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◎開会の宣告 

〇委員長（吉田和子君） おはようございます。ただ今から総務文教常任委員会を開会いたします。 

 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〕 

〇委員長（吉田和子君） ご異議ないものと認めます。よって、委員会条例第１１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 

◎所管事務調査 

〇委員長（吉田和子君） では次に、本日の日程なのですが、昨日に続きまして財政健全化指針の総合

対策についてでありますので、説明から入ってよろしいでしょうか。 

本日の日程といたしまして、今日、財政健全化指針の総合対策が終了後時間がありましたら、陳情の

第１号として、政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情書があがっておりますので、総務文教常任

委員会に付託されておりますので、その件について審議したいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

じゃ、説明の方からよろしくお願いいたします。 

 辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） おはようございます。それじゃ昨日に続きまして、所管事務調査のテーマ

であります、財政の総合対策についてご説明をさせていただきますけれども。 

昨日は一応これまでの財政健全化の取り組みについてですね、ご説明をさせていただいております。 

本日につきましては、白老町だけの話ではございませんけれども、今後の白老町の財政運営を考える

に当たりまして、地方財政のですね、仕組みが、特に三位一体の関連でどうなっていくかなと、そうい

う部分について、１つご説明しておいた方がよろしいかなということでですね、今後の地方財政の現状

と課題ということで、まず動向をご説明させていただきます。 

あと、後段では白老町の今後の財政健全化の今後の取り組みについてですね、特に１６年度予算編成

に向かってですね、今現在やっている作業も含めて、ご説明させていただくと。そのように考えており

ます。 

それでは本日の最初の説明事項であります、地方財政の現状と課題につきましてご説明いたします。 

資料につきましては、配布している資料、続き番号でちょっと番号をふってございませんけれども、

資料の３ですね。資料の３と資料の４に基づきまして、地方財政の現状と課題をご説明させていただき

ます。 

真ん中より後ろの方のページに、資料の３という右肩に付いている部分がございます。この資料の３

につきましては、実は先般７月４日に札幌市におきまして、日本地方財政学会という研究者の集まりの

会議がありました。その中で、総務省の交付税課長が特別講演をなさった内容になっております。 

６月の末に、骨太方針２００３というのがまとまりまして、昨年からいろいろ検討課題でありました

地方財政の三位一体についてのですね、おおよその 1 つの整理がついたと。残された課題もありますけ

れど、それらも含めてですね、交付税課長の方からお話がありましたので、そのお話を紹介することが

ですね、一応タイトルは地方交付税の現状と改革課題になっておりますけれど、地方財政のですね、現
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状と課題ということになろうかと思いますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。 

それでは、資料３の１枚目、１６ページというページが付いているレジュメになりますけれども、第

１の課題ということで、大幅な財源不足ということが指摘されております。 

これは、国と地方をそれぞれですね、大幅な収支不足に陥っているという１５年度の概要が書かれて

おりますけれども、国については国の１５年度の一般会計の規模が８２兆円でありますけれども、その

中で税収として確保できるのが４２兆円。その不足分のかなりの部分を赤字国債ということでですね、

発行せざるを得ないという状況になっているということであります。 

地方財政につきましては、地方財政計画の規模。これは都道府県、市町村を一応合算したものの規模

でありますけれども、８６兆円。ほぼ、国の一般会計に相当する部分になっておりますけれども、この

内収支不足ということで１７兆円。平成１５年度のですね。地方財政全体の見通しを立てるに当たって、

収支不足１７兆円ということで色々な対策が講じられております。 

その主な内容ですね、ちょっと載せてございませんけれども、３つほどご紹介させていただきますけ

れども、通常収支の不足ですね。これは今の景気の低迷等によりですね、地方税全体がなかなか伸びな

い、あるいは減額になっているというような状況も含めてですね、通常収支の不足としては１３．４兆

円というようなおさえがなされております。 

あと恒久減税ということで、平成１０年度にですね、恒久減税が実施されているのですけれども、そ

の跳ね返りの部分でのその減収というのが３．２兆円ございます。  

あと平成１５年度につきましては先行減税ということで、国税、所得税等ですね、いろいろな減税が

されておりますけれども、地方に対してもその跳ね返り等がございまして、先行減税の影響額が０．７

兆円。合計すると１７．３兆円というようなことになっております。 

簡単に１７兆円ということになっておりますけれども、収支不足１７兆円。それに対していろいろな

交付税のかさ上措置だとかあるいは臨時財政対策債の発行だとか、いろいろなことが１５年度の地方財

政対策で行われまして、それらに基づきまして白老町の予算も組むことができたということになってご

ざいます。 

あと（2）として特例的な借入ということで、先ほどの話の部分でだぶる部分もございますけれども、

国については赤字国債３兆円。地方につきましてはその１７兆円の内数でありますけれども、交付税の

特別会計の借入で２兆円。地方交付税というのは、国から直接交付されるという、国の一般会計から交

付されるということじゃなくて、一度特別会計を経由して交付ということになっておりまして、その特

別会計として地方に配分する不足分の一部として２兆円の借入を行っているというような内容になって

います。 

あと赤字地方債という部分では、その１７兆円の内ですね、その交付税と国が国の中で対応するとい

うことじゃなくて、地方がですね、地方側の方で独自にと言いますか、それぞれ対応するということで

位置付けられているものが８兆円あったということでございます。 

その内訳としては、臨時財政対策債と減税補てん債。この減税補てん債につきましては、先ほどご紹

介した平成１０年度の恒久減税に係わる部分と、平成１５年度の先行減税に係わる部分も一部ございま

す。 

次、（3）の地方交付税ということで載ってございますけれども、後ほど資料４のですね、方でまたご

説明しますけれども、地方交付税というのはですね、法定５税と書いておりますけれども、地方交付税
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の基礎になっているものは、国のですね、所得税の１００分の３２。国の法人税の１００分の３５．８。

酒税の１００分の３２。従来これらが地方に交付される分ということで位置付けられておりましたけれ

ども、平成元年度以降のですね、いろいろな財政対策で、消費税が導入になったということでその１０

０分の２４。たばこ税については１００分の２５。そういうものが地方交付税の財源とされております。 

これは法律で決まっている、地方に配分しなきゃならない国税の割合。それが地方交付税の法定５税

と言っている部分ですけれども、１１兆円ということになってございます。これは１５年度の数字の中

でですね。 

ところが、実際交付税の交付というのは、それぞれの自治体が運営するにあたって、標準的な経費と

いうことで、基準財政需要額というですね、支出ベースの一般財源の額を出して、それから基準財政収

入額というそのそれぞれの自治体が、入ってくる税収だとか交付税以外のいろいろな国からの交付金、

そういうものを差っ引いて足りないものを一応地方交付税ということで配分されるのですけれども、そ

ういう計算の中では平成１５年度については、地方に交付しなきゃならない交付税総額が１８兆円とい

うことで位置付けられております。 

この差額がですね、交付税を配分するに当たってのまた収支不足の額ということになっております。 

その１８兆円から１１兆円を引いた７兆円ですけれども、その内６兆円が本来交付税ということで配

分しなきゃならないものでありますけれども、赤字地方債に振り替えられているものもあると、そうい

うことでこざいます。 

ちょっと資料の方に、ちょっと資料４の方ですね、ちょっとお開きいただきたいと思います。 

資料の４ですけれども、今言ったような話をこれ、国の一般会計、国の交付税特別会計、地方財政計

画ということで、実際地方側の歳入歳出ですね。一応絵にしているものでございますけれども、先ほど

言いました法定５税も含めてですね、国の一般会計での交付税の財源としてですね、確保されたものが

１６．４兆円ということになっております。 

一般会計の歳出のＢの所に書いています。この１６．４兆円の内ですね、実際国税で確保されるとい

うことになっている額が１０．６兆円。これでは足りないものですから、国の方で減税の影響額だとか

色々な影響額の不足分について、国の一般会計としてですね、歳入の国税で足りないものに加算する臨

時財政加算というのが５．５兆円なされております。 

あと法定加算というのは、過去の国とのやり取りの中で加算しなきゃならないものが、義務付けにな

っているのが０．２兆円ということになっています。この１６．４兆円が C の交付税特別会計に一般会

計から特別会計に出されると。 

それで、交付税特別会計では最終的には地方側に１８．１兆円ですね。D の所にある地方交付税１８．

１兆円、これを交付しなきゃならないので、さらにその差額の部分については交付税特別会計で借入を

２兆円おこしていると。 

特例交付金というのがちょっと載っていますけれども、これちょっと、交付税特別会計の交付税以外

の部分で過去に行った減税なんかの補てん措置ということで、また交付税以外の部分で特例交付金とい

うのがございますけれども、一般会計から受け入れした約１６兆円と借入金２兆円を合わせて約１８兆

円、地方交付税としては１８．１兆円ですね、これが都道府県等全国の市町村に配られている額でござ

います。 

一応このような形の中でですね、交付税というのが１５年度においてはですね、配分されるという部
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分です。 

法定５税のこの１０．６兆円、これはいわゆる実力部分と言っている、そういうこういう部分で地方

分権推進会議っていう、国のですね、会議がございまして、ちょっと新聞報道が一時されましたけれど、

東芝の会長さんが委員長をやった部分ですけれども、そこでも議論はこの法定５税をベースに今後交付

税を配分すべきじゃないかと、そういうようなちょっと議論なんかもいろいろされておりましたけれど

も、この実力分というのはここの部分だということでございます。 

交付額については１８兆円、最終的には１８兆円だということでございます。 

さらにその１８．１兆円だけでは地方側の財源が足りないという部分でですね、赤字地方債等への振

り替え６兆円を含めて、このDの地方財政計画のDの欄の地方債の１５．１兆円というのがございます。

その内１５．１兆円の内、通常分としては６．７兆円分、これはいわゆる事業実施に伴うですね、いわ

ゆる公共事業実施に伴う地方債の借入ですけれども、この特例分というのはその財源不足の分６兆円を

含めてですね、特例分として地方側も独自に借入をおこしていると、そういう部分でござまいす。 

そういうことで、地方財政１７兆円のですね、収支不足については国の交付税の加算措置とか、国の

特別交付税でさらに借入を２兆円おこすだとか、また地方側では通常の地方債以外に特例分として借入

をおこすとか、色々な措置の中でですね、１７兆円の収支不足を１５年度は確保するということでの、

１５年度の全国の市町村都道府県の予算が成り立っていると、そういうようなことになっています。 

こういう国・地方を合わせてのですね、こういう収支不足について、若干ちょっと資料が付いており

ますので、ご説明させていただきますけれども、資料４の３ページですね、ちょっとグラフになってい

ます。棒グラフ、折れ線グラフがございます。資料４の３ページです。タイトルは地方財政の財源不足

の推移ということになっております。 

これまでにない赤字比率ということでレジュメに載っておりますけれども、この赤字比率というのが

ですね、このグラフの中で折れ線グラフになっている部分ですね。平成１５年度についてはちょっと字

が小さいですけれど２０．２％。これがいわゆる地方財政全体の赤字比率。分母が地方財政計画の規模

で、分子がその財源不足額１７兆円、いわゆるこれは単年度の赤字という捉え方の中で出しているもの

で、赤字比率２０．２％ということになっております。 

この、これまでの推移の中の問題としてはですね、平成４年度以降ずっとほぼ右肩上がりにですね、

この財源不足が続いて、その赤字比率が上がってきていると。非常にこの構造的な問題と言うのですか

ね。そういうことが大きな問題となっております。 

あと、これらがその構造的という部分ではなぜこういうような形で地方財政の赤字額が増えてきてい

るかという部分で言われているのが、１つは交付税の元になる国税収入の伸びがもうないと。逆に最近

１０カ年ではマイナス２％というような数字がございます。 

その前の１９年間、オイルショック以降景気の停滞ということが言われておりましたけれども、平均

その１９年間では８．７％伸びているけれども、最近１０カ年では逆にマイナス２％になっているとい

う。 

もう１つは高齢化の進展というのがですね、やはり国、町を問わずですね、この財源不足の部分では

影響が出てきているのではないかというふうに言われているようでございます。 

この赤字比率の先進諸国の推移ですけれども、４ページの方のグラフを見ていただきたいと思います。

国及び地方の財政収支ということで、先ほどの赤字比率は地方財政の赤字比率でしたけれども、これは
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国と地方を合わせての赤字比率ということであります。 

これはＧＤＰ比で国民総生産と比較してのその財政の収支不足の額の比率でありますけれども、日本

については１９９０年については先進諸国の中でもトップクラスの、収支の不足が少ない状況だったと

いうのが、それ以降右へずっとこう下がってきていると。 

それで最近では２００３年の予算でいけば、先進諸国の中では最低になっていると。マイナス８％ほ

どになっていますね。国と地方を合わせてマイナス８％と。アメリカがマイナス５．５％と、これはＩ

Ｔバブルがちょっとはじけたとかというような言い方をしておりますけれども、ヨーロッパ諸国につい

ては大体みんなマイナス３％に収まるような形になってきたということであります。 

ヨーロッパのマイナス３％というのは、講師の話では今統一貨幣のユーロというのがヨーロッパで使

われておりますけれども、ユーロに加盟する条件として、財政収支の赤字を３％未満にするというのが

１つの条件だということでですね、これは政策的にその赤字というのをですね、抑えざるを得ないと。

歳出の規模を抑制するとかして、マイナス３％に抑えるような財政運営をしているのだと、そういうよ

うなお話であります。 

以上が一応、地方財政の大幅な財源不足という部分でございます。その中で交付税の話も若干出まし

たので、特にその根幹となりますですね、地方交付税の推移につきまして、ちょっとこれ資料５になり

ますけれども、資料５でですね、ちょっと７、８枚ぐらいめくっていただきまして、資料５の方でその

地方交付税のこれまでの推移がどうなっているかというのをですね、見ていただきたいと思います。ち

ょっと後ろの方になりますけれども、右肩に資料５というのを付けてございます。 

まず、資料５の１枚目、１５ページ、ページ数で１５ページということになりますけれども、地方交

付税率の変遷ということでございます。これが先ほどちょっとご紹介した法定５税ですね。交付税の実

力分の法定５税がどうなっているかという部分ですけれども、所得税についてはですね、ずっと１００

分の３２ですか、これでちょっと推移してきていると。 

法人税についてはですね、最近は１００分の３２だったのが平成１１年で１００分の３２．５。平成

１２年から１００分の３５．８に上がっております。 

酒税についても１００分の３２ということでずっと推移してございます。 

消費税につきましては、これは確か平成元年の消費税が導入になってという部分で、消費税の内、当

時３％ですね、３％で導入されていますけれども、その内の１００分の２４については地方交付税の財

源、地方に配分されるものだというような位置付けになっています。現在は、平成９年以降、これ消費

税率が５％にですか、変わった時だと思いますけれども、その時の５％の内訳というのは、上がった２％

の内１％は地方譲与税。国税は４％ということになっておりますけれども、その国税の４％分の１００

分の２９．５は地方交付税の財源ということで交付率がちょっと上がってきております。 

あとたばこ税につきましては、平成元年以降は１００分の２５でですね、推移していると。今現在は

１番下に載っております、平成１２年度以降ここに記載されているような交付税率ですね、になってい

るという状況です。 

次のページ、下のページでは５８ページという部分ですけれども、これが地方交付税の全国ベースで

の推移になっています。交付税率等がいろいろと書き込んでありますけれども、交付税率は先ほどのよ

うなお話で、交付税総額の部分を見ていただきたいと思いますけれども、これまでずっと平成１２年度

まではですね、総額として増えるような状況になっています。平成１２年度で２１７，７６４億円とい
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うようなことになってございますけれども、１３年度以降ですね、段々減ってくるような状況になって

きたと。 

これは国税自体が伸びない、その交付税の元になるその財源が不足という部分もありますし、また地

方財政の見直しというような部分もですね、ちょっと出てきたと。そういうようなことになっています。 

あと最近の交付税のですね、その見直しの部分で２点ほどちょっとご紹介を次にさせていただきたい

と思います。 

次のページ、１８ページって書いている部分の事業費補正の見直しですけれども、これは平成１４年

度からですね、実施されております。 

事業費補正っていう言葉ですけれども、交付税の中でですね、交付税というのは基本的に経常的な経

費と、投資的な経費の部分でちょっと分かれているのですけれど、需要額の算定で。その、いわゆる公

共事業ですね、地方が行なう公共事業に対する交付税の措置というのがございます。そのほとんどは、

以前はその年にですね、実施する部分の財源ということですぐ足りない分の一部を補てんする措置があ

りましたけれども、交付税財源がなかなか厳しいという状況の中で、現在はほとんどがですね、元利償

還金について一定割合を交付税で措置するというふうに変わってきておりまして、それを事業費補正と

いう言い方をしてございます。 

その内訳としては、１つは公共事業。これはいわゆる国の補助事業ですね。港湾みたいな直轄事業を

含みますけれども。２番は地方単独事業という部分です。１４年度に、交付税のこの事業費補正の見直

しというのが行なわれまして、その大きな中身としてはまず、（1）として国の補助事業に係わる地方債

の充当率をですね、原則９０％に引き下げると。 

例えば港湾であればですね、港湾事業であれば毎年大体今５億円ベースの負担金ということでですね、

この事業をやるのだということで白老町の場合言っておりますけれども、その５億円の白老町の負担に

対して、平成１３年度までは９５％地方債の借入ができたということです。５億円であれば、４億７，

５００万円地方債の借入。それで２，５００万円、５％分を一般財源でまかなうということでしたけれ

ども、１４年度からは地方債の借入は９０％分４億５，０００万円、一般財源も５，０００万円確保し

なきゃならないと、そういうふうになってきてございます。 

さらに（2）として、その借りた今度地方債の元利償還金に対してですね、交付税の措置の率がですね、

変わってきております。B 類型って書いてございますけれども、港湾の例で申し上げますと、これうち

の場合の港湾でいけば、これまで借りた港湾事業に係わる地方債の交付税の措置率、大体７０％平均ぐ

らいになっております。B 類型が概ね６０から７０％のこの７０％という部分でしたけれども、これが

４５％って書いていますけれども、実際港湾の場合はですね、５０％ですね。５０％に下がると。この

７０というのは、財源対策債の分は８０％だったかな、交付税の措置率８０％で、通常債と言われる分

は交付税措置率３０％ですよと。ならすと７０％ぐらいになっていたのですけれども、基本的にはその

通常債と財源対策債、それらを含めて一律５０％ということで変わってきていると。 

だから今後補助事業をやるにしてもですね、地方の負担がちょっと多くなってくると。この元利償還

金、長期間に渡って返していく部分のですね、そういうのがそういうふうに変わってきているという部

分です。 

これが公共事業、補助事業に係わるですね、事業費補正の見直しです。 

あと２点目は地方単独事業ということで、これは国の補助金のない、地方で行なう施設整備の経費。
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白老のこれまでの例でいきますと、いきいき４・６ですね。総合保健福祉センター、平成６、７年ぐら

