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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 

 

平成２２年１１月１４日（日曜日） 

開  会  午前１０時００分    

閉  会  午後 ４時４０分 

             

○会議に付した事件  

１．議員間の自由討議（まとめ） 

  ①定数の削減・抑制による人件費の削減（見直し） 

  ②一般職の給与削減（見直し） 

  ③管理職手当の削減（見直し） 

  ④下水道料金の見直し（継続・効果額見直し） 

  ⑤超過税率の実施（継続・効果額修正） 

  ⑥第三セクター等改革推進債の活用 

  ⑦水道料金の算定方法の見直し 

  ⑧議員報酬の独自削減のあり方について 

⑨その他の事項 

                        

○出席委員（１１名） 

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

委   員   本 間 広 朗 君     委   員   山 本 浩 平 君 

委   員   玉 井 昭 一 君     委   員   斎 藤 征 信 君 

委   員   大 渕 紀 夫 君     委   員   土 屋 かづよ 君 

委   員   熊 谷 雅 史 君     委   員   氏 家 裕 治 君 

委   員   吉 田 和 子 君     議   長   堀 部 登志雄 君 

            

○欠席委員（３名） 

 委    員   前 田 博 之 君     委   員   西 田 祐 子 君 

 委    員   松 田 謙 吾 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長  上坊寺 博 之 君 

参     事  千 石 講 平 君 
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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。 

（開会 午前１０時００分） 

                                          

○委員長（及川 保君） 12 日に中途で締めておりますので、その続きを進めたいと思います。そ

の他の事項。町立病院、給食センター、それから、硬直化した財政の将来どういうふうに増収対策

を図っていくかというところまで議論を進めてまいりました。きょうは・の最後の部分です。財政

硬直化の原因分析と新しい増収策の確保。これは議論の中で実は一部出されたものです。いずれに

しても、この部分は委員長報告の中には必ずやっぱり入れていかなければいけないものだろうとい

うふうに考えます。これは大事な部分でありますので、この部分もぜひ議論をしておきたいなとい

うふうに思います。町立病院、学校給食センター、この部分は議論を終えております。そして、各

種公共施設の改修等に今後大きな費用がかかるという意見も出されております。まちもこの部分に

ついて、そういう認識をしています。この部分を議論していきたいというふうに思います。この・

は最後に議論したいというふうに思います。町が示されている今後の課題という部分なのです。こ

れを実は先般、最後に順次議論をしてきているのです。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君）  続けてやられたらどうですか。町立病院、給食センターやったのだから、

各種公共施設の改修等についても。 

○委員長（及川 保君） ・のレジメに出されている部分は最後にしようと。最後にこの部分はや

りましょうと。それで、町が示されている第５章第１節の今後の課題というところの３各種公共施

設の改修等、この部分を議論したいということです。失礼しました。インフラ整備はおよそ進んだ

のですけども、将来的にはコミセンだとかいろいろ施設の老朽化が課題であろうというまちのプロ

グラムの中では当然、この特別委員会の中でも出てはいるのですけども、改めてそのあたりの議論

をしておき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） 10 番、大渕です。私が思っているのは、各公共施設の改修等では時期に財

政的な状況を見て見直すと書いているのです、この中に。ですから、ここのところを云々する気は、

僕はないのです。それで、この間言ったのは、今、委員長はここの部分の議論をしようというよう

な提起をされましたけれども、私がこの問題提起をしたのはどういうことかというと、このことや

ライフサイクルコストや扶助費の関係、特に扶助費の関係の記述がこの中に今後財政硬直化を進め

るというような記述がちょっと僕は感じ取られる部分がなかったのです。ですから、今の言う公共

施設の改修等は記述されているのです。これがいいかどうかという議論になるのならまた別なので

すけれども。これをもうちょっと強化しなさいというのなら別ですけれども。私はこういうことや

ライフサイクルコストや、それから、今の扶助費の関係何かが総体的に今後財政硬直化につながっ

ていきますと、あと７年間あるわけですから、この財政改革プログラムの中にそういう記述がなく

ていいのですかというような意味なのです。私が言っている問題提起の意味は。ですから、この５

番に特化してここで議論をしようというふうに考えていない。もう１つ増収対策というのは、きの
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うから出ていますように、余剰金が出るというのは各種基金の積立の中に書かれているのです。こ

ういう理由で基金が積み立てる、余剰金２億が積み立てると。余剰金の表現がどうかは別にして。

そういう方向になっているのです。ただ、それでは、町民の負担と職員の負担だけで今度 20 億円か

らの町の財産が町直接の特別会計でなくなるわけです。そういうものの販売計画が、確かに今は不

景気だとは言っても、ここに書いているように売る努力をしますというふうにしか受けとめられな

いような記述でいいのかということだけなのです、僕が言っているのは。そこら辺のところでこの

５章の第１節の３に書かれていることについては、私は、これはこれでも構わないというふうに思

っているのです。そういうことでの発言ですからそこだけ一つそういう理解でお願いします。 

○委員長（及川 保君） 今、大渕委員のほうからありましたけども、先般の中で今の意見は出さ

れておりまして、その部分においてはそのとおりだという意見が出ております。それで私が今、冒

頭申し上げました各種公共施設の改修等、これは町がやはり将来の見通しについて書かれているわ

けですから、これは各委員の皆さんも当然そのとおりだという認識ではあるのです。ですから、こ

の部分は深く詰めてやる必要はないですね。ということで進めてまいりたいと思います。それで、

今、ライフサイクルコストが扶助費の中で今後高齢化がどんどん進むと、こういう中での対策を含

めてこうしなさいというようなものが皆さんのほうから出されれば、ぜひ、この部分を議会として

町側にぜひ示してまいりたいなというふうに考えますので、このレジメの、行ったり来たりで大変

申しわけないのですが、この部分ですよね。レジメで示されている・。先般出されましたけども、

それだけで途中で終わっていますので、この部分を詰めて進めてまいりたいというふうに思います。

大渕委員のほうからは今、将来的な扶助費の部分が町の見直し案の中には出ていないと、示されて

いないということであります。この部分は当然委員長報告の中でも報告してよろしいですよね。そ

のほか、この部分でありませんか、増収策も含めて。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 各種公共施設の改修等、そういった部分では今のこの文章に書かれている

部分で僕はいいと思うのですけども、レジメにある・の新たな増収策の確保についてという部分で

すけども。新たなものというのは、ちょっと私の頭の中で思い浮かばない部分があるのだけども。

今、実際、白老町が取り進めている町有地の売却、これを計画的に売却していきますという話はこ

の財政改革プログラムの中でもうたわれている部分です。ただ、今年度のげんき 10 月号に売却でき

る町有地の資料が出ていました。その資料に沿ってその町有地はどんな土地なのかと思って見に行

くと、このままでは売れないだろうという土地まで列記してあるのです。もし、本当に町有地を売

りたいと思うのだったら、行政だからあれでいいではなくて民間と同じような意識を持って、この

土地はこういうふうにして売りたいというそういうものを示していかないと、ただこれは町有地だ

から誰か買ってくださいというのでは誰も買ってくれるものではないと。まして、町で持っている

土地というのは住宅地のように真四角なものでなかったり、それから、水はけの悪い場所であった

り、本当にそういった土地が結構ある。それを売りたいといって出したって、なかなかそれを買お

うという人もいないでしょう、多分。だから、民間と同じような感覚でもって、もし、土地を売り

たいのなら売りたいなりの、やっぱりそこに多少なりのお金がかかったとしても、そこに販売した

いという意識がないとただの計画倒れに終わってしまうような形になってしまうような気がします。
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ですから、新たな増収というのではないかもしれないけども、そういった姿勢だけは、売りたいの

なら売りたいなりの姿勢をやっぱりしっかり町として持たないと僕は土地というのは売れないと思

うのです。 

○委員長（及川 保君） そのあたりの議論をしましょう。まったくそのとおりだと思います。15

番、吉田和子委員。実はこれ、総務文教常任委員会の中でこの土地の部分をやっていますね。それ

で、まちの考え方も含めてお聞きしているのですけども、そのときもそうなのですけども、やはり

お金をかけてやる考えというのは見えてこないのです。このあたりどういうふうに。15 番、吉田和

子委員。 

○委員(吉田和子君) すごく痛しかゆしだと思うのですけど、お金をかけてやったことが売れるこ

とにつながるかということもあると思うのです。今の家の建築率もすごく下がっていますし、そう

いった意味からいうと、家を建てたり、土地を買うという、今、時期的な、町民自体も、それから、

国民自体もそういったことを控えている時節柄みたいなものもあると思うのです。ただ、私、今回、

東京白老会に行かせていただいたのですが、たまたま東京の方が今、白老に家を建てて、そちらの

ほうに行くのですということで移住・定住策の関係でこちらのほうに来るというお話を伺って、ぜ

ひお待ちしていますということでお話したのですが、ぜひいろいろな方を誘ってきてくださいとい

うことでそばにいた方みんなに温泉分譲地もありますということでいろいろお話はしてきたのです

けれども、やっぱり定住・移住策の一つの方法として土地を売るということは、胆振東部のほうは

新聞に大々的に移住・定住策の土地の分譲の仕方というのをいろいろ工夫してやっています。そう

いったいろいろな工夫が白老町はまだちょっと一歩遅れているのかなという気はするのです。だか

ら、そういったことを含めるとやっぱりお金のかけ方だと思うのですけども、やっぱりもうちょっ

と宣伝をしていくということは、移住・定住策がまだ見えてきていない部分があると思うのです、

白老町は。だから、そういった部分でもうちょっと力を入れていくことで来た方がまた次の人を呼

んでくれる可能性がすごく大なのです。だから、そういった方々と連携をとりながら、移住・定住

策の中で一つ、人口減でもありますし、そういったことに少しでもつながるような対策をしていく

べきだなというふうには思っています。 

○委員長（及川 保君） そのとおりだと思います。今、氏家委員から提起されていますけども、

買いたいと思われるもの、やはり施策というのが何もないのです。そこがやっぱり今後のこの土地

売却については非常に課題となる部分だと思います。ですから、私が委員長として申し上げるのは

あれですけども、例えば減免というか税の部分の対策も当然中に入ってくるでしょうし、今、氏家

委員言われたような対策も必要でしょうし、吉田委員が今、言われたことです。そのあたり、皆さ

んのほうから何か提起があれば、ぜひ、まちに提言していきたいなというふうに思います。14 番、

氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。私はすべて町有地を見てきたわけではないです。ただ、

まち中にあって、道路一本挟んで片や宅地として使えるような土地になっています。そこの土地と

道路一本挟んだところの土地、同じ価格帯なのです。それでは、同じ町有地であってどちらを買う

かといったら、同じ価格だといったらそちらを買います。ちゃんとした住宅をもう建てられるよう
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になっている場所、配水設備もちゃんと整っている場所を買います。道路一本挟んで向かい側の土

地が、もし、荒れ地で低みで水のたまる恐れがあったり、そういったところの土地というのは同じ

価格帯では買わないです。普通、民間だったら。だから、行政にはやっぱり民間的な発想をちゃん

と持ってもらいたいと私は思うのです。売却という部分で町がそういったものを売却して増収益に

つなげていこうということで考えるのであれば民間的な発想を持たなければならない。だから、そ

こにお金をかける必要はないと僕は思うのです。そこに投資をするのは買った人が投資するわけで

すから。でも、同じ単価では合わないです、はっきり言ったら、買うほうだって。自分が買う立場

になったらそうです、やっぱり。ですから、そういった面ではやっぱりそういった単価的な見直し

だとか、場所によってはそういった工夫も必要ではないかなと僕は思うのです。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。今、土地の部分で出ています。10 番、大渕紀夫

委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今、氏家委員が言われたのは、43 ページの町有財産の売

却の部分だと思うのです。これを具体的に進めるにはどうかと。それで、ここにはちゃんと何区画

ずつ売ると書いているのです。それはそれで今の議論は結構だと思うのです。それで、私が思って

いるのは何かというと、54 ページにある旧土地造成会計等が所有する資産の売却計画、ここの部分

なのです。これが何十億という金額なのです。ここのところは、確かに売れなかったら困るから財

政改革プログラムの中には入っていないのです。カウントされていないのです。しかし、ここのと

ころをやらない限り、例えば好転するということは考えられないのです、はっきりしているのは。

だから、第三セクター債を使って、今、町有地にするというわけでしょう。この土地開発公社の中

には多分、この 43 ページに出ているこういうものにも使える部分もきっとあるかもしれません。ま

だ土地開発公社の土地ですから。ですから、そういうものをもっと生かして、ここの部分から例え

ば 43 ページの町有財産の売却、具体的に収入になるような方策がないのかどうか。 

 それから、これだけの土地があるわけでしょう。ここに面積書いています。それで多分、港と工

業団地で貸している収入だけでも 3,000 万円以上あったと思うのです。開発だとかいろいろなとこ

ろに貸している土地の収入というのが。それを、これだけの土地があるのなら、もっともっとセー

ルスして、貸して収益上げられないのかとか。これは何も土地が減らないけど、貸せば収益上がる

わけです。そういう発想というのは、今、氏家委員が民間の発想というのだけど、こんなにたくさ

ん土地があって寝かせておく必要ないのです。借りるところがあったら、安くても貸せばいいので

す。町の収入になるのです、何も労力いらないで。そういうことをもっと町は考えるべきではない

かと。町の職員自らが考えて増収を図れる。もっと細かいことを言えば、ここにたくさんあるでし

ょう、自動販売機。あれはどういうふうになっているかということです。あれで収入得ることがで

きると思うのです、僕は。それは、金額少ないです。例えばの話。そういう発想が逆に言えば、氏

家委員の言う、民間の発想というのはそういうことを含めた、例えば、今、公営住宅 500 円の駐車

料金いただくということになっていっているでしょ。だけど、美園団地に行ったら、ほとんど違法

駐車です、ずっと。そこをやっぱり駐車場つくって整備して、そこにかかる金額より以上の金額が

何年かで取れるのだったら、やっぱりそういういろいろなことを町自体が、固定資産税上げるとか、
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職員の給与をカットするというのはすぐできるのです。そうではなくて、汗流してそういうことを

やるようなことをこの中になかったら、町民は認めないのではないかと私は思うのです。そういう

視点が必要ではないかということで言っているのです、実を言えば。実際に貸して、確か 3,000 万

円ぐらい利益得ているわけですから、そういうことが必要ではないかと。同時に 54 ページの土地を

やっぱり売らなかったら、どうにもならないのです。苫小牧の港開発でやっているのは、30 億円か

けた土地を３億円で売るというのです、今。それが今、反対か、賛成かで大もめにもめているので

しょう。やっぱり売らなければだめな時ってあると思うのです。だから、そういうことを含めて考

えているのかどうかと、この中から読み取れないものだから、そういうことがやっぱりこの改革プ

ログラムの中に反映させたほうがいいのではないかなという気がすごくしているという意味です。 

○委員長（及川 保君） わかりました。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私も増収をどう図るかというのは大切なことで、逆に税金が逃げて行って

いるような状況だと思うのです。大手の会社が撤退をいたしまして、もう建物は全部撤去された状

態でございます。また、大きい宿泊施設を持っているところも今は閉めたままの状態になって、そ

の持っているところが今後どういうところに売却されてどうなのかということもまだはっきりとし

ていない。石山工業団地にトヨタ関係の部品をつくる会社も土地は買ったけれども、とりあえず今、

凍結していると。こういった中でやはり私は、本当に企業誘致だけを行うような方を選任すべきで

はないのかなというふうに思います。例えば産業経済課の方がいたとしたら、ベーグルも売ります、

白老牛バーガーもやります、タラコもやります、それで、片手間に土地やそれもやりますでは、私

はだめだと思うのです。やはり増収を図るための企業誘致専門の方を一人置いて真剣に取り組むべ

きだと思います。先ほど、吉田委員からも出ていましたけども、その辺の仕組みづくりが工業団地

を売却することで精力を非常に費やしている自治体のところから見ると、ＰＲがやっぱり、申しわ

けないけど、私、白老町は下手だと思います。よそはもっと上手にやっています。千歳あたりはも

っともっと上手に真剣にやっています。こういったところをやはり力を入れていかなければただ単

に持っていても簡単に売れませんし、場合によっては、その工業団地の値段そのものも大幅に見直

してやるということも必要になってくるのではないのかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 今、工業団地の売却、そして、売却方法、それから、企業誘致のあり方、

この大きな部分です。町は、企業誘致は精力傾けてやってきているはずなのですけども、一所懸命

やっているのだろうけども成果が上がらないという部分がやっぱり今後の課題です。７番、玉井昭

一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。今、皆さん言っているのはそのとおりなのです。私もそ

う同じように思っています。ただ、今まで私も役所とも交渉しました。例えば小さなことだけど、

道路が新しくできました。土地が部分的に三角地ぐらい残りましたと。それをその近くの人が利用

したいから分けてくれないか。そうしたら、正式な土地の値段と同じではなければ分けられないと

いうのです。これは今、氏家委員が言っているのと同じなのです。これは 20 坪ぐらいの土地です。

家も何も建てない。それこそ残存というか、自然に残ってしまったやむを得ない土地なのだけど、

これを畑として勝手に使わせてもらっている部分は何も言わない。だけども、売ってくれと言って
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いるのに、なぜ、売らないのか。こんなもの誰も買わないのです。そこにいる人が売ってくれ、分

けてくれというのに売らない。これは売るべきです。当然、安くして。半値でもいいのです。民間

だったら３分の１の値段でもいいのです。そういうふうに売るのです。私ならそうしている。例え

話です。それで、この前旭化成が残してくれた土地があるのです、町に寄付してくれた土地。それ

は何かというと、岩倉団地がある、旭化成団地があるところの山側の土地なのだけど、ずっと温泉

の権利もあって売れなかった。その土地が確か 10 コマぐらいあるのかな。正確ではないですけど、

やや 10 コマぐらいある土地を町に分けてくれた。だから、商工会の人たちがそこをタダでもう売却

してくれと。タダで売れば、家は建つのです。買う人がいれば。ずっと何十年も売れない土地だか

ら。もらったのです。だけども、それはタダでは売れない。いや、タダでもなかったら買わないよ

うな土地なのです。ずっと今まで 30 年ぐらい売れないのだから、あそこの土地になってから。売れ

ない土地を町に寄付していったわけです。それで、商工会の土地を売却する人たちに何とか協力し

てくれないかということで依頼があったわけです、町から。だけど、その土地を委員会では、これ

はもう売れないからタダで分譲しようと。山に面しているところだから整地もしなければならない

わけです、買った人が。そんな不便な土地なのです。例えばの話です、これは。だから、そういう

土地を売ったら、買う人いないのだから、今まで残っているわけだから。もし、タダでもいいから

売ったとして、土地の固定資産税はタダだから入らないけど、家が建ったら、その固定資産税は入

る。家の固定資産税は入るのです。それを徐々に長い期間で元を取るだろうという考えでみんなそ

ういっているわけです。それだったら、例えば逆に、業者がその 10 コマの土地をお金を出し合って

買ってもいいのだと。それは正規の値段ではないです、安くです。そして、家を建てて売るかとい

う話もあるわけです。だけど、それにうちは乗ってこないのです。例えば 10 コマあるから 60 坪ぐ

らいずつにしても 600 坪あると。そうすると、もともとは５万円ぐらいの土地です、温泉つきだか

ら。それが１万円ぐらいで売るのだったら、業者みんなで買うかという話も出したらしいのです。

それも乗ってこない。そういうことだから、もう最初の決めている値段で売らなかったらだめだと

いうふうに町は。融通がきかないのです。だから、そうであれば土地何か売れないのです。ことし、

すごく内地は暑かった。話変わるけど。30 何度もあって、それが何カ月も続いたものだから、もう

いやになっている。それで、北海道で、でき得れば雪の少ないところでいい土地ないかということ

になったら、白老がやり玉に上がったらしいのです。つい、きのう、おとといの話らしいけど。東

京でそれをＰＲして人を集めたわけです。約 1,000 人以上集まったというのです、興味のある人が。

うちの家内も行っているのだけども、実は。それで、電話で聞いたからわかったのだけど。移住・

定住の問題です、それは。だから、そういう問題もあって北海道に移りたいという人がいるなら、

吉田委員も言ったように、一人、二人でもいいから、そこから始まっていって、人口増の話をすれ

ば、人口増になれば、当然、財政増になるわけです。財源増に。人口が減ったのが一番原因なのだ

から。何回も同じことを言うけど。だから、そういうつくり方をもっとＰＲしてやっていくと。役

所ももっと柔軟に対応すべきだと私は思う。 

○委員長（及川 保君） わかりました。方法論としてはいろいろ考えられるのでしょうけども、

大筋においては、今、玉井委員がおっしゃったことは皆さんがおっしゃったことと同じですよね。
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思い切った、その土地を例えば投げておかないで、何十年も投げておくわけですから、その間に取

