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平成２４年白老町議会第５次白老町総合計画調査特別委員会会議録 

 

平成２４年 ７月１７日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時１３分 

                                         

○会議に付した事件 

１．第５次白老町総合計画基本構想及び基本計画について 

                                         

○出席委員（１３名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      副委員長 坂 下 利 明 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 西 田  子 君 

委  員 吉 谷 一 孝 君      委  員 山 田 和 子 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 及 川   保 君      議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 広 地 紀 彰 君 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    白 崎 浩 司 君  

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君  

     企 画 政 策 課 長    高 橋 裕 明 君  

     企画政策課主幹    高 尾 利 弘 君  

     企画政策課主査    増 田 宏 仁 君  

     企画政策課主査    喜 尾 盛 頭 君  

     建 設 課 主 幹    田 渕 正 一 君  

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     参 事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これより第５次白老町総合計画調査特別委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 最初に、本日の特別委員会の日程について事務局長から説明いたし

ます。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 本日の特別委員会は、お配りしております次第に従いまして、最

初にこの特別委員会の調査期間について決定をいただき、次に特別委員会の進め方についてご

審議いただいた後、最後に事前に配付しております第５次総合計画（案）について、担当課で

あります企画政策課から総論、基本構想（案）について説明を受け質疑を行った後、課題、修

正事項等の意見を出していただく予定でございます。 

本日の開催時間は午前中を予定してございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） これより、第５次総合計画基本構想及び基本計画の調査に入ります。 

最初に、この特別委員会の調査期間についてお諮りいたします。調査期間については、調査

終了までとなっておりますが、おおむね７月から８月までの期間に４回開催することとしたい

と考えますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

よって、本特別委員会はおおむね７月から８月までの期間に４回開催することに決定いたし

ました。 

次に、特別委員会の進め方についてお諮りいたします。お配りしている資料のとおり、本日

７月 17 日の第１回の会議は総合計画の総論及び基本構想（案）について説明を受け質疑を行っ

た後、課題、修正事項等の意見を求め、第２回の会議は７月 24 日とし、基本計画（案）につい

て説明を受け質疑を行った後、課題、修正事項等の意見を求め、第３回の会議は８月７日とし、

課題、修正事項等の検討を行い、第４回の会議は８月 21 日とし、本委員会の報告のまとめを行

うことにしたいと考えますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。 

よって、本特別委員会の進め方については、本日７月 17 日は総合計画の総論及び基本構想

（案）の説明を受け質疑を行った後、課題、修正事項等の意見を求め、７月 24 日に基本構想（案）

の説明を受け質疑を行った後、課題、修正事項等の意見を求め、８月７日に課題、修正事項等

の検討を行い、８月 21 日に本委員会の報告のまとめを行うことに決定いたしました。 

次に、事前に配付されています資料に基づき、総論及び基本構想（案）について担当課から
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の説明を求めます。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 第５次白老町総合計画調査特別委員会の開催に当たりまして、冒頭、

私のほうからごあいさつさせていただきます。第５次総合計画の策定につきましては、昨年６

月に審議会に白紙諮問して以来、大学の先生や有識者によるアドバイスをいただきながら町民

意識調査や将来像のアンケート調査結果、小中学生によるまちづくり標語を踏まえ、また、町

民説明会やパブリックコメントの意見、提案を取り入れながら、約１年間にわたって議論を重

ね、先般６月１日に答申をいただいたところであります。 

本計画案では、総論において時代背景をとらえるとともに、本町の現況と特性を整理し、こ

れらを踏まえて本町のまちづくりにおいて解決すべき６つの重点課題を整理しています。さら

に基本計画においてはこの重点課題に対応した戦略的かつ横断的な取り組みとして６つの重点

プロジェクトと 14 の重点プランを掲げています。また、分野別計画においては施策ごとに課題

を明確にし、最終的に５分野 36 施策、123 基本事業の計画案としてまとめております。 

総合計画はまちづくりの政策執行に関する最上位の計画であり、福祉、産業、教育、環境、

自治など町民の皆さんの生活にも深くかかわるものでございます。このことから、議案として

提案する前に調査特別委員会において議員の皆様に計画案へのご意見やご提案をいただき、町

民と議会、行政が目標を共有し、ともに行動できるまちづくり計画としたいと考えております。 

また、第５次総合計画においては個別の事業や取り組み、事業費等の具体的な部分について

は毎年ローリング方式で策定する実施計画に掲載することとしておりますが、今回皆様にお示

しする基本構想、基本計画案は中長期的なまちづくりの方針や指針を示すもので、将来へ向か

ってのまちづくりの方向性としてふさわしい計画となっているかという視点でご意見、ご提案

をいただければというふうに思っております。 

計画案の詳細につきましては担当のほうから説明させていただきますので、ご審議方よろし

くお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） 企画政策課の高尾でございます。皆様に事前に配付しまし

た、第５次白老町総合計画（案）という冊子を中心に説明させていただきたいと思います。 

まず策定経過の部分ですけれども、先ほど副町長のほうからも若干お話がありましたけれど

も、４月 10 日に議会の説明会を一度行っておりまして、それ以降の部分で申し上げますと、４

月 25 日から 27 日の間、町民説明会を開催しております。こちらにつきましては、萩野、竹浦、

白老の３カ所で開催しておりまして、全部で 64 名の方にご参加いただいております。その後、

４月 11 日から５月 10 日にかけましては、期間重複しますけれどもパブリックコメントを実施

しておりまして、総勢 20 名の方から 68 件の意見をいただいております。その後、まとめの審

議会と策定委員会を開きまして、６月１日に審議会答申されたと。その内容について、もう一

度策定委員会で出された意見をもとに町としての考え方をまとめて、皆様のお手元にあります

案としてまとめたところでございます。 
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それでは、中身のほうを説明させていただきます。まず、１ページ目をお開きいただいて、

目次のところなのですけれども、こちらで全体構成ということで説明させていただきます。第

Ⅰ編としまして、総論。こちらにつきましては、第５次総合計画の役割や計画期間、人口の想

定などです。計画の全体像を示すとともに、社会情勢や本町の現況と特性などからまちづくり

の課題を導き出すという役割というところになっております。  

続きまして、第Ⅱ編、基本構想でございますけれども、基本構想につきましては第５次総合

計画における最上位の目標となるまちづくりの将来像や生活環境、健康福祉などの分野ごとに

まちづくり基本方針を定めております。また、基本構想を推進するための基本姿勢という部分

についても定めております。  

 続きまして、第Ⅲ編の基本計画でございますけれども、こちらにつきましては次回以降の説

明となりますが、基本構想で定めたまちの将来像を実現するための重点プロジェクトと分野別

計画、こちらの２部という形で構成しております。  

それでは、冊子の２枚目をお開きください。まず、総論の計画の趣旨と役割。ここから説明

させていただきます。ここでは総合計画とはということで、まちづくりの政策執行に関する最

上位の計画であるということ。それと、本町にかかわるすべての人々がともに理解し協力して

取り組んでいくための目標を定めるものであるということ。また、行政運営を進めるための指

針であるというところだとか、地域の歴史や文化などまちの特性を生かしながら、町民生活の

向上と地域の発展を実現するための基本となるものでなければならないなど、総合計画の位置

づけや、計画策定の趣旨ということで記載しております。  

そして、下の部分、総合計画の３つの役割ということでまとめておりますけれども、こちら

につきましては、まず１つ目として、まちづくりの方向性を定める羅針盤としての役割。もう

一つは、町民と行政が目標を共有し協力し合う協働のまちづくりのための活動指針としての役

割。さらに、国や道関係機関に本町のまちづくりの意思を示す役割と。この３つの役割を示し

ております。特にこの３つ目の意思を示す役割という部分についてですけれども、当初４月に

皆さんにご説明したときには広域的な行政運営の指針というふうにしておりましたけれども、

パブリックコメントの意見等でちょっとタイトルと本文の説明が合っていないのではないかと

いうご指摘がありましたので、本文を生かしましてタイトルの部分を町外に本町のまちづくり

の意思を示す役割ということで記載しております。  

続きまして、隣の３ページの計画の構成と期間というところでございます。こちらについて

も以前にも説明したとおり今回の総合計画では町の将来像や基本方針を定めた基本構想と、基

本構想を実現するための各施策の方向性を定めた基本計画、それと実施計画という形の３層構

造としております。基本構想と基本計画につきましては、平成 31 年までの８年間の計画期間。

ただし基本計画は必要に応じて中間年度で見直しできるという形にしております。また、総合

計画の計画期間は一般的には 10 年という市町村が多いのですけれども、本町では第４次総合計

画の基本構想のときから町長の任期である４年間をベースとして考えまして、８年という形で

整理しておりまして、今回も８年という計画期間を採用しております。また、実施計画は社会
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経済の変化や町民ニーズに適切かつ柔軟に対応できると。また、財政的な問題もありますけれ