いにちょっと整備していますけれども、そういうものについてここに書いてあります（1）の地域総合整

備事業債というものがございました。これは財政力に応じてですね、最高５５％まで交付税で措置して

くれるという制度の中でですね、借入をおこして事業をやるということでやっておりましたけれども、

原則その地域総合整備事業債については廃止になったということであります。一応１４年度からですね。 

例えば１３年度に萩野公民館ですか、作って、昨年外溝事業ですね。萩野公民館をやっております。

実はこの萩野公民館というのは、この地域総合整備事業債を使ってですね、建設をしているのですけれ

ども、ただ、経過措置として１４年度廃止ということですけれども、１３年度にもうすでに着手してい

るものについては１４年度の借入分についても一部ですね、この地域総合整備事業債の適用を受けてと

いうことで、例外的に受けていますけれども、今後原則として新規のものは単独事業の地域総合整備事

業債という名称の中ではですね、無くなったと。 

ただ、構造改革の重点７分野の中では地域活性化事業ということでですね、ある程度メニューですね、

メニューを決めて、それに振り替えるものができておりますけれども、原則ハコ物は原則対象外という

ことでですね、今後はそういう公民館とかいきいき４・６みたいな建物については、その交付税措置の

地域総合整備事業債はもう無くなったので使えないと。 

あくまでも、一般単独事業債ということでですね、交付税措置の無い起債を使わざるを得ないと。こ

ういうふうになってきております。 

以上が事業費補正の見直しということです。これはすぐですね、大きく影響が出るということではな

くて、すでに今後事業をおこしていく部分についてですね、適用を受けないという部分です。 

ですから、港湾事業については１４年度以降のですね、借入について平均すると７０％ぐらいの措置

率だったものが５０％に落ちていくのだと。１３年度以前に借入しているものは従来どおりでですね、

交付税措置は受けれるということになっております。 

次、交付税の見直しの中の２点目、段階補正の見直し。次のページになりますけれども。この段階補

正というのはですね、この段階というのは人口規模の段階というふうにちょっと捉えていただきたいと

思います。 

自治体を運営するに当たりまして、人口の大きい町村から人口の少ない町村から人口の多い市という、

非常に市町村でも人口２、３，０００ぐらいの町、村からですね、何十万、百万を超える市まであると、

そういう部分になっておりまして、地方交付税については地方交付税の基準財政需要額の算定に当たっ

ては、人口の少ない所はやはり行政効率が悪いと。人口１人当たりの単価というのはやはり、行政コス

トがかかるのだと。そういうことでですね、その人口規模に応じてそのかさ上げしていくと。そういう

ような形の計算方式になっております。 

これは、具体的なちょっと、１つのイメージ例で見ますと、見直しのイメージ図ってありますよね。

交付税の基準財政需要額の計算に当たっては、大体人口１００，０００人をですね、一応標準として計

算するというふうになっておりまして、人口１００，０００人の市が一応この段階補正でいけば、段階

補正係数１．０ということになっております。１０，０００人を下回るほどだんだん行政コストが、人

口１人当たりの単価として多くかかってくるということで、左上がりですね。 

例えば、４，０００人を超えちゃうと頭打ちということになっているようですけれども、こういう形

で割増率が従来決められたと。その部分をですね、この上がり方を従来の割増率から１段下げていくと
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いうことが、平成１４年から３カ年でですね、引き下げするというふうになっております。 

これは交付税の配分が、人口の少ない所がかなり手厚い措置を受けているんじゃないかと、そういう

ようなちょっと批判というのがありまして、結構小さな町村でも立派な公共施設があるとかですね、そ

ういう部分の、本当にごく一部だと思うのですけれども、華美な施設だとかそういうような言われ方の

中でですね、やはりこの部分は少し下げていこうという部分になっています。 

それを単純に、効率的な財政運営を行なっている上位３分の２の団体の平均を基礎としてですね、こ

の割増率を算出するというふうになっております。 

そして、見直しの対象項目としては、１９ページの下の方に書いております消防費以下ですね、こう

いうこれらの項目についてですね、段階補正が見直しされていると。 

白老町の場合ですと、確か概ね１，５００万円とか２，０００万円弱ぐらいですかね、１４年度でで

すね。この段階補正で。従来の段階補正と、その実際１４年度に見直しされたその交付税のやり方で計

算して、いくら減ったかという部分では、確か２，０００万円弱ぐらいの減額ということになっており

ます。 

以上、地方交付税についてですね、推移と、現在の見直しという部分です。それらの見直し事項も含

めてですね、今後の地方財政の課題という部分で、これちょっと資料３に戻っていただきたいのですけ

れども、資料３のですね、１７ページですね。資料３の２枚目の１７ページを見ていただきたいのです

けれども、先ほど地方財政の課題ということで、財源不足というのがありましたけれども、一応交付税

課長の話では第２の課題ということで、地方財政の自立という部分が出ております。 

１つは交付税に対する批判として、地方団体を甘やかしているって書いておりますけれども、これは

簡単に何を言うかと言いますと、交付税自体がですね、国税の一定割合、実力分ですべて今まかなえな

い状況ですけれども、一応国税の一定割合が一応地方にそのまま配分されるという仕組みになっていま

す。 

それで、あと基準財政需要額というのを算出して、あと収入額を差っ引いて足りない部分は配分され

ると。そういう部分のこの仕組みというのはですね、地方の中でその努力する所、努力しない所という

のですかね。そういう所に関係なく、一応ある程度の人口をベースにですね、決まってしまうと。そう

いう部分に対して、努力していないと言いますか、特に行政改革を含めての話だと思うのですけれども、

そういう部分で、最低限と言いますか、標準的な行政財源は交付税ということで税収がいくら少なくて

も保障されていると。これ７５％という部分なのですけれども。そういう部分の話ですね。その中の要

素としてはまず、量の問題で多すぎるという部分ですけれども、これは特定の団体がどうだということ

じゃなくて、地方団体全体の話ということなのですけれども、地方団体の無駄な事業を助長しているの

ではないかと。これは、先ほど新聞報道等の指摘の中で、小さな町村でも立派な公共施設というのが整

備されているよと、そういう部分ですね。 

あと、地方税に比べて多すぎると。特に白老町についても、町税が２０億ちょっとという状況の中で、

地方交付税がですね、ピークの時は４０億ぐらいありました。今は３６、７億円ぐらいに下がってきて

いますけれども。そういう部分ですね。 

そして、交付団体が少なすぎると。税収でまかなっている団体の割合、今ですと全国のですね、１割

もないというような状況。目標としてはこれもっと上げなきゃならないというのが三位一体の中で出て

おりますけれども、そういうような。 
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それと、先ほどの平成１５年度の地方財政対策の仕組みの中でちょっとお話しておりますけれども、

法定５税の実力分では足りないものを特別会計でさらに借入してですね、地方に配っていると。だから

この借入までして交付すべきかという、そういうような指摘があると。 

これが全部そのとおりかというと、地方側にはそれぞれ言い分というのがありますのでね、その辺は

また三位一体の中で、そうではないという部分の議論もされておりますけれども、一応こういうような

批判があるということです。 

あと、やりすぎという部分で、方法の問題としてはですね、自治体の中のですね、部分で、都市に比

べ地方を優遇しすぎだと。人口１人当たりの単価というのがですね、先ほど段階補正というのがありま

すけれども、特に小規模団体をですね、優遇しすぎているんじゃないかと。 

国税の収入時では大規模な自治体からの国税収入で、その足りないものが小規模の方にですね、回っ

ているんじゃないかという、都市側の批判ですね、これはね。 

それとあと、公共事業、投資単独事業を誘導しているのではないかという、その事業費補正の仕組み

に対する批判というのがあったと。平成元年以前のふるさと創生以前ですね、あまり地方単独事業に対

しての交付税措置というのは、あまり、メニューとしてはあまり無かったと。   

それが、ふるさと創生以降ですね、地方の自主的なそういう取り組みというものを重視するよという

部分と、あと日米構造協議、アメリカからのその外圧によるですね、国全体の公共投資を増やせと、内

需拡大という動きの中で、国の補助事業の公共事業以外にですね、地方の単独事業も増やさなきゃなら

ないという、そういうような背景の中で、単独事業についてもその支援措置が事業費補正という形で拡

大されてきたと。そういうようなことに対する、また逆の批判ですね。 

当時としてはそういう理由付けの中で、いろいろ拡大していったものが、最近ではその財源不足とい

う部分からですね、こういうものにかなりその交付税が取られていくというような状況の中での、批判

というのは出てきています。 

あと、細かく算定しすぎということで、交付税の計算の仕方が単純にその人口だけということではな

くて、いろいろな急減補正、人口が急に減った自治体については一気に減らないようにですね、５年間

で縮減になるとか、急増している所についても、ある程度その急増補正というのがあるのですけれども、

そういういろいろな補正がございます。交付税とは言え、人口以外のいろいろな自治体の特殊な事情を

考慮してですね、配分すべきだということで、段々複雑になってきたと。非常に分かりづらくなってき

たと。そういうものに対しての批判という部分ですね。こういうものに対する、その交付税に対する批

判というのが出てきていると。 

それは、財源不足というのが、かなり大きな財源不足だから逆にこういう交付税ですべて対応できな

いから出ているというものだと思うのですけれども、最近こういう部分でいろいろな意見が出てきて、

先ほどご説明したような段階補正、事業費補正の見直しが行なわれるようになってきたということでご

ざいます。 

あと、（2）の最近の動きというのは一応、これが三位一体の部分ということで、ここの部分が地方財

政の課題という、最近当面している大きな課題の部分でございます。 

特に三位一体の部分の議論を含めてですね、若干資料をまた、後の資料も見ていただきまして、ご説

明しますけれども、この三位一体の議論のベースになるのが、ここに書いておりますこの最近の動きの

年表のですね、平成１２年４月、これは資料３のですね、資料３の２枚目の下の方になりますけれども、
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資料３のページでいけば１７ページと書かれている。１７ページの中段から以降（2）最近の動きという

所ですね。 

平成１２年４月に地方分権改革一括法が施行されましたよと。これ何か第１次分権と言っているよう

ですけれども、この中で色々な事務がですね、自治事務と言うのですか。自治体の方でやられる事務が

はっきり機関委任事務が無くなり整理されてきたと。 

 ところが財源的な部分の整理がですね、併せてこれがされなかったというのがですね、その後ちょっ

と大きな問題ということになっております。 

 そういうその財源の問題がなかなか進まないというような部分でですね、その後その分権の関連の中

でその財源委譲というのがですね、課題になってきているということです。 

 平成１３年６月の地方分権推進委員会の最終報告では、残された分権の課題は財政の自立だと。はっ

きり税源委譲の問題ですね。そういう部分で出されたと。 

 その１３年６月というのがまた、小泉内閣が発足しまして、経済財政諮問会議という仕組みができま

した。国の経済財政に関する最高の決定機関ということで、非常に公開性を持った経済財政諮問会議が

作られ、その中の骨太方針というのが出されております。これは交付税に対する批判の、先ほど言った

ような課題が出されたということです。 

 そういう中で、逆に地方側、国の総務省のですね、片山大臣の方から段階補正・事業費補正の見直し

の表明があって、先ほど１４年度の交付税の方に移っていったと。 

 それで三位一体の部分の前段として、１４年５月に片山総務大臣が５．５兆円の税源委譲案というの

を出されております。これはかなり、この時点からいろいろこの税源委譲のことが新聞報道されている

というような流れになっております。 

それで昨年の６月ですね、三位一体の方針ということで閣議決定されたと。補助金の削減ですね。交

付税の縮減。それに伴う税源委譲という、三位一体を１年以内に取りまとめするんだよということで行

われておりまして、７月には段階補正・事業費補正、先ほど言ったような交付税の算定がされまして、

１２月に三位一体の芽だしということで、平成１５年度の国の予算編成の中でですね、２，４００億円

の一般財源化ということが行われております。 

中身としては、白老に係わる部分としては、今後地方の道路の整備については、補助制度を基本的に

はやめると。そのかわり地方道路譲与税ですか。そういう部分の配分を上げるとか、そういうようなこ

とがされています。 

都道府県ではその、義務教育の職員のですね、事務職員の共済費を一般財源化するとか、そういうふ

うにされております。 

ただ、具体的にはその三位一体の基本的な流れというのはまだ昨年１２月では出されていないという

ようなことでございます。 

本格的な議論がされだしたのが、今年の４月の経済財政諮問会議で三位一体の議論からということに

なっております。ところが財務大臣のうそつき発言とかということで、一部新聞報道されている部分で

す。 

それで５月になりまして、地方分権改革推進会議の水口私案、これ東芝の会長さんが委員長をなさっ

ている部分で、かなり地方から反発を受けた部分ですけれども、この水口私案のポイントというのは地

方交付税をですね、先ほど言った国税５税の法定率分を削減するというのが１点。 
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それと、財源調整という交付税の機能というのがございます。これ財政力の弱い所に対して財政力が

強い所に持っていくという部分の財源調整ですね。そういう財源調整の他に、財源保障。どうしても財

源が足りない分は交付税で面倒を見るのだよという、その財源保障という部分を非常に少なくして、共

同調整税、財源調整という部分に移行すべきだという、そういうような案になっていましたけれども、

この水口私案は国の財政改革優先の一応提案でして、この三位一体の部分の内容については、国税等の

増税の時期まで先送りするという内容だったため、マスコミ等から地方からですね、大反発を受けて、

結果的には今回の三位一体の中には繁栄されなかったという部分でございます。 

それで、６月に入りまして、いろいろな国の機関の地方分権改革推進会議とか財政審議会から、この

三位一体についていろいろな意見がなされ、最終的には６月２７日でしたか、骨太方針の２００３とい

うことで三位一体のですね、方針というのが現段階での整理というものがなされたという部分です。  

この内容につきましては、３年間で４兆円の国庫補助金を廃止縮減すると。その相当額を基幹税って

書いていますけれども国税、これ法人税とか所得税という、そういう捉え方だと思うのですけれども、

消費税も含みますかね、それも含めて税源委譲するという部分です。 

この骨太方針２００３のポイントとしては、今年春からのいろいろな検討の中で、各省庁の事務次官

クラスでの議論とかそういうものに委ねたけれども、最終的にはなかなかまとまらないで総理が最終決

断をすると、そういう部分の重みがあるという部分と、あと経済諮問会議の中でですね、この骨太方針

というのが決まったと。この経済諮問会議というのは、非常に公開性の高い会議で、議案が事前に公開

され、インターネット等でですね。そしてその議事録自体が何日間かすれば流れてくるという、一般に

もですね、非常に情報というのは公開されているという部分の、そういう公開の場で決まっていくと。 

さらに、今回のこの骨太方針２００３というのは、この５月、６月の新聞報道がかなりされておりま

して、国民に対して、問題点というものが１つ理解されたのではないかと。１カ月間のいろいろな大騒

動がありましたけれども、マスコミ報道も含めてですね、国民もおおよそ理解したのではないかと。そ

ういうようなポイントがあるのじゃないかと、そういうような受け止め方をされているようです。 

それで、骨太方針のですね、２００３の概要ですけれども、資料４ですね。資料４の方のちょっとい

ろいろこうページが前後しています。資料４の中に１２ページというのがあります。資料４をよくめく

っていただきまして１２ページという部分で、目次が付いていますけれども、経済財政運営と構造改革

に対する基本方針２００３という部分でございます。 

これが一応今回６月２７日に経済財政諮問会議で決定された、骨太方針２００３でして、この中で三

位一体の部分に触れられた部分が２ヶ所あります。 

第２部の６に国と地方の改革という部分です。それと付属資料になりますけれども別紙２ということ

で、国庫補助負担金等整理合理化方針というのがですね。一般的には骨太方針２００３の中で三位一体

の改革の方針というのが示されたというふうになっておりますけれども、補助金についてはですね、こ

の別紙という形でさらにですね、ある程度今後見直ししなきゃならない補助金について例示されたとい

う部分です。 

その内容ですけれども、次のページですね。１９ページと１３ページと両方ページを振っている部分

ですけれども、この改革のポイントということではアンダーラインをしていますけれども受益と負担の

関係を明確にし、地方が自らの支出を自らの権限、責任、財源で賄う割合を増やし、真に住民に必要な

行政サービスを地方自らの責任で自主的、効率的に選択する幅を拡大すると。効率的で小さな政府を実
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現するというのが目指す姿ということになっておりますけれども、この中で受益と負担の関係を明確化

