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◎開会の宣告 

○委員長（及川保君） ただ今から総務文教常任委員会を開会いたします。 

お諮りいたします。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。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（及川保君） ご異議なしと認めます。よって委員会条例第 16 条の規定により、委員

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

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本日の総務文教常任委員会の所管事務調査ですが、白老町の今

後の財政運営についてということで、資料については事前に送付させていただいてございます。

今日は追加で３枚ほど出されております。今後出てきます財政収支見通しの考え方について中心

にお話いただくという予定になってございます。今日午後に一応かかる予定でございますので、

よろしくお願いいたします。以上であります。 

○委員長（及川保君） それでは企画課長、大黒主幹、池田主任が見えられておりますので、

説明をお願いいたします。 

 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは改めましておはようございます。今日経営企画課の

ほうは、行財政改革グループからグループリーダーの大黒主幹とそれから池田主任と私を含めて

３名出席させていただいております。 

今日の案件でございますが、今委員長のほうからお話あったことでございますが、前段に現行

の財政改革プログラム、これが平成19 年度まで今期間としては現行プログラムございまして、

それに沿って財政等健全財政に務めている状況でございますが、昨年４月、町長の執行方針もご

ざいますとおり、財政改革プログラムを見直すということで、作業にかかってございます。現プ

ログラムにつきましては、計画期間中16、17、18、19 という期間なのですが、更なる歳出の削

減と財政調整基金からの繰入といった所が大きな柱となったプログラムでございました。それら

と比較して現状ではどうなっているかといいますと、後ほど資料のほうで詳しくご説明しますが、

大きく違いが出てきたという部分では、扶助費、あるいは補助費等についてでありまして、これ

らについて大きく支出が伴ってきたという部分で、17 年度では 9,200 万円ほど歳出合計の差が

プログラムと現行との部分で差が出てきたというのがございます。そういったことを背景に、プ

ログラムの見直しを昨年まず歳出削減の現状の各課とのヒアリングを夏場に掛けて実施しまし

て、それを更に精査した中で検討を進めてまいりました。昨年末おおむね財政収支見通しという

部分をある程度たたき台を作りまして、今後の対策案をどう盛り込んでいくかというところが、

現在進んでいる状況でございます。大きな部分ではそういう状況です。 

 先週になりますが、職員説明会を２日間に分けて開催いたしました。今の現状がどうなってい

るかということを中心に説明しまして、このままであれば財政再建団体に陥ることもありうると

いう大変危機的状況だということも職員に説明しまして、それであればどういう対策を講じてい
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ったらいいかということを職員からも提案を求めるという形で進めてまいりました。決して脅す

という事ではないのですけれども、現状をきちっと職員にも理解してもらうという部分で、課長

職全員はじめ全職員に説明したという状況であります。改革プログラムの新しいほうの策定スケ

ジュールは後ほど詳しく説明いたしますが、今現在は収支見通しまではまとまってございます。

まだ細部は調整部分がありますが、その収支見通しでいくと、年間６億円から７億円の財源不足

が生じるという部分がございますので、その対策をどう講じていったら良いかが、今後の対策案

というふうになります。その対策案をどう盛り込むかというのを、職員からも提案をもらうとい

う形で現在作業してございます。２月 23 日まで職員から提案を募集して、どういう対策を講じ

ていったらいいかというのを、対策案に盛り込んでいこうという考えであります。何とか３月末

には素案、柱の部分をまとめて、今年６月までには成案と言いましょうか、対策プログラムを完

成品に持っていきたいと、こういう予定でございます。  

この後順次大黒主幹のほうから詳細について、資料を基に説明をさせていただきます。 

私のほうから今までの取り組みと今後のだいたいのスケジュールというのを説明させていた

だきました。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 大黒です。まず説明の前に資料の関係で説明をさせてい

ただきたいと思うのですが。事前に送付申し上げました資料につきましては、今課長からお話の

あった先週７日、８日に職員説明会に使用した資料でございます。それとプラス、職員説明会で

は使わなかった資料なのですけれども、特別会計、企業会計のあくまでも現状で推移した場合の

見通し、これについて今回一緒に送付させていただきました。それから本日お手元にお配りの資

料はですね、今後の収支見通しを説明する前に、今本町の置かれている現状ということで、おさ

らいになるかもしれませんが17 年度の決算状況、それと新たな改革プログラムを作るに至った

経緯、それはプログラムと現状のいわゆる乖離がどのような点があるのかという部分について、

まず説明をさせていただいた後にですね、収支見通しのほうを説明させていただきたいと思いま

す。 

 それではまず最初に今日お手元にお配りの資料から順次説明させていただきます。まず最初平

成 17 年度各会計歳入歳出決算額というものをご覧いただきたいと思います。まず一般会計につ

いては、何とか財帳を取り崩しながらも黒字決算と、ここで差し引き額 6,900 万 5,000 円という

ことになってございます。それから国保会計につきましては、２億 5,985 万 1,000 円の繰り入れ

をしておりますが、全体として約１億 8,000 万円の赤字、同時に老人保健特別会計については繰

り入れ負担会計の繰入額約２億 2,400 万円で 2,400 万円の赤字。公共下水道会計につきましても

約５億円の繰り入れをしておりますが、約 ４億 300 万円の赤字です。それから工業団地につきま

しては、現在約14 億円の赤字ということです。臨海部土地造成につきましては、現行改革プロ

グラムの中で特別会計の新たな支援ということで、16、17 と臨海部に繰り入れをしております。

17 年度は 3,200 万円ほどで、それでも約７億 1,700 万円の赤、それから港湾機能施設の会計に

つきましても、これは上屋会計ですけれども、これについても 17 年度から初めて赤に、400 万
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円ですけれども赤に転じてしまったというような状況。介護につきましては、プラスですけれど