ども、こちらを考えまして３カ年度を計画期間としまして毎年度ローリング方式で見直しする

という形にしております。  

続きまして、４ページ目。人口の想定のところでございます。こちらの将来の人口の推計に

つきましては、専門機関であります国立社会保障人口問題研究所の推計方法であるコーホート

法というのを用いまして、平成 22 年度の国勢調査の結果、いわゆる総人口でいいますと１万

9,376 人。これをもとに５歳ごとの年齢別に生存率、移動率を掛け合わせて算出しております。

計画目標のとしである８年後の平成 31 年の想定人口ということで出していますけれども、こち

らにつきましては国勢調査のとしということの平成 32 年、こちらの推計値を用いまして、年少

人口、生産年齢人口、老年人口ごとに推計値を下回らないという想定値をという考え方に基づ

きまして、14 歳までの年少人口を 1,400 人、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は 8,200 人、

65 歳以上の人口を 7,500 人と想定しまして、これらを合わせまして総人口１万 7,100 人という

形で想定しております。これまでの総合計画では、推計値に人数を上乗せして目標人口を定め

るのが一般的でしたけれども、この計画では推計した人口と人口構成をまちづくりの政策を展

開していく上での基準として位置づけ、子育て、環境の整備、産業振興、雇用の場の確保など、

町民が住み続けたいと思えるまちづくりを進めることで、推計値よりも人口減少を最小限にと

どめるよう努めるという形にしております。前回４月の計画案の説明では、人口及び人口構成

の想定規模として次のような目安を置きという、目安という言葉を使っておりましたけれども、

この目安という言葉が目標という意味もあるというご指摘もありまして、今回はあくまでも推

計値ですということで文章の整理させていただいております。  

続きまして、時代の潮流ですけれども、これは、これからまちづくりを考えていく上での前

提となる時代背景、社会的な背景という形で記載しております。まず（１）には地域社会の影

響が著しく懸念されます少子高齢社会と人口減少社会の到来。（２）には地球温暖化を初めとし

ます地球環境問題の深刻化。（３）では安全・安心意識の高まりということで、東日本大震災な

どの自然災害の脅威や犯罪の凶悪化などの不安から、安心して暮らせる社会の実現が求められ

ているという内容を記載しております。また、（４）につきましては経済のグローバル化や国際

間、地域間の競争が非常に激化している状況ということなどから、地域経済を取り巻く環境の

変化ということについての記載になります。続きまして、６ページになりますけれども、（５）

です。社会の成熟化と価値観の多様化という部分ですけれども、この部分につきましては、心

の豊かさや人それぞれの生活スタイルを追求する時代を迎え、社会が成熟し人々の価値観が多

様化している中で、だれもが生きがいを持てる社会環境の整備が求められているという内容を

記載しております。それから、（６）につきましては、教育に関する関心の高まりということで、

子供の学力格差の問題や、家庭や地域コミュニティーの変化、あるいは少子化によって教育に

関する関心が高まっていると当時に家庭、学校、地域の連携がより一層必要であるという内容

を記載しております。また、（７）の住民参加・協働意識の広がりにつきましては、ボランティ

アや社会貢献への認識が高まっているということ、それと、自助、共助、公助の重要性、また、
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人と人とのつながりや信頼関係が地域の発展の重要な要素であるという学問的な考え方があり

まして、そちらを示しております。（８）地方分権と市町村財政についてですけれども、地方分

権の時代にあって、基礎自治体である市町村の役割の重要性が高まっているという部分。あと、

地域コミュニティーやＮＰＯなど民間活力との連携や他市町村などとの広域的な連携が大切で

あるという内容になっております。  

続きまして、７ページの５、白老町の姿というところでございますけれども、ここにつきま

しては地域資源を最大限に生かしたまちづくりを進めるため、白老町の姿という形でまちの現

状と特性を整理しております。まず、（１）立地自然条件ということで、東西に長いまちや水や

温泉など自然に恵まれたまち、交通アクセスに恵まれ、産業立地や交流条件にも恵まれている

ということを記載しております。（２）歴史的な沿革の部分でございますけれども、こちらは白

老町の起源という部分。仙台藩の開拓の歴史、町政施行までの部分について内容を記載してお

ります。続きまして、（３）人口の推移ですけれども、こちらについては最大人口が２万人を超

えて２万 5,000 人近くまでいっているという部分と、年々現在の状況という形で記載しており

ます。続きまして、（４）風土に根差した多彩な交流資源というところですけれども、こちらに

つきましては歴史や民俗文化、豊富な食材、四季折々の観光資源などということを町外に向け

てのＰＲという意味も含めまして記載しております。続きまして、８ページになります。こち

らにつきましては、（５）多彩な産業連携ということで畜産、水産、林業、工業、観光などと多

様な産業の白老町の特性を記載しております。続きまして、（６）まちづくりを支える豊富な人

材というところで、こちらは、本町には町内会を初め過去から元気まち運動という取り組みも

ありましたように、地域活動を行う団体が非常に多いということを一つの特性と考えまして、

まちづくりを支える豊富な人材ということで記載しております。また、（７）暮らしを支える都

市基盤・公共施設という部分につきましては、都市基盤や公共施設と、いわゆるまちの財産、

行政財産とか、そういう財産を紹介するという内容になっております。（５）の多彩な産業構造

のところでは、字句表現のことなのですけれども、当初バランスのよい産業構造としておりま

したけれども、１面的でちょっとで皮相的という部分のパブリックコメントのご指摘、ご意見

もありまして、最終的に多様なという部分でどちらかというのもあったですけれども、多彩な

産業構造ということで整理しております。また、（７）の暮らしを支える都市基盤・公共施設と

いうことの最後に、安全確保や災害対策の関連施設としては、ということで陸上自衛隊や消防

庁舎の樽前山火山対策、防災拠点施設が加わっていますけれども、こちらもパブリックコメン

トの意見で安全・安心に対応する施設、国の施設等も入れてはどうかということで追加記載し

ております。あと、（８）の財政運営のところです。こちらにつきましては財政再生団体に転落

しかねない極めて深刻な状況にあったこと、また、町税や交付税の見通しが厳しいことから、

今後も堅実な行財政運営が必要になるということを記載しております。ここでも町税や交付税、

歳入面だけ書いていたのですけれども、歳出面での課題ということも加えてはどうかという、

こちらもパブリックコメントの意見でいただきましたので、こちらも歳出面の社会保障費の増

加と老朽化する公共施設の改修ということで、そういった歳出面の課題もとらえまして、堅実
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な行財政運営が必要であるという形に修正しております。  

続きまして、６、まちづくりの重点課題ということで、こちらは今ご説明しました時代の背

景と白老町の現況、特性を踏まえまして、これからの白老町のまちづくりにおいて解決してい

くべき重点課題として６項目に整理しております。まず１つ目としましては、暮らしの安全・

安心の確保ということで、地域で支え合いながら安心して健康的なまちづくりを進めていかな

ければならないという課題。２つ目に、まちの資源を生かし相互に連携する取り組みや雇用の

確保など、まちの活力や魅力の強化ということをしていかなければならないという課題。３つ

目といたしましては、地域の教育力の向上という部分、あと、子供を安心して産み育てられる

環境づくり、子供や若者がたくましく成長できる環境づくりなどという部分で、次代を担う子

供・若者の育成という形でまとめております。４つ目といたしましては、未来に受け継ぐ持続

可能なまちづくりということで、環境保全や安定した財政力の維持向上に努めていかなければ

ならないというふうな課題。５つ目といたしまして、町民、事業者、行政が協働して、よりよ

いまちづくりを実践していくための町民力・地域力の向上。さらに６つ目の重点課題としまし

て、町民と行政の信頼関係の強化ということで、町民と行政の意思の疎通を深めていくと。そ

のことによって町民に信頼される行政を進めていくということが課題ですという形でまとめて

おります。  

続きまして、基本構想の説明を続けてさせていただきます。12 ページになります。まず、基

本構想につきましては、１、白老町の目指す将来像、２、まちづくりの基本方針と施策の体系、

３、基本構想の推進にあたってということでまとめてございます。全部で３つの構成になって

おります。まず、１、白老町の目指す将来像という部分ですけれども、（１）まちの将来像でご

ざいます。こちらにつきましては、この計画における最上位の目標という位置づけになります。

８年後の本町のあるべき姿ということで示しております。将来像を導くための手法として、第

４次計画に引き続きまして、将来像を考えたアンケート調査を実施いたしまして、住民の意見

や意思を数値として客観的に導き出す分析手法、いわゆるＨＰ分析というのですけれども、こ

ちらの手法を用いましてまちの将来像の検討を進めてきました。この手法につきましては策定

委員でもあります北海学園大学の鈴木先生にご指導いただきまして進めております。アンケー

トの分析結果で見ますと、まちの将来像につきましては、前回第４次の策定時には活力や個性

のあるまちと、これが最も重視されているということで際立っていたのですけれども、今回の

調査結果につきましては、活力や個性を重視するグループと、安全・安心を重要視するグルー

プということで２つに完全に大きく分かれたということで、どちらか一方を強調した将来像と

いうふうにならないのではないかということで、安全・安心型と活力・個性型の両方の要素を

持った将来像が望ましいということで審議会の検討を進めまして、検討の中では安全・安心の

キーワードとして、心のつながりや安心のまちという部分、あと、活力・個性のキーワードと

して笑顔のまちということになりまして、それらを地域が一体となって実現していくというこ

とで、人と人との心がつながるというキーワード的なものを出しまして、それを最終的にみん

なの心つながる笑顔と安心のまちということでまちの将来像をまとめております。  
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○委員長（小西秀延君） 田渕建設課主幹。 

