかなか大変なのです。だからここはそのまま管理職だか

らということではなくて、町民に還元するときの財源が不足した場合はやはりこういうところも考

える必要があるのではないか。では、お前の言っている管理職は戻さなくていいという根拠は何だ

と言われたらあまりないのです。管理職の責任範囲というのはあるわけですから、そういうことも

1 つの町民に対する理解を促進するための手立てとしては考える範囲に入るかなと。積極的にそう

は思いませんけれども、そういう考え方も職員の給料とは違って、私は少しは考える余地があるの

かなというふうに思っております。それは町民還元とのかかわり合いの中で考えられる範囲があれ

ば、考える必要があるかなというふうに思っています。根拠は何かと言えば、非常に希薄でござい

ます、はっきり言って。 

○委員長（及川 保君） わかりました。大渕委員としての考え方でございます。そうなのです。

自由討議ですから自分の考え方をぜひ出していただいて大渕委員それは俺と違うなという考え方で

もいいのです。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も管理職手当の考え方というのは難しいなという気がするのですけれど

も、給与で一番大事なのは生活が保障されるかどうかという問題で、そういうことからいうと給与

を少しでももとに戻してあげるということが大事なことであって、やはり責任論からいうと、この

財政を立て直していく責任も一緒に背負わなければならないということからいうと、これも一緒に

なって上げてやるということにはならないのかなという気がするのです、あくまでもそこは。だけ

ども責任者としてやらなければならないのだから幾分は上げてやったとしても、給与と同じように

どんどん復元させていくという性質のものではない。そこは頑張ってもらわなければならないとい

うものが含まれるのではないかなという気はするのです。まあそれで率をもっと下げたって構わな

いのではないかという乱暴なことも考えるのですけれども、金額でいうと 300 万、それほど大きな

ことではないのかもしれないけども、それは町民への責任という形からいっても一緒になってもと

に戻しましたということではちょっと説明がつきかねるかなという感じはして見ているのです。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。一般職の考え方と管理職という考え方。今お二方

の委員の考え方をお聞きしたのですけれども。また一人一人考え方をお聞きしていくことになると

いうふうに思います。それでは 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、隣の氏家委員ともお話していたのですが、給与の削減額を７％まで直

すということで、給与はかなり 100 万円以上取り戻せるのだろうと。管理職で見ましたら年間 30

万円くらいだと、課長職で年間 30 万くらい少ないのですよね。それをもとに戻すということになっ

てくるとどうなのだろうかというものと。それから管理職というのは残業代一切つきませんよね。

一般職の人は残業すると全部残業代がつきますよね。それで課長だけ帰っているのかというと、私
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はそんなことはないと思うのです。管理職の方々は。一緒になってやっているということが多いと

思うのです。そういった中で給与の中に差額は出てこないのかなと、逆転してしまうこともないの

かなと思ったりもしながら、その辺はどうなのだろうとそこまで話をしていたのですけれど。ちょ

っと少し悩んでいました今。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕が言いたいのは職員 20％、管理職 25%なのです。それを両方とも 10%に

するということです、うんと簡単に言えば。５％多いのです、管理職の方が。だからその５％でも

いいから。例えば 300 万のやつが 80 万だとしたら、５％で 100 万だとしたらですよ。職員が戻るの

は 10％ですから。管理職手当は 15％戻るってことになるでしょ。だから戻る分の５％の部分が。例

えば 100 万だとしたら。これ非常に言い方、あっちいないから言うのだけど、例えば前田委員が言

っていた乳幼児の何だかかんだかっていうのは 80 万でしょ、年間。そこを管理職手当は上げないで

ここに回したとかというふうになれば、それは議会の提案ですよということになれば、管理職の皆

さんには誠に申し訳ないけれども議会としてそういうことが、それでやってくれるかどうかはわか

りませんよ。だけど議会っていうのはそういうことも考えて、本当に動かして町民のためになると

いうことは、私はそういうことじゃないかなと思っているのです。そりゃ相手があってやることで

すから、管理職の皆さんは５％戻らないわけだから。それはいいかどうかは別ですけれども、いう

ふうな考え方を議会が柔軟にしていく必要があるというふうに僕は思っているわけだから。そうい

う合意が議会の中で勝ち取っていけないものなのかなと。議会でそういう議論をしてやったってこ

とは町民に見えたときに本当に議会っていうのは、なるほど我々のために議論してくれているのだ

というふうになると思うのですよ。そういうことが今、この自由討議の中ではとても大切ではない

のかなというふうに思っているものですから。単なる案ですけど、そういうことが可能であれば、

それも１つの方策としてはあるのではないかということで提供させていただいたとこういうことで

あります。 

○委員長（及川 保君） 今の大渕委員の考え方なのですけれども。ただ、議会としてどう対応を

すべきだろうと、こういうご意見なのですよね。だからしっかりと一致できれば、そういう方向で

す。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今大渕委員の話を聞いていて、そういう駆け引きやっちゃっていいのと言

っていたのですけれども、やはり私は先ほども言いましたけれども、町民の負担の部分の上乗せ横

出しの部分もありますけれども、そういったものも含めて今後議会として議論しなければならない

だろうと議会としてそういうものも含まれておりますので、今回削減率を下げるのをいいですよと、

管理職もいいですよと。だけどそのあとそういうものを出していっていいのかとかその辺が。そう

なると誰が苦しむのだろうかと思ったのです。町民にはもちろん還元されて。でもそれを管理職の

人たちにぶつけてしまうとなかなか行きづらいというか、そんな思いもあったのですよ。だからそ

の管理職のその部分を減らした分を町民のこういうことに充てましょうというのをやってしまうと

何か私は、そうなのかなという思いもちょっとあるのです。だから財政的にそれが可能なのか不可

能なのか、それで可能であればそっちはそっちでいいですよと、だけど町民の負担も別として財政
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の見直しの中に入れられないのかという議論を言っていくべきかとちょっと思っていました。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 管理職というのは下の者に対して仕事の意欲を持たせる、やる気を起こさ

せる。これも管理職の仕事の 1 つだと私は思っています。モチベーションをアップさせるためには、

ときには部下の面倒を何かの機会でみるということも私は必要であり、日常そのように行っている

方々もいらっしゃるというふうに思っています。そういった意味で、例えば部や課の飲み会の時に

多少管理職の方は割り勘といっても多めに出したりとか、そういうことも日常ではあるのではない

かなと思いますので、これは個人的な意見としてはやるべきと。見直ししても別に問題はないので

はないかというふうに思います。ただし今回どうしても今までの財政改革そのものがいわゆる７対

３、７対３という議論があるのですね。職員が７割、そして町民が３割というような原点に立つも

のだから、どうしてもまずは大きく削減していた７割のほうからやりましょうということで給与の

見直し、そして定数の見直し、そしてこの管理職の関係費用も見直しと、３点セットですよ。かた

や町民還元どうかといったらわずか水道料１軒にしてみたら月たった 200 円ですよ。これ普通の地

球温暖化の省エネをやれば 200 円何ていうのは戻ってきてありがとうございました何て金額ではあ

りません、正直言って。先ほどほかの委員からも出ましたけど。私はそういう部分で、町民に対す

る還元の率もやはり来年度の予算に反映させるというようなことを約束していただいた上で、この

管理職のものも認めましょうということで賛成したいと思います。 

○委員長（及川 保君） それでは暫時休憩をしたいと思います。再開を 11 時 10 分といたします。 

休憩 午前 １１時 ００分 

                                             

再開 午前 １１時 １０分 

○委員長（及川 保君） それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。管理職手当の削減見直し、

この部分についてそれぞれのご意見をうかがっていきたいというふうに思います。８番、近藤守委

員。 

○委員（近藤 守君） 私は管理職につきましては、管理職手当も何％もとに戻す、それと本俸の

ほうももとに戻すということで、果たして町民にそのことを言ったときに納得するのかと。要する

に行政側が上手に説得してもらえれば私はそれで賛成です。ただ、そんなことにいく前に先ほど大

渕委員が言ったような、例えば何かの別な状態に 100 万なり何ぼの分をやるということも１つの案

だと思いますので、その辺もどういうふうになるかわかりませんけれども、両案で検討するべきだ

と、こんなふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。基本的には行政側がこれでいけるというプログラムだと

思うのですね。もちろんこれは仮にあってはならないことだけども失敗があったとすれば、その時

点で、即わかった時点で３年たたないうちになったとしても見直しは３年たったらやるということ

になっているけど、それ以前であってももちろん見直ししなきゃならないでしょうね、だめな場合

は、当然です、これは。しかし自信をもってこの計画を立てたということは、やっていけるという
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ことだと思うのですよ。だからこの案をやらせるべきかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） それでは本間委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。一般職と管理職のアップ率はちょっと違うと思いますが、私も

管理職っていうのは大変なお仕事だと思いますので、その辺も町民は理解していただいてるとい思

いますので、今後さらに町民サービス、部下の指導とかいろいろそういうところに目を向けていた

だいて頑張っていただければこのアップ率でいいのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 私はこの管理職手当の見直しについては見直すべきだと思います。なぜな

らこの率ですよね。やっぱり僕らはこういう一般職と同じように 10％程度の戻しにして、もし 15％

という戻しの幅があれば、先ほど大渕委員が言われていた５％の部分を町民に還元していく。それ

は大渕委員の考え方、そういう考え方もありますよという大渕委員の考え方でしたよね。確定的な

ものではないと思って聞いていましたけれども。私は、横出しの部分の幼児の初診料の前回切った

分の 80 万。そういったものに充てるというのは、ちょっと私はどうかなと思うのですよ。というの

はやっぱり今の国の動きから見ると、そういった子どもの育児だとか子ども手当等のそういった支

援というか補助がずいぶん今手厚くなってきていますので、そういった形で考えるとこの差額は、

例えば使用料手数料だとかそういった形の中で町民に還元していくことがやはり大事なんじゃない

かと。いずれにしても、その差額については、大渕委員と同じように町民に還元する部分に充てて

いける予算があるとすれば、これは町民に還元していく部分でしていただければいいのではないか

なと、それは町民に対してもすごく理解を求められる 1 つの考え方になると思います。 

○委員長（及川 保君） 土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 先ほど大渕委員がおっしゃられたことに関して、私もいい案だなと思い

ます。それで、当初の対策として 25％の見直しが今 10％に内容が変わったということで、そこから

出る差額でどういう政策ができるのかというところをやはり模索していく必要性があるのではない

かと思います。このことに関して私は賛成です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。先ほどからいろいろお話を聞いていますが、行政がうまくつか