も、１億 7,700 万円繰り入れをしていると。老人ホームにつきましても、2,000 万円の繰り入れ

という状況でございます。それから企業会計につきましては、ここに記載のとおりでございまし

て、水道の資本的収支の部分の繰り入れは、老朽化の更新にかかわる出資金ということで、1,600

万円出ております。それから病院につきましては、収益的収支にかかわる部分、約２億 3,000

万円につきましては、繰入金として、それから資本的収支の部分、4,300 万円については、出資

金として病院に支援していると。合計で病院に対しては、17 年度２億 7,500 万円程度というこ

とになってございます。それで合計でございますが、ここで一応確認させていただきたいのは、

皆さんもご承知のとおり、最近連結決算ということが言われていますけれども、ここの表ではま

ず差し引き額として、合計約28 億円が町全体の一応形式的に赤字ということでとらえていただ

きたいと思います。ただしですね、実際の今国会のほうでこれから議論される破綻法、再生法の

関係の１つの指標である連結決算の場合はですね、ここの企業会計のところが実際収益的収支、

資本的収支の合計のこの差し引き額ということではなくて、例えば病院であれば、不良債務の額、

平成 17 年度末は約３億円の額が、ここの一応連結決算の赤字の額という形になりますので、だ

いたいこれで計算しますと、約25 億円がもし連結決算で指標等を出すとすれば、白老町全体の

赤字額は25 億円ぐらいになるということで、押さえていただきたいと思います。  

 それでは続きまして、Ａ３の資料でございます。平成 17 年度決算状況という、これ決算カー

ドといわれるものでございまして、これが17 年度の決算の概要を示したものでございます。こ

れは全国一律の様式で、国のほうから北海道を通して配られるものでございます。ここで一応確

認だけさせていただきたいと思うのですが、まず右上のほうからですね、歳入総額、歳出総額と

いうことで、金額を蛍光ペンで塗ってございますが、あくまでも決算統計、いわゆる決済状況調

査における会計は、普通会計という部分を主に記載していると。普通会計というのは、本町に直

しますと、一般会計プラス墓園会計ということで、押さえていただきたいと思います。普通会計

では平成17 年度、実質収支が約7,000 万円ということで、プラスになってございます。それか

らその下ですね、職員数、これはあくまでも普通会計にかかわる職員ということで、消防職員も

含めて 247 名、これは平成18 年４月１日現在ということで、押さえていただきたいと思います。

それから左側のほうの説明をさせていただきたいと思いますが、左側の一番下ですね、経常収支

比率、98.7 パーセント、それから減税補てん、臨時財政対策債を除く経常収支比率は、104.0

パーセントということになってございます。おさらいですけれども、これはどういうふうに出す

のかといいますと、まず歳入の状況ということで、上の部分の経常一般財源というのを（ア）で

すね、62 億 6,000 万円というのがございます。それに地方債のうち減税補てん債と臨時財政対

策債、これについては本来は経常一般財源ではないのですね。起債というのは全部臨時扱いとい

うことになっていますけれども、この２つの科目だけは経常一般財源に含めるということで、歳

入額を経常一般財源の歳入額を出しています。それとその下、歳出のほうについては、経常経費

に当てた一般財源の額、それがその下の四角のところにマーカーしておりますが、65 億 1,400

万円、（イ）ですね、それで（ア）分の（イ）ということで、98.7 パーセントになります。それ
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から先ほど説明しました地方債の減税補てんと臨財債、その部分を除くと、104.0 パーセントと

いうふうになります。ちなみに平成 16 年度の経常収支比率は98.6 パーセント、0.1 パーセント

の増ということになっております。それから、今度右の下でございます。基準財政収入額、基準

財政需要額とございますが、ここは普通交付税にかかわる数値でございまして、普通交付税とい

うのは、あくまでも基準財政需要額、歳出にかかわる部分から基準財政収入額、収入にかかわる

部分を差し引いた額が、交付基準額というふうになります。それに一定の率を減しまして、それ

が実際の交付額ということになります。ここで標準財政規模とございます。これは今後の指標に

いろいろ出てくるものでございまして、今後再生法の中でも連結決算とか、これについてもこの

標準財政規模というのが基になってくるということでございますが、この数値というのは何かと

いいますと、その上に標準税収入額とあるのですけれども、簡単にいえばこれプラス普通交付税

という事なのですけれども、標準税収入額というのは、基準財政収入額､交付税算定に当たって

数値として使用した町税の額と地方贈与税ですとか利子割り交付金とかといういわゆる贈与税

交付金関係、これの一般財源ですね、これを合せたものを標準税収入額といいます。それに普通

交付税を足したものが、標準財政規模ということになります。17 年度末では61 億 3,000 万円と

いうことになりますけれども、ちなみに 18 年度の推計ですと、これは60 億円を切るような感じ

になります。それから財政力指数とございます。これは0.40 となっていますが、これも交付税

算定のときに出てくる数値でございまして、一応基準財政収入額割る基準財政需要額という形で

出すものでございます。あくまでも３ヵ年平均で出すということになってございます。これが高

ければ高いほど力があるというふうにいわれていまして、これが１パーセント以上になると不交

付団体ということになります。北海道では泊村だけです。それからその下の起債制限比率、9.9

パーセントというのがございます。これにつきましては、あくまでも起債を発行できるかどうか

という部分を制限する指標となってございますが、これは標準財政規模に対して起債に充てる一

般財源がどれくらいあるかという部分でございます。これはかなり道内では少ないほうでござい

ます。ただしこの起債に充てる一般財源の中に、普通交付税で算定する事業費補正といわれる、

いわゆる交付で措置される起債があります。例えば港湾であれば半分が交付税措置されるのです

が、その部分は差し引いております。だからそういう交付税措置のある起債しか借りないとかと

いう自治体があれば、この数値は下がっていくというようなことになります。それからその下、

マーカーつけておりませんが、積立金の現在高の数値でございます。財政調整基金はこの17 年

度末では５億 7,900 万円、それから減債基金、町債管理基金ですね、これについては700 万円ほ

ど 17 年度末では残っているということでございます。以上で決算カードのほうはこの程度で説

明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、本日お手元にお配りした白老町の財政状況についてという資料、これ両面に