○建設課主幹（田渕正一君） 私のほうは 13 ページと 14 ページのご説明をさせていただきま

す。（２）都市の姿（都市計画の方針）ということで、多くのから始まりまして５行目ですけど、

総合計画における都市の姿は、将来ビジョンを示す都市計画マスタープラン、これは現在策定

中です。それと一体であり、その都市構造と土地利用の基本的な方針を示します。都市構造と

はということで、こちらのほうは計画的な都市づくりを行うため交通軸と都市拠点などを要素

に都市の形を示したものです。目標とする都市構造ということで、これまで多様な産業の反映

により拡大成長するその市街地を支えるため計画的かつ効率的な市街地整備を基調とした都市

づくりを進めてきました。しかし、少子高齢化や厳しい社会情勢ということでこれに柔軟に対

応するための都市づくりが必要となっています。それから、ちょっと下のほうにいきますけど、

これらのことから本町を取り巻く社会情勢の変化を見据え、各地区の既成市街地が適切な規模

でまとまったまちづくりを進め、人とコミュニティーのつながりを重視して都市活力の維持・

向上を図ることを目標としています。次に、交通軸。東西の交通軸、ＪＲから国道 36 号線。南

北の交通軸、道道白老大滝線だとか、現在、工事もう少しで終わると思いますけど石山西通な

どです。次に、都市拠点として、産業・流通、観光・レクリエーション、健康・福祉、歴史・

文化、あと親水拠点ということで川だとか海岸だとかを挙げております。次に、土地利用の方

針ですけど、土地利用とはということで、土地利用は道路や公園、福祉、環境、文化、農林水

産業や商工業など暮らしに関係するすべての分野に関係します。これらの土地利用が健全な調

和を保ち町民が安心して快適に暮らすことができる計画的な土地利用を図るものです。土地利

用の重点項目といたしまして４点挙げております。環境との共生を目指した土地利用というこ

とで自然環境との共生に配慮するということと、宅地の無秩序な拡大を防止し、環境負荷の小

さい都市づくりを進めます。次に、安全・安心を重視した土地利用ということで、災害に強い

まちづくりを目指しますということと、地域ぐるみの防犯機能を強化するため、地域環境改善

に配慮し、安全に安心して暮らし続けることができるまちづくりを進めます。３つ目です。快

適な暮らしを支える土地利用ということで、地域固有の資源の保全と活用を進めるとともに、

安心して出かけられる環境と生活圏の形成を目指した土地利用の施設配置を誘導し、子育てや

高齢者の暮らしを支える居住環境、交通基盤などの充実を図ります。４つ目です。まちの活力

を生み出す土地利用ということで、道央自動車道や港湾という立地条件の優位性や豊かな自然、

歴史・文化を生かした産業振興や観光振興等の取り組みとともに町民を支える都市機能を各地

区の既成市街地の中心部に誘導し、その集積によりさまざまな活動が繰り広げられる地域とし

て活性化を図り、魅力を高めるまちづくりを進めます。  

以上です。  

○委員長（小西秀延君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） 引き続きまして、15 ページから説明します。まちづくりの

基本方針と施策の体系という部分でございます。まず、（１）のまちづくりの基本方針という部

分でございますけれども、基本方針につきましては、将来像の実現に向けて取り組むまちの基
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本的な方向性を示すというものです。分野ごとに基本方針を設けまして５つの基本方針という

形で、これは分野別の最高目標という意味合いもございますのでご理解願います。まず、基本

方針１、生活・環境の分野でございますけれども、人と環境にやさしい安全で快適に暮らせる

まちということをテーマとしまして、環境保全や循環型社会の形成、災害などから町民の生命

と財産を守り、安全でやさしさのある住みよいまちづくりということも目標としております。 

基本方針２、健康・福祉の分野でございますけれども、支え合い、みんなが健やかに安心して

暮らせるまちをテーマといたしまして、健診受診率の向上や自主的な健康づくりを促進すると

ともに子育て世代への支援、高齢者や障がい者など緊急時の支援体制の充実ということなど、

みんなで支え合う心の通った変わったまちづくりを進めるということ目標としております。基

本方針３、教育・生涯学習の分野です。こちらにつきましては、生きる力を育み、生きがいを

実感できるまちということをテーマといたしまして、家庭、学校、地域が連携して子供たちの

成長を育んでいくということ。また、アイヌ文化の伝承・保存、普及を初めとする歴史や文化

を大切にし、だれもが生涯にわたって生きがいを持てる環境づくりを進めるという内容となっ

ています。基本方針４、産業の部分でございます。地域資源を生かした個性あふれる産業のま

ちということをテーマといたしまして、地域資源を生かした地域産業の経営基盤の強化という

部分と、食材王国しらおいの推進による地域産業の連携、企業誘致による新産業の創出、雇用

の場の確保ということを基本方針としております。基本方針５、自治の分野になりますけれど

も、人と人との理解と信頼による協働のまちということをテーマといたしまして、自主的な町

民活動や町民参画、町民と行政との対話や情報共有、効率的かつ効果的な行財政運営を推進す

るという内容となっております。  

続きまして、16 ページの（２）施策の体系でございますけれども、こちらにつきましては５

つの分野とそれぞれの基本方針と施策の項目を体系化というか、整理しているという形になり

ます。まず、生活・環境の分野につきましては、安全な暮らしや防災に関してなど、基本計画

に定めます 13 の施策項目を設けております。健康・福祉の分野につきましては、健康づくり、

地域医療などということで６つの施策項目。教育・生涯学習の分野つきましては、幼児教育か

ら社会教育、文化、スポーツ、または人権までということで９つの施策項目。産業の分野につ

きましては、商工業や農林水産業など６つの施策項目。あと、自治のほうでは２つの施策項目

という形で構成しております。  

続きまして、17 ページの３、基本構想の推進にあたって（基本姿勢）ということで、総合計

画の基本構想を推進していく上での基本姿勢ということでまとめております。まず、１つ目に

は自治基本条例との連動によるまちづくりの推進ということで、前回第４次の策定時には自治

基本条例というものはまだできておりませんでしたけれども、今回は自治基本条例がもうでき

ているということではっきりと総合計画に位置づけております。内容としましては、まちづく

りの基本的なルールであり、自治制度の最上位の条例という自治基本条例との連動性を確保し

て、まちの将来像の実現と町民本位の自治のまちづくりを推進していきますということです。

２つ目の町民と行政の協働によるまちづくりの推進ということで、町民・事業者・町民活動団
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体など、行政がまちづくりの目標を共有するとともに情報を共有し合いながらお互いの考えや