という部分ではですね、やはり基本的にはですね、地域共通のその経費、いろいろな住民サービスの経

費は地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うことが必要なのだと。この辺かなり、これまでの地

方分権のいろいろな報告の中でも出ていまして、この部分というのは今後その税のあり方とか、あるい

は使用料・手数料のあり方を含めですね、やはりちょっと考えていかなきゃならないということで、国

から提案されている部分です。 

そういうものを受けてですね、自主的な財源で賄う割合を増やさなきゃならないというようなことが

謳われています。 

また、行政サービスについては自主的にですね、自主的・効率的に選択する幅を拡大すると、そうい

うような内容になっております。 

あと、おおまかな内容をご紹介しますと、次の一応２０ページ、１４ページというのも振っています

けれども、アンダーラインの部分ですけれども、まず改革と展望の期間、三位一体をどのぐらいのスケ

ジュールでやるかという部分においては、一応平成１８年度までですね。 

だから１６、１７、１８。国の予算の時期でいけば今後１６年から１８年度まで、一環で段階的に行

うということですね。 

ですから、次のアンダーラインの国庫補助負担金については概ね４兆円程度を目途に廃止、縮減等の

改革を行うとなっていますけれども、一応この３年間の中で行うと、そういうようなことになってござ

います。 

あとその中で、地方交付税の改革という部分で謳われている部分がその下にございまして、地方財政

計画の歳出を徹底的に見直す。これにより地方交付税総額を抑制し、財源保障機能を縮小していくと。 

一時、水口私案ではこの財源保障機能を廃止すべきだという議論がされたのですけれども、一応財源

保障機能は残しながらも一応縮小していくと。そういうふうな考え方が出されています。 

次、交付税の算定方法等については次のページの算定方法の簡素化とか、段階補正の見直し。地方債

元利償還金の後年度算入措置を各事業の性格に応じて見直すということで、段階補正については今取り

組まれている部分なのですけれども、事業費補正についてもさらにですね、見直すというような部分が

謳われておりますので、今後心配な部分ではその、港湾のですね、今５０％でいっている交付税措置が、

今後どうなっていくかなというものも今後注目していかなきゃならない部分かなというふうに捉えられ

るかと思います。 

あとその交付税が減る、国庫補助金も減っていくっていう部分のその税源委譲についてはこの下の方

にございます、税源委譲に当たっては個別の見直し・精査を行い、補助金の性格等を勘案しつつ８割程

度を目安として委譲し、義務的事業については徹底的な効率化を図った上でその所要の全額を委譲する

となっていますけれども、簡単に言えば義務的な経費は１００％税源委譲しますよと。 

それ以外の奨励的な補助金については、８０％ですね、税源委譲と。と言うことは、補助金の減る分

の一部がそれは税源委譲されないという部分なのですけれども、その考え方としては、補助金というそ

の全国一律の縛りという基準の中での行政運営ではなくて、その各自治体の一般財源、税源委譲した中

での財政・行政運営をすると効率的にできるだろうと。 

例えば今、国、道路のですね、補助制度というのは２車線作らないと普通補助制度にのらないのです

よね。それが、都道府県の中では１．５車線というようなですね、道路をやる自治体が出てきていると。
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要するに、交通量の少ない所はですね、待避場を設けるなりして、今大体平均すると１．５車線化であ

ると。実際に通行には支障ないだろうと。 

そういうような工夫というのが単独事業、こういう補助制度を廃止して税源委譲して、単独事業化す

ることによってできるだろうと、そういうような見方の中でですね、この将来的な補助金については８

割程度の税源委譲というような考え方になっているのかなと思います。 

一応、三位一体の部分につきましてはそういうようなことで、例としてその交付税課長が言っており

ましたけれども、今回の特に補助金の部分については、ベルトコンベアに例えればですね、そのベルト

コンベアに乗せるものは決まりましたよと。そして量も決まりましたと。一応４兆円の補助金の削減と。

そして時期も一応３年間でと決まったと。そしてその出口は税源委譲ですよということで、ある程度そ

のベルトコンベアに乗せる内容は決まったと。 

ただ、決まっていないのはですね、どの補助金をどのぐらい削減するかと。そういう部分だというこ

とですね。先送りされた部分としてはですね。その部分が特に、３年間に渡って行なうということです

から、１６年度の部分については１６年度の国の予算編成が、地方財政の対策の取りまとめというのが

１２月末に行われますので、その時点で出てくるだろうということです。 

ただ、年末の予算編成というのは、経済財政諮問会議の担当というよりも財務省の中の、あくまでも

予算編成ということで、これはほとんど公開の場ではないと。予算編成というのはですね。 

だからこの補助金削減というのが、果たしてどこまでできるかという部分では、ちょっとうやむやに

なる可能性もないわけではないと。そういうようなちょっとお話をしておりました。 

また、あと交付税課長がちょっと別な会議の中でですね、その補助金についてちょっと触れている部

分がありますけれども、この補助金のですね、今後の獲得運動というのですか。地方自治体もいろいろ

な事業をやるうえで、現行までは補助金がなければ事業ができないという仕組み 

になっておりますけれども、この補助金獲得運動についてはですね、逆に自粛をお願いしたいというふ

うな話しをしております。 

これは要するに、各省庁については基本的には補助金を、なるべく削減にならない形で残したいとい

う考え方の中で、地方側からですね、いろいろな要望という中では逆にそれを要望するのであれば、こ

の補助金についてはこの税源委譲の対象にしないというようなことを、逆に要請してほしいというよう

な、その働きかけも今後出てくると。 

そういう部分ではですね、これは総務庁という立場での話しだと思うのですけれども、地方財政を自

立に持っていくためにはそういう補助金獲得運動については、自粛について理解していただき、さらに

その事業の選別・見直しをお願いしたいと。ちょっと別な会議でそういうことを触れられているようで

す。 

現実的に言っては、そうは言っても具体的な事業のですね、組み立ての中にはやはり、補助金を獲得

しなきゃならないという部分がありますので、簡単にこのとおりですね、いくかどうかというのはあり

ますけれども、そういうようなことになってございます。 

大体一応私、７月の初めにですね、ちょっと聞いてきた話、ちょっと長くなりましたけれども、１時

間ぐらいになりましたけれども、一応この程度紹介させていただいて終わらせたいと思います。 

〇委員長（吉田和子君） じゃ、ただ今課長の説明がありましたけれども、休憩をはさんでから質疑し

た方がいいと思いますので、休憩１１時１０分まで休憩いたします。 
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休憩  午前１０時５８分 

  

再開  午前１１時１０分 

〇委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続いて、会議を再開いたします。 

今、課長の方からいろいろ説明がありましたけれども、この説明に対して質疑のある方、どうぞ。はい、

加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） はい、加藤ですが、国会議員になったような話でさっぱり説明されてもね、ほ

とんど分からないのが事実なのだけれども、問題なのはね、この結果白老町、地方自治体がどうなるか

ということだけれども、我々にとっては白老町がどういう影響を受けるかと、こういうことに、最終的

にはなるのですけれどもね。 

 それで、三位一体も先ほどの説明では、１４年の６月に決めて、１年後の、今年の６月までには三位

一体の結論が出るというふうに我々も認識してきていたのだけれども、それが発表されていない。 

 それからまた、今朝の新聞を見ますとですね、来年にね、今の内閣の総裁選挙やら、それから解散の

話があるよね。三位一体の改革というものが来年度にずれ込むと、こういうふうなスケジュールになり

つつあるやに新聞は報道していますね。 

 それでね、問題なのは１６年度の予算を編成する場合に、そういうわけの分からないような状態でや

るということでは特に財政課は苦労されるだろうと思うのですが、それをどのような方法を講じながら

ですね、１６年度の予算編成に、案としてですよ。取り組んでいくのかということが、非常に私も危惧

している１人なのですけれども。 

 それをどのような方向に持っていくかということが、１つの大きな問題だろうと思うのですけれども。 

 今の段階ではまだ取り組んでいないでしょうから、準備態勢でしょうから、言いづらい面もあるかと

思うのですが、それをどのようにしていくかということを１つ。方向性だけでもね、話してもらえない

かなと思うのですけれども。 

 まず、それはいかがでございますか。 

〇委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） １６年度予算に向かってのですね、その後の三位一体等の対応という部分

だと思うのですけれども、実際私どももこの、３年間でと言いますかね、１６年度から３年間で国庫補

助金の仕組みがですか、４兆円ということとですね、そのすべてが税源委譲じゃなくて、その義務的な

部分は１００％、それ以外のものは８０％ということなのですけれども。 

その辺の税源委譲についてもちょっといろいろ分からない部分があるのですけれども、非常に不安な

部分も現実にはあるのですよね。 

税源委譲ということは、もともとその税源がある程度ある自治体についてはね、さらに上乗せになっ

ていくけれども、人口規模の本当に税源が少ないような、特に町村にね、どうなっていくのかなと。 

地方財政全体では４兆円のその１００％なり８０％なり、そのトータルでは委譲になっていくのでし

ょうけれどもね。多分その地域間の偏在というものがあるだうというような、そういうような捉え方も

あります。 

そういうような捉え方もあるのですけれども、実は道の方で、これも先日新聞報道されましたけれど

も、この三位一体改革について、北海道へじゃどういうふうに影響が出てくるのかなということで、昨
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日もちょっと本間係長が紹介していましたけれども、道庁の中に三位一体改革への対応検討チームとい

うのがですね、できてですね、一応試算はしたということです。 

新聞報道もされておりますけれども、北海道全体では８０億円程度、プラマイの部分ではマイナスに

なると。その８０億円の部分のうち、道の部分では６０億円ぐらいマイナスで、市町村の部分で２０億

円のマイナスだよと。 

市町村で２０億円ということで、人口の１００万人を超えている札幌市から、本当に数千人の村まで

あるのですけれども、一応単純に２１２市町村で割れば１自治体１千万円かそのぐらいの話ですから、

たいした額ではないのですよね。 

ですからこれちょっと、道がいろいろな過程でこうやったのですけれどもね、本当にこの程度で済む

のかなと。私自身はちょっとまだこの辺、細かな中身はちょっと分かりませんけれどもね。ちょっとそ

ういうような感じ受け止めています。 

この程度で収まってくれればね、従来から進めている一応いろいろな行政改革のね、事項をやってい

けばというような感じにはなりますけれども、具体的に１６年度の予算にどう臨むかというのはですね、

また後段の方で一応財政健全化の今後の取り組みということで、現在取り組んでいる事項をですね、ご

説明させていただきますけれども、いろいろ歳出削減だとか、受益と負担の関係の明確化というような

話がありますけれども、すでに私どもの町も役割分担プロジェクトというのを設けたりですね、一切見

直しできない部分はないのかと、そういうことで一応取り組んでですね、これもいろいろな特に中堅職

員の今検討会議を開いて対応していると、そういう状況で、ちょっとこの中身はまた別途資料でですね、

ご説明することにしていますので、後ほどご紹介させていただきたいと思いますけれども。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ８０億円のね、不足というのはね、ちょっと我々としてもね、全然信じられな

いのですけれどもね。先ほども言ったように１千万円くらいのね、あれでしたら白老町にとってはです

よ、１千万円くらいでしたらたいしたことはないけれども、どういう試算でこういうふうになったのか

ね、非常に不思議に思っているのですけれどもね。 

それと同時にね、税源委譲ということがね、漠然としていてね、はっきりしないのですね。補助金を

４兆円カットだよとは言うのだけれども、そうしたら税源委譲はどのくらいになるのですかということ

が、もう丸っきり分からないのですけれどもね。 

その辺りは担当課としてはどのように押さえていますか、税源委譲は。その分は増えていないものだ

から。 

〇委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 税源委譲の案というのは、この４兆円については出ていませんけれども、

その１年前ですね、去年の５月ですね、平成１０年５月に片山プランというのがですね、出されて、こ

のときは５．５兆円ということで出されているのですよね。 

 今日お配りの資料の方にも片山プランがちょっと紹介されておりますけれども、資料４の９ページで

すね。資料４の中の９ページというのが、片山プランの紹介になっていますけれども、この時は５．５

兆円ということですけれども、その基幹税という部分では所得税から住民税へ３兆円、消費税から地方

消費税へ２．５兆円と。そういうような案ですね。 

 そしてこの時は、国庫支出金の縮減は同額ですよと。これ１００％逆に国税金が減った分は税源委譲
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しますよということですけれども、今回これが４兆円になり、国庫支出金の縮減は４兆円になり、税源

委譲の部分はこの４兆円じゃなくて、４兆円を下回るということだったのです。 

だからあと、基幹税と言っているのは所得税とか法人税だとか消費税だとか、そういうものはね、こ

ういうような形で移管になるのかなというふうには思うのですけれども、一時酒税だとかそういう違う

税でですね、財務省サイドの考え方があったようですけれども、やはり小さな自治体もちゃんと税源委

譲を受けるとすれば、やっぱりこういうものをですね、こういうものをベースになってもらわないと困

るのかなと。そういうふうにはちょっと考えますけれども、これも実際その中身はと言うと、今後の課

題、先送りになってしまったと。 

それとあと４兆円の縮減についても、一応公共事業も含むということにはなったようですけれども、

その、じゃ公共事業はどこまでなのかとかですね、あと義務的なものはどこまでなってくるのかなと。 

それがちょっと今後の先送り事項ということですので、なかなかちょっと予測のつかない部分ですね。 

〇委員（加藤正恭君） これ確定なのですか、これ。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ５．５兆円というは１年前の話です。 

だから、今回これが４兆円という数字にですね、なったと。これはたたき台です、あくまでも去年の

ね。 

でも、金額は変わりましたけれど、考え方というのは大体こういうような考え方なのかなというふう

に受け止めていいのかなと思いますけれども。 

〇委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） はい、それからね、もう１つの問題はこの地方交付税の問題なのだけれどもね、

地方交付税というのは先ほどのいろいろな説明で、１３年度までの地方交付税で処置すると。継続事業

については１４年度までの分も、それは間違いなく１００％保障しますよというふうに、さっきは説明

されていましたね。 

だから従って、１４年度からのものはちょっと分からないのでしょうけれどもね、その地方交付税の

その内容なのですけれどもね、僕、何年か前にこの地方税の交付されている内容が、一時４０億円くら

い白老町は確保していた、今は３８億円くらいになっていますか。その内容がね、きちっとこう抑えて

いるのかどうかね。 

年に４回ですか、交付税っていうのは交付されるのだけれども、その時にはこれこれにはいくら、こ

れこれにいくらという明細書みたいなものが来ているのかどうかね。それでトータルで例えば４０億円

だよ、３８億円ですよと。それでどこが削られたのか、どこが増えたのか、その辺りの内容をですね、

抑えて、私はいないっていうふうに、概略は抑えているのでしょうけれども、抑えていないのじゃない

かと思うのですけれどもね。 

それで最終的には按分率と言うか、何ですか、調整率って言うのかな。そんなのでこう全国的にね、

全国的にこう調整しているやにも聞いているのですけれども。その辺りは財政課として公表できるよう

な抑え方をしているのかどうかね。それを聞きたいのですがね。分かる範囲内で結構ですけれども。 

〇委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） まず交付の４回という部分では、確か４月・５月、あと６月・９月かな。

７月・９月か、一応年４回ですね、交付なのですけれども、交付税の額の確定というのが一応７月末な

のですよ。 
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 ですから、その前に交付されるということで、それまでに交付される分は一応前年度の交付額をベー

スにですね、大体４分の１ずつ交付されると。一気にその４分の１も減ることはないだろうということ

でですね、一応交付されて、最後の精算みたいな形で９月に精算されると。そういうふうになっていま

す。 

 ですから、毎回毎回の交付については内訳は特に付いてこないです。一応前年度実績をベースにです

ね、約２５％分を４月の概算交付ですよとか、そういう形になってきます。 

それでその交付税のさらに積算内訳という部分では、７月の初めに３、４日間の日程をとって、交付

税の算定作業というのを行っています。 

これは国の方から、今年の交付税の算定の基礎はこういうことだから、算出してくださいということ

なのですけれども、大体の答えはコンピューターで国の方からですね、出されて、一応それを確認する

作業ということでやっておりまして、一応どういう積算内訳でどうだというのはすべて私ども確認して

います。 

〇委員（加藤正恭君） 確認している。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ええ。だから普通交付税についてはですね、内訳を全部把握していると。 

ただ、その積算の過程の中で係数とか、そういう部分は多少ありますけれども、年によって係数が変わ

ったりとかね｡ちょっと、なぜ変わるかというのは分からない部分があるのですけれども、一応大体その

消防費でいくらとか、小学校費でいくらとか、その内訳はすべてですね、把握して前年度と比較して、

増減はどうだろうかということも全部押さえています。 

 これについては別に公表しても差し支えない、７月２５日の閣議決定後であればですね、公表して構

わないものです。 

 それで、心配な元利償還金についてはですね、これもちゃんとそういうことで、いくら交付税で算入

されているかというのは抑えています。 

 ただ、交付税の算定はなるべく簡素化ということでですね、今段々実際の償還金に対して、じゃ何十％

のいくらというのを、全国一律その借入条件のですね、単独事業ですと銀行からの借入が多いのですけ

れども、銀行からの借入の場合、自治体によって利率が多少違ったり、借入期間が違ったりというのが

あるのですけれども、そこの部分は交付税の算定上はですね、同一の条件で、国の方で標準のですね、

借入条件を決めて、それで計算してくるということから、若干実際の借入の７０％でも７０％にならな

いで６８になったり、７１になったりとかありますけれども、ほぼそういう近い形でですね、算定には

なっているというふうにはちょっと考えておりますけれども。 

 あと、調整の部分は調整額という、調整率というのは確かにあるのですけれども、非常に小さい額で

して、これは事業年度でいけば３６０万円ぐらいの、うちの場合は率ですから、全体の普通交付税の額

の３６億円ぐらいの０．１％ぐらいになるのですかね。だからこの調整についてはほとんど影響はない

と、そういうことです。 

〇委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

〇財政係長（本間勝治君） 今課長の方からご説明したとおりなのですけれども、今加藤委員の方から

お話のあった趣旨でございますけれども、ただ、特別交付税のことも含まれての話なのかなと。 

〇委員（加藤正恭君） 特別交付税はね、まだ分からないでしょう、それ。 

〇財政係長（本間勝治君） それで、特別交付税につきましてはですね、ルール分といたしまして１２
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月に交付されるもの。それと各市町村の財政事情を踏まえて３月に交付されるものと２段構えでござい

