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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 ８月 ７日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ２時３３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（１４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 広 地 紀 彰 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（なし） 

                                         

○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） ただいまから第５次白老町総合計画調査特別委員会を開会いたしま

す。 

これより本日の会議を開きます。 

（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、基

本計画案について７月 24 日の委員会におきまして氏家委員の質問に対して答弁調整のため保

留となっておりますので、その答弁をいただいた後、追加資料と本日配付しております付属資

料について担当課からの説明を受け、引き続いて基本計画案に対する質疑を行います。次に、

基本構想及び基本計画案の全体を通して質疑を行い、最後に課題、修正事項等について委員の

皆さんから意見を出していただく予定となっております。質疑を午前中に行い、午後から課題、

修正事項等の意見の提出を行い、開催時間は午後３時までを予定しております。 

以上であります。 

○委員長（小西秀延君） これより第５次白老町総合計画基本構想及び基本計画の調査に入り

ます。それでは、７月 24 日の委員会で答弁保留といたしました氏家委員の質問に対する答弁を

お願いいたします。 

高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） それでは、氏家委員のご質問にお答えいたします。氏家委員

から、１年後、２年後ではなく８年後の将来の姿をこの計画の中で町民に示していかなければ

ならない、これまでの検証や課題について書かれているのはわかるが、白老町の８年後の将来

像をしっかりと描いた上での計画なのか確認したいということですが、これまで行政で各分野

や地域町民の現状課題分析などを行い、将来予測などについて審議会で何度も議論を経て将来

像を描いてまいりました。そして、最終的に将来像をあらわす言葉としてＡＨＰ分析手法を用

いて、みんなの心つながる笑顔と安心のまちという将来像をあらわしました。基本計画におい

ては、各分野を網羅する施策展開のほか、８年後には人口が減少する、地域経済の低迷が続く

という将来に向かって、目標を持って、さらに地域資源や人的資源を活用していくことによっ

て、まちづくりを促進していくプロジェクトを重点的に進めていこうということで、描いた将

来像を推進する計画となっております。なお、文章表現だけでは伝わりにくい点については、

この後、追加資料を作成しておりますので、そのほうが良いという委員会のご意見や、こうし

たほうが伝わるといったご意見によって、今後、工夫していきたいと考えておりますのでご理

解を願います。 
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○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家でございます。今高橋課長のほうからお話がありました。

理解できたつもりです。きょうもらった付属資料のＡＨＰ分析にあるように、私の言っている

のはこのことなのです。基本構想というのは、まちの将来像とまちづくりの方向性、目指す将

来の姿をしっかり明らかとしながら、基本構想・基本計画をつくっていくのだと。それに実施

計画が乗っかっていて、個別の、個々の計画が、事業がスタートしていくという流れにちゃん

となっているかどうかという質問だったので、今のお答えを聞いて、またこれからいろいろな

まちづくりについての質問が行政に対してなされていくと考えております。ですから、今のよ

うな考え方の中で総合計画というのは立ち上がっていって、そして、実施計画に結びついてい

くという形をとっていただければよろしいと思いますので、ぜひ、そういった方向性の中でつ

くっていただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） それでは、本日追加資料と付属資料が提出されております。基本計

画案の質疑に入る前に追加資料及び付属資料について担当課からの説明を求めます。 

高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 私のほうから、昨日お配りしております追加資料についてご

説明いたします。まず、資料１についてですが、これは総合計画全体の概要ということで図式

しております。この図式について、例えば、基本構想の最後のページに総括的に載せるという

ことで全体の把握をしていただけたらというような図になってございます。 

続いて資料２ですけれども、重点プロジェクトに取り組む私たちのまちのシナリオとして計

画書の 22、23 ページに重点プロジェクトの説明ございますけれども、その８年後のまちの姿を

あらわすということで、わかりやすくするように工夫してみました。内容につきましては、６

つのプロジェクトに対して取り組みプランを行い、その結果８年後のまちの姿としてどうなる

のかというような表現であらわしております。例えば、１つ目の安全・安心のプロジェクトに

ついては、災害や緊急時に備えをしている安全なまちになっているですとか、高齢者や障がい

者にも配慮した安心なまちになっている、日ごろから健康に気をつけている町民生活がなされ

ているといったような表現であらわしております。 

さらに資料３につきましては、これも計画書の 22、23 ページの総括的な図として作成してお

りますけれども、まちの将来像があって、そのまちの将来像、８年後には活力と個性が輝き笑

顔にあふれ、町民の暮らしが安全・安心に過ごせているということを目指すということで、そ

の中に重点的に６つのプロジェクト、14 のプランを進めることによって、行政と町民、団体事

業者等の活動との関係、それから、全体的な行政、町民とのプロジェクトの関係を図式したも

のでございます。それで、総括的な関係性ですとか、そういうものをあらわしております。い

ずれにいたしましても、前回までに出された質問、ご意見などを踏まえながら、これから計画

書の表現というものをわかりやすくしていくということでの例示として、参考資料として提出

いたしました。ご意見をいただいた上で、このように載せていくという案として受けとめてい

ただければと思います。 
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○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） 私のほうからは、付属資料につきまして簡単に説明させて

いただきたいと思います。こちらの付属資料につきましては、計画書の資料編ということで今

後正式に作成していきたいと考えているものです。まず、資料の中身といたしましては、資料

の１つ目、こちらの審議会の答申書でございます。この答申書につきましては、６月１日に町

長に審議会のほうから提出されたものでして、前段で審議会の経過や審議会の概要について記

載しておりまして、後段で附帯意見を述べております。附帯意見につきましては、総合計画の

最も重要な点は、その実効性の確保とそのための取り組み姿勢ですということで、計画の推進

に当たっての基本姿勢として、自治基本条例との連動や町民と行政との協働をうたっておりま

すが、常に町民との情報共有や意思疎通に努め、行政と町民が目標を共有し、ともに行動でき

るまちづくりを目指していただきたいということと、また、計画執行においては社会経済の変

化や厳しい財政環境が予想されることから、行政評価を徹底するとともに進行管理においては

常に改革意識を失うことなく新たな変化、状況に対して柔軟に対応できるよう改善努力を続け

ることが強く求められているということで附帯意見をいただいております。 

続きまして、資料２です。こちらについては、第５次総合計画の策定経過ということで審議

会、策定委員会の経過、あと、町民参加によるアンケート調査やパブリックコメントの経過、

あと、議会と行政、各課プロジェクトチームの説明会だとか、今回の議会の説明会ということ

で、こちらは資料編として後段に載せていくという予定でなっております。 

続きまして、資料の３つ目ですけれども、こちらはＡＨＰの報告書になります。以前説明し

ておりますけれども、第５次総合計画の最上位の目標である、まちの将来像を導き出すという

ことに当たりまして、北海学園大学の鈴木准教授のご協力をいただきまして、ＡＨＰという分

析方法を用いましてアンケート調査と調査結果の解析を行っているということでございます。

それと、計画案の 12 ページのほうにもありますけれども、こちらのまちの将来像というところ

の前文にＡＨＰの結果を、概要を載せておりますけれども、この付属資料につきましては、報

告書全体の部分を掲載したいということで考えております。資料３のこの報告書では、ＡＨＰ

の概要、８月に実施した将来像アンケートの人数とか概要、それと、年齢別、男女別、居住地

別、価値観別等の各属性別の調査結果、そして、終わりに結果の総合的な考察という構成にな

っておりますので、ご覧いただければというふうに思います。 

資料４につきましては、まちづくりの標語入選作品ということで、小中学生に６月に実施し

たまちづくり標語募集の中から、全部で 580 作品あったわけですけれども、その中で優秀作と

して入選した 22 作品、こちらも掲載することと考えております。 

あとは、資料５は策定組織の体制図。それと、策定委員会の名簿、審議会の名簿、事務局の

名簿という形で資料編のほうを今のところです。これにあと追加する部分は今後考えますけれ

ども、今のところこういう形で資料編を組み込みたいということで考えております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ただいま追加資料と付属資料の説明がありましたが、この件に関し



 5 

て先に質疑を受けたいと思います。質疑がありましたらどうぞ。 

１番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 今説明をしていただいて、おおむね皆さん理解をされていると思うの

ですが、きょうもらったばかりの資料ですから、これについては一度皆さん持ち帰って、しっ

かり目を通していただいて、その中で、もし質疑があればということで次回にしていただいた

ほうがよろしいような気がするのですけれども。それを皆さんにちょっとお諮りしていただけ

ればと思います。 

○委員長（小西秀延君） 氏家委員から、資料が当日配付のものもございます、質疑は次回に

受け付けたらいかがかというご意見がございましたが、それについてどうでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、次回も委員会が予定されておりますので、こちらのほう

は一応参考資料の配付ということになってございますが、わからない点についてはそのときに

また受けたいと思いますがよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、付属、そして、追加の資料につきましては、次回の前段

でわからない点についてはご質問を受けることといたします。 

それでは、基本計画（案）に対する質疑を続行いたします。挙手の上どうぞ。 

８番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ８番、広地です。３点ご質問します。まず１点目です。39 ページなの

ですけれども、生活・環境の中にある公園の考え方についてお尋ねします。こちらのほうには、

読ませていただきますが、「公園や緑地、広場は、コミュニケーションやスポーツ・レクリエー

ションの場として」、また、「災害の一時避難場所ともなる重要な施設です」という認識で書か

れていると思います。公園には、当然ポロトの森や萩の里自然公園などといった大規模な自然

的な公園もあると思うのですけれども、そういった公園に対しての健康増進に対してだとか、

あと観光資源としての活用の考え方というのはどのように考えられているのでしょうか。 

○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） 今のご質問でございますが、39 ページの部分で、あくまでも

生活と環境といった項目の中での施策の公園緑地ということでございますので、ここについて

はコミュニケーション、スポーツ・レクリエーションの場という部分と、それから、災害の関

係というような位置づけで記載してございますが、もちろんポロトの森ですとか、萩の里自然

公園という部分については、いわゆる誘客という部分の側面もあるというふうに認識してござ

いまして、この辺については具体的な公園名ですとかそういった部分は記載してございません

が、65 ページの 04 の産業の施策、観光という中におきまして、観光資源ですとかそういった

部分を発信していくということで、ここにも具体的に公園名入っていませんけど、施策に関す

る課題・背景の、上から３番目の豊かな自然や美しい景観こういった部分、これがポロトの森

ですとか、萩の里自然公園にも該当するという認識もございますので、この辺については記載
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はございませんが、もちろん産業の観光誘客という部分でもポロトの森、萩の里自然公園につ

いても位置づけしているという認識でございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ８番、広地です。わかりました。というのは、ポロトの森のほうで、

今ケネル市からの訪問の方々をお見かけしたりだとか、そういった際にケネルハウスの部分の

保全が少し軒先の傷みだとかが見受けられたりだとか、萩の里自然公園のほうでそういったこ

とが見受けられたり、あと、今サケの溯上だとかフットパスといった形で室蘭港に停泊する豪

華客船のお客様たちが白老の観光に尋ねたりしている状況も見受けられます。そういったあた

りで、特にこういった自然を愛する、比較的いろいろな各界でご活躍の方々は白老のこの自然

を目指してやってきています。それで、公園というのは確かにご説明があったとおり、今回は

あくまで生活環境の部分での公園の考え方であって、これが健康増進や観光、そういった多機

能にわたる部分があるので簡単にいかないというのは当然だと思うのです。ただ、それを総合

的にどこがリードしていくのかという部分を少しはっきりさせたかったので先ほどの質問をさ

せていただいたのです。実施計画等でも、このあたりが踏まえられてくるというふうに感じま

したので、今回はこれで１点目は終わらせていただきます。 

続いて２点目です。28 ページ、自然と調和するまちづくりの中の環境循環型社会の形成につ

いてです。これは詳細、分野別のほうでも 37 ページについて触れられていて、主にバイオマス、

その他による環境循環型社会ということが踏まえられているかと思います。それで、平成 23

年のまちづくり町民意識調査の報告書をいただいているのですけれども、こちらは企画政策課

のほうがご尽力されてつくられた資料だと思いますが、この生活衛生の関心度の中でも自然と

新エネルギーの部分、温泉や新エネルギーの活用ということが関心度としては、この産業施策

の関心度満足度分布図の中では最も関心度が高く、また、満足度が 50％を割っています。これ

は、第一領域として今後特に力を入れるべき施策というふうな押さえ方をされているかと思い

ますが、こういった温泉や新エネルギーの活用、こういった部分についての考え方というのは

今回の総合計画の中ではどのように踏まえられているのでしょうか。 

○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） 今のご質問、28 ページ、自然と調和するまちづくりという部