思いを理解し信頼関係を深め、協力・連携し合う協働のまちづくりを推進しますということで

まとめております。続きまして、３つ目の達成すべき目標の明確化と進行管理の実施というこ

とにつきましては、財政改革プログラムや行政改革実施計画との整合性を確保しながら政策を

進めていくということが１つと、あと、進行管理の方法としまして、自主防災組織の組織率な

ど数値による評価指標を用い、また、定期的な満足度等の調査を行いまして、行政評価と連動

した計画の進行管理を行うという形でまとめております。なお、評価指標につきましては、分

野別計画の施策ごとに設定しておりますけれども、実施計画の一部として位置づけたいと考え

ていることから、今回の計画案には掲載しておりませんのでご了承ください。評価指標につき

ましては、新たに設定するというものも多いことから、今後、初期値が設定されていないもの

も多いので、今後アンケート調査等を行いまして初期値・目標値を設定していきたいというこ

とで考えております。  

あと、本日配付しました資料１と資料２がございますけれども、こちらについて続けて説明

させていただきます。まず、資料１につきましては、町民説明会の実施結果ということで、先

ほども説明しましたが、４月 25 日から 27 日までの３日間開催しております。内容につきまし

ては、意見提案なのですけれども、全体を通しましてざっくりとした話が多いということの指

摘を受けまして、具体的な話でないとわかりにくいという内容の意見が多かったのですけれど

も、この意見に対しましては、今回はまちづくりの方向性を示す基本構想、基本計画までとい

うことの説明の中で、具体的な取り組みや事業については実施計画ができたときに改めて説明

会を開催したいということでお話ししております。計画案に対する個別の意見、提案につきま

しては資料１のほうにまとめておりますけれども、特に防災に関することだとか地下資源や再

生エネルギーの利活用、都市の姿の部分の適切な規模でまとまったまちづくり、いわゆるコン

パクトシティーということについてのご提案やご意見というのが非常に多かった部分です。特

に竹浦地区の説明会では、白老地区中心のまちづくりというイメージが非常に強く、保育園や

中学校の統合の関係もありまして竹浦地区が寂れていくのではないかといったような懸念を強

く感じているという意見が複数ありました。これらにつきましては、先ほど説明しましたよう

に基本構想の都市の姿の内容を修正しまして、各地区の既成市街地が適切にまとまったまちづ

くりという形で白老中心という意味合いではないということで整理させていただいております。 

あと、そのほかの意見、提案につきましては、基本的には今後策定する実施計画において対

応していくということの内容が主だったのですけれども、基本構想、基本計画案の修正部分に

つきましては、同時に意見を出していただいた方にパブリックコメントでも提出していただく

ということでパブリックコメントの中で整理しております。そちらがパブリックコメント手続

の実施結果についてという資料２のほうになります。分厚いのですけれども、４月 11 日から５

月 10 日までの１カ月間実施しまして、20 名の方から 68 件の意見ということで整理しておりま

す。こちらにつきましては既にホームページだとか各出張所、いきいき４・６、図書館などに

町民の方が見られるようにということで設置しております。パブリックコメントでいただいた
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ご意見、ご提案につきましては、こちらも実施計画で検討していくという取り組みが事業に対

する部分も多かったのですけれども、こちらではできるだけパブリックコメントの意見も計画

案に反映させたいという意識の中で、審議会で検討しながら内容について整理したものでござ

います。一つ一つの説明は今回しませんけれども、例えば、７ページをお開きください。右側

に提出された意見の要旨がありまして、総合計画案は総花的抽象的である、具体性に欠けると

いうことで、対応策として食材王国だとか、象徴空間だとか、アイヌ文化といった、まちの基

本方針の中にそれらの部分を盛り込んでメリハリをつけてはどうかというご提案をいただきま

して、こちらに修正後ということで、新たに文書を加えるという内容になっております。こち

らにつきましては、今後の議論の参考にしていただければと思います。  

以上で私の方からの説明を終わります。  

○委員長（小西秀延君） ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４６分 

                                         

再開 午前１１時００分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

ただいま説明がありましたが、この件について質疑がありましたらどうぞ。 

７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。説明ご苦労さまでした。この基本構想のことにつ

いて、17 ページの基本構想の推進にあたって、基本姿勢という具体的な内容ではなくて、考え

方をちょっとお伺いしてみたいと思います。と言いますのは、基本構想８年、基本計画８年、

実施計画３年ということでなっていますけれども、今まで基本構想にも基本計画にも入ってな

かった大型事業が組み込まれてきたという経緯がございます。大型事業をするときに基本計画

の中に組み込んでいくというような、そういうようなお考えがあるかどうか。まずお聞きして

みたいと思います。これは、これから議員の皆さん方とも議論していかなければいけないこと

だとは思うのですけれども、実施の中で実施計画に入るだけではなくて、基本計画の中にも組

み込んでいくというお考えがあるかどうか。 

それともう一つ。前のページのほうに戻りますけれども、人口の推計ということなのですけ

れども、13 ページの都市の姿ということです。先ほどコンパクトシティーという言葉を使いま

したけれども、それとはちょっと違って、地域ごとに集約化したものをつくっていきたいとい

うようなこういうお話ありましたけれども、それでは、白老町の人口を具体的に、地域別に、

町内会別にきちんと把握されているのかどうかということなのです。これをつくっていくとい

う構想はいいのですけれども、そこまでお考えがあるかどうか。やっぱりざっくばらんに、基

本構想の中でやはり一番初めに人口の想定ということで８年間の人口想定をしていますけれど

も、実際には町内全体です。でも、こちらのほうの基本構想の中にあっては、具体的に地域ご

とにコンパクトシティーみたいな形で集約していくというのであれば、やはり地区ごと、町内

会ごとの人口、そして高齢者、生産労働者、14 歳未満の子供たちの人口、そういうものをきち
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んと推計していく必要性があるのではないかと思うのですけれども、その辺の考え方をお伺い

してみたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） ただいまの西田委員のご質問についてですが、まず、１点目

の大型事業と基本計画の関係でございますけれども、基本計画には想定される大型事業の方向

性というものは踏まえて策定しております。それで、その方向性の中から実際の大型事業を組

み込む計画としては、実施計画というふうに提示しております。 

それから、２点目の人口想定についてですが、地区別の人口想定につきましては実施計画の

冒頭の部分で詳細の部分を少し出す予定となってございます。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の１点目の質問の中で、きちんとした計画の中に入れるというよう

な方向性が入っているので、きちんと入れるということで。そうしましたら、最終的にその計

画がきちんと実施されたかどうか。効果額、すべてのことに対してもきちんと組み込まれた段

階で、今財政改革プログラムやっていますから、当然予算がつくものはつきます、大型事業や

ったときには。そういうときにはきちんとどこを削ってどこをふやしていったかと。そういう

シミュレーションというものもきちんとつくっていくというふうに理解してよろしいですね。 

それと、２点目の実施計画のときにそれを示すというふうに言っていますけれども、やはり

私は、基本的な考え方、基本計画の中に人口の形態というものは８年間きちんと一応総合計画

つくるわけですから、構想の中で最低限白老町の人口の土台というものをまず押さえておくべ

きではないかなと。そして、その時代その時代に合わせて３年ごとに見直しされていくわけで

すから、それはそれで見直していってももいいと思うのです。でも、冒頭にやはりきちんとし

た目標、そういう計画がないとこの基本計画とかを実際に示されても具体的なその姿が見えて

こないというのですか、そういう思いがあるのですけれどもいかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） まず、１点目の大型事業につきましては、財源の問題はすべ

て実施計画に示しますので、その財源と財政プログラムの範囲内の財源をもって収めてまいり

ますので、財源と事業というのはその中で調整するということ。 

それから、実施計画で示す年度ごとの１年目はほとんど予算審議で決められるものですけれ

ども、２年目、３年目については想定する事業規模というのをお示しいたします。 

それから、人口については、今ご意見伺いましたので地区別の人口をここの冒頭の部分に入

れるかどうかを検討させていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今説明をずっとお聞きしていまして、今まで５次にくるま

でに従来もずっと計画を立ててきた。その今までの計画との違いはどこにあるのかということ

を一つお聞きしておきたい。 

それから２つ目に、重点課題、それから基本方針１、２、３で並べられているのだけれども、
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この優先順位とか、そうは考えていないだろうと思うけれども、そういうふうには並べられて

いないのかどうなのか。 

もう１つ。まちづくりですから、10 年後、20 年後どのようなまちにしていくかという、そう

いうことを読まなければならないと思うのだけども、長期、短期の目標というのはどこを読め

ばいいのか。そのあたり聞かせてください。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） まず、まちづくりの重点課題の中での優先順位ということで

ございますけれども、それはこの総合計画を総合的、計画的に進めるという観点から、分野ご

との重点課題を掘り下げているということで、福祉部門、建設部門、環境部門、そういうもの

の優先順位は今つけておりません。 

それから、従来の計画との関係でございますが、まず一つには、自治基本条例が制定されて

から初めて全面改正される計画でございます。自治基本条例と申しますのは、やはり本町の自

治制度の根幹でございますので、その中には主に情報共有ですとか参加とかそういうものを通

しての本町の自治を進めていこうという内容になってございます。それで、総合計画というの

は、基本計画がそうなのですが、政策の分野ごとにその方針を定めておりますが、その分野、

生活と環境ですとか、健康と福祉ですとか、そういうおのおのの政策を進めていく中で共通、

一貫して情報共有とか参加を求めていくと。政策が縦型でしたら自治の進め方は横型に、横断

的に進めていこうという考えがまず新たに重要視されているということでございます。 

それから、これまで白老町は５次まで計画をつくってまいりましたが、４次のときに初めて

町民との協働ですとか、町民が主体ということが前面に出されました。それは今回の計画も継

承されております。ですから、町民、行政、議会、その主体がそれぞれ協働、連携することに

よって進めていこうという理念はございます。 

それから、この８年間計画期間の最終目標として掲げておりますのが将来像でございます。

12 ページに将来像としてまとめたものが、みんなの心つながる笑顔と安心のまちということで、

ここのキーワードは要するに笑顔・活力と安全・安心というまちをつくるためには、みんなの

心つないでいこうという強い考えがございまして、産業を活性化するに当たっても、産業間の

連携とか生産者から流通までの連携、そういう心をつなげていこうということと、安全・安心

を守るために地域の中で社会的に弱い方も支援しながら心つなげて安心をつくっていこうとい

う、そういう理念をあらわしている将来像としております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） そこまではわかりました。自治基本条件が柱になりながらつくられて