なってございますが、これをご覧になっていただきたいと思います。今後は収支見通しを説明さ

せていただく上でおおむね白老町がどのような状況で、他の町と比べたらどうなのかというよう

なところを簡単にまとめたものでございます。 

 まず予算規模についておおむね一般会計は、100 億円、特別・企業会計は 118 億円、合わせて
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218 億円です。これはおおむねの値です。それから財政状況、指標ですけれども、先ほど決算カ

ードのほうで説明しています経常収支比率、起債制限比率、跳んで財政力指数というのは説明し

たとおりです。この中で新たに出てきました実質公債比率というのがございます12.3 パーセン

ト。これにつきましては、平成17 年度決算から新たに出てきた指標でございます。簡単に申し

ますと、今まで起債制限比率のみで今後起債を貸すのか貸さないのかというような指標にしてご

ざいましたが、あくまでもこの起債制限比率というのは、普通会計のみの指標でございました。

実質公債比率についてはあくまでも基本は普通会計なのですが、何が違うかというと、特別会計、

企業会計の起債に対して一般会計から起債の償還に対して繰り出しをしているもの、繰り出した

額もこの算定する中でこの中に入ってくるということになってございます。これはあくまでも今

までの単なる普通会計のみならず、町全体でどうなのだという考えに基づいて新たに出てきた指

標でございます。それで、うちのほうは12.3 パーセントということで、実はまた起債の借り入

れ方も変わりまして、18年度からなのですが、この実質公債比率が18パーセントを超えますと、

許可団体といって、起債申請の際に国からの許可が必要だということになります。それ以下は、

うちも含めてですけれど、あくまでも同意という形になります。ただ実際のところは、我々の作

業的にはそれほど変わりありません。この数値がどうなのかといいますと、胆振管内では低いほ

うでございます。その低い要因は何かといいますと、一つ考えられるのは、起債制限比率同様交

付税措置のある起債、下水道もそうなのですけれども、そういうような起債を、良質な起債を当

てているということがまず一つの要因としてございますが、もう１点は逆にそういう他会計に一

般会計から起債償還のために繰り出しを多くしていないということも一つ言えるのです。という

のは、例えば下水道比率を例にとりますと、他の町で下水道にあたっている、うちも前はそうだ

ったのですけれども、赤字を出さないように余裕があるときは全額基準外繰り出しもしていたわ

けなのです。それに対してもちろん基準外繰り出しに対しても、公債費に当てた物があるはずな

のです。他の町もそうなのですけれども。今うちは基準外繰り出しをしていませんので、逆にそ

ういうものをしていないから他の会計は赤字が増えていっていると。だけれども出していないか

ら、逆に実質公債比率の率は他と比べると低いというようなことも言えるかなというふうに考え

ております。 

 それからその下の財政構造になりますが、歳入として町税、交付税、町債、その他ということ

になりますが、交付税が34.5 パーセント、交付税に頼っているといいますか、そういうような

収入構造になっているというような状況であるということです。 

それとその下の類似団体と比較できない事業ということで、基本的に同じ２万人代の人口に比

べて白老町が他と比べてどう違うのかという部分でまとめたものが４点ございます。まず港を持

っているというようなことで、建設費が膨大であるというようなことが一番の原因ですね。それ

から２番目としまして、消防を単独で持っていますよと、いうようなことでございます。ここで

一つ言えるのが、消防の職員の中の人件費については、本町はいわゆる給与費で出しております

が、一部事務組合を設置している厚真町だとか安平町、こちらのほうはあくまでも一部組合の負

担金、決算統計で補助費等々という扱いになります。それから３番目、ここは町立病院があると



 7 

いう部分がございます。それと４番目としては、細長い町なものですから、公共下水等の社会基

盤が不効率、逆にいえば、それだけ経費がかさんでいる、税金がかさんでいるという状況がござ

います。 

このような状況に対して今町としてもいろいろな取り組みを進めておりますが、その中で胸を

張って言えるのが、その下でございまして、町長も常に言っているのですけれども、産業振興の

底上げということで、一つ道内で初のワークステーションの設置、それから民間旅行会社からの

職員の派遣、次世代型のグリーンビジネス等も今検討進めていると。それから工業団地、企業誘

致に努めている。地元企業優先の受注機会の拡大、これは港も含めてこのようなことです。 

裏を見ていただきます。行財政改革という部分では集中改革プランの取り組み、これは他の町

でもやっていますけれども、今積極的にうちの町としてもやっていると。それから協働のまちづ

くりということで、住民主体のまちづくりを進めていますということです。 

今後の見通しという部分でございますが、この辺は後で実際数値を用いながら説明させていた

だきますけれども、まず財政のピーク、平成20 年と約７億円ぐらいの収支不足になっておりま

す。それから18 年度の交付税ですが、対前年比較しますと、約２億円近くの削減になってしま

ったと。実際に30 億 8,000 万円ぐらいですね。それから③として20 年ピークですけれども、こ

こ２、３年が勝負の年かなというようなことになります。それから職員数、これは普通会計の他、

他会計も含めて、全職員330 名ですね。５年間で70 名削減すると書いてございますが、これは

あくまでも実数値ではなくて、定年退職プラスある程度の勧奨も見込んで、減る分だけを見て

70 名ということです。現在昨年３月に策定しました第２次定員管理計画の中では、退職者に対

して採用をどのように考えているかといいますと、まず普通会計について５割補充、それから勧

奨退職に対しては100 パーセント補充ということで、今計画を立てております。これは組合との

合理を得て作ったものでございます。ただ今後厳しい財政状況の中でこの計画通りで進めるのが