い分ければいいとか町民に還元すればいいとか、私は全く違うと。これは職員が働いた責任の対価

ですから。それからずっと責任の対価として、正しいとして払われてきた給料の一部ですから。私

は給与の見直しとともにこの管理職手当の見直しも、それの率に沿った額はきちんと払うべきだと。

私は家族も本人もこの管理職手当の責任の重さと同時に給与の一部ですから、私はそれをうまく使

ったり町民還元とか使い道が違うと思います。だからきちんと給与の改正をしたならば、その率に

沿った分をきちんと支払うべきだと私はこう思います。今給与の見直しをするのでしょ、10％。そ

の率に沿った今 25％にしているわけですから、そういう率に沿った分、給与の一部としてきちんと

見直すべきだと、こう言っているのです。例えば 10％戻すのですから、12.5％ですよね、半分にす

れば 25％の半分。そういう戻し方をきちんとなされるべきだと。それが私は管理職手当の意義がそ

こにあるのだと思います。責任の重さの対価ですから、手当というのは。 
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○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今 12.5％という話も出てきたのですが、町側は 25％を 10％という案を出

しているのですね。15％の率を下げるということなのですけど、松田委員が言った 12.5％というの

は例として言ったのですね。この示されていることに対して今。町側は 15％戻したいというふうに

言ってきているから、それはそれでいいのではないかというふうにとらえていいのですか。 

○委員長（及川 保君） それでは 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほど近藤委員が、行政がそれぞれのことで上手くつかえばいいとか、町

民に還元すべきだということで戻すべきことではない、つかい方はそうだということを言っている

のです。 

○委員（吉田和子君） 私も先ほどちょっと言いましたよね。管理職戻すなら戻していいと。ただ

それを戻さないで一部をほかに回すのではなくて、戻したら戻した分の財政でやりくりできるとい

うことを議会が判断すればこういうことをやれというふうに条件としてつけるべきじゃないかとい

う、私はそういう考えなのです。だから戻すのであればきちんとこの数値でやっていくということ

を行政側も言っているわけですから私も戻す率はこれでいいと思います。ただ、そういった条件と

いうか議会側としてそういう財政的なそういうものが許される状況にあるのですから、こっち側も

ちゃんと検討するべきじゃないかという附帯意見はつけるべきだと思っています。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。15％戻す。カットされていたのは職員が 10％で管理職は 25％な

のです。それを何％戻すかということが問題なのですよ、今言っているのは。25 を 10％にするのか、

12.5 にするのか、15％にするのか。ここなのですよ。いずれにしてもこういうふうにした場合お金

が出るのですよ。私が言っているのは、理論的な根拠として何故そうやってやるのかといったとき

にそういうことがあってもいいのではないかと言っただけの話です。戻すことについては何も反対

したわけではございません。ただ、職員が 10％戻したのだから管理職だって 10％でもいいのではな

いかという議論もあれば、今松田委員が言われたように職員が 20 から 10 にしたのだから管理職は

25 から 12.5 にするべきだという意見もあるでしょう。そこのところをいずれにしても 25 やらなか

った場合は、何ていうのかな、余剰のお金という表現が正しいのかどうかは別にして出るわけです

よ。それを出ますからそれでいいですよという考えなのか、それともそれを議会として政策的に使

うという考えなのか、そこの違いだけだと思います。いずれにしても、今の計画とは違った形にな

るわけですからね。25 を 10 に戻すといったら、それはないですけれどね。ですから山本委員は、

25 は 25 で戻しなさいという意見でしょう。だからそれはそういう意見もあると。私は職員が 10％

なのだから管理職も 10％にしたらいかがですかと。松田委員は半分なのだから 12.5 が、というこ

とも考えられるよということをおっしゃっているわけです。私はそういう意味で言ったつもりなの

です。私は管理職の方も 10％でいいのではないのかなというふうに言ったということであります。 

○委員長（及川 保君） そうすると皆さんの意見聞きましたね。それぞれの意見をお聞きした中

で、違いだとかそういう部分については十分理解をいたしました。 

それでは次に進みたいと思います。⑤の下水道料金の見直し。これは継続、効果額の見直し。こ
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の部分で議論を進めてまいりたいというふうに思います。まず、率先してこうだというご意見がご

ざいましたらどうぞ。12 番、松田謙吾委員。 ２年間延長するという部分がありますよね。見直し

計画を２年間延長しますよと。そうですね。 

○委員（松田謙吾君） このことについては大きな意見はありませんね。 

○委員長（及川 保君） 特にありませんか。いずれにしても皆さんに聞きますよ。10 番、大渕紀

夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これ 27、28 がまたもとに戻ってしまうのですよ。それ

で、見直し期間がもう一度あるのですよね。25 年にもう一度あるのですよ。もちろんそういうこと

があるということを十分承知した上で 27、28 まで継続できないのかと。すべきだというのが私の意

見です。25 と 26 だけ安くして下水道料金下げて 27 からまた上がるということでしょう。そういう

ことですから。要するに 25 年に上げる分を延ばすというだけの話ですから。だからこれを継続でき

ないかと。継続すべきだと。当然これは努力によって財政的に好転させなくてはいけないわけだか

らこれは、私は継続すべきだというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はないと言ったのは、また３年後に見直しがあるわけです、25 年に。26、

７のことを昔話のように言ってもだめですから。私はないと言ったのですので誤解しないでくださ

い。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 下水道料金の見直しに関しては、本当は 25 年から値上げをするということ

だったのですね。その値上げを据え置きっていうことですから、ただ、この次の見直しが 25 年です

よね。ですからそのときの財政状況、継続状況、その２年間据え置いたものがどう効果があったり、

財政的にどう影響を与えたのかということはこの次の見直しの時にきちんと検証をして 27 年、28

年がどうなのかということをやっていくべきだというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 25 年度になって状況を見て判断すべきだということですね。ほかに何か

ございませんか。この部分について。14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 14 番、氏家です。私も同じ意見です。３年後の２年据え置きになりました

のでね。25 年の見直しの時に改めてこの議論をしっかりして、この効果額がどうあったのかという

ことも検証しながら、できるものであれば大渕委員が言われたとおり 27 年、28 年も継続して進め

ていくべきだという考えです。 

○委員長（及川 保君） 大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） なぜ僕がそう言ったかというと、27 年、８年の効果額というのは 7,100 万

ですよね。これはこの改革プログラムに組まれているのですよ。組まれてできているのですよ。で

すから、このままでいったら 27、28 はもちろん 25 に見直しがあるからそれは見直される確率はゼ

ロではないですよ。だけど考え方として再度住民負担がかかるということなのですよ。一時回避す

るだけですよ。ですから私は今からそういうことをきちんと見通して上がらないようにするべきだ

という意見ですからね。そういう意見ですから。 
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○委員長（及川 保君） 今のご意見は十分わかりますよね。そのこともふまえて順次お聞きして

いきたいと思います。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 氏家委員と全く同じ意見でございます。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。私も効果額、25 年まで様子を見てこのままでいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 7 番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 私も氏家委員と同じ意見です。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 私も玉井委員と一緒でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も何とかの町民還元、少しでも頑張らなきゃというふうなことを思えば、

この４年間の延長というのは今から考えるべきじゃないのかと。例えば 25 年に見直してそのとき考

えようっていう、それも同じかもしれないのですけれども、今からその対策がとれるかどうか、そ

れを数字上ここで表すことができないのかどうなのかということもやってみるべきじゃないのかと

いうふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 正直なところを言いますと、私の地域は下水道が入ってないわけなので

す。実感として下水道料金がどうのこうのではなくてやはりこれは町民の皆さんに安心して利用し

てもらうためには、25 年のときの見直し、一時なのですけれども継続していったほうがいいのでは

ないかと思っております。 

○委員長（及川 保君） 大方のご意見を伺いましたね。 

それでは次に進みたいと思います。⑥超過税率の実施、これも継続効果額の修正でございます。

町側としては今後も継続してこのことを実施したいという案でございます。ご意見がございました

らどうぞ。これも順次お聞きしたほうがよろしいですね。考え方も含めてお聞きしたいと思います。

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） この超過税率なのですけれども、前回もお話させていただいたのですが、

一般質問等で副町長がこの超過税率の見直しも行ないたいという発言が一般質問の中であったわけ

です。やはりこれは町長と副町長はイコールですから、理事者の発言というのは非常に重い。私は

そういうふうに思っております。ですから超過税率を見直しすることを期待していた町民もたくさ

んいたのかなというふうに思っています。そういった意味合いで今回町民に還元する部分は水道料

金の算定の見直しということで水道料だけだったのですけれども、このどちらかの選択だったのか

なというふうに最終的には思います。またそんなような発言も前回あったと思いますけれども、私

は個人的に水道料金よりもむしろ超過税率の見直しをやっていただいた方が白老の景気、経済対策

にもなったのかなというふうに思いますので、超過税率の方を動かすべきだったと。べきであった

というのは過去形になってしまいますので、こういう言い方はよくないので、超過税率のほうをや

るべきじゃないかと思います。見直しするべきじゃないのかと思います。 
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○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。超過税率については山本委員とも似たような意見なのですが、

水道料金についても、まちの方は町民に還元できるのは水道料金だというようなお話もあったので

すが、いろいろな町の声を聞くと、やはり例えば固定資産税が高いとかそういう意見が聞かれます

ので、できれば超過税率についてもいろいろ考えていきたかったなというところだなとは思います。

できるのでしたらこの辺も何とか切りかえていけるのではないのかなという意見であります。とい

うのはちょっと中途半端な意見かもしれませんが。山本委員と同じような考えだと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はこの超過税率、もともと議会で決めたのは 1.65 と決めた経緯がありま

すよね。５％というのは 4,200 万ですよね。この 4,200 万下げられないということで 1.7 にしまし

た、財政上。私はこの超過税率をもちろん下げるべきだと思うし、下げられないのであれば、例え

ば町立病院。これが大きなまちの懸案事項ですよね。ですからこの新しいプログラムで２億余りの

余剰金が出るとまで書いてありますよね。であれば町民にきちんと分かるような説明、いわゆる超

過税率は下げないけれども、町立病院の計画をきちんとするよと、そういうような将来の展望に見

合うような、町民が望んでいることをやはりこのプログラムを改定するのですが、私はまちの方向

性、こういうことをきちんと決めて、特にこの町立病院を 25 年に先般も着手すると言っていたでし

ょうと言ったら、してないと言っていました。しかし室蘭民報の、確か６月何日かの新聞には、着

手すると書いてあります。もう 1 回私は行って確認しました。ですから私は超過税率をこのままに

していくのであれば、今町民が一番求めているのは町立病院なのです。そして学校給食センターが

今 165 坪のものを 450 坪の給食センターをつくる、生徒がふえると思っているのかどうか知りませ

んが、こう言っている。私は超過税率をこのままにしていくのであれば、そういう町民要望に沿っ

たまちの方向性をきちんと示すような物の考え方を示すべきだとこう思っております。そういうこ

とを示さなければ、議会で決めた 1.65、これくらいは下げるべきだとわたしはそう思っております。

それから、町長はこのプログラムの時に、このプログラムは議会と町民とともにつくっていくのだ

と。ですから議会も町民にこのプログラムを説明する責任があるのだと、こう述べているのですよ、

当初に。確か 21 年の３月 31 日だと思います。ですからそういうことからいっても、私は２億円も

余剰金が出、しかもこのプログラムの改定があるならば町立病院をつくるくらいの方向性をきちん

と示してほしい。でなければ 0.5％下げるべきだとこういう考えです。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 14 番、氏家です。僕は松田委員の今言われたことは、町立病院の話を約束