いると、色濃く出ているということがわかりました。それで、ずっと聞いていまして、先ほど

もパブリックコメントの中に総論的ではないかという言葉があったのだけれども、総論で言え

ば、全体に網羅されているものだからすごくバラ色に見えているのです。ずっとバラ色に。そ

れでは、今の情勢の中でそういうバラ色のまちがどうやったらできるのかというところが１番
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大事ではないのかなという気がするのです。そうすると、１番初めに社会的な分析をされてい

るのです。そのような中でいうと、人口減少、人口一つ取り上げても、これは今１万 9,100 何

人です。それが７年後に１万 7,200 人。これを計算していきますと１年間に 300 人ずつ減って

いくのです。その計算でずっと成り立っているのです。そうやってどこまでいっても 300 人ず

つずっと減っていくのか。これはものすごい問題です。割合でいうと年少人口が８％しかない

という、このものすごく異常な現象。ここのところを直さなかったら、まちづくりをいくら描

いてみてもどうにもならない。ということになれば、人口をどうするのかという、そのことが

どこかに出てこなかったらだめではないかと。それで、社会的な環境を全部情勢分析している

中で言えば、やっぱりこれからの人口問題どうするのか。少子化対策、これだけ子供がどんど

んいなくなっているのに、これをどうやってやるのかということが最大のまちづくりの問題に

なるわけでしょう。防災体制もしかり。環境問題もしかり。そういう問題が本当に浮き上がっ

てきて、さあ、皆さん何とかしましょう、住民協働で頑張りましょうと言ったときに初めて町

民は、よし今ここをずっとやればいいのだなという目標ができて、協力体制ができるのではな

いかというふうに思うのです。ところが、ずっと読んでいて、例えば先ほど３つ出されました。

心ですから、きずなと笑顔と安心です。これは何年たったって永遠の課題です。永遠の課題を

今並べている暇があるのかと。社会分析をした中で本当に一つ一つがこのまちに影響している

最大の問題ばかり並んでいるのです。それをどうやって取り上げるのだというのが一向に見え

てこない。だから、私が聞いたのは、その従来との計画とどこが違うかというのも、行政です

から総論がなければならない。全体の分野別の計画がなければならない。それはわかります。

だけれども、その中で今町民一体となって、行政と一緒になって、今何をしなければならない

かということが出ていなかったら計画とは言えないのではないですか。これは分野別で後で出

てきますか。出てこないでしょう。今住民が何をしなければならないのかということが抜けて

いるのです。私そういうふうに考えるのですけれども、話を聞きながらこの計画案をそういう

ふうに見たのですけれども、そちらではどういうふうな考え方を持っているか聞きたいのです。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 今の斉藤委員のご意見を承りましたけれども、この計画の中

においてやはり重点的に考えておりますのは、人口減らさない、そういう努力をしていこうと

いう議論はたくさんしてきました。それで、これはちょっと基本計画のほうに入るのですが、

基本計画のほうで重点プロジェクトというものを設定しておりまして、その中で、子供を産み、

育てやすい環境づくりですとか、働く場があるまちづくり、もしくは子供や若者の可能性を伸

ばすような環境づくりというそういうプロジェクトに力を入れていこうということがまず１つ

設定されておりまして、その中で、やはり若い世代が安心して働いて、そのことによって子供

をふやしていくということをどのように進めていくかというようなことをこのプロジェクトで

推進していくということの設定はされております。ページ数で申し上げますと、26 ページの基

本計画のほうのプロジェクトにあります。基本構想のほうで整理された課題を受けて、基本計

画のほうでプロジェクトとして推進していくと。 
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○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私が言いたかったのは、段々後ろになれば具体的になりますと。その

中にそういう精神が入っています。そうだろうと思います。だけども、それでは、今の社会情

勢をつかまえて、今計画の中でもここのところをがっちりと解決しなければだめだというとこ

ろがどこにあらわれているのかと聞いたのだけど。ずっと後のプロジェクト部分まで読んでい

けば、どこかに入っていますと。これで町民は理解できますか。そうではないと思うのです。

やっぱり柱の中に、１番初めのところに、今こういう社会情勢なのだから、ここのところをみ

んなで解決したいという、これを一点突破していくと言ったときに、我慢するところは我慢を

しても、みんなそこに力を注ぎこんでいって、それで後へ波及していくと、ほかのところへ波

及させていくというのならわかるのです。ところが、どう見たってこれは全部並列に大事なこ

とがみんな書かれているのです。そうすると、どこをつかまえていったらいいのか、あと評価

するときにこう書いてあったものを何％できましたというそういう答えにしかならないわけで

しょう。そうしたら、今までと何のかわりばえもしない平凡な、ただまちのためにこうやって

やりました。解決するためにここまできましたというそういうものの言い方にしかならないの

ではないかと。本当に基本になる部分がどこなのかということを押さえて、それはどこまでみ

んなでやり上げたのか、そこで町民の力が発揮されるというそういう分析と評価をきちんとし

なかったら、本当に生きたものにならないのではないか。そういうふうに私は考えるというこ

とで、そういうことから言うと、今の答えではちょっと私は納得できないのです。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 斎藤委員のおっしゃることも理解はできます。これは、特に

人口問題をとらまえて、その辺の現象という部分についてもうちょっとそこを掘り下げて前段

から深くそれを解決するために町民の意識を集中して、それを今後の対策にあてるというよう

なご意見、ご指示かというふうに考えます。ただ、今回のつくりにつきましては、ご承知のと

おり４ページで人口の想定ということで、これまでと違う部分というのは、あくまでも今まで

は人口をいわゆる増加させるという考えでこれまでもきていました。それが今回は現実路線と

いいますか、全国的に日本国が減少、少子高齢化になっていくという中において、ここでいか

に人口減少を食いとめるかという部分、ここが現実的な歯どめという部分で、ここで問題提起

をしているわけなのです。今回町としては。今まではあくまでも本当に総花的に人口増をねら

っていましたと。それが、本当にできるかできないかは別にしまして、今回はこういうような

形で出していると。それで、その次の段階におきまして時代の潮流、社会情勢、こういった（１）

から（８）までのいろいろ問題があって、それで最後に 10 ページに課題ということで、ここで

１から６までの重点課題としてとらえているわけです。おっしゃることはわかるのですが、町

の立場としましても人口だけが特別重要ということではなく、やはりそれに付随するいろいろ

な環境問題ですとかこういった部分も必要だと。あとは教育、こういったものもやはり欠かせ

ないもので、これがいわゆる町の考え方としてはすべてにおいて力を注がなければならならな

い問題意識としてこういうふうな形で示したということで、その少子化の部分についてはその
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以降の基本計画あるいは実施計画の中で具体的な施策として示されるというふうに考えており

ますので、この辺ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わかるのですけど、私は人口だけの問題ではないだろうと思うのです。

人口問題を代表してそういう問題があると。ただ、人口問題１つ、少子化問題１つとらえても、

子供をふやせと言ってふえるわけではないのです。人口減るなと言ってふえていくわけではな

いのです。ということから今までもそこのところが１番のポイントだと言ってきているのに、

そこの成果というのはなかなか見えないのです。それで、３月の異動期になると 130 人ぐらい

異動してしまうと。そのようにして、そして、４月には何十人かしか入ってこないというそう

いう現象が起きてくるわけです。ここに住んでいてよかった、このまちでよかったというそう

いうふうに思えるためには、やっぱり子育てのための施策が、全部人口増に向かって施策が組

まれていかなければならない。人口増に向かっての福祉という形で施策が組まれていなかった

ら人口ふえないわけです。だから、そういうふうな有機的なつながりの中で一つのものが解決

していくというようなそういう構想になっているのかと。そういうつながっていく、ああいう

図がやっぱり必要であって、その中に解決する課題がどんと真ん中にあって、そこに波及する

問題をそのために解決していこうという形にならなかったら、やっぱり焦点がぼけるのではな

いか。今部長の言ったこともわからないわけではないのだけれども、そういう大きな問題を解

決するためにほかの施策があるのだと。そういう形で組まれていることが本当ではないかなと

いう気がするのです。だから、そこら辺が読んでいてわからないということを言いたいのです。

全体読んだら全部すばらしくいいのです。それは、文句は言いません。いろいろ意見を聞いて、

町民からも意見を聞いてまとめたのでしょうからそれはいいのだけども、やっぱりそこのとこ

ろが、ここが力点だというところが見えないという感じなのです。これは私の意見ですから、

あとほかの方々の意見も聞いてみてください。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 今斎藤委員のお話にありました人口についてだけ、この総論

の４ページです。人数を書いている下の３行ですけれども、この計画では子育て環境の整備や

福祉の充実、産業の振興などさまざまな施策を通してまちの魅力を向上させ、だれもが住み続

けたいと思えるまちづくりを進めることで人口減少を最小限にとどめるよう努力していくこと

としますということで表現していたのですが、これはちょっとやっぱり弱いということだと思

いますので、この辺をまた今後整理する課題とさせていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 私のほうから。今斎藤委員の言われた部分、まちづくりの基本、い

