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   ◎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委員会を開会いたします。１名

まだ来ておりませんけれども、始めたいと思います。 

 本委員会については傍聴許可することにご異議ありませんか。 

               ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 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。 

 

○委員長（吉田和子君） 次に本日の委員会の日程について事務局長からお話いたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  今日財政課の方から修正案ということで、先般お配りしてあ

りますプログラム、これと全文について差換えという形で、今日配布してございますので、

後程ご説明がございますので、そういうことでよろしくお願いしたいと思っております。 

 尚今日の会議につきましては、一応午前中というふうに考えてございますが、いろいろ審

議の内容によりましては午後からもということになろうかと思いますので、その辺よろしく

お願い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）  今日皆さんのお手元に財政運営総合対策の修正案の資料いって

いると思いますけれども、最初にこちらのほうの説明からお願いしたいと思いますけれども。 

 三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  それでは内容説明入ります前に、私のほうから若干お話をさせ

ていただきたいと思います。 

 前回の委員会においていろいろと委員さんのほうから意見をいただきました。町のほうも

並行的に広報紙でありますとかインタ－ネットを通じて町民、各種団体等のご意見も募集す

るということで、そういう作業してまいりました。そういうご意見等踏まえて、今回お手元

の修正案ということで提出をさせていただきましたので、その内容を中心にこれから説明を

させていただきたいと思います。 

 前回の審議会におきましては、各委員さんのほうからこのプログラムの目的、それから何

のために作るのか、それから現在同時平行的に進められております第４次の総合計画との関

連性、整合性、それからその他に寿幸園、町立病院の老朽化に伴う改築、それから小学校の

適配に伴う施設建設と、こういった町の懸案事項への財政的な対応どうするのか。こういっ

たことが大きく出されておりました。そういうことでこの公共施設の更新に関わる問題、特

に大きい問題ですから、ちょっとお話させていただきたいと思いますけれども、これらの事

業につきましては、御存じのとおり町の長年の懸案事業でございます。しかも多額の財源を

必要としますことから、このプログラムにおける３つの基本的な考え方というものを一応示

させていただいておりますけれども、なかなか言い切れない部分ですから、口頭で先に話し

させていただきたいと思うのですけれども。 

 まず特養の寿幸園の問題につきましては、これは町長申し上げております通り、この運営
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の方針を６月議会に示すということにしております。現在公表までには至っておりませんけ

れども、最終結論出す段階ということでございます。公設公営、公設民営、民設民営、３つ

の方針というのをどれかをということにしているのですけれども、いずれにしましても現在

の一般会計から特別会計の繰出約３千数百万円繰出ておりますけれども、この範囲内の負担

とすることをベースに現在検討進めております。このため財政改革プログラムのことからい

いますと、このプログラムの収支見通し内での事業実施という考え方でおります。それから

小学校の建設更新事業でありますけれども、現在は適配検討委員会からの答申を含めて検討

をしている段階にございます。具体的な整理までにはまだ若干時間を要することから、この

度の総合計画の実行計画にも示しておりますとおり、具体の作業といたしましては、まず調

査を事前に行ってからの実施になりますことから、実行計画の中では耐震の調査をＢランク

で位置づけておりまして、調査をするかどうかという段階になっておりまして、この１９年

までの期間内中には事業着手はまだ実質的には行わないと。ですから財源的なものの措置ま

でには至ってないということであります。それから町立病院につきましても老朽化が著しく

て、今後施設整備の方針を明確にしていかなければならないというふうに思っております。

ただ仮に公営の方針、町が建てるということになった場合になりましても、ご存じのとおり

病院につきましては企業会計でありますことから、基本的には医業収益を想定しての事業と

いうことになります。従いまして一般会計からの基準以外の繰出追加は政策的判断を要し、

議会や町民と負担のあり方を議論しなければならない問題であるというふうに考えており

ますし、いずれにいたしましても、これも事業着手は平成１９年度のこの改革期間内にはな

らないというふうに考えております。このような状況踏まえましてプログラムを整理させて

いただいております。この後担当のほうからの説明にもあるかと思いますけれども、前もっ

て基本的な考え方だけを私のほうから申し上げさせていただきたいと思います。 

 それでは内容につきまして説明を順にさせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  私のほうから説明いたしますけれど、今日追加でお配りして

いる資料ですね、確認させていただきたいと思います。まず１枚目の財政運営総合対策に係

る説明資料というですね、１枚ものがあります。一応その中にはですね、これからご説明い

たします各種団体、町民の財政改革プログラムに対する意見ですね、これタイトルで１つに

なっております。今日説明する事項の２つめとしては、財政改革プログラムの修正案の内容

ということですけれども、大きな修正点といたしましては、先にちょっとこの資料でご説明

いたしますと、「はじめに」という部分を追加しております。内容は後程ご説明いたします

けれども、プログラム作成のねらいとか、総合計画の関連などについて触れております。第

１章第２節の部分、前回は財政危機の要因というタイトルでしたけれども、これに財政健全

化の取り組みの経過を追加して、タイトルを変えております。第１章第３節の行財政立て直

しのためにという部分につきましては、プログラム策定の目的をはっきり書き込みまして、

明確化させております。第５章第２節の町政運営のガイドラインという部分ですけれども、

これには公共施設の更新の課題となっている具体名として一応寿幸園などというふうに記
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載追加しております。あと「上乗せ」「横だし」のサ－ビスについて、すべて辞めるという