させるとかという部分ではちょっと僕は違うかもしれないけれども、白老町がこれからどういった

まちになっていくのかという方向性はちゃんと示していかなければならない。そのための町の財政、

町の血税といわれる税収のあり方として、この超過税率がどういった今役割を示しているのかをち

ゃんと検証していかなければいけないでしょうね。その中でこれからの将来的な町の税収、この中

で今松田委員が言われた例えば病院の展望だとか、もっと違うやり方もあるかもしれない。これか

らの大事な社会福祉の問題をどう進めていくのかということにこういった財源が必要だということ
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があれば、私は、これはしっかり維持していくべきものではないかなと思います。還元すべきもの

は、もっと違った意味での町民に対しての還元は別にちゃんとしっかり考えていくべきことだろう

なとわたしは考えます。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 私も超過税率についてはやはり財源確保のために、これは継続するという

ことになると思いますので賛成です。 

○委員長（及川 保君） 7 番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 7 番、玉井です。私は根本的に前から数言っていると思うのですが、将来

人口の減少ということ自体が、減らさないことに何とかできないのかと。これは再三言っているわ

けです。この努力を目標にして２万人以下になったら大変だということはもちろんこれははっきり

しているわけですからまだまだ減りますよね。このことが何とかならないのかと、みんなで考えれ

ば人口減を阻止できるのではないかと思っているのですよ。策はまだないですけれどね。これがこ

のとおり書いているのであればやむを得ないと思います。しかし、何とかみんなで人口を減らさな

い方法をみんなで考えるべきだというのは先に思っていることです。以上です。 

○委員長（及川 保君） しかし、今回の案についてはやむなしということですね。９番、斎藤征

信委員。 

○委員（斎藤征信君） ９番、斎藤です。この固定資産税の超過税率導入をした時もいろいろと論

議をした中で財政を再建させるやむを得ない事情と言いながら他町ではすでにやっている、導入し

なければならなかったということではやむを得ないということだったのだというふうに思います。

ただ、先程も話が出ましたけれども 1.65 の極めて重いものだと、議会が決めたということはすごく

重い考え方ではなかったかというふうに思っているのです。だからなるべくその線をこれからも考

えの基礎に置かなければならないかなというふうには思っているのですけれども、どうもこうやっ

てみますと水道料金の値下げがちょうど見合い分なのかなと。我々が要求した超過税率の 1.65 の分、

４千２、300 万という金が水道料金の値下げをさせたというふうになっているのかなという気がす

るのです。種類は全く違うのかもしれませんけれど。そういう意味ではやはり別な部分で還元をす

べきことはどこなのかということで財源確保は必要だと思いますけれども、ここの部分ではやむを

得ないのかなというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。超過税率の見直し案の考え方です。 

○委員（吉田和子君） 白老町の昨年のいろいろな企業撤退とかそういう中でこれだけ白老町の体

制を持ち直してきたというのは、私はこの超過税率というものが大変大きな効果的なものがあると

思うのですね。もちろん値上げしたときには、大変町民の方々からもお怒りの言葉を受けましたけ

れども、本当に普通の町に戻すための努力として一つの町民の方々にもということで職員の負担も

あるけれど、今少し普通のまちに戻ってきたというところで、私はまだまだ将来的な白老町の、先

ほど氏家委員が言いましたけれども、白老町の展望を考えた時に少子高齢化そして高齢者率が 33％

を超えているということはほかの町村にはない数値だと思います。そういったことを含めると社会

保障費、こういったことが大きな課題になってくると思うのです。そういった意味では私は今のこ
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の現状の中で1.65に本当はしてほしいという気持ちはありますけれども、4,200万ですよね、確か。

1.65 にすると。その部分の一部は水道料金として町民の皆さんに還元したということも含めて、こ

れからの白老町の社会保障町民サービスの低下を図らないためにも私はこの超過税率はまず 10 年

間、この次の 25 年の見直し、それからこの 28 年までの間にこれを実施しながら経過を見ていくと

いうふうにした方がいいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今北海道 167 市町村あるうち 70 市町村が都市計画税及

び固定資産税の超過税率をやっていると。そういう中で今までお話ありましたように 1.65 で 4,200

万から 300 万くらいですか。今回の水道料金の還元で３千２、300 万ですよね。それで結果として

は、この間の副町長のお話ではこのことも財政が好転すれば考えると。先程言われましたように、

一般質問の中で明らかに固定資産税を下げると答えていますから、副町長は。ですから、そういう

ことで言えばそこなのですけれども、ただ底辺の広がりからいったら水道料金っていうのは固定資

産を持っていらっしゃらない方々も全部恩恵をこうむるというわけです。これがどうなのかという

のはありますけれども恩恵をこうむる方が多というのを私はいいかなと思っています。今膨大な固

定資産税を持っていて取られているというのはあまり小さいところではないですからね。ですから、

そういうところでいえば４千２、300 万の町民還元は形としてきちんとすべきだろうというふうに

思います。そのことがないとやはり私はまずいだろうなと。例えば水道料金が来年の３月からの値

下げになるのか、この計画では、確かそうだと思います。職員の皆さん方の給料は 12 月からなので

すよね。ですから、それはやっぱりきちんと足並みそろえて 12 月からやることによって 3,300 万の

３分の１ですから約 1,000 万くらいですよね。そうすると、12 月 1 日からの水道料金の値下げを実

施するとすれば、４千２、300 万の還元ということになるわけですよ。ですからやはりそういうこ

とをきちんと要求すべきではないかいうふうにと私は考えております。 

○委員長（及川 保君） 土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ） 私は個人的に思えば、今の 1.7 より 1.65、0.05％下げていただきたいと。

それが本音であります。それ以上の何ものもありません。 

○委員長（及川 保君） 大体聞きましたね。特にこの部分での発言はよろしいですか。それでは

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前 １１時 ５０分 

                                             

          再開 午後  ０時 ５９分 

○委員長（及川 保君） それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。次に、⑦第三セクター等

改革推進積の活用。この部分について議論をしておきたいと思います。これは町の考え方を案の中

に入っているのですけれども、ページ数は 49 ページですね。いかがでしょうか。それでは 12 番、

松田謙吾委員。この三セクの今後の活用の部分について。 

○委員（松田謙吾君） 私は前回もちょっとお話しているのですが、私は工業団地、第三セクター

債で埋めることなのですが、私は前にも言ったけれども孫子の代に借金を残すべきもだってあるの



 
 

19 
 

だとこのように話をしております。それから工業団地にしても、私は団地が企業誘致して全部埋ま

るぐらいでなければ白老の将来はないなと思っているのです。そこからいくと、この工業団地の借

金というのはぼちぼち一般会計から繰り入れながらでもいいし、年間２億ずつ第三セクター債を払

っていく、10 年間でしたか。それであれば私は再三しつこいようですが、町立病院改築にそれくら

い思い切ってやるべきだと思っております。それで、臨海部土地造成にしても、使い切るくらいで

なければ町の発展はないと。ですから第三セクター債どうのこうのよりも、それを借りるのであれ

ばその分町立病院の建てかえくらいに方向を変えてセクター債、臨海部土地情造成、それから土地

開発公社の土地もそうです。それはそのプログラムにあるように２億余りの余剰金も出るとありま

すから繰り入れでぼちぼち一般会計で払いながらそうすべきだと。私はそんな考え前にも述べてい

るし、今も変わりません。 

○委員長（及川 保君） 松田委員としての考え方を伺いました。11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 第三セクター債、正直言って私自身もあまり赤字解消のために必要なの

かなと思ってはいるのですけれども、ちょっと私自身結論つけはできないのですね。今まで果たし

てきた役割というものもありますし、実際今どこの自治体でも三セクそのものが解散している状況

の中で、やはり赤字解消、そのための三セク債というものがどのように有効に利用されるのかとい

うところ、それとそれを後々それが町の負担となっていくのではないかなという懸念は私自身持っ

ています、正直なところです。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。この国で奨励している第三セクター債については基本的

にはありがたいことだなと思います。それでこのお金を利用しつつ赤字を解消していくということ

について異論はないと思います。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私も第三セクター等の改革推進債の活用ですから、町に有利に

なるものであれば大いに活用してやるべきだと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。この 20 億の借金をして２億ずつ 10 年間で返していくという、

あの時点で今までの不安だった材料の解決をすることで一応の見通しを立てることで先をまた考え

ようということではこれは仕方のない処置だろうというふうには思うのですね。ただ、一般会計に

全部組み込んでしまってこれから２億ずつ返していかなければならないということではやはり町民

サービスの中で無理がかかっていくことは間違いないことで。２億ですから一般会計の中でやりく

りはできる額なのかもしれないけれども、やっぱりもっと長くてもいいではないかという気はする

のですけれども、もう特定債ですから 10 年間で返してしまわなければならないということでは、不

安材料を消していくということでは仕方なかったのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番大渕です。私はこの第三セクター債はつかうべきだろうというふうに

思っています。なぜかというと１つは、土地開発公社分は土地を持っていれば必ず金利払っていま
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すからね。これは土地開発公社の土地というのは持っていれば持っているほどどんどん簿価は上が

っていくという状況になりますよね。一般会計が持つともちろんお金を払わないわけじゃなくて起

債の借金は払うのだけれども、結果としてみればどうなるかというと、土地開発公社で持っていた

分はこれで簿価はストップして上がらなくなるということになりますよね。それから工業団地もた

しか４億くらい突っ込んでいるはずですよ、一般会計から。それで当初 12 億くらいあったはずです

よね。ですからそれぞれ全部金利がかかっているわけでして、そういうことからいうと第三セクタ

ー債を借りて金利半分が交付税で見てくれるということなのです。そういうことですから、将来負

担比率でいえば上がると。中身はまったく同じなのですよ。だけど今財産として見ている分が借金

に振りかわるものだから、将来負担比率自体は一時的には上がりますけれども、結果としては中身

が何も変わらないということです。そうすると簿価が上がっていかないという部分と金利が半分に

なるということを考えれば、私はこれは使った方がまちに有利になるだろうと。ただ、政策的にこ

れによって苦しくなるということになれば、これはやはり面倒なことが起きてきますよね。現段階

としてみれば、工業団地は一般会計から繰り入れをせざるを得ない状況ですよね。ですから私はそ

ういうことからいったら２億ずつ繰り入れれば同じことになってしまいますから。ですからそうい

うことでいえば金利の分だけ有利になるということ、簿価が上がらないといことを考えれば私はそ

のほうがいいのかなと考えています。 

○委員長（及川 保君） それでは 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 14 番、氏家です。私もよくこの第三セクター債については読めば読むほど