いいのかどうかという部分については、更に議論が必要でございますし、我々現場としましても

そういうことにはならないだろうというふうに考えている次第でございます。以上この資料につ

いてはこれで説明を終了させていただきます。 

続きまして最後、今日お配りしたもう１枚の資料でございます。これは前に議会のほうにもお

配りした記憶がございますが、あくまでも現在新しい改革プログラムを作る前提としまして、い

ろいろ議会の中でも議論のあったところでございますが、現行のプログラムの収支見通しに対し

て、現状がかなり違ってきたよというようなことで、対策についてもこれまでの対策だけではす

まないという状況から、新たなプログラムを作らなければならないという結論を出したわけでご

ざいますが、その状況を示したものでございます。その当時の資料ですので、17 年度について

の決算見込みという押さえでおりますが、この点ご了承願いたいと思います。 

まず歳入につきましてはですね、17、18 と年度が経過するにいたしまして、町債については

見込みよりもプラス要因で働いてございますが、交付税が18 年度では１億 2,500 万円見込みよ

りも少ないと。それから使用料、手数料、国庫支出金、道支出金、この辺は一般財源化、三位一

体の部分ですね、補助金が普通交付税のほうにいっているというようなこともあるとおもいます
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が、それだとしても普通交付税も減っているというような状況でございます。それから歳入の部

分のその下のその他という部分で１億 6,500 万円とございますが、ここには一般会計からの繰り

出し、いわゆる貯金を下ろすという部分も含まさってございます。それからその下にいきます。

歳出につきましては、人件費につきましては、計画以上の削減を行っているというような状況で

ございますが、先ほど課長の挨拶にもございました扶助費ですとか補助費等の要因もございます

し、投資的経費につきましては、18 年度３億 5,000 万円、これは消防庁舎ですとか、大きなも

のがございましたのでプラス要因ですけれども、実際一般財源につきましては、それほど使って

おりませんで、逆に全額起債を充ててというような状況でございますので、町債のほうが増えて

いるという状況でございます。それで歳入歳出等も 18 年度には約２億 6,500 万円の計画との債

が出ているという状況でございます。 

裏面を見ていただきたいのですが、この表は歳入歳出それぞれの対策、現行プログラムで記載

している対策に対して、実際はどのような状況なのかというものを示したものでございます。上

段が計画額、下段が実績額ということになってございます。ここで歳入の部分では、起債が当初

見込みより多く使っているというような状況でございます。それから歳出も人件費の抑制はして

いるのですけれど、逆に特別会計、企業会計の健全化に対して新たな繰り出しというものが 18

年度にやむを得なかったというような状況でございまして、下の対策額合計で見ていただければ、

差引き３億 2,500 万円対策としては増えているということなのですけれども、その増えている要

因としては、もちろん人件費の部分で削減という部分あるのですけれど、財調の繰り入れが多か

ったり、起債を計画以上に借りているというような厳しい対策を講じているというような状況で

ございます。それと一番の大きな要因としてはその下、基金現在高でございます。現行のプログ

ラムでは、この４年間、16 年度から19 年度の４年間を計画期間としていまして、その中でいろ

いろな対策を講じながら、その中には財調を、貯金を少しずつ下ろしていきながらも 19 年度末

には３億円は残したいという計画でございましたが、実際のところは18 年度末で約３億円ぐら

いになってしまうというような危機的な状況からですね、今回新たなプログラムを作らざるを得

ないというような状況になったということで、ご理解いただきたいと思います。以上で本日お手

元にお配りした資料についての説明は、これで終わりたいと思います。 

○委員（加藤正恭君） 委員長、全部続いたらわかりづらくなるから、これはこれで１回。そ

うしないと次から次へ行ったら何を聞くのかわからない。１回ここで聞いてみたらどうですか。 

○委員長（及川保君） 実際はこの最初に配られた全体の中の説明なのですよね。どうですか、

課長説明できますか。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。 

○委員長（及川保君） それではお受けしましょう。それでは何かありましたら。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今いろいろ今日配布された資料に基づいての説明があっ

たのですが、わかるようなわからないような所がだいぶあるので、それは追々こちら側の以前に

配布された資料の中でも聞こうと思うのだけれども。 
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白老町の財政状況という説明がありましたね。類似団体と比較できない事業、こういう説明があ

って、これは白老町としては非常に特徴的な、他の自治体と比べてこういう問題は独自に抱えて

いる大きな問題なのですよね。それに対して、もちろん町が勝手にやっている部分もあるにして

も、港湾というような大きな建設費があるために、自治体の負担というものが増えるのも、これ

は現状としてあるわけで、こういう類似団体と比較できない事業に対して、地方交付税としての

算定へのかかわりというのは。こういう例えば４項目があるのだけれども、これについては加味

されるのかどうかね、全然されていないような気も・・・部分的にはあると思うのですよ。病院

があるとかいうのは、多少は金額があると思うのだけれども、そうでないものには単独で消防を

持っているとか、そういう場合に、地方交付税である程度白老町独自の問題だからということで、

そういうものは加味されているのかどうなのか。現状はどうなのですか。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） これらの４項目につきましては、今お話がありましたとおり、