ことに実際なるのかと、ある程度政策的な判断の部分があってもいいんじゃないかという部

分についてはですね、国・道制度を補完することが特に必要なものについては記載をしてご

ざいます。最後に「おわり」という部分をですね、追加いたしまして、国への要請の姿勢、

自治体経営の推進、行財政改革の姿勢などについてですね、これも全部追加ということで触

れております。 

 資料のほうの説明に入ります。まず修正案に入る前にですね、町民、各種団体からどのよ

うなご意見が出てるかという部分ですね、ご説明いたしたいと思います。 

 一応先先週までにですね、募集ということにしてございました。苫小牧地方食品衛生協会

白老支部というところからですね、人件費の関係何点か来ておりまして、町内企業のですね、

実態と、役場の年総支給額との比較を行ってはどうかという部分でございます。これについ

て最終的な回答も含めて今整理してございますけれども、基本的には人事院勧告、国家公務

員準拠という考え方の中でいくという前提のもとにですね、詳細についてはそこまでの段階

にいくかどうかというのは、内部での議論行っております。２点目につきましては、給料及

び期末勤勉手当のカットの具体的な率についてですね、期末手当の部分で全額カットとか、

あるいは一般職員については年齢に応じたですね、カット率を決めなさいとか、これ１つの

提案ということでですね、受け止めさせていただいております。３点目には、町長公用車に

ついて自ら運転、運転手の給料削減というご意見も記載されております。４点目人事院勧告

の対応とか、組合の対応とか、議会の議員数の削減、あるいは手当は町財政が良い方向に向

いたら戻すというようなことも提案されております。 

 育児サ－クルの関係から３点ほど出ていますけれども、１つは行政ばかりに頼らないで自

己財源の確保に努力すべきだというご意見ですね。あるいは直接財政健全化の提案ではない

ですけれども、公園についてのあり方、部分が１つあります。また幼稚園について、複数選

択できるような形というようなそういう主旨の意見も出ております。 

 消費者協会からは経常的事業の見直しの関係で、具体的な一律の見直し配分ではない個々

の検討というようなあります。あと特別職の給料削減の関係で、議員さんの報酬廃止という

ことですけれども、これは先日の特別委員会の中でもお話ありまして、既に廃止されている

ということでこれは先に伝えてございます。審議会の委員の報酬の日額を時間的に分けると

いうような提案ですね。 

 食品衛生協会白老支部ということで、苫小牧地方の食品衛生協会とは別の団体のようなん

ですけれども、これは努力していただきたいというような主旨が１点。裏面になりますけれ

ども、人件費の抑制については、町民のサ－ビスに不行き届きの無いように願いたいという

ことですね。 

 白老町ボランティア連絡協議会からですけれども、いろいろな見直しの部分では、福祉の

まちづくりとか子育て支援についてはある程度配慮をいただきたいというそういう主旨で

すね。あとはボランティアセンタ－の体制強化、ボランティア連絡協議会との連携というよ

うなご意見。減らすことばかりじゃなくて必要なところは増やす改革というのがございます。
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町民にも理解できるというわかりやすいというような主旨での提案がございます。 

 個人ですけれども、名前は徳田さんという方ですけれども、土地開発公社の運営について

ですね、触れていただきたいという全体的な主旨ですね。資料としてですね、第４次行革対

抗とか、財政健全化指針が一部出てくるところがあるので、その概略を付記したほうがわか

りやすいのではないかという提案。入札制度の見直しについてのご意見。町議会の給与削減

について１６年度以降もという主旨の提案ですね。対策の部分で財源調整的な項目、例えば

基金の繰り替え運用とかですね、基金の活用、そういう部分についてはまとめて努力する部

分の削減項目とは切り離して、分けて掲載した方が良いのではないかというご提案ですね。

対策の中で目標額掲示をしていない項目については、具体的に金額を計上していただきたい

という、そういう主旨もあります。次のページになりますけれども、外郭団体との関与の見

直しという条件の１つに、出資額ないし補助金の額を２分の１以上としている部分について

は、もう少し広げるために３分の１以上というようなご意見。最後に土地開発公社の運営に

ついてですね。既に公社のほうで取り組んでいる運営方針の現状、改善策について触れたほ

うが良いのではないかといういろいろなご意見が出ております。 

 一応このようにですね、これまで出てきたのは５団体、１個人からですね、そういうよう

なご意見が出ております。これについては一応反映させれるもの、できないもの、理由もそ

れぞれ付けてですね、最終的に整理するということにしてございます。一部今回の修正案の

中でですね、反映しているものもございます。 

 それでは修正案のほうご説明いたします。 

 この修正案につきましては、前回の委員会でお配りした部分についてその後表現を変えた

り、追加している部分、いわゆる変えてる部分ですね、それを網掛けしております。網掛け

している部分についてですね、本日ご説明したいと思います。 

 １ページですけれども、「はじめに」という部分ですね。これ全部追加でございます。最

初の部分については三位一体改革により財源不足を余儀なくされて、今後も国からの財源が

抑制される見通しに触れてですね、こういう部分について予測される財源不足に対応してで

すね、本町独自の取り組みが緊急の課題だということで。このためということで、計画を作

るこのプログラムを作るねらいとして、行財政基盤の確立ということですけれども、準用再

建団体の転落をくい止め、収支不均衡の解消を目標とするというふうに記載しております。

「このプログラムは・・・」という部分につきましては、普通会計以外にですね、特別会計、

企業会計も含めた財政運営の総合対策として策定するという内容。また実行計画としてです

ね、財政改革プログラムと名づけた考え方について触れております。「また・・・」という

部分からは総合計画との関連につきましてですね、触れております。この部分についてご説

明いたしますと、総合計画の実行計画に盛り込まれている政策や事業については財政改革プ

ログラムとの整合性を計り組み立てているものであり、財政改革プログラムの政策的事業の

財源を確保することを策定の目的の１つとしておりますということで、総合計画との関連に

ついて触れております。最後につきましては三位一体の改革以降は随時見直しや改定をおこ

なう考え方、最後にということで町民の皆様をはじめ、関係各位のご理解をいただきたいと
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いう説明してございます。 

