
１ 

          平成１５年白老町総務文教常任委員会会議録 

 

平成１５年７月１５日（火曜日） 

      開    会        午前  １０時００分 

      閉    会        午後    ２時３２分 

 

○議事日程 

    日程第１    所管事務調査 

                        財政健全化指針の総合対策について 

 

○会議に付した事件 

    所管事務調査        財政健全化指針の総合対策について 

 

○出席委員（６名） 

委 員 長   吉 田 和 子 君        副委員長   熊 谷 雅 史 君 

委  員   西 田 � 子 君               吉 田 正 利 君 

加 藤 正 恭 君               及 川   保 君 

 

○欠席委員（１名） 

委  員   根 本 道 明 君 

 

○説明のため  出席した者の職氏名 

  財政課長   辻    昌  秀  君 

  財政係長          本  間  勝  治  君 

 

○職務の為出席した者の職氏名 

  事務局長          山  崎  宏  一  君 

  書  記          浦  木    学    君 



２ 

 

        ◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） ただ今から総務文教常任委員会を開会いたします。 

 

○委員長（吉田和子君） 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委員長におい

て傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について、事務局から説明いたします。 

○事務局長（山崎宏一君） おはようございます。今日の委員会の日程でございますけども、皆さん、お手元

に財政課の方から参考資料届いているかと思います。今日は財政健全化指針の総合対策についてということで

予定をしてございますので、よろしくお願いをしたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） それでは、これより所管事務調査を行ないます。皆さんのお手元に資料が郵送で送

られていると思いますけれども、それにしたがって担当課からお願いしたいと思います。説明にあたっては、

区切りのいいところで切っていただいて、質疑応答をしながら進めていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。先輩の議員さんには申し訳ないんですが、白老町財政健全化計画からということで

復習を含めながらしていきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。辻課長、お願い

いたします。 

○財政課長（辻昌秀君） おはようございます。今、委員長の方からお話ありましたとおり、財政健全化指針

の総合対策ということで、所管事務調査ということでございます。本日と明日、両日に渡りまして、お配りし

た資料に基づきまして順次ご説明させていただきますけども、一応、おおよその進め方ですね、事前にご説明

したいと思います。資料の方にございますけれども、大きく３つの事項について、ご説明したいと考えており

ます。所管事務調査のタイトルにつきましては、財政健全化指針の総合対策ということで、今後の取り組みと

いう部分での調査というふうには、私ども理解しているんですけれども、実際、平成１６年度予算に向かって

の健全化対策の具体的な内容について、５月からの取り組みを始めたという段階で、まだ具体的な形でまとま

っているものが今のところないというような状況になっております。 

そういう部分で、本日、明日、説明する内容につきましては、大きくは１点目といたしまして、財政健全化

のこれまでの取り組みについてということで、本格的に取り組み始めたのは平成１０年度以降ということにな

りますので、これまでの間に策定いたしました財政健全化計画、平成１０年度策定のものでございます。 

それと１４年度策定の財政健全化指針、これについてですね、ちょっとおさらいも含めまして、概要を、こ

れまでの部分の取り組みをご説明させていただきたいと思います。次、２点目といたしまして、今後の財政運

営を考える上に当たりまして、白老町だけでなかなか、考えるのは非常に難しいような状況になってきており

ます。新聞報道等でもご存じだと思いますけれども、小泉首相の構造改革の一環として、昨年の骨太方針では

地方財政の三位一体の改革ということでですね、つい先日まで１年間色々な取り組みされております。それら

の大きな方向というのが、先般まとまっております。ただ、まだ具体的な内容については、年末の予算編成に

ずれ込んでいる部分もありますけれども、それらの最新情報ということで、先日、総務省の地方交付税課長が

札幌に来て講演がありました。それは私も聞いてきておりますので、それらの内容の紹介も含めてですね、こ

れからの補助金あるいは税源委譲、交付税が今後どうなっていくのかというのを一つ、一応、情報提供という

ことでですね、ご説明させていただきたいというふうに考えております。 
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一応、タイトルにつきましては、地方財政の現状と課題というようなタイトルになっております。３点目を

いたしましては、今回の所管事務調査のタイトルであります。今後の総合対策の部分につきまして、今後の取

り組みについて、３点ご説明する予定しております。１つは１５年度予算における取り組みということで、こ

れもすでに予算編成、予算の内容の説明でご説明している部分もありますけれども、まだ実際、予算執行の中

で多少動いている部分も含めましてですね、現在、すでに取り組んでいる事項をまず説明したいというふうに

考えております。あと、１６年度予算編成に向けまして、総合対策というのを今後作るというふうなことにし

ておりますけれども、それを策定していくに当たっての課題という部分で３点ですね。これは先に説明いたし

ます財政健全化指針の中に位置づけられている課題３点がございます。 

最後に財政健全化の今後の取り組みということで、現在取り組んでおります内容と言いますか、今、現在や

っている作業の紹介。多少、方向性も含めてですね、ご紹介させていただくと、そういうような予定でおりま

す。以上、私どもの方から説明する内容の概要でございますけれども、順次、財政係長と私の方で分担して進

めたいと考えております。１点目の財政健全化のこれまでの取り組みにつきましては、本間係長の方からご説

明したいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 本間係長、お願いいたします。 

○財政係長（本間勝治君） それでは、私の方からレジメに沿いまして、１点目の財政健全化のこれまでの取

り組みについてということで、まず、白老町財政健全化計画につきまして、ご説明したいと思いますけども、

ご説明する前に、ご承知のとおり、財政の健全化につきましては、昨年１２月策定の財政健全化指針に基づき

まして、現在、我々の方で鋭意努力してございます。その中で、もうすでに終わったと言ったらちょっと語弊

がございますけども、前計画につきましては、すでに約５年ほど経過してございまして、そんな中で今、ご説

明するということは、非常に心苦しいところもございますけども、後ほどご説明いたします財政健全化指針と

の関係もございますので、委員の皆様につきましては、当時を振り返りながらお聞きいただきたいなと思いま

す。それと、計画につきましても、指針につきましても、非常にボリュームがございます。それで、先ほど、

委員長の方からもお話ございましたけども、私の方で説明していく中で、もし、あれでしたら、途中で区切っ

ていただいて、ご質問等いただきながらというふうに考えてございますので、その辺よろしくお願いしたいと

思います。 

それでは、早速、健全化計画の説明に入りたいと思います。まず、１ページでございます。資料１の財政健

全化計画の１ページでございます。ここの冒頭のはじめにということでございますけども、これはいわゆる前

文でございます。要点を若干ご説明申し上げます。これまで、本町は各種の施設整備を進めてきた結果、町債

発行額が高い水準で推移してきたと。また、全国的には景気の低迷から地方財政全体も財源不足となりまして、

本町においては、公債費と人件費の歳出に占める割合が高くなっていると。このような状況から、経常収支比

率が上昇いたしまして、平成８年度以降実質値で８５％を超えることとなったと。今後、対策を講じなければ、

政策的事業財源の確保が困難と予測されると。行革実施計画や健全化対策を推進し、事業財源の確保を図る必

要があるということで、このようなことから町財政の推移と財政見通しについて整理いたしまして、具体的な

目標と取り組み項目を示し、財政健全化の道筋を明らかにするんだというようなことが、ここで述べられてご

ざいます。 

  続きまして、次の計画策定の趣旨と目標ございますけども、趣旨につきましては、中・長期的な財政収支の

見通しをたて、問題点を捉え、計画的に財政の健全な運営を進めるんだと。また、財政情報を内外に提供し、

財政運営の見通しについて理解を深めるための契機とすると。続いて目標でございますけども、先ほどもお話
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いたしました、実質値で経常収支比率が８５％を超えることになったことに伴いまして、今後も上昇が予測さ

れる経常収支比率の実質値について、対策を講じて８５％以下にすると。このことにより財政構造の健全化、

弾力化と長期的、計画的財源確保を図ることを目標にしているんだということでございます。続きまして次の

ページ、２ページでございます。２ページの最初の方に経常収支比率についての解説がございます。もう、各

委員の皆さんはご存じだと思いますけども、ここをちょっと読ませていただきたいと思います。経常収支比率

とは、町税、地方交付税などの経常的な一般財源に対する、人件費、公債費、扶助費の義務的経費や施設の運

営経費などの毎年経常的に支出される経費の割合で、財政構造の弾力性すなわち臨時の財政需要に対する経常

的な財源の余裕を示す指標となっており、通常７０～８０％が適正とされ、８５％を超えると道の指導を受け

ると。従来は、単純に経常的経費一般財源、歳出に必要な一般財源でございますが、を経常一般財源（歳入）

で除した比率を用いていたが、近年は減税補てん債を経常一般財源に加えて除した比率が、実質的な指標とし

て用いられていると。ここで簡単にご説明いたしますと町税、地方交付税などの経常な一般財源を分母として

おります。で、毎年、経常的に支出される経費、これを分子としたものの割り返しが経常収支比率ですと。簡

単に申し上げますとこういうことでございます。ちょうど、中段ほどに８５％を超えると道の指導を受けると

ございますけども、現在ではこの８５％が９０％ということでございます。ただし、ご承知のとおり、本町に

おきましては、もう９０％を超えている状況でございますが、未だに道なり、国なりの指導を受けたことはご

ざいません。それと、ここの下から２行目に近年は減税補てん債を経常一般財源に加えて除した比率というこ

とでございますけども、この減税補てん債の他に平成１３年度から、いわゆる赤字地方債と言われております、

臨時財政対策債、これも分母に加算したものが実質値ということで、ご理解いただきたいと思います。ちょっ

とややこしい話になりますけども、元もとはこういう形で、こういう数値を実質値と申し上げておりましたけ

れども、近年、特に昨年ぐらいからですね、今まで実質値と呼んでいたものを通常の経常収支比率と呼んでご

ざいます。じゃあ、今まで経常収支比率と呼んでいたものは、どういう言い方をしているかと言いますと、逆

に減税補てん債、臨時財政対策債を除くというような表現になってございまして、これもちょっとややこしい

んですが、１３年度決算の状況から国、または道の方での表現の仕方が、こういうふうに変わっておりまして、

今では一般的には、今まで言っていた実質値が経常収支比率ということになってございますので、その辺、ご

理解いただきたいなと思います。 

  続きまして、次の計画対象と計画期間でございますけども、記載のとおり計画対象については普通会計（一

般会計）ということでございます。計画の期間につきましては、平成１０年度から１５年度までの６カ年とす

るということでございます。それと、次の他の計画との関連につきましては、記載のとおりでございますので、

ここはちょっと省略させていただきたいと思います。 

  それと次の町財政のこれまでの推移と今後の見通しでございますけども、町財政の推移につきましては、１

４ページに資料１がございます。この中での分析を３ページの中で説明してございますけども、１４ページの

資料１をご参照いただきながらお聞きいただきたいとおもいますけども。まず、経常収支比率でございますけ

ども、ちょうど上から４行目でしょうか、経常収支比率の実質値ございます。この実質値につきまして、昭和

６２年度の７５．０％から平成９年度の８５．４％に上昇し、財政の硬直化が進んでいると。次の財政力指数

でございますけども、財政力指数につきましては一番上の行でございます。昭和６２年度につきましては０．

５９５。平成９年度につきましては０．４２８。次の、下の起債制限比率でございますけども、昭和６２年度

の１１．６％から平成９年度の１０．２％へ低下していると。これにつきましては、起債が制限される基準の

１５％を大きく下回っており、大きな問題はないというようなことでございます。 
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  財政の硬直化の要因ということで、経常収支比率につきましては、昭和６２年度から平成９年度にかけて、

これは経常収支比率の一番右側の欄で見ていただきたいと思いますけども、１０．４ポイント増加してござい

ます。この要因につきましては、その下の人件費の欄でございますけども、６．１ポイントの増と。また、公

債費につきましては、その下ございますけども、３．４ポイントで、この２つの要因が大きく影響していると。

また、この間、人件費でございますけども、人件費につきましては中ほどに歳出決算額の欄がございまして、

その下の欄でうち人件費とございますけども、人件費につきましては昭和６２年と平成９年を比較しますと１．

８２倍の倍率になっていると。で、その下の公債費につきましては、１．７８倍となってございまして、歳出

決算額の１．４９倍を大きく上回ってございます。こういう要因が経常収支比率の増加にも繋がっているのか

なということで、この辺で見られるのかなというふうに思います。それで、人件費の伸びにつきましては、職

員の平均年齢の上昇によります、平均職員給の増加など。それと、公債費の伸びにつきましては、当時、国は

日米構造協議を受けまして、内需拡大を積極的に進めてきた経緯がございます。国の公共投資基本計画に基づ

きまして、公共事業のみならず、地方の単独事業についても国は積極的に奨励してきたと。そういった経緯の

中で本町に限らず、全国的な傾向として起債を活用するなどして事業を推進してきた経緯があります。本町に

おきましても、この間、総合保健福祉センターなどの事業を積極的に実施してきたという経緯がございます。 

  恐れ入りますが、また、４ページに戻っていただきたいと思います。４ページの下の方の表でございますけ

ども、（３）の公共施設の整備状況の推移ということで表が示されてございます。これは、この区分でいきます

と、道路、都市公園、公営住宅、学校などにつきまして、区分欄の横にいきますと数値の欄でございますけど

も、６２、４、９とございますのは、昭和６２年度、平成４年度、平成９年度の数値を示してございます。一

番右側の対比の欄でございますが、これにつきましては昭和６２年度を１．０とした場合に、それぞれ、平成

４年度と平成９年度の上昇率を示した表でございます。ご覧のとおり、いずれの項目につきましても、昭和６

２年度と比較いたしまして、プラスの数値となっております。これはそれだけ、先ほど申し上げました、国の

日米構造協議を受けた内需拡大を進めてきたということで、白老町においても、これだけのペースで事業を積

極的に推進してきたという表でございます。また、ちなみに次の５ページにつきましても、昭和６２年度から

平成９年度までの主な公共施設の整備状況と事業費を示した表でございまして、例えば、大きな所でいきます

と、集会施設の欄でいきますと平成４年度に竹浦コミセンを２億円の事業で実施していると。また、福祉施設

の欄でございますけども、平成５年度から７年度の３カ年で保健福祉センターの事業を行なっていると。これ

は３カ年のトータルで１５億４，６００万という数字でございます。小中学校の欄で平成３、４年度の２カ年

で萩野中学校の改築をやってございまして、この２カ年につきましても７億７，２００万円の事業で行なって

いると。体育施設の欄でございますけども、平成元年度から３年度の３カ年で町民温水プールを実施してござ

いますが、このトータルも４億９千万というようなことで昭和６２年度以降、こういうような大きな事業を、

やはり町民のニーズもございまして実施してきたという経緯がございます。 

その下の５ページの今後の財政見通しでございますけども、ここで申し上げているのは、このまま対策を講

じない、これまでの財政状況の推移を延長して、今後の財政見通しを試算したものを現状延長型としたという

ことで、次のページの６ページご覧いただきたいと思います。ここにつきましては、ちょっと読ませていただ

きたいと思いますけども、財政収支試算として、歳入総額は平成１１年度以降も概ね１２０億円前後で推移し、

平成１５年度の歳入総額は約１２４億円と試算されたと。歳出総額は歳入総額よりも多い額で推移し、平成１

５年度の歳出総額は約１２５億円と試算された。で、平成１１年度以降毎年度の実質収支はマイナスで、平成

１１年度は約２億円の不足が生じ、その後も毎年度１億円前後の不足が見込まれる。このため、政策的財源と
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なる投資的経費に充当される一般財源はその分が減額となり、投資的事業は縮小せざるを得ない見込みとなる

と。経常収支比率（実質値）は、平成１１年度には９０％を超え、その後も９０％前後で推移し続けるとの試

算結果となり、財政の硬直化が一層進む見通しであるということで、下に表がございます。 

  続きまして、下の（２）の町債現在高及び元利償還金の見込みについても、ちょっと読ませていただきます。

町債現在高及び元利償還金については、町債発行額を下の表のとおりとして算定したところ、町債現在高は平

成１３年度以降１８０億円台で推移するとの試算になった。しかし、元利償還金は平成１５年度まで毎年増加

し、計画期間以降も一時減少するが、再び増加する傾向が見られると。で、こられのグラフ等につきましては、

それぞれ１５ページ、１６ページに別紙資料２と資料３で掲載してございます。これについては後ほどご参照

いただきたいと思います。 

  ここまでがいわゆる現状延長型のお話でございます。このまま、ご説明を進めてよろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 今までのところで、何か質問がある方がいらっしゃいましたら、一旦、ここで質問

に切り替えたいと思います。はい、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 感覚でよろしいんですが、ちょっと１つ質問させていただきます。この時期、日本経