まして、その３月に交付される分につきましては、内容が明らかになっていないというものがございま

す。 

ですから、今加藤委員がおっしゃっているような、そういうことを抑えているのかという意味ではで

すね、３月に交付される特別交付税の分につきましては、中身は押さえられない、今状況にございます。 

ちょっとその辺、付け加えさせていただきます。 

〇委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） 特別交付税は別に聞かなかったので、あとから聞こうと思っていたのだけれど、

特別交付税はね、これは政治家が結構暗躍するやにも聞いているからね、その内容がちょっと分からな

い、その時のさじ加減でね、増えたり減ったりするやに言っているから。 

 でも将来的にはね、これは当然税金ですから、多い少ないは別にしてもね、内容はやっぱりはっきり

私はすべき、まぁそういう運動はしているのでしょうけれどもね、どうしてそういうふうになるのか、

不思議で仕方ないのだけれどもね。個人の金じゃないですからね。個人の金だったらどうっていうこと

はないので、ポケットマネーだっていうなら別だけれども。当然公表するべきだし、はっきりすべきだ

と思うのだけれどね。 

 それはただ要望にしておきますけれども、次、前の普通交付税の問題はね、いままで私どもの所には

公開されていないのですよ。いままで資料としてもらったことはないのですが、８月辺りになれば分か

ると思うのでね、今度もう毎年交付税が、普通交付税がこういうふうに決定しましたと、中身はこうで

すというこで、でき得れば去年と今年の対比とか、それからこの次の来年度の問題もあるわけですから、

それをこう、黙っていても財政課の方でですね、議員各位には提出するような習慣を作ってもらえない

かと思うのだけれど、その辺りの考え方はどうですかね。 

〇委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） はい、別に資料として交付税、閣議決定後はですね、公開できるものです

から、議会からの要請であればですね、お渡ししたいと思います。 

自主的にという部分ではちょっと、どこをどういうふうにするかというのがあるので、逆にですね、

議会側の方の要望としてですね、調整していただければ。 

〇委員（加藤正恭君） いや、要望しなくたって出してもらうように習慣づけしてもらった方がいいか

と思うけれどもね。 

当然我々、中身を知らなきゃならない問題だと思うのだけれどもね。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 一応それ、議会の委員会になるのか、ちょっと協議会になるのか、どこに

なるのか分かりませんけれども、お話していただいてですね、そういう意見集約をしていただければ、

私ども出したいと思いますけれども。 

〇委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） これは我々も今後ね、三位一体の改革と非常にね、関連があるものだから、だ

から当然議員各位は知っておく必要があると思うのだけれどもね。どうだい、その辺り。 

〇委員長（吉田和子君） どうでしょうか、皆さんにお諮りしますけれども。 

〇委員（加藤正恭君） 去年はこうだったよと。今年はこれだけ減ったよと。ということで、常にやっ

ぱりこう、我々も勉強しておく必要性があると思うのだけれども。 
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 要求しなきゃ出ないものか、決算報告書みたいなもので見つけるか。それは義務付けされていないの

だね、決算報告では。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 個別の議員さんからの要望でも、その議員さんには出せるのですけれども、

結構議会の会期中の資料提出の要望があって、１議員さんには出すけれども、ほかの議員さんにはどう

していいかなという部分も現実にあるのですよね。 

ですからもし、全体的に出してほしいということであればね・・・。 

〇委員長（吉田和子君） 休憩いたします。 

休憩  午前１１時３０分 

 

再開  午前１１時３４分 

〇委員長（吉田和子君） 今、お話のありました普通交付税の決定の状況を、決算の報告の時に出され

るということですね、一緒に。 

 それを、議会を通じて、議長を通じて、提出するということを要請するということで。 

〇委員（加藤正恭君） 普通交付税の問題はね、８月になれば出れるんだって。だけど決算書は９月で

すからね。 

〇委員長（吉田和子君） じゃ、決算書の書類はまた別に。添付する書類等も全部まとめて議員さんに

全部配布するということで。 

普通交付税のものに対してはでき次第、各議員の方に配っていただく、参考資料として。それは議長

を通じて全議員にということで、諮っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇財政課長（辻 昌秀君） これは臨時会だとか定例会とか、その辺のタイミングは別にしてというこ

とでいいですね。 

〇委員長（吉田和子君） じゃ、次質問のある方。 

 はい、根本委員。 

〇委員（根本道明君） 昨日のぶり返しのような話になるかもしれませんけれども、もう一度確認をち

ょっとしたいのですけれども、この計画はですね、非常に大事な計画だと思うのですけれども、財政健

全化の計画は大事なことだと思うのですよね。 

 それから坂下町長も、この財政健全化に対しては、非常にそこを中心にやってきた。 

 それからまた６月議会でも、非常にこの話をしていた、こういうふうなことを中心にね、議論された

わけなのですが、６月議会後に、議会後にですよ。この財政健全化計画を、坂下町長はどのような、ぶ

り返すようになるかもしれないけれども、それはどのような感じで受け取っていました。 

〇委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ６月議会後は特に打ち合わせはしておりません。一応議会前にいろいろ答

弁のですね、対応の中では町長といろいろな質問も一応出てくるということでの対応はしておりますけ

れども、特に６月議会後は、特にそれに限ってはしておりません。 

 ただ、その前段で、今１６年度の予算編成に向かって、これからちょっとまた説明いたしますけれど

も、いろいろ取り組まなきゃならない事項等の着手の時点での打ち合わせとか、そしてある程度その方

向性が出たら、また町長とですね、いろいろ打ち合わせしようというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） はい、根本委員。 
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〇委員（根本道明君） じゃ、町長から何も指示がないまま、こうやっているというわけですか。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 何も指示がないということではなくて、６月議会前、５月段階でいろいろ

今後の、１６年度予算編成に向かって、打ち合わせをしているその確認事項もありますので、それに基

づいて今作業をしていると。そういうことです。 

〇委員長（吉田和子君） 根本委員。 

〇委員（根本道明君） それじゃね、これ町長から５月には指示が出たということですね。それは確認

でいいのですね。 

〇財政課長（辻 昌秀君） はい、そうですね。それを議会答弁しています。 

〇委員（根本道明君） 議会答弁していますね。 

〇財政課長（辻 昌秀君） はい。 

〇委員（根本道明君） それをじゃ、ここの資料ですね、これね資料が、町長の答弁とかなりずれがあ

るのですけれども、そこら辺はどういうふうに考えます。最初から違っているんだ。 

〇委員長（吉田和子君） 辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） ちょっと具体的に。 

〇委員（根本道明君） 具体的にそうしたら１つ例を挙げると、例えば経常収支率は町長は、大渕さん

の質問かな、あの時に確か８５％から９０％に経常収支率を持っていきますよというふうな話がありま

したよね。 

ところがこの計画の中ではね、今ちょっと見た中ではもう、これは１５年から１８年の間にそのよう

な形を持っていくという考え方が町長はあったわけなのですが、それが全然違いますよね、数字ね。あ

なた方が作った数字が違いますよね。これについてはどのようにそうしたら。 

〇委員長（吉田和子君） 辻課長。 

〇財政課長（辻 昌秀君） 昨日もちょっとお話していますけれども、一応健全化指針は昨年１２月に

できております。それで今後の見通しというのも、出しています。 

それで、この中で昨日もお話ししていますけれども、去年段階の町の考え方というのは、経常収支比

率はなかなか目標にしづらいものだということで、あえてその目標に掲げないというようなことも、数

値目標としてはですね。改善するという努力はするけれども、数値目標については掲げないということ

での一度１２月で整理しております。 

ただ、坂下町長については今後の財政運営については経常収支比率というのをやはり基本に置きたい

と。そういう考え方を持っております。 

それで、５月段階でもその辺の部分の説明なり、そういうやり取りはしましたけれども、最終的には

町長の答弁ですよ。再質問か何かちょっと記憶、ちょっと忘れましたけれども、再質問か何かの答弁の

中では、町長のその考え方としては経常収支比率の目標として、目標としては確か８０％台と、言い方

ですね。当面９０％未満と。そういう言い方をしていると思います。町長ですね。 

〇委員（根本道明君） いや、半ばって言ったんだ。半ばっていうことは８５っていうことなんだ。 

〇財政課長（辻 昌秀君） だから目標というのは８０％台というのは、普通大体８０％半ばというふ

うに、我々もそのぐらいを目標に持っているのかなということではちょっと聞いてはおりますけれども、

その具体的にじゃ、今後の作業として年末年内にかけて、健全化指針をさらに進めたものとして、総合
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的な財政運営の対策というのをまとめますから、その中で昨日もお話しましたけれども、経常収支比率

を実際数値目標を掲げるか掲げないか。これは今後町長とのですね、打ち合わせの中でですね、整理し

ていくと。 

だから次に作る対策の中で、打ち合わせの結果として数値目標として掲げていく可能性もないわけで

はないと。ただ、そこの部分についてはまだ具体的なその打ち合わせというのはまだ進めておりません。 

作業としては今後の作業ですけれども。 

○委員長（吉田和子君） はい、根本委員。 

〇委員（根本道明君） それじゃね、この掲げた財政健全化計画。これは、言ってみたらこれは見野町

政の時代にもうこれだけのものが出来上がっているわけなのですよ。 

それを全くそのままこう持ってきているわけなのだよ。ここにね、坂下町政が出来上がったわけなの

だから、坂下カラーというのがやはり出てこないとだめなのだよね。 

ちょっと待って。そこまで言ってしまったら、非常に失礼になるから。確かにそのとおりなのです。

だけども、それじゃだめなのですよ。 

そうしたらね、この計画をね、もしうまくいかなかったよといったらね、だれが責任を取るの。あな

たがとるの。課長とるのですか。とれないでしょう。とれるのですか、責任を。１８年までにこのとお

り行かなかったら。そういうことの話になりますよ。 

○財政課長（辻 昌秀君） 責任の質問ということで、・・・。 

○委員（根本道明君） いや、ちょっと待って。そうしたらね、坂下町長のカラーがこの中にどれだけ

活かされているのかという部分。そこが、１番僕が、どういう指示があったのという所につながってい

くわけなのだけれども、じゃその指示はないわけなのでしょう。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） ですからそこの部分は、年内を目途に町長との打ち合わせもしながら、そ

の数値目標を掲げることも含めて、これから今作業的に進めていますと。そういうことで１つご理解い

ただきたいと思います。 

 今段階で、だから今回のこの所管事務調査もね、まだ十分内部で詰まっていない段階での説明という

ことになってしまうものですから、そういう答弁で申し訳ないのですけれども、これからの作業という

ことでね、その数値目標の部分も含めて検討していくのだと。 

結果として掲げられるかもしれないし、掲げられないかもしれない。町長の意向というのもあります

ので、そういうことも含めて町長と十分打ち合わせしてですね、町としてはまとめていくと。そういう

ことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） この財政というのはね、すべてのものの根幹になるものなのだよね。だから白

老町が、今抱えている問題。例えば学校の建設費をどうするかとかね。それから港 

湾の問題をどうするかとか。それから例えば消防をどうするかとか。そういうようなことをね、やはり

この中に織り込んでいかなければ、これは何もならないわけですよ。 

 そういうようなことを、私は言っているわけですよね。そういう指針が出ているのかと。ね。 

 イオルの問題をどうするのか。ね。そういうことをやはり踏まえたうえで、財政健全化計画をしてい

く。そして、財源確保をどのようにするのかっていうことをね、その策が何もなくてね、これは１年間
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それじゃ、停滞しますよ。その意見が出るまで待ちますよっていうことだったら、白老町は取り残され

ていくのじゃない。 

 そこら辺はもっとね、自信を持って、例えば坂下町長はこう言っていましたよって、説得してでも、

ね。やるべきじゃない。そういうふうに僕は考えるのだけどもね。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） この財政の計画もそうですし、指針もそうなのですけれども、１つこの計

画というね、見方をした場合の性格をちょっとご説明させていただきたいと思うのですけれども、基本

的にどの事業に何を使うかという、そういう計画なり指針ではないのですよね。 

 今後その消防庁舎の問題もとか、港湾の問題ありますけれども、それらをそういう政策的事業に使う

財源の枠としては、このぐらいを確保していきますよと。それが一応この見通しなり計画なのですよ。 

 だから今言った具体的なその施設について、どうこうしていくというのは総合計画ということで、別

途ね。今後ある程度５年とか７年とかね、そういうスパンで検討しているそちらの方での整理になって

くるので、基本的にはそのトータルの財源としてどうだという、どういうふうにしていくのかと。町債

の今後の償還の問題もありますので、借入額はこのぐらいにしておこうとか。 

 性格としては基本的にそういうような、こういう性格なのだということで１つ理解していただきたい

のですけれども。 

○委員長（吉田和子君） ちょっといいですか。今回のこの財政健全化指針の総合対策に取り組むとい

う所管事務調査になったのですが、課長の方からもまだ具体的にこれからの検討段階なので、今月のこ

の今回のこの委員会では、そこまでまだすべて説明できるようなことにはならないだろうということで、

８月に委員会としてもまた、８月末頃に計画をしていますので、その段階になるともう少し説明を詳し

くできるだろうということの了解の下で今回。 

 ですから最初にね、１０年度からの計画と、指針をもう１回おさらいをしながら、今回今後のまた方

針もしっかりと伺っていこうということの趣旨でやっていますので、まだ具体的なものをまた来月の委

員会の中にもう少し見えてくるのではないかなというふうに思っております。 

 根本委員、よろしいでしょうか。了解してください。 

じゃ、他にどなたかいらっしゃいませんか。質問。 

 はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。財政のプランニングの段階で、ちょっと１つの余技として考えてお

きたいのですけれども、今年度の一般財源９０数億円の総体財源の中で、歳入、町税の比率が昨年の流

れから見て１億２、３千万円下がっていますね。 

 それで今年２０約３億円組まれていると思うのですけれども、今のこの町内の経済情勢、あるいは全

体的な町民情勢の中で、これを底として見ているか、あるいはまだ時期、すなわち平成１６年以降につ

いてはまだ下降線をたどるか。 

 それが今までの経験的な１つの推理で結構なのですが、読みとして、どのように捉えているのでしょ

うか。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） これまず、町税のですね、調定作業と言うのですか。納付書の発行をして

おりますので、もうすでに５月前後にね、５月というのは固定資産税とか、あるいは住民税ですね。 
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 一応それらの納付書を発行する段階では、ある程度当初の予算をクリアできるのじゃないかと。一応

税務課の方もですね、そういう見方をしております。 

 ただ、今後心配な部分としてはですね、法人町民税の部分なのですよ。 

 実は今月の２５日ですか、臨時会が開催されまして、一応それに、当初は一般会計補正予算を出す予

定はなかったのですけれども、ちょっとどうしても出さざるを得ない緊急なちょっと事業が出てきてい

るのですけれども、その中の１つとしてですね、昨年納められた法人町民税の中間納付ということで、

去年の秋の各事業所関係のね、決算で、一応１４年度末の見込みで一応納付されたその法人町民税があ

るのですけれども、実は業績がやはりちょっと今悪化してきているのでしょうかね。 

 結構その中間納付を逆に戻さなきゃならないと。そういうのが２百万円ぐらい出てきています。 

 だから、そういうような部分を延長して考えると、１５年度の法人町民税というのも、またちょっと

厳しいのかなと。そういう、ただそこまでの実際まだ、試算はしていませんけれどもね。 

 法人町民税にしては多少ちょっとそういう心配な部分がありますけれども、ただ固定資産税と一般の

町民税のついてはですね、個人町民税については何とか予算を確保できるだろうと。これは徴収率とも

係わってくる話ですけれどもね。 

 一応今そういうふうにちょっと、税務課から聞いておりますけれども。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（吉田正利君） はい、いいです。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんでしょうか。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、さっきの説明でいくとね、一般論ですけどね、財源委譲がされる

と今までの地方交付税の不交付団体、ね。不交付団体にも財源委譲はされるわけですね。 

 そういうふうになると思うのだけれど、だから裕福な市は、交付税をいただいていない所にも財源委

譲はされるわけですね。将来的に。金額は別にして。 

 という考え方になると、随分こう格差が出てくるような気がしてならないのだけれどね。財源委譲を

しなくてもいい所に財源が行くわけですから、新たにね。 

 そして、必要な所は減らされる。必要のない所と言ったら語弊がありますが、必要なくても財源委譲

はされるということで考えていいのですか。そういうふうになるのでしょう。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 私どもの心配も、だからその大都市と地方との関係でいけば、交付税の見

直しというのは、地方に従来手厚いという言い方をしていいかどうか分かりませんけれど、ちょっと良

かった分がそれの水準が下がるという部分ですよね。 

 だからそういう部分での、その影響の部分。そして逆にその税源委譲の税源というのは、やはりもと

もと税源のある所に上乗せになるというね、部分ですから。もともとパイが少ない所に上乗せになって

も、限度が知れているという部分ね。そういう心配はありますね。 

 だから、ですから果たしてその、そういう地方にですね、その影響が大きく出てこないかどうかと。

そういう部分ではそういう心配は持っていますけれども、ただ道の試算では北海道全体で８０億円とい

う数字なんかを見ると、いやそうでもないのかなと言うか、そこが分からない所なのですけれどもね。 

 でも、傾向としては決して地方にとってはプラスにはならないんじゃないかなというふうに考えざる
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を得ないのかなと思いますけれども。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、その関連でね、結局北海道だけを見ると、泊村は北海道で唯一の

不交付団体であると。そこにも税源委譲ということになるとね、あの裕福な所にもまた、逆に税金が行

くわけですよね。 

 だからそういうことが現実の問題として、その辺りも当然議論はされていると思うのだけれどもね。

そういう情報があるのかどうかね。その程度だけ聞いておきたい。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） ですから、税源委譲のその税源を何にするかというのはまだちょっと決ま

っていない段階ですけれども、一応基幹税ということで考えれば、法人税・所得税・消費税。そんな辺

りなのかなという部分では、だからその辺のその、今配分されているそういう税のそれぞれの底上げと

言うのですか。そういう部分で、じゃ少ない所についてはその上乗せになる部分がね、単純にその全国

平均並みに確保されるかどうかというのはちょっと分からないなと。そういう感じは持っていますけれ

ども。 

○委員長（吉田和子君） よろしいでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） はい。 

○委員長（吉田和子君） 他にどなたか質問のある方、いらっしゃいませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 ちょっと少し早いのですけれども、休憩に入りたいと思います。再開を午後１時にしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