 次２ページですけれども、第１章第２節、「財政健全化の取り組みと財政危機の要因」と

いうことで、前回は第２節は「財政危機の要因」だけでしたけれども、財政健全化の取り組

みにつきましてですね、この網掛けをしている部分について追加して記載しております。平

成１４年９月に作成された財政健全化計画以降の取り組みということです。計画よりも歳入、

町税や地方交付税が予測を下回る結果となったということの結果。ただ歳入の減少に見合っ

た範囲内での財政運営に努力してきて、努力してきているけれども、行財政の立て直しは急

務のものとなっているという状況。そのため１４年６月の行革大鋼、１２月の財政健全化指

針、この見直し版としてのですね、今回の総合対策だというような位置づけもここに記載し

てございます。あとは第２節についてはそのまま載っております。第３節「行財政立て直し

のために」の４ページのところにですね、このプログラムを策定する目的を記載してござい

ます。財政構造の健全化、弾力化を図るとともに、第４次白老町総合計画を推進するための

計画的な政策的財源を確保しつつ、収支の均衡を保った財政運営を行うための計画として、

プログラムを策定するということにしておりまして、さらに、下の線で囲った部分に、プロ

グラム策定の目的とプログラムの期間、文章の中にプログラムの期間も触れておりますけれ

ども、これについてはっきり分かるような形で表示してございます。第４節の「立て直しの

ための基本方針」４点目まではそのままでございますけれども、６ ページの５番、「特別会

計・企業会計の財政健全化を進めます」という部分につきまして、前回の議会の委員会の中

で、対策の表現が弱い、あるいは安易な他会計の繰出の追加というのはどうなんだろうかと、

そういうようなご意見なんかもございましたので、追加している部分を読み上げますと、「特

別会計及び企業会計は一般会計の負担がル－ル化されている経費以外は、その会計内で賄う

独立採算制が基本となっていることから、各会計で健全化の取り組みを強化し、安定した財

政基盤の確立に向けて取り組んでいきます。独自対策を講じてもなお、今後の財政運営が懸

念される会計については、一般会計からの支援として追加繰り出しを行い、立て直しを図り

ます。」ということで、この表現を修正しております。 

 次第２章「行財政の現状」、一部修正がございますけれども。１０ページですね。１０ペ

ージの下の表、公共施設の整備状況の表ですけれども、右の段の下水道施設ですね、こ れ普

通会計じゃなくて下水道会計の施設ですけれども、下水道会計の施設整備の状況が分かるよ

うにですね、付け加えています。１１ページにつきましては、弾力的に活用できる財源とい

うことで、説明を加えて推移を見ているのですけれども、弾力的に活用できる財源というの

は、臨時の歳出に当てる一般財源という意味合いなんですけれども、このうち特に投資的経

費、事業に係る投資的経費の財源がどうなっているかという部分が分かるように、下の段に

追加してございます。一部数字のですね修正がありまして、１０年度、１１年度、若干直し

てございますけれども、一番下の投資的経費充当一般財源、これがこれまで左のほうに主な

公共施設の表が載っておりますけれども、これを整備することによって、その単年度の一般

財源としてどのように確保してきたかという数字が載せてございます。 

 次１３ページになりますけれども、第２節「白老町の行政サ－ビス水準」の中の類似団体
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の消防の人件費の表現につきましては、内部の消防とのやり取りの中でですね、分かりやす

いといいますか、誤解を招かないためにということで、主旨は基本的には変わらないのです

けれども、若干表現は修正しているということだけです。それとですね、下の職員数及び職

員の平均年齢比較ですね。それにつきましては前回は、付けてない部分ですね、一応付けて

ございます。他の町とに比較ということで載せてございます。 

 次１４ページの町民一人あたりの経費の表の注釈ということで、類似団体と白老町の違い

の部分で、類似団体の消防人件費は一部事務組合の負担金として補助費から支出できるとい

う説明を加えてございます。 

 次１５ページの表ですけれども、支所・出張所の数以降ですね、一応小数点以下も入れて

いるということで、単純に３は３．０とかね、そういうふうに修正加えております。 

 次ちょっと飛びまして、第４章「改革プログラム」の部分で、第１節「経常的事業を見直

します」の中の部分で、ページ数は２２ページになりますけれども、「上乗せ」とか「横だ

し」という部分記載しているのですけれど、どういうような考え方かということでですね、

注釈ということで、「上乗せ」とか「横だし」の考え方を、ここに載せてございます。 

 次２３ページ、人件費抑制の中の職員数の削減の部分ですけれども、委員会からもちょっ

とお話ありましたけれども、嘱託の職員、臨時職員の状況ということでですね、ここの部分

を付け加えております。 

 ２４ページですけれども、２４ページの点線で囲まれている部分、これは普通会計一人あ

たりの人件費ということで、修正前は一人あたり９４４万１，０００円ということでですね、

単純に普通会計の人件費総額を普通会計の職員数２６５人で割った数で載せてございまし

たけれども、普通会計の人件費総額というのは嘱託の職員とか非常勤特別職も含めた数字と

いうことで、実際の職員のですね、給与水準といいますか、支給額水準とちょっと違う形で

の数字になっていましたので、この部分をですね、はっきり職員に係る経費で割り返したと

いうことで、数字を訂正してございます。修正前の９４４万１，０００円が実際職員一人あ

たりには８９９万６，０００円ということで、５０万円ほど下がっております。 

 次２６ページ。これはですね、管理職手当の削減額なんですけれども、効果額の合計２，

４００万円ということで前回載せておりましたけれども、集計の違いがありまして、２，３

００万円ということで訂正してございます。ここの部分だけの修正ということで、他の部分

については影響ございません。 

 ２７ページの第４節「民間委託・移譲」の部分ですけれども、ここの中で民間でできるこ

とはできる限り民間に委ねることを基本とするというのが前回の表現でしたけれども、その

部分についてさらにもう少し詳しい考え方ですね、詳しい表現を載せてございます。定員の

適正化計画と連携したということで、その部分を加えてございます。 

 ３０ページの特別会計の収支見通しと対策の目標額以降ですけれども、３１ページ、下水

道会計についてですね、数字を訂正しております。１５年度の決算見込みが数字が変わって、

より今時点で見直しできる部分というのが出てきたことによってですね、後年度の方も数字

を見直してございます。 
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 ３２ページ。他の部分もそうなんですけれども、歳入の１ポイント増というのが対策で出