済のバブル期の１つの頂点としていて、地方の行政についても企業と同じような感覚の中で、企業は投資、借

り入れを起こしてやっているわけですが、地方公共団体は、そういうふうな意味で、この時期にやはり、全く

違うんですけれども、要するにお金を借りて各公共施設に投資をしていったという現状だと思うんです。その

時点で例えばこのように、将来における町債すなわち負債がこのように膨らんで、地方自治体の運営が非常に

困窮するというような予測というのは全く無かったんでしょうか。感覚で結構でございます。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 公共施設の整備がかなり高い水準でずっと来たというふうに、係長の説明ありまし

たけれども、当時の国の景気対策の考え方というのは、バブルの影響というのが、これほど長く続くという想

定では無かったと思うんです。それと、もう１つの要因として、先ほど係長からもお話ありましたように、日

米の貿易摩擦があり、アメリカからの日本の内需拡大ですね、そういう要請があって、景気対策と日米の構造

協議という２つの要因からですね、国のいわゆる公共事業ですね、国が補助金を出す公共事業を合わせてです

ね、地方の単独事業ですね、例えば、いきいき４・６とか、はまなすスポーツセンターとか、そういうふうな

事業を積極的に進めなさいという考え方が平成に入ってずっと続いてきたと。それで、その財源対策という部

分ではですね、単独事業についても元利償還金については、白老の場合ですと約５０％程度、今年度の交付税

で措置しますよと。実質的には地方の負担というのは半分程度だよと、そういう中でですね、やはり景気対策

という意味合いもあって取り組みざるを得なかったし、そういうニーズがやはり地域の中にもあったというこ

とですね。だから、これほど長く景気の低迷が続くというのは国、地方を通じてですね、民間もそうだと思う

んですけれども、そこまで現在ほどは認識してなかったと。その結果としてですね、特に公債費の部分では負

担になってきたと。特に平成１０年度に近づくにつれてですね。それで、こういう計画を作って、軌道修正せ

ざるを得なかったと、そういうような経過になっております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他の委員の方いらっしゃいますか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） これは一般財源なんですけれども、私、初めてなものですから分からないですけれど

も、特別財源は、特別会計の方は入ってないんですよね。ここのところに、ちょっと他会計の繰り出しの見通

しを考慮して策定するとは書いてはいるんですけども、実質的に借金は本当にこれだけなんでしょうかと。こ

の数字で、特別会計も含めちゃったら、この数字でいいんでしょうかということを、ちょっとお聞きしたかっ
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たんですけど。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君）    質問のように、これは一般会計だけで、特別会計、企業会計は含んでおりません。

健全化対策を進めるのに、全体的な必要性というのはあったんですけれども、親会計である一般会計から、ま

ず、最初に取り組むという考え方の中でですね、この計画は出来ております。後ほど、また、計画の後半の部

分ですね、対策の部分について、係長からご説明ありますけれども、一応、課題ということで他会計の問題、

特に繰出金が増えていくという問題ですね、一応、問題意識としては持ちながらも、ただ現実にはやはり、ま

ず、親会計の一般会計からということで作っていったと。そういう経過になっています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 過ぎたことですからね、これはああだ、こうだと言う、今後の問題の参考として承っ

ているわけなんですけれども。私も何かの機会に普通会計の中に港湾というものが入っているわけですね。そ

れ以外の道路だとか、住宅だとか、集合施設とかというのは、町民生活にとってはね、これは地方自治体とし

ては当然やらなきゃならない問題なんだけれども、港湾というのはインフラ整備とは基本的には違うと思うん

だよね。ですから、別会計の扱いをしたらどうだと、去年の予算委員会か何かでも言ったような記憶があるん

だけども、これの地方債というのは大きなウエイトを占めているような気がしてならない。その裏づけとして、

交付税措置というのはあるとはしてもね、やはり白老町の持ち出し分というのもあるわけですから、その辺り

については今後どのように考えておられるかね。その辺りどうですか。このままで行けばね、普通会計の中で

の港湾という考え方では、同じインフラ整備と別の考え方を持つべきじゃないかなと。そういう時期に来てる

んじゃないのかなという感じするんだけども、その辺りはどうですか。終わったことですから、これをどうの

こうの今、言えないんだよ。これからの問題になるんだけど。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 公共施設整備の中での会計区分の話なんですけども、確かに港湾事業というのは生

活関係と言うよりも、産業基盤的な性格を持っていると。ただ、漁港的な部分という、当時、まずは漁港の部

分ということで、前半かなり取り組んで、後半に商港区という問題に移っていったと。そういう部分なんです

けども、港湾の一線用地とか、二線用地とか内郭係留とかありますけれども、基本的には港湾本体については、

これは一般会計事業ですよと。そういうふうに位置づけられているんですけれども。あと、収益が多少なりと

もちょっとあるという部分がございます。ただ、その他の公共施設の中でも、例えば公営住宅みたく、かなり

の家賃収入の中でですね、苫小牧市みたく特別に企業会計みたいな形で設けてる、唯一全国でも苫小牧だけの

ようなんですけども、そういう会計であるという自治体もありますけれども、基本的には公営住宅、港湾本体

含めてですね、この地方財政対策の中では基本的に一般会計で行う事業という位置づけされておりますので、

従来はこうやってきたと。ただ、今後の部分については、今、ご質問のようなお話もありますし、先般、議会

の中でも確かご質問、３月議会でしょうかね、だったように記憶しておりますけれども、この辺については私

どもあまり細かな部分押さえておりませんけども、課題であるということはですね、そういうふうに捉えます

けれども、まだ、すぐ港湾本体そのものを特別会計とかそういうところまで持っていくことになるのか、ない

のか。背後地の埋め立てとか上屋の部分ね、あれは起債で償還していくという原則の事業ですから、あれは特

別会計で設けてますけど、港湾本体についてはちょっと今の段階でははっきりとそういう方向に向かうという

整理は出来ないし、まだちょっと、これからの検討課題じゃないかなと思いますけども。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） やはり、将来的にね、先ほどの話じゃないが三位一体改革も先がよく見えていないと。

だけれども、地方交付税は減らされるだろうということはもうはっきりしている。それから、補助金もある程

度カットされるだろうというような情勢を見た場合にね、会計上だけでもすっきりしておいた方がですね、町

民も非常に、我々もそうなんだけども、分かりやすいような気がしてならないんですよね。何もかも一緒にな

っちゃったんではね、非常に借金だけ増えてるということが先になっちゃってね、非常に町民に説明もしずら

い面もあるものだから、これとこれとは違うんですよというような基本的なラインは、将来的には早く敷いた

方が私はいいんじゃないのかなというふうな気がして、前からそういうことは主張してきているんだけどもね。

今後の課題として、そういうふうにあるべきだなと思うんですけれどもね。もし、意見があれば聞かせてもら

えればいいけど、無ければ結構です。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 一般会計とかも普通会計とか、とにかく公営住宅も含めて色んなものが１つになっ

て、そして、建設費も日常的なランニングコストの運営費もいっしょくたな形で予算執行なり、決算されて分

かりづらいという、そういう多分、ご質問だと思うんですけども。確かにそういうような部分については、分

かりやすくということは課題であろうかと思います。それで、予算のしくみとして事業別予算と言うんですか、

建設費と、まず、運営費とは分けて、さらに建設費の中でも、同じ港湾費の中でも、海岸保全と港湾を分ける

とかという。そういう一応、予算説明の部分では分けるような形にして、実際に予算執行も事業別に経理をす

るというような形にしているんですけども、まだ、私どもの方の会計の課題としては事業別決算だとかですね、

そういうところまでは至っていないと。そういう部分ではですね、今後の課題としては確かに加藤委員さんお

っしゃるように、事業別の経理と言うんですか、一般会計全体で、それは、その単位は変えなくても事業ごと

に決算なり、それとあとバランスシートなりですね、分けていくべきだという考え方がありますので、その辺

は分かりやすく説明という部分でね、そういう事業別というのをどこまで今後、決算を含めてやっていけるか

ということでは、ちょっと検討していかなきゃならないかなと思います。ただ、港湾の場合ですね、バランス

シートまでの話をしちゃうとですね、直轄事業でやっているものですから、その財産は基本的には直轄のもの

だと。そういう整理がされて、ちょっとバランスシートの部分では、財産は町のものという形の位置づけには

なっていないと。その点、１つご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 加藤委員、よろしいですか。他にありませんか。なければ引き続き説明の方お願い

いたします。はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） それでは、引き続き私の方から７ページ以降、ご説明申し上げたいと思います。

７ページにつきましては、今までご説明申し上げました現状延長型に対して色んな対策を講じていくというよ

うなことでございまして、財政健全化対策ということでございます。これにつきましては、経常収支比率を８

５％以下にすると。合わせて長期的に政策的財源の確保を図るため、財政健全化対策を講じることとするとい

うことで、その対策として各項目が記載されてございます。 

  その１つといたしまして、公債費対策でございますが、町債発行額の抑制でございますが、過去６カ年と比

較して約４分の１程度削減し、年平均１４億２千万円とし、うち減税補てん債、臨時公共事業債、補正予算債

などを除いた通常債分は７億６千万円とすると。 

  もう一つの公債費対策ですけども、町債の繰り上げ償還ということで、償還可能な町債につきまして、平成

１０年度から１２年度にかけて３カ年で合計１３億４千万円を基金からの繰入れや繰替運用による財源をあて

て、繰り上げ償還を実施していくんだということでございます。  続きまして８ページでございますけれども、
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経常的事業の点検ということでございます。これにつきましては、行革実施計画の進行状況も踏まえながら、

事業の廃止、縮小、統合、簡素化などの見直しを予算編成の中で点検し、毎年２千万円程度の節減を行ってい

くんだということでございます。 

  ３つ目の投資的事業の事業費枠の設定ということでございます。事業費枠の基準を一般財源ベースとし、過

去６カ年の年平均額約７億８千万円の３分の２程度の５億円にとどめると。施策の重点化を図るとともに、事

業財源の効率的に配分に努めるということで、平成９年度までの実績につきましては、以下の表のとおりでご

ざいます。 

  続きまして９ページの定員管理の推進でございます。これにつきましては、平成１３年度までに自治省作成

の第５次定員モデル試算値まで一般職の職員を削減していくと。なお、消防職員につきましては定員の増員見

直しを行っていることから、見直し後の定員数に近づけるように努力するんだということでございます。 

  ５つ目の歳入の確保でございますけども、ここで申し上げているのは自主財源確保のため、定期的に使用

料・手数料等の見直しを行うと。また、未利用地や公共施設跡地等の普通財産についても処分を進めて、財源

確保に努めていくんだということでございます。こういうような内容を盛り込みまして、財政収支試算を作成

しておりますけども、対策を講じたものを収支試算でありますが、これは１８ページからの資料５と、対策の

効果額につきましては２２ページの資料６のとおりでございます。これについては、表の方は後ほどご参照い

ただきたいと思います。  次の財政収支試算の前提ということでございますけども、行財政制度についてでご

ざいますが、これについては記載のとおりでございますので省略させていただきたいと思います。それで、（２）

の歳入歳出の試算ということで、それぞれの考え方をここで述べてございます。簡単に申し上げますと１点目

につきましては、平成１０年度決算見込み額をベースとして試算するんだと。２点目につきましては、財政健

全化効果は計数によって反映していくと。次の１０ページでございますけども、３点目に財政調整基金の取り

崩しによる繰入金は、当面する平成１０年度及び１１年度のみ見込み、その後は算定から除額すると。繰越金

につきましては、毎年度の実質収支を５千万円として、その２分の１の２，５００万円が繰り越されると。ち

なみに残りの２分の１につきましては、財政調整基金に積むんだということでございます。４点目の町税、国・

道からの交付金等の一般財源は、特殊な要因のあるものを除いて平成１０年度決算見込み額を基礎として、過

去の平均伸率などから一定の乗率により増減すると。普通交付税につきましては基準財政収入額は町税・交付

税等の見込み額から算定し、基準財政需要額は元利償還金とそれ以外のそれ以外の需要額に分けて算定すると。

今後の事業に係わる元利償還金の算入分は別に見積もるんだということを述べてございます。５点目の国・道

支出金等の特定財源は、経常的事業に係わるものにつきましては、平成１０年度決算見込み額をベースとして

一定の乗率で増減すると。６点目でございますけども、投資的経費につきましては、財政健全化対策に盛り込

んだ一定の基準額に基づいて試算すると。７点目でございますが、物件費、維持補修費、補助費等の消費的経

費につきましては、平成１０年度決算見込み額をベースとして一定の乗率で増減すると。８点目の人件費も平

成１０年決算見込み額をベースといたしまして、一般職につきましては定年退職者数、行政改革実施計画の定

員管理の要素を加味して試算していくと。繰出金についきましては、各会計の見通しをもとに、調整を行って

試算していくんだということでございます。この結果の試算の概要が次に述べられてございます。 

  健全化対策型としての試算の概要でございますけども、この結果、歳入でございますが、歳入総額の平均伸

び率は０．６％。一般財源の平均伸び率は０．９％として試算してございます。①の町税以下の各項目につい

ては記載のとおりでございますので、説明をちょっと省略さていただきます。 

  １１ページの（２）の歳出のところでございますけども、歳出総額の平均伸び率は０．３％。で、歳出に要
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する一般財源の平均伸び率は１．４％となる見込みであるということでございます。①の人件費以下につきま

しても、説明を省略させていただきます。 

  そこで１２ページでございます。１２ページの中ほどの（３）財政指標でございますが、これは健全化対策

を講じた後の財政指標の推移でございまして、資料５の２０ページ、２１ページにそれぞれ掲載してございま

す。その内容につきましては、ここで述べてございますけども、まず、一番目の経常収支比率でございますが、

町債発行額の抑制や繰上償還による公債費の減、定員管理による職員数の減などにより、平成１３年度以降は

８５％を下回る見込みとなると。この時点では８５％下回る見込みとして試算してございます。起債制限比率

でございますけども、起債制限比率につきましては、平成１２年度以降は１２％前後で推移し、起債が制限さ

れる１５％を大きく下回るものだと。財政力指数でございますが、普通交付税に算入される元利償還金の増か

ら基準財政需要額が伸びるため、財政力指数については低下するんだと。で、平成１３年度以降０．４前後で

推移する見込みであると。町債現在高につきましては、それぞれ２３ページ、２４ページの資料７、８に掲載

してございますけども、ここでも計画期間中は増加するものの、町債発行額抑制により平成１４年度、１５年

度をピークにその後は減少する見込みであるということで、健全化対策を講じたものを、各指標の見込みをこ

ういうふうに分析してございます。 

  続きまして１３ページでございます。１３ページにつきましては、当時この健全化計画を策定する時点で本

当は盛り込みたかった項目でございましたけれども、諸般の色んな事情がございまして盛り込めなかった３つ

の項目がございました。それは、ダイオキシン対策、介護保険会計の設置、他会計への繰出金の適正化の３つ

の項目でございまして、これについては、先ほども言いましたとおり、当時の計画に盛り込むことが出来なか

ったものですから、ここで言っているのは次回策定の計画に反映させることとして、今後検討を進めていくん

だという言い方にとどめてございます。以上、簡単にご説明申し上げましたけども、もう１つ最後に現状延長

型の収支試算の資料９につきましては、２５ページから２８ページに掲載してございますので、時間の都合か

ら各表についてはきめ細かに、今、ご説明申し上げてませんけども、また、後ほど何かございましたらご指摘

等いただければと思います。こういうことで以上、健全化計画を策定して財政の健全化に向けて我々努力して

きたところでございまして、また、後ほど健全化指針の方にもご説明申し上げますけども、簡単でございます

けども、健全化計画の説明をこれで終了させていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） １点だけちょっと補足で説明させていただきます。２２ページの表をお開きいただ

きたいと思います。２２ページの「収支（現状延長型、健全化対策型）の見通し」と「健全化効果の内訳」と

いうタイトルの。これが今、本間係長がいろいろ試算の考え方だとかという説明した部分の結果の表なんです

けども。この表の上の方、現状延長型ということでですね。現状延長型で行くと１１年度以降の現状延長型の

実質収支（Ｅ）の欄ですけども、マイナスでずっと推移すると。それに対して対策というのを講じるというの

が効果という部分で、歳入効果と歳出効果ありますけども。歳入効果の部分では、額的にはそれほど１２年度

以降ありませんけども、一応、財産の処分だとか使用料・手数料の見直しという部分です。歳出効果の方が、

これは色々な歳出の削減対策ですね。そういう部分での効果を見込んで、その結果として、健全化対策型の収

支として（Ｌ）の部分の調整前というところでですね、１１年度についてはちょっとマイナスという要素は残

るけども、１２年度以降黒字を出していると。この黒字を出す部分では、さらに起債の繰上償還をしていく部

分でですね、基金から約９億２千万借りる部分があるんで、基金との出入の（Ｏ）という部分で返していきま

すよと。例えば、１３年度ですと（Ｌ）が３億５００万の黒字ですと、で、基金との出入という部分で２億５，
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５００万、これは基金に戻すとか出していくという部分で、差し引き５千万の黒字を出しますよと。そういう