分での環境保全の部分で、37 ページに基本事業として記載しておりますが、まず、２番目の試

験循環型社会の形成ということで新エネルギーの部分でのバイオマス燃料化施設の活用、それ

から、⑤番目の地球温暖化対策の推進ということで省エネルギーや省資源対策という部分での

太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及という部分で、温泉の活用については具体的にそ

ういう言葉がございませんが、その辺につきましてもこの辺の省エネ、省資源、こういった部

分でこの辺に包括されるものというふうに認識してございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ８番、広地です。わかりました。やはり温泉の排熱利用だとかそうい

ったお考えを町民の皆様から尋ねられる機会が多いのです。ただ流すだけになってしまってい
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る部分があるからもったいないねというお話もあるので、こういったあたりを踏まえられた実

施計画が今後出てくるだろうというふうに考えますので、今回の答弁で理解しました。 

それでは、最後です。これは認識の確認です。健康づくり、分野別計画の 46 ページの中で、

保健師さんや管理栄養士さん、大変頑張られているというよい評判を聞いて頼もしく思ってい

るところなのですけれども、こういった施策目標の中にも「きめ細やかな保健サービスの充実

を図る」ということや、②のほうにあります「町民の生涯を通じた健康を支えるため、家庭・

地域・行政の連携を深め、それぞれのライフステージや身体状況に応じたきめ細やかな指導や

相談」ということは上げられています。こういったあたりの基本的な計画には、私の認識とし

ては保健師さんや栄養指導士さんの各種の健康指導が含まれているというふうに感じたのです

けれども、そのような認識でよろしいでしょうか。 

○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） ここの健康福祉の健康づくりの分野につきましては、やはり

保健サービスの充実という部分ではマンパワー、これが非常に重要な問題かなというふうに考

えております。こういった中におきまして、本町におきましても昨年来、保健師をかなり採用

いたしまして、こういったきめ細やかな指導・相談という部分には十分対応していっているの

かなというふうに考えてございます。また、私の認識でございますが、ちょっと数値はお答え

できませんが、同規模の市町の保健師の採用人員といいますか、そういった部分におきまして

も、かなり白老町は多いというふうに認識しているところでございまして、こういった部分で

は本町においても今後もさらに充実した体制を組んでいけるのかなというふうに考えていると

ころでございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） わかりました。確認だったので、今お話しになったように、そういっ

た保健師さん、管理栄養士さん、正採用の職員の適正配置の問題もあると思うのですけれども、

そういった部分が今後も充実していくだろうという認識であるということを伺って心強く思っ

ています。こういったように、町民課の方々との連携によって情報の共有、そういった部分を

踏まえながら指導の部分の充実を図っていただければと思います。 

以上で終わります。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 話をあっちこっち、行ったり来たり申しわけありませんが、いただい

ていた追加資料について伺いたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員、追加資料の中のご質問でしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 意見はだめですか。 

○委員長（小西秀延君） 先ほど、きょう来た資料なので次回に質疑を回してほしいというこ

とに。 

○委員（斎藤征信君） それはこちらの厚いほうでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 両方です。追加資料と両方同時に質疑を行っていたのですが、次回
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ということで先ほど皆さんのご了承をいただきました。 

○委員（斎藤征信君） それはこちらも入っていたのですか。前にいただいていたものも。 

○委員長（小西秀延君） 両方です。両方同時の質疑だったものですから。 

〔何事か呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 町側がいいということですので、そのまま受けたいと思います。 

 ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 温情がありましたので、お言葉に甘えまして。前にも意見を何回か申

し述べまして、だけどやっぱり見えてこない部分というのがあるなという気がしてしようがな

いのです。こういう図表をいただいて、こういう関係図表というのがやっぱり一番ぱっと見た

ときに町は何を頑張るのかということが一目で見えてくるということで、この図表というのは

すごく大事なものだろうと。総務的な計画の中ではそういうふうに思っているわけです。そこ

で、これを見ていてちょっと疑問に思うことは、役割という部分があります。資料１になって

いましたところのこのピラミッドの中の２番目の役割というところ。この役割というのと、そ

れから、一番下にある基本姿勢というのが全く同じものなのです。やはり将来像を成し遂げて

いくために基本姿勢というものが次にある、それはいいのです。次にあるのは基本姿勢ではな

いかと。その基本姿勢がこの役割というのと同じに重なっている。そうしたら、一つにまとめ

てもいいのではないかというふうにも思うのです。 

もう一つ、それでは、その下の一番土台になる基本方針というのがございます。その基本方

針と、それから、その下にある重点プロジェクトのこの文章、同じものなのです。基本方針が

あって、その下に重点があったときに、やはりそれがどういうふうに発展するかということを

見通さなければならないはずなのに、書いてある文章は快適なまちだとか、実感できるまちだ

とかという抽象的な言葉で中身は全部同じものになっている。この区別がどうしてもつかない。

同じに重なっているではないか。そうすると、町政ですから全体に見渡して、分野別にも全部

なし遂げていかなければならない目標というのがあることは確か。それが基本方針の部分では

ないのかなと。だから、ここに全部載ってくるのは当然ではないかというふうに思うのです。

それでは、その下に重点が何かというのは次に質問しますけれども、今質問したいのは、役割

と基本姿勢というのが同じではないか。それから、もう一つは、基本方針と重点プロジェクト

の中身というのが全く同じではないか。そこをどういうふうに考えたらいいのか答弁願います。 

○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） 今の斎藤委員のご質問ですけれども、総括的につくった図表

でございますが、この組み立ては基本構想の組み立ての内容となっておりまして、まず、将来

像については 12 ページに示されている将来像、８年後の姿ということであらわしておりまして、

その３つの役割、今役割と基本姿勢が同じだというご意見いただきましたけれども、その役割

というのは、この総合計画が果たす役割ということで、２ページに総合計画の３つの役割とい

うのが記載されておりまして、総合計画はまちづくりが羅針盤である、それから、協働のまち

づくりを進めるための活動指針である、まちづくりの意思を示す役割を持っていますという総
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合計画の役割を説明しております。そして、基本姿勢につきましては、基本構想の最後 17 ペー

ジです。基本構想の推進に当たってという基本姿勢から抜粋しておりまして、上にピラミッド

状になっております将来像・役割・基本方針を達成していくために重点プロジェクトとこの推

進に当たっての基本姿勢を行っていくということをあらわした図になっております。 

それから、基本方針と重点プロジェクトの関係ですが、15 ページにまちづくりの基本方針と

いうことで５つ出ております。これは、基本計画の分野別と一致しております。その基本方針

を達成していくために、基本計画において重点的に進めていくプロジェクトがありますという

ような構成であらわしております。いずれにいたしましても、まだわかりにくさがあるという

点については、また今後検討していきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 丁寧に順番を追って説明をしてくるというのは大事なことかもしれな

いけれども、それをすることによって、なおわかりづらくしてしまうとかそういうものもある

わけです。図表にするときにまとめられるものは一つにまとめて、そこの中でどんと見せてし

まうということが必要ではないかというふうに思うのですが。確かに将来像のところからいく

と、将来像の短い言葉の中に８年後の姿というのは資料３のほうにも下のほうに説明が書いて

ある。これが横のほうに書かれれば、すべてが一目でわかってくるはずだし、それから、計画

の役割と推進の姿勢というのは、合わせてここに２番目に出てくれば、これもすべてわかって

くるはずなのです。 

もう一つ。こうやってやるからとすべてが平板になってきて、ああ、全部やるのかというふ

うにしか見えてこないということに不満があるのです。それでは、情勢を分析した、今こうい

う情勢の中で白老はこういう位置に置かれているといったその中で、今後の一番のまちづくり

の課題、そこはどこだと押さえるのですか。これは分野別に全部並べているから、それが全部

そうなのですと言われたら、金もないのにこんなにやるのかということになってしまうわけで

す。できるのかと。だから、どこかに絞り込まなければならないということを前から言ってい

るのです。そうすると、私は私なりに考えますけれども、町側としてこの情勢を分析した中で、

どこにまちづくりの一番の中心があると思っているのか。それを教えてください。 

○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） ただいまのご質問でございますけれども、まず、この図表に

つきましては、もう少し補足説明とか、もしくは先ほど私が説明したように詳細をどこのペー

ジに書いているかというようなページ番号をふると、もう少し詳細がわかるのかなと思います。 

あと、この計画において重点を持つのはどこかというご質問でございますけれども、まず、

基本計画においては、その５分野の詳細が載っているわけです。そこから、８年間に重点的に

進めていくというのが、その５分野を横断した形で重点的に進めるプロジェクトということで

６点出しております。特に先ほど申し上げましたように、これからの将来を考えるに当たって、

財政的な問題もございますけれども、一番これからは地域、人のつながり、そして、人的資源

と地域の資源を活用して何とか将来像に向かいたいということを示しているのがこの６点の重
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点プロジェクトであり、将来像としては、安全・安心なまちと、笑顔・活力あふれるまち、そ

ういうものに向けて取り組んでいくというのがこの６つの重点プロジェクトということで重点

的に示しております。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） だから、基本方針があって、その中からそれぞれの課題や重点があっ

て、重点プロジェクト中で推進していくということをやっていくと、今までと何も変わらない

わけでしょう。それでは、どんなふうにまちづくりが進むのだと言われたって、今までどおり

町民が大事だと思うことすべてずっと手がけていきます、そうなってしまうわけでしょう。そ

うしたら、本当に今そういう時代なのかどうなのか。私は、まちづくりの一番基本にならなけ

ればならないのは、毎年 300 人以上減っていく、人口減というこれを何としても食いとめなけ

なければならないのではないか。そこが一番大きな重点ではないかと。人口がどんどん減って

いくのは、魅力がないわけだし、その中から活力は出てこないわけだし、それで、すべての面

で影響してくる。何とかこの人口を減らさないようにすべてが取り組まれなければならない。

あらゆるものが人口減に歯どめをかけるという形ですべての分野が集約されてこなければなら

ないのではないかという気がするのです。パブリックコメントの中もずっと全部読ませてもら

ったのですけど、やっぱりそれと同じような意見がありました。人口の維持・向上の戦略的施

策が必要ではないかという意見に対して、町側は、人口増加はさまざまな施策の相乗効果であ

る。だから、それを柱にするのは変だみたいなそういう考え方。ちょっと言葉悪いかな。人口

増というのは、ふえなさいと言われてふえるものではない。あらゆる政策が実を結んできて人

口増に結びついてくることぐらいわかります。そのときに、それでは、一番の中心課題が人口

増の真ん中にあって、そして、その中に子育て環境づくりという大きな柱がありますよね。今

少子高齢化の中で子供たちが少ない、だからどうやってやるか。そういう施策の中で人口増を

目指す施策が今度は分野別の計画になっていくのではないかと。 

それから、もう一つは、高齢者にやさしい施策ということで、そこの中でそれはすべて人口

増に向かって、住みやすいまちなのだという形でそういう施策が最重点とされなければならな

い。あるいは、地場産業だとか、エネルギーの改革だとか、そういうような現実的な課題が、

そういうものの取り組みの中で白老は独特なものを持っているという形で人口増に結びついて

いく。あるいは、地球環境を守る、それから、防災に強いまちをつくる、そういうことで独自

の取り組みを進める、安心できるまちとして施策がある。そして、人口増に結びついていく。

あるいは、文化やスポーツ人口の育成というような形、こういう大きなねらい、今この時代と

して一番大事な部分をずっと脇に置きながら、その中で全部が人口増に結びついていくような

そういう施策、そういうふうなものが一体的に見える図表をつくらなかったら、幾ら読んでも

平板にしか見えない。私はそこのとこが一番不満なのです。だから、考え方が違うと言われれ

ばそれまでなのですけれども、そういう考え方。そして、そういう図の下に分野別の計画があ

ったり、実践計画があったりするのではないかというふうに思うのですがいかがでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 
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○企画振興部長（大黒克己君） 最初の斎藤委員のご質問では、今回白老町が毎年 300 人ほど