てくるのですけれども、何を基に１ポイント増かという部分で、平成１４年度決算数値を基

にということにしてございます。１，０００万円の増資を見込むというのもですね、改革前

の収支見通しに対してということで、何と比較してかということが分かるようにしてござい

ます。 

 下水道会計ですけれども、下水道会計についても１ポイント増やすというような考え方で

載せているのですけれども、実際下水道会計の収納率減免分については、９８．９パ－セン

トいうことで、効率１パ－セント上げるということは９９．９パ－セント、ほほ１００パ－

セントなってしまうので、現実的にはなかなかそうならない部分があると思う。既に収納率

高くなっておりますので。そういう部分からですね、収納率ということだけではなくて、い

ろいろな見直しの中でですね、３００万円、調定額自体を増やすという取り組みも含めて３

００万増収を見込むというふうに変えてございます。 

 ３３ページの臨海部会計についても、先程の下水と同じ表現です。 

 港湾機能会計ですけれども、ここの部分はですね、赤字解消期間の短縮というのが修正前

の表現でしたけれども、その短縮というのをいろいろ今後の見通しを立てていく中でなかな

か料金を上げていくというのは難しいというような状況、担当課の方ともですね、協議して

ですね、表現としては財政支援は特に行わないで赤字解消を目指しますということに変えて

ございます。収支見通しの改革実施後、これについては先程の現状、改革前のですね、見通

しの部分で下水道会計が直ったということと、さらに対策の部分でですね、資本費平準化債

という１６年度からの取り組みとして、そういう起債の制度を活用するということの部分が、

前回の収支見通しの中には、あと時間的に反映できなかったということで、その部分を反映

させてございます。その結果下水道会計の１９年度の収支累計、赤字の額は７億２，０００

万円から１９年度６億６，５００万円ということで、縮まってございます。 

 ３４ページの企業会計の収支見通しですけれども、修正前の表現として、病院会計の部分

で不良債務は確実に減少しているという表現がありましたけれども、実態としてはそういう

形にはなっていないというようなご指摘もございました。それで不良債務の解消を図るため、

医師の確保と定着や経費の節減を含め、病院運営の健全化を促進しますという形での表現に

修正してございます。 

 ３５ページの下水道使用料については、改定を見直しに、言葉として変えたということで

ございます。 

 少し飛びまして４０ページですね。４０ページもこの囲っている部分何かといいますと、

町税等の収納率の向上、全体的に１ポイント増ということの部分ですけれども、目標額の３，

０００万円、内訳は下の表で付けてございますけれども、この３，０００万円につきまして

は、町税、住宅料、保育料の合計額でございます。基本的にはここに税目あるいは使用料の

項目載せておりますけれども、個別の目標というよりも、ト－タルとしてのですね、目標達

成という部分での、注釈等付けてございます。あと更に米印でですね、１ポイント増の考え

方として、１４年度の決算推計を基に１ポイントということも触れております。また下水道
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使用料については先程ご説明の通り、現在も９８．９約９９パ－セントということで、ここ

については他の手法も講じながら目標額を確保したいということにしてございます。 

 次４５ページですね。網掛けしておりませんけれども、第１４節の基金繰り替え運用の繰

戻の額、前回のですね、修正前では、もっと前のほうに載っておりましたけれども、町民の

方からもご意見ございまして、基金に係る部分はまとめたほうが良いのではないかというよ

うなご意見を反映させて、掲載する順を変えてございます。 

 第５章「町政運営のガイドライン」の４４ページ以降ですけれども、まず４５ページです

ね。なお書きの部分ですね。これ追加してございます。これあえて付けたのはですね、今１

６年度の予算の数字もあり、また１６年度もだんだん動いてきているという中でですね、現

実の予算との見通しの中の決算見込みとまた開きが多少出てきているというそういう部分

においてですね、推計する時点が変われば当然その数値も変化してくるという部分ですね。

それと、ただ対策額としてはですね、基本的には当初の昨年年末の見通しの数字をベースに

ですね、対策額を目標として取り組みたいという考え方を記載してございます。 

 第２節の「町政運営のガイドライン」ですけれども、網線の部分で、緊急を要する寿幸園

など公共施設の更新や行政需要への対応。あとやむを得ない状況というのを前回も表現して

いるのですけれども、一応災害などということで、付け加えてございます。具体的な学校と

か病院についてのお話というのもございましたけれども、その部分につきましては、冒頭助

役のほうでご説明した通りですね、ここの施設についていえば１９年度に入るか入らないか

と、そういう部分の話ですから、その部分は口頭の説明ということで、実際１９年度内の施

設として一応寿幸園などと、他に何が出てくるかというのがございますけれども、ここで表

現をちょっと入れたというところでございます。③の部分で、国・道制度への「上乗せ」「横

だし」については、原則行わないということで、２行で済ませてございましたけれども、国・

道制度を補完することが特に必要なものを除きということで、例外的な項目いいますか、そ

ういうものもですね、一部やはり考えていかなければならないということで加えてございま

す。 

 最後になりますけれども、４７ページの「おわりに」という部分でございます。「おわり」

という部分では、三位一体改革の今後の見通しの中で、全国的に財政状況が危機的な状況だ

という部分で、本町も含めてですね、国に要請していくという、そういう部分。それと「本

町としてはですね・・・」という以降の部分の最後のほうに、民間手法を取り入れた自治体

経営を進めという・・・一部議員さんからご指摘あった部分、ここに入れてございます。あ

と「本プログラムは・・・」ということで、その役割、ただ町民については、痛みを伴う対

策をとらざるを得ないということも触れてございます。あと議会をはじめ町民の皆さんの理

解という部分。そして最後にこのプログラムを進めていくですね、姿勢というものでまとめ

てございます。 

 以上が修正案という内容になってございます。説明は以上で終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。今日手元に修正をいただいて、今助