れるだろうと。損して得を取れというようなことなのですよね。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に公有財産というのは、適正な対価なくしては売却できない

のです。ですから、それは当然、職員はそういう法律に基づいてそういう対応をしますから、何ぼ

小さな土地でも評価額が５万円あったら５万円で売らなければならないのです。ただし、これを安

く売るとすれば、やっぱり議会の支援がいるということなのです。議会が適正な対価をなくして公

有財産を売っていいですと議決を取らなければ売れないということです。ここだけはきちんとして

おいたほうがいいです。だから、町が勝手に５万円のものを２万円で売ってもいいということには

なっていないのです、法律上は。だから、５万円は５万円で処分しなければならない。ただ、２万

円で処分したいということは、町が損を被ることだから、それは議会の議決をもらった中でなけれ

ば処分できないということですから。ここだけはきちんと理解しておいたほうがいいかなと。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今の玉井委員のお話なのですけど、僕、お話を聞いていて思ったのは、本

来であれば、そういったような土地を旭化成さんが町のほうに寄付をするのだというような情報が、

もし、先に商工会なら商工会の建築部会の方々が察知していたとすれば、町に寄付される前に直接

建築部会の方々が旭化成に交渉して、直接その土地を寄付される金額とどの程度のあれはわかりま

せんけども、交渉して手に入れるというのが私は本来的なことであって、それが一たん町に寄付さ

れたものを安くすれといっても、なかなかやっぱり局長のおっしゃったようなことになってしまう

のかなとちょっと感じました。 

○委員長（及川 保君） この不動産の部分というのは、それぞれの委員の皆さんご承知のように、

やっぱりシビアな部分も実はあるのです。この議会の中でも、例えば一般質問だとかそういうもの

に出てくるわけです。だから、非常に難しい部分ではあると思うのですけども。７番、玉井昭一委

員。 

○委員（玉井昭一君） 今の局長の話、そう言われたから、ちょっと僕は提案するのだけど。やっ

ぱり僕が言ったような土地が数多くあると思うのです。それはわからないわけです、議会も。そう

いう売却してもいい土地はやっぱり提起してもらえば、議会だって、これはやっぱり売るべきだと

なると思うから提起してもらう必要があります。それはどうすればいいかです。 

○委員長（及川 保君） 答弁するわけではないのだけど、総務のほうで実は調査しているのです。

それで、そのとき、委員長として報告のときに、きちんとこの部分を分けて整理しなさいというこ

とは言っているのです。たまたま実行されていないだけの話で。 

 ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。だから、整理されていないではなくて、整理しなければ

ならない時期なのだから、今。それでやっぱり、数集めれば財産になるのだから。金銭的な財産に。

だから、それに変えるべきだと思うから、これは早急にやっぱり出してもらわなければと思います。

これはみんな同じだと思います、思いは。無駄に税金の取れない土地があるわけだから、これはや
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っぱり安くても売れば、必ず固定資産税入るのだから、微々たるものでも。そうしたらゼロではな

い、プラスになります、間違いなく。だから、売ればいいのだと僕は言っているのだから。だから、

財政課で同じ金額で売らなければならない、議会の議決がいるのだったら、それを早急に出しても

らって、そして、議決すべきです。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 43 ページの先ほど大渕委員の言われた町有財産の売却の中に、「行政財産、

普通財産問わずに行政目的として活用が今後も見込めない土地についても積極的に売却処分を進め

ます。」というふうに言っていますよね、今後の見直しの中で。ですから、総務の委員会でも本当に

きちんとデータベース化していなかったのです、余り。ひと目でわかるようにするべきだと。そし

て、具体的に売れるとか、売れないということがちゃんとわかるようにしようという話も提案して

いますので、今後これがきちんとされているかどうか、本当に一番大事な部分だと思いますので、

これは今後また検証しながら進めていくということで。これを事細かにまた議論していっても何か。

これに尽きると思うのです。 

○委員長（及川 保君） 大筋において、氏家委員のほうから提案のあった部分というのはそれぞ

れ、工業団地にも入りましたけども、非常に増収対策としては大変大きな重要課題だと思うのです。

だから、やっぱりそこをこの特別委員会が改めてまちに示すと、議会が示すという形にもっていき

たいのですけども。そのほか、何か。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、この不景気の中で売り地という看板立てて、ずっと何年も放置されて

いるのがすごく見えて、いろいろな方法があるのだけども、かなり難しい。その中でどうやってや

っていくのかという問題だろうという気はするのです。寝かせるところは寝かせても、活用できる

ところは活用をどうやってするかという話をするときに、今、吉田委員が言った、この前の総務文

教常任委員会の中で財産の管理の仕方というのが旧態依然としていて近代化されていないのではな

いかと。それで、それをどんなふうにデータベース化して売れるものは何か、貸せるものはどんな

ものかというそういうようなものをボタン一つできちんとそれが出てくるような、そういうものが

必要ではないかと。今、この便利な機械を使っている中でいちいち紙をめくって調べなければなら

ないような、そういう管理の仕方はないのではないかという話をしたはずなのです。ですから、そ

ういうものを全部データに入れておいて、そして、こうやれば、お金をかければ売れる土地だとか、

それから、こんなふうに活用したいとかという種類分けにする。あとは、すぐに貸せる場所はどこ

だと。そういうものが一瞬のうちに出てくるという、そういう管理の仕方をして、そして、一つ一

つうまく利用していくという、そういう姿勢が町民に必要なのではないかと。本気になってそこを

考えていないのではないかという、そこの指摘というのはきちんとすべきだし、それがないとやは

り町の姿勢、今、いろいろ話が出てきたのも町の姿勢がこの財政難に向かって、もっと真剣ではな

いのではないかと。増収といったって、大体そこの部分しかないわけでしょう。あとほかに何かあ

るけども、かなり手を入れて、いろいろ工夫しながらやっていく、それは、今までもやってきたこ

となのだし、これからもやっていかなければならないことなのだけども、そういうすぐにお金にな

るような部分、あるいは利用できる部分、そういうものを本当にもっと真剣になって考えなければ
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ならないのではないかというのが１つです。 

 もう１つ。ついでだからもう１つだけお話したいのですけども。私、これはどうなのだろうと考

えているのは、上乗せ・横出しサービスの禁止というのが出てきているのです。前からも話されて

いるように、人口減で、そして、高齢化社会の中で扶助費がこれからかかっていくだろう。それで

は、どんなまちをつくるかといったときに、福祉を充実させて、それを中心にしたまちづくりとい

うのはどうやったらできるのかというのを考えなければならないときに、上乗せ・横出しを禁止し

ますと先にそれを言ってしまうと、国の言うとおりにやりますということしかないわけでしょう。

町がどこに重点を置いて、どこにお金をかけるかということをきちんとしなければ、まちづくりが

できないのです。国の言うとおりのまちづくりにしかできないとなれば、これは将来というのが見

えてこないわけです。だから、本当に町の姿勢というか、まちづくりの姿勢というのはどこに重点

を置くのかということをもっと描き出さなければならないのではないかと。それを邪魔しているの

がこのサービスの禁止という、こういうものの考え方ではないのかなと。本当に必要であれば、サ

ービスをしながらでも進めていかなければならない部分というのはかなりあるのではないかと。そ

んなふうに考えてはいるのですけど、このあたりはまた後で。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど、僕、町有地の売却の話をしましたけども、むやみやたらに手をつ

けろという話ではないのです、僕の言っていることは。ほしいという人がいたら、その人との話し

合いの場に立てるか、立てないかだと思うのです。それで、局長が言ったとおり、土地の価格は変

えられないのかもしれないけども、ここまでしたら買いたいという人だって中にはいるのです。で

すから、10 月のげんきに出た、ああいうものが出た以上はほしいという人が何人か行っているはず

です、窓口に。それにちゃんとした対応をとれていないだけの話だと僕は思います。もし、議会の

議決が必要であれば、こういった話が来ていると。議会どうしますかとあったっていいわけですか

ら。そこで切ってしまっているから、いつまでたっても残ってしまう土地というのがどんどん出て

くると。ですから、ちゃんと町民と向き合う姿勢を行政は持たないとだめです、売りたいというの

だったら。ですから、むやみやたらにここの土地を整地して、土を入れて、配水を入れて、皆さん

買ってくださいといったって買う人がいなければ買わないのです。先ほど、玉井委員が言ったとお

り、家の土地のすぐ隣に 10 坪ほどの土地があるのだけども、そんなもの誰も買う人いないだろうと。

自分しか買う人がいないのだったら。そこをどうやったら買えるかとか、どうやったら相談に乗っ

てくれるかという相談体制をちゃんと整えることが大事です。だから、むやみやたらに金をかけて

売るのではなくて、ほしいという人がいたら、その人の話をしっかり聞く体制、そして、議決が必

要であれば議会にかけて進めていけばいいではないですか、そうやって。それをやらないのがやっ

ぱり行政だと思うのです、僕は。そこだけちょっと勘違いしないでほしいなと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 増収策、どう確保していくかということなので言及しておきたいのですけ

ども、やはり旭化成さんの、今、きれいに整地されて建物もなくなった土地、これも町の依頼によ

って井戸３つ、そして、水処理施設、今度、企業が来たときに水処理できるような施設、若干そう
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いうもののパイプは残しているということでございますので、まず、これに相当やはり精力を傾け

て、旭化成さんとも一緒になったり、あるいは、私も今回、東京白老会に出席させていただきまし

たけれども、あらゆる人脈を駆使しながら、旭化成さんの土地を将来的に町が寄付をいただくとい

うことになるのであれば、本当に精力を傾けて企業誘致をすると。旭化成さんの今、持っている土

地の所に企業誘致をすると。このことを全精力を傾けてやっていただきたいということを申し上げ

ておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

 皆さん、これはどうですか。企業名は入れられないとは思いますけど、この部分に精力を傾けろ

と、全精力を傾けろというぐらいのきつい報告してもいいですよね。きついというか、全精力を傾

けろと。ただ、これは企業誘致全体にも言えることですから、特にここに限って、どうですか。入

れなくても。この企業誘致の中でこの部分を入れていくということでいいですね。 

 それでは、どうですか。土地の部分では皆さんから出されている、大筋においては同じ、皆さん

同意してもらえるかなと思いますけども。今まで出された部分です。まとめ方はお任せいただきま

して、民間的発想、それから、工業団地も。区分けして報告したほうがいいかなと思っています。

普通財産と工業団地の部分、区分けして報告するようにしたいと思います。何かありますか。７番、

玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。先ほど、局長が言われた、土地を残存地があるなら議決

をしなければならないということの、その意味をもっとビシッと入れてほしいなと思うのだけど、

民間的発想というだけだったら柔らかすぎて、ならないと思うのです。もっときつくギュッと書け

ないのかな、何か。いっぱいあると思うのです。何カ所かではないと思うのです。だから、大変だ

から置いてあるのではないかと私はそういう推理をするのだけど。 

○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会で調査した時点では、委員長としてはそういう報告、

玉井委員が今、言われているような報告をしているのです。タダですれなんては報告していません

けども、安価な、飛びついてくる、買える、この土地はこうなのだけども、これならいいと、買う

というぐらいの方策で売りなさいという報告は、実はしているのです。 

○委員（玉井昭一君） その結論は出るのですか、近々。 

○委員長（及川 保君） 報告はもうすでにしているのです。９月の委員会できちんと報告してい

るのです。 

○委員（玉井昭一君） だから、それを実行するのか、しないのか。いつ実行するのだというよう

な。 

○委員長（及川 保君） 実行する、しないは、また。ただ、この特別委員会でもそういう報告を

するということで、しますので。 

○委員（玉井昭一君）  だから、それを厳しく言ってほしいと言っているのです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。厳しく、売る対策をしなさいと。それから、大渕委員か

らも出ていますけども、工業団地の貸しつけ。普通財産の中でもそういうものもあると思うのです

けども、収入になる、収入にさせる対策も必要だということも報告の中に入れていきたいというふ
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うに思います。 

 ほか、ございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。土地の話はとりあえず、大体もう出たと思いますので。

斎藤委員が先ほど言われていた部分、新たな増収益という部分では、玉井委員がよく人口減が原因

なのだと言いますよね。人口を何とかふやす、または維持する方策というのが、やはり増収にとっ

ては大切なことだと私も考えるのです。そのためには、今回の議会懇談会等々でも出ましたけども、

委員長一緒でしたから聞いていると思いますけども、高齢者がもっといろいろな、例えば買物にし

ても、交通の便にしても、何とか自分の生活が、身の回りのことができるのであれば暮らしていた

いのだと。それができないから、みんな離れていくと。高齢化とともに。僕は、これから先、どん

どんそうやって高齢化が進んでくる、平成 27 年をピークに。そういった時代がもう目先に来ている

わけですから、白老町がやっていないわけではないです、見守りの関係で携帯電話の部分もやって

いますし、げんき体操だとかいろいろな形の中で高齢者の見守りの環境づくりはやっていますけど

も、そこをやっぱりもっともっと、高齢者の方、または、独居になられた方々が安心して暮らせる

ような環境づくりをちゃんと、ビジョンをちゃんとつくって、白老のまちはこうなのだというもの

をほかのまちにも訴えていけるような形のものを構築していくことがやっぱり一番大事なことにな

ってくるのではないかなと。確かに企業誘致も大切です。でも、企業誘致、企業誘致と言っていて

も、なかなかやっぱり今のこういう経済状況を見ると難しい部分があります。でも、高齢者の方々

というのは、そういった生活の環境を整えてあげることによって、例えば白老町をついの住みかに

していく方々もやっぱりいらっしゃるような気がするのです。ですから、そういった面では、高齢

者の方々であっても、長く白老町に住んでいただければ、やっぱりそれだけ白老町の増収にも私は

つながると思うのです。そのための施策もやっぱり大事な部分だと思うので、今回のこのプログラ

ムの中にそれをどう載せるかというのは難しいかもしれないけども、でも、そういった考え方がま

ちにないと僕は人口減なんていうのは歯どめもかからないと思うし、先ほど、斎藤委員が言われた

のも多分そういった面での話だと僕は思っています。僕は、その横出し云々というのは、そのとき

の政治、そのときの政策、私は今、国が子ども手当だとかいろいろな部分で手厚くしようとしてい

る考え方においては、横出しの部分は、白老町としては、今はまだ抑えておいてもいいような気が

するし。またこれが政権が変わり、政治が変わるようであれば、白老町は白老町なりの独自の方策

を今までどおり、前だってそうですが、考えていけばいいことかなと私は考えますので、それも含

めてそういった方々に住みやすいまちづくりの環境を整えていくことが、やっぱり人口減に一番効

果的なことになるのではないのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 人口増の対策、今、氏家委員から出されました。この人口増対策は、す

べてつながってくると思うのですけども、企業誘致も含めて。今、言われているように、企業誘致

一点だけで人口増対策は厳しいと。そうであれば、高齢者の部分もきちんと対策することによって、

また居ついてくれるし、来てもらえる可能性も高くなると、こういうことですね。 

 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） そのためにやっぱり白老町は出さなければいけないものは、多分出さなけ
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ればいけない。例えば、今、必要とされている小規模老健にしたって、白老町には本当にまだまだ。

小規模・多機能型のそういった施設が必要とされているにもかかわらず、なかなかその方向性が見

出せていないというのが白老町の今の現状です、はっきり言って。そういったことも今後の白老町

の高齢化社会に向けた福祉政策の中でやっぱり考えていかなければいけない課題だと思うのです。

確かにお金はかかります。お金はかかるかもしれないけども、それとトントンであれ、何であれ、

白老町がこれからどういうまちを目指していくのか、どういった政策に取り組んでいくのかという

こともプログラム上、言葉でしか載らないのかもしれないけども、しっかりそういった部分も僕は

載せておくべきことかなと思うのです。ですから、白老町の今後のやっぱり福祉施策については、

僕は重要な人口減に歯どめをかける一番メインになるテーマではないかなとそう考えています。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 上乗せ・横出しサービスの廃止について、ちょっと言及ありましたので、

ちょっと私は違った考え方を持っていますのでここでお話をしておきたいと思います。と申します

のは、これはあくまでも国や道の制度へのさらにプラスしての上乗せや横出しの行政サービスは原

則廃止していますということです。それにさらに社会的弱者への事業を除き、財政再建中は原則実

施しないとしておりますが、財源確保を含め十分検討し、判断いたしますということでこういう押

さえ方をしているわけですから、これについてこれ以上やるとすれば、それでは、今回の見直しの

中で一番大きかった部分、これは町民法人税と固定資産税ですけど、20％もアップされているわけ

です。これを一切見直しもしないで、さらに国や道にプラスして横出しなどを町としてするべきだ

と。人口をふやすために、それはやってもいいと、こういうことにはならないでしょう。私はそう

思います。 

○委員長（及川 保君） この辺は合意を得られれば出しますけども、いろいろと難しいでしょう。

町も考えながら、これは検討しながら進めていくというわけですから。原則禁止とはしていますけ

ど。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前 １１時０５分 

                                           

再  開   午前 １１時１６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。 

 この部分で今、皆さんいろいろと土地の件で議論をされました。大筋において、この部分は委員

会の報告として示せるだろうというふうに考えます。 

 それで、先般の会議の中で大渕委員のほうからも提言されていますけども、この見直し案の中に

含まれていない部分です。土地は含まれているのですけども、今までの皆さんの意見をきちんと報

告に入れてまいりたいなというふうに思いますので、この扶助費の増大が間違いなく、町の負担と

なってくるのは間違いないだろうと。このあたりの対策をきちんとしなさいと。ここに示されてい

ないのだけども。この部分についても、委員会報告の中で町に提言するということでよろしいです

か。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） これは皆さん、大体そのとおりだと思うのです。今後さらに加速する超

高齢化時代です。まちは、他のまちと比較しても大変進むであろうという予想もされているわけで

すから、ぜひ、この部分も委員長報告の中に示していきたいというふうに思いますのでよろしいで

すね、その方向で。 

 それでは、どうですか、あと。事務局のほうで、きのう、皆さんから出された議論をまとめてあ

ります。この部分に何とか合意を得られるものが見出せていければ、まちに提言をしていきたいと

いうふうに考えますので、ここを整理していきたいなというふうに思います。 

 論点１ 職員の定数削減（見直し）。いろいろ皆さんのほうから出された意見を、今、示されてい

るように、このくらいですかね。どうでしょうか。いや、違うという方、まだ何かあるということ

であれば、ぜひ、出していただきたいというふうに思います。読み上げます。１つ目、職員定数に

ついては、町の将来人口推計と類似団体の職員数値を元にして新しい算出方法に変更したことには

賛成するという意見。２に示されているように、職員の勤務実態は、議員には見えないし、わから

ないのであるから町が示した見直し案に基本的には賛成するものとしても、今後の３年間の推移を

見守り検証したいと、検証すべきと。それから、３つ目、財政健全化は途上であり、前プログラム

の計画数値の職員数を位置づけて遵守すると。こういう分別をしております。いかがでしょうか。

この職員定数削減の見直し案につきましては、大筋においては皆さん、この数値でいいだろうと。

まちの示した案でいいだろうというふうに私はとらえていたのですがいかがでしょうか。いや、違

うという意見がございましたら、ぜひ、出していただきたい。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。私はまったく今、委員長言われたとおりなのです。ただ、