わからない部分が出てくるのです。ただ１点だけ大渕委員が言われたとおり金利の優遇政策がある

ということです。これだけ１点見ても、まずはやるべきだろうと考えます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。この第三セクター債が今回活用できるようになったとい

うことは、国の方針で第三セクターをなくしていくという方向性も１つあるのですよ。そういった

ものも含めてこの第三セクター債の活用ができるということが１つの現状としてあるわけですから、

町の先ほども言いましたように一般会計から繰り入れていくと考えていくときに、同じお金が出て

いくのであれば、特別交付税の措置のある利息が半分で済むというそういったものを大いに活用し

て、これからまた健全化法の比率がいろんなもので引っかかってくる可能性があります。この借り

入れの工業団地だとか臨海部だとか。土地開発公社の分もそうなのですが、そういったものをきち

んと一括して支払っていくと。そういう形になるっていうことでは私は活用すべきというふうに考

えております。 

○委員長（及川 保君） それでは６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。これから土地開発公社のほうも解散する方向になっていますの

で、今吉田委員も言われたように国の方針とかもいろいろございますので、この第三セクター債を

活用して 10 年間、これを計画的にやっていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。そもそも白老の財政の悪化の要因の１つとして
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上げられるのは、いわゆる民間企業でいうと本社の借金をいろいろな子会社に分散させていたと。

そういったものも総務省から目が光って、これではいけませんというお話の中で全国何番目とかい

うお話になってきたわけですから、この土地開発公社これも懸案だったわけですからこの実質赤字

額、約２億 6,000 万というお話がありましたけれども、これを解消して、なおかつ土地開発公社も

解散するということを前提にしているわけですから、私はこの 21 年度から 25 年度までの時限的な

措置として行われるこの地方債を有効に利用すべきと、このように考えております。 

○委員長（及川 保君） これで全員のお話はお聞きしました。 

それでは、次に進みたいと思います。それでは⑧、水道料金の算定方法の見直しです。50 ページ

です。この部分について。これがここに書かれているとおり５年間を目途にして月額の町民負担 200

円を減額すると。この先ほど来お話がある部分です。新たに基本水量５立方を加えて２段階方式に

すると、こういう見直し案であります。この部分で松田委員先程お話あったのはここです。この意

見として３段階論を町側に求めたものですよね。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はこの水道会計、それから下水道会計含めてね、まあ下水道は別なので

すが。水道会計、あめ玉１袋分です。これで町民が還元された気持ちになるかどうか、実感を受け

るかどうか。私は受けないと思います。であるから私は先ほど言った超過税率の考え方を述べたの

もそこなのですね。職員の給与が今回約１億円、それで町民の還元が 3,300 万ですか。ですから私

はくどいようですが職員給与は段階的に、それから町民負担をさまざまな町民負担増になっている

わけですから、もう少しそれこそ職員の１億円くらいの還元するくらいのことでなければ町民の実

感はわかないだろうと。ですから先にやるのは町民の還元であり、それからあめ玉一袋ではなく、

もう少し思い切った見直しをするには、まだ時期が早いし、もう少しやったついでだからこのまま

進んだらどうだと。一般質問でも言っているのはそのことなのです。ですから私は町民還元ははっ

きり言って低すぎます。もう少しやるなら思い切ってやるべきだろうとこう思っております。 

○委員長（及川 保君） それではまた個別にお聞きしたいと思います。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家祐治君） 14 番、氏家です。私はやはり松田委員と似ているところがあると思うので

すけれども、松田委員の言われることもすごく僕は理解できるのだけども、まず今回は水道料金の

２段階方式で 3,200 万、相対的にこれが町民にとって還元されたと思うか思わないかは別にして、

一度こういった形の中で還元するのだと。それで松田委員も昔からいわれていうとおりこの基本料

金の見直しとはやるべきだよと。８立米何か使っているお年寄りの家庭では、もう８立米なんてい

う基本料金は高すぎるということでずっと言われてきたことが今回５立米という形で実現してきた

ということを僕は聞いたことがあるのですよ。ですからそういった形の中で、町民に対しての還元

は議会もずっと言ってきたことが認められて還元されてきたということも含めて、松田委員が言わ

れるように３年後、こういったプログラムがまた進行していく中で、しっかりまた還元される部分

につては求めていくと。また今回このプログラムの中でもこれだけではなくて先程にも議論にある

ように、まだまだ町民に対して還元できる部分はないのかということももう一度議会の中で議論し

なきゃいけないことだと思いますので、それを含めて今回この改定案については賛成したいと思い

ます。 
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○委員長（及川 保君） それでは９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。大分前になるのですが、一般質問で水道料金を取り上げた時に、

調べるとゼロだとか１立米だとかそれから４立米以下の人というのはものすごく多いということが

わかって、そのときに全部８トンの標準ではなくて２段階、３段階、分ければ分けるほど民主的に

なるわけですから、そういうことが考えられないかという質問をした覚えがあるのですよ。それが

ようやくそういうふうにそこら辺に実が向いてきたかなというところです。これを実際につかって

いる量からいうとこうやって段階的にわけるのは当然じゃないのかなというふうに私はとらえてい

るのです。ですから２段階がいいのか３段階ができないのか、それは検討の余地があるにしても、

この考え方というのはこれでよかったなというふうには基本的には押えています。それから 200 円

でいいかどうかというのは、私がさらっと聞いた中ではいくらでもいいから下げてほしいのだよと、

嬉しいよという話は何人かに言われたのですけれども、やはり広く今すべての部分で高くなってい

ますから、だから 1.5 から１に下げるということも大事かもしれないけれども、やはり広く下げて

やるということもサービスの１つかなというふうに思いますし、これだけじゃなくて出てきた財源

を絞り出して、またほかのところでこういうサービスをしてあげるということは絶対必要です。こ

の論議の中で財源をつくり出してまた別なところでこういう処置をとるということが議会の要望と

して出されれば嬉しいなというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） それでは６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。私も基本的にこの見直しについては賛成なのですが、今回高齢

者世帯などについていろいろ配慮したということがありますが、確かに高齢者世帯も多いかもしれ

ませんが、若い人たちは逆に子供たちとかがいる家庭は水道を使う量も多いので、この見直しにつ

いて本当は広く浅くやっていただければよかったかなと思いますが、そういうところも僕は配慮し

ていただきたいのですが、今回はこの見直しについて私は賛成します。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私も今回の２段階方式にしたということについては評価します

けれども、これからさらに高齢社会がふえますと実際５立米何かつかう人なかなかいないのですよ。

先程斎藤委員が言ったように大体３立米、４立米がかなり多いのです。ですからこれは３年後に見

直しがありますから、その時に再度この段階方式を検討する必要があるのかなとこんなふうに思い

ます。それと一律 200 円の減額、これは町民全員がほとんど水道を使っているということでやった

ことだと思いますので、この件についてはこれでよろしいと思います。 

○委員長（及川 保君） 7 番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。これは近藤委員も言われたとおり５立米を基本にしたと

いうのは温泉を利用する人たちが、白老の温泉はほとんど飲めるということから、水を利用しない

でほとんど温泉を利用するのだということから水の使用量が減っているのです。そういう人たちが

多いと、一般的に。それで５立米未満というのをつくったわけです。ですからこれについては妥当

かなと思います。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） 吉田です。今回５立米ということで高齢化率も上がっていますし、単身世

帯もふえています。そういった意味からは基本水量５立米と８立米という２段階方式にしたという

ことは、私は大きな町側の考え方の努力であるというふうに評価したいと思います。先程大渕委員

からも話がありましたように 23 年からなのですね、財政改革プログラムで下水道料金の見直しをし

たときに、4,200 万ふえているのですよ。全体の収入が。今回水道料金の見直しで 3,100 万なので

す。ですからやはり先程も言いましたように職員の給与等を見直すのが 12 月であればその３か月か

ら４カ月、1,000 万になりますけれどもこれは議会で皆さんがそれでいいということになれば、私

は１つの附帯意見としてつけるべきだと思います。それともう１点はこういう２段階方式にしたこ

とでいろんな人たちが水を CO２削減とかで地球温暖化のために節約しようと思っても８立米とい

う段階でなかなか努力しようという気持ちはなかったのかもしれませんけれども５立米という１つ

の努力目標ができたということで町民も努力する目標ができたのではないかなと思いますし、ただ

１軒 200 円というのはあまり下がることは嬉しいですけれども、あんまりすごく下がったなという

感覚はないのかもしれません。ただこの方式で２段階になったということで、ぜひ実施していただ

きたいなというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私はこの内容そのものよりも、選択肢の段階で先ほど超過税率のところで

お話しましたように、どちらを選択したほうが経済的効果等々があるのかといったところで考える

と、やはりこの水道料金の見直し、わずか月 200 円ということは年間 2,400 円です。１つの家庭に

とってです。本当にそういう町民に対しての還元を実感できる金額なのかというと、私は 2,400 円

年間わずかな金額でありまして、実感はあまりないなというふうに思います。それよりもむしろ全

家庭には反映しないかもしれませんけれども、固定資産税を削減することによっていろいろな意味

での経済効果がありますし、いわゆる町外へ引っ越しする方々も最近ふえている状況にもございま

す。そういったことの人口減少の歯どめになるのは、むしろ水道料金よりも超過税率の方に手をつ

けるべきと思います。差額 1,100 万円くらいあると思うと思うのです。固定資産税の率にもよりま

すけれども。その 1,100 万くらいの金額はいくらでも事務事業の見直し等々で行なうことが私は可

能だと思いますので、水道料金よりもむしろ超過税率を実施して、副町長が以前一般質問のとき答

弁されたような方針を踏まえてやっていただきたいとこのように思っております。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） すみません、２回目になりますけれども。先ほどからこの超過税率と水道

料金の２つの話が出てきますけれども、確か超過税率の場合計算していくと大体 100 坪前後の土地

を持っている方で年間 6,000 円か 7,000 円くらいのアップ率じゃなかったかと記憶しているのです

ね。それに比べると僕はこの５立米の基本料金で、８立米で6,000軒の計算、それから５立米で2,700

件という計算この計算式でいくと、５立米の 2,700 軒で計算していく部分では１カ月 450 円という

部分で還元されていくと。年間で 5,400 円。私は高齢化社会に向かっていく中でこの水道料金の値

下げっていうのは固定資産税にかわるくらいの大きな役割を果たしているような気がしてならない

のです。ですから山本委員の言われていることもよく分かるのだけども、この水道料金の基本料金
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の値下げっていうのは本当に幅広く全体に還元されていった部分だととらえると、私はすごく大き