役のお話と、それから課長からの説明がありましたけれども、頭の中整理つかないでいると
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ころもあると思いますけれども、質問を受けていきたいというふうに思いますけれども。ど

うでしょうか。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  西田ですけれども。この修正されたプログラム案なんですけれど

も、まず各課のですね、担当のほうで前回のプログラム案についていろいろと意見が出たと

思うのですけれども、新しく作った修正案のほうでやっていけるというですね、判断だった

のでしょうか。というのは、こちらのほうに例えば国保会計とか税金の収納率とかあります

よね。こういうものに関しましてですね、それらの課で大丈夫だよとか、それで特別会計と

かありますね。こういうような会計のところもやっていけると。そういうような話合いの元

でこれが出来上がったのかどうなのか、その辺ちょっとお伺いしてみたいのですけれど。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  まずこの財政改革プログラムは、「はじめに」というところ

でも触れておりますけれども、特別会計、企業会計含めた総合的な対策ということにしてご

ざいます。そういう意味でですね、当然一般会計以外の他の会計の担当課とも協議して、ま

た一部今回表現変えている部分もありますけれども、そういう部分については当然協議して

おります。ただ今ご指摘あった収納率の部分ですね、特に税の収納率という部分がですね、

実際具体的な対策の中で目標をどこまで持っていけるかと、そういう部分においてはですね、

まだ一部内部では議論残っている部分ありますけれども、基本的にはこのプログラムについ

ては目標掲げ、それについての今後の対策の部分をですね、更に追加していくと、そういう

意味でですね、そういう位置づけをしております。最終的な案を取る段階ではですね、当然

内部のそういう十分なですね、整理をしてですね、まとめていきたいという考え方でありま

す。 

○委員長（吉田和子君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君）  やっていけるかどうかという判断ですよね。役場の職員の皆さん

方はこれを見て大丈夫だ、そういう意見が出たのかどうかということ。それを聞いてみたい

と思います。 

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  やっていけるかというのは、基本的にはですね、これ作成する

にあたってはそれぞれの課の考え方をベースに当然考えていますから。ただ今財政課長がい

いましたように、ひとつの目標として掲げている部分で、例えば個別でいきますと税の徴収

率なんていうのはなかなか厳しい状況あるのです。ただ平成１４年度の実績をベースに組み

立てていますけれども、現実の問題として１３年から１４年の中で税収でいえば０．６ポイ

ント上がっているのですよね。今回１５年度の実績もこれは先週末でしたけれども、大体０．

５ポイントぐらい上がっているのです。そうしますと合わせて１ポイント以上の数値は上が

っているのですよ。国保で言えばですね、国民健康保険税でいえば、これも１ポイント増を

目指していますけれども、１４年から１５年かけてですね、これも実際現実的にはもう１パ

－セント以上確保しています。ですからそういう実績ありますから、この今の数字を来年も
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持続すれば、当然１６年度以降ですね、１ポイント確保するという状況なりますから、１つ

の目標として掲げていますけれども、ある程度実際には実現できる数値だというふうに捕ら

えています。ただ、今財政課長言いましたけれども、全部１ポイントというのは要するに調

定額の１ポイントですから、それには大昭和の何億という固定資産税のその数値も入ってい

るんですよね。ですからそれも含めて１ポイントというのは大変数字の上では額的に大きく

なっているものですから、この辺の考え方をですね、実際近い数字にはなっていますけれど

も、そのまま１ポイントでいくのか、その辺も加味した１ポイントという数字にするのか、

その辺のところはちょっと議論が残っているということがございます。ただそうなりますと

どっかでそういった財源確保するということになりますから、財源不足する分、その辺をト

－タルでもうちょっと案を取るまでにですね、本当の具体的なところは詰めていく作業が残

っているということで、理解をしていただきたいと思います。 

 失礼しました。大昭和製紙じゃなくて日本製紙でした。申しわけございません。 

○委員長（吉田和子君）  他にございませんか。吉田委員。 

○副委員長（吉田正利君）  吉田です。１０ページのですね、第２表、これタイトル消え

ておりますが、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  私も説明しながら気づきました。この公共施設整備の状況の

タイトルですね。前回は付いていました。調整の中で消えておりますので、修正で加えさせ

ていただきたいのですけれど。「主な公共施設の整備状況及び事業費」と、そういうタイト

ルですね、付けさせていただきましたので、そういう形で処理したいと思います。 

 単位１００万円です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他にございませんか。 

 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  斉藤です。これどこへ質問するという形ではないのですけれど。

ここの今の会の持ち方なんですけれどね、実は今お話を聞いていて、確かに数字を精査して、

部分的にも字句修正はしたのですけれども、大きく問題になっていたのはね、この総合計画

との整合性はどういうふうにあるので、関連性あるのだと。積み残してきた研究課題につい

てね、総合計画との関係についてはどうかだとか、かなり基本的な問題に関わってね、問題

を出されていたと思うのですよ。今の説明であればね、大体前の文章を数字を精査したとい

うね、そういうようなふうに聞こえてくるのですけれども、それだけでは解決しないのでは

ないか。やはり基本に関わってくるのであれば、この文章について今渡されて、何かないか

と言われても、それがどいうふうに練り直されたのかが良くつかめないということから言う

とね、明日の特別委員会が開催されますね。それとの関連とはどんなふうに考えたらいいの

かね。今ここで話をしてても、また明日その総合計画の問題が出されてどういう結果になっ

ていくのかということによっては、またこれが変わってしまうということだってありうるわ

けですよね。そうすると今日ここでやることは何なんだという。よくつかめないのですよ。

ですからね、今町の考え方としては分かったわけですから、これから勉強させていただきま
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すけれども、その間に明日との関係でね、どういうふうに考えたらいいのか、その辺り明ら