全権委任されているということなのだけど、要するに３番目の意見の言われた方が出席されていな

いのです。それで、それはどういうふうな処置をすれば一番いいのかというのは、ちょっと私も判

断ができないのです。それで、もちろん、これはこれで認めます。ただ、条例改正案が出たときに

は個々の判断ですと当然なるわけです。だから、町は出してくるわけです。おおむね、これでいい

かということになれば、出してくるわけです。だから、全体がそれでいいということであれば、僕

はそれでいいと思うのです。でも、私も現段階では、ここにいらっしゃる方の中では２番目の意見

を述べられた方もいますけれども、基本的には賛成ですから、条例案には賛成だということになる

わけです。ただ、そうではない３番目の意見を述べられている方がいらっしゃらないというのはど

んなことになるのかな、これは。それはそれでいいですということで進むのだったら、私はそれで

いいと思います。私は賛成していますから、別に問題ないのですけど。せっかく、これだけの整理

をしているにもかかわらず、ここで議論がないというのは何かちょっと変ですよね、議会として見

たら。 

○委員長（及川 保君） 山本委員もこの部分についてはなかなか見えてこないという意見も出さ

れているのです。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 何度か、この委員会開いていますので、私もその中でいろいろ町側ともや

りとりをして、皆さん方のご意見も拝聴した中で、最終的には、私自身は、今回、町の見直しに関
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しては大きく分けたら給与ですよね。あと、理事者の給与は、今、ちょっといろいろ議論のあると

ころみたいになっているようですけども、私は職員の給与見直しと、理事者の給与も見直すべきだ

と思っていますし、管理職の手当も見直しすべきだというふうに思っています。ただ、この部分に

ついては、非常に民間的発想と比較した場合、一度計画したもので、これでやろうと決めたものに

関しては、業績が上向きであれば、それは、いや、もう少し多くしようとか何とかなるのだけども、

今の経済状況とかいろいろなことを考えると、一度決めた人数でできるのだと判断した場合は、そ

の計画はそのとおり実行するのが当たり前だというような考え方が私自身あるものですから、これ

に関しては、何度かの委員会での議論の中で、これは残念だけど見解の違いということで私は自分

自身でとらえまして、１番目の職員定数については、この・に賛成したいというふうに思います。

あくまでも見解の違いなので、これをずっと延べていても始まらないので、私は・のほうに賛成し

たいというふうに今は考えております。 

 ただ、今、大渕委員が言われたように、きょう、出席されていない方々が、はっきり言って、前

田委員や松田委員、違った意見だと思うので、この辺の取り扱いをどうするかというのはやはりあ

ると思うのです。 

○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。私は議論したほうがいいというふうに思っているのです。

議会ですから。ただ、出席されていないわけだから。これは我々の意志ではなくて、本人の意思で、

都合があって出席されていないことは事実でございます。全体の意志がそうであれば、ここはその

意志でいくしかないですよね。あとの条件は 16 日あるわけですから、そのときに意見が出ても、少

なくてもここにいる方は大勢そうだから、条例案は早い話が、変な言い方したら、通るわけです、

出してきたら。だから、それはそういうことで結構なのだけど、もし、できれば、議会として合意

が、今、山本委員が言われたように、私は今の山本委員に対して、これはあるのです、何ぼでも議

論はしたいと思っているのだけど、ただ、そういうことではなくて、そういうふうに合意されたわ

けですから、山本委員は。だから、そういうことが本当はできればいいのです。きょうは残念なが

ら、どんなことをしてもできない。いないのだから、できないのだから。あとは、進めて、16 日あ

るのだから、16 日どういう判断するかというだけで進めていくしかないですね、きょうは。そう思

います、僕も。 

○委員長（及川 保君） そうしましょう。今、大渕委員のほうからありましたけども、委員長と

してもやはりこれを、やっぱりおかしいという意見を出されているわけです、示しているわけです。

ですから、これを今おられる委員の皆さんについては理解を示されたというふうに判断しますので、

この部分だけできょうはとどめておきたいと。それで、いずれにしても合意を得たと、この部分に。

定数削減の見直しの部分については、きょうの委員会の中では、大筋においては合意をみたという

とらえ方でおきたいというふうに思います。 

 実は、この後についても、やはり同じような状況が出てくるわけです。このあたりをご理解いた

だきながら、次に進みたいと思います。 

 次、論点２でございます。一般職の給与削減の見直しであります。・職員のプログラムに対する
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３年間の着実な実行に対する評価と若い職員の今後のモチベーションを保つためにも町が提案した

給与削減の見直しは賛成するという意見が大勢でありました。・職員の 20％給与削減は、職員の生

活に現実として厳しいものがあると考えるが、町が提示してきた戻し率で本当に妥当なのかどうか 

という意見と、・町民の負担還元およびプログラムの理解度からいうと、提示のある職員給与の戻

し率は、２、３年のスパンで段階的に実施することも必要でないかと。こういう意見に大別される

というふうに思います。大体こういう意見の大別でよろしいですよね。山本委員は、ここについて

は戻すべきだと。先ほども言われたように、戻してあげるべきだという考え方ありますので。あと、

今、出席されている各委員の皆さんについては戻すべきだという考えでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） この部分も今、出席されていない委員さんから出されている意見です。

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ここの部分の議論は、きょう、松田委員がみえていないけども、松田委員

は２年から３年かけて戻したらいいのではないかという意見をずっと言っています。主張していま

す。でも、２年から３年ということは、２年でも構わないということですよね、はっきり言ったら。

それは僕、前に松田委員とちょっと議論した部分があると思うのですけども、今回の職員の給与の

自主削減の戻し率を議論するのではなくて、多分、山本委員もある程度の方々は、この財政改革プ

ログラムが順調に推移していくのであれば、例えば３年後の見直しのときには通常の給与ベースま

で戻してやったほうがいいという考え方だと僕は思っているのです。松田委員もそのとおりのこと、

20％の削減はきついと。だから、２年から３年かけて戻してやったらどうだという考え方ですから、

僕はその期間も、松田委員がそういう思いでいるのであれば、例えば期間も、今回、全部戻すわけ

ではないですから、自主削減。そういったところもちょっとそこに組み込んでおけばどうなのかな

と思うのです。 

○委員長（及川 保君） 20％を２、３年かけてではないのです。この 10％、今、示されている部

分については、２、３年かけなければいけないのではないのかと。 

○委員（氏家裕治君） 今回の提示の率を２年から３年かけてやったらいいのではないかという話

なのですね。わかりました。済みません。 

○委員長（及川 保君） 当初のとおりでいくべきだと。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。僕のとらえ違いでした。 

○委員長（及川 保君） いずれにしても合意をしたという考え方で進めてよろしいですね。 

 そういうことで次に進みたいと思います。論点３、管理職手当の削減見直しでございます。５番、

山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 前回のときにちょっと私も言及させていただいたのですけれども、これに

ついては、やはり管理職というのは非常に責任の重い仕事でもありますし、また、部下の面倒も見

てモチベーションを上げてやらなければならないという、そういう職務も私は含まれているから見

直すべきだという発言をしました。それで、最後のほうに大渕委員から私の発言したことを解説し

ていただいて、「山本委員は 25％そのものを戻すべきだ」というふうに受け取られた発言だったの
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ですけど、私は決して全額戻すということではなくて、あくまでも、この見直し後の 15％戻すと。

私はこういうつもりでお話したつもりです。決して、25％そのものを戻すなんていうことは、私は

申し上げておりません。というのは、職員の給与だって 20％から約８％ぐらいの戻しですから、管

理職手当だけ全部戻しなさいなんていうことにはなりませんから、余計、部下のモチベーションが

下がる一方になると思いますので、これはあくまでも計画どおりの見直し案に賛成です。 

○委員長（及川 保君） わかりました。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。きのう、私、お話したのは、そういうこと一つの論点に

なるだろうという意味なのです。それで、基本的には、私、15％というのは賛成です。おとといも

言いましたけど。ただ、ここでいない人の議論をするのではなくて聞いてほしいのだけど、例えば

松田委員が言っているのは、職員の給料は３カ年ぐらいで、３％、３％ぐらいで戻せとかという意

味でしょう。例えば、そういうことを満足させる手立てとして、理解してもらう手立てというか、

議会は合意をするということであれば、これもまた例えばです。基本的には、私は 15％戻すのは賛

成なのだけど、15％、１年間は据え置きしますと。管理職の手当は１年間据え置きします。来年か

ら戻します。その分については、どこへ使うかということは別にして、松田委員が理解してくれる

ということであればです。職員のほうが。それで、私は、そういうことだって議論の中身にはなる

と思うのです。言っている意味、わかりますでしょ。なぜか。それは町民との合意の関係なのです、

僕が言っているのは。皆さんがおっしゃるのは、ほとんどが、町民がわかってくれるかどうか。そ

んなの戻すの早すぎるとか言われたとかあるでしょう、いろいろ。そういうときに、いやいや、役

場の職員の、議会としては、管理職の手当は、本当は 15％戻すことになっていたのだけど、これは

１年間据え置きしてもらいましたというのは説得力ありますよね。それで、松田委員が給料を戻す

ということに対して、そういう措置をとるのであればというような、本人いないところで言ったっ

てどうにもならないのかもしれないけど、僕はそういう考え方も議会全体としてまとまればあり得

ることかなと。まとまらなければだめです。だけど、そういう考え方だってあるでしょうというこ

とを、僕はそういう視点で言っているのです。だから、議会全体が合意するというのは、やっぱり

それなりにいろいろなことを考えて、どうやったら全員が合意できるかということを考えなければ

だめだから。それで松田委員が、わかったとなるかどうか知らないけど、そういうことだって考え

られる中身ではないのかなというふうに思います。基本的には、そういうことがまったく皆さんの

中で俎上に上がらないと。そんなこと言ったってだめだということであれば、私は 15％戻すという

ことに反対ではございません。 

○委員長（及川 保君） 議会が町側に示す内容というのは、非常に今後重大な、個々の議員とし

て判断する本会議がございますので、そこを考えますと、やっぱりここでぜひ、できるものであれ

ば、全体の合意の中で進めるべきものだというふうに思うのです。そうであれば、今、大渕委員の

言われた部分というのは非常に大事な部分でありまして、個々の委員の、今ここに、この案どおり

ではなくてこうすべきだという意見も出されている委員もおるわけですから、そのあたりの議論も、

きょう、本当はしたかったのですけども、結果的に難しいので、でき得れば、そういう方向で進め

るということでどうですか、皆さん。15 番、吉田和子委員。 
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○委員(吉田和子君) 15 番、吉田です。今、大渕委員のほうから来ていない委員さんの意見も考慮

して、合議制だからということでお話がありました。私は、もちろん、そうだと思うのですが、町

民の方々の声にやっぱりきちんと説明ができるという、そして、説明するだけではなくて納得をし

てもらうということが大事だと思うのです。私も、きのう、ある会社の社長さんに言われました。

なぜ、議会は職員の給与を戻すのをやるのだと言うから、これは議会がやることではなくて、職員

の給与というのは人事院で決まっていることで、上げる、下げるは議会でやることではない。ただ、

条例はやるけれども、そういうことではないのですと。まして 100％戻すわけではないのですとい

う話もしたのです。そうしたら、少し納得しながらも、だから、水道料も下げたりとか、また、超

過税率についてはもうちょっと見ようかとか、今まだ議論の最中ですということで、きちんと町民

には説明できるような形で今、議会で議論していますという話をしたのですけれども、そういった

ことからいくと、職員の給与を戻すということには、まだ町民を説得できるのですけど、管理職と

いうことになって、給与は戻りますから、ある程度。だから、管理職手当については、今回は、管

理職の方々はこういった形でこういうふうに理解してもらいましたということをいうと、私は、町

民の方々は、少しは納得してくれるかなというふうに思うのです。だから、やっぱり私は、本当は、

きのうも言いましたけど、おとついも言いましたけど、15％元に戻して、その中の、もしかしたら、

別に予算で何か町民に還元できるものがあれば考えてもらいたいという話はしていましたけれども、

もし、そういった形で町民の方々が納得するというのは、かなりやっぱり厳しいのだなと私もちょ

っと思ったのです。ですから、そういった意味づけをきちんとしながら、町民の方々に理解をして

いただくと。そして、町民にはいつ説明するのだという話もその方はしていましたので、町連合の

やるときにきっと説明はするはずですという話はしたのですけれども、そういった形でやっぱり

個々の町民の方々というのは、見えていない方は何も言いませんけれども、見えてきている方はや

っぱりそのことに対してはかなり遺憾の意を示しているというのはありますので、やっぱり議会側

としても議員の合議制はもちろんなのですが、町民にきちんと説明ができるような形にしていくべ

きだというふうにとらえています。 

○委員長（及川 保君） 当然、そのことには行き着くのですけども、議会として示すためには、

やっぱり大渕委員の言われた、全体合意の中で進めていくというのはやっぱり筋だと思うのです。

そのことによって、その力も当然、増大するのでしょうし、議会としての。だから、そこをでき得

れば、そういう形に持っていきたいと、こういう考え方ですから。今の大渕委員の意見、皆さんど

ういうふうにお考えでしょうか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。僕は、この松田委員が言われていた、・番目の部分なの

ですけど、松田委員はここで管理職手当の部分に触れたときに、職員給与の見直しと同等の半分程

度と自分で言ったのです。 

○委員長（及川 保君） 言っています。 

○委員（氏家裕治君） 言っていますよね。ということは、前回、２段階、３段階で上げるべきだ

という議論から、僕はちょっと考え方が・・・。だから、僕は逆に今、大渕委員が言われた、その

議論を踏まえて管理職手当の話に至ったので、ちょっと僕はその辺を理解してくれたのかなと思っ
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たのだけども。議論は自由に交わしたけれども、そういう話になってきたのかなと、ちょっとそう

いうふうに考えていたのです。ですから、僕は大渕委員が前回から言われている 10％としての考え

方、きょうはちょっと変わって、１年間、ということは、来年の３月までの５カ月間ということで

す。それを据え置くという形の話をしたのか。その辺のあれがわかりませんけども。 

○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。私が言ったのは、あくまでも案であって、考え方が変わ

ったとかそういうのではなくて、僕がおとといから言っているのは、基本的には、僕はこういうも

のは戻すべきだという考えなのです、もともと。しかし、町民との合意や議会全体の合意を勝ち取

るために、いろいろな考え方を出し合って、それについていろいろな意見をみんなでぶつけ合って、

やっぱり一つになれるものだったら一つにしたほうがいいだろうと。それがみんな合意できればで

す。そのために僕は言っているだけであって、基本的には、僕は戻すべきという考えなのです。し

かし、今の町民の状況や松田委員が言われた、職員を戻す、僕は職員の給料はできれば全会一致で

戻してあげたいなと思っているのです。だから、そうであれば、そういうことで納得できるかどう

かは、それは本人だから全然関係ないと、そんなもの全然違うと言われたら、それで終わりなのだ

けど。そういうことで言えば、１年間なら１年間、やっぱり１年間、管理職の 15％戻すのは我慢し

ていただくというのも一つの考えでしょうと。しかし、町民還元がこれ以上何かの形で議会の合意

で得られていく状況もないとは言えないわけだから、そういうことを考えれば、僕は何も 15％戻す

ということに対して反対もしませんし、固執もしないと。戻すのは、基本的にはいいでしょうと。

苦労しているわけだから、いいでしょうと。しかし、そういう考え方、町民との合意の問題や、議

会全体が合意するために、そういう手立てがとれて合意できるのならやったほうがいいのではない

のかなという提起です。 

○委員長（及川 保君） 理解されましたよね。 

○委員（氏家裕治君） 理解しました。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 ９番、斎藤征信委員。この４番目の意見が実は斎藤委員がおっしゃっていた意見なのです。「管理

職手当までどんどん戻すことにはならない。」と、「管理職としての責任もある。」と、こういうご意

見を出されておりまして。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 管理職がその業務に対して一所懸命やっている、そのモチベーションを下

げてはいけない。こういうことは、基本的には押さえているつもりです。ただ、今、職員給与をな

るべく見直ししてあげようと、こういう中のものと管理職手当というのは違うのではないかと。そ

の観点の一つとしては、管理職としてこういう財政難をきたした直接的な責任ではないけども、や

はり町民に対して管理職としての責任というのをどこかで表さなければならないのだろうと。だと

すれば、これを少し我慢してもらうということは、これはあってしかるべきだし、町民は、それは

納得するだろうと。管理職も大変だけども、全部カットされているわけではないから、今の部分で

何とか頑張っていこうと。こういうことだってあるわけで。だから、今、話を聞いていて、あと１

年間、このカットのままいくという方法も、これも一つの責任のとり方かなというふうにも思いま
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すし、今度は 10％に戻すというものを 15％にする、それから、そういうふうに段階的に下げるとい

う方法も、これは確かにあるだろうと。これは管理職としての責任の表し方の一つかなというふう

に思うと。 

 それで、もう一つの理由というのは、町民合意の中でやはり財源としてどこで生み出していくか

ということは、ここの部分がかなり、金額的にはたいしたことないけども、やはり財源効果という

形でそれを町民サービスのほうにどこかで回すということも可能になるということを考えれば、こ

こは今、話が出ている、１年待つのか、10％までいくのではなくて 15％ぐらいにすると、こういう

考え方というのができるだろうと。私はそういうふうに考えています。 

○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。ちょっとわからないから聞くのだけども、誰か覚えてい

たら。仮にこのまま据え置きにすると。そうすると、逆転現象というのは起きないのですか。わか

らないですか、誰か。給与は上がるから同じかな。手当だけだからならないのかな。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 可能性としては、主査職までは管理職手当というのがないから時間

外をすれば、時間オーバーすれば時間外手当。だから、その加重によっては、そんなのまれにはな

いかもしれないけど、年間とても忙しくて時間外をかなりしなければならないという人は、当然、

管理職と逆転するという可能性も当然。それだけ労働しているわけだから。管理職も同じですけど。

それは、絶対企業でも同じだと思います。企業でもあり得る。だから、年収では可能。可能性の問

題です。 

○委員長（及川 保君） 今の斎藤委員の意見に対してどうですか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。関連あるからだけど、僕は、一番大切なのは何かといっ

たら、この後出てくる町民に対する還元を皆さん少ないとおっしゃっています。それを本当に議会

がそこは合意をして頑張らなくてはだめなところは、そこが一番頑張らなくてはだめなところなの

です。そこのところをどこに落ち着けるかというのがあるのだけれども、そのときに必ず財源問題

って出るのです。それで、町はのめませんと。例えば、町民還元は、町はのめませんという可能性

あります。例えばです。12 月から水道料金下げろと。だけど、それはのめないと町が言ったとき、

財源問題でも何でものめないと言ったときに我々がどういう対応をするかということになるわけで

す。そのときに、僕は基本的にはこれは賛成だけど、財源だといえば、ここを削ってくれと言える

わけです。そういうことも含めて僕は１年間ぐらいの据え置きという意味は、町民との関係なので

す。役場の職員の皆さん方をいじめるとか、そんなけちなことを言っているのではないのです。だ

から、そこら辺をやっぱり一緒に考えないとなかなか難しいなと。それと給料を戻すということも

含めて一緒に考えて、総合的にこの改革プログラムを町民と職員のためにどうやってつくり上げる

かということで議論しているわけだから。そこら辺が僕は、単独でやってしまったらちょっと違っ

てくるような気がするのです。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一君。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。言っている意味はわかるのだけども、ただ、当初、財源
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をつくるために、そうしたら、町民から優先的に財源をつくったかと。つくれたのかということに