ろいろな分野に分かれるというようなことで言えば、その根幹になるのが人口構成なり、人口

が基盤になるのかなというふうには思っております。ということで言えば、斎藤委員の言われ

たことは自分も理解する部分なのですけれども、ただ、このつくりとして、やはり特化してそ

の分野ということには当然ならないということで、今の状況なり人口推計なりを押さえた中で
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何が課題なのかというのが、今この構想の中では 10 ページに書いているとおり重点課題を整理

しましたと。それで、ここから基本計画なり実施計画に入りますということで、多分そういう

ようなつくりだというのは理解の上だと思いますけれども。ただ、一つのものだけ特化してこ

うだというのはなかなか表現しづらい部分がありまして、各分野、それぞれにかかわっている

人たちから見ると、やはり人口というのは何でも基盤だという押さえはしていますけれども、

それなりに自分たちのかかわる分野についての力点といいますか、重点施策事業、これについ

てはやっぱり見えてくるのかなというふうに思いますし、私どもも実施計画なりを進める中で

いかに人口を、これは想定の数値を載せていますけれども、これを最低限として、いかに人口

をもう少しとどめるか、あるいはふやすかというようなことは各種事業の中で念頭に置きなが

ら事業をやっていきたいというふうに思っていますし、そのために、10 ページで言った課題を

受けて、16 ページの施策の体系に持ってきていると。それを受けて今度実施計画のほうに具体

的な事業を示していきたいというふうに思っています。これについては人口だけではなくて、

他の分野についても同じようなつくりになりますので、先ほど１番初めに質問された優先順位

はあるのかというようなことがありましたけれども、気持ちとしてはその基盤になる人口とい

うのがありますけれども、これだけということにはなかなかならないのかなというふうに思っ

ております。表現としてはなかなかうまく表現できませんけれども、各分野でやはり力を入れ

ていかなければならない施策というのは実施計画の中でそれぞれやはり力を入れていかなけれ

ばならないのかなというふうには思っております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ３点ほどお伺いいたします。まず、17 ページの達成すべき目標の明確

化と進行管理の実施。今斎藤委員も話していましたけど、本当に総花的にすべてやっていいま

ちになると上げていますけれども、実際にできるかどうかということはこれからだと思います。

４次を見ても進行管理は非常に大事なのです。それで、まず１点お聞きしたいのは、４次のと

きに前期、後期ありまして、前期のときに総務文教常任委員会のほうからは、町から働きかけ

なくて議会から働きかけて、何回やっても進行管理、最終的にやったのだけど、何回総務文教

常任委員会でやっても時間がないとかまとまっていないとかでやれなかったのです。そして、

やりました。そのときにかなり数値も違っていましたし、新たな事業というのは入っていまし

た。後期は、この前ただ参考配付で４月 10 日に配付されただけです。全然その４次の進行管理、

町側はしているかわかりません、これで。しかし、進行管理してどれだけの成果があってどう

かと。ただ達成率で 75 あったとか 30 あったという話ではなくて、その辺がその後期の部分も

若干４次でして、計画にあった部分と計画ではない部分でやって、大きな事業があって、どれ

だけ財源のずれがあったかということをちょっとお聞きしておきたいと思います。 

それと、今後この進行管理についてどのような形で進行管理が具体的に町民、議会、私が今

言っている部分は議会と過去の反省も踏まえて進行管理をやっていくのか。そして、財源調整

もどこまでシビアに押さえられていくのか。その辺を具体的にどう考えているのか。これは実

施計画で財源出てきますけど、その前にそういう基本的な考え。進行管理の中でも財政改革プ
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ログラム、この言葉がよく安易に出てくるのです。しかし、私前回一般質問やったら、今財政

改革プログラムを見直すかどうかわかりませんという話なのだけど、この３ページからいけば、

実施計画３年、基本計画８年、基本構想８年です。財政改革プログラムは 28 年度で終わるので

す。その辺の財源確保、財源の見通し、どうやって整合性を。ここで簡単な言葉で整合性と言

ってしまえばすぐ通ってしまうのだけど、現実にどうやって財源担保されていくのか。それと、

財政規律どう守るのかということがまずうたわれていないのです。 

それと、今斎藤委員のほうから人口の推計ありました。私は減っていくと思います。ただ私

は２万 1,500 人見たときに、人口がもう２万割ってしまっているときに、なぜ見直さないかと

言ったら、逆に見直しするほうがおかしいのだと。そういう目標値を持たないとまちづくりで

きないと言っているのです。今回落としました。僕は落としてもいいのですけれども、この想

定の中は、この全国の調査の想定の推移の数字を使って下がりますと言っていますけど、現実

的に白老の時代背景、経済背景、人口減少等々を見たときに、なぜ、こういうことがあるから

全国の人口推計はこうなのだけども、白老町は１万 7,100 人になったのだと。白老町のこれか

ら総合計画つくるのに白老町の人口が減る要因を何もうたっていないのです。その３点。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） １点目の総合計画第４次の検証の部分のご質問です。ちょ

っとまだ進捗率とかという話になります。財源ベースで申し上げますと、特に後期で申し上げ

たいと思います。こちらにつきましては、総額で申し上げますと 97.5％の執行率だったのです

けれども、こちらにつきましては経常費、事業費の分けでみますと経常費のほうが計画に対し

て 115％。それで、事業費が 55％ということで、要するに財政が硬直化しているという部分で

す。思ったとおり政策的事業が進められていない。あるいは、件数については進められている

のですが、90％以上にはなっているのですけれども、それで何で事業費が 55％になるという分

析では、財政状況に合わせて事業規模の縮小だとか、そういうものを図りながら進めざるを得

なかったという部分が一番でございます。 

２つ目の財源確保がうたわれていないといった部分ですけれども、こちらについては先ほど

も説明しましたように実施計画の中で財源については示すということで、途中で追加した事業

があるなどという部分が当然出てくる、柔軟かつ町民ニーズに合わせたという形で今回の計画

は実施計画を３年ローリングにしたということもありますので、財政改革プログラム自体は 28

年で終わりますけれども、その都度、毎年３年ごとの計画をつくりますので、その都度の財政

状況に合わせながら、当該年度はもちろん予算の部分とかぶりますけれども、その２年後、３

年後の部分につきましてはある程度その時点での財政状況を、財政計画を見据えながら、財政

課とも協議しながら策定していくという形になるかと思います。 

それと、人口の部分なのですけれども、白老町の要因がうたわれていないということでした

けれども、人口につきましては１万 9,376 人という平成 22 年度の国勢調査をもとに、先ほども

説明したように生存率と移動率を掛けております。この生存率と移動率という数字は、これは

国立社会問題人口問題研究所で出したものですけれども、こちらについては白老町とほかのま
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ちとの数字は違いまして、こちらをもとに数字を出しているということで他市町村とかと全体

の流れの中でこの１万 7,100 人という数字を導き出したのではなくて、あくまでも白老町の 17

年までの、その以前の人口動態というか、そういう部分を見きわめてつくったという内容にな

っております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 財源の部分は実施計画出ているけれども、総合計画の基本構想、基本

計画の中の、ここで言っている財政改革プログラム、当然もう、私も前回質問していて、一般

財源がなくなってくるのはわかっているのです。そういう観点を十分認識した上でここの整合

性持つということを言っているのかということです。ただ見直しする、ローリングする。結果

としてそれが、今ここで言っているようなこのようなバラ色的なまちづくりができるのかどう

かということです。財源がないのがわかっていながら。そこをもう少しシビアに財政改革プロ

グラムとこの総合計画、実施計画になってくるのかなと。まだ出ていませんけれども基本計画、

もう少し具体的に実現性に向けて、その辺どうなのかということをお聞きしたいのです。まず、

そこをちゃんと整理しておかないと、先ほど斎藤委員が言った話になってしまうのです。その

辺もうちょっと聞きたいということ。 

人口については。逆に執行方針で企業誘致するためにまちづくり活性化すると具体的に言っ

ているのだから、そのために最低やっても１万 7,000 なのだと。今までこうこうでだめだった

から、こうやるのだと。その原因を分析しなければ１万 7,000 は何だと出てこないはずなので

す。ただ、今言ったように移動と云々と。それはそうです。人口減少の転用はそうですから。

社会減と自然増減引けば出てくる話なのだけども、それだけでできないわけでしょう。だから、

そこを聞いているのです。 

それと、副町長にお聞きします。私何を言いたいかというと、総合計画をつくる、総合計画

に求められる条件はいろいろあります。皆さん、勉強していると思います。その１つで一番大

きいのは、恣意的な事業選択を許さないということなのです、総合計画の中に。前回の４次も

そういう趣旨だったのですよしかし、総合計画の前期を見てもバイオマス燃料、観光戦略、Ｊ

ＴＢに約 4,000 万円委託金出しています。そういうことで総合計画がない中で大きな事業が恣

意的に入れられてきているのです。これは議会の責任もあります、正直な話。議論はしていま

すけれども認めているのだから。今後この恣意的な事業選択をしないと。あくまでも基本計画、

基本構想の中でちゃんとやっていくのだということの姿勢はどうなのかということです。副町

長は教育長もやっていましたし、それ以前、そういう中で庁議の中でいろいろ議論されてきて

いると思いますけれども、過去のことはいいですけど、今後、第５次に向けて総合計画に求め

られる条件の一つである恣意的な事業選択を許さないという部分がどうなっていくのかだけ伺

がっておきます。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） １点目の財政との関連のご質問についてお答えいたしますが、