休憩 午前１１時５３分 

 

再開 午後 １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。 

 では、財政健全化の今後の取り組みについてから、説明をお願いいたします。 

 辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） ３点目の財政健全化の今後の取り組みということで、中身としては３点で

すね、お話させていただきます。 

 一応１５年度も含めてのですね、取り組みということでご説明させていただきますけれども、１点目

は１５年度予算の中でいろいろな検討をされて、それが現在今実施段階に移っているという部分の、そ

ういう取り組み事項を最初に本間係長の方からご説明して、２点目の財政健全化指針における課題と、

あと財政健全化の今後の取り組み、特に１６年度予算に向けてと。こういう部分につきましては後ほど

私の方からご説明させていただきます。 

 では最初に、１５年度予算における取り組みを本間係長の方からご説明いたします。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） それでは、今お話がございました（1）の平成１５年度予算における取り組

みについて、私の方からご説明申し上げます。 

 資料につきましては、資料の６でございますけれども、今回お配りしております資料の下から５枚目
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でしょうか。資料６として、平成１５年度一般会計予算における歳出削減等取組結果というのを配布し

てございます。 

 これにつきましては、２月の末に、３月定例会の前に定例の記者発表の中で、１５年度の当初予算に

ついて、記者発表してございますけれども、その中でも各記者さんの方にこれを配布してございます。 

 それと同時に、各議員の皆様におきましても、事前に郵送でこの辺の資料をお配りしていたかと思い

ますけれども、昨日来お話しておりますその財政健全化指針の中でも、対策の１つとして一般会計の経

常費に係るその削減目標額も設定してございます。 

 それを昨年度はいち早くこの、１４年度中にこういう作業をやって、１５年度予算編成に反映させた

というような結果の表でございまして、内部でプロジェクトチームを設置いたしております。 

 ７月から９月にかけて延べ１３回ほどのそういうプロジェクトの会議を設けまして、時間帯で申し上

げますと、３時からとか４時からとかのスタートで、時には８時、１２時までというようなことで議論

を重ねまして、対策項目を検討してまいりした。 

 メンバーでございますけれども、主要４課、行革を中心といたしまして総務・企画・財政、その他に

もおりますけれども、そういう主要４課を中心として主幹・係長職約１２名でこのプロジェクトチーム

を設置いたしまして、このプロジェクトチームでまとめた後、この主要４課の課長、行革・総務・企画・

財政の４課長のリーダー会議の中に諮りまして、そこでさらにもんでいただいて、その上の段階の行革

の幹事会、ございますけれども、その行革の幹事会でもさらにもんでいただいて、最終的には町長以下

でございます行革の本部会議に諮りまして、その項目を決定したということでございます。 

 最終的なそのやった関係だとか中身については、記載のとおりでございますけれども、まず目的でご

ざいます。目的については第４次行政改革実施計画に基づき、全事務事業の見直しを行い、次年度予算

要求マイナス５％シーリングに上乗せした歳出削減に取り組むと。 

 これは、予算編成の段階で各課に周知いたしますマイナスシーリング、１５年度予算編成につきまし

ては５％のマイナスシーリングでございましたけれども、その他にこの対策項目をやりますよというこ

とでございます。 

 ②の削減対策項目でございますけれども、対策１から６にそれぞれいろいろな項目を抽出いたしまし

たけれども、ある程度振り分けまして、項目を振り分けて対策１から６ということで、この中身につい

ては次ページ以降にございますので、後ほどご説明したいと思います。 

 対策取組の増加要因の③の所でございますけれども、事務事業の見直しによる経費削減に伴い、新た

に増加した経費を削減効果額から差し引いた分を効果額として算定すると。 

 ここに例えばとございますけれども、事務事業を民間委託した場合に、人件費は削減されるが、新た

に委託経費が増加要因額となると。何を言っているかと言いますと、削減する中で、例えばこれこれを

１００万円削減するけれども、それに伴って逆にその３０万円増える部分があると。それは差し引き７

０万円の削減効果額として出しましたと。そういうことをここで言っているわけでございます。 

 ４つ目の歳出削減効果額でございますけれども、トータルで１１６，１２５千円の削減効果を昨年の

このプロジェクトチームの中で、生み出したということの表でございます。 

 この１の項目の歳出削減プロジェクト対策で、出した効果としては１１６，０００千円ですと。そし

てその他に、職員の人件費の削減の取り組みとして、１１３，０００千円。基金の活用として４０，０

００千円ということで、これも後ほど次ページ以降でご説明したいと思いますけれども、基本的には歳
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出削減プロジェクトチームを設置して生み出した効果は、あくまでも１１６，０００千円ですというこ

との押さえでいただきたいと思います。 

 それで、昨年予算編成時に伴って生み出したトータルの効果額といたしましては、歳出削減額の１か

ら３の計で２６９，８３１千円の効果を生み出していると。 

 これはあくまでも、一般財源ベースではございません。予算額ベースでございますので、その辺はご

理解いただきたいと思います。 

 それで、次のその他主な増減分ということで、２６２，５１４千円とございますけれども、これは新

たに１４年度の当初予算と１５年度の当初予算を比較いたしまして、増えている分でございます。 

 中身を申し上げますと、障害児、障害者の支援費制度の移行分で１１７，０００千円増える要因がご

ざいましたと。それと、公債費で６６，０００千円増えました。 

 それで、昨日もお話いたしましたけれども、登別市とのいわゆるダイオキシン対策の、登別市とのゴ

ミ広域処理負担金で６３，０００千円増えていますと。 

 以下省略させていただきますけれども、もろもろこういうものを含めて２６２，５１４千円増えてい

ますと。 

 それでその差し引きですけれども、下にございます経常経費前年度当初対比で７，３１７千円の減で

すと。これはあくまでも先ほど言いましたとおり、一般財源ベースではなく、予算額 

ベースでの対比でございます。 

 従いまして、歳出削減額の２６９，０００千円がなければ、逆に２６２，０００千円１４年度予算対

比で増えることになったわけでございます。 

 続きまして、次のページで、ある程度具体的な項目について、すべてご説明申し上げていますと相当

時間がかかりますので、主な点だけご説明していきたいと思います。 

 まず対策１。対策１につきましては、全課共通で歳出削減に取り組む項目ということで、例えば対策

１－１でございますけれども、事務用消耗品・OＡ消耗品の一括購入・払い出しによる削減と。これは

どういうことかと言いますと、今まで各課でそういう消耗品関係・OＡの消耗品関係だとか、そういう

消耗品を予算で持ってございました。これを一切やめさせたと言ったらちょっと表現が悪いのですけれ

ども、各課で持たないことにしたと。替わりに、財政課のこれ契約係の方ですけれども、契約の方で一

括して購入して、払い出しすると。そのことによって、１４年度当初対比ですけれども、４，９９５千

円の削減効果額を生み出したというようなことでございます。 

 次の１－２も同じことですけれども、図書の一括予算管理、追録廃止、雑誌購読の廃止、新聞購読部

数の見直しによる削減ということで、これも、ある程度認めるものは認めながら、各課で持っているこ

ういうものについて、必要のないと認めるものについては、例えば総務課の総務係でその辺の予算を若

干持ちまして、各課の余分とされる経費については一切認めないというようなことで、やった結果が８

１０千円というようなことでございます。 

 飛びまして、１－４、印刷方法等の見直しによる削減ということで、これは非常にうちの財政係とし

ても非常に苦しい所なのですけれども、簡単に言いますと、今まで外注していました印刷経費について

は、自前で我々職員が、自前でできる分については自前で行うと。 

 例えば、今回平成１５年度の当初予算でもう議決をいただいておりますこの予算書と、それとこれは

１３年度のあれですけれども、主要成果説明書。これについても外注させていただいておりました。こ
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れも予算を切りましたと言うか、削ってですね、今年度からは我々が自前で印刷いたします。  

そういうことで、財政課だけじゃなくて、そういう他の課にございますこういう経費についても削減

したということで、４，６５８千円の効果額が出てきたのですよということなのですが、そういう意味

で各議員の皆様におかれましても、これから我々手作りで予算書だとか主要成果を作っていきますので、

若干ご不便をおかけすることもあると思いますけれども、この場をお借りして事前によしくお願いした

いと思います。 

 そういうようなことで、それぞれ１－６の郵便料の削減については、毎日発送していたものを月・水・

金のみの発送にして、例えば市内特別郵便なんかをある程度の枚数が固まらないと、そういう取り扱い

に、安くならないというようなこともございましたので、毎日発送していたものを月・水・金の毎週で

３日間にしたと。それをある程度集めておいて、市内特別郵便なんかを活用して、郵便料を削減してい

くと。そういうようなことでございます。 

 あと、ずっと飛びまして、１－１４ですか、旅費の見直し検討。これはもう議員の皆様もご存知のと

おり、管内の日当については０になっておりますし、例えば管外の日当についても、いままでは札幌市

が３，０００円だったものが１，０００円になっているとか、そういうようなことでの削減効果額でご

ざいます。 

 それと、対策１の部分では最後の部分ですか。最後の部分と言うか、１－２１、会議出席負担金の見

直しでございますけれども、これは例えば会議に出席してその後の懇親会なんかがございました。その

懇親会なんかの負担金につきましても、我々の仕事の中でいろいろ人的ネットワークだとか、自分のそ

の仕事におけるその情報収集ということの観点から、夜のその食事の部分を含めると、どこにいても食

事はとるだろうというような観点もございまして、この辺についても出る懇親会の中身を自ら考えなが

らですね、自腹でというようなこともあって、これだけの削減をしたと。 

 それと１－２２ですけれども、団体、協議会の会員としての負担金の見直しということでございます

けれども、従来慣例的にいろいろな諸団体がございまして、そこに払ってきた負担金が、実はその団体

に確認すると、やめて脱退してもですね、脱退して負担金を払わなくてもそれほど我々の事務に、町の

情報収集等についても支障がないというようなものもございます。そういうものを各課で洗っていただ

いたうえで、これだけの効果額を出したというようなことでございます。 

 次に対策２でございますけれども、対策２でも主なものを若干ご説明いたしますと、例えば対策２－

１でございます。スクールバス、福祉バスの有効活用と。これはどういうことかと言いますと、それぞ

れ各課で民間のバスを利用して視察に行くとか、何かそういうことで事業を行うというようなものがご

ざいます。それらを、民間バスの活用をやめて、行政内部で持っているスクールバスだとか福祉バスを

有効的に活用することによって、削減できるのではないかというようなアイディアでやった結果、１，

４４７千円の効果額が出てきたと。そういうようなことでございます。 

 あと、ちょっとこれ２－２２、行政関係者への謝礼支払いの見直しと。これはいろいろ、例えば学校

の先生だとかにいろいろなことでお世話になっているような時の謝礼を見直して、同じ白老町内まちづ

くり、子供たちのその育成に係わる人方についても、公務員としてですね、やっていただくことについ

ては協働の町づくりを含めて同じだというような観点から、これについては具体的に言いますと、学校

開放で土曜日なんかが体育館をなんかをこう開放していると。そういう時の謝礼として学校に支払って

いたものをですね、それはもう無料でやってほしいというようなこともあって、削減できたものがこう
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いうものでございます。 

 次のページでございますけれども、対策３でございます。これは、事務事業を全部廃止または、一時

休止（凍結）する項目ということで、特にこれは３－２でございますけれども、定年退職予定者説明会

旅費支給の町費負担の廃止と。これはどういうことかと言いますと、例えば来年３月に退職するような

方々に、町費で旅費を支払ってですね、共済組合のそういう退職後の年金だとか、いろいろなその福利

厚生関係の説明会がございます。それについて、実は共済組合で言っているのは交付税措置もされてい

るはずだというようなこともあるのですが、やはり自分のリタイヤした後の生活は、奥様と一緒にです

ね、自分の経費でですね、勉強していただくのが筋じゃないかというようなこともあって、若干ですけ

れどもこういうことの町費支払いをやめて、自腹で行っていただきたいというようなことがあって、１

０７千円の削減ができたとかですね、そんなこともございます。 

 対策４につきましては、記載のとおり、削減効果額としては０になっております。これは、今検討中

のものもございましたので、１５年度の当初予算はここで反映することはできませんでしたけれども、

また後ほどご説明いたします１６年度予算編成の取り組みの中でも、今検討中でございますので、１５

年度当初予算については、削減効果額としては出てこなかったと。 

 対策５の事務事業の民間委託等による項目でございますけれども、この中で特にお話しするのは、対

策５－７、その他、個人のプライバシー、公権力の行使に当たらない一般事務ということで、本来行政

だけでしかできないとされていたと言うか、そういうふうに考えられていたことが、例えば民間に移行

することによってもできるというような項目も結構ございます。 

 この辺の整理はまだ１６年度予算編成、またそれ以降の予算編成の中でも勉強していかなければなら

ないのですが、これは簡単に言いますと嘱託職員でやっていたことを、高齢者事業団に委託することに

よって、これだけの経費が浮いたというようなことでございます。 

 対策６でございますけれども、全庁課題として見直し検討する項目ということでございます。この中

で１番大きい６－４でございますが、業務内容を精査し、見直し検討するものということでございます。

簡単に申し上げますと、今まで申し上げてきました対策１から５までの中に、すっきり当てはまらない

もので、いろいろ削減できるものを、細かなものを寄せ集めたらこれだけあったというようなことで、

具体的にちょっとここ、言えるような内容ではございませんけれども、最後にどこの項目にも当てはま

らないようなものをここに寄せ集めると、こういうものがあったと。 

 これはいろいろ各課、または各係でいろいろな今までの慣例を精査しながら削減してきた結果、こう

いう削減効果額を生み出したということでご理解いただければと思います。 

 次の、職員人件費削減の取組ということでございますけれども、これについては実際歳出削減プロジ

ェクトの中で検討した内容ではありません。例えば行革と総務課とか、財政課が入っての部分的な中で

取り組んだ項目でございますけれども、まず、①の給与改定についてはいわゆる通常でいきますとベー

スアップの部分ですけれども、今回はベースダウンでこれだけの削減になったと。 

 それと、２番目の定期昇給については３６，０００千円、これは定期昇給ですから、増えている部分

でございます。 

 ③の退職不補充分でございますけれども、退職者が何名かございまして、その退職者に見合う分を採

用しなかったと。採用しなかったことによって、１４年の当初予算で見ていた人件費が１５年度の当初

予算ではこれだけ落ちていますと。ということでございます。 
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 あと④の独自削減分につきましては、１１，０００千円ございますけれども、昨日もご説明しており

ますけれども、特別職の給与だとか、管理職手当の一部削減だとか、というようなことでこれだけの効

果が出てきていると。 

 あとそれに、今までご説明申し上げました以外の部分としてその他として２，４００千円ほどござい

ますということでございます。 

 それと、最後の基金の活用でございますけれども、これについては昨日もお話しております、全計画、

健全化計画の中で、平成１０年度に各基金から９２０，０００千円の繰替運用をしております。その返

済の部分でございます。 

 その返済の部分で、１４年度当初予算では７０，０００千円返済していたものを、１５年度当初予算

では３０，０００千円に据え置いたと。据え置いたと言いますか、減額したと。このことによって、４

０，０００千円、基金の活用として４０，０００千円、削減したわけではありませんけれども、要する

に返済を、昨日も申し上げましたけれども、平成２０年度まで期間を延長するということなども含めて

ですね。 

 これは実は、社会福祉基金でございまして、７０，０００千円返す予定だったところを３０，０００

千円にして、４０，０００千円の削減効果を生み出したというようなことの整理でございます。 

 以上、簡単でございますけれども、こういうようなことの取り組みを行って、資料６の最初のページ

でご説明したような効果額を生み出したということでございます。 

 また、後ほど今１６年度予算編成に向けて、歳出削減プロジェクトだとか、役割分担検討プロジェク

トなどについて、また後ほどご説明したいと思いますので、ここはこれで終わらせていただきます。以

上です。 

○委員長（吉田和子君） じゃ、今の説明の部分で質疑のある方。 

 平成１５年度一般会計予算における削減と取組結果の報告がありましたけれども、それに対して質疑

のある方、どうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今いろいろお話を聞いて、主要４課ですか、の主幹・課長以上で

のプロジェクトチームを作って。係長職か。１２名ね。それでプロジェクトを作って、その上の段階で

いろいろ検討し、また町長を含めた助役の方からのあれで、最終的にこういう取組結果をしたのだと。 

 それで、これだけの効果があったとこう言うのですが、そのプロジェクトは今回限りじゃなくて、毎

年これは継続してやっていくつもりなのかどうか。それをまず聞きたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 今回限りではなく、すでにまた後ほどご説明いたしますけれども、１６年

度の予算編成に向けてもですね、もうすでに設置して、もう１０回くらいの会議を重ねております。 

 それで、昨日もご説明申し上げました財政健全化指針の中でも、一般会計の経常費の削減項目を目標

額としてございますので、毎年そういうことでやっていきながら、そういう削減効果額を出していきた

いというふうに考えておりますので、単年度、または今年度で終わるようなものにはならないというふ

うに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） はい、分かりました。加藤ですが、それで過去にね、私も決算審査特別委員会
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を何回かやっておりますが、その席で監査委員に対してね、ただ数字がね、入ってきた数字が正しい、

出て行った数字が正しいという結果だけではなくてね、こういう問題についてもね、監査委員は実はそ

の仕事の内容がね、そこに監査委員の権限がそこまであるのかどうかはちょっと分からないのだけれど

も。 

外部監査を入れるというのが何年か前から実施されていますね。そういうのを含めて、金額が合う合

わないとかという監査では意味がないのだと。もう少し中身を突っ込んだね、こういうような例えばも

のも、必要じゃないのですかと。意見として述べるようにした方がいいんじゃないですかと提案したの

だけれども、なかなかそういうふうにならないのだけれども、本来監査委員というのはそういう性格を

持ったものじゃないのかなと、これは常に思っているのだけれども。 

 その辺りはどんなものでしょう。まぁ、課長に聞いても、監査委員の仕事ですからあれだけどもね。

その辺りどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 監査の仕事というのは、大分以前の自治法では、要するに会計監査を行う