なると、一番手っ取り早いのはやっぱり職員だったということになるわけでしょう。これはやっぱ

り忘れてはならないことだと思うのです。それを町民から財源をつくったというのだったら、今の

論法も成り立つと思うのです。だけど、理事者としては、一番やりやすいというか、職員が我慢で

きて、それでやれるから財源を 20％カットしたのだと。これはやっぱりそうなると、比べ方は片手

落ちになると思うのです。全面僕はそれを肯定するわけではないです。若干はあるかもしれない。

でも、その辺の考えは、公平にはならないと僕は思う。だから、ある程度、町民も負担があって、

職員と同じ負担があって、そして、今、そういうふうにするというのだったら話はわかる。だけど、

そうではないと思う。事の発端は。だから、今みたいな現象になってくると思うと僕は思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今、玉井委員の言われたことは、そのとおりだと僕も思います。ただ、皆

さん方、全体の意見です、僕もそうなのだけど、町民の還元が少ないと言っていることは事実なの

です。だから、これはこれでいいと。わかったと。僕はだから、基本的には反対ではないのです。

先ほどから言っているように賛成なのです。いいですと。戻すのは何も僕は問題ないと思います。

ただ、問題は、そのあと町民に還元されるという部分が本当にこのままで、町の案だけできてしま

うと、町民の皆さん納得できるのかと。職員の給料も半分戻して。町民の方から聞いている意見は、

そうではない意見のほうが私も多いのです、実は。だけど、基本的には、これは労働に対する対価

で、人事院勧告で決めている生活給ですから、給料を戻すということは、僕はもう、町民の方が言

おうとも私はそれはやるべきだと思うし、正しいと思っています。ただ、財政が若干よくなってい

るということであれば、やっぱり町民の還元が今の状況でいいのかどうかというのは、今、玉井委

員言われたように、これは別の議論としてあるかもしれないけど、そこのところはやっぱりある意

味リンクしないとおかしくなるのです。と、僕は思っているのです。だから、全部丸のみではない

と。議会は町の言うこと全部丸のみ何かしませんということを含めて、町民にやっぱりチェックを

きちんとしたということがわかるようなことをしないとだめだと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 委員長として、玉井委員の言われているのは、まちが説明していますし、

再三にわたって町長も言っていますから十分わかるのです。わかるのだけども、議会として、やっ

ぱりこのあたりのことをやらないと、いいよ、いいよと全部やりますか。そんなことではやっぱり

町民の理解はなかなか得られないと、こういう話。最終的にはそういう話なのです。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時５８分 

                                           

再  開   午後  １時００分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 先ほど来、出ております、管理職手当の削減の見直しの部分です。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私は、基本的には、この部分は手をつけないでこの案どおりにしたほうが

いいというふうに思ったのです。それで、この前のところで私は、１番にいろいろ議論を聞いた上
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で納得しましたというお話をしましたけども、僕は全体的な中で考えたときに定数管理の問題のと

ころで、要は最初の計画どおりで、もし、数年我慢してやれば、一人当たりの人件費、町の正職員

の人件費というのはものすごいやっぱりそれなりのものなのです。ですから、管理職手当どころで

はない話ですから、その定数管理等々でその分を何とか見ることができないかという考え方が私の

中にはあったのです。それで、この部分に関しては 300 万円でしたよね。わずか 300 万円を町民に

対して還元するといっても、町民一人当たりにしたらわずかなものであって、その 300 万円という

のは還元する財源にはちょっと足りないのかなというふうに思うのです。そういったことを考える

と、庁舎内の中で、本当は政治主導で、民主党みたいに政治主導でやればいいのだけども、それぞ

れ出身母体だとかいろいろ支援母体が違うから、我々の中で事業仕分けして、これ廃止だ、あれだ

とやったところで、これはなかなか難しい。逆に意見まとまらないと思いますので、庁舎内の中で

事務事業のさらなる見直しだとか、新年度予算に向けて内部でいろいろと検討した上でやれば、そ

のぐらいの財源は、僕はいくらでも出るというふうに思いますので、この部分に関しては計画どお

り行うべきではないかなというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） これからいろいろと残されている部分があるのです。ですから、その部

分でも、全体を終えた中でもいろいろと皆さんと合意を得られる部分が、合意といいますか、まち

としてその条件をつけられる部分が出てくるはずなのです。今の定数も含めて、何とかそういう方

向に持っていけるように進めてまいりたいというふうに思いますので、皆さんもそういう心がまえ

で議論を進めていただきたいというふうに思います。 

 どうでしょうか。この管理職手当の部分については。大筋においては皆さん、この案でいいだろ

うと。よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） それでは、次、論点４です。下水道料金の見直し。これは継続・効果額

修正の部分でありますけども、これも先延ばしするという、上げるという計画であったのだけれど

も、２年間据え置くと。こういう町側の案であります。前回の委員会の中では、これを 28 年度まで

延ばすようにしたらどうだという意見も出されました。また、２つ目には、「新財政改革プログラム・

改訂版では、町民還元という意味からも盛り込まない。」ということです。それともう一つは、上の

段の 25 年度がまた３年後の見直しの時期なのですけども、「その 25 年度の状況を見て判断すればい

いのではないか。」という意見と２つに分かれておりました。ここで議論を進めてまいりたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 下水道料金というのは、大変厳しい企業会計としてあるわけですけども、厳しい上の中で据え置

くという案が出されました。もし、これが据え置くということでいきますと、年間 3,200 万円、こ

の穴があくと、こういう状況になるのです。そこを町としては据え置くという決断をして、この案

に盛り込んでいるわけです。このあたりの考え方を含めて。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 下水道料金については、あと２年引き伸ばせないかという意見を述べてい

たのですけど、やはり金額が大きいわけですし、実際にはもう一回見直しをかけるわけですから、

このままでいいかなというふうにはやっぱり考えるのです。無理して 28 年まで延ばさなければなら
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ないという問題ではないかなという気はするのです。 

 ただちょっと。前に戻して申し訳ないのですけど。ちょっと聞きもらしてしまったのですけども。

管理職手当の金額というのはさほどではないのだけども、実際には町民にどういうふうに還元しな

がら合意を勝ち取っていくかという点で言えば、使用料・手数料問題のところに一つ問題があるか

なという気がするのです。文書の中でもなかなか利用が減ったり何かしながら計算できない状況に

ある。これは一番先に心配したことなのです。プールだとかスポーツに関連するものが全部上がっ

ていく。公民館の使用料もみんな上がっていく。そういう中で利用がどんどん減るということは大

変なことではないのかと。そういう部分の一部にでもどこかに充てることができないのかどうなの

か。プール何かもかなりサークルの使用も減っているみたいな話を聞いているのですけども、そう

いうようなところにつぎ込むようなことができないのかどうなのか。少なくてもそういうふうに還

元できる部分があれば。何とか浮かそうというところというのはさほどないわけですから、そのあ

たりを考える必要がないのかなというふうに思っていました。 

○委員長（及川 保君） 今、この欄ではないのですけども、ただ、使用料・手数料としては、今

回の見直しの中ではまだ議論も実は、私たちもまだ議会としても議論していませんし、今、改めて

提起をされたわけですけども。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今の件なのですけども、私も使用料・手数料を上げたことによって使用す

る方々の需要が減ったと。それによって効果が出なかったとか、あるいは逆にマイナスだったとか、

そういったこともやはり検証すべきかなというふうに思われるのです。先ほど、プールのお話で斎

藤委員のほうからサークル等も団体で借りる使用料も上がっているものだから、それも非常に回数

が減っているという話も聞いているということのお話があったのですが、まったくそのとおりでご

ざいまして、実際そういう実態があるわけなのです。ですから、その辺をやはり再度、吟味をよく

してみるということは必要ではないのかなというふうに思います。プールに関しては特に、いわゆ

る冬期の間閉めますという話があったものだから、利用している団体の方々もプールの使用料その

ものを値上げされるのと、それとも、閉館と、どちらを選ぶかというそういう２つの選択の中でや

むを得ないという判断をして、合意形成得られた部分も実は利用者のほうはあったのです。そうい

ったことも実際にありますので、そういったことも含めて考えたときに、やはり効果はどの程度だ

ったのかということを検証すべきだというふうに私も思います。 

○委員長（及川 保君） どうですか。改めて、これは最後の部分でやりますか。この使用料・手

数料。ちょっと今やってしまうと、またこの部分がとまって、なかなか前のほうに進まないもので

すから、その中で町との、言葉悪いかもしれませんけども、条件を提示する中で、全体の中でやっ

ぱりやっていかないと。個々に、単発にはなかなか難しい部分があるのだと思うのです。だから、

そういう部分で、最後のほうで詰めて皆さんと合意を得られるような体制にしていきたいなという

ふうに思います。それでご理解をいただきたいなというふうに思いますので。 

 どうですか。そういう意味で下水道使用料。 

［「いいです」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） 見直し案で進めるという形でよろしいですか。よろしいですね。 
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 それでは、論点５に進みたいと思います。ここも大変大事な部分であります。超過税率の実施 

（継続・効果額修正）ということになっております。先般の会議の中での意見がここに分別されて

列記されております。「緩和せずに超過税率を続けていくべきだ」と。これはなぜかというと、町民

サービスの質を下げないためということが１つ。それから、「1.65％について、より町民に恩恵が受

けられる水道料金の算定方法を変更したことはやむを得ないものである。」と。「全道の他市町村の

超過税率の実施状況を見てもやむを得ないものだ。水道の徴収方法の還元を前倒しして、職員給与

の戻しと同じ時期に要求すべきだ。」という意見が出されました。結構幅広く意見が出されておりま

す。一方では、「経済対策からして、この超過税率の緩和は非常に有効で、すべきだ。」と。もう一

つは、一般質問の答弁の中でも実は理事者は述べておるのです。「引き下げも考慮する。」という答

弁もあったということが１つあります。もう一つ、これは先般に出された意見です。「緩和しないと

いうことであれば、町立病院の改築問題をきちんと町民に示すべきではないか。」と。こういう病院

とのからみの中での意見も出されました。もう一つは、以前に議会が、全体がこのときは 1.65%で

一致したのですけども、結果的には 1.7％で最終的に決定をされたわけでありますけども、「1.65％

にすべき。」と、こういう意見もあります。 

 さまざまな意見出されております。緩和せずにすべきだという意見もあるのですが、大半はやむ

を得ないとか、条件をつけた中での意見が多かったかなというふうに感じるのですが、きょうのま

とめの中で皆さん、どういうふうにまとめていくか、改めてお聞きしたいと思います。ここの部分

も金額的には、4,200 万円という大きな部分が実はあるのですけども。1.65％という部分を考慮す

ると、大変大きな額になるわけですけども。前回、1.65％でまとまった、この特別委員会が、私と

してもこれが結果としてできなかった部分については、非常にじくちたるものがあるのですけども、

今回それの見合いの部分は対策しているという意見もありますけども、このあたりを含めて意見を

出していただければありがたいのですが。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。これはすごく大きな金額なのです。この 4,200 万円、前

回も議会の中でこの 1.65％についての議論をしたときに、この財源をどこに求めるかということが

すごく大きな議論の一端になったのではないかなと思うのです。例えば工業団地を売ればいいので

はないか、売るべきだということでずっといろいろな議論があったのですけども、なかなか、それ

は確定的に進んでいくような話でもないだろうということで対案として認められなかった部分があ

りましたよね。対案として出し切れなかった、議会として。それで、もし、それが議会として何か

の方法論としてまとまるのであれば、ここに手をつけてもいいような気がしますけども、これから

の白老町の財政も含めて税収のあり方、そういったものに目を向けたときには、ここにはなかなか

今、手をつけるべきではないと、私はそう考えます。確かに経済的な効果というのは、ここに手を

つけたときには、さまざまな経済効果というのは出てくるのかもしれないけども、でも、それを補

償するだけの白老町の税収につながるという何の根拠も私はないような気がするのです。いや、わ

かりません。わからないけども、副町長も確かに言っている部分ありますけども、もう少し白老町

のそういった今後の税収、財政のあり方みたいなものを考慮しながら、戻せるものは戻せる時期が

くれば考えていきたいという考え方なのかなと私は受け取っていましたけども。今回のこの財政改
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革プログラムの見直しの中では、私は見るべきではないと考えます。 

○委員長（及川 保君） そのほか、意見ありませんか。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私は前回もお話しましたけども、水道料金よりもむしろ超過税率を元に戻

すべきだという考え方を持っております。まず、この再建対策の大きな柱としては、７対３の議論

ありますけども、やはり７割の町の職員の負担、あとは、早期退職された方々、こういったものが

一番大きいのはもう十分よくわかっております。これが一番大きい。次に町民の関係ですけども、

大きいのは何かといったら、使用料・手数料よりもむしろ超過税率だったわけです。固定資産税、

そして、法人町民税、これがやっぱりメインだったわけですから、このメインの部分を見直ししな

いと、見直ししましたということの実感に本当に町民の方々、思うのかなと私は思うのです。単純

に考えても、この部分についてやったわけですから、この部分について町民が実感できる見直しを

ある程度してあげなければ、私は意味がないと思います。水道料金、これは確かに全町民に関係す

るかもしれない。だけど、一番最初の対策をとったときは、全町民対象というよりも、むしろ企業

を対象としたものに近いものもあるわけです。企業ばかりではありません。今、土地や家をお持ち

の個人の方々も含めて。これもかなりの町民の方々いらっしゃるわけですから。やっぱりその部分

を対象にしないで、そして、水道料金というのは、なぜ、そんな判断になるのかなというふうに私

は思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君） その辺で考え方の違いが出るのです。実は、私も委員長として申し上げ

たいのは、町として今、示されている満遍なく町民の皆さんからいただいているものを還元したい

と、こういう考えなのです。ところが、その満遍なく１軒当たりの額がどうかといったら、200 円

なのです。200 円だと町民に当然、７対３の部分はありますけども、本当にこれで皆さん、先ほど

吉田委員も町民の方の意見をお話されていましたけども、我々も当然、説明をする段階において、

ここにおいて非常に説明がなかなか理解得られないということを十分予想されることなのです。だ

から、今、山本委員のおっしゃったことも十分理解できるわけですから、ここをもう少し議論をし

て、煮詰められないか、いま少し、何か皆さん、こうだという意見がありましたら、どうぞ。９番、

斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私もよくわからないのですけど、超過税率を下げるということが経済対策

として効果が大きいということなのですが、確かにそうだろうと思うのです。広い大きな土地を持

っている企業にとっては、上がるということは今の景気の状況からいって大変だなという気はする

のです。それと同じように一般庶民の暮らしはどうなのかといったときに、やはりそれぞれの懐ぐ

あいというのはそんなに豊かではない、大変だというときに何を考えなければならないかといった

ら、広く皆さんに恩恵が当たるようになるのが、それが筋ではないのかと。商売で、企業でやって

いる方々にはいろいろな努力の中でそれをカバーしていただくしかないわけなので。それで、ほか

の市町村では、実際には以前から大半が超過税率をもらっているという状況からいっても、やはり

これはいたし方ない部分なのかという気がするのです。今、考えなければならないのは、広く皆さ

んの懐ぐあいを少しでも緩めてやるということの考え方に立たなければならないのではないのかな

という気がするのです。そういう意味でいうと、ここはしようがないかなという気がしているので
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すが。これは、先ほど山本委員が言ったのとはまったく逆になってしまうかもしれませんけども。

だけども、そう考えるべきではないのかなという気はするのです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。ほか、ございませんか。 

 ちょっと町立病院この関係は、この部分では町に対してこれはちょっと難しいと思います。この

超過税率に関して、皆さんのご意見を伺っておきたいと思います。10 番、大渕紀夫委員、どうでし

ょうか。 

○委員（大渕紀夫君） おとといも私、これでは言ったのですけれども、1.65％で前回、議会とし

てはまとまり得なかったわけです。そういう状況の中で 70 町村ぐらいが今、都市計画税なり、固定

資産税の超過税率をやっているという状況の中で、現段階ではやっぱりなかなか大変だろうなと、

戻すのは。もちろん、一般質問で戻すと副町長がおっしゃいましたから、それは戻してもらったほ

うがいいのだけど、今回はやっぱりそこに手をつけないで、違う部分でやるという町の考えも何と

なくわかるような気がします。ですから、これはもちろん戻せれば一番いいのだけど、戻すという

のも 1.4％から 1.7％になっているのです。1.4％から 1.7％に。今、議論になっているのは、1.65％

に戻すかという話なのです。ですから、戻すという意味も非常に幅が広くて、0.3％ある中で 0.05％

です。だから、そういうことで言えば、ちょっと現実感として見たときにはなかなか大変かなと。

そうであれば、どなたかも言っていましたけれども、水道料金で戻ってくるのが 3,300 万円だとし

たら、当然、固定資産税の対象数と水道料金の対象数が違うのです。固定資産税の対象数のほうが

少ないわけです。それで、当然これは町外の方も含まれてくるわけです。水道料金は町内の方だけ

です。そういうことからいうと、身を取るということで言えば、金額で言えばそういうことになる

のかなと。それで、そこでやっぱり 4,200 万円分を取ると。町民に還元していただくと。町外の方

が入らない中で還元していただくということで、これは、今回はこのままでいってもいたし方ない

かなというふうに感じています。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今回、たまたま建設厚生常任委員会で視察に行ったところのお話をさせて

いただきますけども、白老より大きなまちだったのです。視察のテーマは全然違いましたけども、

相当大きな商店街２つぐらいあったところで丸亀市というところだったのですけども。昔は栄えて

いただろうなと思うぐらいの商店街のほとんどがもうシャッター通りになっていまして、白老の確

立でいうと、白老の比ではないくらいシャッター通りの確立が高いような状態の所なのです。非常

にある意味ショックを受けて、日本全体そういう形なのかなというふうに思いました。白老は特に

今、経済的には非常に厳しい段階を迎えております。大手企業の撤退も含めて、いろいろな意味合

いで非常に実体経済としては厳しい状況。飲食店等々も随分早い時間にお店を閉めているというよ

うな傾向に最近なっています。こういう実態を踏まえたときに、３年間据え置きになるわけです。

この税金の関係は。この３年間で果たして元気なまちに、町の財政そのものは見かけ上よくなった

ように見えるけども、それでは、白老町全体の実体経済が伴っているのか。そういう部分をやはり

私は加味して考えるべきであって、経済効果というのはいろいろな面で考えられまして、償却資産

等々も含めると企業にとって非常に 20％も税額がアップされたということは非常に大きいわけで
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す。そういった中で当然、雇用の問題、あるいは、従業員に対する賃金の問題、すべていろいろな

意味合いが含まれているというふうに私は考えています。そういった意味合いを考えた場合、やは

り経済効果の大きい、手をつけたのは、こちらのほうに手をつけたわけなのだから、当然こちらの

ほうを見直ししないで水道料というのはいかがなものかと。水道料を見直しして大きな効果を上げ

ましたということではないわけです。７対３の３の割合の中の話をすれば。水道料は全体の使用料・

手数料の見直しとたいして中身変わらないような内容ですから。満遍なく町民に行き渡ることを考

えるのか。今の実体経済を考えたときに、白老の経済全体を考えたほうを取るのか、これはやはり

町としてもっと考えるべきだという意見です。 

○委員長（及川 保君） 町民一人一人、満遍なく、間違いなく使う水道料金が一番還元の、この

７対３の意味合いからすると、還元するという意味では一番公平だと。こういう考え方のもとで町

側は水道料金の削減を提案したわけでありますけども。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今の議論なのですけれども、当然そういう議論があって