ような仕組みの中で、この表はなっております。一応、考え方としては、数字的なものとしては、こういうよ

うなものを作ってやると。あと、健全化効果の内訳というのが後段の方に、歳入、歳出それぞれの効果の内訳

というのを出してると。歳出の方で一番大きいのは町債の繰上償還による効果という部分です。１２年度以降、

元利償還金ですね、一時的に平成１０年度から３カ年でかなりの額を返すということでですね、１２年度以降、

特に１３年度以降２億台の公債費の縮減になると。これは元金という部分がかなりありますけれども、利子に

ついても１億数千万ですね、早く返すことによって利子を払わなくてもいいと、そういう部分です。あと、行

革効果の定員管理という部分ではですね、職員の不補充と言いますか、それと、あと一部補充したとしても定

年退職者と新採用職員の人件費の差で毎年８，８００万円程度の歳出削減効果を図っていると。あと、事業の

点検で毎年２千万ずつ歳出の削減の上積みを図っていくと。そういうようなことが数字的な部分の対策の効果

ということで押さえております。説明につきましては、以上です。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。前半一度区切ったんですが、全般を通じて質疑応答した

いと思います。表の説明は参考にというところもありましたけれども、これも含めてお聞きしたいことがあり

ましたら、質問していただきたいと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今回の６月の議会で問題になった部分ですね。これは町長理解してますか。町長に説

明してますか、こういうの。どの程度理解しているというふうに課長感じておられますか。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 経常収支比率の部分のお話だと思います。町長が選挙中の後援会報等で経常収支比

率についての数字をどういうふうに使ったかという部分で。これは健全化計画の方からの引用じゃなくて、後

ほどまた、次に説明する健全化指針からの引用という部分ですけれども、経常収支比率に２つの数字があると

いう部分だと思うんですね。先ほど係長からも、以前は実質的な経常収支比率というのは従来からの指標と実

質的な値があると。それが、１３年度以降逆の使い方になったりだというような部分があるんですけども。今

でも、健全化指針でも２通りの数字出してるという部分では、過去ずっと１つの、私どもの町行政の基準とし

ているのは実質的な値ですよと。そういうことでは説明して、その部分は理解していただいております。ただ、

町長の引用した部分について、町長のこれは言い方の部分なんですけども。では、その町長が引用した部分の

数字が健全化指針の中に無いかと言うと、決してそうではないという部分で、町長としては指針から引用した

と。決して作ったものではなくて引用したという。ただ、その引用した部分の数字のどちらかを使うかという

部分ではですね、それは不適切だったというふうに捉えて議会でも答弁してるかと思います。 

○委員長（吉田和子君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） その辺りが非常に問題になってね、議論をしたんだけれども、過大に町民に知らしめ

たということでは、随分罪があるんですよ。それで、各議員さんも皆それで苦労したんですが、まもなく白老

町は潰れるんだそうですねと、こういうふうな問いかけを随分我々受けたんですよ。一概にね、我々簡単に説

明はしたって出来ないんですが、まもなく白老町は倒産するよと。赤池町だかと同じくなるんだという認識を

町民に植えつけたと。それを回復するということは、非常にね、切り替えると言うかな、それを説明するとい

うことがなかなかね、現在でも難しい状態なんですよ。我々としてはね。『その後、加藤さん、何かころっと変

わったようだけど、どういうふうに変わったんですか』というような説明が非常に難しいわけですよ。だから、

あの数字は間違いじゃないんだと。あのまま行けば、ああいうふうになるんだけれども、そうじゃなくてこう

いう数字を、数字のマジックと言うかね、こういう計画で健全化計画を立てて、こっちの数字で今、走ってる
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んですよという説明をしてもね、なかなか分かってもらえないのが現状なんですけどね。それを担当する課と

してはね、今後どういうふうにして町民に分かりやすく説明出来る方法があるのかね、その辺り、どのように

考えてますかね。非常に難しい問題でいるんですけどね。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 町長が候補者という立場の中でね、ああいう形で使われたというのは、それは現実

ですし事実です。一応、町長になられたということでですね、今後の部分については私どもも町長に、特に健

全化指針については、こういうような考え方の中で、これが１つ行政の考え方で、まだ昨年の１２月に出来た

ばっかりですし、そういう部分で今後運営していくと。それで、その対策の部分についても、さらに中で特別

会計、企業会計の部分、含めてない部分もありますので、そういうことも含めて指針をベースにしながらも、

その延長線上としてやっていくと。その部分については町長にも理解していただいて、今日になるか、明日に

なるか分かりません、一番最後にですね、これからの取り組みという部分で説明する部分については、それは

あくまでも坂下町長の町政の中での今後の財政の取り組みということでですね、取り組んでいくものだという

ふうに私どもは理解しておりますけども。 

○委員長（吉田和子君） 本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 今の課長のご説明の他に、ちょっと私の方から補足してご説明申し上げますと、

我々もやはり議会の場だけじゃなくてですね、当然我々のオーナーである町民の皆さんにもそういう説明をし

なくちゃいけないだろうということで、実際に今やっているのは４月号と１２月号に広報で予算だとか決算の

状況をお伝えしている。その他にＨＰを持ちまして、そこで健全化指針も載っけてございます。それと企画が

窓口ですけども、出前トークのメニューといたしましても財政の状況について、そういう出前トークのご依頼

があればですね、出かけて行って説明したいということで、色々そういうアクションは起こしてはいるんです

が、なかなか出前トークも、昨年も今年も、その前の年もですね、１件もそういう要請がないというのが実情

でございまして、そういう意味で申し上げますとまだまだ我々の説明責任と言いますか、そういう場を設ける

という努力が足りないのかなという気もしておりますけども、今後さらにその辺、もう少しいい場面を作れる

ようなことを努力していかなくてはいけないのかなとは思っておりますので、一応補足として。 

○委員長（吉田和子君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町長の言っていることは間違いはない数字なんだけれども、そればっかりが走っちゃ

ってですね、もちろん我々議会議員も今後のそういう計画、悪く行かないような計画にするためのチェック機

能というものをね、今後、我々議会議員として果たして行かなきゃならないんだけれども、リーダーである町

長がね、きちんとしたそういうものを頭にたたき込んでもらわなければですね、困るんですよね。そのために

はね、結局、町民に説明する場合には町長の話してたことが違うという言葉は使えないのかも知らんけれども、

こっちの方向で走ってるんですよという、何かわかりやすいパンフレットでも作らなきゃね、町民なかなか、

こんなもの持っていったってね、簡単に理解は出来ませんよ。単純な漫画式なやつでもいいから何か持ってい

って説明するようでなければね、出前トークで、例えば積極的に行ったところでね、口でこういうことを言っ

たってちょっとね、町民はなかなか理解出来ません。我々でも、ずっとやってても難しい問題ですからね。で

すから、もう少し分かりやすいような方法を考えなければね、非常に町民の頭を切り替えると言うかな、そう

いうふうに持っていくということには、時間が相当かかるような気がしてならないんだけれども。その辺り、

もう少しそんな計画でやってもらいたいと要望もあるんだけど、どうだろう。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 



１３ 

○財政課長（辻昌秀君） 分かりやすくというね、今後の見通し説明するという部分で、確かに細かな数字の

表よりもですね、例えば、２３ページにあるようなグラフで、今後の見通しで残高がどうなっていくのかとか

ですね、そういう努力は今まで以上にしなきゃならないかと思います。ただ、やっぱり非常に分かりづらい財

政の話をね、前提状況も含めてですね、どういうふうに伝えていくかというのは、ちょっと色々検討させてい

ただきたいと思います。それと、あと今後の、前の計画もそうなんですけども、要するに対策を講じないと、

このままで行ったら大変なことになりますよというのは、それはもうずっと変わってきてないんですよね。こ

れは道もそうですし、どこの都道府県もみんな本当、危機感持ってやってます。ある意味じゃおおかみ少年み

たいな形に言われますけれども、やはり、本当に本腰いれてやらないとならないという部分はですね、やはり

基本的にはどういうふうに町民に伝えるかというニュアンスの程度はありますけどもね、対策を講じないとこ

れは本当に大変な事態になりますよと。そういう部分も含めてですね、やはり、その部分はちゃんと伝えて行

かなきゃならないのかなと。安心だ、安心だという形の中ではね、やはりまだ言っていける状況ではないのか

なと。特に国の三位一体も含めて、特に人口規模の小さい町村ほど厳しい状況が予想されますので、そういう

厳しいという部分も含めてですね、やはり町民の方には理解していただく仕方は我々も今後引き続き検討して

いきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほどの説明でね、ちょっと２、３お聞きしたいのがあるんですがね。９ページ歳入

の確保。この中でね、下の欄の方に未利用地や公共施設跡地等の普通財産についての処分をすすめと、これが

あるんですがね、健全計画の中でね。これが白老町の場合、遅いと思うし、遅れてると思うんですよね。私も

前から言っているようにバランスシートでもって資産勘定にそういう試算というものを載せなさいと、載せて

いかなきゃ駄目だよということからバランスシートの話が出てるんだけれどもね。こういう利用をすると、こ

っちの財産がこっちに変わるという考え方で行けばですね、財産を処分すると言うと何か財産が無くなるとい

うような感じを受けるけれども、こっちの財産がこっちに変わるんだよと。利用してないものを利用する方に

財産が変わるんだよというふうな感覚で行けばですね、何も物を売るということはマイナス思考じゃなくてね、

私は前向きだと思うんですよ。ですから、土地ばかりじゃなくて山林もあるんですよ。昨年も山林をちょっと

我々産建の方で視察した経過があるんですが、金額としては、１，５００万かそんなものだったろうけども、

そんなのが白老町にも入るわけですね。だから、そういう財産の処分ということも今後してですね、分母を増

やしていくというふうなことをどんどん進めていかなければならないと僕は思っているんでけどもね。もう少

し、この辺に力をいれてもらえないかなと。そのために資産勘定の整理ということが非常に大事だと思う。だ

から、全部の財産が売れるものじゃないことは十分承知しているんだけど、売れるものを未利用地で処分出来

るものはどんどん処分するとか。それと例えば処分出来なくても貸すとかね。それで地代金をもらうとか、何

かそういうようなふうに力を入れてる面が足らないんじゃないかと僕は思うんだけど、その辺りどうですか。

今までの経過見て。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 特に未利用地の普通財産の処分というようなことの質問ですけれども、売るための

努力というのはですね、売って単にそれきりじゃなくて、それを現金だったら現金、預金に変えていくという

部分でのバランスシート上はですね、それは考え方としてはそれでいいかと思うんですけども、ただやっぱり

どうしても財源不足というのがありますので、売った代金については、基本的にはかなりの部分がやはり収支

の不足の穴埋めになっちゃうと。ただ、去年みたく今、山林部分では・・・。 



１４ 

○委員（加藤正恭君） いや、だから、地方債に頼らないでそういうものに当てると。 

○財政課長（辻昌秀君） 去年、山林で２，５００万ぐらい処分したと。町有林の処分した部分については、

２，５００万の内５００万については収支不足に使いましたけども、２，０００万については緑化基金という

ことで、はっきりとバランスシートに残るような形の、そういうような位置づけも行ってますけども。ただ、

土地の売り払いという部分はですね、現実的には町が取り組んだのは、ほとんどが住宅地として一般に売ると

いう部分なんですけども、現在の住宅の土地を求める状況がね、かなり厳しいということで、ある程度用意は

して、また、去年から今年にかけて３区画用意しましたけども、現実はまだ売れたのは１区画だけと、そうい

う部分で、なかなか用意することは出来るんですけども、多少なりまた経費がかかってきますし、それがすぐ

売れるかと言うと、なかなか売れるような景気の状況じゃないんで、その辺も見ながらですね、何とか処分し

ていきたいというふうな考え方で取り組んでますけども。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  何かね、安易に使用料を上げるとか、何々を、パーセントを上げるとかね、そうい

うことで町民負担を出来るだけ押さえるような方法で、白老町もそれだけの自分の自主財源を確保するという

努力をしながら、それでも、なおかつたらないんだというんであれば、使用料をあげるとか何をあげるとか言

うのはしゃあないとは思うんだけれども、そういうものはあまり活用しないでね、すぐそっち側の方にばっか

り頼るような気がしてならないんですよね。そんなものだから、出来るだけそういうふうの無いようにしてい

ってほしいなというふうに思うんですけどね。それは返事はいりません。それともう一つね、補助金とか何か

今まで三位一体の関係もあるんだけれども、４８年頃からですね、この地方交付税処置という制度が出来たの。

その頃じゃなかったですか。元利償還金を地方交付税で処置するという制度が出来たの。それまでは、補助金

というのは全額来てたと思うんだけれども、白老町さんが地方債を発行して、その分の付いてる６０％から７

０％は交付税で処置されますよという制度が出来たのは４８年頃でなかったと思うんだけどね。これは補助金

が無くなるということになると、そういう制度そのものはどういうふうになりますか。０ということはないん

でしょうけれども。過去の問題は地方交付税で処置されるんでしょうけれども、補助金を減らしていくという

ことになるとね、今後そういう制度的なものは残るんですか。どんなものですか。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） ちょっと今、加藤委員がおっしゃっていることが、私、よく理解出来てないかも

知れませんけども。基本的に交付税で措置される補助金関係というのはございません。要するに起債。 

○委員（加藤正恭君） もちろん、起債に対して。起債のことを今、言ってるの。 

○財政係長（本間勝治君） 要するに町債を発行いたしますと、町債の種類によりまして何割、後年度で交付

税で措置されるという制度で、今、ございます。それについては、今、加藤委員もおっしゃったように三位一

体の税源委譲だとか、その辺の方向性がはっきりまだ見えてございませんので、そういう意味では今ここで断

言的なことは言えませんけども、今のところ過去に借りてるそういう起債につきましては、現行制度のまま移

行できると。ただ、これは国の方としてはあまり言ってほしくないのかも知れませんけども、やはり情報公開

としてお話しますと、実際にそう国は言っておきながらですね、その年、その年の交付税の算定の中で、また

交付税の算定の中身を申し上げますと、非常にまた時間がかかっちゃうんですけども。簡単に申しますと、確

かに６割措置するよというものは措置されているんですが、その計算過程の中で、昨年は例えば６割だと６万

円交付税、その項目でもらえたものが、その経過をたどるときに各計数がございます。補正計数だとか、色々

計数がございます。その計数が昨年は１．０だったのが今年は０．９５に落ちてるとかですね、そういうこと
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での目減りは確かにございます。ただ、そういう交付税措置として話になりますと６割という話は今でも残っ

てございますので、今、言われてるのは、そういう制度としてあるものは残すと。ただし、残すと言いながら、

先ほど私言いましたとおり、目減りさせる方法は、表現悪いですけども、いくらでもあると言いますか、国側

からすると。その辺がまだ見えてこないものですから、今、断定的な言い方は言えませんけども、今言えるの

は、加藤委員からのご質問に対して言えるのは、そういうものは残るということでのお話でよろしいでしょう

か。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 先ほどちょっと昭和４８年度以降、交付税の元利償還金の財源措置が出来たんじゃ

ないかという話があったと思うんですけど、確かに地方の単独事業に対する措置というのは昭和５０年前後ぐ

らいからかなというふうには記憶しているんですけども。義務教育施設ですね、学校を建てる元利償還金とか、

そういうのはかなり以前から措置されていると思いますので、ちょっとその辺は資料ではいつから開始された

か分からないんですけども。今、問題になっているのは、結構、単独事業の部分ですね。単独事業で補助金的

に交付税を使うようになったという部分の話だと思うんですけども。それらは昭和５０年代、特に地域総合整

備事業債ということで、ふるさと創成以降ですね、結構いろんなメニュー拡大していった。それが昨年ぐらい

から見直し、かなり大幅になってきたというふうなことになっています。 

○委員長（吉田和子君） ここで暫時休憩に入りたいと思います。２５分から開始したいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

                         休憩            午前  １１時１５分 

 

                         開始            午前  １１時２７分 

○委員長（吉田和子君） 会議を再開いたします。じゃあ、その他、質問のある方。はい、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 簡単でよろしいんですが、今回の過去計画の今、報告を伺っておりまして、人件費率

の占める割合が非常に経常収支比率から判断しても非常に大きいわけですけれども、次に出てくると思います

ので簡単に、この段階で人件費率の削減について、自然減耗と、それから例えば一部承知しているのが部を課

制にしてというような経過の中で間接的にも影響があったかと思うんですけれども、例えば制度の変更、職員

の待遇の基本的な給与体系とか、そのような所まで突っ込んだ計画、あるいは話し合いがこの段階でなされた

ことがあるかどうか。それだけで結構でございます。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 先ほどご説明した１０年度の健全化計画とか、１４年度の指針ですね、指針の部分