というのが監査の仕事でしたけれども、最近１０年ぐらい前ですかね、確か自治法が改正になって行政

監査もできるというふうなことになっているようです。 

 そういう事務事業の効率性だとか、そういうような部分についても一応監査の対象にはなってくるの

かなというふうには考えますけれども、あとはそれを取り組む取り組まないという部分についてですね。

あと監査側の姿勢になると思います。 

 あと、ご質問があった外部監査については、これは都道府県については外部監査を入れるということ

になっていますけれども、まだ市町村についてはそこまでの義務付けにはなっておりません。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、これは意見としてはね、結局町長が任命した監査委員なのですよ

ね。  

 従って、町長に対してああだこうだって、なかなかこれ言いづらい面がね、監査委員の中にはもうあ

るんじゃないのかなと思うのです。 

 それで、でき得れば外部監査って言ってね、町長に別に指名された監査委員じゃない人がやれば本当

は、粗探しという言葉は変ですけれども、やはり多少意見はね、こういう所はこういうふうに改善した

らどうだ、こういう所はこういうふうにしたらどうだというようなね、少し苦言を呈するような監査で

なければならないと思うのだけれどもね。 

 それを課長に聞いてもしょうがないものだけれども。その辺りはどうだい。 

○財政課長（辻 昌秀君） ちょっと答弁になりませんけれども、その外部監査を入れるかどうかとい

う部分はですね、これはやっぱり町長の１つの考え方というのはあるかと思うのですけれども、今段階

ではちょっと市レベルでもまだちょっとそういう導入になっていませんし。                            

関連があると言えばですね、事業評価というのはやっているのですよ。政策評価・事業評価というの

は、私どもの仕事の中でですね、特に企画部門を中心に。その中で、その部分では外部評価と言います

かね。特にまだ、政策的な事業、臨時事業だけの評価ですけれども、その効率性だとか、そういういろ

いろな外部の意見も聞くというのをやっておりまして、今後その政策的事業以外に経常的な事務事業に

もですね、拡大していこうという考え方はありますから、それについてのその外部の評価ということに
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なれば、そういう趣旨のですね、部分は今後取り組まれていくのかなと。 

 ただ、すぐその１５年度の中ではですね、まだちょっとそこまでの経常的な事務事業まで拡大になっ

ていませんので、これも１６年度に向かってですね、今その事務事業評価。どういうレベルでというの

も今、検討していますから。１６年度以降はそういう形で進むと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） はい、加藤ですが、それからこの対策２のですね、２－２３。これ昨日ちょっ

と私、言ったのだけれどもね。対策１の１－１９とも多少関係あるのだけれども。 

 ２－２３の方は具体的にトイレというふうに載っているけれども、１－１９は可能な業務はというふ

うにこう、総体的に１，１３８千円ですか。それだけ減額されていると。減額と言うか、効果が出てい

ると。  

 それで２－２３は、これも全部トイレばかりじゃなくて、清掃業務を含めてね、みんな振興公社にで

すか。で、やらせているのだけど、これはまぁ削減効果は今のところ０なのだけれど。 

 この辺りもね、でき得れば、雇用の問題もあるのですけれども、それくらいの意気込みをね、町の職

員が持つべきじゃないのかなというふうに期待をして今質問しているのだけれどもね。これは検討中で

０という意味なのか、１６年度に考えられていく、１５年度ではそれは考えないものだから０なんだと

いうふうなとり方をしていいのか。その辺り、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） はい、本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） それは、ここで言っているのはですね、各施設ごとにそういう清掃の臨時

職員がおります。例えば、実際にはもう財団法人になっていますけれども、体協なんかで管理している

プールだとか、それから体育館だとかにそれぞれ清掃職員がいると。 

 かたや、例えばそこのトイレだとかですね、そういう所の予算は今の生活環境課の方で予算を持って

いるとか。そういうものをすべて一括することによって、その清掃のための臨時職員については、削減

できるんじゃないかというような考え方なのですが、実は各課でですね、例えば今生活環境課の中でも

その、時間帯を減額したとかですね、そういうことも、このマイナスシーリングの中ではそういうこと

を努力してきているケースもございまして、その辺のその整理が、１５年度予算編成には間に合わなか

ったというようなこともございます。 

 ただ、今加藤委員がおっしゃられるように、全般的にそういうことを、外注でもですね、で、お金を

使うのであれば、職員が１０分、２０分早く来てやることによって、相当の効果が生まれるんじゃない

のかというようなことだと思います。 

 確かに、実際には昨年の歳出削減プロジェクトの中でも、そういう話も出てきております。それで、

相当中身的にはですね、１２人のメンバーですけれども、相当夜遅くまでもやりま 

したけれども、相当喧々諤々やらさせていただきました。その中でやはりその、確かにもう少し時間を

かけてやればできるようなこともあるのですが、今までのその慣例的なこともございまして、ちょっと

時間をかけてやらなければ、職員の理解が得られないだろうとかという。 

○委員（加藤正恭君） 慣例って何だい。 

○財政係長（本間勝治君） 例えば今までもうずっと、もう１０年も２０年もそういう形でやってきた

のを、一気に変えることは非常に難しいのではないのかというような話もございまして、それらを含め

てですね、また今、１６年度の予算編成に向けて、プロジェクトの中で議論していますけれども。 
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 私は先ほど、説明の中で削減効果額が０の項目についてご説明しなかったのですが、これらについて

はできなかったということじゃなくて、今後さらに検討を進めていってですね、ぜひとも実を結びたい

というような項目でございますので、この辺についてはもう少しお時間をいただきたいなと。 

 ですから、今やっているプロジェクトの中、また継続して来年またやるプロジェクトの中ということ

で、徐々にその成果を出していきたいなということの基本的な考え方がございますので、そういうこと

でご理解いただければなと思います。 

○委員（加藤正恭君） 分かりました。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（加藤正恭君） はい。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田ですけれども、対策１のですね、印刷方法の見直しによる削減と書いてい

まして、これ４，６５８千円なのですけれども、これは自分たちで印刷できるものをするということな

のですけれども、例えば輪転機を買ってとか、そういうことなのでしょうかしら。 

 どのくらいぐらい、あと削減できそうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） これについては、今までオフセットの印刷で、実は臨時職員を２名、常時

ではございませんけれども、交代で１名づつ午後から出てきていただいて、そこで印刷していただいて

いたと。 

 それと、ここでいっているのは先ほども言いましたけれども、外注している印刷物も、例えば予算書

だとかのように、我々の手製じゃなくてですね。原稿は作りますけれども、町内の印刷業者さんに印刷・

製本してもらうというようなものも含めまして、これだけの削減効果額が出てきたわけでございますけ

れども、そういうもので、自分たちでできるものは自分たちで行なうことによってその経費を削減しよ

うということなのです。 

 それで、今ご質問の、いわゆる機械の部分ですね。機械の部分については、今までの機械については、

なかなか職員がぽんと行ってぽんとできるような、操作についてですけれども、できるようなものでな

かったということの機械だったものですから、機械も入れ替えております。 

 それらを差っ引いたうえでのこれだけの削減効果額ということでございますから、その、簡単に印刷

できるものを入れてございます。入れたもので、職員が自ら印刷して、その製本も、例えば今までみた

いにこういう形のいいものにはならないのかもしれませんけれども、紙ファイルで閉じるだとかですね、

そういうことで議員の皆さんにもその配布するような形でですね。 

 前に聞いたところによりますと、小さな町なんかはですね、うちは一般会計の予算書ってこれだけの

厚さになっておりますけれども、小さい町なんかでいきますとこのもう、そうですね、４分の１くらい

の厚さだと。だからホッチキス留めで当初予算を議会に提案しているという所もあったものですから、

そういうふうにはうちは、厚さにしても、執行側のその何と言いますか、考え方というか、姿勢として

も、ホッチキスで留めて、またはダブルクリップで留めたものをですね、議会に提案するというのはい

かがなものかというようなことも検討しましたけれども、ある程度その、こういう紙ファイルに閉じて

ですね、我々でそのタイトルをテプラか何かで貼ってですね、お渡しすることでもご了解いただけるの

かなというようなことで、自前でやることによってこれだけの効果を生み出したということでございま
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すので、なかなかその、今までの予算書とかから比較しますと、相当、何だこんなものっていうような

感じのものかもしれませんけれども、そういうことでご理解いただきたいなというのが、この効果額に

つながっていると思ってます。 

○委員長（吉田和子君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。でも私はこの予算書はちょっと立派すぎるので、とい

うふうに思っておりました。普通の会社の予算書というものは、決算書ですね。もっと粗末なようなも

のですから、あまり立派すぎるかなと。 

 でまた予算書自体も、ページがね。見開きで見た時に、わずか２行か 1 行しかないものが、次のペー

ジにという形でね、それを全部圧縮しちゃったら３分の１以下の枚数になるんじゃないだろうかと。 

 そういうことを考えました時にですね、もうちょっと、何と言うのですかね、この、議員に渡すから

とか議会にとかということじゃなくて、もっと効率的に、その辺は考えてくださってもいいんじゃない

かしらと思いますので、ぜひ、その辺をもっと進めていただければありがたいなと思っています。以上

です。 

○委員長（吉田和子君） はい、辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 今ちょっと予算書のページに触れられたので、その部分だけちょっと補足

させていただきたいと思うのですけれども、一応この予算書なり決算書というのは自治法の施行規則で、

一応所定の様式が決まっているのですね。 

 それで、確かに昔の予算書に比べると相当ページが増えています。と言うのは、一応事業ごとに分か

りやすくということでですね、ちょっとこう作って、議会の方にもお示ししながらこれまでこういう形

になってきたと。 

 あと、Ａ４版の仕方もちょっと縦型から横型ということで、これもちょっとページが増える要素はあ

ったのですけれども、最終的にはそう増えない形で終わったということで、ちょっとこれの様式をです

ね、この左側は非常に空白でもったいないのですけれども、今のところちょっとこれ電算様式でこれだ

けになっているものですからね、これについては１つ、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 今課長からお話がありましたことに補足してでございますけれども、実は

国のＬＧＷＡＮの対応と言いますか、そういうこともございまして、今まで町村会の財務会計システム

を活用させていただいております。 

 議員の皆さんはご存知のとおり、負担金として町村会の方に、その財務会計システムの負担金を払っ

ておりましたけれども、毎年１，２００万円くらいの負担金の予算をいただいておりました。議決いた

だいておりました。 

 実際には１，１００数十万円の執行でしたけれども、それで国のＬＧＷＡＮに対応するためのそのハ

ード整備もございまして、町村会のその財務会計システムを脱退するというようなことで、実際脱退し

たわけですけれども、これは本会議の中でも何度かご説明も申し上げていると思いますので、ご理解し

ていただいているとは思うのですが、そのことに伴ってその民間の業者を探さなくちゃいけないという

ようなことがあってですね、検討して、実際にはもう切り替えてございます。それがこういう今までの

こういう開きから見開きになったと。 

 それで、効果として３００万円から４００万円の、民間に切り替えたことによって委託料またはその
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賃借料で、トータルで８００万円、９００万円くらいの年間、単年度ですね。なっておりますので、そ

ういうふうの効果もあってのこの予算書になってございますので、その辺もこの場をお借りしてちょっ

とＰＲと言いますか、しておきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（西田祐子君） はい。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） あのね、この中に対策５でね、５－６高齢者奉仕業務と、１，１５１千円削減

になっていますね。５－６、高齢者奉仕業務。 

 これはどういう内容ですか。 

○委員長（吉田和子君） 辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） これは多少ちょっと人件費も絡んでくるのですけれども、いきいき４・６

のですね、２階のお風呂がありますよね。あの受付をしたり、また高齢者の方が体調を崩していないか

とか、あるいは和室の娯楽室のですね、管理とか。そういう部分で、今まではちょっと正職員が１名お

りまして、その他に臨時嘱託がいたという部分で、正職員の部分は全体的な人員削減の中で今、退職し

たのを不補充という形でやっております。 

 その場を臨時嘱託が去年、に嘱託を置いていたと。その部分をさらに１５年度では高齢者事業団に委

託に切り替えて、そういう縮減をしたと。その部分の差額じゃないかと思います。 

○委員（加藤正恭君） あそう、それでいいの。 

○財政課長（辻 昌秀君） はい。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 結局ね、それによってね、サービスが落ちないのなら、削減という意味ではい

いのだけれども、それによってね、老人に対してのサービスがダウンするということになるとね、それ

までして削減というのであればね、本当に意味がないのですよね。無駄なものを省くといって、これこ

れの効果があったよというならいいのだけれど、サービスを落としてまでの削減というわけにはいかな

いと思うのですけれどもね。 

 そういう部分がこの中にないかどうかね。 

 ただ補助金をカットする程度の感覚でいかれたのでは困るのですけれどもね。無駄があると。必要な

いというのでカットというのはね、の検討の結果ならいいのだけれども、そういうものがあるのではな

いかなという気がするものですから。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） 予算段階では基本的にはその、何と言うのですかね。その、人がいなくな

るとかね、そういう部分ではなくて、一応雇用の形態を臨時職員とか嘱託から、事業団への委託に切り

替えたということなのですけれども、実際的に今どういう形でですね、動いて、それが利用されている

方からどういう評判があるかというのはちょっと私どもは聞いていないのですけれども。 

 その点でもし何かあればですね、教えていただければですね、担当課の方にちょっとお話したいと思

いますけれども。 

○委員長（吉田和子君） 本間係長。 
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○財政係長（本間勝治君） 実は今加藤議員のおっしゃるとおり、例えば対策２のですね、２－１４で

すか。実際には落としておりませんけれども、これもですね、プロジェクトの中では、例えば今除雪す

る基準を例えば８ｃｍ降った段階で除雪車を走らせようとか、そういうことがございますけれども、そ

れを１０ｃｍでも１１ｃｍでも、上げてもいいのではないのかというような話です。 

 ただし、これについてはやっぱりもう少し議論していかなくちゃいけないだろうというようなことで、

１５年度の予算編成にはこれを反映させていません。 

 従いまして、今加藤委員がおっしゃられるようなことはこういう所に現れていることは確かなのです

が、やはり我々のそのプロジェクトの中で議論している中でもですね、やはり町民の皆さんに対するそ

の町民サービスの低下をさせてまで、やっていいものかどうかの判断も含めてですね、議論していかな

くちゃいけないということで、相当そのやっていく中身の話をいたしますと、もうそういう状況でもな

いと。町民の皆さんも我慢してもらう所は我慢してもらわなきゃだめだというような議論も、確かにあ

りました。 

 ありましたけれども、基本的にはやはりその、格好をつけるわけじゃございませんけれども、我々の

給料まで下げてもですね、やっぱり町民の皆さんのサービス低下を招かないような形でやっていかなく

ちゃいけないんじゃないのかなというようなこともありまして、ちょっとお答えとしてはまとまってお

りませんけれども、議論の中にはそういうこともございまして、なかなか踏み込んでいけないものも実

際あって、こういう結果になってございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、これには載っていないと思うのですがね、この自治体というのは

胆振管内に１０いくらあるのですか。１１ね。 

 そしていろいろ協議会だの審議会だの、いろいろなものがあるのですね。 

 そしてそれに、あるのはいいのだけれども、それに対して今度負担金。随分、トータルしたことはな

いけれども随分あるので、その中にはね、金は出しているけれども実際活動していない、活用されてい

ないというようなね、あれが僕、結構あるんじゃないかと思うのですよ。 

 付き合いで、付き合いっていう言葉はちょっと変ですけれども、かなりの自治体とのお付き合い、お

付き合いという言葉は変だな。何か横の連絡上必要なものもあるのだろうけれども、そういうものが是

が非でも入らなきゃならないものか。またこう、集合的にできないものかね。 

 それによってお互いに、隣の自治体もそうだろうと思うのですよ。あるがために、お互いに出し合う

わけですね。それを人口対比でもって、白老町は比較的多く出すと。小さな所は少なくて済むというよ

うなね。それが結構あるのでね。その辺りの見直しというのは、していないですか、どうですか。どこ

かの項目に入っている。 

○委員長（吉田和子君） 本間係長。 

○財政係長（本間勝治君） 先ほど対策１の２２の中で、今、加藤委員からお話があったことと、直接、

若干ちょっと違うかもしれませんけれども、先ほどもお話したとおり、慣例的にずっと継続して入って

いて、負担金を払っていたけれども、じゃ何のメリットがあったんだというようなことの協議会とかそ

ういう会がございまして、負担金だけ払っていたと。 

 そういうものについては各課の方で、支払い先の方にやめた時にどうなるのかというチェックもして

もらいました。そのうえでやめた結果、これだけの効果が出てきていると。 
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 ただ、今加藤委員がおっしゃっているのは、自治体の中での協議会とかということですので、その辺

についてはこの中に含まれているものもございますけれども、ほとんどは含まれてございません。と言

うのは、なかなかやっぱり今までの慣例でやめられないと。 

 やめることによってこういう支障があると。それで我々も、予算要求があった段階で、財政課の査定

の中でですね、その辺のチェックはしました。したというのは、本当にやめられないのかと。やめるこ

とによってどういう支障がおきるのかというようなことも聞いたうえで、それではやめられないなとい

うことで、そのまま予算しておくかと。 

 それで、話の中ではその程度だったらもうやめようということで落としたものもございますし、そう

いうきめ細かにはできませんでしたけれども、そういうチェックはしてございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（加藤正恭君） はい。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。 