しかるべきだと私も思います。ただ、そこで町民、要するに住んでいる住民の人たちを考えた政策

なのか、それとも、かかった税金がそういう形で企業も含めてかかっていますから、そういうこと

を考えたものなのかということが一つの今の論点の違いがそこに出ているのです。固定資産税全体

を見ると、約４割くらいが大きな会社、大体 12 社ぐらいでしょうか。それぐらいのところの償却資

産を含めた固定資産税。多分４割ぐらいだったと思うのです。それで、残った部分の３分の１ぐら

いが町外の土地所有者の固定資産税だったと思うのです。ですから、今、山本委員がおっしゃった

ように、その 0.05％がそこで戻すことによって、経済的に白老町が、経済が若干でも、もちろん回

復するのだけども、回復するだけの効果として考えられる中身なのかどうなのかというあたりも僕

は一つあると思うのです。山本委員の言っていることは、僕はよくわかります。それで、それと同

時に、今、しようとしているのは何かと言ったら、そこをまったく取っ払ってしまって、住んでい

る人たち、住民に直接還元する部分なのです。これはもう町外の人は関係ないのです。白老町内の

中の人たちだけが恩恵をこうむると。だから、そうやって見ると、200 円というのだけど、たった

200 円というのだけど、この 200 円というのはすごく大きいということなのです。町民だけに還元

されるわけですから。それが経済効果として、1.65％にする 4,200 万円と、200 円の 3,300 万円か

3,200 万円、それが経済効果として表れるときにどちらかということなのです。中身として見たと

きに。僕は、論点はそこにあるのではないかなと思っています。ですから、経済効果として見る場

合は、町民に還元される 200 円のほうが、200 円というからすごく効果少ないのだけど、量は同じ

なわけですから。4,200 万円と 3,200 万円ですが、3,200 万円を 4,200 万円にすれと我々は言うわけ

だから。だから、そういうことで言えば、経済効果として、経済効果だけで考えたときには、僕は

町民に直接還元したほうがあるのではないのかなと思うのだけど。ほかの委員の方々、山本委員の

意見を聞きたいのです。僕は、経済効果というと、町民に直接還元されるわけでしょう。固定資産

税は、３分の１が町外にいくわけですから、安くなった分は。だから、200 円と思うからそうだけ

ど、経済効果として見たらどうなのかというあたりはどんなものですか。 

○委員長（及川 保君） どうですか。今の２つの意見があるわけですけど。５番、山本浩平委員。 
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○委員（山本浩平君） できれば、ほかの方々のご意見を伺っていただきたいと思っているのです

が。 

 月 200 円ですから、１日にすれば 6.6 円、そんなものです。１日に換算したときです。それでは、

月 200 円をどう節約するかと言ったら、いくらでも節約の方法はどんな家庭でもあると思いますし、

その年の気象状況によって、シャワーで済ますときや、寒い冬だから毎日風呂入れなければだめだ

とか、いろいろなケースが出てくると思うのです。それによっても全然違いますから。それでは、

町民一人一人が実際に水道料で 200 円、今度、町のほうから還元されるのです、皆さんよかったで

すねと。水道料金 200 円還元されたって、全然メリットないよという人たちのほうが、私はまちを

歩いたら多いと思います。こういったこともあるのかなというふうに私は考えています。 

○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。この超過税率、今、議論はきっと 1.65％に戻すかどうか、

戻したほうがいいという議論と、それから、町の評価。やっぱり企業の撤退等があっても、固定資

産と、それから、法人町民税の超過課税を実施してきたことで、このまちは何とかもってこられた

という評価だったと思うのです。私は、だったら、本当は、超過税率は戻さないで、水道料もその

ままでいいのではないかとはじめ思ったのです。町がそれで本当にいろいろなことでこれから先 10

年間、28 年までどのまちにももっとそれ以上の町民サービスができて戻っていくのなら、私はそれ

でいいと思ったのです。ですけども、町側の考えとして、前に議会で 1.65％にすれと言ったとき、

対案出せなかったですよね。それをどうやって補うかということで。今度は反対なのです。4,200

万円をどうやって出すかではなくて、4,200 万円のもののうち、3,200 万円は水道料で皆さんにお返

ししますということの議論なのです。そうだと思うのです。だから、先ほど議論している、町民全

体に戻すということですから、私は町の考え方をよく、ちゃんと質問していませんから理解してな

いかもしれませんけれども、超過税率としていただくことのほうが町はしっかり町の財政を維持し

ていけるというふうに判断したと思うのです。それで、水道料金を 3,100 万円というのは金額の違

いありますから、それは私も何とかしてほしいという気持ちはありますけれども、その 3,100 万円

を何とか皆さんに還元をしたいということで、それをどうするかという議論をしたと思うのです。

その部分を町民皆さんにお返しするということで考えられたことですから。もちろん 200 円という

金額が、200 円といったら何なのという話になるかもしれませんけれども、町民全体に還元をした

いという考えは、私はいいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 要は、この案どおりに進めるべきだと、こういうことですか。14 番、氏

家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほども言ったように、山本委員の言われたことも全然わからないではな

いし、戻せるものであれば、私も戻したほうがいいと思う一人です。ただ、今、例えばこれを戻す

と、将来的な町の税収の根っこになるものがまた覆されて、今度また大変になったら、またそれに

手をつけなければならないような状況がころころ出てきては困るなと僕は思うのです。ですから、

全道的に、または全国的に各地域で、各自治体で徴収している税収というものは、どこに行っても

同じなのだというものをみんながやっぱり理解しないとならないような気がするのです。今、町民
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の方々に一番示しやすいのは、超過税率というのはほかの町村へ行くと、例えば都市計画税や何か

で取られている部分ですと。だから、ほかのところ税と比較するにしても、しやすい、白老町がど

れだけ住みやすいのか、住みづらいのか。税収が本当に高いのか、高くないのかというのも比較し

やすいまちに、今、なっているのではないかなと思っているのです。それで前回、商工振興会さん

とのいろいろな懇談の中で、これは個人のあれです。懇談の中でも、この超過税率について、何と

かしてくれという話なんか一つも出ないです。これからのまち、白老のまちというのはどういうふ

うに進んでいくのだろうかと。これからの高齢化社会に向かって、自分たちの商売はどうしていっ

たらいいのだろうかと、そういう相談です、はっきり言ったら。超過税率を戻してくれだとか何と

かという話ではなくて、これからの商店街はどうやったら活性化していくのだろうかとか、どう進

めていけばいいのだろうかとか、それは、行政はちゃんと真剣に考えているのだろうかとか、そう

いう意見がすごく多いです。そう考えると、本当に商店街の方々がこの超過税率に対して、もうや

めてくれというのであれば、私はそれなりにやっぱり町民の声を代弁しなければいけないのかなと

思うけども、私の感じる部分では、商工振興会の方々とお話をしている部分ではそういった意見が

出てこない。出てこないというか、思っているのかもしれないけど言葉に出てこない。逆に今回、

水道料金の値下げ、それから、下水道使用料の延期、そういったものを今回の議会の報告の中で、

もしかしたら、こうなっていくかもしれないという報告をさせてもらったときには、そうかという

形の中で受け入れてもらったという部分では、商工関係の方々は決して、この超過税率の部分につ

いて、今、どうのこうのという話ではないのではないのかなと私は考えているのです。 

○委員長（及川 保君） さて、この超過税率ですが、意見が今、分かれているのですけども。11

番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。一昨日、私自身としては、この超過税率は議会で決め

た 1.65％に戻すべきだという意思決定をしたわけなのですけれども、実際に再度改めて考えまして、

ちょっと自分自身の中にずれがありまして、水道料金の 200 円云々ではなくて、実質的な部分で超

過税率は大きく上げるべきではないというような漠然とした気持ちの中で発言したわけなのですけ

ども。改めて、この 4,200 万円の実態と、それから、水道料の 3,000 万円、それをあわせたときに

やっぱり今回は 1.65％ではなくて、今の現状のままでいくしか仕方ないのかなということを、きの

う、結論出しました。それで、一昨日、話をした 1.65％の部分は撤回して、現状でいくしかないの

かなというふうになりましたので、一応、報告だけしておきます。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員、どうですか。 

○委員（本間広朗君） 本間です。私も最初は山本委員と同じように、水道料金を 200 円下げてい

くというような、そちらのほうより、この超過税率のほうを少しでも。私たち、この何年間、議会

懇談会や報告会に出向いて、町民の意見は、多くはないかもしれないですけど、出てきた参加者の

中から、この超過税率、固定資産税それぞれ、特に住民の方はそうなのですけど、固定資産税上が

った、何でこんなに上がったのだと、そういう意見というのは聞いていると思うのです。それで、

本当に今、それでは、この超過税率をいじって下げればいいのか、この 0.05％を下げればいいのか

と言われると、やっぱり財源確保のために本当にこれをいじって 4,200 万円分を戻してあげればい
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いのかとなってしまうと、僕もちょっと揺れるところがありますけど。できれば、これから水道料

金とかそういうものが出てきますので、皆さん言われたように、広く町民の方に恩恵を与えるとい

ったらちょっとあれかもしれないですけど、その見合い分を還元できるというか、それ以上に何か

していただければ、町民の方も納得していただけるのかなと私は思うのです。ですから、もちろん

ここで議論したことをこれから各議員の方も町民の方にいろいろ説明していくと思いますけど、ま

ちのほうもやはり、何でこういうふうになったのだというようなことが多分町民から出ると思いま

すので、その辺もうちょっと説明をしっかりしていただいたほうがいいのかなと。私もそう思って

いますので、多分、町民もそう思っていますので、そういうようなやり方でしていただければいい

のかなと思って、この見直しについては賛成と言えば賛成なのですけど。でも、山本委員の気持ち

もわかるので何とも言えないのですけど、基本的には賛成ということです。 

○委員長（及川 保君） わかりました。この部分でもかなりの議論は先般もしましたから、皆さ

んと合意が得られる状況がつくれれば、ここでもできるだけ合意を得られるような方向で進めてま

いりたいというふうに思います。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私は、1.7％でやっているのを 1.65％という形で、今、差額が 4,200 万円

と 3,100 万円ですから 1,100 万円あるわけです。その差額分は逆に見ていいではないですか。見て

いいけれども、水道料金ではなくて、私は超過税率をやるべきだと。その 3,100 万円見合い分をや

るのであれば、経済効果や企業の設備投資等々に元気がつくような政策を町としては考えるべきだ

と。こういう考えであって、最後に述べさせていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。この部分について、いろいろ意見出されましたけど、山

本委員のおっしゃっている意見、それから、今、出席されていない方々の意見もありますけども、

大筋においては、皆さんの意見はまとまっているかなというふうに思います。ただ、このあたりは、

報告の中できちんと意見として、こういう意見が出されたということも、ぜひ、つけて報告をする

ような方向でいかがでしょうか。よろしいですか。山本委員、よろしいですか。 

○委員（山本浩平君） はい。 

○委員長（及川 保君） 山本委員の場合、今の部分では、経済効果の部分を。 

○委員(吉田和子君)  委員長。今、大筋でいいということで、報告には皆さんの意見としてつけ

ますということは、0.05％にすべきだという意見も多かったというふうにして入れるのですか。ど

ういうまとめ方をするのかなと思って、今、聞いていたのですけど。 

○委員長（及川 保君） 1.7％の現状を動かさない状況のほうが皆さん、大筋において多いわけ

です。今の意見をお聞きすると。前回のお話も聞くと。こういった意見はありますけども、今、示

されている意見もありますけども、大筋においてはこの 1.7％を維持していくべきだという意見の

ほうが大勢であるのです。だから、そこからすると、今、意見が出されている部分もあるわけです

から、その部分をきちんと後段に入れて、こういった意見もありましたということを町に示してい

くということで報告をしたいというふうに思います。いかがでしょうか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これは、条例では出てこないのです。ですから、もちろ

ん意思統一をしたほうがいいのですけれども、今、山本委員もおっしゃったように、これから町民
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還元の部分をもう少し膨らますという意見があります。それをどこで膨らませるかという意見なの

です。だから、一番、今の焦点は何なのかというと、職員の給料はオーケーということになりまし

た。そうすると、あとは、今、町民還元をどうやって脹らませるかという意見がまだ統一されてい

ないのです。その中で山本委員が納得すればいいわけです。それで、山本委員が納得すればいいと

いう意味は、町民還元は 1.65％にする以外道がないのだと言っているのなら別なのだけど、そのあ

との議論がまだないわけでしょう。条例上でも出てこないわけだから、それはちょっと置いておい

てもいいのではないのかなと僕は思うけど。そして、町民還元の部分がどこで議会が一致するかと

いう、ここのところなのです。ここのところが一番大切だと私は思っています。それが前回の特別

委員会の最大の教訓は何かといったら、1.65％と決めたけれども、それが最後まで貫徹できなかっ

たという議会側の問題なのだから、そこのところを考えたら、ちょっとそれは今、置いておいて、

町民還元でまとまった中身でどうするかという議論をしたほうがいいのではないかと思います。 

○委員長（及川 保君） そうですね。だから、今、ここに決定づけないで、最後のほうでここの

部分で議論をすると。1.65％と言っていないのです、山本委員も。見合った部分で例えば還元でき

ないのかと、この部分で。ですから、このあたりをまた再度つめていきたいなというふうに思いま

す。山本委員、よろしいですね。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 見合った部分なのですけど、前回やっぱり、理事者が一般質問で答弁して

いるわけです。理事者が一度答弁していることなのだから、非常にそれは重いのですということを

私は言いたいのです。超過税率に関して言及したわけなのですから。その部分を水道に変わったこ

との理由が、私にとっては非常に希薄な、余り理解のできない理由だからこだわっているだけであ

りまして。ですから、その部分はやはり意見としてきちんと残しておいていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

 次に進みます。論点６ 第三セクター等改革推進債の活用。これは、町がすでにもう決定したと。

こういう方向で借りて整理したいということでありますので、意見としてはこの３点が出されまし

た。大いに活用して赤字解消を図るべきだという意見と、逆に今度、これが将来の財政状況に重く

のしかからないかという意見も出されました。もう一つ、病院の改築だとか、逆にこれをそのまま

にしておいて、少しずつ解消したほうがいいのではないのかという意見も実は出されておりますけ

ども、もうすでに町としては、方針はもう決定しておりますので、この部分については進めていい

ということでよろしいですか。ただ、意見として何か、今、ここに言われているような、先般出さ

れたような意見を。 

 議案として出てくるのですけども、この委員会としてどう報告をするかということを皆さんに諮

っているわけです。そして、委員会としてまとめられるのか、まとめられないのか。これは、反対

だという話ではされていないのかな。将来の負担を含めて意見はあるのですけども、このあたりが

ちょっとつかめないのですけども。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 記憶違いだったらあれなのですが、この件については、松田委員以外はお

おむね・のとおりだったのではないですか。そうであれば、もう進めたらいかがですか。今、いら

っしゃらないわけですから。 
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○委員長（及川 保君） ２番目は土屋さんでしたか。 

○委員（山本浩平君） それでは、土屋さんの分は聞いていただいたほうがいいと思いますけど。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 第三セクターそのものの赤字解消ということで、３セク債そのものが理

解できなかったのです。それで、よくよく考えてみると、交付税措置されるということで、これの

利息分、これがだいぶ国によって緩和されるというところがちょっと理解できなかったのですけど

も、やっぱりこれは仕方ないのかなということで、先日の意見は撤回させていただきたいと思いま

す。だから、やっぱり解消を図るべきであるという方向に持っていきたいなと思っております。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。 

 そうすると、大筋において、これは皆さん、合意を得たという形で進めたいと思います。よろし

いですね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川 保君） 大きな７です。水道料金の算定方法の見直し。これも結構、出されてお

るのですけども、高齢世帯・単身世帯が増加している実態から評価し賛成したいということです。

算定方法の見直しを早めて、12 月から今の計画の前倒しはできないのかということです。・までは

賛成という形で出された意見であります。それから、・につきましては、先ほど来、出されており

ます、還元としての実感がないと。１億円程度の還元がなければならないのではないかと。・ ま

だまだ町民に還元できる施策がないか、財源を何とか捻出して検討する必要があるのではないかと

いう意見であります。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。この議論は皆さんいろいろな部分で議論されていました

けども、私は・で書かれている部分、それから、・で書かれている部分、これがやっぱり一番大き

な論点かなと思うのです。それで、・の算定方式の見直しを早めて、12 月からの実施ということに

なると、今の水道料金の算定でいくと 3,200 万円ぐらいの効果額です。それの３カ月前倒しだから

約 1,000 万円出てくるのです。1,000 万円までいかないかもしれないけども、約４分の１。そうな

ると、先ほど山本委員の言われていた、山本委員は固定資産税という部分ですごく経済効果のこと

を議論していたけども、僕も同じ思いはあるのです。ただ、1,000 万円という見合い部分は、12 月

前倒しの部分で何とか町民に還元できる部分ではないのかなと。これは、議会が一致して頑張れば

できるような気がするのです。金額的な 3,200 万円から前倒ししてやることによっての部分は、こ

れは議会として合意して、町にぶつかっていったときには何とかクリアできる話ではないかなと思

うのです。ただ、僕はここしかないような気がするのです。 

○委員長（及川 保君） いずれにしてもこういう意見が出されております。できる、できないか

は今後のやり方ですから、皆さんの合意が得られれば、これも進めてまいりたいというふうに思い

ます。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) この算定方法の見直しを早めて、12 月から実施できないかというのは、12

月からと私が出したのではないけど、私も賛成したのだけど。これは、職員の給与を 12 月から戻す

から、もう 12 月からやったらどうだということだったと思うのです。それで、1,000 万円は、4,200
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万円の計算、超過税率の年間 4,200 万円、0.05％だと。1.65％に戻す分の見合い額が 4,200 万円だ

から、3,100 万円の水道料金の値下げで出るけれども、1,000 万円の差額があるから、それは別に、

この 12 月からすることとは別の議論として、その対案として何がいいのかということをきちんと議

会側で本当に一本化して出すべきだというふうに思うのです。ただ、12 月からというのは、職員も

12 月から戻すのであれば、町民にはそのほうが説得力があるのではないかということだったと思う

のです。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ２時０５分 

                                                                                   

再  開   午後 ２時１５分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。 

 先般、出された意見をまとめると、この部分においてはおおむね皆さん、いいのかな。いかがで

しょうか。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ここで意見を言わないと、先ほどの議論の片手落ちになるので、一応、私