なものだなと考えるのです。 

○委員長（及川 保君） いろいろな考え方もあるはずですよね。山本委員の場合は逆に今の経済

状況を緩和した中での議論ですから。それはまた非常に一理があるわけなのです。11 番、土屋かづ

よ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。今回水道料金の減額についてですけれども５立米、８立米と

２段階に分けられたことは高く評価したいと思いますし、実際に一律 200 円の減額でそれほどの恩

恵があるのかと考えることもあるのですけれども、実際私が今居住している地域では先程同僚委員

がお話されたように温泉を引いているうちがたくさんありまして、３立米以下の人が結構多いので

すよ。それで今回その水道料金の見直しの話をしたら、うちはとっても５立米なんて使わないのだ

と。３立米もいかないのだと、そういう方が結構町内にいらっしゃるのですね。だから今後におい

ては、今回はこれでいいでしょうけれどももっとやっぱり細やかに細分化する必要があるのではな

いかと思います。 

○委員長（及川 保君） この案についてはいいですよということですね。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。先程述べましたけれども、今吉田委員が言われているようにそ

うするべきだというのが１つと、これは今もちょっと出ていましたけれども、４段階にした場合の

煩雑さ、前に松田委員が５、６、７、８でやったらどうだという話がありましたよね。そうやった

場合は 147 万円が原案との差であると。147 万円の増になると。増というか、町の持ち出しがふえ

るということと同時に職員の煩雑さのことはちょっと聞かなかったのだけど、煩雑さがないのであ

ればこれもやったほうが、あの４段階でやっているところがゼロで、３段階でやっているところが

１市で、２段階でやっているところが４市 10 町だというのですよ、この間の報告では。そうしたら

より町民と近づくということでいえば４段階はどこもやっていないのだから、４段階でやっていた

だければ本当に５、６、７、８立米の方は恩恵をこうむると。それで見ると結構な６立米、７立米

というのは 500 軒ずつあるということは 1,000 世帯という意味になるのではないのかなと思うので

すけれども、そうであれば議論の中結構なのですけれども詰めていく中でこういうことも１つの課

題というか、議会の中の提案の側に入れていただいた方が、せっかく松田委員がああやっていって、

こういう資料出してもらったのですから。そういうことも考えてみたらいかがかなと思うのだけど。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今そういう意見が出たので私はちょっと考えていたのですけれど、７立米、

６立米というところは 500、500 ですよね。ただ、先ほど土屋委員からお話があったように、そうい

うふうにしてしまうと、では４立米しかつかってない人は、３立米しかつかってない人は、となる

と思うのですよ。そういう議論に絶対なると思いますよ。なぜ６立米、７立米があって４立米、３

立米がないのと。私たちそんなにつかってないのですよという話になってしまう。それが可能なの

かどうなのかということを議会としてきちんと先ほど言った職員のことも含めて、こっち側がきち

んと押さえて議論しないと、そういう議論になってくると思うのです。だからそういうふうにして

考えていく方がいいと思うのです。もちろんそういうふうに町民のつかう分に対しての請求ができ
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れば一番望ましいことだと思うのです。ただそれを今までやらないで１段階で、ようやく２段階に

いろんな議論がなったということは、その段階をふやすことでどういうことになるのかということ

はあまり議論していないと思うのです。だからその辺をしっかりと私たちもわきまえていかないと、

そうでなければ私は７、６を入れるのであれは４、３、２も入れるべきだと思います。入院して１

カ月ゼロだったらどうするのですかということになると思うのですよ。そういう議論になりません

か、町民の側から立つと。そういうふうに思うのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。決して反論する気はございません。ただ、今まで基本料

金が８立米だったものが５立米になったわけですよ。今の議論からいうと、９立米も 10 立米も 11

立米も同じなのですうちは４立米だというと。そういうふうになってしまうのですよ。今私が言っ

たのは少なくても使用料が少ない部分、これは考慮の範囲に入れたほうがいいのではないのかなと

思うと。それで今吉田委員のような考え方もございますので、ここら辺は時間があったら若干議論

する必要があるかなというふうに思いました。 

○委員長（及川 保君） そのとおりですね。いろんなご意見があると思います。この詰める部分

につきましては、個々の課題の部分のことにつきましては、後日詰めてまいりたいなというふうに

考えております。それで次は⑨その他の事項です。その他の事項としましては、特別職のですか。

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時 ３６分 

                                             

          再開 午後 １時 ５２分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。今⑨の中部分でその他の事項とな

っております。その他の事項といいますのは、このプログラムを推進していく中で今後のまちづく

りをしていく中でこういう課題があるだろうと。この部分をどうするとかこうするとかいうような

ものがありましたら、受けておきたいなというふうに思います。またその議論をここで行なっても

いいという考え方です。いかかでしょうか、何かあれば。特にこれが重要だという部分があれば出

していただきたいなと思います。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。先ほどから松田委員がおっしゃっている病院問題ですね。

これは改革プログラムの中にも触れているわけですけれども、これは重要課題として２点ですか。

もう１つ、給食センター。それと両方書いてあったと思ったのですけれども。そこはやはり一定の

議論が必要ではないのかなとは感じておりました。 

○委員長（及川 保君） 今大渕委員のほうからは、病院の建設問題と給食センターの建設問題で

す。今後、まちとしては大きな課題になるだろうと。この問題を議論しておいたほうがいいのでは

ないかという考え方です。この見直し案の中にも最後のところで 61 ページですね。町立病院の改築、

学校給食センターの改築、各種公共施設等の改修、それから基金の積み立て。この４つに分けて示

されております。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） もう１点私が思っているのは、１つは硬直化の原因、財政がなぜこうなっ
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たかという原因の分析ですね。財政硬直化、要するに今のような財政状況になった原因が何なのか

ということが、この財政改革プログラムの中で分析されているわけですよね。基本的な起債の残、

これが非常に大きいと。これ皆さんおっしゃっているとおりだと思います。あとは給与の比重が非

常に高かった、今は減っていますけれども。一時は非常に給与が多かったということです。あとこ

れからの問題としてはその扶助費、高齢化率が高くなりますから。当然扶助費がふえてくると思う

のです。これは間違いなくふえる。これはこれからの財政硬直化の大きな要因になると思うのです。

それでもう１つ、ここで私はこの計画案の中でフルコスト計算のことがよく出ています。ライフサ

イクルコストのことです。ただ、僕はまだ不十分だなという気持ちが非常にしているのです。皆さ

んはこの議論は必要ないということであれば、それはそれで構わないのですけれど、私は多分これ

からの硬直化の原因、起債は間違いなく 10 年間で 200 億円台まで減る計画になっています。給与費

も減っています。これからふえるのは多分扶助費とそのライフサイクルコストと言われる、例えば

いきいき４・６だとかそれから今の地方公民館とか、そういうところの補修費っていうのは、私は

橋含めて膨大に出てくると思うのです。やはりここら辺がもうちょっとこの中で強化されるべきだ

ろうと。それと、その対応策がこの３年間の状況をみていると、職員の給与費、町民への負担以外

にないのですよね。もちろんこれしかないのかもしれないのですけれど、もうちょっと違った形、

土地を売ったらその分積み立てやって借金返すのだよと書いてあるのだけれど、もうちょっと何か

違った収入の道というのがないものなのかなという。お前は何を思っているのだと言われたらあま

りないのだけれども、ただ本当に職員への負担と町民への負担だけで財政問題って解決して今後い

けるのだろうかという気が。そういうことを議会で議論して一定の方向というものを出せればやは

り議会の存在価値とういうものは上がると思うのです。当然それはまちの考えることだと言ってし

まえばそれで終わりなのだけれども、僕はやはりそういうところがもうちょっと改革プログラムの

中に出てもいいのではないかなと。町自らの努力によって土地売却も含めて増収を考えるという、

もうちょっと具体的な部分があってもいいのではないかなという気がしているということでありま

す。 

○委員長（及川 保君） 大渕委員のほうから将来の課題といいますか。これは間違いなくそのと

おりなのです。懸念される大きな課題が山積みされているということです。このあたりを考慮して

この見直し案に着手すべきだということなのですが。この特別委員会が議会として一致した意見を

町に示すということは非常に意義があるなと考えます。ぜひ皆さんからこうするべきだという意見

がございましたらお聞きしておきたいなと思います。この見直し案の中に先ほど申し上げたように、

この４つの大きな課題として行政側もとらえているわけです。議会としても大渕委員が個別に列記

されましたけれども、このことを一つ一つ皆さんの意見をお聞きし、また議論ができるのであれば

行なっていきたいというふうに考えます。それでは町側も示している町立病院の改築についてであ

ります。このことについて、それぞれの委員の皆さんの考えをお聞きしていきたいというふうに思

います。このことについては、町長も 25 年度中に判断すると考え方を示しているわけです。それで

は、それぞれご意見を伺っていきたいと思います。５番、山本浩平委員。この町立病院問題です。 

○委員（山本浩平君） この問題については、私の個人的見解を述べさせていただきますと、ハー



 
 

27 
 

ドな部分ばかりではないということです。常日頃申し上げてきたつもりなのですけれども、まず白

老町そのものが陸の孤島ということで、近隣にいろいろな病院がないわけではないと。それと実際

の利用率が非常に低い。そういったことを踏まえて、白老の町立病院をどのような形で存続させて

いくか。何に主眼を置いて町立病院をやっていくかということを真剣に考えていくべきでありまし

て、皆さんでいわゆる病院の成功しているところを研修に行ったと思うのですけれども、そこでい

ろいろな研修をしてきたところの調査の報告をさせていただきましたけども、実際にきちんと病院

側というか町のほうもとらえて、ではこういう方向に行きますよと、これから高齢化率がどんどん

ふえることによって、では在宅介護中心としてやりましょうだとか、そういった何か１つ白老の町

にとって１番大きな課題は何かということをとらえた上で経営形態をきちんと考えた上でやるべき

だというふうに私は考えます。プロジェクトＸでしたかＮＨＫの番組で前に出ていましたけれども、

老朽化を解消して新しい病院を建てれば利用率はふえて経営も好転するということで秋田かどこか

だと思うのですけれども、市立病院を新しくしたのですね。ところが結果全然変わらないという、

そういったところも現実的に出てきているのですよ。またこの資料を見ますと、医師不足という理

由を掲げておりますけれども、仮にでは医師を入れたとします。ものすごい費用、医者の給料は高

いわけですから、それをじゃあプラスにするためにはもっと利用率を上げなければならない。その

辺もあるわけですよ。ですから簡単に老朽化した施設を新築することによって利用率がふえるとい

うことにも果たしてならないと思いますので、もっとハード的な部分よりもソフトの部分を、患者

さんに対する接客も含めて、ソフトの部分を改革していかなければだめだと思いますし、また何に

ついて町立病院を中心にしてやるのかということもきちんと明確に打ち出していかないと、残念な

がら今の町立病院の利用率はふえていくように思えないのです。一次救急としても一定の時間を超

えてしまうと、よそのほうに回してしまう。これも医師不足という理由も中にはあるのかもしれま

せんけれども消防との間でしょっちゅう受け入れる、受け入れないかでごたごたしている部分も実

際に患者さんのお話も数件伺っておりますし、決してそういった部分もうまくいっていると思いま

せんので、その辺をきちんと見極めてやっていかないと、ただ改築すればいいということにはなっ

ていかないというふうに思ってます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 氏家です。僕も今の山本委員の意見が本質にあるのかなと。確かに病院を