減っているという中において、これに歯どめをかけるための重点的なものという部分が抜けて

いるというご質問でございましたので、例えば、今回資料１にある重点プロジェクトに６つ掲

げてございますが、このうちの例えば、例えばです、４番、これを重点的にやればいいのでは

ないかというようなご質問なのかなと。最初はそういうふうにちょっと思っていたのですが、

そういうことにはならないというのは、その後のご質問で理解いたしました。 

それで、斎藤委員おっしゃることは、我々のサイドといたしましても、そう変わってはいな

いのです。斎藤委員は人口増というお言葉を使われていましたが、この計画では減少という中

においても、その減少幅をいかに最小限にとどめるのかというようなことを主眼に置いている

と。これについては本町のみならず、日本の人口が減っていくわけですから、こういった中に

おいていかにこの減っていく傾向をどこまで抑えられるのかという部分の第一の目標、これは、

この人口の部分の基本構想の中にも示しております。そういった中におきまして、やはり、食

いとめるためには、まず、今いる町民の方が外に出ないような形の施策を講じるというのがま

ず一つでしょうし、また、逆にふやすという意味では、産業を活性化して企業誘致を積極的に

やって外から人口を持ってくると。この２つだと思うのです。こういった部分では、例えば出

ていかないようにするためには教育も必要ですし、生活環境も必要ですし、そういった部分も

どうしてもやっぱり必要になってくると。また、ふやすという部分では企業誘致、産業活性化、

あるいは、財政にしても財政力をつけるという部分でも必要だと。そうなりますと、やはり総

論的とおっしゃられるかもしれませんが、やはりどうしても基本計画の中ではいろいろなさま

ざまな分野を掲げて、これを実施していくという意欲を見せなければまずいというふうに思っ

ております。ただ、この資料１の非常にその辺のわかりづらさという部分については、先ほど

も申されていました、将来像の下に実際８年後の姿が記載されていればよろしいのではないか

という意見につきましては、それは十分参考にさせていただいて、この辺の見直しについても

ほかの委員の皆さんのご意見も聞きながら修正していきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） それでは、この追加資料、そして、付属資料につきましての質問は

ここで終了しまして、引き続き、総合計画の審議調査に戻りたいと思います。 

13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 具体的に言ったほうがいいのかな、総論でも聞きたいのですけど。ま

ず、９ページの財政運営についてちょっと確認というか、伺っておきたいと思います。２点ほ

どありますけど、１点ずつやります。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員、９ページになると範囲が外れるのです。基本計画なので

19 ページから。終了している部分ですので後から受けます。19 ページ以降になっております。 

13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 基本構想のページの１から 17 は終わったということですか。 

○委員長（小西秀延君） そちらは終了しておりまして、あれば後ほど全部一括で受けたいと

思います。 
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○委員（前田博之君） そうしたら、74 ページ。総合計画というのは、これはもう８年間まで

盛り込まれています。当然これをやるということは財政的に可能だということであって、多分

町は、それは十分財政的にも確保できて、これらに網羅されている事業はやっていけるという

ことで計画出していると思いますけれども。やはり財政の持続の可能性が担保されなければ、

絵にかいたもちなのです、正直な話。言葉悪いけど。それで、それができるかどうかというこ

とです。具体的に言うと、私はさきの６月議会で財政の質問をしました。ちょっと具体的に。

前は、答弁は羅列していますから数字的に言わせてもらうと、23 年度末の財調残高２億 1,500

万円だと、こう答弁ありました。それと、23 年度の繰越財源が 1,600 万円。合わせると２億 3,000

万円になります。しかし、今後の財政見通しについて、24 年の財調の取り崩し、財調だけです、

１億 300 万円。町税の歳入欠陥 7,000 万円です。合わせて１億 7,300 万なのです。これを差し

引くと、財源留保は 5,800 万円しかないのです。それで、先般の普通交付税を見たら、予算額

と比較したら、多分 7,400 万円ぐらいの減額なのです、予算から見たら。当然もう 24 年度で、

今総合計画が議論されている中で、それだけの歳入欠陥を、今現実直面されているのに、本当

に８年間、財政担保できて、これだけのものができるのだろうかと私は思います。２点目でも

質問しますけれども、私は、町長が変わって新たな発想でまちをつくると言ったら、こういう

従前の形の総合計画ではなくて、重点的に集中してこれだけはやりたい、こうだと。これはよ

その町村でもやっていることなのです。従来の総合計画から切りかえてしまって。財政が厳し

いから。そういうことで本当に、私今言いましたけれども、財政が担保できるのかということ

です。これがまず１点。 

それと、具体的に総合計画は 37 年までですよね。先ほど言った９ページ見たら、新財政改革

プログラム云々とこう言っているのです。これは 28 年です。それでは、その残りの部分と、本

当に財政改革プログラムを見直さなければいけないと私は思います。今言った数字から見ても。

まだするという当局の答弁いただいていませんけど、そういう状況にあると思います。そうな

ったときに本当に、すべてはやれないと思っています。そして、実施計画出ていませんから云々

は言えませんけれども、前は２億円だったけど、今回１億円ぐらいしか確保できないのではな

いかと、こういう言い方しますけど、本当に、私今具体的に数字を言いましたけれども、持続

可能な計画とするために財政が担保されるのかどうかと。現状を認識した上で将来を見通した

ときに。まず、その点です。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今のご質問の、いわゆる計画を立てたときの裏づけとなる財源力と

言いますか、そういうことで現状を見た中でのご質問というふうに思います。確かに前回の議

会でも財政状況のある程度の数字をお知らせしていますので、今前田委員言われたような数字

で現状は推移しているということで押さえているのは、やはり財政は厳しいというような認識

を当然持っています。それで、74 ページにも当然載せていますけれども、事業をやるには当然

のことですけれども、財源が必要だということなのですが、ここに書いているとおり、その財

源を確保した中で事業執行しましょうと。裏づけをちゃんと押さえた中でということで言えば、
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言葉に載っていますけれども、今後以降、実施計画立てますけれども、実施計画の中で事業名

は書いていませんけれども、こういうような考え方の中で進みますということが、実際に今度

実施計画になったときにどの程度事業実施が実際できるのかどうかと。これについてはなかな

か今答えられる部分としては厳しい部分があるというふうには押さえています。それで、事業

選択、これは実施計画の中、そして、毎年度の予算編成の中ではやはり事業選択していかない

とだめなものも当然あるだろうし、それから、進捗状況がスピードを少しダウンすると言いま

すか、そういうような考えを、判断をしていかなければならない項目も当然出てくるだろうと

いうふうに思っています。現時点ですべての項目が、財源が担保されているかということは決

してありませんし、今後も厳しい状況になるだろうというふうな認識をしています。 

それと、プログラムのことなのですが、これは議会のほうには、まだ町としても明確にどう

のこうのというお話はしていませんけれども、やはり今の状況からするとプログラムの見直し

はしていかざるを得ないだろうというふうな認識を持って、今後こういうような作業を進めて

いきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ここで、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５８分 

                                         

再開 午前１１時１２分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の財政状況、十分認識されると思います。それで、私は財政状況が

厳しいからといって、まちの地域の活力をよみがえらせてほしいということを否定しているわ

けではありませんから。その中でいかにするかということですから。そうすると、私は何回も

言っているのですが、やはり選択と集中というものがこれから総合計画の課題になってくると

思うのです。それで、もう今の、副町長も答弁あった、私も質問した財政状況を考えれば、も

うあれもこれもではなくて、あれかこれかなのです。そういう形の中で限られた財源で実行す

べきだと私は思いますので、そういうことを、どういう表現になるかわかりませんけれども、

この９ページでもそういうことをちゃんと、しっかり入れていたほうがいいと思うのです。こ

のままでいくと何とかなるという発想なのです。そうではなくて、今私が言ったように、やっ

ぱり、どういう言葉を使うかは別です、私の言った趣旨的なことをやはり入れておかないと、

今後議会で議論しても、町民がこれを見てもそういう考えになってしまうと思うのです。やっ

ぱり現状を認識した中でそういう財政の厳しさも訴えて、その中でこうするのだ、まちをつく

るのだということをまず入れておく必要があるのではないかなと思うことと、それと、財政改

革プログラムと総合計画、これはやっぱり連動して、今多分見直し出てくると思いますけれど

も、そのときちゃんと年数も合わせた中で総合計画あるけれども、財政が厳しいのだけれども、

財政改革プログラムで堅実に云々しますと、何かそちらのほうに振ってしまって、財源がない

のに、そもそもこちらが納得するという言い方をしているのだけど、そういうことをちゃんと
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整理しておくというか、連動するような、整合性を持てるような形にしておかないと何回もこ

ういう議論が繰り返されると思いますけれども。その２点を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 前段で地域の活力というようなことのお話ありました。その考え方

は私も一緒で、やはり厳しい中にもどういうような事業が効果的で地域の活力を生むのかとい

うようなことでは、やはり選択しないとだめだし、それを重点的にやるというようなことにつ

いては、考え方は一緒だというふうに思います。それで、ご指摘にありました、74 ページに書

いているように、財政とのどうのこうのというのは、これは表現としては当たり前な話なので、

もう少し突っ込んで現状を認識した中で、やはり計画の中にも財政厳しい状況であれかこれか

というような姿勢を表現として入れたほうがいいのではないのかというようなご意見、文章を

もう少し検討させてもらって、やはり表現として、こんな事業をすべてうまくできるのかとい

うようなよりもやはり厳しくて、その中でも選択していかないとだめだというように、今取れ

るようにと言ったらおかしいですけれども、そういうような表現も検討してみたいというふう

に思います。 

それと、今総合計画あって、それから、財政改革プログラムあって云々ということではなく、

当然ここにも書いていますけど、連動したものでなくてはだめだということは当然のことだと

いうふうに思いますので、そういうプログラムをつくった計画といいますか、そういうことを

踏まえて、当然連動した中で実施計画のほうも計画を立てていくと。それで、先ほども言いま

したけれども、考え方としてはまちづくりの考え方はこういう考え方でいくという項目は、構

想もうそうです、計画の中にも入れさせてもらいましたけれども、その進みぐあいはやはりあ

れかこれかの選択の中では進むものもあるし、少しスピードをダウンするものもあるというよ

うなことは自分もそういうふうに思いますし、そういうような事業選択はしていきたいという

ふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之君。 

○委員（前田博之君） 将来像の実現に向けた重点プロジェクト、これを体系図にすると、先

ほどの追加資料でもらったものになると思います。それで、安全・安心入っていますから、私

第５次総合計画の体系図と第４次総合計画の体系図比較してきたのです。そうすると、多分、

自治基本条例では基本理念うたっていますから、第５次も基本理念が同じだと思うのです。こ

れは入っていませんけど、まず、その辺。 

それと、比較をしていったら将来像とか基本方針、何々をしたい、こういうまちにしたいとい

ったら、本当に第５次で、先ほど斎藤委員も質問していましたけど、こういう比較した中で本

当に第５次の特色は何なのかなと思うのです。まず一つそれ。 

それと、大きな問題は、計画は８年になっています。当然これは前期４年、後期４年ですか

らいいのですけど、前期４年を見ると、今の町長は、執行方針で町長の大きな３つの約束と５

本の柱、それをうたっているのです。それがこの重点プロジェクトに、私は総合計画もそうだ

けど、公約がすり合わせで中に入ってくるのが当たり前だと思っていますから、その辺の町長
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の大きな３つの約束、５本の柱、これがどういう形でここに入っているのか。それはどこでど