の考えをここの場面でも述べさせていただきたいと思います。この平成 22 年のプログラム案の見直

しの２ページ、３ページを見ていただければわかるのですけども、今までの取り組み、再建対策の

実施状況の中に水道料金なんていうのは入っていないのです、実は。使用料・手数料の見直しとい

う部分もありますけども、水道料金は、それでは、平成 19 年のときに値上げしたかというと値上げ

はしていません。しかし、突然、町民に還元する部分は水道料金ですと、いきなり出てきているわ

けです。これ自体、私は、町民の理解も得られないのではないのかなというふうに思います。個人

的に私はそういうふうに思っています。ですから、私はやはり、いろいろな面で効果の大きいと考

えられる超過税率を行うべきでありまして、先ほど大渕委員のほうから、これは町民に満遍なく還

元できることであって、町外の人は云々という話もありましたけど、町外の方もちゃんと税金払っ

ているのです、土地を持っている方は。本社を移したような方々も白老に住んでいて、税金も払っ

ているところもあります。いろいろな方々がいらっしゃるわけでありますから、公平にみんな税金

払っているわけですから、町外・町内の議論には、私はならないというふうに考えております。そ

ういった意味で私はあくまでも水道料金ではなくて、超過税率のほうを見直しするべきだというこ

とをこの場面でも述べさせていただきたいと思います。以上です。 

○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。 

○委員（玉井昭一君） 細かなことになってしまったけど、今、山本委員が言ったとおりのことで

あれば、もっと細かく言えば、そうしたら、例えば公営住宅の人たちはどうなるのかなと思うので

す。そうすると、公営住宅の人たちは、水道は水道料金払っていると。そうすれば、満遍なく公平

かなと思ってしまうでしょう。だから、細かく言ってしまうときりがないだけども、やっぱり万遍

さでいくと水道料金かなと。それだけは思いました、今。 

○委員長（及川 保君） 町側もそういう趣旨で答弁されていますから、そのとおりだなというふ
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うに思うのだけども。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） これまでの取り組みで効果をねらったのは、満遍なく効果をねらったわけ

ではないわけです。それにもかかわらず、返すときは満遍なく返しましょうということ自体が、筋

が通らないのではないですかと私は申し上げておきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） お互いに論点そのものは、そのとおりだというものもあるのですけど。

ここをどうまとめていくか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 理論的にいうと、山本委員の言っているのはそのとおりだと、私は思いま

す。実際に 1.65％になって、先ほども申しましたように、町外の方や企業の方が支払っていると。

ただ、１つは、それが経済効果として表れる場合はどうなのかということで、私、先ほど発言させ

ていただいたのです。200 円というのは確かに少ないのだけども、それが町内に還流するのと、町

外に還流するのは違いますでしょう。企業に還流するのと、町民に還流するのも違うわけです。で

すから、経済効果でいえば、私は、200 円というものの経済効果というのは結構あるのではないか

というふうな意味で言ったのです。 

 それで、もう１つは、理論的にいうと、確かに山本委員の言うように、1.65％というのは前回そ

ういう形で意思統一をし、副町長もそういうふうに答弁しているわけですから、そのとおりなので

す。ただ、今の状況で本当に町民の皆さんが理解する形というのは、この形のほうが非常にわかり

やすいだろうということなのです。町外の人も税金払っているというのはそのとおりなのです。そ

のとおりなのだけれども、私は、この財政改革プログラムは白老町がやったものですから、私は町

民がきちんと理解するような形でやれるのが一番いいだろうと。例えば、固定資産税でやった場合

は、関係のない方たくさんいらっしゃいますから、現実的には。そういうところが前回、徹底でき

なかったというのが僕はあると思っています。ですから、そういう意味で言えば、私はこの水道料

金で考えるというのは、いいのではないのかなと。山本委員意見も十分理解した上でこういう措置

をとるということは、町民全体が理解できるということで言えば、私はいいのではないのかなとい

うふうに思っています。 

 山本委員との意見はそこまでにして、４カ月前倒しをするというのは、ことしの予算ですから。

来年の予算からは 3,200 万円に戻るのです。そこをどうするかというのが一つ出てくるのです。そ

れで、いずれにしても町民が思っている形というのは、職員が 12 月１日から戻って、どうして、我々

のものは４月１日からなのとなります。これは間違いなくなります。ですから、いろいろなことが

あったとしても、12 月実施が無理だったら、１月に２カ月分還元すればいいのです。そういうこと

を含めても私はやっぱり 12 月からやるべきではないのかなという意見であります。 

 それで、３番目の算定方式を４段階まで拡大することと、これは私が言ったのです。これは、12

月からやれば、これは皆さんが必要ないということであれば、２段階方式で構いません。 

○委員長（及川 保君） この部分についても皆さんどうですか。大筋においてはオーケーですよ

ね。ここで山本委員、前倒しの意見が出されているのです。この部分についてはいかがですか。水

道料金です。 

○委員（山本浩平君） 違うほうでやるべきだという考え方を持っていますので、この件について
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はちょっとコメントなしでございます。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

 この件も 16 日にきちんとまとめたいなというふうに思います。山本委員の意見も十分踏まえてお

きたいと思います。 

 皆さんにお渡ししている中の一番最後、ありますね。ここを、きょう、議論しておきたいと思い

ます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 病院と給食センターについては整理していませんので、皆さんおっ

しゃったものを要約しているだけですので、全部見てください。これがこうとまとめきれませんの

で、そういう考え方が出ているというだけでちょっと理解してもらいたいなと。プログラムの条例

とかそういう部分は一たん違うものですから見てもらいたいと。それで、関係する最後のほうに飛

ばさせてもらいたいということです。 

○委員長（及川 保君） それでは、この最後の議員報酬の独自削減のあり方について。先般まで

の会議の中で出されている意見がここに今、要約されております。１つ目に、議員報酬の独自削減

は元に戻すべきだという意見。また、戻す方向では賛成するが、首長や職員の実態を見たときに、

すべてを戻すということになるのかという意見も出されております。それから、反対の意見として

は、多くの町民が痛みを感じている中で、議員報酬の独自削減を継続するべきであると。それから、

戻すといっても、まだ削減中であって、理事者の負担、町民の負担を考えたときに、議員報酬の独

自削減は戻すべきではない。それから、・となっていますけど、これは・です。特別職報酬等審議

会が二度の引き上げを答申しているのだから、町長は委員会の審議を尊重して議案を上げるべきだ

と。議員報酬の独自削減は議長が判断されて議会に示すべきだと。こういう意見が出されておりま

す。 

 参考意見として、堀部議長のほうからも意見を求めまして、議長の意見として出されております。

これが下のほうに、今、書かれております。議長は、前段に、今、独自削減しているのですけども、

本当に町民全体に理解されているかというと、どうもそのように見えないと。こういう意見も出さ

れておりまして、独自削減については、議長として仕切り直しをできればしたいという意見も出さ

れております。 

 ここも２つに大きく分かれてしまっているところなのです。ところが、これは提案として出るこ

とですので。議会が提案することになるわけですけども。このあたりをつめるということになると

どうですか。きょう、おられない委員もおるのですけども。非常に難しい。ですから、これは全体

の意見をまとめるとなると、これは非常に厳しい部分があるかなというふうに思うのです。と申し

ますのは、もうすでに議員として公約されている方もおられる中で、全体をまとめようと、この特

別委員会がまとめてということには、非常に厳しいものがあるなと。そのあたりも自由に意見を出

していただければ、ありがたいと思います。山本委員の意見は十分示されていますので、お聞きを

いたしません。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。白老町の財政もある程度好転してきていると。好転して

きているというよりも、プログラムどおり、今、進行してきて、そして、今回、町民還元、そして、
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町職員の給与、そういったものにも若干ではあるかもしれないけども、手をつけられることになっ

た。これはやっぱり議会としても議員の独自削減については、この先の問題があるわけです。変な

話、報酬等審議会からの答申も受けていることでありますから、議長もちょっとコメント書いてい

ますけども、一度仕切りなおす、戻すと。これは議運の中でも、例えば、これからの議会のあり方、

議員活動のあり方についても報酬については、そういった方向性をある程度示してきていたと私は

認識しています。ですから、そういった考えに基づいても、今回、財政が許すのであれば、一度仕

切りなおして、そして、次期の改選期からの報酬等審議会の意見をしっかり示していただくという

形を私はとるべきだと考えます。 

○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。そこのところについては、私も理解できるのですけれど

も、町３役の部分があるのです。それで、逆転現象になるということについて言えば、この間、議

論あったように、それはおおむね皆さん、逆転はまずいというような意見だったような記憶をして

いるのです。それで、私はやっぱり、例えば、違う部分だって皆さんおっしゃるのはわかるのだけ

ど、ざっくばらんに言えば、町長 35％そのままというのはあり得ることなのかなと僕は思うのです。

それは関係ないから、別だからいいのだと。そういうことになるものなのかなと、僕は非常に疑問

を持っています。例えば町民の前に出たとき、町長 35％やっているのだと、そのままやっているで

はないかと、議員だけもどしたのかと。いや、それは戻しましたと言えば、それはそれで済むこと

なのかもしれないけれど。ただ、私はやっぱり感情論としても、皆さんはもちろん戻すという意見

が圧倒的だったような気がしていますけれども、公約がどうだ、こうだということになっているで

しょ、今。そこら辺、議会として何ができるか、僕はよくわからないけれども、やっぱりこれで町

長が 35％で議員だけ戻すと、本当にそういうことっていいものなのかと僕はすごい疑問あるのです。

だから、やっぱり町長も 10％なら 10％戻して、議員は今、７％だから、今度、人事院勧告やったら

５％ぐらいになる、多分。人事院勧告で下がるから。実質、減給保障したら５％ぐらいになるでし

ょう、議員のカットというのは。だから、それはある意味、そこまでいったら仕切り直しするとい

うのは、僕はいいのかなと思うのだけど、どうもそこが僕は引っかかってどうにもならないのです。

これは率直な僕の意見です。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 今、大渕委員がおっしゃっているのは、特別職の部分

を言っているわけです。そこの部分を言っているわけですから。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今、大渕委員がおっしゃったことは、僕も当然だというふうに思います。

前回、私、発言したのは、理事者も逆転現象というのはあり得ないのだから、見直すべきだし、職

員も見直すべきだし、それで、我々議員も財政が好転しているのですから見直すべきだと。３つ一

緒にやっぱり見直さないと、それこそ片手落ちになるという意見を述べさせていただきました。こ

ういう意見も出たということで報道にも載っていたのですけども、私はそれが一番正しいと思いま

す。ただ、大渕委員の発言を伺っていると、もし、仮に理事者が理事者ご自身の判断で、公約等々

のいろいろな意見がございました、そういったことも気にされて、私は上げないという判断をもし、

された場合、職員は当然上げなさいと、議員さんは議員さんたちで決めなさいとなったときに、そ
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れでは、理事者が上がらなかったから議会が上げられない。こういう判断も私は違うと思います。

私はそうではないと。我々独自でこれは考えるべきだと。基本的な考え方としては三位一体となっ

て上げるべきだとは思うけれども、理事者が上げられないと、町民の目があるから上げられないと。

それでは、我々は一体何なのでしょうかと。日曜日まで出て、こういうことをやっているわけです。 

○委員長（及川 保君） それを言われるとちょっと、私も非常に心苦しいわけですけども。先般

の委員会の中でも出されましたし、大変心苦しいのですが。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。今、大渕委員の言っていることも、山本委員の言ってい

ることもわかります。そのとおりだと。どちらも正しいなと私は思う。ただ、逆転現象は私もない

ほうがいいと思うし、それから、議会はこの辺で来年も選挙あることだし戻すべきだと、ここに議

長が書いている、このとおりだと私も思う。あとは、仮に議会が答申するにあたっては、今、山本

委員が言ったようなことでいいなと私は思うのです。あとの判断は、理事者がどう判断しようと、

来年に向けて理事者がどう判断しようと、それは理事者しだいだと思います。答申することは、今

のことでいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 答申というのは何ですか。 

○委員（玉井昭一君） ごめんなさい。今ここで委員長が委員会報告することについては、今、山

本委員が言ったことでいいなと私は思います。あと、理事者がそれによって、それについてしゃに

むにそれにしなければならないということにはならないわけですから、あとは理事者しだいですか

ら、理事者自身は。だから、それでいいのではないかと私は思います。わかりますか。言っている

意味。 

○委員長（及川 保君） それだと報告、理事者としては議会に投げているのです。議会に判断を。

７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 議会に投げているのでしょう。だから、議会としては元に戻すべきだと。

これに書いているとおりの。特別職は、例えば 35％だったら、25％にすべきだとか、それはいいの

です。そういう話が出ているわけだから。 

○委員長（及川 保君） いいのだというのは、戻すべきだと。 

○委員（玉井昭一君） はい。私は戻すべきだと思うのです。全部ではないけど、例えば 25％なら

25％、20％なら 20％に戻すべきだと思う。議会も来年に向けて、新人にはそれをまた受け継ぐので

はなくて、区切りのいいところで今回はすべきだと、元に戻すべきだと思うのです。それで、３役

も逆転現象はないようにすべきだと。もちろん職員の給料だって 20％を 10％に戻すべきだと思って

いるわけです。ですから、それは委員会として報告することは構わないわけです、委員会の報告と

して。これは書くべきことではないけど、その後にその結果を踏まえて理事者、すなわち町長本人

が自分の報酬をどうするとか、遠慮するとか、遠慮しないとかという判断は町長しだいだというこ

とを言っているのです。そうではないですか。そういうことです。私の考え、思っていること、以

上です。 

○委員長（及川 保君） ８番、近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 我々の報酬につきましては、この議長の言っているとおり、一たん元に戻
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して、それから、新しい段階で議論すべきかなと。こんなふうに思っております。 

 それから、３役について、特に町長につきましては、やはり今、玉井委員が言ったように、町長

自身が発案して、私はマニフェストを読んでいないからわからないのですけど、今は。それで、言

ったことですから、それは町長の本人の心にゆだねるべきであります。ただ、逆転現象というのは

どこにでもあるのです。みんな、民間だってたくさんあるし、確か町や市でもあるのではないです

か。要するに町長の報酬が下の者より低いというのがあると思うのです。民間ではたくさんありま

す。ですから、そこを余りにも、それは確かに高い人が一番高ければいいというのは理想ですけど、

それがおかしいという考えには、私は余り賛成できないなと。本人がみずから認めてやったことで

すから。そういう考えです。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 問題は、仮に町長自身が戻さなくても、ほかの理事者を若干いじることに

よって逆転現象はない方法もあるのです。町長はいじらなくても。そういうような決断をしたとき

に、これではまずいという会派が今あるわけだから、１つあるわけですよね。我々を戻すというこ

とはいかがなものかという考え方を持っている会派が１つあるわけですから、やはり、きょうのこ

の議論を町長もよくお考えになっていただきたいなというふうに思います。それで、できれば、全

会一致の中で元に戻すということが理想的だというふうに思いますので、そのようなことで、ぜひ、

町長もお考えになっていただきたいなというふうに思います。公約云々ということでいろいろ議論

される議員の方もいらっしゃいましたけども、それが一つのポイントになっているようですから。 

○委員長（及川 保君） 今、この議題となっています、議員報酬の独自削減のあり方の部分で、

議員報酬の部分なのですが、どうしてもやっぱり特別職との絡みが、山本委員は今、これは別だよ

という意見を言われています。しかしながら、今、大半の意見をお聞きしますと、そういった議員

報酬も特別職の一部でありますから、この部分も考慮した中での進め方をすべきではないかという

意見もあります。 

 もう１つは、今、元に戻すべきではないという意見も実ははっきりと出ているのです。松田委員、

それから、前田委員も確かそういう意見言っていたような気がします。このあたり、やっぱり 16

日でないと非常に厳しいかな。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わからないことですが、まだ財政再建途中に、我々は、議員は自主削減だ

から、元へ戻して仕切りなおして再度もう一回考えようと。この戻ったときに、町民が仕切りなお

しなのだなということが理解できるのかどうなのかと。それはお手盛りだろうと。みんながまだ負

担をしている最中に、議員が元へ戻ってしまう、これは議員のお手盛りかというふうな印象にしか

ならないのではないかなという気も持つのです。それで、実際には、この意見の中に、若い世代が

議員に挑戦できるかどうかという、そういう根本的な問題も考えようと、こういう話が出ているわ

けだけども、これはまた今の問題とは別な問題だろうと。ただ、我々も今のままでいいかと。原則

的には、やっぱり議員として削減というのは、自主削減もやっぱり続けなければならないのではな

いかと私は考えているのです。それが今、いろいろな情勢判断からいって、削減率をどのぐらいに

するかということは、これは議論の余地はあるのかもしれないですけども、やっぱり議員も全く元
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へ戻しての仕切り直しではなくて、やっぱり負担をすべきではないかというふうな気がします。そ

んなときに理事者の給与についても、やはり削減率はどのぐらいにするべきではないかと言えるの

は、議会ではないのかなという気がするのです。何も言わないでおいて、自分で考えろではないと

思うのです。ある程度の、ここまでいったらどうなのだと。35％が 25％でやったらどうだという意

見を述べることも大事なことではないかと。これは、ほかからは誰も言えないことだろうと思いま

す。あと、それを言っておいて、自分が、いや、公約だから 35％でいいのですと言えば、もうそれ

でおしまいなのです。それから以降は、みずからの考え方だろうと思いますけども。だけども、今、

35％をこういうふうにすべきではないかというのが、議会の仕事の一つではないのかなというふう

に私はとらえているのです。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。これだけは言っておきたい部分なのですけども。今、斎

藤委員はこれからの議会のことは、議会の活動、若い人たちが出てくるとか、出てこないとか、こ

れは置いておいてという議論。これは多分、認識の違いになって議論進まなくなってしまうと思う

のです。我々、議会は議会の意志を持って、議会改革にずっと取り組んで、不断の決意でやってい

くのだということを、例えば自治基本条例の中にうたい、そして、それを忠実にやってきたわけな

のです。やってきた結果、今後の議会のあり方、若い人たちが参加するためには、本当にこの報酬

でいいのかということも議運の中で議論してきた。それを置いておいて、今回、この議論をしまし

ょうと言ったって、それはできないです。これはできない。だから、そこでもし、話がすれ違うの

であれば、これ以上の議論はできなくなってしまうと私は思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 議会改革の中で議員の報酬が本来どういうふうにあるべきだというのは、

それを十分に論議して考えていこうというのは、私も十分知っていますし、私もこういう勤務状態

の中で、本来のあるべき形をつくり出すべきだということにはずっと賛成して見守ってきたつもり

です。ですから、その点では何の違いもないのですけど、ただ、そのことと今、削減をどうするか

という、当面、削減をどうするのかということでは違うのかなというふうに言ったのです。それで、

どんなふうになったって、議員の報酬というのはこうあるべきだと結論がきちんと出た中で、それ

は出た段階で大いに主張すべきことであって、まだそれがどうなるかわかっていないわけです。そ

れで、本来、考えるべきだという条件の中では、今は、削減は続けたっていいのではないかと、こ

う言っただけです。 

○委員長（及川 保君） かなり厳しい状況に、今、なっているのです。今回、議長にも特別に意

見を述べていただくように、私のほうから求めたわけです。そのときの議長のご意見がここに、下

にも載っています。これが今、斎藤委員の言われるような形で進めるとなると、ちょっと全体とし

ては非常に進め方がまた厳しいなという状況になっていくのです。 

 ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。私も氏家委員の言うとおりだと思います。それから、山

本委員もそう言っています。私も、前にもそう言っていました。それで、若い議員も今後、出やす
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い状況にしなければならないというのは、これは大前提です。これを度外視するということにはな

らない。私もそう思っています。 

 ごめんなさい。度外視ではなくて、横に置いておくと言った。度外視は言いすぎです。横に置い

ておくと言ったけども、横に置いておくではなく、これは一緒に考えて、今までの議論をずっと、

それを踏み台にした状況で今の状況を考えるというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今やっている削減を元に戻すことが、改革のあれではないですよね。改革