建てかえれば外見はよくなるし、中もきれいになるし。一時的には患者さんもふえるのかもしれな

いけれども、本質的な部分の議論をしないといずれまたもとに戻ってしまって借金だけが残ってし

まう。そういうような大きな課題を抱えている部分ではないかなと思います。特に行政側がよく言

うのは、１名の医師が足りないからこれだけの収益が足りなかったのだという言い方をします。僕

は逆にこういう言い方がいいのか悪いのかは別にしても、今在中している医師が３人いるのでした

ら、３人の中で例えば救急の夜間対応もする、そういう形の中で現在の患者数をこなせないのかと

いえば、そうでもないような気がするのです。僕は素人だし調べてもいない中でそんな話をしても

あれかもしれませんけれども、医師がいないことを理由に収益が上がらないというのは、僕はもう

ちょっとそこを議論しなければいけない話なのかなと思っています。特に救急対応のお医者さんを
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確保するために東京から呼んだり、航空運賃を払ってそういうところから先生を呼ばなければいけ

ないような状況をつくっていること自体がやはり僕はちょっと違うような気がするのですよね。で

すから、そういった面では今の在中されている先生方のローテーションが本当に組めないのであれ

ばいたし方ないかもしれないのですけれど医師を５人体制にしなければ収益が上がらないという考

え方は違うような気がするし、その辺もしっかりこれからの病院経営については議論していかなけ

ればいけない問題かなと思います。先程山本委員が言われていましたけれども。今後の白老町立病

院の目指す方向性というものを、今一度しっかり議論した上でこの建てかえ、そういったものも含

めて再度議論をしていく必要があるだろうなと。行政側がそれを認めて課題として大きく取り上げ

ているのでしょうし、建てかえるとなれば 20 数億お金がかかるということもありますので、僕はし

っかり慎重な議論が必要かなと私も思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） この問題はかなり難しいデリケートなところがあるのです。ですからハー

ドとソフトが、ではソフトの部分をどこまで究明すればいいのかということになっていくと思うの

です。現実問題として今の入院施設の状況というのはよくないということは誰が見ても明らかなの

です。では新築したら患者ふえるかと言われると、それはなかなか難しいところです。ただ、そう

いう状況のところに町民が入院しなくちゃいけないというのは、財政的に厳しくなければ当然最初

にやるべき中身になってくるというふうに思います。もう１つは、私も今氏家議員が言われたよう

な認識でずっといたのだけれども、入院患者がいるということは、医師は当直をしなくちゃいけな

いのですね。救急を診るとか診ないとかではないのですよ。当直としていると。ということは、24

時間プラス８時間なりね。30 何時間の勤務をしなくちゃいけないってことに、現実的にはなってい

るのです。不思議なことに医者だけはそういうことが当たり前のようになって、給料高いのも当た

り前だしあそこに勤務するのも当たり前みたいになっているけれども、現実的に考えたら普通の人

が 30 何時間も勤務するなんてことはありえないのです。だからもちろん夜勤明けなんてことで組む

のだろうけどほかのもうちょっと医者の数が多い場合は組むのでしょうけども。だからそういうと

ころまで議会として言及していったら必要なのだけれどもまあかなり大変かなと。だからそこら辺

の判断をどこでするかというのはかなり難しいなという気はします。ただ、高齢化率が上がる中で、

現在の病院の建物で町立病院を今後長くやるってことはほとんど不可能ではないのかなと。ではそ

のときに本当に病院いらないのかといったら、これから高齢化率が上がるってことでいえば病院は

必要だと。一般的にはそういうふうになるというふうに私は思います。ただ、細かいことを言及し

ていくとちょっとなかなか難しいとこがあるかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 今大渕委員が言われた医師のローテーションの話なのです。僕はまだ詳し

い話は調べてもいないので、ここで言及することはしませんけれども、僕言っていた先ほどの話は、

例えば５人必要だっていうのですよ、先生がね。それは当直も含めての話です。ただ、僕は現行の

先生たちが 36 時間働けなんて言わないですよ。夜勤をこなした時には次の日はたとえば夜勤明けで

休んでもらったっていいと思うのです。ただ、３人なら３人の体制の中でそういったローテーショ
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ンが組んでいけないものなのかどうか。これは今の患者数ですよね。外来それから入院患者。そう

いったものもすべてある程度全部調べてみないとわからないけれども、そういったものを加味して、

今いる体制の中でできないのかどうか。わざわざ東京から当直のために呼んでくるとか、そういっ

たことをしないと本当にやっていけないのかどうか。患者数は減っていく、医師は揃えなければな

らないとなったら、本当に病院維持するための先生たちを揃えていかないというのは悪循環に陥っ

ていくような気がしてならないというかね。もっとコンパクトに先生に負担をかけるという意味で

はなくて。その中でも循環してやっていけないのかなという考え方なのです。 

○委員長（及川 保君） 今何人かの委員の考え方、非常に皆さんそのとおりなのですよね。だか

らその部分も含めてぜひ議論をしていきたいというふうに思います。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。根本的に町立病院は少なくとも全議員が必要だと思って

いるようなのです。そういう中で、町立病院を利用してくださいと言えるかどうかという問題です

よ、町民に。あるいはもちろん職員も委員も町民ですけれども職員の利用率、委員の利用率はどう

なっているのかです。それも利用しないで存続すべきだよ、町民にもっと利用すべきだと何故言え

ないのかと。この辺の問題だと僕は思います。やはり例えば仮に理事者だって、医師が１人足りな

いから 1 億 5,000 万赤字だと、それくらいしか言えないのだと思うのです。みんなに利用してくれ

って言えないのですよ。宣伝できないってことになっているというのもあるけれど。だけど、町民

の意思だと思います、問題は。これは７割もよそに行っているのですよ。町立病院を利用してもい

いものが必ずあるのですよ。そこを理解しないでよそに行く。もちろん選ぶのは個人の自由だけれ

ども、その意思がない限りではいつまでたったってこれは大変なのです。だから町立病院のいいと

ころを宣伝しつつ利用することができないかというのが根本なところだと思っています。それがな

い限り建物建てかえた、そのとき一時はいいかもしれない。やはりだめですとなったらこれはずっ

とだめですよ。だから問題はまちの病院だからまちの者が利用すると。よそから来ているのは少な

いのではないかなと思うのですけれど。よそから来ている人もいるのかもしれないですけれどもね。

ほとんどないのではないかと思うのですよ。そこら辺をどうスクラム組んで病院を立て直すかとい

うことの根本さがなければ、それこそ病院の赤字は解消できないと。こういうふうに思います。で

すからこの辺のことをみんなでどういうふうにするか、町立病院のいいところを見出してそれを宣

伝して、宣伝というのは言葉では宣伝だけれども、言い伝えですよね。言葉を相手に伝える。こう

いういいところがあるのだと 1 つや２つじゃないと、いっぱいあると思いますよ、10 も 20 も。そ

ういうのを伝えて町立病院はみんなで守ろうとこういう気持ちにさせることが大事なのではないか

と思うのですよ。これが根源だと思っています。 

○委員長（及川 保君） 玉井委員のおっしゃることもまったくそのとおりなのです。だから   

言いましたように、ハードじゃないだろうと。やっぱりソフト面、内部の病院自体の改革が無けれ

ば改築問題というのは厳しいだろうという考え方ですから。だから玉井委員とは考え方としては同

じだと思うのですけれども。８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。いろいろ玉井委員がおっしゃったのですけれども、実は私も思

うことは、例えば町立は病院としてあるのですけれども、今白老町で開業医の先生方、藤田さん、
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生田さん、右田さんがやっています。この人達は全部元町立の先生なのですよね。その先生方が新

しいのを建てると患者さんがみんなついて行ってしまうと。それでずっと続いているのですけれど

も、それに対して対策をしていなかったことが患者を逃がした大きな要因じゃないかと思うのです。

ですから今から言うように建物を建てて新しくしても何年かはいいですけれども、またもとにもど

る可能性は十分にあると思います。私は今まで緑線郷とか石山支持者の方からはいつも町立病院の

問題が出るたびになくならないのでしょうねとか、これは絶対なくなりませんよと、皆さんのため

に、高齢者のために絶対残しますよという話はしてきたのですけれども、たまたま今回九州の方に

視察に、あまり大きい市ではないのですけれども３つ行なってきました。そこには公立、私立の病

院が１つもないと。それで民間の病院で十分まかなっていますというような話を聞きまして、えっ

と思って最近は帰ってきてからこの病院問題についてぐらついている状況にあります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 今総務の視察の中で、大変中堅の 10 万くらいの市なのですけれども、

民間の病院が担っているというところ、直接見たわけではないのですけれども、お話をうかがって

きました。そのことを近藤委員がおっしゃっています。それではこの病院問題をどうお考えになっ

ているか、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。大体皆さんの言いたいことは出たかなという感じもするのです