う読めば、これは町長の公約が入っているのだなとわかるのか。まずそれです。 

それと、町長の一番大きなものが、民間目線に立った経営感覚うたっているのです。これが

今財政の話を私しましたけど、経営です、まちづくりの経営。この総合計画にこの精神、戸田

町長が言う民間目線に立った経営感覚の総合計画づくりがどういうふうに反映されているのか。

その３点を伺います。 

○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） 今前田委員のご質問ですが、まず１点目の、この第５次総合

計画の特色という点についてですが、第４次総合計画と比較されたというお話でした。それで、

この第５次総合計画の特色を総括的に申しますと、まちの将来像について、みんなの心つなが

る笑顔と安心のまちという、この将来像に基づきまして、以前、第４次総合計画では、やはり

まだ右肩上がりの持続というところが一番の焦点になりまして、町民が主人公、活力あふれる

まちということで取り組んでまいりました。それで、第５次総合計画は、現状を踏まえて、今

回はＡＨＰ調査によってもそうですが、まち全体がそれぞれ発展という明るい兆しというもの

が乏しくなってきたということについて、そのことについて。さらに大震災もありましたので、

安心・安全、福祉とか健康の面、そういうものを重点的にとらえる町民と、それでもまだまだ

産業の発展ですとか、そういう活力のあるまちにしたいというところと二極化しているのが今

回の特徴でございます。ですが、そのことによって、それでは、どうしていくのかということ

が、みんなの心つながるというところで表現しておりまして、要するに安心・安全を守るため

にお互いの支え合いですとか、協力し合う気持ちを持ったまちづくり、それから、活気あふれ

る、活力あふれるまちにつきましては、産業間連携ですとか、交流、そういうつながりを重視

して、今後低迷していくことのないようなまちづくりをしていきたいということが今回の特徴

ということになってございます。 

それから、公約につきましては、この基本計画に公約の内容を具体的に載せているというこ

とは、中には盛り込んでおりますけれども、実施計画の中でこの重点プログラムと公約、そし

て、取り組む事業についての一覧表、関連図が用意されておりますので、その中で公約と重点

プログラム、それから、具体的な取り組みがというふうにつながっているのかということが示

されております。一例で申しますと、例えば公約で防災ということがございますけれども、そ

れは生活環境の防災という施策の中で重点プロジェクトにも公約にも載っているというような

一覧表で示すような見方はされております。 

私のほうからは以上です。 

○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） ３つ目の民間感覚という戸田町長の信念というか、こういっ

た部分がこの計画の、どういった形で反映されているのかという部分でございます。これはあ

くまでも、今後実施計画を策定する上でも、先ほど前田委員もおっしゃった選択と集中という

中でいかに民間感覚を持って運営していくのか、これが実際、実施計画に反映されるのかなと
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いうふうに考えておりますので、その辺が、現戸田町長が民間目線の中で事業選択をしていく

ものというふうにとらえておりますし、また、計画の中では 17 ページの基本構想の推進に当た

ってという基本姿勢の中で、達成すべき目標の明確化と進行管理の実施という３つ目の部分で

す。あくまでも達成すべき目標というのは、民間もそうだと思いますけれども、それを掲げた

上でどこまでそれが実施されるのか、きちんと検証した上で次のまた次年度の事業にどう反映

されていくのかというものを押さえながらかじ取りをしていくということになろうかと思いま

すのでこの辺について基本計画、これは基本構想になりますが、この中で町長の理念という部

分については記載しているというふうにとらえております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之議員。 

○委員（前田博之君） 私は、公約は総合計画とするぐらい大事だと思います。そういう中で、

私言ったように、多分、町長も総合計画を十分に皆さんで議論されてオーケー出していると思

いますけど、やはり町長が町民と約束した公約というのは大きいものです。多治見市は、市の

基本条例で任期ごとにちゃんと総合計画を見直しするということで、うちも４年ごとやります

けれども、公約優先の総合計画をちゃんとつくっていっているのです。そういうことでいけば、

私は、これは今の総合計画では町長の３つの約束と５本の柱、23 の政策は実施計画で入れれば

いいのですけれども、やはり３つの約束、５本の柱は、この重点事項というのか、これでいけ

ば基本方針というのかな、重点プロジェクトというのかな、こういう中にちゃんと私は示して

おくべきだと思います。ただ言葉のこういうことを言っているから、この中に含まれていると

言えば、何でもそうなってくるのです。過去にもそうなのです。１つの例で言えば、暮らし安

全・安心の確保、この中に入っています。みんな言われてきているのです、具体的に質問した

ら。だけれども、町長が町民に約束して選ばれて、積極的にまちをつくりたいと出てきている

のですから、やはり町長が掲げた３つの約束と５本の柱というのはちゃんとわかるようにこの

中で示す必要が私はあると思いますので、その辺は町長と十分検討して、次回、どうなるか答

弁願います。きょうはいいです。 

○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。何点かちょっとお尋ねをしたいと思います。１つは、

今言われたように財政の裏づけの部分がどう変化していくのかということと、計画の部分で具

体的なところどこまで踏み込めるかということなのです。なぜかというと、町民がわかるよう

な構想、計画にしなければいけないだろうと。議会で議論をしたからいいということではなく

て、今までもそうなのですけど、自治基本条例の検証でもそうでしたが、町民の皆様がどれだ

け参加をして実態として自分たちのものとして受けとめられるかどうかということなのです。

それが私は、この構想と計画で一番大切な部分だと思います。それはやっぱり具体的でなかっ

たら、町民がわかるというふうにならないのです。もちろん構想を具体的に書くというのは、

これはちょっと至難のわざです。よくわかります。ただ、計画段階でやはり総花的ではなくて

絞らなくてはいけないと思うのです。それは今言われた意見と私も全くそうだと思います。 

２つ目に、これを見ますと、「努めます」、「取り組みます」、「推進します」、「促進します」、
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「図ります」、「強化します」と、この６つが全部ついているのです。この計画の具体的な部分

に全部ついています。こういうふうになっているのです。それで、これはやっぱり従来の延長

線上での計画づくりだというふうに思わざるを得ません、私は。なぜそうなるのかということ

なのだけど、やっぱり現状分析の不足ではないかと。これは構想でももう１回聞きたいと思っ

ているのですけれども、やっぱり現状分析をどう具体的にされたか。例えば、人口減少の問題、

産業のさま変わりの問題。今までのように企業誘致をしますと、努力しますと、そういうふう

に書くだけで本当にいいのかどうか。新エネルギーとのかかわり合いで地場を生かした本当の

産業をつくっていくとかという具体的なものになっていかないと、企業誘致を進める、それは

企業誘致進めないと書いているところないのです、多分。これはもう全く従来の延長線です。 

もう１つは社会基盤整備です。社会基盤の著しい低下に白老町はなってきていると思います。

道路、公営住宅、橋、そういうものを含めて社会基盤がもうお金を大量に投入しないと、現状

を維持することも無理です。そういう中で本当に新しい道路をつくるのがいいことなのか。ま

さに私は、白老町は大きな政策転換をしなければいけない時期を迎えているというふうに思う

のです。港だって、第１船が入るわけでしょう、来年の４月に。そうすれば、本当にここの大

幅な見直しが必要ないのかどうか。従来の延長線上で物事を考えるということを、私は切りか

えなくてはいけないというふうに思うのですけど、この町民がわかる構想計画にする、それは

財政と具体的な中身で。それから、従来の延長線上での計画づくりの形を修復する必要がない

か。それから、現状分析をどう行っているのかと。この３つの点について伺いたいと思います。 

○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） ただいまの大渕委員のご質問でございますけれども、まず、

１点目の財政の裏づけと、それから、計画、実行への踏み込みについて町民がわかるように表

現したほうがいいというご質問だと思いますけれども。それから、絞り込みという点ございま

したけれども、基本構想・基本計画において、やはり全体を網羅した形でまずはとらえると。

現状分析にしても、将来予測にしても。そういうものがあった中でさらに集中的なものを示し

ていったほうがいいというようなご意見だと思います。それで、今の計画書には、やはりご指

摘のあったように「努めます」、「推進します」、「図ります」というような表現にとどまって、

これは現状どおりではないかというようなお話ですけども、これにつきましても、やはり基本

構想・基本計画の中で方向性を示すというような役割を持っている関係上、どうしてもそうい

うような表現になって、こういうことにこういう取り組みを推進していくという方向性を示す

とか、こういうことをやっていくように努めるというような方向性を示すところにとどまって

おりまして、それを受けて、それでは、それを効果的に進めるにはどういうような取り組みを

したらいいのかというのは、実施計画の中での選択になろうかと思います。ただ、そういう表

現をどういうふうに訂正しながら町民にわかりやすくできるのかというのは、ちょっと今後の

検討にはなると思います。 

それから、もう一つは、人口減、産業の動向ですとか社会基盤の問題については、まさしく

言われたとおり策定の段階でとらえてきた課題でございます。それで、現状分析もそういうこ
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とでしてまいりまして、わかりにくいのかもしれませんけれども、例えば社会基盤整備につい

ては、やはり維持、修繕がこれから中心になって、なるべく長い期間使えるような長寿命化の

修繕を行っていくというような方向も示しておりますし、産業動向につきましても、これまで

の生産者が一生懸命やる、そこから２次、３次につながるような産業間連携ですとか、今まで

の企業誘致一辺倒の考え方からは変わってきているというような認識でおりますので、その辺

をいかにわかりやすく工夫していくかというのは今後検討させていただきたいと思います。 

○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。ここで議論していれば、それでいいと思うのです。

問題は１万 9,000 人の町民の皆さんがどうこれを、まず読んでもらえるかどうかということで

す。僕はこれを町民の皆さんが読むとは思えないのです。こういうふうにつくらなければ、今

課長が答弁されたように、こういうふうにつくらなければ、基本構想も総合計画もできないと

いうところから出発しているのです、まず。それで、前回も私言ったのです。第４次のときも。

最後はやっぱり、お役人のつくる文章になっているのです。悪いけど。本当に、本当に町民の

目線というのはどういうことをいうのか。何ぼ立派なものをつくっても、１万 9,000 人の町民

の人が読んでくれなかったら、参加してくれなかったらだめでしょう。自治基本条例もそうな

のです。すごく立派なのだけれども、町民は自治基本条例があることすらわからないという状

況です、現実的に。それは皆さん方も、この中の何人かも参加されて、そういう議論に参加し

たと思うのです。僕はやっぱり、そこを改める、例えばニセコの予算書が全部いいなんて思い

ません。だけど、ニセコの予算書は竹浦２条通りの舗装改良やりますというのではないですよ

ね。竹浦の白崎さんのところから大黒さんの家の前までの舗装をやりますと。これは町民読ん

だらわかります。そういうふうに全部しなさいとか、そんなことを言っているのではなくて、

これだったら、前回の第４次の基本構想とどこが違うのですか。町民に理解してもらうという

立場で言って。議会で議論する部分についてはこれでいいかもしれません。僕はそういうとこ

ろが切りかわっていかないと、やっぱり、だからだめなのではないか。従来の延長線上という

のはそういうことを指して私は言っているのだけど。それでは、お前つくれと言ったら、私も

大変です、はっきり言えば。だけど、そこの努力をしないと、町民と一緒にやる協働のまちは、

私はなかなかできないと思うのですけど、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） 大渕委員のおっしゃることは十分理解できます。ただ、前回