については職員の待遇について変更を加えるというものは基本的には一切ありません。ただ、１４年度の部分

では多少すでに管理職手当の削減というのはありましたから、その部分は入ってますけども、一般職員の給与

に関わるものについては、両方の計画とも特にそういうのは含んでませんね。ただ、人員の部分ですね、人員

の退職者の不補充という部分が両方ともかなり中心になってますね。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。その他、どうでしょうか。その他、ございませんか。はい、加藤

委員。 

○委員（加藤正恭君） １３ページの今後の課題というところでね、３の他会計への繰出金の適正化というの

が今後の大きな問題だと思うんだけど。これはね、病院会計だとかね、それから寿幸園、民営化という方針が

決まっているんですよね。答申の結果はですよ。ですから、これを早くやるためにはですね、ネックになって
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いるのはやはり、この間の議会で問題になった自治労との話し合いも、寿幸園の場合はある程度準備期間があ

るから進めつつあるんだけども、これもやっぱり町の理事者の決断が今、迫られている時期じゃないのかなと

いう気がするんですけどね。それがやらなければ永久にずっと繰出ししていかなければね、赤字の決算でもす

るんなら別だけれども、予算を組むなら別だけども、そうじゃないわけでしょ。必ず歳入と歳出をバランス合

わせるためにはね、どこかから金持ってきて埋め合わせしなければ、もう予算から、出発から駄目なんだから。

決算も赤字になっちゃうわけだからね。だから、そういうふうにしていかなきゃならないと思うんだけれども、

本当に言いづらいけど、今の町長でそれだけのあれが出来るのかどうか非常に不安感を私持っているんだけれ

どもね。今後の課題ですから載せてるだけだと言われれば、それだけかも知れないけれども。こういうところ

から早くメスを入れて行かなければならないと思うんだけども。その辺りはどうですか。難しい問題だろうと

思うんだけど。 

○委員長（吉田和子君） 課長。 

○財政課長（辻昌秀君） １３ページの他会計への繰出金の適正化は、平成１０年当時の考え方というのは、

病院の問題はちょっとあったんですけども、老人ホームについてはまだ、介護保険になってどうなっていくか

という部分はまだちょっと出てなかったと。３番で言う、一番大きな問題は下水道会計の繰出しがかなりずっ

と増えていくという部分でですね。それと特別会計に対する繰出しというのは、繰出基準というのが国からの

通達であるんですよね。例えば、元利償還金は２分の１は見なきゃならないと。ところがそれまでの下水道会

計というのは、収支の不足分、下水道の特別会計として下水道使用料が大きな収入でいろんな形で賄っている

んですけども、その賄いきれない分をすべて一般会計で全額補てんすると、そういうようなやり方でずっとや

ってきているんですよね。繰出基準というのがあるんですけども。ただ、そういう部分に歯止めというのはか

けるべきじゃないかというような考え方というのは、結構、この３番の大きな考え方になってます。それで、

この計画がこういうような課題ということになってましたけども、確か１２年度以降ですね、１２、１３、１

４ぐらいでですね、下水道会計の繰出基準どおり繰出しを減らしていったと、そういう経過があるんですけど

も。その結果として逆に下水道会計が大幅な赤字が今、出てきていると。一番後半の方で特別会計の問題出て

きますけども。だから、ここの部分は単純に繰出基準どおりでいいのかどうか。一般会計で負担するルールと

しては、それでいいんですけども、じゃあ、下水道会計として果たしてそれでやっていけるのかと、そういう

部分が現実には今、出てきているという部分があります。それと、あと寿幸園については、１つ民営化という

方針の中で出てますので、繰出しの問題にはなっていきますけども、それを早くどう実施するかという部分で

はね、今後の取り組みの課題になるよと。それはやはりトップの姿勢の中で進めていくものだというふうに我々

理解してますけど。 

○委員長（吉田和子君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） たまたま寿幸園、病院の他に下水道の話が出たのでね、それもちょっと言わなきゃな

らないもので。下水道運営審議会というのがあるんですね。ないんですか。あるんでしょ。上下水道になって

るんだね、今はね、なるほど。そこで、上水道は別にしてね、下水道に関しては一応、社台から虎杖浜までメ

インは、大体、大きな通しは一応終わってるわけです。今やっているのは面整備と言って枝葉ですね。その枝

葉までずっと、今の計画は完了しなきゃならないんだけど、それは何年かかるのかな、ちょっと分からないん

だけど。その時点で、何て言うんですか、補助金を出して浄化槽のあれをやるような答申何かは出てないのか

な。出てるのか、よく分からないんだけども。補助金を出した方が安くなる時代だと思うんだわ。どうしても

下水道ほしいという所はね、浄化槽に対する補助というものを上下水道審議会でも議論しているのかどうかね、
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ちょっと分からないんだけれど、そういう方針をしてやるような、もう今まで全部町がやるんだよという考え

方じゃなくて、ある程度のところで切ってね、それから補助行政に切り替えるような方法にした方がいいんじ

ゃないのかなと思ってるんですけど、その辺りの考え方はどうですか。下水道課じゃないから分からないんだ

ろうけどもさ。議会の方で分からないかい。そういう話を知っているかどうか。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長、お願いいたします。 

○財政課長（辻昌秀君） 一応、私が聞いている範囲の話ですけれども、市街化区域は公共下水道事業という

ことで、それをベースに基本的にやるという部分で、それは今までもやってきてますけども。市街化区域を外

れた部分、社台地区だとかね、そういう部分は特環って言ってますよね。一応、会計は一本ですけども、いろ

いろ決算関係の報告も一応、別な事業の仕分けの中でやってます。ただ、その特環の範囲をどこまで拡大する

かという部分では、今、加藤委員おっしゃったように、例えば石山の旭化成とか岩倉の団地何かはどうするか

とか、緑泉郷の上の方どうするかとか、そういう部分では合併浄化槽も含めてですね、それは今後検討してい

くと。単純に特環の拡大ということにはならないんじゃないのかなという議論がされているというふうには聞

いてますけども。 

○委員（加藤正恭君） ああ、そう。されてはいるんだ。 

○財政課長（辻昌秀君） ちゃんとした方針の中で決定されたかどうかまではちょっと聞いてませんけどね。

そういうような検討課題だというふうに受けてます。 

○委員（加藤正恭君） わかりました。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にございますか。私から１つ聞いていいでしょうか。経常収支

比率の中で、以前は８５％を超えると道の指導が入ったということで、現在は９０％ということになっている

けれども、今のところ９０％超えてるんですが道の指導が入らないというのは、何か理由があるんでしょうか。

そういうところが他にもたくさんあるということで入らないんでしょうか。はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 前に各議会の本会議の中でも、前の財政課長時代からもお話してございますけど

も、基本的に今、財政のことを考える時に経常収支比率だけで推し量る時代ではないということもご答弁申し

上げてきております。これは、ちょっと名前出してあれですけども、胆振支庁の係長レベルの話でございます

けども、それは毎年春と秋に財政状況のヒヤリングがございまして、今年の春にもヒヤリングに行ってきて、

その場でのお話ですけども。９０％を超えてそういう指導を受けるというようなことについてはですね、支庁

レベルでも考えてない模様です。それ根拠があるかと言いますと、無いような話なんですが。一応、やっぱり

１つの目処として９０％を超えた時には、国なり道なりの指導があるというような話にはなってございますけ

ども、実質的にはないというのは、そういうことでもう、経常収支比率だけでそれを推し量る時代ではないと

いう感覚は、胆振支庁の係長レベルではお話しておりました。また、ちょっと余談ですけども、その中でたま

たまその係長の話と聞きますと、いろいろ胆振の中でも問題のある所もございますけども、白老町については

ですね、後からご説明申し上げますけども、内部的にプロジェクトを設置して、いろいろ歳出の方向の削減を

努力してるだとかですね、そういうこともあって白老は９０超えても今のところ、そういう努力してますから

心配してませんよみたいな話はございましたけども。基本的には指導があるというような９０％ですけども、

今のところ、そういうことがあるというふうには聞いてございませんし、やったということも聞いておりませ

んので、多分、今後もないんじゃないのかなと。ちょっと楽観視かもしれませんけども、そういう状況でござ

います。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 
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○財政課長（辻昌秀君） こういう地方自治体の運営というのは、基本的には地方自治体が責任を負うべきだ

ということなんですけれども。以前はですね、やはり国とか道とか縦割りの指導のラインというのが、そうい

う上位機関みたいな感覚というのがあった中でですね、確か平成９年、１０年ぐらいまで経常収支比率８５％

超えると自主的な計画を出してくださいと。計画を作ってくださいと。それはあくまでも自主的なという、そ

ういう部分なんですけども。ただ、大きく流れが変わったのは平成１２年４月に執行された地方分権改革一括

法ですね。ここで、やはり地方分権ということで道も市町村も対等な立場と。それぞれ基本的には独立した自

治体として運営していくと。そういう部分ではですね、いろんな行政の指導という部分では、だいぶ、１２年

４月から地方分権になるということで、多分１１年度ぐらいからそういう動きですからね。そういう部分では、

そういう指導というのは薄まってきたという結果として、現実に経常収支比率についてはですね、今後もそう

いう指導というのは現実に入らないだろうという部分です。ただ、経常収支比率高くなったからといって財政

支援措置があるわけではないんですよね。財政再建ということで、準用財政再建団体ですか、本当に赤字にな

って赤字が一定額を超えて、そして国の特別交付税なりの支援措置を受けなきゃならないという部分になると、

これは明らかに国の方でも財政支援するという部分でいろいろチェックしていくと、そういうものは出てくる

と思います。経常収支比率に関しては赤字にならない限り、そういうことはないというふうに私は認識してお

りますけど。ただ、公債費の対策については起債制限比率が、これは係長先ほど１５％と言ってますけど、今、

ちょっと下がって１４％以上超えるとですね、公債費負担適正化計画というのがですね、準用財政再建団体で

すか、本当に赤字になって赤字が一定額を超えて、そして国の特別交付税なりの支援措置を受けなきゃならな

いという部分になると、これは明らかに国の方でも財政支援するという部分でいろいろチェックしていくと、

そういうものは出てくると思います。経常収支比率に関しては赤字にならない限り、そういうことはないとい

うふうに私は認識しておりますけど。ただ、公債費の対策については起債制限比率が、これは係長先ほど１５％

と言ってますけど、今、ちょっと下がって１４％以上超えるとですね、公債費負担適正化計画というのがです

ね、これを出しなさいということになってます。この計画を出して認められれば、特別交付税で若干財源措置

を受けると、そういう仕組みありますので公債費の対策という部分では、公債費負担適正計画というのを作る

という部分ではね、そういう部分では国の指導と言うか、財源措置を受けるという部分でまだ残っているのか

なと。だから今後、国の指導というのは、国としてもお金を出さなきゃならない、そういう仕組みの、そうい

う状況になればね、それははっきりした根拠に基づいて指導されるし、またそういう計画を作っていくと。そ

うでなければ、今後は地方分権の中で自主的に進めなきゃならないし、進めることが出来ると、そいうような

考え方になるかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にありませんでしょうか。資料の方での何か聞いておきたいことがあれば、どう

でしょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど人件費の話が出てたけどね、ラスパイレス指数というのね、これは国のあれが

１００にして自治体がなんぼだと、こういう数字だと思うんですがね。これが常時１０１、１０２という数字

なんだけども、なかなか１００以下というのは考えられないんだよね。今までずっと見てきてもね。別に白老

町高いわけでもないんだけれども、どうして１０１だとか１０２とかという数字になるのかね。その辺りがち

ょっと不思議なんだよ。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） ちょっと私の専門ではないんですけど、私がちょっと聞いてる話としてですね。こ

れは、国家公務員を１００という部分では、学歴と職にあるという部分の関係があるというふうに聞いている
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んですけども。例えば、以前は中学校卒業で役場の課長職がいたりとか、現実には高校卒業の方でも課長職や

っている方おられると。そういう部分で国と比較すると、大体、国は大学卒業してる方が多い、高校卒業で入

られている方もおりますけどね。そういう部分の比較の中で、これが作られるということのようなんですよね。

ですから、どうしても学歴との関係で高校卒業の方で課長職が多いとですね、当然、国はそういう部分、非常

に少ないですから、それを超えると。そういう部分が全体的に底上げになると、そういうふうに聞いておりま

すけれども。 

○委員（加藤正恭君） なるほどね。そういうものなんだ。 

○委員（吉田正利君） 勤続も入りますね。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 言われるとおりでございまして、例えば高卒者と大卒者で当然４年の差がござい

ます。ストレートに入っても。その辺の差が年数でございますけども、例えば大卒で入って２年目の方は２３、

４でございます。地方の場合、高卒で入って２３、４というふうになりますと５、６年。その経験年数が国の

給料表で行くわたりとですね、要するに地方の各市町村のわたりとですね、違うというのが実情的にはござい

ます。そんなことで、さっき課長の方からもご説明あったとおり、簡単に申し上げますとほとんど国は大卒者

が多いと。地方は先ほど課長の方からもお話あったとおり、給与計算の学歴上中卒もいると。実際には定時制

の高校入ってますけども、前歴換算と申しますか、役所に入る時に前歴換算なんかもございますけども、スト

レートに入った場合と、そういう定時制に通いながらも勤めているケースも昔はございましたので、そういっ

た年数と学歴とのギャップと言いますか、それらが国と地方のラスパイレスに影響は少なからず出ているのか

なということでございまして、先ほど加藤委員からお話ありましたとおり、基本的には国の職員と地方の職員

との給与の比較で、国を１００とした場合に、各市町村は１０１になるのか９９になるのかという対比がラス

パイレス指数でございまして、いろいろ事情はあろうかと思います。ちょっと説明になってないかも知れませ

んけども。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それに関連してね。実質的に地方自治体で１００以下というところは現実にあるんで

すか。ほとんど１０１とか１０２とか。苫小牧なんかで一時１０３だとか、４か５ぐらいまでいったことがあ

ったよね、今は少し下がってるんだけど。そういう自治体は実際問題にしてあるんですかね。統計的に。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） あります。私も古い話で、もう十数年前に総務におりましたので、それはありま

すし、今でもあると思っております。実際に調べておりませんけども。 

○委員（加藤正恭君） 少ないんでしょ。 

○財政係長（本間勝治君） 基本的にはどうでしょうか。半分ぐらいはあるんじゃないかと。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 数字的なものは私押さえてませんけど、町村になれば、本州の方なんですね、府県

なんかは、かなり１００以下、９５とか９７、８とかね、そういう所、結構あるようには聞いてますけれども

ね。北海道は何かは全体的に高いのかもしれませんけども、ちょっと分かりませんけども。 

○委員長（吉田和子君） 他にどなたか質問ありませんか。じゃあ、なければ今後は白老町の財政健全化指針

の方に入っていきたいと思いますが、１０分ぐらいですので、中途半端になっちゃうかもしれませんけれども、

進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本間係長、お願いいたします。 
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○財政係長（本間勝治君） 続きまして、健全化指針につきまして、私の方からまたご説明申し上げます。説