けれども、病院を残してほしいという運動の中で病院を維持するという決断をした。そのためには

建物を改修しなければならないというのも大きな仕事の１つで、このプログラムの中で財源の見通

し何かを諮りながら 25 年度中に判断しますというこの考え方はこれしかないかなと思うのです。何

としてもやっぱり維持する以上は改築しなければならないだろうなというふうには思うのですけれ

ども、やはり一番心配するのは不良債務を全部ゼロにしてそれでそのあとのプログラムの中身とい

うのはルール分をそのあと出していけば何とか赤字を出さないで済むと。だから 7,000 万か 1 億か

そのあたりの支出をしていけばというような、これ当たり前の計画になっているのですね。本当に

それで済むのかと、今の状況から見て決してこの数字どおりにはいかないだろうというのをみんな

恐れているわけですよね。ですからそれをこのプログラムでやっていくには今言われていたような

ことがどうしても必要だろうと。そのためにはやはり病院の展望といいますか、そういうものを知

らせていくということ、これがどうしても抜けているのではないかと。前の質問のときにもっと病

院をＰＲしてもいいのではないかと、そのためには通信を出しなさいよという話をしたのですけれ

ども、検討します後は何もちょっとどうなったのかわかりませんけれども。やはりどういう病院を

つくって、老健施設を含めてどのような運営をするつもりなのかという、夢を描いてみなければ誰

も納得しないだろうということは事実だと思うのです。だからその辺のことをもう少し力を入れる

べきではないのか。まち一丸となってどういう病院をつくるのだということが、これが今問われて

いるのではないかなという気はしています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。病院問題です。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この病院問題は散々議論をしたあげくに、散々調査をしたあげ

くに、そして病院を存続すると決めたわけです。しかしながら、20 年度に対し 21 年度は 13％も落

ちている。それでこの 13％が落ちたのは何が原因か。先程から出ているけれども、医者がいなかっ
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たということもあります。しかしながら私はこれから白老のまちは 50％近くになる高齢化率、この

ことを考えると病院なしではまちは成り立たないと思います。それから高齢者の方々がこの病院が

例えなくなったとすれば、このまちから住む人がいなくなると思いますよ。ですから白老のまちが

存続していく上に、それから 20 年後の高齢化率を考えると、私は病院なくしてまちはないというく

らいだと私は思っております。それで、町民の方々がなぜ町外に行くのかと。これは自分の命を守

るためですよ。ですからきちんと命を守れるのだという病院体制になっていないからだと、こう思

っているのです。ですから私は散々議論したあげくに建てると言ったわけですから、病院の建てか

えが先ほども言った第三セクター２億ずつ 10 年払うのであれば、そういうまちの方向性をきちんと

決めること。でなければ高齢者の方々は病院の近くに引越ししますよ。例えば苫小牧なり、病院の

近くに。今も行っています、そういう方々が。しかも単身世帯が約３分の１ですよね。先ほどの水

道の話 2,700 世帯、３分の１の世帯もある。こういうことからいくと、家族のいない方です、単身

世帯というのは。そういうことからいっても町立病院なしではまちは成り立たなくなると思ってお

ります。ですから町立病院は、今学校給食とかそんな問題ではないのです。町立病院を建て直す。

それから今、まちは先程扶助費の話もありましたけれども、これは高齢者がふえると扶助費もふえ

ます。なおかつインフラ整備も大体終わりました。かつては事業費が 50 億もあった時代がある。今

８億くらいですね。８億から 10 億の５分の 1 ですよ。そのことからいっても、これからはそういう

整備が終わったわけですから、扶助費が増大してそこに投資をしていくという考え方、そういう考

え方をきちんと示すべきだと。それにはやはり町立病院を建て直すべきだと。私はこれが一番白老

の生き残るための大事なところだと思っています。 

○委員長（及川 保君） 松田委員にちょっとお伺いします。病院は必要だと。これも伺いました。

病院の内部の状況が病院離れをしているのだというのが、今まで聞いてきた大半の意見の中に必ず

あるのです。このあたりはどうですか。 

○委員（松田謙吾君） この部分は町民には見えないのです。我々にも本当は見えないのですよ。

ですからここの部分がきちんと見えるようにしなければならないのですよ。それは行政の、町立病

院の事務長なんてそんなことはみんな隠していると思いますよ。そんなこと言ったら自分に振りか

ぶるわけですから。ですからこれは行政指導が足りないのだと思いますよ。故意があるのだとすれ

ば。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。私が今病院問題に対して懸念を抱いているというのは、

終末期医療が今後保障されるのかということと、今後白老町が高齢化に向かって寿幸園のような施

設がもっともっと必要になってくるのではないかなということを考えているわけなのですけれども、

優先度をどうするかということと、在宅介護ができればそれに越したことはありませんけれどもそ

れが今非常に難しい社会問題となっている中で終末期医療に向けて病院の体制をどうするのかとい

うことが一番懸念されています。あと、病院内部のいろいろな問題もありましょうけれども、これ

はやはり本当に行政と病院の職員側と、その中に置かれている組合も含めて自分たちの病院を残し

ていくためにはどうすればいいのかということをきちんとやっていっていただきたいというのが私
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の気持ちです。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。病院の改築なのですが、これは今まさに皆さんいろいろ出まし

たけれども、本当に先を見ると頭で考えられることと実際開けてみてどうなのかということを考え

るとちょっと判断できないことが、例えば前回議論したように、診療所のようにしたらいいのか、

または病院を建てかえればいいのか。やはりこの公立病院のあり方についてどうなのかということ

を考えたときに、町民の命を守るということで今先程も出ましたように一般会計から繰り出しして

赤字を解消させるということをやっていますが、今までまちのほうもいろいろ努力はしているかと

思いますが、先程から皆さん出ましたけれどもソフトの面。やはり議会懇談会でも皆さんいろいろ

そういうところ出ていますけれども、サービスの面においても病院ってちゃんと今後もやってもら

えるのかなということも考えるとなかなかちょっとどうかなと思いますけれどもただ、私は今後改

築、これから老朽化が激しくなるといろいろ修繕費とか改修費とかかかっていきますので、どこま

でそれがいいのかというのもちょっとわかりませんが、いろいろそういう部屋とかそういうところ

はきれいになって快適な病院生活といったらちょっと変かもしれないですけれども、過ごしていた

だけるような病院にしていただいて、病院のほうもいろいろサービスしていただければいいのかな

と思いまして、財源的に確保ができるのでしたら、できれば改築のほうにしていただければと思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。今後の課題として町立病院の改築ということで上ってお

ります。ただ、町側の説明では安定した経営に努力をしなければならないということで、その要因

の１つとして、医師不足と老朽化がうたわれております。町民の安心安全ということを考えると、

一番大事な部分だと思うのです。ただ、医師不足というのは、これは町だけの問題ではないです。

病院を新しくしたらでは先生が来るのかというとそれは何の保証もないわけですよ。ただし今患者

さんはいると。そして老健施設もやっていると。そういった部分の問題からも、本当に安心なのか

という大きな問題があると思うのです。そういうことを２つ含めると、今後町立病院を維持してい

くためには、やはりいまの老朽化の事は一番の要因として考えなければならないだろうと、そのよ

うに考えています。ただ１点、私は先程から話がありますように単身化がふえて、高齢化が進んで

いると。そうなったときに訪問医療、そういったことも含めると買い物難民って今すごく騒がれて

いますよね。それは家から出ていけないという、買い物に行けない、また身近に店がないというこ

となのです。町立病院もそうだと思うのですよ。地元白老町の人はいいですけれど萩野、竹浦、虎

杖浜のほう、福祉バスはありますけれども、時間が一日おきだとか何だとかって十分ではないです

よ。そういった中で町民が我が家にいて安心して白老町民として生活できるためには、どういった

医療体制がいいのかということが、私は検討する段階ではないかなと思うのです。私は医師をきち

んと揃えて病院も新しくして、それもそうですけれども、そういった来ることができない方々への

高齢化率に対応した今後の病院のあり方というのを検討するべきかなと思っています。三木町とい

うところは人口 6,000 人の確か訪問した土岐はそれくらいの町で、何万人という患者さんがいるの
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です。というのは、あそこは近隣から来る。こことは反対ですよね。近隣から出ていく地域ですよ

ね。だからそういった部分で町立病院をどう維持させていくかという根本的なことを、今松田委員

の方から検討した結果町立病院は必要だと判断しただろうということなのですが、その中でやはり

医師の補充、それからそういったことを十分にやっていこうということで今後の病院のあり方とい

うことで老健施設もやったわけです。それで、その中でまたどうあるべきか、今建てかえを 25 年度

中に検討するということですね。まだ３年以上も先のことなのですよ。でも患者さんは今いますし、

またやっていくことで年々赤字になるかもしれない。そういった面をどうするのかということでは、

私も先ほどから考えていて、政策研究会ではないのかもしれないけれども、また新たにいろんな環

境を踏まえて、いろいろなテレビ報道でありますよね。病院、すごく新しい病院で、ただ医師がこ

ういう国の制度の中で医師が減っていったと。患者もそれに当然伴って減っていったと。しかしそ

のソフト面での患者さんへの対応の仕方を根本から専門家に来て見直した時に患者数ふえたのです

よ。医師も何も変わらないのに。そういった現状があるのです。だから本当にその何が白老町立病

院に必要なのかということをもう一回検討するべきなのかなというふうに今考えていました。 

○委員長（及川 保君） まさしく皆さんの心配されていることが今、今日の委員会の中でそれぞ

れの各委員の皆さんがお話してくれました。町民側が行かないのだろうという意見もありますけれ

ど、そうではなくてやはり内部、長年課題となっている部分がなかなか解決していないという部分

を皆さんが心配されている。ここを改革しなければ改築も厳しいという意見もあるわけですから。

議会だけで、行政だけでできるものではないだろうと、これは。病院のあり方も今含めて大いに議

論して。我々だけで議論してはだめですね。病院も一緒になって議論する体制が必要になってくる

のだろうというふうに考えます。このことについても後日また皆さんの合意を得られるような考え

方をまとめていきたいなと思います。 

次は給食センターですね。２つ目の給食センターの考え方についてお伺いしたいなというふうに

思います。８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 先日委員会で給食センターを視察見学したわけです。確かに老朽化が著し

く、改築の必要はあると思います。ただ、当初出た案ではかなり大きい案であったのでそこはまず

検討する必要があると思います。それで実際現状を見た時にもう地盤が盛り上がったりして非常に

危険な状況の部分もあります。また現在の設備では炊飯、ご飯はつくっていないのですよね。です

からそのようなのも全部今度やるとすれば、それなりの規模のセンターが必要になるかと思います。

ただここにありますように、財源の確保をということが出ておりますのでその部分がないのであれ

ば、やはり若干の補修をして急場をしのぐといいますか、そのことは必要なのかなと、こんなふう

に思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。学校給食センターです。 

○委員（松田謙吾君） 私はこの給食センターにはさまざま述べてきました。今近藤委員がどうし

てもという補助金がなければ急場をしのげばいいと。私は急場をしのげるのであれば、ですからも

う少し 10 年くらい待って建てかえるべきなのだと言っているのです。今の学校給食センターでは

5,000 食つくれる給食センターなのですね。それを今 1,600 食つくっている。今度つくるものは 450
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坪なのです。今 166 坪なはずです。今度大きなやつをつくるわけです、10 億かけて。何故こういう