のいき方ではないですよね。あくまでも報酬というのは、どういうふうにあるべきだという答えを

出さなければならないのですよね。それと、今、この財政再建のために削減しようと言っている部

分というのは、別な話ではないのかなというふうに考えるのです。それをごっちゃにするとわけわ

からなくなってしまうのではないですか。 

○委員長（及川 保君） いずれにしても、この議員報酬については、これは毎年、今までもそう

なのですけども、条例提案しなければいけないのです。10％削減のときもそうですし、今後、例え

ば、それを元に戻すということについても、もし、そうなるのであれば、やっぱり条例提案しなけ

ればいけないのです。しなくてもいい、黙っていればいくと言っているのだけど、しなければいけ

ない部分が出てくるのです。 

 失礼しました。この削減を皆さんの統一した意見の中で議長が提案しなければ、皆さんに諮らな

ければ、それが自動的に元に戻ると。こういうことです。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 報酬等審議会の諮問を町が答申を受けて、それを議長が議会に諮問をして、

報酬がどうあるべきかということを、何度も何度も議運の中で議論を今までもしております。結論

はなかなか出てはおりませんけども、議論しております。そういった中で、ある程度一定の方向性

が見えたのは、定数は別にして、中には減らして上げるべきだという会派もございましたけれども、

一定限度、いわゆる元に、今、自主削減している部分は、まずは、戻すべきだという意見が、各会

派の方々はほぼそれで一致したような方向に一度なっているのです。ですから、これだけ町の財政

が回復したという中においては、当然、議員の報酬等の見直しも職員の賃金の見直しとともに、い

わゆる管理職というか、理事者も含めて、これは当然テーブルに乗せなければならない話でありま

して、町民に還元できるものがまだ 100％でない以上、これは遠慮したほうがいいという議論であ

れば、いつまでたっても我々のものは最後まで我慢をしていなければ、我慢という言い方がいいか

どうかわかりませんけど、自主削減をいつまでもずっと続けなければならないということになるの

ではないでしょうか。 

○委員長（及川 保君） こういう今の議論の状況なのですが、なかなか、やっぱり、議長が方向

性を示されても、ここに皆さん書かれているように、ここに来て、いろいろと意見が出されてしま

うのですが。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。僕は皆さん言っていることが理解でないわけではないのだけど、

確かに議会のことは議会で決めるべきだし、それから、町理事者の部分については、理事者が決め

ればいいというのはそのとおりです。ただ、この財政改革プログラムには両方とも空白で載ってい
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るのです。空白なのです。ということは、議会で一定の議論をせよということでしょう、これは。

私はやっぱり、そうなっていったとき、それは議会が 25％にしなさいと。町長の報酬は 25％にしな

さいと。しかし、町長は、いや、私は 35％やると言ったという意見もある。先ほど、出ましたよね。

そのときに本当に議会が、町長 35％やっていて、議会が戻すというのは、そういうことになるのか

なと僕はそこがものすごく疑問です。これは、前から僕は一貫しています。議運でも僕は同じこと

を言っていますから。それで、やっぱり常識的に考えたら、町長が 35％やっていて、議員は元に戻

すと、議会が考えることだって、向こうは向こうで考えることだって、それはそうかもしれないけ

ど、そういうことで、しかし、議会の運営含めて車の両輪でいくものなのだろうかなという気が僕

はすごくするのです。私が言っているほうがおかしいのかもしれないのだけど、僕はやっぱり、町

と議会というのはきちんと是々非々をしながら、車の両輪でいかなければだめですよね。そういう

分けでこちらは戻すけども、向こうは 35％やっているなんて、それで普通見たら、正常だって、ま

ちの人だとか、ほかの町村の人だとかそんなこと考えなくてもいいと言ったらそうかもしれないけ

ど、正常には僕が見たら全然見えないのです。だから、僕は、そこにずっと一貫してこだわってい

るのは、そこをこだわっているのです。どうもそこがやっぱり納得できないのです。 

○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。何も大渕委員に逆らうわけではないのです、私の言うの

は。ただ、今、ここに確実に上がっているのはどちらが先かということです。今、議員報酬は先に

決めるべきか。町長の 35％を決めるべきかではない。町長の決めるべきかは本人が決めるわけだか

ら、あとになります。今、先に決めるのは、議員報酬です。だから、議員報酬だって、例えば、仮

に町長側にしてみれば、これを見守っているかもしれない。それはわからない。わからないものを

先に相手にしているのではなくて、自分たちがどちらにするかを先に決めて、それから、僕が先ほ

ど言ったように、理事者が判断するということでしか今はならないのです。懸念するのはわかる。

だけど、もしかして、理事者も受け入れるかもしれない。それはわからない。だから、どちらが先

かになるけども、先に肩上げられたのはこちらだから、やはり、こちらで判断を決めてから待つよ

りしようがないのです。そうではないかと僕は思う。以上。 

○委員長（及川 保君） 玉井委員のおっしゃっていることはわかりました。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 特別職の給与削減見直しは、ここに書いています。「議会で議論を踏まえ定

めるものとし、見直し後の率等は定めておりません。」と、このプログラムに載っている文章を読み

ましたけども。議会で一本化できれば、理事者の判断も早いと思うのですけども、議会の見解が、

きょう、欠席の方も自分ご自身の公約の中で 35％カットという方もいらっしゃる。もう一人は全体

の議論の場で、自分は町長選挙で戦った人間だと。そのときに立候補の公約として出されているの

だから、ここの場で議論すべき問題ではない。あくまでも、この場で議論すべき問題ではないのだ

とおっしゃっている議員さんもいるわけですから、これはなかなか、ここで一本化した結論という

のは多分出ないと思うのです。ですから、大方、皆さんどう思っているのかということを踏まえて、

町長みずからご判断をいただかなければ、我々も結論出しにくいという方もいらっしゃるわけです

から、その辺をよく考えていただきたいなというふうに思います。 
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○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。もちろん、山本委員の言っていること、そのとおりなの

だけど、僕が先ほど言ったのは、議会で理事者の 35％を例えば 20％にするのだとか、25％にするの

だとかと決めていいのだと。もちろん決めなければならないのです、議会で決めるのだから。その

結論を委員会で出すと。その結果、本人がそれを受けるか、受けないかは理事者しだいだというこ

とを言っているわけだから。これは出すべきだと言っているのです。今、先に僕らが決めなければ

ならない立場になっているから、それを委員会報告として出すと。20％か 25％か、わからない。こ

のプログラムでは 20％になっているけど。それは 20％でいいのなら、20％でいいのです。それを委

員会報告として委員長が報告すると。その結果、もしか、それを受け入れないで、いや、私は 35％

のとおりいくのだというのなら、これもやむを得ないだろうということを言っているわけだから、

僕は。そうすべきではないかと僕は言っている。だから、ちょっと違うのです、ニュアンスが。ほ

とんど似ているけども。こちらで１回出すべきと言っています、私は。 

○委員長（及川 保君） 玉井委員のおっしゃっていることもわかるのです。ただ、山本委員が今、

心配されているのは、ここで合意を得られるかと、本当に。というのは、公約で立たれている方が

おるのです、議員として。そして、一方では、町長が公約だろうと。これは引きません。どうも厳

しい状況なのです。そこで合意を得られるかと。これが山本委員の考え方です。だから、大勢とい

うか、大方がそういう意見であれば、その方向で進めるだろうし、それを切ってしまうというのは、

私は厳しいなというふうに思いますので、どういう合意が得られるか、もう少し詰められないもの

か。本当はここにおれば、一番いいのだけど。13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、委員長おっしゃったとおり、やはり核に、コアになる人の議員が出席

していないわけです。それで、議論としては賛否、みんな個々の意見言っていますけども、この財

政改革プログラムの中の議員報酬の話と、理事者の報酬の額というのは、今の削減の率で計上して

いるというふうに書かれているわけです。それを議論してくれというわけです、中身としては。そ

のところで今、こういう状態の話があるのですけど、これは議論してくれという中身になっていま

すけど、これはかなりやっぱり時間かかると思います。今、言ったように、まとめようと思ったら、

まとまらないと思う、僕は。だって、着地点がみんな違うのです、考え方が。それに山本委員が言

ったように、報酬等審議会からの答申の部分というのも、これには載っていないけれども、バック

グラウンドにはその話もあるわけです。それを全部解決しないと、この話はきちんとならないと思

います。だから、きょうはまず、コアの人がいないのだから、この話はまとめようと思っても、ま

とまらないと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  当の２名が出てきたとしても、議論はできますけども、意見を近づけ

るとか、それがどういうふうに進むか。私は非常に厳しいなという思いではいるのですけども。だ

から、それをどういう形で進めるかです。16 番、堀部登志雄議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私の考えについては、ここに書いているとおりなのですけども。今、お

話があって、この財政改革プログラムに特別職と議員の自主削減については、この特別委員会での

議論をしていただきたいという形で言っていますから、先ほど、皆さん、懸念されている事項で、
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もし、議会として、もっと議論をして、全会一致でこういう形にしてほしいとなるか、賛成多数で

なるかは別として、議会の意志としてきちんと委員会で議会側はこうしたいと、そして、特別職の

報酬については、こういうことにすべきだということを出せば、これを無視して、いやいや、議会

で委員会として報告されても、特別職、私たちは私たちで勝手に考えて今までどおり進めますなん

ていうことには、私はやっぱり、今の理事者はそういう考えはないと思います。やはり、ある程度

議会できちんと、議員のほうはこうすると、特別職の報酬についても、その削減率については、率

は何％になるかは別として、少なくても委員会報告については、必ず私はそれを酌んで、やはり対

応してくるのではないかなというぐあいに思っております。先ほど、最後には、特別職の考え方で、

無視されたときは仕方ないとか何とかというのではなく、やはり、もうちょっとこちらのほうとし

ても、我々もこうするけども、特別職のことについてはこうすべきだということをきちんと議会の

意志として、この特別委員会の報告としてきちんと出せば、私は理解してもらえると思います。も

し、ここまできて、理解してくれないのであれば、今後の議会と理事者との関係というのも非常に

やりづらくなると思います。我々だって、せっかく議論してこうすべきだと言っても、いろいろな

ことからそれを無視されるとなると、非常にやっぱり今後の議会の中で問題ありますから、その辺

は私、皆さんで十分議論した上で、こうすべきだという形で持っていけば、これは向こうでも理解

してもらえるのではないかなというぐあいに。甘いかもしれないけども、このプログラムに議会の

議論をしていただきたいということは、裏を返せば、そういうことではないかなというぐあいに、

私は議長として、そう理解します。 

○委員長（及川 保君） 議長、お考え分かりましたけども、今、大渕委員のおっしゃっているの

は、そうではないのです。逆を心配しているわけです。例えば、元に戻すか、パーセントを下げる

とするとしても、理事者がそういう判断をするのかとこういう部分をやっぱり心配されていると思

うのです。一方だけでやってしまうと、理事者は削減そのままやっていくとなると、非常に町民か

らやっぱり違うだろうという意見が出るだろうと、こういう危惧あるのですけども、議長はそうい

う心配はないということで。 

○議長（堀部登志雄君） 何としてでも、それは実行してもらわなければ困るという形で、やっぱ

り皆さん一緒になって、強い意志で、我々はこう思うということをやっぱり言っていくべきだと思

いますし、それをあえて、この委員会でそういうぐあいに決めたことが、それが全然反故にされる

となると、今後の議会運営なんかだってすべて、それでは、こちらでやったって、反故にするのか

という形につながっていくのではないですか。だから、やはりその辺は我々、自信を持ってやって

いくべきだと思います。私もそれについては、強硬にやっぱり。それに一番強いのは、やっぱり全

会一致です。だけども、そこまでいかないのであれば、賛成多数も議会の民主主義のルールですか

ら、そういう部分はあると思います。 

○委員長（及川 保君） やむを得ないのだけども、全会一致であれば、今、議長がおっしゃった

ように効力としては強いと。そこなのです、実は。ネックは。13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、議長がおっしゃったとおり、議会の意志としてやっぱりぶつければい

いということだとは思うのです。僕もそう思っていますけれども。それでは、どこに皆さんの合意
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形成の中の妥協点が出るのという部分のところについては、やっぱり全員のいるところでそれをと

らないとだめだと思うのです。特にこの問題は。だから、ある程度の合意形成をとろうと思うのだ

ったら、まず、この改革プログラムにいわれている中身を一つ一つ精査していくことしかないと思

うのだけど、みんなそれによって、こうなれば、こうなるという条件がついているわけなのです。

だから、大渕委員は、それは要するに理事者側の削減率にかかわってくる問題が出てこないですか

という言い方でしょ。それから、山本委員の言っている意見は、やっぱり議会の意志はどこにある

のですかと。我々がきちんとやっぱり示さなければならないのではないかと。これも正論なのです。

ただ、それをするためには、それでは、理事者がきちんと考えてもらわなくてはいけないという、

これも条件つくわけです。だから、それは、この議論だけで言って、その項目が出たら、その列挙

部分しか出てこないと思うのです。１つが集約になるというのは、これは非常に難しい問題ではな

いかなと思うのです。だから、これは進め方というか、まとめ方ということになるかもしれません

けども、ある程度ゴチゴチになるというのには、もっと時間かかると思います。 

○委員長（及川 保君） その時間をかけられないから、今、大変な思いをしているわけです。14

番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。僕は、きょう、ここに来ていない人の話をここでしたっ

て仕方がないと思うのです。時間がないと言って、きょう、日曜日を。何のために僕たち、こうや

って議論しているのですか。わかっていて来ないのです、わかっていて。いや、いろいろな事情は

あるでしょう。それを言ったら、僕だって、仕事の事情がありますと来ないです、そうしたら。い

ろいろな事情をつけるのだって、来られないのはわかる。ただ、やるということは皆さんに通知し

ているわけですから、ここである程度の委員会報告のために、間に合わないから、ここでやりまし

ょうと言ってやっているのに。そうですよね、委員長。それでは、ここでまとめるというか、ある

程度の方向性出しましょう。何のために、きょう、僕たち、ここへ来ているのですか。 

○委員長（及川 保君） そういう強硬な意見も出されました。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私は、先ほど議長おっしゃったように、なかなか、今までの背景というか、

今までの経過を見ると、全会一致というのは非常に難しいかなというふうに思うのです。ですから、

やはり賛成多数ですとか、そういった中である程度まとめていく以外にないのかなというふうに思

います。 

 それと、きょう、感じたのはやはり、同じ会派でも大渕委員と斎藤委員はちょっと温度差あると

思うのです。大渕委員は理事者の動向ですし、斎藤委員は、むしろ理事者よりも町民に対する還元

が不十分な状況の中で戻すのはいかがなものかというご意見ですから、若干会派によっても温度差

がある状況ですから、余計、私は全会一致を目指して何ぼ議論しても、これは到達点にはいかない

と思うので、やっぱりある程度議論をしたら、賛成多数の中で元に戻すのなら戻すという方々が多

ければ、それで結論を出していくべきではないのかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） いずれにしても報告はしなければいけないのです。この部分は間違いな

く条例提案しなければいけない部分ですから。判断は議会がしなければいけないわけですから。９

番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） いろいろと難しい部分あるかもしれませんけど、せっかく、きょう、話を

して、今、いない人のことは云々ではなくて、ここにいる人が意思統一できたかどうかということ

が問題です。それで、そうでないと、ここで意思統一して、違う意見が両方にある、議員そのもの

だって、公約した人がいる、その人が一緒になって話が煮詰まるかどうかというのは、ちょっと私

もわからないですけど。それはぶつかってみなければわからないけども、ぶつかるのには、ここで、

きょう、話をしたことで統一をして、こういうふうに決めたいと思うけども、どうだという形でな

かったら説得というのはないですよね。きょう、あいまいなまま、それでは、この次の会議に持ち

込もうとなったら、もっと、わけわからなくなってしまいますよね。だから、本当にここで意思統

一ができるかどうかを諮りながらやる必要があるのではないのですか。そして、それをこの次の会

議のときに、それを基本にしながら話をしなかったらだめではないですか。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 まず、整理をしたいと思います。きょうの会議の中で

の整理であります。１つは、山本委員を代表して、特別職の報酬ですけども、理事者の部分は、こ

こで考える必要はないと。これはやっぱり議会が独自の判断を示すべきだと。こういう意見が１つ

出されております。 

 もう１つは、斎藤委員ですか、財政が戻ったとはいえ、理事者も当然、今後もこの削減をしてい

くのであれば、議会も全面的に戻す、10％を戻すというのはいかがなものかと。こういう意見。斎

藤委員、要約すれば、そうですね。こういう意見に分かれておるのです。 

 大渕委員の意見もありましたけども、我々が戻して、町長以下、三役が戻さないとなると、町民

が受ける印象としては非常に厳しいのではないかと。こういう自体をやっぱり危惧すると。こうい

う意見だったと思います。 

 大別すると、そういう意見でありますけども、玉井委員、近藤委員も趣旨としては同じですけど

も、ちょっとニュアンスが違う部分あるのです。あるのですけども、大きく分ければそういう意見

と。ここでそれを詰められますか。できれば、そういう方向性を示せるところまでいきたいなとい

うふうに思うのですが。皆さん、おっしゃっていることはすべてもっともだと思うのです。これを

何とかまとめ。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 異論はありますけれども、これは仮に議会はいろいろな意見の中で今回、

見直しを仮にしないとします。それで、理事者も公約だとかいろいろな云々で、理事者の判断で自

分だけはしないと。ただ、ほかの教育長や副町長は逆転しないようないろいろな方法でやりますと

いうことになったときに、職員だけという形になると思うのです。仮にそうだった場合。そうなる

と、町民の思いというか、あれは職員に今度来ます、逆に。ですから、私は、職員だけ給与を戻し

て、定数も見直しして、管理職手当も見直ししてとなると、職員に対してのあつれきが僕は町民か

らあると思います。ですから、財政が好転しているわけですから、やはり、これは同時にやらない

と、僕はおかしくなると思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 話をむしかえす気はさらさらありません。これをよく読んでみたら、特別

職の給与削減の見直しは、議会での議論を踏まえるものだとし、見直し後の率等は定めておりませ
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んというふうにいって、プログラムには載っていないと書いているのです。ほかのところは、全部

提案されているのです。議会が決めるのは、町が決めるわけにはいかないのです。議会が決めなけ

ればだめなのです。町が決めなければだめなので、決めていないのはこれだけなのです。もちろん、

議会が決めていないから、決めていないというのは、そういう配慮があったというふうに僕は思い

ます。そこはそういうふうに思うのだけど、ということは、議会の言ったとおりにやるということ

なのかな。 

○委員長（及川 保君） そうとるしかないではないですか。それは議長もおっしゃっているので

す。議会の意思としてやって、私が答弁するわけではないのだけど、やったときに、それでは、理

事者のほうは手をつけないでそのままいくのかと。それはあり得ないだろうと。それは、今後の議

会運営においても、町のまちづくりにおいても、それは大変厳しい状況に至るのではないかと。だ

から、それはまず、考えなくていいと。これが議長の考え方なのです。そうですよね、要約すると。

ですから、議員報酬の独自削減というのは、議会が、この特別委員会がきちんと示せば、おのずか

ら、そういう道が開けていくと、こういうことだと思うのですけど。ですから、斎藤委員の意見は

若干ニュアンスが違いまして、今、10％をやっているのですけど、この 10％全部を戻すということ

にはならないだろうと。それとも違うのですか。10％継続するというのですか。 

 議長判断なのだから、議長がすべきだと、松田委員は、実は言っているのです、先般の委員会の

中で。何も議会が決めることではないではないかと。ずっとそれを踏襲しているではないかと。議

長の判断で決まっていくのだと。 

 暫時、休憩です。 

休  憩   午後 ３時２７分 

                                           

再  開   午後 ３時２７分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。 

 ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 何としてもここで、ここにいない人がどうのこうのではなくて、ここにい