交付税が加味されております。それで、ただ支出に伴う例えば港湾に年間５億円だと、５億円丸々

交付税措置されるかといったら、そうではないわけです。そこの差がどうしても負担になってく

るというのは一つあると思います。先ほど大黒のほうからも説明しました特に消防なんかは、単

独消防を抱えている分で人件費、これは一般会計で人件費というふうに我々は捕らえているので

すが、一部事務組合になると、それが人件費ではカウントされないのですね。それはあくまでも

補助費的な負担金ということになるものですから、国が類似団体と比較するときに、白老町は人

件費が非常に多くかかっていると。こういう指摘が一つあるのです。それは何かというと、こう

いう消防の部分で単独消防で持っているがゆえに、人件費という部分が一般会計に入ってきてい

る。類似の一部事務組合の場合は、その組織に対して負担金を納めていますから、人件費扱いで

はないのです。そういう部分でも差が出てくるという部分がありまして、単純に２万 1,000 人台

の類似の町と同じように比較されると、そうではないということは、我々常に国に申し出ている

と、こういう状況にあるということであります。 

○委員（加藤正恭君） なるほど。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、そういう説明であるのだけれども、国には言っているけ

れども実際には加味されていないわけですね。そういう面での人件費の問題などを一つの例にと

ってみると。そういうものが結構あるのではないかということを聞いているのだけれども。白老

町にとっては非常に特徴的なところだと思うのだけれども、なぜそういうふうにただ項目が負担

金でないから、給料だから見ないのだというものではなくて、実質的には同じことなのですよね。

ですからそのあたりは検討、考えてもらわないとならないという気もするのだけれども。ただ言

っているというだけで、実際は実施されていないわけですね。そのあたり見通しとしてはどうな

のですか。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） この辺は国にも文書をもって、きちっとこの消防の部分は伝
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えました。要するに国は全国の自治体の交付税は削減していきたいという、そういう方針がどう

しても国の財政を健全化するために、地方はまだまだがんばれるというようなところがどうも根

底にあって、こういう人件費の部分の類似のところと比較されたという、単純に数値だけで追わ

れてくる。私どもの違いというものをきちっと文章にして提出して、それは一応ＯＫしてくれま

した。違うなと、ＯＫというか、理解は示してくれましたということなのです。今後、今の新型

交付税なんかもいろいろ見直しされています。これから人口とか面積とかもカウントされてくる

ということも今後の中ではあると思うのですが、国は簡単に言うとそれだけ厳しいのであれば、

例えばもっと広域でやりなさいとか、消防本部もこれからは広域消防になっていくということが

打ち出されていますから、早くそういうふうに持っていきなさいと、こういう方向に多分なって

くるのではないかと。このように捉えております。 

○委員（加藤正恭君） もう一つ。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今たまたま新型交付税の話が出たけれども、それは面積とか人口とい

うことで、非常に単純化されるのだとはいうけれども、そうなるとこういう問題なんかは、全然

検討の余地もなくなるような気がしてならないのだけれども。だから一生懸命お願いはしている

よ、理解は得ているよと。だけど新型交付税では全然そういう問題は特長的なものは考えられな

いのではないかという気がするのだけれども、見通しとしてはどうなのですか。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） まず新型交付税の部分はオール北海道を考えたときには、減

額になるということで、北海道のシミュレーションには載ってございます。白老町の場合ですね、

これは独自にやって、必ずそうなるとは言えませんが、一応プラスで 2,000 万円から3,000 万円

くらいになるのではないかと、我々は押さえている部分が一つございます。今加藤委員さんがお

っしゃるような独自のことをやっているというようなことがあると、白老町のこの単独消防にか

かわらず、いろいろな部分でやってございます。例えばワークステーションの問題ですとか、そ

れから民間旅行会社の派遣ですとか、次世代型のグリーンビジネスと。こういったものは今国が

本国会のほうでも、予算組みは３月で確定すると思うのですけれども、がんばる地方応援プログ

ラムという部分、これでプラスするよと、こういう話が現在出てございます。全国で 3,000 億円、

今年が初年度ですから2,700 億円ほどになりますから、単純に1,800 の自治体で割り返すと、１

自治体あたり１億6,000 万円から１億 7,000 万円くらいの金額になろうかと思います。そこがで

すね、我々も全面的に町のやっている、取り組んでいることをＰＲしながら、この辺は手を挙げ

て申請行為をしていきたいと、こういうふうに考えてございますので、こういうがんばる地方自

治他に少しでも交付金を増やしてもらうということで今やりたいと、このように考えております。 

○委員長（及川保君） 他どうですか。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 鈴木です。先ほどの説明で聞き忘れたのかもしれませんけれども、財

政改革プログラムの見込み額と決算額の比較のところの扶助費なのですけれども、努力目標と決
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算見込みの中で、18 年度は１億 5,400 万円ですね。増になっているのですが、この大きな要素

というのは何なのかということと、今人件費の部分で消防の話が出てのですが、先日消防の広域

化という話が出ていましたよね。平成19 年度中に広域のグループというものが道から提示され

て、それでその広域化に向けて平成20 何年て、最終広域にする年度の目標も発表されていまし

たけれども、そういうふうになったときには、今の人件費の問題ではどういうふうになると考え

ているのかということを、もしわかれば教えていただきたい。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 扶助費の関係ですね。増えている大きな要素ということ

でございますが、詳細に一つ一つ積み上げて作ったプログラムの収支見通しでもないという前提

で説明させていただきますけれども、当初ですね、見込みにつきましては、扶助費関係について

はおおむね５パーセントぐらいの伸びを見込んで作ったわけでございますが、実質それ以上の伸

びになってしまったというようなことになろうかと思います。まず大きな要因としては、扶助費

を受ける対象者、医療費関係、それから支援費関係も含めて増えたということが大きな要因かと

思います。医療費とそれを受ける対象者の増ということが、大きな要因というふうに押さえてい

ます。以上です。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ２点目の広域消防の関係のご質問でございますが、私が抑え