 なければ次の説明に入っていただきたいと思いますが。 

 辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） それではレジュメの３番目ですね。 

 それで、一応（2）と（３）、財政健全化指針における課題と財政健全化の今後の取り組みと、関連す

る事項もありますので、ちょっと引き続き一括でですね、ご説明させていただきます。 

 それじゃ、資料の方はですね、資料の２財政健全化指針のですね、財政健全化指針、資料２の１６ペ

ージになります。 

 昨日ですね、ちょっと本間係長の説明の中ではこの部分は明日ということにしていましたので、１６

ページ、今後の課題という部分ですね。ご説明します。財政健全化指針の１６ページになります。 

 資料２の指針の１６ページ。 

 この、指針の今後の課題というのは、昨年の１２月時点でちょっとまだ整理しきれないもの。また、

今後ちょっと時間をかけて検討しなきゃならないもの。３つほどあげています。 

 １点目の地方財政基盤の充実については、先ほどお話した三位一体の改革について、まだ方向性が見

えていないという中でのですね、対応という部分ですので、これは今後の具体的な推移を見守った中で

ですね、それぞれ抑えるものは抑えた中でですね、見通しを立てていきたいという部分です。 

 あと２点目の重要な政策課題の検討ということでありますけれども、財政状況が非常に厳しい中で、

なおかつ進めていかなきゃならない政策的な大型事業の話でして、１つは白老港の第３商港区。などと

書いてありますけれども、第３商港区、どういうふうに進めていくかという部分ですけれども、これに

ついては事業費の縮減というようなことも含めて、これまでどおりの事業費のペースでですね、引き続

きやっていくというのはとりあえず１６年度の国の予算編成に向かって、ある程度方針付けられたのか

なと。 

 ただ、その期間的な問題だとかそういう部分についてはですね、引き続きやはり検討していく必要が

あるのかなという部分です。 

 ただ、このなどというのは、白老港だけの話じゃなくて、先ほどもちょっとご質問がありました小学

校の統合における施設整備のあり方。そういう部分もちょっと含んでいるかと思います。  

 それらについては、新設の場合の経費。あるいは既存の校舎を使うという比較論としてもですね、こ
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ういうようなケースもいろいろ比較した中でのですね、そういう検討ということですけれども、それら

の財源が、通常で考えている一般財源で２億５千万円ベース。地方債の借入額８億円のベース。 

 これで収まらないという部分になった場合のですね、港湾については一応これまでどおりの財源の枠

でということですから、とりあえず整理ある程度つけるのかなというふうにも捉えますけれども、学校

の建替え等についてはその事業費、建替えの手法も含めてですね、ちょっとまだ今後検討を要するのか

なという部分になろうかと思います。 

 ３点目の特別会計、企業会計の健全化という部分ですけれども、ここで言っているのは、老人保健と

か介護保険は一定のルールということで、これらはちょっと別なもの、特に心配ない部分なのですけれ

ども、財政運営が懸念される特別会計という部分のですね、１６年度に追加繰出しを計画の中に盛り込

んだと。 

 多少１６年度以降、現在赤字の会計についての追加繰り出しというのをこの指針の財政見通しの中で

入れたという部分です。 

 ただ、それらも含めて全体的に果たして今後の特別会計・企業会計のあり方はどうなのかという部分

はですね、年内策定の財政運営の総合対策の中で引き続き検討を行うという整理をしております。 

 それで、この特別会計・企業会計の関係で、ちょっと関連して資料をご説明いたしますけれども、後

ろから２枚目の資料の７をお開きいただきたいと思います。 

 資料の７につきましては、１４年度の各会計の歳入歳出総額の概要ということで、決算の正式な資料

につきましては９月議会に出すということでですね、ちょっと正式な決算資料前の一応参考資料という

ことで、ちょっとお聞きいただきたいと思うのですけれど、一応５月末の出納整理期間が終了いたしま

して、各会計の歳入総額・歳出総額、すべてまとまっておりますので、一応ここに載せております。 

 一般会計・特別会計１０会計、企業会計２会計の合計になっております。 

 この中で、その赤字の部分としては、国民健康保険会計で累積で１１５，０００千円と。まだ、額的

には多くないですけれども、１４年度が４７，０００千円ほどの赤字でしたので、７， 

０００千円ほど増えてきていると。 

 老人保健会計で６２，０００千円。これは年度の調整の部分でして、これは赤字だった部分は１５年

度の中でですね、国とかの交付金、あるいは一般会計の繰出金で充てるという部分ですので、この辺は

特に問題ないと考えています。 

 ただ、公共下水道会計２４０，０００千円の赤字という部分では、１３年度決算が９３，０００千円

ほどの赤字でしたので、１５０，０００千円ほど増加するような形になっています。これについては昨

日の説明の中で、国の示す繰出基準に基づくですね、繰出額にしたということによって、それまでの下

水道会計の不足額を全額繰り出しするという形にならないものですから、赤字が拡大してきていると。 

 これらの対策をどうするかという部分についてですね、料金の負担のあり方。料金改定というのも現

実的な課題に、またさらになるというようなことも含めて、こういう問題がでてきているということで

す。 

 それから工業団地会計につきましては１，３００，０００千円台で、赤字の額はもう増えないと。大

体、今まで行った事業については、元金償還もほとんど終わりつつあるということで、大体こういう状

況なのですけれども、これらについては全部売却すればですね、回収はできるというような仕組みには

なっておりますけれども、なかなか今の企業立地の動向から言うと、売れる状況がないと。 
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 そういう部分の課題としては、本当にその工業団地としてだけのですね、利用だけでいいのかという

ことも含めて、今後はやはり引き続き検討せざるを得ないのかなと。 

ただ、これは公式には一切そういうような考え方の検討課題も触れておりませんけれども、都市計画

区域の工業専用地域にはなっているという、そういう都市計画の線引きがありますけれども、利用方法

ですね。引き続き工業団地だけでいいのかというふうなことも含めてですね、やはり売っていかないこ

とにはこの赤字が解消できないと。 

 また、多少なりとも金利はかかるという問題を抱えております。 

 あと、臨海部土地造成事業会計４２７，０００千円。前年度に比較して８０，０００千円ほどまた赤

字拡大とのことになっております。大体第２商港区の埋め立てについては、これで大体一段落というこ

とですけれども、これも基本的には売っていかなければ解消できないのですけれども、ただ、全部売っ

たとしてもですね、臨海部土地造成事業会計は下水道施設だとか水道とか、かなり施設整備して、逆に

売れる単価の水準以上のですね、投資という形に結果的になっているということで、最終的にはここの

会計については一般会計からの繰り出しでかなりの部分を解消していかなきゃならないと。 

 そういうようなことを課題に持っている会計だということになっております。 

 あと、この表には載っていませんけれども、港湾機能施設整備事業会計２０，０００千円の黒字にな

っていますけれども、まだ上屋の元金償還が始まっておりません。これ元金償還が始まってくると、近

いうちに赤字になるであろうと。 

 ただ、それについてはかなり長期的な利用収入の中で解消するという、そういう計画にはなっていま

すけれども、当面はやはり赤字が拡大していくという可能性が強いという部分になっております。 

 あと、企業会計については水道事業会計で資本的収支は赤字になっていますけれども、これは投資の

部分で、過去の蓄積等がございますので、これについては水道事業会計、基本的には問題ないものと考

えておりますけれども。 

 そして未処分剰余金も２７０，０００千円ほど水道会計はあるということです。 

 ただ、病院会計につきましては、単年度での収益的収支で８４，０００千円の赤字ということで、こ

の累積もですね、欠損金が９３０，０００千円。実質的には減価償却の分の積み立てを差っ引くという

ことで、不良債務が２０９，０００千円ということで、こういうような形になっております。 

 この不良債務の額を解消していくというのが、企業会計で行っていく当面の課題であると。 

 ただ、それにしても、その医業収益を上げていく部分で非常に厳しい、そういう環境になっています

ので、この病院事業会計につきましては、行革の中での民営化というようなこともですね、含めて今後

の検討課題ではないのかなということであります。 

 以上、決算額としてはいろいろ赤字を持っている会計を、今後の財政運営に懸念のある会計というこ

とで捉えてですね、それらの対策について、これまで普通会計については２回も健全化計画・健全化指

針というものをまとめていますけれども、これらの会計、正式に取りまとめたものがございませんので、

本年策定のものについては、これらの懸念される会計についての対策もですね、合わせてまとめていく

というのが年内の検討事項ということで、これについてはこの場でのちょっと対策、なかなか示せる部

分がございませんので、今後検討の中でですね、議会にもお示ししていくということでご理解いただき

たいと思います。 

 以上が健全化指針で掲げた３つの課題であります。それらも含めてあと１６年度に向かってですね、
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今後どういう取り組みをしていくかという部分で、最後のページ、資料８になりますけれども、これに

ついて若干ご説明させていただきまして、説明を終わらせていただきます。 

 この中で１番、２番の歳出削減プロジェクトと、２番、役割分担検討プロジェクト。これについては

１６年度の予算編成が、具体的なその編成に向かってですね、現在取り組んでいる事項。 

 あと、３点目以降につきましては、１６年度も含めて今後中期的にですね、取り組む事項ということ

での整理になりますけれども、まず１点目の歳出削減プロジェクトですけれども、５月に１６年度の予

算編成に向かっては５月に発足しています。 

 先ほど本間係長の方からご説明したとおり、平成１５年度予算の関連での昨年度の取り組みというの

はですね、４つの関係課で行っておりますけれども、今回のこの歳出削減プロジェクト、５月２３日に

設置したプロジェクトについては、目的については同様な目的なのですけれども、構成については、４

つの関係課以外にですね、ほとんど全課ですね。全課から職員に出ていただいて、主幹・係長職、中堅

職員による、今現在検討を進めております。 

 これまで７回ですね、開催しておりまして、もし現在までの検討事項の概要をですね、もしご質問が

あれば本間係長がそのメンバーになっておりますので、後ほどご質問等でお願いしたいと思います。 

 ２点の役割分担検討プロジェクトですけれども、これは昨年度はこういうような形での設置はござい

ませんけれども、行政改革大綱が昨年できまして、今後の町の行政運営をですね、進めていくうえで、

行政だけで色々進めていくには限界があると、そういう部分。 

 また財源的にも、これまでの税とか交付税だけに頼る、やはり行政サービスのあり方というのもです

ね、やはりかなり難しいという部分がございます。と言うのは、先ほど三位一体の中で説明いたしまし

た、地方分権の中でも、地方分権の推進委員会の最終報告の中で、地方分権をさらに推進するためには、

地方税源の充実確保を図るべきだということでの提案にはなってございますけれども、その観点として、

住民の方の受益と負担のですね、対応関係を明確化にすべきだと。 

 やはり、特定の方がサービスを受けるものについては、やはりそういう受益者負担という考え方でき

ちんと、その対価を支払ってもらうべきだと。 

 また、税についてもですね、この受益と負担という観点からですね、やはり今後見直すべきだと。そ

ういうような意見というのも現実に出されております。 

 白老町についても、そういうような部分からですね、今後の町づくりの中で行政・町民・民間団体の

役割分担をですね、検討して、そういう中でその行政サービスとして行わなければならない領域を明確

化して、受益者負担とか、民間に委託しなきゃならないものとか。さらに、補助金として支出しなきゃ

ならないものとか。そういうものの基本的な考え方をまとめていきたいなということでの、今現在プロ

ジェクトを設置しておりまして、これは、本日が何か開催ということですけれども、これまで１１回ぐ

らいですね、５月２３日開催依頼、開催しておりまして、それぞれのプロジェクトともにですね、９月

ぐらいを目途に、これは担当課長等によるですね、最終的なそういう検討も含めて、予定されていると

いう部分でございます。 

 １番、２番につきましてはこれ、１６年度の予算編成に結び付けていきたいという部分での作業内容

の現在進行中の部分です。 

 ３点目につきましては、年内策定を目指しております、財政運営の総合対策のですね、策定会議とい

うことで、５月２０日に、これは財政課が事務局になっておりますけれども、各会計の担当課、特別会
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計・企業会計の担当課の主幹・係長等に集まっていただきまして、構成していると。そういう部分でご

ざいます。 

 これについては、必要な都度開催し、年内を目途にですね、財政運営の総合対策をまとめていきたい

という部分です。 

 このポイントとしては、先ほども特別会計・企業会計の今後財政運営懸念される会計というお話をし

ましたけれども、その辺を、今まで普通会計、一般会計中心の対策ということでまとめておりましたけ

れども、全会計の中で特にそういう心配される会計についてもですね、対策を明らかにしていくという

部分が１つのポイントになろうかと思います。 

 次のページ、４点目以降につきましては、これかなり具体的な事項としてですね、先ほど役割分担検

討プロジェクトの中で検討課題となっております、受益者負担とか、補助金のあり方の部分としてです

ね、これまだ作業には着手しておりませんけれども、今後引き続くそれらの役割分担検討プロジェクト

の検討経過等を受けてですね、より具体的な１６年度、どうしていくか。または今後の５年程度のです

ね、取り組みの中で、どのように進めていくかという部分です。 

 使用料・手数料の見直しにつきましては、具体的な受益者負担の見直しということで、実際施設の会

館の使用料等含めてどれだけのコストがかかっているか。そして、各種サービスの、そのコストに対し

てどれだけ負担していただくかと。福祉会館等のですね、経費というのは運営経費、高熱水費等の運営

経費。 

 また、過去に建てた建設費のですね、元利償還とか、そういう部分がございますけれども、これまで

はランニングコストの２分の１程度ということで、使用料基準を定めてきたということですけれども、

その辺のあり方。 

 また１番大きな部分としては、減免という制度の中で、町内会・福祉団体・文化団体・スポーツ団体、

基本的にはかなりの部分が減免で、無料化していると。果たして今後もそれでいいのかどうかと。そう

いう部分も含めてですね、減免については町長の裁量事項ということになっていますけれども、実際町

民生活に大きく影響を受ける事項ですから、これらも議会も含めてですね、ご相談して、見直しすると

なればそういうような方針的にしていかなきゃならないかと。 

 それらの検討を今後引き続き、役割分担プロジェクトの方向性がある程度見えてきた段階以降ですね、

さらに進めていきたいという部分です。 

 また５番の各種補助金の見直しという部分ではですね、これは行革大綱で本年度実施するという、実

施計画の中での位置付けになっておりまして、補助金についてはこういうような意見というのもござい

ます。 

 例えば、福祉団体に対する補助金というのは、母子会とかいろいろ、過去からあるいろいろな団体に

対して、運営費補助というのは社会福祉協議会を通じた間接補助という形でですね、行っておりますけ

れども、今、福祉という大きなくくりの中で、いろいろなまた新たな福祉団体が出てきております。 

 子育ての部分だとか、そういういろいろな団体が出ておりますけれども、その従来の補助金というの

は、一度補助金を交付する団体が継続的にずっと運営費をですね、町の方で補助するというような仕組

みになっているのですけれども、そういう新たな団体が出てきていると。そういう部分に対してのです

ね、その交付先のあり方の問題。 

 また、交付額に対してどうであるか。その決算状況というのは毎年把握するようにはしているのです
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けれども、必要性だとか、公平性。そういうような観点からですね、すべての補助金を今後精査して、

補助金交付の基準表を作り、各団体との協議の中で見直しできるものは見直していきたいと。そういう

ような考え方を持っております。 

 考え方として、外部の委員の意見を聞くということも、１つの提案の中に出てきておりますけれども、

その部分についてはちょっとまだ、外部のですね、方にその補助金の交付についてのそういう会議を開

くこと等はまだ検討しておりませんけれども、提案としてはそういうようなことも出てきております。 

 これにつきましても１１月ぐらいを目途にですね、作業を進めていきたいということで考えておりま

す。 

 最後６点目、財政情報の公表につきましては、これ予算編成とか財政健全化とか、そういう部分の話

として、やはり先ほども議会から交付税の決定になった内容についての公表というような部分でですね、

いろいろな形で今後財政情報というのを公表していくということで、従来は広報を中心にやっておりま

すけれども、それらの内容の充実という部分で、従来の内容をさらに拡大して、ミニ版の決算書とか、

ミニ版の予算書、そういうものをですね、作っていくというようなことも、今後課題という部分で取り

組む事項になっております。 

 さらには、昨年度普通会計のみ作りましたバランスシートについては、全会計連結したバランスシー

ト、並びに行政コスト計算書ということで、これについては決算の関連でですね、これについても議会

あるいは町民に対してですね、公表していきたいと。 

 そういうような取り組みとして、現在こういうような取り組みを進めていると。特に大きなものとし

ては、３点目の財政運営の総合対策。この部分をですね、年内を目途にですね、まとめて、平成１６年

度の予算編成に結び付けていきたいと。そのように考えております。 

 説明については、以上で終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） はい、ありがとうございました。 

 質問に進めて、それが終わってから休憩に入りたいと思います。質問のある方、いらっしゃいますか。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、病院会計ね。これは私も、議長もそうなのですが、病院運営審議

会を昨年までやっていました。 

 民営化に早くすべきだと、こういう答申をしているのですが、今の町長に期待はなかなかできないの

で、早くそういう方向に持っていってほしいと思うのですけれどもね。 

 置けば置くほど、いや置けば置くほどと言うと、おかしげな罪を作っていくようなね。実績が８４，

０００千円くらいのあれですけれども、交付税等も含めれば２７０，０００、２８０，０００千円のね、

金をつぎ込んでいるわけなのですよね。 

 ですから早くそういうふうに持っていってほしいものだなと思うのですけれども。 

 担当課としては、あなたに聞いても知らないのかもしれないけれどもね。早くそういうふうに持って

いってほしいと思うのだけれど。担当課として、早く積極的に進めていただきたいと思うのです。 

○財政課長（辻 昌秀君） 答弁必要ですか。 

○委員長（吉田和子君） 要望でよろしいですか。 

○委員（加藤正恭君） はい。要望で。 

○委員長（吉田和子君） あと、他にございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（吉田和子君） じゃ、本日はこの程度にとどめまして、行政側として財政運営総合対策、策