も委員の皆様にお話ししたと思いますが、４月に町民説明会を行いました。その中で出てきた

質問につきましては、今回の基本構想、基本計画につきましては、具体的な質問しか出てこな

いのです。町民の興味というのは、こういった文字の羅列ではなくて、何をするのかという部

分だというのは十分承知しておりまして、どうしてもこういった部分での質問というのは出に

くいと。それで、そういうことから、やはり今後、町民の皆様にも参加していただけるという

総合計画のあり方という部分におきましては、今回は実施計画を作成する段階においても町民

の皆様にこれをお示しして、ご理解をいただくというような形を取る考えを持っております。
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それで、極論を申しますと、それでは、もう実施計画で足りるのではないかと。それが町民の

皆さんも見て、ことしはここをやるのだ、来年はここをやるのだというようなことで理解され

るのかもしれません。ただ、その実施計画を導き出す基本的な考え方というのは、やはり町と

しても持っておかなければならないと思いますし、やみくもに何でも事業をやるということに

もならないと思います。まして、いわゆる基本計画に載っていない考え方、こういったものは

実施計画の中に盛り込むということは問題があるというふうに認識しておりますので、実施計

画の中でも、具体的なものというのはなかなか難しいのかもしれないのですが、考え方という

ものについてはきちんと町としても押さえておかなければならないという考え方でおります。

ただ、もうちょっとわかりやすくというお話は十分わかりますので、それについては、再度中

身を検証したいというふうに考えております。 

○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。大黒部長の言っていることは、理解できるのです。

理解はできますけれども、本当に町民と一緒にやるというふうな立場に立ったときいいのかど

うか。例えば 51 ページを見ると介護保険のことが出ているのだけど、介護保険事業の充実を図

ります。みんなこういうふうになっているのです。うんと言えば、全部逃げられるようになっ

ているのです。充実を図ります。図れなかった場合もあるし、図れる場合もあるとなるわけ。

全部そうなのです。だから、先ほど言ったように、「努めます」、「取り組みます」、「推進します」、

「促進します」、「図ります」、「強調します」と全部そういうふうになっているわけです。それ

で、今社会情勢がこういう状況、現状がこういう状況になって、人口はもう１万 9,000 を割る

という段階まできているのです。そういう中で、人口をふやすということは難しくても、それ

を維持するということになれば、これは、議会と町とだけではできないでしょう。町民の皆様

がどれだけ参加するかということなのです。町民の皆さんがどう考えるか。例えば、ここにバ

スの問題も出ています。「皆さんの利便図ります」と書いているのです。本当に利便を図るため

には今のやり方でいいのかということが町民の皆さんと議論されていなくてはいけないでしょ

う。そこら辺が僕は、この計画の中でそういう形でつくり上げられていかないと、現実的には

やっぱり絵にかいたもちにしかならないのではないかというふうに思うのです。それで、具体

的にやるときに、この中に載っていないことをやったら、また議会で言われるわけです。それ

はもうわかっている。だから、一定限度のそういうものは必要だとは思います。ただ、僕は、

力を入れるというのは、本当はそこではなくて、「図ります」、「つくります」というのではなく

て。だって、介護保険でも何でもみんなそうなっているのです。全部なっているのです。そう

ではなくて、現状分析したらここはもうだめだと、できないというところがあったって、僕は

もうしようがないのではないかと思うのだけど、そういうふうにはならないのですか、これは。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） ちょっとどう答弁していいかなかなかまだまとまらない中で手を挙

げたのですけれども。今大渕委員が言われるように、いわゆる町民目線でということと、ある

いは、こういうような計画というのは、つくるのは役所でつくると。ただ、町民が読んでくれ
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なかったら何の実効性もない、絵にかいたもちだというようなお話ですけれども。そういう部

分について先ほど大黒部長がちょっと触れたのかなというふうに思います。表現としても、や

はり基本計画の中ではもう少しこう、例えばさきに事例ありましたけれども、「介護保険の充実

を図ります」、これは当たり前な話なのです。「推進します」、「何をします」、これは当然、当た

り前。当然、基本事業のこういう項目については、前に進むように事業を展開しますという表

現になってきます。ただ、それが実施計画になったときにどの程度進むのかと。これよりも一

歩進むのか、２歩進むのかという話が実施計画の中で、先ほど来の話ですけれども、裏づけあ

る財源を見ながら、来年度にはここまで進みます、その次にはここまで進みます、こういうよ

うな表現が次の段階出てくるものですから、この基本計画の中での表現としては、なかなか基

本計画の段階で具体的にこういうふうにして、こう進みますという表現がしづらい部分が実際

としてはあるというふうに思います。 

それで、私どもも前段で基本構想・基本計画の町民説明会を開きましたけれども、ざっくば

らんな話、なかなか具体性がないものを説明しているから、このことについて意見を言えとい

っても、このとおりでいいのではないのという話になりますので、私どもは実施計画をつくっ

た段階で、基本計画に基づいた実施計画をつくった段階で、町民にも再度説明会をしますとい

うようにお話しさせてもらっています。 

先ほど町民の目線で、あるいは読んでくれなかったらというのは、そういう場面を設定した

中で町民からも意見を聞いて、その実行を図っていきたいと。ただ、先ほど来言っていますけ

れども、進みぐあいが、町民が要望する進みぐあいと、やはり裏づけの部分での、そのとおり

になるかどうかというのは、これまた違う問題になりますけれども。やはりあれもこれもより

も、あれかこれかという事業選択になってくるのかなというふうには思いますけれども、いず

れにしても町民のほうには、白老のまちづくりとして、白老町としてこういう形で進めるよう

に考えていますというのは、町民にも説明会を開いて説明していきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今までの質疑をずっと聞いていて、議会側の意見、それぞれ個々の意

見を述べて町側がそれに答弁していると。そういう形で、もちろん今特別委員会ですからやっ

ているのですけど。ずっと話を聞いていて、総合計画、これは実施計画も含まれた総合計画で

すよね。それで、９月の定例会で計画案の審議、可決されますよね。ということは、９月の定

例会までに実施計画が示されるのかどうか。今ずっと話を聞いていて、私基本計画や基本構想

というのは、今までのまちづくりをやってきて、行政側、それから、町民も審議会等を交えて、

今までずっとやったのを検証して、その上でこういったまちづくりをやります、もちろん問題

はたくさんあります。それと同時に、白老町が国から言われているいろいろな計画あります。

それを全部包括してどういうまちづくりをするのかというのが総合計画だと思うのです。それ

で私ずっと悩んでいるのですが、この基本構想と基本計画が示されただけでは質問なかなかで

きないなと思ってずっといたのです。というのは、先ほどから財政の裏づけはどうなるのだと

か言ったときに、それは実施計画の中でちゃんと示していくのではないのと思って聞いていた
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のです。そのときにきちんとした議論ができればいいのではないかと思っていたものですから、

その前の段階で、言葉の示されないこと、町民にわかりづらいとか、このことまで総合計画の

中で言ったら、私たち議員も一生懸命勉強して読んでいますけど、なかなかその言葉だけでは。

これはでも、国の方針、それから、町の問題点を踏まえた上でこういったまちづくりをしなけ

ればならないという一つの構想を示されたのだと私は思っています。基本計画もその中である

程度具体化して出したのだというふうにとらえていたのです。だから、一番大事なのは実施計

画だろうと。それもローリング形式できちんと財政を見据えながらやっていくのだろうという

ふうに思って聞いているのですけど、その辺の実施計画をどのように今後議会に示し、また、

町民の方々に示していくというお考えなのか。その辺を伺いたいと思います。 

○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） ただいまの吉田委員のご質問ですけれども、今のところ、実

施計画について９月の議会でこの基本構想と基本計画が可決いただければ、その後、すみやか

に提示するという段取りでただいま作業を進めておりまして、ただ、ここでちょっと方向性と

か変わりましたら実施計画も変えなければならないものですから、同時にというわけではない

のですけれども、基本計画までを議決いただければ、その後、すみやかに取りまとめて提出す

るような段取りでは、今作業を進めております。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今お話を伺っていると、10 月には総合計画の町民説明会をするように

なっていますよね。ということは、基本構想と基本計画が議決された時点でまちづくりの、８

年間かけてこういったまちづくりをしますということが示されるということでいいのですか。

実施計画はその後になるということになるのですか。いつ頃というふうにお考えになっている

のかということが１点。 

それから、委員長。私今ずっとお話を伺っていて考えたのですけど、氏家委員ともちょっと

話していたのですけど、この基本構想と基本計画が、いろいろな議員さん方の考え方述べてい

ますよね。議会としての考え方、議会の議論はいらないですか。個々の考えを述べて、それぞ

れ、でもそれは違うのではないかと思う人もいるわけです、議員の中にも。そういうものと全

部そちらのほうにぶつけられて、行政側がどういうふうに受けとめていくのかと。入れられる

ことは入れるし、入れられないことは入れないでやっていくのかなというふうに思いながらも、

基本構想・基本計画を行政でつくったと。それで、町民の審議会の意見も入れてつくったと。

検証もしたと。それを議会に出されたわけです。だから、議会の議論は必要ないのかなと。ち

ょっとその辺思ったのですが。 

○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） 具体的な時期についてのご質問だと思いますけれども、一応、

本日お配りしています付属資料では、10 月に町民説明会ということになっていますので、その

前に議会に説明があるということなのですが、前回の４月の末に行った町民説明会では、10 月

から 11 月ぐらいに説明会を予定しているということで説明しておりますので、遅くても 11 月
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には町民説明会を開催すると。その前に議会のほうにご説明するという予定でございます。 

○委員長（小西秀延君） 町側からの答弁がございました。 

委員長にもご質問がありましたのでお答えしたいと思いますが、質疑終了後に意見の集約を

とり行います。それで議会側の意見を取りまとめ、その後、日程が今後になりますが、まとめ

たものを皆さんにまたもう一度見ていただいてご承認をいただければ、それを報告とさせてい

ただくという考えでおりますがいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今までいろいろな委員さん方が質問してきた中で、私も同感だなと思

う部分が多々あるのですけれども、例えば人口のことについてなのですけれども、国土交通省

のホームページを見ますと、特に日本の国においては、高齢化率はもちろんなのですけれども、

高齢化のスピードが著しく早いと。当然、これは国全体の問題でその辺は多くの町民の方々も

十分理解しているとは思うのです。ただ、その中で 2050 年度までに大体で人口５万人以下の市

町村に関しては、約 40％以上人口が減ると予測されています。そうしましたら、当然、白老の

まちも、先ほどから議論がありますように、人口をどの程度食いとめるのかということと、も

う１つ大事なことは、その高齢化した人口を地域でどのように支えていくかということは大事

になってくるのではないかと思うのです。確かに高齢の方々というのは白老町でもたくさんい

らっしゃいますけれども、そのあたりを役場がまず理解しているかなということなのです。例

えば防災にしても、福祉にしても、地域と連携をとりますと書いているのです。それでは、地

域と連携をするというのはどういう考え方で、どなたがするのかということなのです。その辺

のお考えをまず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ですけれども、まず、例として

人口のお話だと思います。人口につきましては４ページで示しているように、これは国勢調査

の年度に合わせた数字は入れていますけれども、平成 32 年にもう既に白老町の老年人口につい

ては 43.8％になるというふうな推計でございます。その中で人口も減少していくと。要するに、

総人口は右肩に落ちて、老年人口は右肩に上がっていくというような、大きく言いますとそう

いうような構図になっていくということの認識でございます。 

それをさらに、例えば石山地区ですとか、竹浦地区ですとか、そういう地区別に、それでは、

どういう動向になるのかというのもデータとしては出してございまして、そういう認識はして

おります。そして、そういう状態の中で、それでは、その地域の中でできることは何なのかと

いうことをきちんと考えていかなければならないということで、多分今後は、例えば 65 歳ぐら

いの人が 75 歳以上の人を助けるとか、そういうような状況にもなるのではないかというのは予

測がつくところでございまして、そういったような地域の中で本当に動けない方ですとか、そ

ういう方をどういうふうに助けていくかというのは、もう年齢だけではなくて、動ける人が動

けない人を助けるとか、そういうような状況になっていくので、地域内でそういう組織とか体
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制をつくりながら対応していくというようなことを想定しております。 