かにしていただきたい。 

○委員長（吉田和子君）  今日説明をしていただいて、修正案がこの形で出てくるという

こと、いろんな意見を集約したものが今日出されるということは伺っておりました。その後

に総合計画に対して特別委員会設けてやるということが臨時議会で決定されまして、実は今

回この修正案についてある程度説明いただいて、質疑応答が終わった時点で委員会としてこ

の第４次総合計画との整合性というか、どういうふうに進めていくかということを皆さんと

相談をして、後から継続審査していくべきじゃないかということもありましてね、そういう

こと含めてご相談しようというふうには思っていました。ただ今日説明いただいて、先程お

っしゃったようにまだ時間があまり経ってませんので、今日いただいてのことですので、た

だ字句だとか、聞いておきたいこと、気がついたことがあれば質疑応答をして、その後委員

会としてどうするかということは、後程話し合いたいというふうに思っていました。 

○財政課長（辻 昌秀君）  ちょっとよろしいですか。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  今のご意見の関係で、若干ご説明させていただきたいと思う

のですけれども。総合計画の整合性という部分なんですけれども、一応考え方としてはです

ね、「はじめに」の部分ですね、更にページでいきますと４ページですね、４ページの「財

政改革プログラム策定の目的」という部分の②にですね、総合計画を推進するための計画的

な政策的財源を確保することということで、はっきりとですね、位置づけしております。 

 財源のお話になりますけれど、対策を講じない場合ですね、毎年の財源不足の額が５億、

６億とかというベースになってくると。ということは、一応この中では投資的経費と言って

いるのですけれども、一応３億なり２億５，０００万円ですね。自体が確保できないよと、

だから事業は一切今後でいえばできないと、そういう中でこういう対策を講じて、そういう

政策的な財源、総合計画を進めるためのですね、財源を確保していくのだと、一応そこの部

分についてはですね、今回の見直しの修正の中でですね、はっきり表現としてですね、加え

させていただいておりますので、その点についてはご理解いただきたいと思います。積み残

しの部分については、積み残しとなる施設の更新が、寿幸園についてはある程度近いうちに

ですね、方針出ますけれども、残りの部分についてはまだはっきりしていない、あるいは総

合計画の中でも１９年度までの扱いになっていないということでですね、これは逆にこの中

ではっきり数字入れれるようなですか、状況ではないと。だから基本的にはそこの部分につ

いても方針がはっきり出た段階で入れていくと。そういう部分の組み立てだと。あくまでも

今時点で作るとなれば、そういう形にしかなりませんので。そういうことで一つご理解をい

ただきたいと思います。 

○助役（三国谷公一君）  委員長いいですか。 

○委員長（吉田和子君）  はい、助役。 

○助役（三国谷公一君）  補足いたしますと、今財政課長言った通りなんですけれども、

斉藤委員がおっしゃっているのは、多分総合計画のほうが調査特別委員会ができて継続され
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て審議されていくから、それと合わせなくていいのかという部分含まれていると思うのです

けれども。そういうことではですね、現段階では今言った事業については整理されていると、

この中ではですね、方針出てないわけですから。整理されているというのは、方針が整理さ

れているというのではなくて、うちのほうのプログラムで整理された、整理しているつもり

なのですよ。ですから、それが今後調査特別委員会で一定の方針が出た段階ではこちらのほ

うも整合性取るような形になっていきますし、まずこれをですね、これをスタートさせてい

ただかなければ、前段階で財政課長が言った財源の一定財源確保というよりもどんどんどん

どん厳しくなっていくということがございますから、プログラムのほうはですね、早くまず

これをスタートさせて、案をとってですね、スタートさせてこれに基づいて取り組んで行か

せていただきたいと思っておりますので、そのように一つご理解をいただければなというふ

うに思います。 

○委員長（吉田和子君）  はい、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  状況としてはよく分かるのですけどね、ただこないだの協議会の

ときにも、例えば学校統合なんかがね、どういうふうになるのかという話が出たときに、何

らもその回答も出せなかったということがございますよね。今話を聞いていても病院のこと

も１９年度までに事業には載らないと。状況としてはそうだろうと思うのです。だけどもそ

のことを皆了解したうえでね、だからどうするんだというふうに考えないと、これどうなん

でしょうね。総合計画とのからみというのはね、本当にこれはかなりはっきりあるわけです

から。そのことがね、その辺りがどんな見通しでこれから進んでいくのか、そのためにね、

財政をどういうふうにすればいいかということね、考えなきゃならない立場から言うと、本

当に皆で了解したうえでね、これはちょっと置いてもいいよと、状況から言ってこれは置か

ざるを得ないと、今手つけられないということはっきりしたうえでね、当面どういうふうに

切り抜けていかなければならないぞということをはっきり出さなければならないですよね。

ところが明日の話で、その辺りがまた変わってきたりするとね、合わせてまたこれ取り替え

なければならない。ところが一つ一つの事業というのはすごく金がかかるわけでしょ。だか

らそんな簡単に文字に書いてあったから、だからころっと財政プログラムが変わってしまう

ような、そんな生易しいものじゃないですよね。ということ考えるとね、すごく心配なので

すよ。だからここでやってて、また明日やってみてね、またこれをもう一回くり返さなけれ

ばならないかということね。屋上屋を重ねるというような感じやね。本当に意味あるのだろ

うかというようなそんな気がしてしょうがないのですけどね。 

○委員長（吉田和子君）  今お話伺っていて整合性図っていくという面では、この時点は

この話題をやらなければ本当に予算取れないというのはわかりました。ただ議会側としては、

これから総合対策をいろいろな課題事項捉らえてやっていきたいということに話になって

きておりますのでね、学校の問題にしても本当は答申を受けて１６年度中には事業化してい

くということにもなっていたはずなんです。適配のことに関しては。そういう検討委員会の

意向なのかもしれませんけれども、そういうような答申も出てきているわけですよね。そう

いうスケジュ－ルとしてはそういうのあったのですけれども、たまたま読んでいましたら。
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そういうのを見ていくと、１９年度までは事業化されないというようなことも助役おっしゃ