定会議を今後進めていくということですので、来月に入ってからちょっと所管とやり取りをしながら、

どの辺まで行ったかということでね、また委員会を開催していきたいというふうに思っておりますので、

本日はこの所管事務調査は以上で終わりたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕  

〇委員長（吉田和子君） じゃ、休憩を挟んで、陳情書についてやりたいと思いますので、所管の皆さ

ん、どうもご苦労様でした。 

 じゃ、２時半から始めたいと思います。 

休憩 午後  ２時１４分 

 

再開 午後  ２時３２分 

 

◎陳情調査 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 これから、陳情の第１号の審査を行います。事務局から経過の説明をお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） この陳情につきましてはですね、先般の議運でもお話させていただきまし

たが、今年の２月に提出されたものでございますが、ご承知のとおり、今回議会の改選期ということに

重なっておりまして、本来でありますと２月に出ておりますので、今年の３月定例会において委員会付

託等々という措置がとられるところでございましたけれども、今話したとおり、改選期ということに重

なりまして、改選期になりますと、この陳情審査等というのも審査未了という取り扱いになりますので、

これは一時的に議運にかけまして、議長預かりという形で、ですから陳情書の下の方は、松田議員の議

長の名前で出てきております。 

 そういうような経過でございまして、この６月定例会に向けて、議運で取り扱いを協議したところで

ございます。 

 そういうことから、改選期の時がこういうような状態になりますけれども、今回たまたまそういうこ

とで、時間的に改選期に当たったということでございます。 

 それとですね、参考までになのですが内容を説明する前にですね、実は去年のですね、平成１４年第

４回の定例会ですけれども、１２月ですね。昨年の１２月定例会に実は、昨年の１２月５日付で同じよ

うな内容の陳情書が出てきておりました。 

 これについては、参考配布という形でそれぞれ議員さん全員に、参考のために配布させていただいて

おります。 

 参考というのはですね、いろいろこういうものも含めてですね、重要事項な解決要望を趣旨とした、

いろいろな陳情書等々でございます。そしてこれについては、各議員それぞれの立場でしかるべく措置

をいただきたいということで、参考配布にしてございます。 

 このしかるべく措置というのはですね、こういうものの、今回は意見書なのですけれども、この意見

書は議会が国に対して出せる趣旨のものでございます。従って一般の町民の方々が、直接意見書を出す

ということにはならないものですから、ですから今回は意見書を出してくださいという陳情なのですよ。 
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 そういうことでご理解いただきたいと思っております。 

 ですから、これを踏まえて、白老町議会として採択した場合は、白老町議会として政府の方に意見書

を提出すると。もちろん不採択の場合は、当然出す必要はございませんけれども、そういうことで今回

も意見書を出していただきたいという陳情ということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 そういうことから、昨年の１２月に出てきたこの陳情書も、陳情書の取り扱いについては、参考配布

ということになっておりますが、今回、またこの３月に再度、この意見書を出してくださいということ

が、失礼２月ですね。陳情があったという経緯がございます。 

 それで、これの地球村という所から出ておりますが、今、今日お配りした書類が若干ございますので、

簡単にご説明をしたいと思っております。 

 今回は、苫小牧にあります地球村から出ておりまして、白老町の方々も会員として加入をしていると

いうことから、陳情書にありますとおり代表の方がありますが、それ以下の３名の方については白老の

方も会員になっているということで、ご理解いただきたいと思っております。 

 それと、この地球村ということなのですが、今日お手元に配布しましたとおり、昨年の１０月１１日

にＮＰＯ法人に認証されております。これに書いてありますとおりＮＰＯですから、特定非営利活動法

人ということになります。法人格を有しているということになります。 

 それで、ここに書いてありますとおり、環境調和社会、平和で幸せな社会の実現に向けて、広く一般

市民、企業、政治家並びに行政への啓発、また提言活動を行っていると。そして、環境の保全、人権の

擁護及び平和の推進並びに創造に寄与することを目的とした、このＮＰＯ法人でございます。 

 ここに理事会という形で、理事また監事ということで、これはもう全国的な組織でございます。後ほ

ど組織の全国的な部分が出てきますが、そういう中で組織されているということでございます。 

 １枚目の１番下の方に、ネットワーク「地球村」事務局ですね、これが大阪と東京に設置されている

という状況にございます。 

 次ちょっと１ページ開いていただきますと、地球村では全国各地の地域で様々な活動をしていますと

いうことで、講演会、セミナー、環境学習会、また中段になりますと、温暖化防止に向けてと。またそ

の下に、有機無農薬農業の推進だとか、いろいろそういう形でここにありますとおり、活動をしている

団体だということです。 

 次の裏になりますけれども、一覧表ずっと北海道から沖縄までございますけれども、現在の会員が、

これちょっと古くて１３年の５月１日現在の資料でございますけれども、現在７５，０００名ですと。

会員ですね。という状況です。 

 それで、北海道ではこの地球村というのは、１２町村に設置されているということで、近くでは苫小

牧。今回陳情が出ておりますが、苫小牧の地球村が設置されているという状況にございます。 

 以下、全国的な組織については割愛させていただきますが、こういうことで活動の拠点を置いている

という所でございます。 

 それと次、ネットワーク「地球村」というコピーしたものがございますけれども、これについて先ほ

ど話したとおり、「地球村」とは国連などが提唱している「地球と調和した社会（幸せな社会）」のこと

ですと。ネットワーク「地球村」は、「地球と調和した社会（幸せな社会）」の実現を求める人々のため

のネットワークです。グリーンコンシューマ（環境にやさしい市民）が増えることで「幸せな社会」の

実現を目指して活動していますということで、先ほど話したとおり、現在会員数が７５，０００名とい



４５ 

うことでございます。 

 あとですね、ちょっと開いていただきますと、コピーがちょっと汚いのですが、日本の全国の地図が

ちょっと載っている部分がありますけれども、これはですね、今回の陳情「平和の意見書」を求める請

願とか陳情の取り組み状況ということでございますが、ここに書いてありますとおり、全国でですね、

枠の中にございますが、意見書、今回意見書を提出した市町村は、２，４３５市町村と。道も今回入っ

て、県も入っていますけれども、都道府県入っておりますけれども、その内採択が７２４ということで

採択率が２９．７３％という状況にございます。 

 それとその下に手書きになっておりますが、北海道、今この表にずっとありますけれども、１９５の

道を含めた市町村に、今回意見書を提出していると。その中で、採択がこの★印です。★印。北海道・

札幌・旭川・釧路と、ずっとこうありますけれども、３５が採択して、採択率が１７．９５％と。 

 胆振管内では、上から２行目の苫小牧市、これ★印が付いておりますけれども、ずっと右に行って下、

１段下の伊達市が採択をしているという状況にございます。 

 あとですね、北海道の下から１、２、３、４行目、下から４行目。白老町・早来町・追分町・厚真町・

鵡川町、あと日高に入りますが、平取・新冠・静内・三石・浦河・えりも、この辺が日胆地区でござい

ますけれども、この中で先ほどの苫小牧・伊達市を除きますと、町村では平取町・静内町がそれぞれこ

れを採択しているという状況にあります。 

 あとずっと以下ですね、全国的なものでございますので、資料として添付してございますが、これに

ついては説明を省略いたしますが、この★印ですね、これが採択をしていただいたという議会の印でご

ざいます。 

 簡単なのですけれどもね。そういうことで、資料を一応分かる範囲内で揃えさせていただきました。 

○委員長（吉田和子君） 資料についての説明がありましたけれども、これより陳情第１号に対する質

疑に入りたいと思いますけれども、質疑って言っても、所管も来ていないし。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、ちょっとお聞きしたいのは、昨年の１２月は参考配布にしたと。

それはちょっと記憶が定かじゃないのだけれども、当時は苫小牧市の杉浦さんだったかどうかは知らな

いけれども、苫小牧の地球村から提案されて、地元の人は入っていないと、ね。 

 それで、参考配布にしたという経過があって、今回の場合は地元の人が入る場合は、こういう陳情書

として採択するということでいいのですね。そういうことの理解でいいのですね。 

○事務局長（山崎宏一君） はい。今、加藤委員のおっしゃるとおりでございまして、実はうちの方の、

議会の方の申し合わせにございますとおり、昨年出てきた時はですね、そういううちの方の要件が揃っ

ていなかったものですから、一応指導した経過がございます。 

 今おっしゃったように、町外のものについては参考配布ということの取り扱いをさせていただいてお

りました。ただし、その時もちょっと私ども気が付かなかった部分があるのですが、白老町内でこれに

参画している人方、会員ですね、いれば、そういう方々の名を連ねていただければ、扱いとしてはです

ね、結果は別にしましてね、これを取り上げるということで、ご指導した経過がございまして、その結

果今回２月に出てきたという状況にございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） もう少しお聞きしたいのはね、結局この採択率が全国で２９．７、北海道で１
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７．９、まぁ１８だね。非常に低いのだよね。 

 この辺りがね、ちょっと我々もそのＮＰＯ地球村っていうのがよく理解をできないのですが、平和を

愛すると言うかね。平和宣言をするということは、誰も反対することはないと思うのでね。 

 さっきもちょっと雑談で当たり前のことをね、って言うのだけれども、なかなかそれが必ずしもね、

そういうふうにいかないという何があるのか。ちょっと不思議なのだけれどもね。 

 その辺りが、もし分かったらですね、分からない。分からない。 

 平和だから何でも採択ということにはならないだろうしね。平和の話だから、目暗って言ったら、あ

まり調査もしないでね、ぱっぱとやってしまうというわけにもいかない。 

 だから少し、調べてみる必要もあるのかなという気がするのだけれどもね。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君） はっきり言って、どうなのかということは分からないのですが、たまたま

ですね、今回数字に出しますと、１７．９５、約１８％という採択率なのですね。 

 これですね、色々他の議会の話も実は、なぜかということじゃなくて、聞いてみましたら、結局今年

のこれ２月に出ているわけですね。それで４月、５月に改選期ということで、これのうちの取り扱いは

議長預かりで、新しい議会で取り扱いをしたのですけれども、他の議会はですね、そこで審査未了とい

うことで、流している部分が結構あるのですよ。はい。 

 実は、胆振管内もちょっと聞いてみたのですけれどもね、受けたのですけれども、議会の改選期とい

うことで、それは仮に付託しても全部それはもう審査未了で全部結果が出てきていないのですよ。 

 ですから★マークが付いていないという現状も、実はあるのです。はい。 

 うちの場合はそうじゃなくて、６月に、議長が預かっておいて６月の議会で一応結果は別にして取り

上げましょうという処置をしたのですが、他の方は改選期で審査未了ということで、流しちゃった部分

があるものですからね。 

 ですからこれは、この地球村からいただいた実は資料なのですよ。この採択率なんかもですね。です

からこれが、若干はおそらく増えている部分があろうかと思います。今年になってからですね。その辺

まだ、定かではないのですけれども。なぜ採択に至らないのかということはちょっと、そこまでは明確

な調査と言いましょうか。それはしてございません。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それとね、この地元の、３人とも萩野の方なのですけれど、岡島さん、成田さ

ん、松田さんていう方は、どういう立場の人たちでございますかね。全くの主婦だけですか、単純に。 

○委員長（吉田和子君） はい、事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君） 私どもの方で聞く範囲というのがちょっと、限られると言うのでしょうか

ね。聞き方もあるのでしょうけれども、今の伺った中では、その程度のお話でございます。 

 さらに突っ込んだ、いろいろな何と言うのでしょうかね、他に活動をしているかどうかということも

ですね、特に聞き方としてはしておりませんので、特にその他の活動がどういう状況に、この方々がで

すね。いろいろな思想の関係もあるのでしょうけれども、特にそこまでは突っ込んだ聞き方はしており

ません。 

○委員長（吉田和子君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） もう１つね。この中に記と書いて、裏ですけれど。記と書いて１、２。この１
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などはね、国連決議に基づかない、すべての軍事行動に反対すると。こういう文面がありますね。国連

決議に基づかない、すべての軍事行動に反対する。 

 これは、僕は今の小泉を支持するしないとかという感覚じゃなくてね、ここまでいくと、国連決議に

すべて基づかなければならないのかという、非常に高レベルのね、議論がされなければならないと思う

のでね。必ずしもそういうふうにはなっていないのですよ、現状はね。 

 ですから、結局国の行動に対してもこれを採択ということになれば、反対という意思表示にもなりか

ねないしね。その辺りがちょっと、我々のレベルではちょっと今、分からないのですがね。 

 これについて、どなたか意見ありませんか。委員の皆さんの中で。 

○委員長（吉田和子君） どうでしょうか。今、委員の皆さんに何か意見ということなのですが。 

○委員（加藤正恭君） これ２番目だってね、被爆国であり、第九条に戦争放棄した平和主義の国とし

て、平和的解決に貢献すること。これも多少今歪んでいる問題でもあるでしょう。 

 だから何かね、ここにちょっとした不治的なニュアンスがね、あるように推測されるのだけど。想像

される。 

 各委員さんはどんなふうに判断しますか。 

○委員長（吉田和子君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私もですね、今回のアフガニスタンの問題ですか。なんかも含めましてですね、

正直に申し上げまして、いいのか悪いのか、よく判断しかねます。 

 そこの中でこれを、賛成してくださいと言われても、正直申し上げて、分かりません。以上でござい

ます。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。 

 はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ４、５分時間をちょっと入れてもいいですか。岩手のですね、西岩井郡の市町

村全部、批准しているのですよ。それで、一関ちょっと私、議会局長にちょっと電話して、状況をちょ

っと聞いてみます。 

○委員長（吉田和子君） ちょっと休憩いたします。 

休憩 午後  ２時５２分 

 

再開 午後  ２時５８分 

○委員（吉田正利君） ちょっと、一関市の局長にちょっと電話してみましたら、北上市の、隣なので

すけれども、地球村からやはり、採択陳情があったということで、郡内で一応全部確認しあったけれど

も、全国規模の組織で、疑わしい団体でもないということを確認したので、一応採択に決定いたしまし

たと。 

 それで、大体これを見ますと、周りの市町村全部採択しているのですよ。ですから、そういうふうな

ことで、問題ある団体ではないということを今、局長言っていましたですね。 

○委員長（吉田和子君） あと他に質疑ありますでしょうか。ご意見も含めて、どうでしょうか。 

 じゃ、これで質疑はないということで、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） では、陳情第１号、政府に「平和の意見書」の提出を求める陳情書について、
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採択をするかどうかを伺いたいと思います。 

 どのように取り計らいますでしょうか。挙手でよろしいですか。 

 じゃ、採択をするということで異議がない方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（吉田和子君） 多数ということで、採択ということでよろしいでしょうか。 

 じゃ、今後の取り扱いについては、事務局長から説明をいただきます。 

○事務局長（山崎宏一君） このさっき言ったような意見書の陳情ですから、これ今度意見書に変えな

きゃならないわけですね。 

 それで、この裏に案も付いておりますけれども、このとおりで良しとするかどうかの、もちろん基本

的にはこれなのですよね。 

 それでですね、意見書が提出された陳情で、今回そうなのですけれども、委員会の審査の結果が採択、

今回採択になりましたので、採択と決定した時は委員長・副委員長に案文の作成を一任させていただい

て、原案を議運にお諮りすると。 

ですから今まで、議運で意見案をやっていますよね。あれと同じ形で、委員長名で議運に出していた

だくと。そして議運で、各会派がございますので、その中で全会一致になるか、賛成多数になるか、ま

たは賛成少数になるのか、分かりませんけれども、そういう形でこの案文については、後ろにも案文が

付いておりますけれども、これを委員長・副委員長の方で作成をしていただいて、議運に諮ると。 

ですから９月定例会時の議運ですね。これにお諮りをすると。そして正式にそこで、議運にかけて、

良し悪しで本会議の方へ行くということになりますので、その辺予めご理解いただきたいと思っており

ます。 

○委員長（吉田和子君） そういうことで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、以上を持ちまして、本日の所管事務調査を終えたいと思います。 

 はい、副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今後の日程について、今日のですね、所管事務調査の中身を聞いています

と、財政の総合対策についてということの表題なのですが、非常に昨年期の、前年期と言うのですかね。

平成１４年度の１２月に出た計画を基づいた、中身の説明を受けて、それで今後の対応というのは、変

な話、レジュメの１ページちょっとなのですよね。 

 それで、これから、どうも聞いていると、８月にしても何かあまり進展が無さそうに感じるのですけ

れども、その辺を含めて、日程は用意しているとは思うのですけれども、その辺を正副委員長に開会す

るかどうかのね、一任を委員に諮ってもらいたいなと思うのですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 今、副委員長からお話がありましたように、先ほど課長ともお話をしまして、

８月の末に一応委員会ということでだいたい予定していたのですけれども、それまでにどれぐらい進む

かということは、ちょっと不安があるというお話だったのですね。 

 ですから、９月の定例会には中間報告になるのか、最終的な報告になるのかということは、その８月

の時点でその課長とやり取りを、副委員長とともにやり取りをしまして、進捗状況を伺いながら、こち

らの希望としては、その進めていく中にも、議会の意見としていろいろ取り入れてもらいたいものも出

てくると思うということで、途中であっても、１回はそういうふうにしたいという話はしてありますの
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で、日程の調節に関しては、ちょっと担当課とお話をしまして、日程を組みたいというふうに考えてお

りますけれども、それで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） はい。それじゃ、そういうことでよろしくお願いいたします。 

 それと、明日の総務文教常任委員会は、一応今日で終了いたしましたので、明日は行いませんので、

よろしくお願いいたします。 

○委員（根本道明君） その日程はいいのですけれどもね、その時に、今我々分からなくなって、理事

者側の考え方が分からない場合は、助役にその考え方をただしたうえですね。委員会としては。 

 今回は助役がまだこのような状態ですから、その時は必ず町長が、在席しているときに、委員会を開

くということを、よろしくお願いします。 

○委員長（吉田和子君） その辺はまず担当課とお話しながら、必要があれば、そのように求めていき

たいと思います。 

 今まであまり町長は来ていないですよね。 

 

◎散会の宣告 

○委員長（吉田和子君） じゃ、以上で終了いたします。 

（午後 ３時０５分） 

 