○委員長（小西秀延君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今答弁いただきましたけれども、地域内で助け合っていくということ

なのですけれども、私先日、前々回のときでしたでしょうか、地域別の人口をきちんと把握し

ていらっしゃいますかと、そういうふうに質問させていただいたと思います。そのときにそち

らの担当部局の方にこのような地域別人口動向というものをつくった一覧表を差し上げました。

なぜ、今回このことを言うかといいますと、やはり石山地区だとか、萩野だとか、北吉原だと

か、本町だとか、そういう大きなくくりではないと思うのです。そうしたら、例えば虎杖浜地

区のところで虎杖浜地域の皆さん全体で助け合ってください、石山全体で助け合ってください

と言ったとき、それでは、北吉原地区全体と言ったとき、申しわけないですけど、松田委員の

家のところから 12 間の奥まで全部北吉原です。それを一度にするというのは難しいことだと思

うのです。そこの地域の中で、個々に町内会なり、個別にそれぞれの町内会とか、いろいろな

自主団体とか、そういうようなまとまりをつくっていっていると思うのです。それで今回も、

例えば 34 ページのところで生活環境の防災ということでやっていますけども、それでは、自主

防災組織の結成促進を図りますと言っていますけれども、何度も質問していますけれども、こ

れに対しても７割は自主防災組織を結成できると。残りの３割は高齢化とかそういうことでな

かなか自主防災組織が結成できないという問題あります。そうしてきたら、それでは、その残

りの３割をどうするのかという問題がこれからの総合計画の中、基本計画の中で具体的に示し

ていかなければいけないのではないかと思うのです。今回、私役場のほうでちょっと調べさせ

ていただきましたけれども、例えば虎杖浜の７区とか臨海区、また、白老の大町２区、それと、

本町２丁目、１丁目、さらに、石山２区とか、萩野旭区、瑞穂区、北吉原本８区、北吉原緑泉、

北吉原緑町地区だとか、この辺の方々が、もう高齢化率、地区別に言いますと 50％超えている

のです。つまり 17 地域が 50％の高齢化率超えているわけなのです。さらに、10 年後を見据え

たとき、55 歳を対象にしたとき一体どういう状況になるかと言いますと、白老町の 66 地域 103

地区のうちの 66 地区が 50％以上の高齢化率になると示されているのです。これは全体の人口

の約１万 9,000 人から、これを計算、推計していって、今の数字のままです、人口の動向で、

このうちの約１万 2,000 人が 66 地域、つまり限界集落を超えた地域に住むということが示され

ているのです。そうしたら、何をしなければならないかというと、まずは、防災をするために

は、その地域、地域のこのような細かい人口の割合を調べていく。そして、さらにもう１つ、

産業を活性化するためには事業やっている方々、その方々の高齢化率、そして、若年層の人た

ちの就業率というのですか、そういうものも調べていく。そして、福祉の関係は福祉の関係、

白老町の各課で、例えば教育委員会も同じです。それぞれが細かく地区別の人口割合、自分た

ちの就業しているところ、また、学校地区の割合、そういうものをきちんとまず掌握していか

ないと、次の段階のこの基本計画を実施計画に移すための具体的な課題が見えてこないと思う

のです。この高齢化によって何が課題なのか、そして、少子化によって何が問題なのか。そし

て、産業を活性化するためにどのような具体的な対策を打つための課題はどこにあるのか。こ
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の課題点を探っていかないと、白老のまちというのは新しい方向性が見えてこないと思うので

すけれども、まず、そのような現状分析を各課でやってみる。そして、問題点を上げてみて、

そして、次の段階の実施計画に向けて具体的に盛り込んでいってほしいなと私は思っているの

ですけれども、その辺のお考え方はいかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 答弁を午後からとし、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０２分 

                                         

再開 午後 １時０５分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

西田委員の質問に対する答弁をどうぞよろしくお願いいたします。 

高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 西田委員のご質問でございますけれども、前にお答えした中

でちょっと説明が不足だったと思いますが、やはり西田委員の言われるとおり、大きな字とか

地区別だけでは広範囲過ぎるということがございまして、今防災で進めております、町内会単

位の組織をつくって対応していくと。なおかつ、何年後になるかわかりませんけれども、数年

後になって町内会すら高齢者が多くてなかなか助け合いが機能しないというような状態が出て

くることを想定しますと、やはりそれは、今度は町内会の組織の範囲というものをまた変えて

いかなければならないというような状況もありますけれども、そういう個別の事柄につきまし

ては担当課でそれぞれ検討しながら進めているところでございますけども、この基本構想・基

本計画の中で、今そういうことを盛り込んでいないということについては、もし必要であれば、

そういうことも検討し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） ７番、 委員。 

○委員（西田祐子君） 私が地域ごとの細かな人口分布というものも必要だと言いましたのは、

例えば白老町の大町商店街あります、あそこは大町２区なのですけれども、高齢化率 50％超え

ていると。商店街でさえもそのような状況になってきていると。そういうことを踏まえたとき

に、ただ単に地域の高齢化という問題ではなくて、商業施設でありながら、まちの中心街であ

りながら、超高齢化の中心になってしまっていると。まちの空洞化、結局目立つようなシャッ

ター街通りになってきていると。そういうことを考えると、実際に個別の小さなものをつくる

ことによって、単位で調べることによって、そういう小さな単位での問題点がはっきりしてく

るのではないかと。その問題点がはっきりしてきたら、そこの中でどのようなことを解決して

いかなければいけないかという解決策も見出せるのではないかと。だから、その部分できちん

と、例えば福祉関係ばかりではなくて、企業でも産業経済の問題も教育の問題もすべてのこと

に対してやらなければいけないのではないですかという質問をしたつもりなのです。そして、

やはり実際にその課題を見つけたときに、実施したときのメリット、デメリット、実施しなか

ったときのメリット、デメリット、そんなふうに分けた中で実際にこれから基本計画の中でい

ろいろこうやってぼやっとした形では入っていますけれども、具体的な施策に、ここはどうし
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ても重要なのだからやってきたいというものが見えてくると思うのですけれども、そのような

手法をとっていかれるのも１つの方法かなと思って質問しているのですけれども、その辺の考

え方はいかがでしょうか。 

○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） ただいまの本当に細かい地域の中での現状と、それから、将

来予測を見て、それでそれに対応していくということが１つの施策になるのではないかという

ご質問ですけれども、そういうことを総合して商業の活性化とか、そういうものの施策をつく

っているわけで、確かに大町商店街の事業主さんについては、今やっていらっしゃる事業主に

ついては辛うじて 50 代後半なのです。それで、一緒に住んでいらっしゃる方がさらに高齢の方

がいらっしゃいますので、今西田委員のおっしゃったように全体では 50％超えている状況があ

るかもしれませんけれども、そういう中で先ほどから出ているように、人口問題というのは産

業にも福祉にもいろいろなところに波及する問題だというふうにとらえておりますけれども、

それは各課のほうでそれに取り組んでいるという認識ではございますけれども、先ほども申し

ましたように、議会からそういうご意見としてまとめて出された場合には、検討課題として検

討していくということでよろしくお願いします。 

○委員長（小西秀延君） ここで委員長から委員皆様にお願いがございます。質疑を大分長く

時間をとっておりますが、今後、意見をまとめる時間も後に準備をしております。こうすべき

であるとか、そのような意見を述べたい場合には質問形式にせずに、今回の質疑の場合にはわ

からないところを聞いていただいて、後に意見の取りまとめをしたいと思いますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 33 ページの生活環境の中で、ここは町民のための安心な暮らしという

ところで掲げられているのですが、消費生活や日常生活の安定向上のために消費生活センター

や町民相談の機能充実とともに知識の普及による被害防止意識の高揚を図って、安全で安心で

暮らせるまちづくりを推進しますということなのですが、具体的に消費生活センターというふ

うに出ているのですが、これは何か考えがあってのことなのかお伺いしたいと思います。 

○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） 今具体的には消費生活センターのことをおっしゃっている

と思いますけれども、こちらにつきましては、新たなセンターをつくるとかそういうことでは

なくて、今既存の生活環境課にあるところをこういう呼び方で言っておりますので、既存のも

ののことを言っております。新たにつくるという考え方ではありません。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

〔「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。 

暫時休憩します。 

休憩 午後 １時１５分 
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再開 午後 １時１５分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

次に、基本構想及び基本計画（案）全体をとおしての質疑がありましたら承りたいと思いま

す。挙手の上どうぞ。 

６番、坂下利明委員。 

○委員（坂下利明君） 前回、私は最初にこれはおかしいなと思ったのが、実は基本構想とか

基本計画の全体ではなく、初めの総論のところでおかしいなと思っていたのです。私の質問に

対しては答弁いらないです。参考意見として話を聞いてください。まず、総論のところで最初

に言った言葉が私は記憶にあるのですけど、やっぱり人口というものがものすごく重要だとい

うこと。計画を立てるには人口が減っていくのか、ふえていくのか、そういうものが一番大切

だというようなことを言っておった記憶があります。それで、３番目の人口の想定のところで

平成 31 年度の総人口が１万 7,100 人ですということを書いてあります。それで、その下のグラ

フのところに 32 年度は１万 6,98７人です。これを計算していくと、５年に一度の計算でやっ

ておりまして、平均すると大体年間 200 人ぐらい減っていくような形になります。31 年度と 32

年度ということを見ましたら、もう既にこれ 100 人前後なのです。計画の総論の中で、私の勘

違いなのかどうかわからないですけど、一番大切な部分で 100 人近い相違が出てきている。そ

れで今質問している人達みんな聞きますと、もっともなことを言っているのです。 

それともう１つは、行政側が苦しい答弁しているのもちゃんとわかっております。ただ、私

の経験上言います。国保時代に安定化計画を出しなさい、国が失敗した策に対して安定化計画

を出しなさいというようなことを昔やったことあるのです。そのときに、私が当時の道の胆振

支庁の職員に怒りつけたのは、絵にかいたもちみたいな計画は幾らでも書けると。だけど現実

は違うだろうというようなことを話したとき、私あるものを出したのです。それは、皆さんが

今書いているこの総合計画、これについてはとてもすばらしい内容だと思うし、だからこそ現

実と違うのではないかという質問というものが議会議員から出ているのです。でも、こういう

ふうになったのも議会議員の責任も多々あることもあります。私が当時考えた計画というのは、

最低な計画、いわゆる一番悪い計画と一番いい計画と２つ立てたのです。２つ目立てたときに

初めて語句が違ってくる、上辺や体裁だけではなく、そういうものが言葉じりとかいろいろな

中で計画が全く言い回しは違う形の計画が出てきているのです。ですから、私の経験上言いま

すけど、１回、もし最低になったときという最低な計画というのを１回出してみたらどうかと、

そう思っております。そうすることによって、いいものと悪いものと比較しながら計画を立て

ていくということは、私は重要なことではないかと思います。これは、悪いほうは決して町民

に見せることもなくて結構だと思うのです。流出もないし。ただ、そういうものがあるという

ことで、もしよかったら議会議員の人たちに理解してもらうためにも最低な計画というものを

議会議員だけで結構ですから、見せなくても結構です、そういう計画を立てていけたらどうか

という、質問ではなく意見として聞いていただきたいと思います。 
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また、私これで帰らせてもらいます。この質問をしたいために午後から出てきておるもので

すから。申しわけないけど、言い逃げみたいな形になりますけど、帰らせていただきたいと思

いますのでどうぞよろしくお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 答弁はいらないとのことですが、町側で何かございましたらどうぞ。 