明の前にご承知のとおり、昨年１２月にこの本指針は策定しておりまして、当時の議会の後の全員協議会にお

きましても、すでにご説明しておりますけども、策定に当たりましては、基本的な考え方として、平成１３年

度決算及び１４年度の決算見込み額をベースにして策定してございます。現在、平成１４年度決算につきまし

ては我々の方で今、作業中でございます。で、若干数値の微調整などもございますので、この説明の中で確定

値ではございませんけども、もし、もしと言いますか、申し上げられる１４年度決算の数値、指標なんかで申

し上げられるものがございましたら、影響のない範囲内でこの中でも申し上げていきたいなと思っております。

それと、この指針につきましては大きく分けまして、前計画、財政健全化計画、先ほどご説明した計画の分析

と、それに伴う今後の現状延長型、それと対策を講じた場合の目標努力型というような３つの大きな区分分け

が出来るのかなというふうに考えておりますけども、そういった方向の中でご説明していきたいと思います。 

  まず、１ページでございますけども、１ページのはじめにでございます。これについての要点をご説明申し

上げますと、まず、前段では国の経済状況と地方財政の状況について述べてございます。中段でございますが、

中段では本町の財政について、町税や地方交付税の歳入状況と少子高齢化社会の対応や公債費など、歳出の増

加要因から多額の財源不足に陥り、財政再建団体への転落が現実の課題であると。後段にはこのような本町の

財政状況を鑑み、先にご説明いたしました財政健全化計画を点検し、予想される多額の財源不足に対応して、

第４次行政改革大綱の基本的な考え方に沿いながら、今後の財政運営の指針となることを目的に、普通会計に

ついて策定するものであり、特別会計、企業会計を含めた全会計の財政健全化についても引き続き検討を進め

て行きたいというような主旨でございます。 

  で、２ページでございます。２ページにつきましては、財政健全化計画の推移と分析ということで、この指

針策定に当たりまして、財政健全化計画を検証するために、前計画の見込みと各年度の実績について、平成１

０年度から１３年度までの４カ年の推移を整理して分析を加えたものでございます。それが資料１として１７

ページに記載してございます。 

  その総評的なものが２ページの歳入歳出の推移ということで記載してございますので、２ページのところで

ご説明申し上げますと、まず、歳入でございますが、歳入総額の対比といたしまして、平成１０年度から１３

年度までの４カ年の合計で、計画では４８３億９千３百万円でございました。その実績はと申しますと４６３

億４千９百万円となりまして、４カ年で２０億４千４百万円の減少となってございます。これは計画で見込ん

でいたよりも実績がトータルで２０億４千４百万減少なったと。その主な要素でございますけども、町税で７

億２千８百万円、町債で９億７千５百万円、普通交付税で３億８千５百万円計画を下回ってございます。その

主な要因でございますが、町税及び普通交付税につきましては特に平成１２、１３年度の２カ年に集中して計

画を下回っております。これは計画で想定できなかったほど国内景気の低迷が長引き、その影響が地方にも大

きく及んだものと我々は考えてございます。その結果として、町税及び普通交付税につきましては、先ほども

ご説明してますとおり、経常一般財源でございますので、その影響がもろに経常収支比率にも影響してきてる

と。そういうことで経常収支比率についても計画の見込みより高く推移してきたものであるということでござ

います。 

  続きまして、②の歳出でございます。歳出総額の対比につきましても、これも１０年度から４カ年の合計で

ご説明申し上げてますけども、計画では４８０億４千８百万円歳出総額で計画してございました。ところが実

績では４５８億６千６百万円で、４カ年で２１億８千２百万円の減少となってございます。この主な要素でご

ざいますけども、投資的経費で１５億７千万円、人件費で１０億４千９百万円、計画を下回って減少してござ
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います。この主な要因でございます。これは簡単に申し上げますと、歳入の落ち込みに伴って歳出を減らした

と、努力したということなんですけども、歳入の町税及び普通交付税などの一般財源の減少に見合った範囲内

で財政運営を行う必要性が出てきたと。その中で投資的経費の抑制に努めたことと、人件費では退職者の不補

充など、介護保険制度の導入に伴う職員の他会計移行によるものなども含めまして、歳出側の削減を図ったと。

また、その他歳出全般についても経費の節減に努めたことから、歳出側では抑制が図られたということでござ

います。 

  次の３ページの計画事項、財政指標等の推移でございます。まず、町債発行額の抑制でございますが、町債

発行額は計画より４年間の合計で約１６％下回る実績となってございます。この結果、町債現在高は計画では

平成１４年度末で１７１億円と見込んでおりましたけども、９億円下回る１６２億円にとどまる見込みである

と。これはあくまでも、先ほどから言ってますとおり、財政健全化計画と実績との対比の話でございます。こ

れもまだ確定ではございませんけども、今、１４年度決算をやってございますけども、この１６２億円につき

ましては、ほぼ１６２億円になりそうでございます。 

  で、投資的事業の事業費枠でございますけども、先ほどの健全化計画でもお話してますとおり、計画では５

億円の一般財源枠を設定してございました。平均して３割ほど下回る結果となってございまして、これは歳入

の一般財源の減少に伴い事業の見直しを行った結果でございまして、ただし、事業費全体の事業ベースでは１

４％の減少にとどまっております。これはどういうことかと言いますと、一般財源ベースで５億円を予定して

しておりましたけども、それを３割下回ったと、ところが事業全体としては１４％の減少にとどまっていると。

ですから、一般財源を減らしながらも特定財源を活用しながら、ある程度一定の投資的事業は実施してきたと

いうことが言えるのかなということでございます。 

  次の３つ目の定員管理でございますけども、退職者の不補充などによりまして、計画で想定した職員数を下

回る結果となってございます。これは平成１３年度の実績では２７０人となっておりますけども、計画では３

０１人となっております。これは介護保険制度の導入によりまして、介護と老人ホームの特別会計、２会計が

設置されて、そちらの方に移行した職員が２４人おります。ですから、計画では３０１人で実績では２７０人、

３１人減ったんじゃないかということでございますけども、実質的にはその内２４人は特別会計に移行した職

員がいるということで、実質としては７人の減少にとどまってると。とどまっていると言うよりも７人減少し

たということでございます。 

  ４点目の経常収支比率でございますけども、平成９年度の８５．４％から平成１３年度には９１．６％に上

昇してございます。これは先ほどらい申し上げますとおり、経常一般財源、町税だとか地方交付税、この辺が

大幅に落ち込んだことによることと、他会計への経常的繰出し、特別会計２会計が設置されたことなどにもよ

りまして、経常的な繰出金が増えたというような増員要因でございます。 

○委員長（吉田和子君） ここで休憩に入りたいと思います。再開を１３時からしたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

                         休憩            午後  １２時００分 

 

                         再開            午後  １３時００分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。じゃあ、４ページからの説明をよろしくお願

いいたします。本間係長、お願いいたします。 

○財政係長（本間勝治君） それじゃあ、また、私の方から４ページ以降ご説明させていただきたいと思いま
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す。４ページにつきましては５点目の財政力指数と起債制限比率について記載してございますけども、財政力

指数は計画どおり０．４程度で推移したと。起債制限比率につきましては、平成９年度の１０．２％から平成

１３年度は８．２％と大きく下がり好転してると言えると。これは前計画の繰上償還による効果が、この辺で

効果として現れているのかなと考えられます。 

  それで６点目の計画総体の評価でございますけども、計画期間中歳入の落ち込みの厳しい中で収支が均衡し

た財政運営を行うことができたものであると。経常収支比率以外の大方の計画項目は目標を達成できたなど、

財政健全化計画を策定した意義は非常におおきかったものと。自己評価でないのかというふうに言われるかも

しれませんけども、そういう評価をしているところでございます。 

  それで、前計画の中で当時見通すことが困難な事項としておりました３つの項目につきまして課題事項の推

移ということで、ここにはどういうふうに推移してきているかということでございますけども、まず、１点目

のダイオキシン対策でございますが、ご承知のとおり登別市が整備する施設の共同処理に伴い、単独で施設整

備するケースと比較いたしまして多額の経費が節減できたと。具体的には、歳入面でございますけども、平成

１２年度からのゴミの有料化によりまして、平成１３年度の一般廃棄物広域処理手数料は１１年度よりも６千

百万円増の７千万円となったと。ただし、他の使用料・手数料全体では減少しているものもございまして、４

千７百万程度の増加にとどまっているということでございます。歳出面でございますが、広域処理が平成１２

年度からスタートしたことに伴いまして、負担金が平成１２年度以降発生してございます。これは登別市に支

払う負担金でございますが。これらによって清掃費の総額で、広域処理前の平成１１年度と比較いたしまして、

平成１３年度では約１億２千９百万円増加し３億２千５百万円となったということでございます。 

  続きまして２つ目の介護保険制度の導入に関してでございます。平成１２年度からのこの制度のスタートに

伴いまして、介護保険と特別養護老人ホームの２会計が設置されてございます。歳入に関してでございますが、

平成１１年度に１億６千８百万円ありました老人ホーム入所措置費交付金が特別会計の介護報酬に切り替わり、

また、老人措置費の本人負担分、国庫負担金、道負担金の合計で３億２千万円が、平成１３年度は介護認定さ

れない方の分１千２百万円に減少してると。歳出でございますけども、平成１２年度以降の人件費、扶助費、

物件費など２つの特別会計に移行されたことに伴いまして、また、一方では新たに生じた繰出金などで老人福

祉費総額で平成１１年度１１億１千万円から、平成１３年度は６億１千万円となりまして５億円減少したと。

歳入の特定財源が２つの会計に移行されたことによりまして、一般財源ベースでは５千８百万円の減少にとど

まってございます。 

  あと３点目の他会計への繰出金の適正化についてでございます。介護保険及び老人ホームの２特別会計に設

置に伴いまして、繰出金が平成１３年度実績で１３億５千百万円となってございます。平成９年度対比で約４

億８千３百万円の増となっておりまして。なお、繰出金適正化の検討対象としておりました、先ほどもお話出

ておりました下水道会計につきましては、平成１２年度から１３年度にかけて、基準外繰出しの段階的抑制が

図られておりまして、平成３年度は５億６千７百万円となり、前年度対比で４千百万円、計画との対比では６

千８百万円の減となってございます。ここまでが前段でご説明いたしました、財政健全化計画と実績との対比

でございます。 

  続きましてこれに伴っての本町の財政の現状と課題ということで、地方財政の状況でございます。ここでは

国の経済状況及びそれに伴う地方財政の状況について述べてございますけども、詳細については省略させてい

ただきます。 

  ６ページでございます。６ページの町財政の取組みと現状でございます。財政健全化計画を策定いたしまし
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て、各課にわたり色んな取組みを行ってきたわけでございますけども、計画策定後も国の経済情勢の厳しさは

一層深刻化しておりました。今でも深刻化しておるわけですけども。他市町村同様に本町におきましても、町

税収入が低迷してございます。また、歳出では公債費や他会計繰出金などの影響から経常的歳出が増加し、経

常収支比率の上昇が今後も想定されると。これまで、経費節減のため様々な取組みを実施して一定の効果はあ

ったものの、今後より一層の対策を講じなければ、平成１７年度以降多額の財源不足が見込まれるという状況

を、ここでは述べてございます。 

  それで、平成１３年度決算についてでございます。ここでは町税４千８百万円、地方交付税４千百万円など、

合計で２億８千万円の収入減となってございますけども、歳出の削減に努め、普通交付税の減少分を補てんす

る、いわゆる赤字地方債であります臨時財政対策債の発行などによりまして、お陰様でと申しますか、実質収

支は１億３千万円の黒字となってございます。 

  これらを踏まえまして１４年度の取組みでございますけども、このままでは平成１７年度以降多額の財源不

足が見込まれると。そういったことから、第４次行革大綱の基本的な考え方に沿いながら、庁内にプロジェク

トチームを設置いたしまして、歳出削減の検討を進めてきたわけでございます。本指針に盛り込むことができ

るものはすべて反映して対策を講じていくものとしております。なお、平成１４年度に進めた検討内容、それ

から削減数値につきましては、本日資料６としてご用意しておりますので、これについてはまた後ほど具体的

にご説明したいと思います。 

  ５番目の本町財政の課題ということでございまして、ここでは現状における課題をまとめてございまして、

様々な行政需要に対応するため、町税等一般財源の伸びを上回って歳出規模が拡大してきた結果、経常収支比

率が増加して硬直化の度合いを深めていると。町債についてでございますけども、地方交付税の総額が確保で

きないことから、交付税で措置されるべきものが、先ほどらいからお話出ております、赤字地方債、臨時財政

対策債へ振り替えられたこと、また、国の経済対策もありまして公共事業について町債を充当してきたと。こ

れはさっきの計画の中でもご説明しておりますけども、充当して積極的に進めてきたことなどによりまして、

平成１３年度末の町債現在高は１６１億円となってございます。基金でございますが、平成１０年度に前計画

の公債費対策として町債の繰上償還を実施してございますけども、その財源として各基金から９億２千万円の

繰替運用、ここでも借金と申しますか、基金から借りて繰替運用を行っていると。これを行ったことなどによ

りまして、平成１３年度末の残高は約１０億円にまで減少してございます。その内、財政調整基金についてで

ございますけども、この数年３億円から４億円で推移してございましたけども、備荒資金超過納付金も含めま

して平成１３年度末では６億８千万円まで回復してございます。しかしながら、今後大きな対策を講じなけれ

ば、財政調整基金も早い時期に底をつくということが予測されます。これらのことから、財政の弾力性を回復

し健全化を図るためには、各種施策について聖域を設けずにスリム化を図っていかなければならないと。歳出

を歳入に見合った規模に抑制していくことが課題であると。先ほどらいから、歳出を歳入に見合った収支の均

衡というようなことを言ってございますけども、これは簡単に言いますと、一般家庭で言いますと通常年間５

００万なら５００万の収入があったのが、その年によって４００万円ぐらいに減ったから、それは奥さんの切

り盛りでですね、その４００万にとどめながらやっていくんだよと、そういうことのお話をしてございます。 

  続きまして８ページでございます。中長期的な財政見通しでございます。これについては今までご説明いた

しましたことを踏まえまして、平成１４年度から２０年度まで現状のままで推移するとして試算したものが現

状延長型収支試算として、資料２として１８ページに掲載してございますけども、その試算の考え方が８ペー

ジの１、試算の考え方に記載してございます。この辺をポイントちょっとお話いたしますと、試算の考え方と
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いたしまして、景気の変動などから特に歳入面で不確定要素があり予測困難なところもあることから、そのた

めに現行制度を前提として、平成１４年度から２０年度までの７カ年について試算してございます。現段階で

今後の数値想定される項目については別枠にて積算してございます。平成１５年度以降の伸び率につきまして

は、平成１４年２月に財務省で試算してございますけども、実質経済成長率０．５％を採用して積算しており

ます。町税につきましては、うちの税務課の方で試算していただいたものをそのまま採用していると。それと、

普通交付税につきましては、平成１５年度につきましては国の概算要求の中の出口ベースの増減率を参考とし

て積算しておりまして、平成１６年度以降については特別交付税、臨時財政対策債とも１５年度と同額で積算

してます。これは、将来まだ三位一体の話もございまして、その辺が、方向性が見えないというようなことか

ら１６年度以降については１５年度と同額ということで積算してございます。また、三位一体の関係ですけど

も、未だにその方向性が、この指針を策定する時点でも、その方向性が見えてございませんでしたので、それ

らのことはこの指針の中では含めない、考慮していないということでございます。町債の発行額につきまして

は、平成１５年度以降減税補てん債、臨時財政対策債を除いて８億円で見込んでございます。これは公債費の

抑制ということもございまして８億円で見込んでいると。投資的経費の一般財源枠につきましてですけども、

平成１５年度以降３億円で積算しておりまして、港湾事業負担金については毎年５億円を見込んでございます。

健全化計画の公債費対策の財源として、平成１０年度から各基金から繰替運用いたしました繰戻し、要するに

基金から借りた返済の計画でございますけども、毎年約１億円ずつ返すという見込み方をしてございます。先

ほど来、お話ございました老人ホームの関係につきましては、この辺も第３次行革の中で一定の方向性が示さ

れてございますけども、ここでも職員労働組合との協議が整っていないというようなこともございまして、老

人ホームについては特別会計が継続して、残るというような考え方に基づいて試算してございます。 

  以上の試算内容につきましての収支試算の結果につきまして、次、２の現状延長型収支試算の結果というと

ころでご説明しております。ここでは、前計画と同じ考え方でございますけども、このまま方策を講じない場

合というような試算でございますけども、財政調整基金等を取り崩さないと平成１４年度以降単年度の赤字が

発生すると。また、財政調整基金などを取り崩しても平成１７年度以降赤字が発生いたしまして、平成２０年

度には１９億７千万円の累積赤字になるとの結果が出てございます。町債現在高につきましては、この２０年

度までの期間中１６０億円台前半で推移する見通しでございまして、ピークは平成１８年度の１６５億円で、

公債費の元利償還金のピークでございますけども、これにつきましては平成１９年度の１８億２千万円として

試算してございます。経常収支比率でございますが、平成１５年度以降９０％台後半で推移し、平成１９年度

には１００％を超える見通しであるということで、ここまでが現状延長型の試算結果を簡単にまとめているも

のでございますけども。お話している方でも大変ショッキングな状況だというようなことが言えるのかなと。

ただ、方策の検討を行いまして、その対策を講じる必要があるということで、次の財政健全化方策検討の方針

というものがございます。以上、今まで述べたのが現状延長型までのあれでございますけども、このまま進め

て・・・。 

○委員長（吉田和子君） ここで一旦、質問を受けたいと思います。財政健全化指針の方に入りましたけれど

も、今までのところで質問のある方。はい、西田委員、どうぞ。 

○委員（西田祐子君） ４ページの課題事項の推移のところのダイオキシン対策なんですけども、使用料・手

数料全体では他の使用料・手数料が減少したため、４千７百万の増加にとどまったってなってるんですけども、

減少はなんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、辻課長。 
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○財政課長（辻昌秀君） ちょっと細かいところは数字持ち合わせてありませんけども、公営住宅でですね、