る人で一つの方向性が見出せないかと。そんなに違った、まったく違うことを言っているわけでは

ないわけです。いない人は違う方向があるけども、だけども、きょう、参加している中では、ある

一定の方向が見つけられないかどうかということですよね。これは今ちょっと、いろいろな要素が

入ってきて、この平場の中ではなかなか難しくなってきているから、会派代表者会議でちょっと方

向を見つけてもらえないですか。それでまとめの方向が見出せるかどうか、ちょっと短い時間で検

討してみていただけませんか。 

○委員長（及川 保君） やっている以上は、ここでやったほうがいいです。上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは特別委員会ですので、委員会の議論というのは、議運と違っ

て、会派を導入すべきではないと。それぞれの議員さんが責任を持って、それぞれが語るのであっ

て、そこに会派の構図をつくってしまえば、全体の特別委員会の議論とはちょっとかけ離れていく

のかなと。それはここの特別委員会で出すべきではないかと。 
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○委員長（及川 保君） どんなに議論が紛糾するという状況になっても。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。おおよそ２つに分かれていると思うのです。その２つを

皆さん、どうするかと。これはもう賛否両論しかないのです。多数決しかないのです。もう、今、

ここまできたら。ほとんど似たようなことを言っているのだから。それをやっぱりとるべきだと思

います、ここで、まず。欠席の３人は仕方ないでしょう。いないもの相手にしたってどうもならな

いのだから。きょう、それを出さなかったら、また同じこと 16 日にやらなければならない。また、

１から始まるのだから。私は聞いていないからと始まるよ、みんな。３人とも。それでは、また、

１からやるのと同じだから。ここで一応、斎藤委員言っているように、結論を出して、それから、

対応しなければならないのですか。それでないと進みません、これは全然。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ここで多数決をとるというのはちょっと違うと思うのです。それは 16 日と

いう日があるのです、もう一日。ですから、当然、きょう、もちろん終わってから、会派の方が集

まってお話をしたり、いろいろなことがあるでしょう。ですから、少なくても、その方々が、今、

きょう、出席されていない方々が言った、まったくもとの話をした場合は、そのときにやっぱり、

それはもう議論済みですというのはいいかもしれないけれども、いない中で。ほかのことがないの

ならいいのです。これだけ議論しているというのならいいのだけど。ほかのこともあるわけです。

ほかのことの結論は 16 日出して、これだけ、きょう、出すというのは。それも多数決でやってしま

うというのは、これはちょっと違うと思いますし、それをやったらあとでまずいと思います。あと

でまずいというのは、16 日まずいと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今、意見分かれているのは、大渕委員のおっしゃった、理事者の動向とい

うのがまず１点です。もう１点は、斎藤委員のおっしゃるように、町民への還元がまだ不十分な中

ではまだ戻すべきではない。こういう意見もあるわけですから、この２つの意見に対して、ほかの

委員の皆さんたち、それぞれどう考えているかというのをまず、聞いていただければよろしいので

はないですか。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 山本委員の今の話があるのですけど、ここまで来ましたから、やっぱり僕

は、理事者と話をしてみるべきだと思います。どなたかが。それをやらないと、現実的にはどこで

つめるかといったら、つめようがないと思うのです。僕はそう思っています。それで、ここでこれ

以上、僕は言いませんけど、危惧していることがないのなら別です。奥歯にものが挟まったような

ことを言っているけど、危惧していることがあるから僕は言っているのです。ざっくばらんに言え

ば、議長が先ほど、ああやっておっしゃいました。それで実施できるのなら、僕はいいと思うから、

それは議長に、議長の判断で理事者と会っていただいて、それが履行されるということであれば構

いません。そこが疑問だから、僕は言っているのです。そうでなかったら、何も言いません。 

○委員長（及川 保君） 16 日は 10 時から会議が予定されております。15 番、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 今、財政改革プログラムの見直しをずっと見ながら考えていたのですけども、
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私は最初から議員の報酬は元に戻すのは賛成ですと。ただし、理事者と、それから、職員も 100％

戻したわけではないので、そこら辺がちょっと引っかかっていますという話はしたのですけども。

今、ずっと見直しのところを見たときに、特別職の給与削減の見直しは、議会での議論を踏まえ定

めるものとし、見直しのあとの率等は定めておりませんということで、財政改革の見直しに関して

は議会に出してきたわけです、こういう形で。それで、前回のプログラムを見ましたら、理事者の

削減額が年間 2,500 万円なのです。ということは、10％削減すると 250 万円。議員の場合は 600 万

円なのです、削減を戻すと。削減した分ではなくて、パーセントの削減でいくと 600 万円なのです。

それが金額的にどうなのかということの議論もちゃんとした上で、議会として私は議論をして、や

るべきなのかどうなのか、まず、それを先に決めなければいけないと思うのです。議長が行くのは

いいのですけど、議長が行って、それでは、やりませんと言ったら、それでいいのかどうなのか。

ここまで議論して、いいのかどうなのか。まず、議会で理事者側のほうのものを、きちんと財政改

革プログラムから見てやるべきだろうと。そういう結論を出すのかどうなのか。それとも、あくま

でも理事者のほうに任せるのかどうなのかという、それを結論出さないと、ここが出してから向こ

うに言うのか、向こうが出してから、こちらがあれするのかではなくて、その辺議会で、ここでき

ちんとしないと。私もどうするのだろうと。理事者の分、やるの、やらないのと。やった以上は、

ここにこういうふうに書いてあるわけですから。議会の議論を踏まえて検討すると言っているわけ

ですから、きちんと議会の意見を聞いてもらうという、そういう姿勢でそれだけ議論しているので

す。悩んで、どうするかと。だから、それはその辺できちんと。そういうふうに何だかんだ言った

ら、議長からきちんとその辺は言ってもらうという形のほうが私はいいような気がするのですけど。 

○委員長（及川 保君） 責任ある議会という立場で申し上げると、やはり議長がこの任に当たる

ということは、全くそのとおりだと思います。ここできちんとある程度の筋道をつけておいて、そ

れで議長にそれを理事者に持って行ってもらうということにしなければいけないのです。だから、

今の状況ですと、非常にあいまいなわけです。そこに至るには、もう少し議論を煮詰めないと議長

も会えないという状況でありますから、ぜひ、ここを煮詰める方向に進めていきたいなというふう

に思います。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ３時３７分 

                                           

再  開   午後 ３時５０分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ３時５１分 

                                           

再  開   午後 ３時５７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。 

 先ほど来、申し上げているように、意見が２つ大別されているなという状況にございます。そこ
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で、皆さんそれぞれの意見はまだお聞きしていないのです。今、何人かのご意見は伺っていますけ

ども。前は出ていますね。吉田委員も実は、斎藤委員と同じような意見を前回出されているのです。

もうすべてを、議員報酬をすべて戻すということになるのだろうかと。こういう意見を出されてい

ました、前回。ちょっと委員長として、今回、この独自削減、あと１年弱なのですけども、10％を

例えば５％だとか、３％だとか、こういう状況の中でつめることはできないか。今、急に私のほう

から。そういう意見は出ていないのですけども。これはいずれにしても、近づけるといっても、非

常に難しいですね。どうしますか。山本委員がおっしゃっている部分は、この議員報酬のあり方に

ついての町長への答申、そして、議長がそれを受けた中での諮問、この中で議論した中での、議員

報酬の議論の過程の中で実はこの 10％がまず先ではないかと。戻すべきではないかと。これが議会

運営委員会の中で大方の意見として、実はほぼそういう方向にすべきだという意見として出された

のを山本委員がここで意見として出されているわけです。ですから、私が今、申し上げたような形

というのはちょっと違うなと。外れるということではあるのですけども。これは異議ありと、当然、

いかにも中途半端な形になるわけですけれど。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。議会運営委員会の中での話では、町理事者も職員もきちんと一

定限度戻した中で我々も戻すという意見ですから。僕は正確にそうやって言っていますから。です

から、そこのところが納得できないから、僕はと言っているのです。そこを間違わないでください。

それはそういうふうにきちんと言った上で議会運営委員会の中で戻すべきだと、僕はそうやって言

っていますから。だから、今の状況の中でそうなるのがいいということを言っているわけですから。

ですから、議会運営委員会の中で、無条件で全部戻すなんていうことではないですから。そこはや

っぱり、そういう状況の中で今の議会の活動状況や、本当に活動量の問題を考えたときに、やっぱ

りそのほうがいいのではないかという判断で私はお話をしたということですから。会派の中で意思

統一をしていなかったということは、私の不徳の致すところでございますけれども、少なくてもそ

こだけははっきりしておいてください。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。私も議会運営委員会の中での話は、今、大渕委員の言わ

れたとおり、大渕委員の話の中では、今、言われたとおりだと思います。ただ、今後の議会のあり

方、それから、議会活動、そういったものを踏まえたら、今のままではいけないだろうというとこ

ろまでの話は統一されてきた、近づいてきたところなのです。そうなれば、やはりそういったもの

も僕たちの頭の中にはどうしてもあるのです。我々だけの議会ではないのです。来期が、もう改選

期に迫っているわけですから。そうなると私は、今、委員長が言われた２％、３％ではどうなのだ

という話もあるのかもしれない。決して、ない話ではないかもしれないけども。でも、今、白老町

議会で目指しているところというのは、多分そういったレベルではないと思うのです。わからない

です、まだ全然そんなに議論深まっていないからわからないけども、でも、報酬等審議会等々から

出てきているああいった課題何かも見ると、僕は違うような気がするのです。だから、議会はやっ

ぱりある一定の、我々のいるこの議会の中で、我々の責任の中である程度のところまでは戻さなけ

ればいけない。ある程度のものが２％なのか、今の削減率を元に戻すのかというのは議論した中で
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やるべきかもしれないけども。僕はやっぱり、ある程度の区切りをつけて、来期のそういった議論

に入っていきたいと。私はそういうふうに考えていますので、特別委員会の中ではそういったもの

をちょっとまとめながら、多数意見としてどうだ、少数意見としてこういうものがあったというこ

とをまとめていけるような特別委員会にしていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい。そのとおりです。そのとおりだと思うのですけども、もう 1 つは、

山本委員が発言としてはされていませんけども、議会運営委員会の中で報酬等審議会の部分につい

て議論しました、ずっと。議論した中でやはり時期尚早だというような結論というか、中間ですけ

ども、委員長としてしました。それで、そのときに、このことをクリアできないで本当にできるか

と。議員報酬のあり方、答申を受けた部分を、今、削減しているのですけども、これを戻す、戻さ

ないの議論していますけども、これをクリアしない限り、そこに踏み込んでいけるかと。やっぱり

結果的には、同じ状況になってしまうのであろうと、また。厳しい状況であるわけだから、やっぱ

り町民のほうにどうしても報酬の部分でもいってしまうのです。自主削減の部分ではなくて。結果

的にはどうしてもそこに議論が行き着いてしまうものですから、なかなか本筋に踏み込めないとい

うジレンマといいますか、そういう中で議会運営委員会も大変苦労されているのですけども。大変、

時間も過ぎていくばかりなのですけども。実は、このあと、町に示す条件何かも議論しなければい

けないのです。まとめて、どこをどうするという。このままいいよと、本会議にということではな

くて、議会としてどういう姿勢を示すと、特別委員会として。こういうこともありますので。全員

の意見は聞いているのですよね、前回。どうですか。こうしようという何かありませんか。打開す

るために。折衷案だと、やっぱりどうしても中途半端になってしまうし。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 理事者の報酬見直しと、この議会の報酬見直しと、どうしてもリンクする

のか、しないのかという意見。これもちょっと、ほかの委員の方々にも聞いていただきたいなと思

うのです。私としては別。そうしないと、いつまでたっても平行線だと思うのです。おそらく平行

線だと思います。理事者は理事者側で議会のほうで統一というか、示してもらいたいと多分思って

いるだろうし、一部の委員さんたちは、理事者のほうで上げるという結論が出ないと、我々はちょ

っと上げられないというような意見を持っている方もいらっしゃるようですから、この辺ちょっと

確認していただきたいと思うのです。私は決して、それを気にしていたら、いつまでたっても議会

としての結論は出ないと思っています。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどから僕も言っていると思います。理事者に対して、例えば、可能で

あるのだったら 10％戻したらいいのではないですかという言い方は、報告として、議会の報告とし

て、大半の意見としてこういうことがありましたとか、数値的なものについては皆さんでいいかも

しれないけども。ただし、それに対して理事者がどう従うか、従わないかというのは、それは理事

者の考え方です。それに僕たちは振り回される必要はないと。僕たちは僕たちの中で、議会は議会

でもって議論を重ねて、議会の報酬についてのあり方みたいなものをずっと議論してきているわけ

です。そこに理事者何か挟まっていませんから。議会は議会で議論してきているのです。そこに理

事者が挟まっていて、一緒になって議論してきたというのなら、それはわかる。そして、私たちが
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上げられないから、あなたたちも上げるなとなあなあでやっているのだったら、それはそれでいい

のかもしれないけども、あくまでも特別委員会の中で上げられることというのは、僕は山本委員と

同じだと思います。ある一定の考え方は理事者に示すと。議会としての考え方を示すと。それに対

して左右される議会は何ものでもないと私は思います。それははっきりしています。言わないでや

るのだったら別かもしれないけど。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。この特別職の報酬の中で、今、議員報酬の 10％削

減、戻すか、戻さないかの議論をしているのですけども、理事者の、町長以下、三役の特別職の報

酬と同じレベルの中で議論すべきかどうか、お聞きしたいと思います。 

○委員（本間広朗君） 僕はちょっと、今の氏家委員とちょっと違って、この特別職に関しては、

ここの一番下に書いてあるのですけど、これは議会に投げかけているのです。どうでしょうかと。

そこで私はある程度議会で上げ率というか、戻し率というか、それは、多少は議論してもいいのか

なというのがありまして、そこでやはりある程度議会の方向を示して、そして、議会もやはりどう

あるべきだということをお互いに持ち寄ってやるという方法もありますし、先ほど言ったように、

議長が行って、いろいろ理事者に聞いてくるという意見もありますけど。だから、僕は、特別職、

そのことをやっぱり議会でもある程度議論して、どうするべきかというのを議論したほうがいいの

ではないかなと。それである程度まとめて。議会も自主削減のあり方、議員報酬の、それも一緒に

議論、当然これは議会でちゃんと方向を示さなければだめなので。僕は今までこうやってずっと言

ってきて。 

○委員長（及川 保君） いや、関係するか、しないかです。 

○委員（本間広朗君） 関係すると思います。僕はそう思います。だから、ある程度、議会で議論

は必要かと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 大渕委員がおっしゃるのは、仮に議会側が、パーセントは別です、パーセ

ントはあくまでも逆転現象が起こらないような形の中で、それこそ財政に関係あるわけですから、

財政当局で副町長はこのくらい、教育長はこのくらい、町長はこのくらいと出していただければ、

それでいいと思うのですけども、仮に町長がみずからの判断の中で自分は下げないとなったときに、

議会が先に 10％自主削減を戻すか戻さないかという議論を進めるかどうかということを、大渕委員

はすべきではないと言っているのだけど。そこなのです。 

○委員長（及川 保君） 要するに、やっぱり考え方は一緒だろうと。その中でこうするべきだろ

うという考えですね。 

○委員（山本浩平君） それだと、いつまでたっても進まないと思うのです。 

○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。進めていただくのは構いません。ただ、私がずっと議運でも言

っていることは、理事者も含めて全部下げなかったら、議員は下げるべきではないと言っているわ

けですから、そうなると、私は、残念ながら町三役は下げるも下げないもわからないわけですから。

僕は今の状況でいったら、多分、町長は下げないと思います。はっきり言えば。率を 35％維持する
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と思います。そうであれば、我々は、実際 10％と言っていますけど、今、７％でしょう。１回目の

人事院勧告で。今回の人事院勧告で５％ぐらいになるのです。実質もらっているお金は同じです。

それは当然同じです。現給保障していますから。だけど、今度 0.2 カ月分ぐらいの期末手当がカッ

トになりますから、多分５％ぐらいです、議員がカットしている金額というのは、報酬の。ですか

ら、そうなったら、私はやっぱり町長がやらない中で議員はやるべきではないという考え方を持っ

ていますから。だから、一貫して僕は言っているわけです。ですから、それは進めてもらうのは構

いませんけれども、私はやっぱり、そうなったら、議員のカットはやめるべきではないというふう

に言わざるを得ないのです。だって、一貫してそうやって言っているわけですから、議運の中で。

そうやって言っているわけだから。だから、私はそうなればやっぱり、進めてもらっても構いませ

んけれども、残念だけれども、議員の報酬はカットすべきではないというふうに思います。それで、

私の意見はそういう意見で、進めてもらっても構いませんと。 

○委員長（及川 保君） そういうことになってくると、大変厳しい状況になってしまうのです。

２％、３％でやるのであれば、逆にやらないほうがいい。非常に行きづまりました。10 番、大渕紀

夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 自分たちが今まで議論してきた中身で、もちろん妥協できる部分もあるし、

妥協できない部分もあるわけで、合議できる部分もあれば、合議できない部分もあるわけです。そ

れで、私を例にとれば、ずっと長い間そうやって言ってきたわけですから、町長にも誰に対しても

みんな同じように言ってきたわけです。本当にそれが正しいと思ってやってきたから、それはそう

ならざるを得ないわけです。だから、あとは、議論は議論として進めるということで、私は構わな

いと思うのだけど。 

○委員長（及川 保君） 議論は議論として進めるのだけども、この委員会として結論出さなけれ

ばいけないのです。ここの部分は白紙の部分ですから。白紙で出されているわけですから、単にい

いとか、悪いとかではないですよね、特別報酬だけは。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） だから、今、大渕委員が言っているとおり、みんながこう意見を言ってい

るわけですから、その意見をそのまま、例えば半数ぐらいはこういうことを言っていると。あと半

数ぐらいはこういうことを言っているということを、ただ、そのまま出せばいいのではないですか。

結論は、それではないですか。どこが困りますか。この件についてはそういうことだと。 

○委員長（及川 保君） それでは、議長はどうしますか。 

○委員（玉井昭一君） これが先でしょう。これを出さなければ、どうにもならないでしょう。委

員会報告出さないと。 

○委員長（及川 保君） いやいや。半数はこうします、半数はこういう意見は述べていますと報

告するのはいいのです。 

○委員（玉井昭一君） それでいいでしょう。 

○委員長（及川 保君） あとは議長の意思で、判断に任す。 

○委員（玉井昭一君） だから、大渕委員言ったように、私も理事者はそのまま受けないと思いま

す。そういうことになると思います。私もそう思います。だから、議長が言うように、議長が交渉
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したからといったって、例えば説得なんていうことにはならないわけだから。 

○委員長（及川 保君） いや、今の時点では説得も何も話しにならないのです。10 番、大渕紀夫

委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。もうこれ以上議論しても僕は同じだと思いますので、16

日にもう一度議論すると。それで、一日頭冷やして、頭整理して、そして、16 日にもう一度議論す

るというふうにして、それで足りなかったら、あと一日取らざるを得なくなるでしょう。それで、

これ以上議論してどうですか。僕はもうどうにもならないと。同じことしか出ないです。だから、

１回帰って、それこそ仕切り直しで 16 日再度やったらいかがですか。ただ、ちょっと、きょう、出

席していない方いらっしゃるから、そこが絡むとどんなことになるか、ちょっとよくわからないけ

ど、それでもいいのではないですか。それで、必要だったら、あと一日やるしかないでしょう。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ４時２２分 

                                           

再  開   午後 ４時３９分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。 

 ここまで議論をしてまいりました。それで、この議員報酬の独自削減の部分で大変時間を取って

しまいましたけれども、次回 11 月 16 日、火曜日、10 時から、会議をまた予定されていますので、

ここでつめた議論をぜひ、していきたいというふうに思いますのでご協力方々よろしくお願いした

いと思います。 

                                           

    ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議をこの程度にとどめたいと思います。大変、一日

ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後４時４０分） 