ているのは、確か平成 23 年次までだったと記憶してございますが、人口規模としておよそ 30

万人で一つの広域をやっていこうということですから、ここを考えたら胆振大多数が広域の中に

入ってくる状況になると思います。今示されている広域の部分はですね、本部機能といいましょ

うか、要するに総務的な部分、これは広域でまとめましょうと考えていますから、白老町におき

ましてはそれぞれ警備だとか、実際火災や救急車で出動する人ではなくて、本部機能としてまず

第一報電話に入ってくる通信部の職員ですとか、それから総務的な仕事を行っているのは広域で

処理をしましょうというふうになっていますので、今50 数名いる消防職員全員が広域化に行く

わけではなくて、そういう総務的機能の部分だけを広域処理しましょうと、こういうふうになっ

てございますので、その部分については広域的な考えになりますから、その部分についての人件

費はたぶん負担金になるのではないかと、こういうふうに考えております。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、この表を見ているのですが、左の減税補てん債とそれか

ら臨時財政対策債、これは地方交付税にプラスして考えるのだと。ただ減税補てん債は18 年度

で終わりでしょ。その変わるものとしては何かあるのですか。これで打ち切りになると思うのだ

けれども、そのあたりはどうなのですか。今後の見通しみたいなものは。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） ご質問のあった減税補てん債につきましては、加藤委員

がおっしゃるとおり、平成18 年度をもって終了ということで、19 年度以降はそれに変わるもの
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はございません。というのは、あくまでも税源移譲が 19 年度から実際移るということでですね、

それと併せて平成11 年度から始まった恒久減税の関係がここ２年間をもってすべて減税が終わ

ったというようなことからですね、起債で補てんする必要がないというようなことでですね、19

年は変わるものは見込んでおりません。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、その次の臨時財政対策債、これも当初は地方交付税の減

額を緩和するためにということで、13 年から 18 年までの５年間ということで認められたと聞い

ているのだけれども、これから出てくるやつにはずっと３億円ぐらいいただけるものだというふ

うに載っているのですけれども、この見通しはどうですか。時限立法というふうに私は認識して

いたのだけれども、ずっと今後とも臨時財政対策債は行くのだと。行くのはいいのだけれども、

減額になるのか増えるのかですね、地方交付税とのバランスはどういうふうになるのか、その辺

りの見通しを聞きたいのですが。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） あくまでも見通しといいますか、国のほうで今後の臨時

財政対策債の見通しということで何らかの資料を出しているわけではございませんので、あくま

でも私見ということになりますけれども、とりあえず19 年度は臨時財政対策債がまだございま

す。それで、今後もすぐなくなるということではないという考えを持っております。これはなぜ

かといいますと、現在国のほうで進めているいわゆる交付税額の削減というような中でですね、

どんどんどんどん実際交付する額というのは減ってきているという現状で、今後も減るだろうと

予想しておりますが、ただし、普通交付税の財源である法定 5 税と言われる部分、これまでで

すね、国と財務省と総務省のやり取りの中で、この法定の率というのは撤廃したらいいのではな

いかという財務省の申し入れの中でですね、総務省が阻止しているという状況でもあるのですが、

実際そうなりますと、今まで５税では足りなくてですね、いろいろと特会から借りたりだとか、

それも足りなくて国と地方で折半して借り入れしましょう、といって借り入れしたものが、臨時

財政対策債なわけですね。それができて実際の交付税が今後も含めてこの５税で足りるというよ

うなことになるのだろうなと。そうなりますと、臨時財政対策債というのは今まで借りた分の返

済に充てるものです。新たに借りるということではなくて、返済に充てるための借金といいます

か、そういうことになるだろうと。ですから、返す額になりますので、どんどんどんどんその臨

時財政対策債も減っていく、今後は減っていくだろうというふうには考えております。ただし臨

時財政対策債の額を算定するにあたっては、あくまでも普通交付税算定の中で、基準財政需要額

という、いわゆる歳出がいくらなのかという部分も一部がですね、臨時財政対策債という言い方

になると。ここがもしなくなったとしても、その分需要額が下がるかというと、それは実際現ナ

マとして入ってくるというような捉えをしておりますので、見込みの中では、どちらが増えても

減っても総額、いわゆる基準財政需要額としては、その中での動きということで考えていますの

で、今私どもでお示しするものについては、一応同額という押さえにしているということでご理

解いただきたい。 
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○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

暫時休憩します。 

休  憩  午前 １０時５７分 

                                             