住宅使用料の基準がちょっと変わってきてるんですよ。従来は、ある程度一律だった部分が、１２年前後です

かね、所得に応じてって形で今、使用料変わってきてるんですよね。その代わり低家賃の部分については補助

金なんか入るようになってますので、結構そういう部分が大きいんじゃないかと思います。ちょっと数字、具

体的に、それ以外のものですね、ちょっと持ち合わせてませんけども。大きいものとしては、そういうものだ

と思います。 

○委員長（吉田和子君） 他、どなたか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ２、３ちょっとお聞きしたいんですがね。３ページね。②の投資的事業の事業費枠。

５億円に設定したけど３０％ほどダウンした結果だということになっておりますが、事業費ベースで１４％で

すか、減少にとどまったと。この中にね、入札の問題があると思うんだけどね、入札の改善の結果、何か効果

はこの中にあったのかどうかね。それ、まず、お聞きしたいと思うんだけど。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 入札の部分、これも数字は持ち合わせてませんけれども、傾向としてはですね、設

計委託料とか、そういう部分は全部町外の業者なんですよね。それで、そいう部分では実際指名競争入札して

も、かなり補助事業であっても下がったと。半分ぐらいに下がったという事例は聞いておりますけども。ただ、

工事費全体ではそれほど大きな額出てないのかなと。多少、影響は出てると思うんですけどもね。 

○委員長（吉田和子君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 入札率が９７とか９６とかというのが出てるんだけど、もう少し他の自治体のなんか

見ると７０、何％まで落ちたなんていう例が、あちこちで新聞紙上だけど見るんだけども。あれもちょっと極

端すぎるんじゃないのかなと思うんだけどね。何せ、一般論としてですよ、公共事業は高いと、高いと言うこ

とは業者が儲かると、こういう意味にも取れるんだけどね、その辺りの改善もより強くやるべきだと僕は思っ

てるんだけど。その辺りはどうなんですか。一覧表の材料費にしても一定の基準みたいのが示されてるから、

どなたに頼んでも９７か９８くらいで納まるのが常識だとは言ってるんだけど、一般的には公共事業は儲かる

事業だよというふうに言われてますよね。その辺りの改善というのは実際問題として、効果あると思うんだけ

ど、その辺りはどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 建設省、今は国土交通省ですか、それらを含めて公共工事をいかに安くするかとい

う部分でのいろんな見直しというのはされているんですけども、ただ、補助事業についてはですね、単独もそ

うですけども、一応、歩掛単価表というのが道の統一のものありまして、基本的にそれに基づくと。それに無

いものは一応、建設物価とか一般的な値段が載った資料に基づいていると。ですから、そういう部分では資材

関係は多少、建築関係は下がってきてるのは事実で、これが固定資産税の評価額の減にはなってるんですけど

も。その部分で町の努力という部分ではですね、そこの部分はちょっと出てこない部分なんですね。だから、

あと現実には設計するときにいろいろ工手だとか工法なんかを精査してですね、これは技術部門の話になって

しまうんで私も細かい所分かりませんけれども、そういう工夫の中で下げる工夫とかというのは有り得るとは

思うんですけども。基本的にはうちだけで独自にという部分には、ちょっとなかなかならないのかなと。あと

入札自体は、何て言うんですかね、指名競争入札にしても一定のルールでやりますので、あとは実際の入札の

中でどういう値段を出されるかは、実際、業者さんの部分になってくるのかなというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） それからね、それはそれでいいとして、４ページのさっきのダイオキシン対策①の。

後段の方の問題なんだけども、１１年度が２億６百万、それから１３年度が３億３千５百万。ちょっと増えて、

この増加の理由とね、それから１４年度はまだ決算してないこと分かってるんだけど、見通しとしてどのくら

いの数字になるのかね。今後、ずっと上がっていくわけじゃないと思うんだけどね。ゴミの量が多くなってい

るからこういうふうになるのか。その辺りはどうなんだろう。 

○委員長（吉田和子君） 本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） まず、ここで申し上げているのは、ゴミの広域処理がスタートしたのが平成１２

年度からでございましたので、１２年度から新たに負担金が発生したと。ですから１１年度についてはまだ負

担金が発生していなかったと。で、発生していなかった１１年度と発生した１２年度以降の、特に１３年度と

比較するとこれだけ増えてますということでございますけども。ちなみに平成１５年度の当初予算におきまし

ては、約６千万強ですか、前年度と比較して負担金が増えてございます。これは登別市で建設した建設費なん

かの影響もございまして。それと実は特別交付税で、あの施設の建設については交付されてございます。登別

市さんが。それは登別市さんの方で、その負担分を含めまして案分と言いますか、白老分としてこれだけ、も

らった交付税をですね、そういう形でストックなんかしておりしたけども、それも吐き出したりしながら毎年

の負担金を調整しているというような経過もございますけども。今後は、今のところ担当課からのお話ですと、

下がっていくというような傾向にはございません。ただ、大幅に上がっていくというような傾向でもございま

せんので、その辺はちょっといろんな、ゴミの量だとかその辺の、扱う民間業者さんだとか、その辺との調整

もあるとは思うんですけども、ちょっと今ここで、今後、将来的にどういうふうになるかというところは、具

体的にはちょっと申し上げれないかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そうしたら、常識的には設備投資は一応終わってるわけだよね。ですから、負担金が

横這いか減るというのが普通だと思うんだけど。それはゴミの処理分が多くなれば別だけれども、今、ゴミの

減量化を白老町は進めている方ですからね、僕はそんなにゴミの量は増えるとは考えられないんだけど、常時、

負担金だけは上がっていくというのはちょっと考えづらいんだけどね。その辺り何か根拠あるんだろうか。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 今、１４年度増える分は本間係長から話したように、施設の元金償還が始まったと

いうことで６千万かな、増えてます。あとは実際登別市の方で、運転の部分は民間に委託している部分等もあ

るんですけれども、一部振興公社の職員も行ったりとかもありますけども、結構、ずっと固定的に使っている

人がおりますので、その人件費の部分ですね。定年退職にならない限りは更新にならないのでね。そういう部

分ではやっぱり人件費の、役場の職員と同じような形での人件費分というのは、それはちょっと増える可能性

と言うんですかね、横這いが増える可能性あるのかなと思いますね。向こうもすべて民間委託にしていくのか

な。一部職員が確かいるようですから、どうしても職員の人件費という部分も白老側で負担という、一定割合

でね、３割ぐらい負担するということになってますのでね。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それからね、今度８ページの三位一体の改革ね。これは今、国でやっていることで、

それを右ならえということに将来的にもなるんだろうけども。一応は目処としては６月中ということでね、議

会でも課長だと思うけど答弁されてましよね。それがもう７月にずれ込んでもね、なおかつ、まだはっきりし

た、どういうふうになるのかも、これは困った問題だと思うんだけどさ、来年度の予算を編成するのにも事欠
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くんじゃないのかなという、今から心配をしているんだけどもね。もう少し強力なリーダーがいれば、地方自

治体の首長あたりでも一所懸命やってるんだろうけれども、そこに行くんだけどもさ。その辺り見通しとして

どうですか。白老ばかりじゃなくて道含めて多分各全国の地方自治体困っている問題だと思うんだけどね。今

の動きと言うか、その辺りはどんなような見通し立ててますか。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 今、三位一体の話はですね、この財政健全化指針が終わった後、一応、国の交付税

課長来て聞いている話とか、あるいは６月２７日に骨太方針２００３というのがまとまって、その中で三位一

体の今後の考え方というのが出されてきてますので、その中で触れたいと思いますけども。一応、この指針が

終わった後、すぐ引き続きやることにしておりますので。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 実は昨日、通知来まして、たいした通知ございませんけども、今、加藤委員おっ

しゃられたような北海道としてですね、北海道の道庁の中でそういう協議会を設置したと。三位一体の関係の

税源委譲だとか交付税の関係がどういうふうになるかと。北海道と北海道の取り巻く２１２市町村の関係がど

うなるのかというようなことを検討を進めるための協議会を道の内部では設置したという通知でございまして、

その中では、いろいろそういう勉強をしていきながらですね、知事を中心に市長会、町村会を含めて国に税源

委譲の関係とかも要望していくというようなことが昨日通知として入っておりますので、補足として。 

○委員長（吉田和子君） はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 財政健全化指針の現状延長型の収支試算の計数の捉え方について、今日現在の流れか

ら対比して簡単に報告願いたいんですが。試算の捉え方の計数を６点ほど捉えております。例えば１５年度以

降経済成長率０．５％、普通交付税１５年ベース、町債発行枠８億、投資経費３億１５年以降、港湾事業費５

億、基金繰替運用の１億円返済予測ということ。主要的にこのような計数捉えておりますが、１４年度の決算

の状況というのがまだ公表されておりませんが、当局で現在その決算を進めて最終段階だと言っておりますが、

それらを対比して、この計数の捉え方に影響を及ぼしている計数がございましょうか。ちょっと、傾向論で結

構なものなんですが。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 今、具体的に、今のご質問につきまして、こういう傾向ですって言えるデータが

まだ整理されてないものですから、具体的にはちょっとお話出来ないのかなと思って、今、聞いてたんですけ

ども。ちょっとそれについては、もうしばらく決算審査の特別委員会が設置される時点ぐらいまでに我々の方

で整理したいと思ってますので、その辺まだちょっとご容赦いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。じゃあ、他にどなたかご質問のある方、いらっしゃいませんか。

はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 現在、新しい健全化対策を再度企画するように指示されてると思うんですけれども、

例えば、その段階で、この今の基本計数に一部変更を要する場合は、もちろんそれを採用することになるんで

すね。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 今、ご説明している健全化指針というのは、本間係長が先ほど話したように、１３

年度決算額とか１４年度決算見込み額というのをベースに行っているということですけども、一応１４年度決

算額、ほぼ、まとまりつつありますので、まず、発射台が１４年度決算額ということになります。また、策定
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時期が年内ということを言っておりますので、ある程度１５年度決算見込みというのも、交付税の額も含めて

もう確定になってきますので、ある程度１５年度決算見込みも段々見れる状況になってくるのかなと。そうい

う数値をベースにですね、１５年度の決算見込み、１６年度以降の予測立てていくということになろうかと思

います。 

○委員（吉田正利君） 当然、修正されるわけでございますね。 

○財政課長（辻昌秀君） そうですね。 

○委員長（吉田和子君） じゃあ、他にどなたかございませんか。私の方からちょっと１点伺ってよろしいで

しょうか。特別養護老人ホームの件なんですが、どこもそうなんですけれども、財政的に厳しくなってきてい

るということで、かなり民間に委託できるものは委託するという方向性で進んでいるんですけれども、特養も

民営委託はもう決まっているんですが、まだ組合との関係で進まないということなんですけども。老人ホーム

の民間委託による経済効果というのは、どのぐらいだというふうに捉えてますか。はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 老人ホームですね、今、普通会計から見ると毎年３千万前後の繰出しということで、

今後はそういう部分がなくなるという部分があるんですけども、結構、大きな問題としてはですね、今、従事

されている職員の方の人件費というのは今後どうなっていくのかという部分になります。その人方の、民営化

になった場合の選択として民間に移るという方もあろうかと思うんですけども、それは義務づけということに

はなりませんので、やはり町の職員として仕事が違っても従事したいということになった場合ですね、一応、

派遣という方法も２年程度はそういう形で出来るというふうには聞いてますけども、じゃあ、その派遣期間が

終わった後というのは、病院会計も含めて、病院会計は今後民営化の部分どうなるか分かりませんけれども、

そういうような類似の福祉施設の中で、現実に少ないという状況の中でですね、じゃあ、そういう人員の部分

をどう吸収していくのかというのは課題であるというふうに聞いておりまして、本当にトータルとしてですね、

これがプラスになるのかマイナスになるのかというのは、なかなかちょっとまだ見極め出来ないのかなと、そ

ういう状況になってます。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。他にございませんか。 

○委員（吉田正利君） 今、吉田さんの質問の関連で分かってる範囲で結構ですけども、この移管問題に対し

て、私ども新しいものですから、この間の議会でどなたかが質問された経過しか分からないんですけれども、

現在、町側と自治労との関連の中でこの案件に対してネックになっているポイントというのは何なんですか。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 私が知れてる部分の範囲ということなんですけども、基本的には去年のですね、一

応リミットというのは去年の秋とか年末１２月ぐらいとかいうことで昨年組合の方といろいろ交渉しておりま

した。それで、当時、組合の方からの出た話としては、なぜ民営化するのかという部分では町側の説明として

ですね、やはり建て替え問題の財源確保の困難性というのが言っておりました。なるべく入園者の方に少しで

も早くいい環境でですね、今の多くの人数入っている部屋の人数を少なくするとかですね、そういう場合は建

て替えという問題じゃなきゃ解決出来ないということで。そういう部分で財源という問題から逆に組合の方と

してはですね、財政問題というふうなことも一応じゃあ今後の財政の見通しという部分でですね、いうことの

お話ありましたので、こういう指針の作成途中でありますけども、こういう努力をすることによって何とか改

善していきたいんだと。基本的には民営化の問題とトータルの財政運営というのは、ちょっと直接には繋がら

ない問題なんですけども、やはり財源難という部分があったものですからね、そういう説明もして理解を求め

ていったと。また、今後の財政見通しの中では単に普通会計、一般会計だけでなくて特別会計、企業会計もど
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うなって行くんだろうかと、そういう中である程度説明できる見通しも含めてやってきたと、そういう部分が

ございます。いろいろな形での協議があったんですけども、最終的には何と言いますかね、１５年度の実施に

向かってはちょっと時間切れみたいな形にならざるを得なかったのかなというふうに私は見ておりますけども。

ただ、１６年度に向かってという部分ではですね、現在総務課が窓口ですけども、そういう協議を今始めてる

んじゃないかなというふうに理解してますけども。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ８ページの真ん中のちょっと下の方に普通交付税についてはという文章あるでしょ。

現段階では国の概算要求の中で、出口ベースの増減率が示されておりと書いてあるんだけど、この出口ベース

の増減率というのは具体的に何％と見ればいいんですか。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） この文章に出てくる部分では概算要求という言葉ですけど、これは８月末時点での

話だったと思うんですけども。ちょっと手元に８月末時点での概算要求の増減率持ち合わせてないんで、後ほ

どちょっとご説明させていただきたいと思いますけど。結果的にはですね、１５年度の結果としては交付税ト

ータルではマイナス７．５というふうにはなってます。ただ、この時点での概算要求はもっとそれよりも、こ

れほど削減率そこまで行ってないのかなというふうに思いますけども。 

○委員（加藤正恭君） わかりました。変わる可能性もあるね。 

○財政課長（辻昌秀君） １５年度の数字は当然変わってきます。算定はある程度終わってますけど。正式発

表２５日ということで、ちょっと正式にはお伝えまだ出来ないんですけれども。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。じゃあ、他にどなたか、ございませんか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。じゃあ、引き続き説明の方よろしくお願いいたします。はい、本

間係長。 

○財政係長（本間勝治君） それでは引き続きまして財政健全化方策の検討の方針というところから始めたい

と思います。今まで、前計画との比較、それとそれを踏まえた現状延長型で行ったらどういうふうになるのか

というところまでご説明申し上げまして、これからは、それらを踏まえまして財政健全化方策の検討に入って

いくということでございます。基本的な視点でございますけども、あくまでも歳入に見合った歳出規模に抑制

し収支の均衡を図るというこでございます。１０ページにつきましては、全事務事業について聖域を設けずに

徹底的に見直すと。新たな税の検討も含め自主財源の確保を図ると。公費負担と受益者負担の再検討を行い適

正化を図っていくと。これについても今日いろいろ資料を揃えている中で、後ほど歳出削減プロジェクト、ま

たは役割分担のプロジェクトの関係の中で、またこの辺もご説明していきたいと思っています。それと、経常

収支比率の改善には引き続き努めるものの、計画で掲げた８５％以下については基本的には数値目標としては

掲げないということをここではっきり申し上げております。これは、歳入で新たな財源として臨時一般財源を

想定していることなどや、歳出では臨時事業の削減効果を見込んでおりまして、それらが経常収支比率の改善

に反映しないというようなこともございますので、先ほどらい申し上げてる経常収支比率で財政状況を推し量

る時代ではないというようなことも踏まえてですね、指針の中では８５％以下にするというような数値目標は

掲げないということをここではっきり申し上げております。それと、説明責任を果たす観点から、財政事情書、

バランスシート、行政コスト決算書等の作成公表を積極的に行っていくということで、昨年１２月の作成時点

ではこういうお話をしてございましたけども、もう数年来、本会議の中でも、特に加藤議員の方からバランス
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シートの作成について言われてございまして、平成１３年度決算に基づきまして昨年バランスシートも作成い