今回で総合計画第５次になりますけど、これまで財源との整合性という議論が出てきて総合計
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画と財政をある程度確保してきたという部分は第３次からなのです。それで、今回ももちろん

あくまでも総合計画という目標でございますけど、これに財源がついてこなければやはり単な

る絵にかいたもちであるということになりますので、この辺につきましては前回４次も３次も

同様ですけど、財源の整合性という部分は必要であるということがまず１点です。 

それで、財政改革プログラムというふうに出しておりますが、これにつきましても前田委員

おっしゃるとおり、今後財政も厳しくなって、一般財源も厳しくなるということが予想されま

すが、それはあくまでも今後の財政計画の中でやはり一定限の財源を確保して、総合計画に盛

り込まれた事業をやっていかなければならないという町の責務というものもございます。そう

いった中におきましては、やはりその辺の整合性というのは絶えず総合計画で計画された基本

計画なり実施計画と財政をあくまでも毎年常時見ながら計画を立てていかなければならないと

いうふうに考えておりまして、実施計画に盛り込まれる計画というのは、これを実現するため

にやらなければならない事業というふうに認識しておりますが、財源の関係上、先送りとかそ

ういった場合も出てくる可能性もあると思いますが、その辺についてはきちんとあくまでも整

合性はとって進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 人口の関係ですけれども、この後期計画期間内のお話で申し

上げますと、基本的には出生率と死亡率で現在町は確実に 150 人以上自然減となっております。

そのほかに、この後期計画の中では、やはり経済状況の悪化から倒産もしくは撤退という状況

もありまして、そういう中で町外転出という移動があったという要因がございます。それから、

総合計画の中での、この基本構想の中での財政改革プログラムとの整合という点については、

なかなか考え方としては両論があると思いますけれども、財政改革プログラムに示された財源

内でやるということと、それを超えて事業を実施するという両方の考えがございまして、もし

超えてできたとすれば、それはそれだけ財源確保ができて計画をさらに進められたということ

も言えますし、もしくは財政改革プログラムの財源内でより効果的な、効率的な事業をやった

という評価もございますので、少なければよいということは多分皆さんも思ってはいらっしゃ

らないと思いますけれども、いかにその事業を効果的に、もしくは財源を確保しながら進めて

いくかということで、これまでは４年間固定で頭出ししていましたけれども、毎年、毎年、３

年間を見越して財源確保がされた事業でこの計画を推進するものであれば実施計画に盛り込み

ますよという考えに変更しておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 前田委員の最終的なご質問の部分ですけれども、今の部長、課長の

答弁の部分と基本的な考えとしては重複するのかなというふうに思っています。というのは、

事業そのものはやはりお答えしたとおりなのですけれども、財源があって、それで、この事業

をしましょうということで実施計画をつくっていくというふうに思っていますので。先ほどの

ご質問の言葉の中で恣意的事業と言われましたが、そこについてはちょっと理解ができないの

です。そういうまちづくりとして、総合計画の構想なり、基本計画なり、実施計画なりを入れ
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ていくと。具体的な事業は実施計画の中で、今回も３年ごとの中で入れていきますと。その裏

づけとして財源も確立した中で入れていきますと。その事業はまちづくりのために、こういう

先ほど課題ありましたけれども、課題の具体的な施策の事業としてやっていきますというよう

なことでの事業計画を立てますので、当然、そういう中でローリングしている実施計画を皆さ

んのほう、町民も含めてですけれども、議会にも予算化の説明をして事業を実施していくとい

うようなことですから、当然、まちづくりの事業として、それを上乗せしてやっていくという

考え方なので、皆さんにもまちづくりとしての事業の説明をしながら進めていくというふうに

思っています。申しわけございませんが、先ほどちょっと具体的な事業も言いましたけれども、

恣意的事業というよりもまちづくりのためにこの事業をやっていくのだということでの時代の

変化とともにそれが新しく入ってくることもあるでしょうし、そういうような説明をしながら

進めていきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私の恣意的な事業選択というのは、極端に言うと計画に載せたことは

実行すると。そうですよね。計画に載っていないことは予算化しませんということなのです。

そういうことを貫いていかなければ、ここでいくら５次の総合計画を議論しても意味がないと

いうことです。一生懸命やったって。これをどうしてもやりたいということで計画にないもの

を先に予算化してやってしまえば、総合計画の事業どうなのかということだと思います。多少

ローリングするから、その中で考えないという解釈もすると思うけど、原則論的にはそういう

姿勢が必要ですと、私はこう言っているのです。そういうことです。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 基本原則論といいますか、そういう中では基本計画に沿った流れで

事業を考えていくと。当然そういうことの中で実施計画を立てていきますので、そのときその

とき、３カ年のこういうスパンの中で見たときに、これは具体的には今持ち合わせていません

けれども、やはり新たな事業が生まれてくるということも当然あり得るのだろうというふうに

思っていますので、当然その中ではまちづくりの方向性として、この事業が必要なのだという

ものは出てくるだろうというふうには思っております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ３点ぐらい伺います。先ほど副町長の話の中で子供たちの意見も聞い

たというふうに言いました。それで、子供たちは白老に対してどのようなものを期待し、総括

で結構です、どのような夢とか希望を抱いた発言があったのか、その点を伺いたいと思います。 

それともう１点、総合計画は、前は議会の議決はなかったのでちょっと記憶が定かではない

のですが、今回大学の先生に入っていただきましたよね。先ほど言っていましたよね。私たち

からすると専門的な視点、専門的知見を取り入れたのかなというふうにちょっととらえたので

すが、その先生の総括、白老町が今置かれていることの総括的なもの、４次までの総括的なも

のを見られての５次へのいろいろな提言だったと思うのですが、簡単でいいです、そういう専
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門的知見を聞かれたことの意味と、それから、総括された先生の意見というのがどうだったか

とうことを伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） １点目の子供たちの意見というところですけれども、実際

の総合計画の取り組みとして、意見交換ではないのですけれども、小中学生にまちづくり標語

という形でいろいろさせていただきまして、その中で 500 件以上のものを小学校は５年生以上、

中学校は全学年ということで出しておりまして、こちらにつきましては、今総合計画書、実際

の形に製本するときに、その中には入れたいというふうには考えております。例えば、最優秀

作品で言いますと、「助け合う 心はぐくむ 白老町」ですとか、「未来にも 優しくしたい ま

ちづくり」、「つくろうよ みんなが笑顔 自然が豊か白老町」、こういった形で意見交換ではな

く子供たちの思いを標語に託していただいたという形で設定しております。 

あと、先生の総括ということだったのですけれども、具体的に総括の場面を設けたというこ

とではございませんけれども、北海学園大学の鈴木准教授と室蘭工業大学の有村先生という方

が２人おられたのですけれども、どちらもともにおっしゃっていたのが、これからの生活とい

うか、まちづくりに最も大切なのは社会資本関係、いわゆるソーシャルキャピタルという学問

的な言葉なのですけれども、こちらを非常に大切にしてほしいということで、この部分につい

ては６ページの（７）住民参加・協働意識の広がりというところで、ちょっと言葉が難しいの

でソーシャルキャピタルという言葉は直接出していませんけれども、自助、共助の話の中に、

また、人と人との交流、地域連携や協働によって生まれるお互いへの理解や信頼の醸成が地域

の治安や経済活動、出生率などを改善させるという研究成果が数多く発表されつつあると。こ

れは日本に限らず、そもそもイタリアで調査研究がされたのですけれども、そういった部分が、

日本も日本総研とかいろいろ研究していまして、その辺のことについて、やはりこれからのま

ちづくりに人のつながりだとか、信頼関係が大事になってきますよということはお二人とも強

調されておりまして、今その研究で室蘭の方はフランスに行っているところで、非常にその辺

は私たちも参考にしなければならないということで認識しました。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 子供たちのいろいろなものが一番目指すべきものに全部含まれている