高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 今坂下委員のおっしゃったことで、確かに政策分析する上で、

今おっしゃられたように最善のパターンと最悪のパターンと普通のパターンと３つつくるとい

うケースもございます。それで、私どもも人口想定を推計するに当たって、いろいろなパター

ンを出して、コーホート法という方法を用いております。ですので、悪いパターンが必ずしも

そういうふうにいくとは限りませんけれども、そういうことも想定しながら計画を進めていこ

うという、そういう姿勢ではあると思います。 

○委員長（小西秀延君） ６番、坂下利明委員。 

○委員（坂下利明君） いろいろなパターンというのはあると思います。それで、悪い方向と

いうものも出さなければいけないこともありますけれども、それがこちらには見えてこない。

あなたたちだけはわかっているかもしれない。だからこそみんな心配して、いろいろ質問をし、

苦しい答弁をしなければいけない。それらの繰り出しをずっとやっているのを見て、私自身は

もうちょっと意見というのも、私たちになったときも責任もあるし、あなたたちやっても重要

な責任持っていますので、もっと接近した話し合いとかそういうものも持つべきではないかな

と思っております。答弁いいです。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今坂下委員言われたとおり、午前中もありましたけれども、非常に

財政状況も厳しい中で、果たしてこういうように基本計画で、方向性と言いますか、こういう

事業を持っていくのだという考え方が今後具体的に実施計画になったときに、本当にどの程度

できるのかというのが一番心配になってくるのかなというふうに思います。実際、私たちも実

施計画を立てて、それから、予算編成と言いますか、そのときに年度、年度の事業を考えると

きに、実施計画で立てたことがどの程度進むのかと。やはり目標を持ちながら、ここに近づけ

ながら事業を考えますが、現実問題として財源がなければ進まないと。だから、実際に最高は

ここまでいきたいのだけれども、現実にはここまでしかいかないと。ただ、ここにはやはり力

を入れていかないとだめだという事業選択もあるというふうに午前中も考えを述べさせてもら

いましたけれども、やはりそういう事業選択しながら予算編成なり、年度、年度の事業は組ん

でいきたいというふうに思っています。今言われるように数年前と言いますか、何次の計画の

ときにはある程度計画した事業が前に進むという時代でしたけれども、今はやはり選択しない

とだめだというふうに思っていますので、今言われるように思いという部分と現実の部分を押

さえながら事業の執行に当たっての考えを取りまと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） ほか質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次に、委員長から総合計画基本構想及び基本計画（案）についての課題、修正事項等の意見

を求めます。まず初めに、７月 17 日の委員会で説明のあった、総論及び基本構想（案）１ペー

ジから 17 ページまでであります。17 日の委員会の質疑の中で、１つとして、人口想定は計画

の重要な部分であり、要因分析や対策より具体的に表現すべきではないか。また、各地区別の

人口想定を基本計画で記載すべきではないかというご意見がございました。 

２つ目に、都市基盤整備について。今ある施設をきちんと維持しなければならない状況であ

り、考え方の転換をすべき時期であり、計画をつくる上で視点を変える必要がある。また、重

点課題を明確化し、町民とともに何をすべきか明確にする必要があるという意見がありました。 

３つ目には、総合計画の進行管理について。具体的にどのように町民、議会に対して説明し

ていくのか。進行管理と財源の問題についてシビアに押さえていく必要があるというご意見も

ございました。これらの意見も含め、総論及び基本構想（案）に対して課題、修正事項等の意

見を求めます。 

４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。７ページのまちの姿とありまして、まちの現状と特

性というのがございます。そこの部分で述べさせていただいたのですけれども、１つはやっぱ

り人口の問題、これをどのようにとらえるのかというあたりで、１つは、減らさないのか、ふ

やすのか、それとも、こういうふうになるという推計どおりの計画にするのかというあたりが

１つの論点になるのではないかと思っています。それから、５番目の多彩な産業構造というの

がございますけれども、ここの部分の現状分析をどう押さえるかということが大きな視点にな

るだろうと。それで、７番目の先ほど言いました都市基盤の関係です。それと、８番目の財政

運営と。この３番目、５番目、７番目、８番目につきましては、どういうふうな現状分析をす

るかによって基本構想そのものに大きな影響力を与えると思います。私はやっぱり、ここのと

ころをどういう分析をするのかというあたりは再度検証をすべきというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ただいま大渕委員より７ページ、３の人口問題で、この推移をどの

ように考えてとらえるか。減らさないのか、または、ふやしていくのか。そして、現状推移の

ままで想定していくのか。また、５番の多様な産業構造、７番の暮らしの都市基盤整備、こち

らはきちんと現状分析をして、どのようにとらえ、計画していくのかというご意見がございま

した。この意見につきまして、どのように取り計らっていったらよいかご意見があればいただ

きたいと思います。 

１番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。委員長、これからの議論は議会側の議論だと僕はと

らえているのです。ですから、今大渕委員から出された部分についての議論は議会側でなされ

るべき問題で、今そこに行政側の方々がいて話を聞いてもらうだとか、そういう問題ではない

ような、僕自身そういうふうに考えているのですが。ここで例えば、議会内で議論して、それ

に対してまた行政にその意見を述べるような形の会にしていくのかどうかの確認だけはしてお
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きたいなと思います。 

○委員長（小西秀延君） 委員長と局長でこの会議を開く前に打ち合わせをさせていただきま

した。この議会側からの意見をまとめる際も町側にその内容も聞いていただき、その内容も町

側で把握をしていただき、今後の計画策定に当てていただきたいという意味も込めて出席をそ

のまま続行しております。その点につきまして、委員会の中でそういう考え方は不自然ではな

いかというご意見等があれば、今考えさせていただきたいと思いますが、ほかにございますか。 

１番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は先ほどから大渕委員の話も聞きながら、これからの新たな総合計

画づくりについては、やっぱり今までのようなつくり方ではだめだろうと。議会の中でしっか

り議論をして、そして、必要な部分の提案をしていく。そういう形が私はベストのような気が

してならないのです。これは私の意見ですから。皆さんの議会の中での意見集約をどうしてい

くかということは、ここで議論しなければいけないのでしょうけれども。今までと違った総合

計画の策定をしていこうと思ったときには、やっぱり議会内での議論をしっかりしていくとい

うことが僕は大事なような気がしてならないのです。ですから、そこに参考意見として、ただ

そこにいるわけですというのであれば、それはそれでいいのかもしれませんけれども、私はち

ょっと何かそこに違和感を覚えるということで意見を申し上げておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時３３分 

                                         

再開 午後 １時３８分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

先ほど大渕委員から出た３点、これをまとめとして載せて議会からの意見とするかどうか、

皆さんのご意見を賜りたいと思います。引き続きご意見をどうぞ。 

１番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。私は、大渕委員が言われた人口の推移、この部分に

ついては、やっぱり一番大事な視点になるのだろうなと思います。ただ、総論として、これか

らのまちづくり計画の中で、この中にうたっていく、載せていく部分については、私はこのな

りでいいのかなと思っている一人でございます。なぜかというと、例えば総合計画、総論から

始まって、基本計画に至るまでの間、これは、本当に私は、私個人の考えですが、簡素なもの

でいいと思っている一人でございます。町民がいかにこれを目にして、それを具現化していく

計画は実行計画という考え方でいますので、私はもっともっと文章的に問題があるものについ

ては、もっとわかりやすくするものについては、例えば図式だとか、絵にしてみるなり、そう

いった形の中で取り組んでもらうべきものかなと。ですから、文章的なものについてはもっと

簡素にしてもらえればいいと思っている一人でございます。そういった考え方を持っています。 

○委員長（小西秀延君） ただいま氏家委員より３点につきまして、町側の想定のとおりで進

めるべきではないかと。なおかつ、意見をつけ加えるなら、文章を簡素化してはどうかという
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ご意見でありました。 

１番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。結論だけ言いますと今の委員長言われたとおりです。でも、

そういった考え方に至る私の考え方もしっかり述べさせていただきたいと思います。これから

高齢化が進む白老町のこういったまちの中で、高齢者の方々、そして、子供たちも含めて、そ

ういった方々に理解をしてもらうわかりやすい文章、わかりやすい総論、計画が基本計画・基

本構想だと私は考えておりますので、そういった意味合いで今申し上げたことでございます。

ですから、ただ単純に簡素化すればいいという問題ではなくて、そういったこと踏まえた形の

中で簡素化したほうがいいのではないかと。もし、そうでなければ、今の文面の中だけでも十

分理解はされるのではないのかなと思います。まちの中には、まちづくりの計画等々に真剣に

取り組む方々、そして、高齢者には、なかなかそういったものを見てもよく理解できないとい

う方々がいらっしゃいます。ですから、そういった方々のことも考えますと、もう少し簡素化

してもいいのではないのかという考え方で申し上げたところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 氏家委員からの意見は、町の想定のとおりに進めるということの内

容、そして、文章を簡素化するに当たっては、高齢者の方々にも、町民の皆様にもわかりやす

くするという意味合いだということでございます。本意見の提案者であります大渕委員におか

れましては、減らさないのか、ふやすのか、また、推移どおりなのかというご意見でございま

したが、氏家委員からの意見で進めてよろしいでしょうか。 

４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） どういう議論をしていくかという問題なのだけど、今僕が言ったのは、

まちの現状の特性のことを言ったのです。それで、当然、基本構想の中に人口問題というのを、

どこでこれ入れるのかわからないのだけど、基本構想の中で本当に今の白老町のままで現状を

維持するためにこういう構想を持つのですというようなものだとか、減るのをとめるためにこ

ういう構想を持つのですとか、そういうものが僕は必要ではないかという意見なのです。今私

が言ったのは、現状の部分ですからそこに入れるのは無理があります。そういうふうになるの

だから。なると言っているだけの話だから。私が言っているのは、そういうことが１つ。 

それから、分析の中で本当にこの暮らしを支える都市基盤の整備というところで記述されて

いることはこのとおりなのだけど、これが事実そのままいくのかと。例えば、何回か言ったけ

ど、市街地の舗装率は 74％で云々と書いているのです。快適な生活の基本となる都市基盤が整

っていますと書いているのです。現実的には、舗装道路や橋やそういうものというのは、もう

つくりかえなくてはいけない時期なのです。舗装道路何かに至ってはもう大変な状況にあると

思うのです。それで、年間 1,000 万円ぐらいのお金で舗装を直していっても、本当に快適な生

活の基本となる都市基盤が整っているのかという、本来そこをどう認識するのかというあたり

が僕はとても大切な部分だろうなと。現状認識で言えばです。それは、公営住宅も橋もみんな

そうなのです。ですから、だめだというのではなくて、現実をきちんと見た上で基本構想をつ

くらなければいけないのではないかと。財政運営も多彩な産業構造も、私はそういう意味でも
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うちょっと現状認識をきちんとしたほうがいいのではないかという意見なのです。ですから、

例えばこれを短くして、僕は短くするのは賛成です。ただ、本当にわかるように短くするとい

ったら大変なことだと思います。これ以上短くして町民が理解できるなんていうこと、私は考

えられないです、はっきり言って。だけど、僕は短いほうがいいと思う。なぜかと、これだっ

たら町民は読まないからです。 

ですから、もう一つ。初めに言わなかったけど、地域計画が今回はないのです。今まで第４

次までは地域計画があった。虎杖浜・竹浦の計画、萩野・北吉原の計画、白老・社台の計画と

いうのは、前回まではあったのですけど、今回からはないのです。私は、そういうものは本当

に必要がないのかなという気がしているのです。字白老に一極集中でずっと物が集まってくる

というのではなくて、虎杖浜・竹浦、萩野・北吉原、社台地区もともに発展できるような基本

構想をつくるというふうなことが基本的には必要だと思っています。ですから、文章を変える

ということになって、議会で変えるということになれば大変なことになります。ですから、そ

こら辺含めて、どのように基本構想・基本構造の議会の意見をまとめていくのかというあたり

がもうちょっと詰まっていかないとなかなか大変ではないのかなというふうに感じています。 

○委員長（小西秀延君） １番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。私は、大渕委員の考え方は全然理解できないわけで