たしまして公表したわけでございますけども、今後毎年各年度の決算を踏まえてバランスシートを策定する予

定でございますけども、また後ほどお話いたしますけども、全会計を対象にした財政面の総合対策の中でも普

通会計のみならず全会計のそういうバランスシートと連結みたいなことも含めて検討していかなくちゃいけな

いと。これについてはまた後ほどご説明申し上げますけども。 

  それで、検討の対象とする会計ということで計画と同じように普通会計を対象とすると。 

  健全化の取組み期間でございますけども、１４年度から２０年度の７カ年とするということでございます。 

  それと財政健全化方策の内容と目標額でございまして、これは一応目安と言いますか、目標としている項目

をここに初めて列記してございますけども、まず、公債費対策でございます。公債費対策につきましては町債

発行額の管理ということで、計画に引き続き、計画というのは前の財政健全化計画ですけども、計画に引き続

き町債発行額を抑制すると。 

  町債の繰り上げ償還でございますけども、町債管理基金を活用した繰り上げ償還により、元利償還期の削減

を図ると。これは前計画の中で基金から９億２千万借りてやった繰り上げ償還ほどの大規模の繰り上げ償還と

いうことではございませんので、ある程度財源がある中で繰り上げ償還できるものはなるべく繰り上げ償還し

ていこうという主旨の考え方でございます。 

  それと２点目の人件費の削減でございますけども、適正な定員管理による削減ということで、行革大綱に基

づき一般職のみならず、嘱託、臨時職員も含めて１０％の削減を目標とすると。それと人件費の削減でござい

ます。特別職給与、管理職手当、役職加算、役職加算というのは本給に役職加算を含めて期末勤勉手当の率の

加算を行ってるわけですけど、こういう役職加算なども含めて一定期間の削減を実施していくと。一般職給与

についても職員の理解と協力を得て実施るという言い方をしておりますけども、これについても当然職員、労

働組合との協議もございますので、この指針策定の中ではこういう言い方にとどめた次第でございます。実は

特別職給与、それから管理職手当につきましては、すでに１４年度でも一部実施してございますし、これは毎

年行っていくということではなく、そういう状況に応じてやっていくというような考え方でございます。それ

らの目標額を以下の表に示してございます。 

  次の事務事業の見直しでございます。１２ページでございますけども、事務事業の見直しにつきましては経

常的事業の見直しということで、歳出削減プロジェクトによる検討と前当初予算編成のシーリング等により削

減について毎年削減を目指していくんだということで、これも同じように下に削減目標額を表として載せてご

ざいます。 

  続きまして投資的事業の事業費枠見直しによる削減でございますけども、計画に引き続き投資的事業の事業

費枠を設定すると。基準を一般財源ベースとすると。一定期間は総枠管理として、年度間の増減につきまして

は弾力的対応を図ると。年度間の増減の弾力的対応というのは、その年によっての、例えば、ちょっと今では

想定出来ませんけども、交付税が少し多めに入ってきそうだみたいなことがあって、財源が少しあるようなと

きは町民ニーズもございますので、投資的事業のそういう枠も弾力的に考えていこうと。そういうようなこと

でございますけども、基準的には一般財源ベースを基準にして、事業費枠を設定してやっていくんだというこ

とでございます。 

  基金の活用のところでございますけども、これは繰替運用繰戻し額の縮減ということで、もう何回もお話出

てきております、平成１０年度に各基金からお借りしております９億２千万の繰戻しについて、先ほどの現状

延長型では１億円ずつ毎年返していくんだよというお話をいておりますけども、これを縮減して５千万にして、
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毎年５千万ずつ浮かそうという主旨のことでございます。なおかつ期間も２０年度まで延長するというような

ことでございます。 

  次の積立基金の活用つきましては、活用事業の使途拡大を検討して事業財源を確保を図るもので、例えば、

ここで記載しておりますシンボル公園づくり基金というのは、すでにこの３月定例会におきまして都市公園条

例づくり基金、それと緑化基金についても条例改正をいただきまして、要するに簡単に言いますと、シンボル

公園づくり基金というのは、いわゆる今の萩の里の自然公園の整備事業にのみ使う基金として当時設置いたし

ましたけども、そうじゃなくて同じ基金でも名称を変えて都市公園づくり基金ということで、例えば、町内全

域の都市公園または児童公園だとか、そういう公園の遊具の修繕だとか、そういう所にもこの基金を当ててい

こうというようなことで、各基金については、緑化基金もそうですけども、そういうことの活用を図ることで

一般財源の縮減を図れるんでないのかというような主旨のことでございます。  次に歳入確保に向けた取組み

でございます。歳入確保に向けた取組みについては、ここで４項目、収納率の向上、財産売払い収入の確保、

使用料・手数料の見直し、目的税または超過税率の導入ということで掲げてございますけども、具体的な説明

はちょっと省略させていただきますけども、（４）の目的税または超過税率の導入が一番我々も、それから議員

の皆様も関心があるところじゃないのかなと思いますけども、これは先の６月定例会で行革室長からすでに答

弁ございましたけども、関係課長をメンバーといたしまして、新税導入検討会議というのをもうすでに設けて

ございまして、そこで今、検討中でございますので、中身についてはまだ、ある程度固まった段階で何らかの

形で議会にもご説明があるものと思われます。そういうことも含めて、やはり歳入を増やして行かないと歳出

の削減だけでは、なかなか財政の健全化、赤字を黒字にしていくという方向性が見えてこないということで、

こういうことも盛り込んでございます。 

  ３つ目のその他の取組みでございますけども、これについてはちょっと、記載のとおりでございますので省

略させていただきまして、１４ページの中段以降の４の対策額の合計という欄でございます。これについては

今までご説明いたしました対策を反映した合計の表ではございますけども、それぞれの表につきまして具体的

な方策を全て積み上げたものではございません。あくまでも収支の均衡を図るための目標額として設定したも

のの合計の表でございます。じゃあ、いつ、こういうことが具体的に、額だとか中身だとかということになる

んだということでございますけども、これらについては今後さらに詳細を検討していきながら進めて、各年度

の予算編成についても具体的に取り組んでいくんだという姿勢でおります。後ほど歳出削減プロジェクト、役

割分担プロジェクトの関係についてもご説明いたしますけども、その中で具体的にどういうことに取り組んで

いるかということは、また後ほどご説明したいと思います。 

最後に１５ページでございますけども、これは対策を講じた財政見通しということで、資料３として１９ペー

ジに、資料４として２０ページに掲載しておりますけども、その内容については以下のように説明してござい

ます。対策を講じた財政見通しでございます。対策を講じた結果として次のとおりにまとめてございます。ま

ず、単年度の収支不足は概ね改善する。１４年度から１６年度までにつきましては財政調整基金の一部取り崩

しがあるものの、平成１７年度以降については取り崩さなくても毎年度実質収支５千万円の黒字が出てくると。

財政調整基金の現在高につきましては、平成１３年度の６億８千万円から一時的に５億円に減少するものの、

平成２０年度には７億１千万円まで回復する見通しであると。町債現在高につきましては現状延長型と同様で

ございますけども、期間中１６０億円台前半で推移する見通しであると。経常収支比率でございますが、平成

１５年度に９５％台に達するものの、その後は９４％台で推移し上昇に一時的に歯止めがかかる見込みである

と。現状延長型では平成１７年度以降赤字転落の危機であると試算しておりましたけれども、健全化方策の目
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標が達成されれば収支は均衡する見込みであり、これら全ていろんな関係者の理解と協力が必要でありますと

いうようなことでまとめてございます。 

  資料３と４でございますけども、その前に１８ページの資料２でございます。簡単にご説明いたしますと、

今まで私が申し上げてきたようなことがこの表の中にございます。例えば、上の欄の左側の区分欄の収支（調

整前）の欄でございますけども、その中の実質収支の欄をずっと横に行っていただきまして平成１４年度の（見

込）から２０年度まで全て赤になっております。これは現状延長型に行った場合に、こういう形で赤字になっ

て行きますと。実質収支が赤字になっていきますということでございまして、次の収支の（調整後）という欄

の財政調整基金等の繰入という欄がございます。調整前の例えば１４年度の決算見込で行きますと三角の３千

２百万となっておりまして、ここに収支調整後の財政調整基金等の繰入８千２百万とございます。３千２百万

円の赤字になる見込みだけども、財調の繰入を８千２百万円すると、８千２百万円の２つ下ですね、実質収支

（調整後）５千万という黒字になりますと、こういう見方でございます。で、この現状延長型でいきますと、

ずっと調整前の実質収支が１４年度以降三角で付いておりますけども、１７年度の欄の収支の調整後のマイナ

ス収支の累計ございます。ずっと１４年度以降マイナス付いてますけども、それぞれ財調の繰入金を８千２百

万、３億９千万、３億３千万繰り入れることによって、それぞれ５千万、５千万、７百万の黒字にはなると。

ところが１７年度以降については財調の底をつくので、１７年度４億１千４百万、１８年度８億９千５百万、

２０年度には１９億６千７百万円の累積赤字になりますというような表でございます。これが現状延長型の表

でございます。 

  これらがどう改善されるかというのが１９ページの資料３でございます。私が先ほど来、お話してきた経過

で目標努力型とする対策を講じていくならば、それがすべてそういう経過で対策が講じていければ、ここでは

調整前というのは対策を講じるまでございますけども、真ん中ほどに収支の調整後という欄ございます。ここ

の実質収支の調整後でいきますと、先ほど１４年度以降三角付いておりましたけども、こういう形でずっと５

千万の黒字になるという表でございます。それについては収支（調整後）の欄の一番上の財政調整基金等の繰

入の欄ございますけども、それぞれ１２年度には８千２百万、１５年度には１億６千万、１５年度には５千３

百万の財政調整基金の繰入をしないと５千万の実質収支は出てきませんと。出てきませんけども、１７年度以

降繰入をしなくても５千万の黒字になりますという表でございます。ちょっとうまく説明がいきませんけども、

こういうことで資料２の指針で言う現状延長型と資料３の目標努力型では我々が想定した対策をそのまま講じ

ていけるならば、こういう形に納まるというような表でございます。 

  ちなみに今回の定例会でいろいろ議論していただきましたけども、資料３の経常収支比率の欄でご説明申し

上げますと、経常収支比率（実質）の欄がございます。１４年度９３．３となってございます。１５年度の試

算では９５．９％で、１６年度では９３．５％という欄がございます。ここで議論になったのは、一番上の経

常収支比率が１４年度は９３．３に対して９８．７、１５年度は９５．９の実質に対して１０３．９というよ

うな数字になってございましたけども、この辺の議論であったかなと思いますけども、実際に町長が使った数

値は資料２の方の１５年度の１０６．４の数値でございまして、私の方から言うのもおかしいですけども、こ

ういうような状況の数値であるということを改めてここでご説明申し上げます。ちなみに、これも確定値では

ございませんけども、１４年度決算につきましては見込として資料３の９３．３％となっておりますけども、

９３を若干下回れるんじゃないかというような。これもまだ微調整ございますので、９月の決算審査特別委員

会ぐらいまでにはきちんと収めたいと思いますけども、何とか９３．３よりは落ちそうな状況にございますの

で。ということで最後１６ページにつきましては、今後の課題としてございますけども、これは後ほどまたこ
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の関係でご説明をご用意しておりますので、指針の私の説明はこれで終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） ちょっと若干補足の説明したいと思います。１０ページの先ほど、この指針の目標

の部分で経常収支比率は数値目標としては掲げないという部分ですね。１０ページの上から、点が付いてます

けども、４つめの点の付いている部分で、現計画で掲げた目標の経常収支比率８５％以下は数値目標としては

掲げないというような部分ありますけども、これはあくまでも昨年１２月に作った指針の考え方であります。

坂下町長の考え方というのは、やっぱり経常収支比率というのに、ある程度こだわった形で財政運営をしたい

という考え方もあります。これは今後町長との打ち合わせの中でですね、年内取りまとめる総合的な対策、こ

れも名称はどういうふうになるかちょっと分かりませんけども、そういう中では経常収支比率について目標に

するかしないか、これから再度検討しなきゃならないと。そういう部分になってます。以上で私の補足は終わ

らせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） はい。白老町財政健全化指針の方の説明が全て終わりましたけれども、この中で質

疑のある方どうぞ。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここのところの最終的に見せていただきました１９ページのですか、資料３なんです

けれども、ここの目標努力型というところなんですけれども、この数字を達成するためにかなりの高い確度で

と言うんですか、達成見込みが可能なんでしょうか。それともぎりぎりのところで達成見込みということなん

でしょうか。その辺をちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君）  はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） まず、この見通しがどうなっていくかという部分に絡んでくるんですけども、まず、

交付税とか、特に大きく言えば交付税と税の行方がですね、ちょっとどうなんていくんだろうかという部分で

すね。交付税の部分についてはですね、１５年度以降そうまた落ちないんだということで言っているんですよ

ね。ところが１６年度についてもまだちょっと減額という見込みあります。ただ、１５年度の試算した額より

も実際に今、算定ほぼ終わりつつありますけれども、それよりも１５年度はプラスになるという見込みもあり

ますので、この辺ちょっと交付税の見通しをどういうふうに見るかで変わってくるんですけども。それはまだ

ちょっと、そこまでの精査してない部分がちょっとあるということをまずご了解いただきたいと思います。あ

と、町税についてはある程度厳しい見通しを持ってますけども、やっぱり今後の民間の設備投資含めてですね、

特に固定資産税どうなっていくかなと。そういう部分では税についてはやっぱり民間の設備投資に多少なりと

も期待しなきゃならない部分があるのかなと。それがまず外的な要因と言いますか、そういう部分ですね。交

付税と税はですね。それと町の努力と言いますかね、町内部の努力という部分という部分では、ここで言って

いる目標の金額まで金額を確保出来るかどうかという部分だと思います。１９ページのこの表の中の２段目の

目標のところですね。歳入については１千万、２千万というのは財産処分だとか、使用料・手数料の見直しと

いう部分の金額なんですけども、１７年度に１億２千万と言っているプラス１億の部分は新たな税、都市計画

税あるいは固定資産税の超過税率の導入と、そういうのを具体的に１つの試算として入れておりますので、こ

れが実現出来るか出来ないかで１億の収入というのが確保出来るかどうかという部分です。あと、歳出につい

ては１５年度以降さらに毎年５千万ずつ歳出削減をすると、そういう部分ですね。これはかなり内部について、

内部と言いますか、単なる事務経費だけの削減ではとどまらない、やはり町民の方に負担を受益の部分でです

ね、やはりいろいろコストも示しながら、またあるいは町民サービスの水準についてと、これでいいのかと、

そういうようなことのやりとりをしなければ達成出来ない部分なのかなと。町独自でやっている交付税の算定
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外、国の全国一律の補助の対象から外れた町の独自のやはり福祉施策とかありますので、そういうものも見直

し出来るかどうかと、そういう部分にちょっとかかってくると思います。ですから、この見通しというのは非

常にある程度行くだろうということじゃなくて、相当な努力をしなければですね、やはり達成出来ないんじゃ

ないのかなというふうに、私個人的には捉えておりますけども。 

○委員長（吉田和子君） 他に。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） これからちょっと外れるかも知れないけど、歳出全般の中でね、健全化計画の中で、

人件費の削減、一応１０％というふうにしているけれども、人事院勧告の実施がやっぱり下がりつつあること

は事実なんだけど、その程度の削減は常識的には出来ると思う。だけど、僕は人件費をどうのこうのと議論す

る前にね、事務事業の見直しの中で役場の職員で出来ることはやらなきゃならない時代だと思うんですよね。

何でもかんでも振興公社にお願いすると。単純に一つの例を上げると清掃業務なんかもね。この間もちょっと

テレビでやってたけど、温根湯だったかな、町役場では課長から何から皆ね、２０分か３０分早く出勤してト

イレから自分たちで掃除しているんですよ。だから、何でもかんでも振興公社に任せないで。振興公社の今度

雇用の問題も出てくるから、それだけ人はいらなくなるということでね、雇用の面ではまた別の問題も出るの

かも知れないけどもね。そういう姿勢がね、自治労あたりから我々進んでやるよというような空気がないもの

かどうかね。そういうものを作るような雰囲気を作っていかなきゃ、町民からも給料下げるとか上げるとか、

そんな云々の問題じゃなくて一所懸命自分の机は自分でやってるよと、民間では当たり前のことなんです、そ

んなことね。それを全部、振興公社の女の人に任せてるという姿勢、ああいうところも、この時点では検討し

てなかったのかもしらんけど、今後そういう面での検討というのは必要だと思うんですよね。勤務時間が何時

から、何分まで来ればいいんだという時代じゃなくて、少しでも早く来て自分の回りは自分で清掃するくらい

の気構えを役場の職員が持つようなね、そういう雰囲気というものを作っていく時代じゃないのかなと。そう

いう姿を見れば町民は給料が安い高いだなんて、私は言わないと思うんだけど。何とかそういう空気というの

を作れないものなのかね。財政課長が率先してやれという意味じゃないけどね。そういうふうに持っていって

ほしいなと思うんだけどさ。その辺り自治労あたり少しやってくれればいいんだけどな。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○委員（加藤正恭君） 検討というのは必要だと思うんですよね。勤務時間が何時から、何分まで来ればいい