再  開  午前 １１時１０分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

事前に配布された部分の説明に入りたいと思います。財政収支見通し作成の考え方。 

 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） それでは事前にお配りさせていただきました資料の、今

後の策定スケジュール表というものをご覧いただきたいと思います。それでは休憩前にご説明さ

せていただきました現状ですね、それから今後他の同規模の団体とは違うような部分も、今後の

推移を考慮した上で、新たなプログラムを策定しなければならないというところで、その辺を踏

まえて昨年来作業を進めてきまして、一応収支見通しがある程度理事者の合意を得てまとまった

ことからですね、ある程度今年に入っていろいろな説明会等を行っております。２月上旬に課長

職に対して５日ですけれども、行政改革推進本部会議というところで、収支見通しに関しての説

明及び、今後の対策についての課長職としての考え方があれば出していただきたいという依頼を

してございます。その後先週２回に渡って収支見通しに関する職員説明会、課長職以外でござい

ますが、おおむね２日で 130 名ぐらいの職員の参集を得まして、一応危機的な状況を理解してい

ただいたということでございます。それから現在総務文教常任委員会の所管事務調査ということ

で、その後今月23 日までに全職員からの対策の検案、意見等の募集を締め切りまして、それを

元に素案の策定に入らせていただきます。その辺の素案を取りまとめて、３月中旬に町内合意を

得て、３月下旬までには白老町議会の議員の皆様と職員の労働組合というふうな形で提示させて

いただきたいというふうに考えてございます。その後いろいろ組合とのやり取りもあると想定し

まして、調整をしながら５月までには町民に対する説明、意見をいただいて、案の取りまとめを

して、６月には最終確定をしていきたいというふうに考えてございます。ただしこれはあくまで

も私どもの努力目標という部分でもあるのですが、現在町議会も含めまして、町立病院のあり方

の検討をしてございます。町長のほうからも年度中に一定の方向性、結論を出すということで、

お話をさせていただいておりまして、現在その内容については我々も把握しているところではご

ざいませんが、もしかするとその一定の結論が出た方向しだいでは、現在お示ししている収支見

通し等も変わる恐れもあるということも一応考慮していまして、もしそうなれば若干このスケジ

ュールがもう少し先にずれ込むということもあり得るかなと考えてございますので、その点ご理

解いただきたいなと思います。以上でスケジュールのほうはこれで説明を終わらせていただきま

す。 

○委員長（及川保君） 続けて。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） それでは続きまして、財政収支見通し作成の考え方（平

成 19 年１月更新）という全部で16 ページの両面資料をご覧いただきたいと思います。まず最初
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にですね、収支見通し、どのように今後の見通しを策定するのかという部分について説明をさせ

ていただきたいと思います。実際作業を始めたのは、昨年の夏から秋にかけて作業を開始してご

ざいます。というのは、あくまでも18 年度の決算見込みが固まらないとなかなか正しい数字と

いいますか、その辺が見えないかということで、３月補正、実際９月議会になりますけれども、

それに提案させていただきました補正予算をある程度踏まえて決算見込みとしてそれを発射台

としております。18 年度の見込みとして、それを発射台としてそれ以降を見通しているという

のが、基本的な前提になります。ただしですね、例えば19 年の普通交付税の額ですとか、ある

程度大きなものについては一定の率ではなくて、わかる範囲の想定数字を用いて出しております。

あくまでも18 年度決算見込みをベースにそれぞれの科目に対して、どのような考えで推計する

のかといった部分が、次の部分でございますが、まず地方税につきましては、ここに記載のとお

りでございますけれど、これは後ほど別資料で説明させていただきますが、まず税務課のほうに

今後の見通しの作成を依頼してございます。それを基に我々のいろいろな要素を加味した上で、

経営企画課として収支見通しを出しています。それから地方譲与税関係、所得譲与税、地方道路

譲与税、自動車重量譲与税とありますが、まず18 年度までありました所得譲与税といわれるも

のについては税源移譲により平成 18 年度で終わりです。19 年度以降はございません。それから

その下の２つにつきましては、まず 19 年度の予算要求額をベースにしまして20 年度以降は伸び

率ゼロパーセント見ております。ここの伸び率ゼロパーセントいうのは、実は他の推計にもこの

伸び率というのを使っておりますが、基本的には全部ゼロで見ております。現行のプログラムは

ですね、確か0.5 パーセントの増で見てございますけれども、現在全国ベースでは景気回復が見

込めておりまして、なおかつ財務省が発表した今後のＧＤＰ等の見込みではですね、２パーセン

トというような数字も実は出しているわけなのですが、ただ白老町におきましてどうなのかとい

いますと、税収等の傾向を見ましてもなかなか景気回復、これから景気が伸びていくというふう

には、現状としては見込めないというようなことから、ゼロパーセントを用いております。 

 続きまして交付金関係ですが、まず地方特例交付金といいまして、先ほどの恒久減税に対応す

る交付金だったのですが、これにつきましても減税が廃止されるということに伴って、一応廃止

ということになるのですけれど、あくまでも今後の21 年度まで一応継続するということで、国

のほうから示されております。ただし19、20 年度につきましてはかなり減額されているという

ようなことからですね、その辺の国の予算額の率をそのまま予算措置率として使っております。

その他の交付金関係、利子割り交付金ですとか自動車取得税交付金等々の交付金につきましては、

19 年度予算要求額をベースに、20 年度以降は伸び率ゼロとしております。 

 地方交付税の関係につきましては、普通交付税につきまして、19 年度予算要求額ベースに20

年度以降は別資料で算定してございますが、この辺につきましては別の資料で詳しく説明させて

いただきます。特別交付税につきましては、19 年度予算要求額、それ以降は伸び率ゼロでござ

います。２億 6,000 万円としております。 

 分担金及び負担金、使用料及び手数料につきましては、18 年度決算見込みをベースに伸び率

ゼロで積算してございます。 
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 国庫支出金、道支出金におきましては、まずこれは考え方３つあります。まず社会保障関係に