っていましたけれども、しないでいるのか、それともする必要があるけれどしないでおくの

か、その辺の問題がこれから出てくることじゃないかなというふうに思うのですよ。それを

この議会の特別委員会でやっていくという形になると思うのですね。違いますか。そういう

ことじゃないかなというふうに捉らえて聞いていたのですけれども。もちろんこのプログラ

ムを進めていかないと、１６年度からの実施するものができなくなるというのは当然わかり

ます。ただ総合計画、１９年度までの計画を見ていたときには、やっぱりその大事な部分と

いうのは１９年度まで置いておけることかどうかというのは、議員がこれから判断して総合

計画の中でやっていくことだというふうに私は思っているのですね。ですからそういうもの

がこれから出てきたときには、整合性図るという意味では、これはまた変わってくるだろう

という考えは私達の基本的なものにはあるのですけども。そういう考えで。 

○助役（三国谷公一君）  そういうふうに理解していただければ。 

○委員長（吉田和子君）  そうですね。 

 あとについては委員会でどうするかということは話し合いたいと思いますので、ほかに内

容等について聞いておきたいことがありましたら、どうぞ。 

 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  今回のこの修正案で、考え方でどうなのかということでお聞

きしたいのですが、例えばこの１ページのはじめで、総括的な今回この改革プログラムの前

段のまとめがあるわけでございます。町民の私どもがやはり現在この国の政策において、三

位一体政策、道州制の問題等もどんどん話題になってくるわけですけれども、果たして当町

がこの政策、国の施策に対してどのような影響度を受けていくのかということをですね、も

う少し、ここに書いてありますが、はじめの３段目、三位一体支出金や交付税の財の抑制の

見通しですと。非常に見方としてはやはり第１発目に来る改革の１つの骨子として見たとき

に、じゃあどのような、具体的に、客観的にどのような抑制策が取られていくのかというこ

と。現状、例えば今年２億７千数百万円という数字が出ていることは、町長の方針にも載っ

ております。そういうようなことから、例えばこれ４ヵ年計画、長期計画でございますから、

その見通しの中で、例えば、いろんな条件ございますから、正確な数字は何でしょうけれど

も、今年を基準にしたときに、いろんな情報を収集して現在のベースで見たときに、どれく

らいの抑制がされるかということをやっぱり、承知してですね、町民の意志をその中できち

っと集約していくことが必要じゃないかと思います。ただ、非常に強度の抑制が予想される

ということはわかるのですが、いかがでございましょうか。多少これ数字が入ってもいいの

ではないかと思うのでございます。 

○委員長（吉田和子君）辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  この三位一体改革の今後の見通しという部分ですけれども、

今吉田委員おっしゃった意見はですね、先日２５日ですか、全国で地方財政危機突破大会が

行われまして、地方団体側が言っている意見そのものなのですよ。昨年１６年度の予算編成

の中でですね、ある程度の見通しが国のほうで示されない中で実際１２月の国の予算編成ふ
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た開けたところ、この大幅な交付税、臨時財政対策債含めてですね、大幅な削減になったと。

１２パ－セントということでね。ですから今後も国としても三位一体改革当然２年目３年目

いきますから、そういう今後の見通しについて、基本的には地方財源の確立ということから

言うと、現行水準の部分は維持してほしいというのが地方団体側の意見ですけれども、ただ

そうならない、当然交付税も総体として抑制するよと、国の補助金も奨励的補助金は８割の

水準に一応削減しようと。それが昨年の骨太方針に出ているのですけれども、そういう抑制

基調の数字自体をですね、これをやはり今国に早く出してほしいのだというふうにならない

とやはり、地方側もですね、努力するにしても努力する中身、それが十分整理しきらないと

いう。ですから、我々の捉らえ方も吉田委員と同じなんですけれども、国のほうに早くその

部分をですね、示してほしいなと。いろんな地方団体、議長会も含めてだと思うのですけれ

ども、今求めている最中ということでですね、はっきりもし言えるとしたら、奨励的な国庫

支出金については８割の水準という部分が昨年の骨太方針で出ていますので、それが１つと。

あと交付税についてもいくらぐらいの水準というのがはっきり国言っていませんから、これ

抑制しておるということしか今のところいいようがないと。実はそういうような状況という

ことなのですけれど。 

○委員長（吉田和子君）  吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  主旨はよく承知しております。ただ私期待したいのは、やは

りこの財政改革というのは、やはり実数でタ－ゲットがあって、そこにどうするのかという

のが、数字の計数の目的なのでございまして、そういうふうな面からすると、私言っている

のは、町長の姿勢方針でも三位一体改革によって２億７千数百万円の減額があるんだと、今

年は。そういうふうに謳っているわけだから、例えばこの重要な町民に知らしめる状況から

判断してですね、それを例えば近いものでいいのですけれど、長期的なもので今国の政策が

未確定だからということはよくわかるのですけれど、今の現況をベースにして、それくらい

の予備知識を与える文章を証明すべきじゃないかということを言っているのです。例えばこ

れ私どもがこれ見て聞かれたときに、今年は２億７千数百万円だから、概略今の条件を全く

変更なくすると、４年後にはこうなるということは言えると思うのですけれど。その程度で

いいのですけれども。文章だけでこの財政改革のプログラム案を出すということに対して、

もうちょっとというような気がいたしますので、質問しています。 

○委員長（吉田和子君）  辻課長。 

○財政課長（辻 昌秀君）  実は１６年度の２億数千万円という数字も、昨年の１２月の

国の予算の方針と、地方財政の対策が発表になってようやくわかったと。現時点で今１７年

度の見込みがどうかというと、骨太方針の２００４ですか、その中で三位一体改革具体的に

どう取り組むのかと。そこまで今時点で入るか入らないかというそういうような状況の中で

ですね、例えば仮に我々財政課としての見通しの数字を書いたにしてもですね、信憑性とい

う部分では基本的に裏づけのない数字になってしまうものですから、ですからそこの部分は

ですね、はっきり国が示している部分のみ、記載するとしたらですね、補助金については８

割水準だとか、その程度しかですね、現実的には今いいようがないと。数字出したにしても
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責任ある数字に逆にならない。またすぐ変わってしまうといいますかね。今回の試算の中で