んだという時代じゃなくて、少しでも早く来て自分の回りは自分で清掃するくらいの気構えを役場の職員が持

つようなね、そういう雰囲気というものを作っていく時代じゃないのかなと。そういう姿を見れば町民は給料

が安い高いだなんて、私は言わないと思うんだけど。何とかそういう空気というのを作れないものなのかね。

財政課長が率先してやれという意味じゃないけどね。そういうふうに持っていってほしいなと思うんだけどさ。

その辺り自治労あたり少しやってくれればいいんだけどな。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） これは組合のこととは別にですね、実際に歳出削減の取組みでいろんな検討の中で

はそういう意見もあります。現に職員から出ています。それとか、あと土木の道路の管理の部分なんかでは、

例えば、あいた穴を埋めるだとかですね、そういうのは職員自らスコップを持っていて現実にもうやっている

という状況ですね。委託して、委託の単価決めて、業者に発注すれば出来る仕事でもですね、自分たちで出来

ればやると。それは組合の部分は言ってましたけど、結構そういう部分は組合と言うか、職員自体も自分たち

の本給にその本給にいかないような部分では、そういう前のそういう努力というのはですね、私はかなり理解

得れるんじゃないのかなと。そういう部分として、先ほど言った、すでに外注しているものは雇用の問題はあ
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りますから、その辺の兼ね合いの中で実際すぐ持っていけるのかどうか含めてですね、検討課題には実際話題

には上っているというふうな状況ですけども。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） テーマはちょっと変わるんだけど、この間の第３商港区の問題で、町長が第３商港区

の概算要求にＧＯサインを出した。我々、議会のどなたかの質問に対してもね、総枠の予算は一応出てたのは

５６０億くらいだったんだけど、全体だよ。それを圧縮すると。何ぼ圧縮するとは言っていない、ただ圧縮す

るというだけと。したがって、白老町の持ち出しも圧縮されるということが分かったのでＧＯサインを出した

というような意味の答弁をしておったんだけれども、それは港湾課の方ですか、財政課の方でそういうふうに。

理解したって、だからＧＯサインを出したんだってというふうなことを言ってたんだけれども、それは財政課

の方の説明でそういうふうになったんですか。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 港湾事業の平成１６年度の概算要求というのを、最終的に国レベルでは８月なんで

すけども、北海道開発局とかそういうレベルのヒヤリングが５月のゴールデンウィーク明けにあるということ

で、港湾課の方から町の方針を早く出さなきゃならないということで町長に説明して、町長就任すぐに判断し

ていただいたというふうに聞いておりますけども。ただ、その中で負担の部分で交付税措置とかそういうもの

ありますので、港湾課に対しては我々の方で、こういう事業で行けばどれだけの交付税措置があるとか、実質

的な負担はどうなるのかと、そういう数値は財政課で出してますけど、実際の説明は担当課の方でしたと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 財政課の方としては、それについて総体的に圧縮したとか、持ち出し分は少なくした

からというようなことではなかったんですね。その辺りはどうなの。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 担当課から町長に説明して方針が概ね出た後に、どういうような説明だったかとい

うのは聞いております。 

○委員（加藤正恭君） その中身はしゃべれない。 

○財政課長（辻昌秀君） 中身はやっぱり、これは担当課の方からちょっと説明してやったほうがいいと思う

んですけど。ちょっと私もうろ覚えですけど、事業費はかなりいろんな見直しの中で圧縮したというふうに記

憶していますけれども。ちょっと具体的にどの部分をどういうふうに見直しかけて、どのぐらい圧縮したかと

いうのはね、ちょっと資料持ってこないと分かりませんけれども。 

○委員（加藤正恭君） ああ、そう。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 今、課長の方からご説明あったとおりで、港湾課から説明があったのが５月１日、

町長が就任したその日だったと。その後、我々、課長と私とうちの担当主査と３人で港湾課からお話聞いてま

すけども、港湾の言い方ですけども、実は中身の説明についてはですね、対外的にまだ国の方からちょっと説

明しないでくれというようなストップも掛けられているような状況はちらっと聞いております。 

○委員（加藤正恭君） 誰に説明しないでくれって言うの。俺らにかい。対外的に。町長にだけは言ったとい

うこと。 

○財政係長（本間勝治君） そうですね。それがいつになったら解けるのかというのはちょっと分からないん
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ですが、そんなこともあって、まだちょっとご説明出来ない状況なのかなと思いますけども。私個人的には、

早い時期にそういうことを議会にもご説明した方がいいんじゃないのかなとは思いますけども、今の状況はど

うか分かりませんけど、その時点ではストップ掛かってた。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ、議会の答弁で圧縮したと。したがって、持ち出し分も圧縮されるから、それを

理解したものだからＧＯサインを出したというような答弁をしていると思うんですよ。ということは、もうあ

まり公表しないでくれと言いながら、どこまで圧縮したのかは言っちゃまずいよということになるのかどうか

は別にしてね、町長自身はそうような答弁しているから、どこまで我々圧縮したのかなというふうにも思って

おるんだけど。それは担当課の説明で理解をしたのでＧＯサインを出したと。こういうようなことでね。ただ、

逃げ口上か何か僕はよく分からないけれども。その辺りは町長はもうはっきり言ってるんだよ。圧縮したとい

うことは。 

○財政課長（辻昌秀君） 我々も圧縮したというふうに聞きました。そういう捉えました。確かに事業費は下

がっていると思います。 

○委員（加藤正恭君） だから、いいということになるのかどうか分からないけども。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。じゃあ、他の委員の方。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） １４ページの町民参加の財源確保というところでですね、ミニ市場公募債とふるさと

寄付金の呼びかけという、これは両方とも今後検討するとか、ＰＲに努めるとかって書いてあるんですけれど

も、これは何か具体的なものが、こういうものに使ったらいいなというものがあって、ここに書かれているん

でしょうか。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） 特に具体的な、今後こういう施設を作るからミニ市場公募債を使いますとか、そう

いうものではないんですけれども。今後の町債の借入れ先についてですね、一般の銀行からも借りれるんです

けども、やっぱり今後の資金の調達については、より身近な施設を建てるということになればですね、やはり

町民の方から一時的にお借りすると。そういうような仕組みもですね、これは今、国の総務省でも進めており

ますので、そういうことも検討していきたいなということです。あと、ふるさと寄付金については以前からあ

るんですけれども、要するに町に寄付すると確定申告の時に控除してくれる制度があるんですよね。こういう

ふうなものもあるということも、やはり一つＰＲすることも大事なのかなと。それが結果的にはまちづくりの

財源に使われるんだということに繋げて行けるのかなと。これはまだちょっと具体的に広報等でも取り上げて

ませんけども、こういうものもＰＲしていきたいという考え方です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。今のちょっと引き続きいいですか。これは室蘭市が何か建物と言

うか、ちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱり公募して５億円の、そういう公債と言うか、町債と言うの

か、何か発行して、公募債と言うのかな。そういうのを募集した時に、１日午前中で申し込みが殺到して、一

気にそれが出来たという話を聞いたんですけども。ですから、すごく効果的。利息もやっぱり普通の銀行等よ

りもちょっといいということでの応募があったということを伺ったんですけども、そういう効果的なものとい

うのは、かなりあるっていうことを見込んでますか。町民にとって効果があるのか。町にとってはどうなのか

という。銀行よりも利率というのは下げているものかどうなのかね。その辺、分かる範囲で教えていただきた

いと思います。 

○財政課長（辻昌秀君） まず、町から見るとですね、今、銀行が貸してくれなくて困っているという状況で
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はないんですよね。借りたければ銀行で大いに使ってくださいと。信用金庫含めてですね。決して貸してくれ

ないということはないんですけれども。ただ、あと金利についてはですね、一般に銀行から借り入れるよりも

下げれる可能性はあるのかもしれませんけども、そういう部分では、もし、金利が銀行から借りるよりも低け

れば町にとってもメリットのある話になるのかなと。逆に応募すると言うか、購入される町民の方は定期に置

いておくよりもいい利率で多分、これを引き受けていただければね、そういうような形になると思いますけど

も。ただ、年数的にある程度建物を建てるやつですから、今の場合で単独事業で１５年で銀行から借りてます

けども、一般の方に買っていただくのに１５年も据え置きということには多分ならないでしょうか、その辺の

方法論としては５年おきに借り換えするだとかですね、そういう方法論もやっぱり検討しなきゃならないのか

なと。だから、実際、もし、町民の方引き受けても、金利が最近ちょっと上がりぎみですから、５年間据え置

きですので、その辺を含めて、今は金利はいいけれども将来的にどうなるのかなという保障については、最初

借りた時に決まりますのでね、５年間なりね。そういう部分でまた、いろいろな選択というのは町民の方も出

てくるんでないでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） ちょっと私の記憶が定かじゃないんですけど、最近、遠別でしたか、どこだかで、こ

の公募債じゃないんですけども、町でやった事業なんですけども、何て言うんですか、振興公社みたいな形で、

ただで、利息なしで借りてる方法もありますよね。あれも募集の人が結構多いというのを聞きましてですね、

金利も確かに必要なのかもしれないですけども、今、金融機関が不安定なので、たくさんお金のある方はどこ

の金融機関に預けていいか困っていらっしゃる方も、私、もしかしたら白老町内にも結構いらっしゃるんじゃ

ないかなと。ですから、極端な考え方ですけども、ちょっと財政課にもその辺うまく、ただで借りれる方法な

いのかなと。検討してみてはいかがでしょうかと思うんですけども。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻昌秀君） ちょっと道東の方だったと思うんですよね。確か無利子でということで検討したけ

れども、結果的には総務省の方から無利子ではちょっと困るということで。それが景品でいいという形になっ

たかどうか、私そこまで承知してないんですけれども。最初、何かそういうふるさとの農産物を付けるからと

か、そういうことでやろうとしたけど、一時ストップ掛かったと、そういうような話がありますね。無利子が

駄目でも本当に低い金利でいいのかどうかとかね、そういう部分ありますけど。基本的には市場の金利をベー

スにやってくださいというのが国の考え方ですけれども。最終的には、今のところまだ許可制度ですので、道

の方で許可してくれる範囲内であれば金利は下げれるのかなと思います。ただ、この資金の割り当てについて

はですね、国と言うんですかね、財務省から今、うちが借りてるかなりものは港湾の事業にしても財務省から

借りると。元の資金運用部ところから借りたりとか、あるいは郵政局から借りたりとか、今ちょっと郵政公社

になったから名前変わると思うですけど。そういうふうに資金の割り当てもされてしまうんですよね。最終的

に民間の金融機関から調達してくださいということで割り当てあったものを、こういうもので確保出来ると、

一応そういうような形になるかと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にございませんか。はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ２、３ちょっと、印象で大変申し訳ないんですけども。このプランニューですね、健

全化指針。当初の健全化計画もそうなんですが、非常に企画としては文書でわかりやすいんですけれども、い

ざ、実践段階の各テーマ別の何をどうアクションおこしたら、この目標に達成出来るのかというですね、その

ような具現化したものが出てこないんですね。それで、私いつも思うんですけれども、例えば、企業の方針と
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いうような場合は、これはあまり重視しないで、いついつ迄に、誰々がどのような手法で展開してやっていく

とこうなるんだという、そのような一つのガイダンス、実践計画を進めるのが通常なんですけれども、具体化

はされると思うんですけれども出来るだけ、これは役所ベースの企画書ですから、これはどうかないんですけ

れども、このような情勢下ですから、出来るだけそのような考え方の中で誰が見ても、これをやるとこう行く

んだなと。結果的にこうなるんだというですね、そのような実際の実践企画というものをもう少し役所の方も、

皆さんでやっぱり突いていくべきじゃないのかなという気がいたします。非常に年度が長いものですから、平

成２０年までという企画の中で話してきますと、だいたい先見るともう５年も６年もあるなということで行く

場合もあるでしょうし、そういうふうな意味では短期、中期、長期の捉え方をもう少し明確にしてね、そして

今年度中に一つの展開策を考えるようでございますので、そのような企画をもう少し織り込んで行かれたらど

うかなと思っておりました。これについては別に要望でございます。 

  それともう２つは、毎年秋に白老町出身の関東に在住する町民出身者の方の会議を集会をやっているわけで

すよね。それで、私いつも思うんですけど、私も横浜におりまして随分お世話になりましたから、こんなこと

言うとおかしくなるんですけれども、やはりマンネリ化したあのような行事というものを考え直したらいいん

じゃないかと。例えば、岩手の場合はどうやるかというと、やはり地方別にやっていることはやっているんで

す。だけれども、各部署の例えば企業誘致の部門とか、その他の産業経済の部門とか、営業しているんですよ

ね。集まったお客さんに。もうちょっと具体的に言うと、大体どこどこの会社の何々さんてわかるわけですか

ら、そうしますと、例えば関東地方のいろんな情報をその場所で収集するという仕事をやっているんですよね。

ただお土産を持っていって皆さんにどうぞということは非常に白老町は裕福に見えるんですよね。課長も行っ

ているのでわかると思うんですが。お客さんすごいうれしいんですよ。行くとお土産貰えるし、集まってくる

んだけれども。ただ、やりっぱなしでね。片通行だと。やはりギブアンドテイクで、私は白老町出身のあれだ

けの人が集まるわけですから、百数十人も集まってくるわけで、会社の社長さんもおります、重役さんもいる

んですけれども。何でもうちょっとああいうふうな所を使わないのかなという気がするんです。ですから、ど

うせ費用かけてやるわけですから、やめろとは、主張しませんけども。非常にいいことなんだけども、もうち

ょっとがめつさ出していいんじゃないかなと。岩手の場合はこうやるんです。大体企業の出身者と民間と、そ

れから個人営業者おりますけれども、大体席を別にしておきましてね、そして、やはり会社経営の役員とかな

んかは大体そういうふうな話で集まるように、産業、商工、企業誘致の方がそっちに行くと。それから、総務

とかその他の関係の方については一般民間人とこやってるとかですね。そのようにして、やっぱり町のために

なるような、いろんなやっぱり、黙って見てると営業やるんですよね。何々の情報いかがでしょうかと。とこ

ろが白老の場合は非常に町はこうなりましたって宣伝ばっかりやってるけれどもそれやらないでしょ。今、言

ってわかるように。逆に言うと政争の場所に使われちゃうと。大臣が喧嘩しちゃうと、あそこでね。経験して

ると思うんですけど。ああいうふうなことは僕、非常におかしいと思うんですよ。何も国会議員が集まる場所

わざわざ提供してけんかさせてね、皆でいやな質問してやってるんだけど。ああいうふうなことは僕ね、避け

るべきだと思うんです。ですから、新しい町長、また平沼さんも言っているから、また集めるかもしれないけ

れども。あんなことは僕ね、非常にいやな気持ちしますね。この地区の出身大臣が二人で演説し合って、今度

ね、名前指しで喧嘩したりしてね。集まったお客さん何か白けちゃうよね。ああいうふうなことは僕ね、止め

たほうがいいと思うんですよ。無理して大臣なんか呼ばない方がいいです、あんなことやるならね。例えば、

そのようにして、あれだって相当な経費掛かると思うんですけども、やるんだったらやっぱり情報をもらうよ

うなね、事前に工作してね。そして、もう少し町のためになるようなね。町に飛行場出来たって、そんなこと
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ばかり宣伝しないでね。大変なんだということを僕ね、宣伝してもらいたいんですよね。ですから、何か見て、

私お邪魔してお陰を被った方ですから、いつも大変だなと思うんですけれども、企画の段階でもう少しやはり

マンネリ化したやり方でなくて、どうせ費用を出すんだったら、そういうふうな所に焦点当てたらいいだろう

というような気がいたします。ですから、そういうふうな意味で岩手県は貧乏県ですから、その点がめついで

す。今、ここの工業団地いくらで売ってますけど社長どうですかって、飲みながらやっているわけですけれど

も。そういうふうなことは白老町やらないもんね。だから、ちょっと参考まで。せっかく、こういうふうな時

代ですから、あのような機会を捕えて、出来るだけ情報を得るような場所に使ったらどうかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） これは要望でよろしいんですか。 

○委員（吉田正利君） はい。要望でいいです。 

○委員長（吉田和子君） じゃあ、要望ということで。委員の皆さんにお諮りしたいと思います。及川副議長

も、もう少ししたら退座しなきゃならなくなりますので、今日、３人の委員さんいなくなりますので、本日の

会議はこの程度にしたいと思うんですがよろしいでしょうか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） じゃあ、明日は１０時から、また、この委員会を開きたいと思いますので、この続

きをまたよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

        ◎閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） じゃあ、以上で本日の委員会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

                                                          （閉会  午後２時２１分） 

 