必要があるのか。ここが私は大変疑問だし、それであれば急場を５，６年、７，８年しのいで、そ

して何度も言うけれども病院を建てるべきだと。この考えは一貫して変わりません。この間答弁し

ていますよ。町長が。450 坪。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家祐治君） 今松田委員が言われた坪数ですか。それは総務の委員会で視察したときに

もそういった話というのは出ていたのかどうか、ちょっとその辺の確認もしたかったのですけれど、

私自体その計画自体全然耳に入らないのです。その計画の金額自体もまた平米数、どういった建物

ということも。ただ、一貫して私たちが考えてきたことというのは、今後もし給食センターとして

建てかえるのであれば、複合施設的なそういった施設にしていかなければいけないのではないかと。

そうしなければそういったいろいろな各種補助金等々も、今給食センターだけでしたらメニュー的

には、何とも難しいと思っています。ですからいろいろな複合施設としての一部として、そういう

給食センターの建てかえの中で考えられるのであれば、また違った面の補助メニューみたいなもの

もあるのかなと。複合施設ということはですね、今の給食センターは専門の建物ですよね。複合施

設というのは給食センターがあり、そこに食育教育みたいなものがそこで一緒にできる施設だとか。

そういったことを含めて複合施設と今言わせてもらいますけれども。そういった形のものができる、

これから議論しなければいけない話ですよ。ただ、今後のあり方としてはそういったものを含めた

形で建設しなければ、多分そういった補助メニューみたいなものはついてこないような気がしてな

らない。これもこれからの議論が必要だと思いますけれども、ただ私たちは松田委員が言われてい

たような平米数だとか計画だとか予算だとかというものは、全然私の頭には入ってない。これが委

員会の中で調査してわかっているのであれば、ぜひそういったものも情報公開していただきたいし、

そういったことがひとり歩きしちゃうと１つ違うかなと思うのですよ。 

○委員長（及川 保君） 松田委員のおっしゃったのは、先般の議会の中での一般質問のやり取り

の中での町長答弁の中であったことですから。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。病院が先か、給食センターが先かという論議になるのかどうな

のか私はちょっとわからないのですが、給食センターも 1 回中毒だとかそういう障害を起こしてし

まえば、これは大変なことになるわけで。今あの状況で規則が厳しくなって何とか磨きながら中は

綺麗につかっているみたいですけれども、土台が陥没してしまってゆがんでいる中でやっているわ

けです。それから、よそから仕入れる品物なんかの出し入れも相当に無理をしてつかっているとい

う状況があります。そういうことから考えると本当にだまし、だまし 10 年間使えるかというと、そ

んなような状態ではないという気がするのです。ですから、これも病院とどちらが先かではなくて、

この給食センターもできるだけ早く改修しなければならない状況にあるのだということに理解して

構わないのではないかという気はしているのです。だとすればだから建てろというふうには一遍に

はならないので、それこそ補助メニューがどんなふうにあるのかというそこら辺の検討というのが

必要なことで、複合になるのか単独になるのかどういうメニューがあるのかということは、これは

我々の知るところではないわけですけれども、できるだけ早くそういう財源を見つけることしか解
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決の方法はないような気がするので、そこの作業を早くやっていただきたいということです。やは

り、これももう本当に限界じゃないかと。前から松田さんが 10 年くらいは我慢しても、と言ってい

るけれども、果たして 10 年持つかどうかという、この間見てきた限りでは、多分そのようなもので

はない気がするのですよ。次の最低限次のプログラムができるくらいまでには見通しをきちんと立

てるということに努力をしてもらいたいと、こういうことだと思います。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。理事者の説明を聞けば学校給食センター改築の発端は、

蒸気機関がパンクしそうだと。これは人命に影響する。私は改めては総務文教常任委員会みたいに

見てはいませんけれども、そういう説明があった。それが約 3,000 万近くかかると。それであれば

無駄をなくすために、改築財源が確保できるのであれば改築したいと。ここに書いてあるのは当分

の間大規模改修といっているけれども、この大規模改修というのは今総務の人たちが見に行った時

点ではまだまだかかると。大規模だから１億以上かかるのかもしれない。そういう状況において、

無駄をなくしながら財源確保をできればするのだというふうにかかっていった改築予定です。だか

らそれについては、無駄をなくすために財源を確保しようとしたわけですから、今もやっていると

思いますが、続けて。財源確保ができるのであれば病院より先にそれを進めたのだと思うけれど、

どちらが先かというのは、どちらにしても予算がつくのであればどちらも重要なものだと思うので

す。だから一遍にとはならないかもしれないけれども、どちらをやっても財源確保ができるのであ

れば並行して財源確保を進めていると思うのですよ。だからその前後については何も問題は無いの

ではないかと私は思うのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。どっちが先かという議論になるのかなという気がしてい

るのです。例えば給食センターをなくしたら、自己方式でやるかどうかわかりませんけれども、子

供たち給食が当たらなくわけです。そうやって考えたら危険だということで、どうしても建てかえ

なくてはならないということは、やはりこれは建てかえなければだめになってしまうのではないか

と僕は思います。それで危険を回避してきちんと持たすことができる、それなりの調査をきちんと

してやるということであれば、それはそれでまたやり方があると思うのです。ただ、今の状況で給

食そのものをなくすというわけにいかないとしたら本当に調査をきちんとして、そんな 2,000 万も

かかると言ったのだけれども１、２年でできるのならやめましたなんていうのではなくて、きちん

と調査をして、10 年なら 10 年のスパンの中でこれは建てますよというふうにするならそういうふ

うにすると。そういうようにしないと、今どき財政がついたりつかなかったりなんていうのは、こ

れからもうなくなります。ですから、私はそこら辺は方針上はっきりすべきだろうと。いずれにし

ても、町立病院も学校給食センターも地震が来たらどうなるのかなということは非常に危惧をして

います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 財源の見通しがつき次第進めるべきと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 
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○委員（本間広朗君） 本間です。私も先般総務文教で給食センターを見てきました。やはり正直

言って初めて給食センターに入ってびっくりしたのですが、やはり老朽化というより、老朽化なの

だけど、職員の方が一生懸命古い建物を維持しているなというのをつくづく感じました。外も見ま

したけれど重油タンク、あの地盤の悪いところで本当に大丈夫なのかなと。ボイラーも見ました。

ボイラーも地盤沈下で動いている、それにも工夫をしていろいろやっていると。そういう状況を見

て、果たしてこれは５年 10 年持つのかなと思いました。やはり給食センターですから、子供たちだ

けじゃなくていろいろサービスするかもしれませんが、まず子供たちにやはりこの衛生的な施設で、

今本当にこの給食センターで働いている方たちが一生懸命食中毒を出さないようにという努力して

いるということをそのまま本当に続けていただくのだったら、衛生的な給食センターができるので

はないかと僕は思うので、本当に子供たちに安全に給食を提供していただける施設をできるだけ早

く私は改築の方向、税源いろいろいま皆さんから出ていましたけれども、財源の確保どうするのだ

ということも出てきます。例えばその補助メニューがなかったらどうするのだということもいろい

ろ出てくると思いますが、できれば僕は個人的な意見ですが、１日でも早くそういうふうに衛生的

な給食を子供たちに提供していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。私も同じく総務での視察をさせていただきまして、本

当に中で働く職員さん方の努力が室内に入るとわかるのですけれども、全体の建物そのもの、全体

像を見るとやはりこれはちょっとまずいかなと。それでやっぱり本当に安全で安心なものを提供す

るためには、今のその壁に亀裂が入っていたりとか、鳥が侵入しないよう網でふさいでいるだとか、

屋根の部分なんかもそうですけれど、それがやっぱり本当子供たちにおいしい安心な物を提供する

ための施設でいいのかなというのが私の感想です。これが財政的な部分では非常に重荷になると思

うのですけども、先程も話しましたように優先度はどちらが高いのか、病院がそうか、給食センタ

ーがそうかというと、どちらも必要なわけですよ。それともう１つどれだけの町民の皆さんがその

給食センターの現状を知っていらっしゃるのかなということ。私たち議会の人間だけが行って見た

だけですから。そういう中では、センターの職員さんの努力も考えられますけれども、もう少し町

民の中にもこういう必要性があるんだということをやっぱり提起していただきたいなと思います。

建てかえは必要だと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 食育のことを考えると一番望ましいのは自己給食なのです。それで子供た

ちの数が少なくなっている中で、昔流の自己給食施設ではとてもじゃないけれど許可されないだろ

うと思うのですけれども。それなりに金はかかるのかもしれないのだけれども。地域、地域にその

学校に供給できるような、そういう自己給食を基本にした計画を立てるとすればどういう金額にな

るのか。全体の大きなやつを建てる金額とどれだけ違ってくるのかということもこれから考えてみ

る必要があるのではないかと気がするのです。私はちょっとわかりません。機械を入れて人件費も

含めてどういう状況になるのかちょっと、とてもじゃないけれど自己給食は今不可能でしょうとい

う話はしていましたけれど、だけれども検討してみる価値はあるのかなという気はしました。 
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○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。学校給食センター、学校給食というのは子供たちに安心

と安全のものを提供するということが原点だと考えています。現状の給食センターの施設では無理

です。本当に職員の努力があって、あってですけれども、私は厳しいと思ってみてきました。食材

の搬入にしても全然同じ場所から一緒全部に生ものも野菜も一緒であるということは、当然今の時

代的なもので考えられないことでありますし、食育という関係から、それから今のアレルギーの問

題も出てきています。アレルギー食を別につくるということも、これからの１つの大きな課題にな

っています。新ひだか町が食中毒の問題を起こして、かなり立派なものができたということなので

すが、私はそんな立派なものでなくてもいいですけれども、給食センターは食育ということが基本

になってきますので、それをきちんとできる施設を考えてもいいのではないかというふうに思って

います。それともう１点、財源の確保による改築は推進しますが、財源確保ができない場合は当分

の間大規模修繕により現施設を維持させることとしますと町側は言っていますけれども、これは大

変厳しいことだと思っています。財源が確保できなかったら、大型修繕でいいのかと。今部品１つ

取りかえるにしてもないのだそうです。古くて。だから本当に壊さないように細心の注意を払って

やっていると言っていました。そういったことを考えると１つの機械が壊れたら、全部取りかえな

きゃならないという現状になっています。今の状況下では。ですから、そういったことを含めると、

私は財源確保をするべきだと思います、努力をして。今の予算を、補助メニューをいろいろ探して

いますけれども、どんなことをしてでもやっていって、つくらなければならないというふうに考え

ています。給食センターをやめるのであればいいですけれども、給食を続けていくのであれば、今

の施設では厳しいととらえています。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時 ５９分 

                                             

          再開 午後 ２時 ５９分  

   ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。次回 11 月 14 日、10 時

から再開いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。ご苦労さまでした。 

（午後 ２時 ５９分） 

 