どういう位置づけしているかという部分では触れれるのですけれども、前提条件としてです

ね。ただそれがはっきりこれだけ影響出てくる額ですよということでは、今時点ではお示し

できないと。そういうような状況なのですけれども。 

○委員長（吉田和子君）  吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  担当部署から計数中心にきている財政課は、それはいいので

すけれども、一般の町民がこの１つの方針を要するに承知するときに、どのくらいの見通し

なのかといったときに、それぐらいのことは言っていいのではないですか。これは計数の目

的、目標というのは、１００パ－セント確立が減ったであればこれ申し分ないのですが、私

方１００パ－セントなければ数字出せないということなのですが、そのためにやっているの

ではないでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  今後の見通しというのは、今も財政課長からずっと説明ありま

したようになかなか予想するの難しいのですけれど、１つの話としては１６年度において今

吉田委員おっしゃられましたように、抑制する影響があったよと、そういうことを踏まえて、

そういう数字もわかりやすく入れ込みながら、また今後このような状況になっていくことが

予想されるよ。例えばそういうような１つの分かり易いものをここに入れ込めやと、こうい

うことだというふうに理解させていただきましたけれども。そういうことでその辺も検討さ

せていただきたいというふうに思います。 

○副委員長（吉田正利君）  それで結構です。 

○委員長（吉田和子君）  他にございませんか。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  西田です。今の吉田委員の発言と似てはいるのですけれど、この

「はじめに」というところでですね、「おわりに」というところなのですけれど、正直言っ

て読ませていただいて、町民がどれほど理解するのかなと。これは内部の資料としてはいい

かもしれないのですけれど、これを町民に理解してくださいと言ったとき、なぜなんだとい

うふうになってしまうのではないかなと。その辺をですね、今も吉田委員が具体的な数字と

言いましたけれども、言葉の中でもですね、ちょっと分かり易く、本当に町民に皆さんこう

いうことなのですよということを、お願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  三国谷助役。 

○助役（三国谷公一君）  含めて検討させていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  他にどうでしょうか。 

 ありませんか。 

 なければ行政側の方、理事者側の方にはお引き取りいただきまして、引き続き委員会を開

催したいと思います。暫時休憩いたします。どうもありがとうございました。 

              休 憩   午前１１時０４分 
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              再 開   午前１１時１４分 

○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。 

 先程意見も出ていましたけれども、今後白老町財政改革プログラム、修正案も今日出され

ましたし、そういうことで明日から特別委員会も開催されますけれども、そういうものを捉

らえて、この所管事務調査をどのように進めていったらいいかということを皆さんにお図り

したいというふうに思います。何かご意見があればどうぞ。 

 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  玉井です。明日から第４次総合計画の特別委員会をやると。これ

はもちろん整合性があるので、その方向に進んでいくのだから、これもそれによって先程意

見が出ていたように、変わる可能性があると。ですからこれは保留じゃなくて、継続審査に

するとかね、そういうような向きに方向づけをしていったほうが、ここで今結論は出しよう

がないので、その方がいいかなと思いますけれど。 

○委員長（吉田和子君）  他の委員さんどうでしょうか。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  基本的には玉井委員と同じような考え方なのですけれど、１つ人

格の持ったこういうプログラムの１つの案としての今日の理事者側の示し方としてはです

ね、これ１つ整理できたのかなというふうに僕は思うのです。ただこれのこの前からのずっ

と質疑の中で、やはりこれも関連性と、これ要するにこのものから引っ張った質疑が当然調

査検討委員会で僕は出る可能性があると思うのですよね。だから、その状況を見ながらです

ね、委員会報告としてまとめたほうが、僕は委員会の意見として確立されるのかなと思いま

す。ただ今日いただいて、もう１回きちっと精査しなくてはいけないとは思いますけれども、

概ねこないだから言った質疑については、包含されているのかなというふうに思っています。

以上です。  

○委員長（吉田和子君）  他にどうでしょうか。 

 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  結論は同じです。継続審査という形にしてほしいと思います。確

かに出されて町として出すこともできる限界というのはね、ここまでなんだろう。後は政策

的なものの中でね、考えなければならないことなんだろうと思うのですけれども、やはり細

かい部分についてはだいぶ盛り込まれたんだけれどもね、やはり大きな政策、これからどん

なふうなまちづくりをね、方向めざすか、その辺りに関してはね、ここでは出せる、このプ

ログラムの中では出せないわけですから。ですからね、あしたの様子を見ながら、これをも

っと詰めていかなければならないことなんだろうなというふうに思いますので、今は結論出

すことはできないだろうと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他にございませんか。 

 ないということは、あと同じような意見なのかなというふうに思いますけれども。皆さん

の今意見を伺う中で、このプログラム、財政運営総合対策については、修正案も出されて、

委員会の意向もある程度汲み取ってくださったものが出来上がってきたということで、それ



１８ 

はそれで敬意を表しながら、またこれからの総合計画の特別委員会の流れの中で、盛り込ま

なければならないものが当然出てくるのではないかなというふうに考えます。そういうこと

では、その流れを見ながらこの中にまた盛り込んでもらうような形で進めていかなければな

らないと思いますので、継続調査ということで取り計いたいというふうに思いますけれども。

それでよろしいでしょうか。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 そのようにしていきたいというふうに思います。 

 この継続調査ということになりましたので、この委員会、継続調査については、総合計画

の流れを見ながら、必要になったときに委員会を開催していくと。そういう形で進めていき

たいというふうに思っ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］ 

 

  ◎閉会の宣告  

○委員長（吉田和子君）  そういうことで、本日の委員会を終わりたいと思います。本日

は大変ご苦労さまでした。ありがとうございます。 

                               （午前１１時２０分） 

 