はなくて、そのとおりではないかなと思います。ただ、５番目というのは白老町の姿、まちの

現状なのです。それで、この次の６番目にまちづくりの主要課題という部分がございます。も

し、そういった考え方がここに足りないとすれば、その課題のところでしっかり取り組むべき

ものなのかなと私は考えています。この文章で足りなければ。そして、それに沿った基本構想・

基本計画になっていくことがやっぱりふさわしいのではないのかなと考える一人でございます。 

○委員長（小西秀延君） お２人から意見をいただきました。文章が大変長いものですから、

それを整理していくのは非常に皆さんからご意見をいただいても委員長としても大変難しい部

分だなというのは理解しております。大渕委員から今の総論の部分での７ページからの白老町

の姿の現状と特性の中での７番の１番上、生活の基盤となる都市基盤が整っているとなってい

るが、もうこれをつくりかえていく時期なのに整っているという表現がよいのかどうなのか。

そして、またこの現状の認識がどうなのかと。現状分析がきちんとここでされているのかどう

なのかというご意見も出ております。 

氏家委員からは、現状は現状としてとらえ、問題点があるならば 10 ページの６番、重点課題

で取り上げていくべきではないかというご意見でございます。 

委員長からまた委員皆様にお願いをしたいと思います。文章が多岐にわたっているものです

から、ここの文章をこういうふうにしてはどうかと。具体的なご意見でいただければまとめや

すい、また、それに対しての意見も求めやすくなりますので、なるべく具体的な表現での意見

修正と、そして、自分のご意見等をまとめて発表していただくようにお願いしたいと思います。 

５番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私もずっと意見言っていないのですが、やっぱりうそから
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出たまことという言葉もあるし、それから、いいうそ、いいほらというのもあります、言葉の

中に。それで、やっぱりこの総合計画というのは、確かに白老の町民のためにつくるのだけれ

ども、私はやっぱり対外的なものもあると思うのです。例えば、いいまちだったら将来白老に

住みたいなという思いもできるだろうし。ただ、人口想定見ても、白老の今の現実の姿、現実

だけ追っていくと夢がないわけです。ですから、やっぱり白老は、常に言っていることは、い

い食べ物があって、いい気候があって、緑があってと言っているのです。だから、対外的に言

うと、先ほど言った、いいほらだとやっぱりしておかないと人が住まなくなります。逃げてい

きます。ですから、やっぱりその辺も。昔は、私も長いですからこの総合計画ずっと見てきた

けど、昔は人口想定を３万人ぐらいにしてやってきたのです。２万 7,000 人とか３万人。あれ

はいいほらなのです。うそなのですけどいいほらなのです。２万 4,500 人しかいかなかったわ

けですから、現実。でも、この総合計画は３万人を想定するとか、工業団地をつくった、港を

つくっていっぱいになる、これはいいほらも含めて総合計画というのはやっぱりそこもあるべ

きだと。対外的にです。白老以外の道民、あるいは、本州のほうから温泉を求めて来る方々に

夢を持たせるような総合計画の部分も私は必要だとこう思うのです。ここだけ言っておきます。 

○委員長（小西秀延君） 想定の中には夢も必要だというご意見でございました。 

具体的に大渕委員から出ていますところを整理させていただきたいと思うのですが、先ほど

言った８ページの都市基盤は整っているという表現について、ほかに疑念をお持ちの方等いら

っしゃいますか。ここは変えたほうがよろしいのではないかというご意見の方はいらっしゃい

ますか。またつけ足すとかというご意見でもいいと思います。文言も整理していかないと上程

していけないものですから、よろしくお願いいたします。 

14 番、及川保委員。 

○委員（及川 保君） 14 番、及川です。個別に今大渕委員のほうから出たわけです。委員長

としてもそういう形で個別に、例えば字句の文言だとか、それから、当然、文言といえども基

本になることですから、そういうことになると思うのですけれども。今７番目の都市基盤、公

共施設についての基本となる基盤が整っていますという文言について、私も若干異論あるわけ

です。先般、議会の建設厚生常任委員会の中でも所管として、実は全町の道路整備をどのよう

な状況になっているかということで調査したのですけれども、非常に整ってはいるのだけれど

も、一生懸命そういった状況の中で都市基盤の整備を進めてきた、ここに言っていることは間

違いないのです。間違いないのだけれども、大渕委員おっしゃっているような現実があるわけ

です、実は。非常に疲労度が高まってきていると。その中で当然、毎年のように議会の中でも

出ております、除雪の問題、そういったところも実は引っかかってくるのです。だから、そう

いうことをこれからのまちづくり、総合計画の中でどういうふうにとらえて、認識してまちづ

くりを進めていくのかということは、やっぱりこの文言の１つでも若干違和感あるなというふ

うにとらえております。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 議事進行で。こういう形でやっていたら終わらないと思うのです。こ
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この一字一句をやるということではないのです。だから、私が言っているのは、氏家委員が言

ったように、議会として意見をまとめるのか、それとも、議会の意見を町側に取り入れてもら

って、こういう考え方があると、こういう考え方があるということを、先ほど同じことを言っ

たけど、取り入れてもらって、そして、直してもらうなら直してもらって受けるのか。まず、

そのところをはっきりさせると。それで、議会として直すというのだったら、ここをこういう

ふうに、ここをこうふうにと全部やらなくてはだめになります。なるでしょう。異議あるとこ

ろについて全部そうやらなければだめなのだから。だから、どういうふうにやるのか。一字一

句そんなことやっていたら終わらないなんてものではない。計画でいって、それ全部やってと

いったらどんなことになりますか。だから、私が言っているのは、議会として意見をまとめて、

例えばここの記述については具体的にこういうふうな形で記述をしてほしいというふうにする

のか。それとも、今言った意見を町側に一定限度話をして、それを取り入れてもらうのかとい

うあたりを整理して、そして、次なら次に、この点とこの点とは、ぜひ、やってほしいという

ことをここで議論すればいいのではないかと思います。 

○委員長（小西秀延君） 先ほど私のほうから一字一句という細かい部分まで言ってしまった

のでちょっと誤解を招いていますが、大渕委員が言われたところを議会側の意見として載せて

よいかどうかというところで、ほかの方から意見をもらって、いいということで反対がなけれ

ば、それは議会側の意見としてこの特別委員会から町側へ修正してほしいという意見を報告さ

せていただくという形で取りたいと思います。いろいろなさまざまな意見をまとめて委員会側

から町側に意見報告をし、それを受け、町側から修正点などがあれば修正してもらうという体

制で進みたいと思います。 

４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうであれば、次の委員会までにそれぞれ個人でも会派でもいいです

から、個々にきちんとここの中身の議論をして、ここと、ここと、ここをこういう意味で変え

てほしいというようなものを出していただいほうがいいのではないですか。ここでやったら見

たところで言うでしょう、みんな。そうではなくて、会派でも結構ですし、個人でも結構だか

ら、ここと、ここをこういうふうな視点で、ここをこういうふうな視点でということで出して

もらったほうが、委員長なら委員長のほうに出してもらったほうがいいのではないですか。そ

れを今度議論すればもっと早くいくでしょう。僕はそのほうがいいと思うのだけど。それは諮

っていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時５９分 

                                         

再開 午後 ２時２５分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開したいと思います。 

ここで一たん、委員長から整理をさせていただきたいと思います。先ほどもご説明をさせて

いただきましたが、当特別委員会で意見を集約して、きょう意見を出していただいたものを委



 34 

員長と副委員長でまとめさせていただいて、その意見を町に反映していただくべく報告を上げ

させていただきます。そして、その報告の中の１つとして人口想定問題、人口想定問題は重要

な部分であり、要因や分析、対策を具体的に表現すべきではないか、そのような文言、そして、

人口想定を基本計画で記載すべきではないかというような意見として人口想定問題を記載させ

ていただきます。 

もう１つには、先ほど大渕委員からも出ておりましたが、都市基盤整備について。今ある施

設をきちんと整備していかなければならない状況であると、これを踏まえた上で計画をつくる

視点として取り入れてもらう必要があるというのを意見でまとめさせていただきます。 

そして、もう１つ。総合計画の進行管理について、具体的に町民、そして、議会にわかりや

すく説明する方法をもう少し考えていただきたいと。先ほど氏家委員から出た文章の簡素化な

どそういう問題をきちんと整理し、進行管理と財源の問題をシビアに押さえてこの計画の進行

にも努めていただきたいというような文言も入れさせていただきます。 

このほかにご意見があれば大枠のご意見としていただいてまとめたいと思います。そして、

総論及び基本構想（案）についても、１つは、基本計画の関連性が見えるようなフローチャー

トがほしいというご意見がございました。きょうもその意見を受けてご説明がございましたが、

これも当委員会からの意見として入れさせていただきます。 

また、もう１つ。集中的、重点的に行う事業、基本計画の段階で見えるように、もう少しわ

かりやすくするべきではないかという皆さんからのご質問、ご意見が多かったので、これも明

確にすべきではないかという意見で入れさせていただきます。 

もう１点。８年後の白老町のあるべき姿を描く必要があるという意見もございました。もう

ちょっと将来像が見えやすい基本計画づくりに努めていただきたいという意見を添えさせてい

ただきたいと思います。 

このような意見を踏まえて町に報告書を上げますが、これらを踏まえて、そのほかに重点と

して意見に取り入れていただきたいというご意見があれば承りたいと思います。ご意見どうぞ。 

14 番、及川保委員。 

○委員（及川 保君） この特別委員会、あと１回残されているのですけれども、再来週の 21

日予定されていますよね。今委員長、議会側からいろいろな意見が出た中でのまとめをおっし

ゃったのですけれども、私はそれでよろしいと思います。 

それで、きょうも出ているのですけれども、財政改革プログラム、この部分も十分にしんし

ゃくした中での計画であるべきだということも踏まえてつくっていただければよろしいかなと

いうふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 財政問題の中で財政プログラムとの整合性等をうたわせていただく

ようにしたいと思います。 

もう１点。公約との兼ね合いも出ておりました。公約との兼ね合いに関しましては、本計画

は８年に至った計画になる予定になってございますが、公約もある程度反映させるべきではな

いかというご意見もございましたので、８年の計画ではあるが、その辺の認識をどうとらえて
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どう反映していくべきか、庁内で検討していただくべきではないかという意見も添えさせてい

ただきたいと思います。 

ほかに意見がなければ、私と副委員長である程度文章的にまとめたものを、21 日の委員会ま

でに皆さんに配付させていただき、それを 21 日の委員会でこういう点が足りない、こういう点

を修正してほしいという意見のまとめをとり行いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 皆さんからご異議なしというお話をいただきましたので、今まで出

ています意見を私のほうでまとめさせていただき、２日か３日くらい前には何とか皆様の手元

に届くような体制を整えたいと思いますので、一度この上熟慮をいただき、21 日の委員会に備

えていただきたいと思います。 

それでは、ここでお諮りいたします。本委員会におけるという質疑、意見の提出は尽くされ

たものと判断するところであり、質疑、意見の提出についてはこれで終了することとしたいと

思いますがよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君）  それでは、質疑、意見の提出については終了をいたします。 

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、８月 21 日午前 10

時から特別委員会を開催したいと思います。 

お諮りいたします。次回８月 21 日の特別委員会は報告書のまとめについてであります。次回

開催までに特別委員会報告書の素案を正副委員長において作成することとしたいと思いますが

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 異議なしと認めます。 

それでは、特別委員会報告書の素案を正副委員長において作成することといたします。委員

の皆さんからも報告書に記載すべき要望がありましたら、ぜひ、文書で近々のうちに提出をし

ていただきたいと思います。 

                                         

◎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 ２時３３分）  