のだなというふうに伺って、笑顔とか、そういった部分で人と人とのつながりというのは子供

たちが一番やはり白老町を見ていて感じることであり、今後目指してほしいことであると。ま

た、一番いい面でもあるというふうにとらえてくれていればいいなというふうに思いながら聞

いていたのですが。 

それともう１点は、今までの計画の総合的なものの意見はなかったということなのですか、

専門的な先生方の。研究されているテーマでこういったことが今研究で成果として出ています

と。そういったことであれば、今後の実行計画、実施計画の中でそのことはやっぱりまた専門

の先生の意見も生かしていくのか。この点を踏まえて、まだほかに助言があって、それを実行

計画の中で生かされていくような形になっているのか。これからもまたかかわっていただくの
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か。その辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） 第４次の総括という部分では、具体的にこれがどうだとか

という話はなかったのですけれども、鈴木先生につきましては第４次のときにもメンバーに入

っていただいております。今回いろいろなお金の問題とかもありますけれども、今後もそうい

った部分で長いおつき合いがありますので、両先生には今後もご指導いただきながら、またあ

るいはいろいろな他市町村だとかそういう部分の先進地事例など、そういうものもありますの

で、そういうものを参考にしながら白老町に合ったよりよい施策を実施計画の中で盛り込んで

いけたらいいということで考えおります。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） そういうふうにこれからもかかわっていただくということですから、

ぜひ、鈴木先生は第４次もかかわったということですから、やっぱりその専門的な目から見て

の総括的なものがお伺いできればというか、今後はやはり議会とこれから議論していく中で必

ず前の計画のことも出てきます、話の中で。そういったときに専門的知見、外から見た目で白

老町がつくっていた総合計画というのはどのようにとられているのか。ちょっとお伺いする機

会があったら伺っておいていただきたいというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。本当に簡単に伺いたいと思います。人口問題につい

ては一定限度書かれていますけれども、もう少し具体的になるものがあれば記述をしていただ

きたいなというのは非常に私も思いました。なかなか難しいと思いますけれどもここがやっぱ

り僕は一つかぎだと思いますから、ふやすだとかそういうことではなくて、本当に白老の将来

がどうなっていくかの基本的な部分ですので、ここのところ分析も方向も具体的、これは総論

ですからなかなか大変だと思うのですけれども、そこは一つ希望しておきたいと思います。 

もう一つ。現状分析をしています。白老町の姿でまちの現状と特性ということで現状分析を

しているわけですけれども、例えば８ページの７の暮らしを支える都市基盤云々というのがご

ざいます。ここで快適な生活の基本となる都市基盤が整っていますとこうなっているのです。

それは事実の部分があると思います。ただ、今道路や橋や公営住宅を含めて社会基盤の整備が

新たに起こすのではなくて、そこをきちんとしなければ白老町の社会基盤の整備そのものが壊

れていく。例えば道路何かはその典型で、新たな道路をつくるよりも今の道路をどう直すかと

いう計画のほうがもっともっともっともっと大切なのです。今住んでいる人が住めないという

状況になっていく。私はこの計画というのは、そういう現状をきちんと押さえてやっぱり変化

すべきところは変化させることが必要だと。新たに本当に例えば社台白老線が必要なのか。今

の道路を本当に社会基盤の整備、車が腹すって走れないような道路が、ここに書いている快適

な社会基盤の整備になるのかというその認識の問題。僕はやっぱりそういうことをこの計画の

中できちんと分析して位置づける。その上に立って白老町をどうすべきかとつくらないと、そ



 24 

れが結果として出てくるのは何かと言ったら総花的というのが出るのです。そのあと、これは

できたらいいなと思うのだけど具体的にはならないのです。なかなか具体的にはなっていかな

い。私はそこら辺をもう日本全国人口が減っている、そして、経済成長率が上がらない。そう

いう中で本当にこれからのこの計画というのはどうあるべきか。バラ色の計画でいいのかどう

かというあたりが真剣に議論されなければだめです、現状認識の中で。私はそう思うのだけれ

ども、例えばまちの現状と特性の部分と方向づけの部分の矛盾がないのかどうか。私はそこら

辺をもうちょっと見直す必要があるなというふうに思うのだけど、どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） ７ページの白老町の姿という中で、８ページの７番の都市基

盤の関係の快適な生活の基本となる基盤が整っておりますという文言と、現状の認識のずれが

あるのではないかというご指摘でございます。確かに文言にしますと、上下水道の部分である

とか、それから、１人当たりの公園面積ですとか、こういった数値をとらまえれば、他自治体

に比べて上位に位置するということでの文言整理というふうに考えてございますが、逆に、９

ページ、（８）の財政運営の中におきましては支出の部分で、下から３行目になりますけれども、

老朽化が進む公共施設の改修、更新に負担増が見込まれるとこういった言い方もしております

が、それでは、どちらに重点を置くかと言いますか、どう表現するかという部分が問題になろ

うかというふうに考えておりますので、この辺につきましては７番におきましては、ほかの文

言の記載も含めて、どちらかというと数値的な率といいますか、そういった部分での押さえと。

逆に財政運営では現状認識をしているという部分で記載をしておりますので、こういった文言

整理をしているということでご理解いただければなと思いますがいかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そのことはわかりました。構想とか、総論というのは全体的ですから

具体化するのは本当に難しいというのはよくわかります。短くすればするほど大変です。これ

はあいさつでも何でも同じです。そこはよく理解していますし、今のことも理解できます。た

だ、考え方の転換をすべき時期なのです、今。社会的に見て、白老町も日本も北海道も全部。

財政もみんなそうです。もう 10 年前、20 年前のその計画の視点でつくったらだめなのです。

違うのです。その社会情勢の変化、そして今実際、例えば和牛一つとってもそうです。今まで

のようにやって、本当に今までのようなやり方だけでいいのかどうかということが問われてい

るのです、今。だから、視点を変える。計画をつくるとき視点を変える必要がある。その一つ

として、こういうことがある。例えば財政運営大変だと。道路の問題だけで言えば、はっきり

言えば、今の道路行政に使っている金を全部突っ込んだって全然今の道路は直らないのだから。

はっきりしているのです。だから、僕はそういうことをきちんと、ここでうたっているからわ

かったけど、認めて、そして白老町の現状は事実こういう状況なのだと、財政もこういう状況

なのだと。だから、我々はこういうまちづくりをしなくてはだめだとならないと。やはり総花

的だけではいかないということなのです。だから、そこのところが総論と基本構想で具体的に

書くのは難しいというのはよくわかるけど、そこのところを押さえてやらないと計画が本当に
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つくったものにしかならないのではないかなという危惧をしているから、そこのところだけ私

は本当にお話をして、具体的な提起もしていきたいということであります。そういうことです。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今大渕委員の言われる部分、十分認識をいたします。言われている

部分もそのとおりというふうな今の状況を自分なりにも押さえているというふうに思っており

ます。というのは、先ほど来ご意見の中でありました、事業を計画するに当たってはやはり財

源がなければ絵にかいたもちだというようなこと、ということはやはり財源をきちんととらま

えた中で事業を計画としていくというふうに思っています。それで、従前、何次ということで

はなくて、従前の計画ではやはりこうなってほしい、ああなってほしいということで将来の絵

といいますか、そういうものを総合計画の中にも当然入れながら計画をつくったというような

ことで、先ほどちょっと表現ありましたけど、バラ色的なという表現も従前はあったのかなと

いうふうには思っております。ただ、私の認識というか押さえの中では、財政状況非常に厳し

いという認識を持っていますので、そういう踏まえた中で現状認識し、どういうふうに持って

いくことが現実的なのかというようなことで考えております。今ご質問の中に考え方の視点を

変えると、転換するというようなことは、ちょっと言葉じりで申しわけないですけれども、必

然的にそうなっていくのかなというふうに私も思っておりますので、やはりこうなってほしい

という思いと、それから、現実的な部分とそれは全部絞るということではなくて、そういうこ

とも入れながら事業計画を立てていかなければならないかなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 今大渕委員のおっしゃいました社会的転換点と申しますか、

そういうものの認識は押さえておりまして、それが伝わっていないのであればまた表現を変え

ていかなければならないというふうに思います。人口も増加からもう下降に転換しています。

それに産業も生産力をふやせふやせと言ったものから、生産するだけではなくて、どう消費者

に販売できるかというものをつくってというそういう転換もしなければならない。それにイン

フラもつくれつくれから、やっぱり維持補修して長寿命化していかなければならないという、

そういう転換点に入っているというのは認識して押さえております。そういうところがちょっ

と表現として課題としてもう少し整理するのであれば、10 ページの課題の４番の未来に受け継

ぐ持続可能なまちづくりというところの文言をもうちょっと今言ったような点で強調させて検

討させていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質問ございます方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

本日の会議の予定では、この後説明のあった基本構想（案）について各委員からの課題、修

正事項等の意見を求める予定になっておりましたが、時間が超過しておりますので、次回まで

に修正等の意見をご考慮いただき、次回ここから再開したいと思いますがよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、本日の特別委員会の調査はこの程度にとどめたいと思い

ます。 

次回は、７月 24 日午前 10 時から特別委員会を開催いたします。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これをもって本日の特別委員会は閉会いたします。 

（午後 ０時１３分）  