かかわる扶助費に対応する国庫支出金、道支出金ですね。これにつきましては、５パーセントの

伸びで見ております。それから普通建設事業に係る国庫支出金、道支出金につきましては、別の

表で普通建設事業費を試算しておりますので、それに対応した額を計上してございます。それ以

外につきましては、18 年度決算見込みをベースにゼロパーセントで見ております。 

 財産収入につきましては、19 年度以降町有地売払分、通常分として 800 万円を見込んでおり

まして、そのままゼロパーセントとしております。それで、例えば18 年度の予算で大町の部分

ですとか日の出の部分、追加として売り出してございますけれども、その辺についてはあくまで

も対策ということで押さえておりますので、この現状延長型の収支見通しにはこのような追加の

部分については入れていないということでございます。 

 それから寄付金については、最小限10 万円で見ております。 

 繰入金につきましては、これも別で考えてございますが、ある程度の現状の部分と現状の事業

に繰り出している部分を想定してと。それと合わせてそろそろ基金も枯渇してきておりますので、

基金がなくなればあとは一般財源というようなことになりますので、その辺を考慮して入れてご

ざいます。 

 繰越金につきましては、基本的に18年度は一応見込みとして決算剰余金5,000万円を出して、

残りの半分2,500 万円を 19 年度に繰り越すということにしてございます。それ以降につきまし

ては、現状延長型では財政調整基金の積立金を全部下ろしたとしても赤字決算になりますので、

繰越は出ないということになってございます。 

 諸収入につきましては、18 年度決算見込みをベースに19 年度以降同額です。 

 それから町債につきましては、普通建設事業費の推計に基づきまして、町債の額をはじいてお

ります。 

 続きまして２ページになります。歳出のほうになります。まず人件費につきましては、人事給

与グループに今後の給与費の見通し、あくまでも一般会計ですけれど、まず出してもらいまして、

それをベースに私ども経営企画課のほうで新たな積算をしてございます。というのは、まず前提

がございまして、19 年度より地域給を導入するという前提でおります。それから現行で行って

いる現プログラムの中のですね、独自削減分、これにつきましては19 年度で一応終えると。20

年度については新たな削減ではなくて、１回戻るということで積算してございます。定員管理の

部分につきましては、第２次定員管理計画に基づいて積算ということで、一応これについても後

ほど別資料で説明させていただきます。ただここの人件費というのは、給与費の他に議員報酬、

委員等報酬が含まれるものでございます。 

 物件費、維持補修費、一つ飛びまして補助費等につきましては、基本的に18 年度決算見込み

をベースに19 年度伸び率ゼロということにしてございます。ただし、物件費と維持補修費につ

いては 19 年度の部分ですね、若干今予算でかなり努力している部分もありますので、その分10

パーセント減らした中で推計しております。 

 それから扶助費につきましては、先ほど歳入で説明させていただきました国庫支出金、道支出



 16 

金の社会保障関係と同様５パーセントの伸びで積算してございます。 

 補助費の部分でごみの広域処理の負担金、これにつきましては別資料といいますか、現 課のほ

うで抑えている数字を使ってございます。 

 それから公債費でございます。ここに書いているとおり、発行済みに係る元利償還金について

は、起債のシステムで額がわかっておりますので、それを当てると。また今後の発行に係るもの

は、新たにシミュレーションしまして、その合計額で公債費を出してございます。 

 積立金につきましては、基本的には18 年度決算見込みをベースにそれ以降同額。 

 投資及び出資金・貸付金については、まず貸付金については19 年度以降同額、出資金につい

ては、病院会計についてもまだ方向性が今の段階ではわかりませんので、現状がこのまま続くと

想定して、２億 6,000 万円の繰り出しにするという前提にしてございます。 

 繰出金につきましては、あとで説明をさせていただきます。各課からのそれぞれの会計の収支

見通し､あくまでも現状延長型ですけれども、それで出してきている一般会計からの繰入金の合

計額を出してございます。 

 それから投資的経費、普通建設事業の関係でございますが、これについては別資料で推計して

ございます。ただしあくまでも現状延長型の推計でございますので、補助事業等についても継続

事業やあるいはこれまでも行ってきた維持修繕関係の事業が主なものということで、これをベー

スに推計しておりまして、今後新たに発生するであろう小中学校の適正配置にかかわる経費です

とか、こういったものはこの現状延長型に入れておりません。これはまた別扱いで資料として載

せておりますので、ここには入ってございません。 

 それから続きまして３ページ、町税の試算表でございます。Ａ３に拡大させていただいており

ますが、まずこの表は税務課で出してもらった試算表でございます。数字とやかくではなくて、

傾向だけどういった傾向かだけ、ここでは説明をさせていただきます。結論から申しますと、こ

れを出してもらっていろいろ私ども経営企画課の内部で調整しまして、収支見通しの数字は平成

19 年度に税務課から出してもらった決算見込みの額をそのまま同額で推移するということで、

結論を出して収支見通しに入れてございます。それは実際税務課の試算は少しずつ減少するとい

う、税務課の試算でございます。ただしあくまでもこれは現状延長型、何も努力もしないでとい

う部分が前提となりますので、今いろいろ、例えば今後企業誘致ですとか、産業の振興ですとか、

そういった部分の努力部分が加味されていないという部分がございます。それで私どもとしまし

て、その部分も考慮するとともに多少の期待値も込めて、19 年度同額で推移するということで

押さえております。ちなみに税務課ではどのような試算かというと、まず町民税の関係でござい

ます。個人から収入額うち均等割と少し網掛けをしているところがあると思うのですが、この部

分をザーット横に見ていただければと思うのですけれど、まず所得割については、基本的にはそ

れほど変わらないというようなことで記載してございます。その下の所得割につきましても、こ

こは景気が良くなってそれぞれの所得が上がれば、ここも伸びていくのでしょうけれども、これ

もほぼ同額で税務課のほうは見ております。それから法人のほうでございます。法人のほうも均

等割、法人割ですね、ほぼ同額で見てございます。実際のこれまでの決算状況を見ますと、法人
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の関係は毎年上がったり下がったりという、こういうような傾向に今なってございます。例えば

それがいわゆる漁業関連に、魚が獲れたですとかそういった部分で上がるとか、そういった状況

でございまして、他の議員さんもご承知のとおり室蘭がかなり鉄鋼とかで良いという新聞記事を

ご覧になっていると思うのですけれども、白老町の場合はそのような大きな工場といいますか、

そういった会社がなかなかないというのが現状でして、室蘭とか苫小牧のような伸びにはならな

いというようなのが、実際の現状でございます。 

 それから固定資産税の関係を説明させていただきますが、まず土地家屋につきましては、３年

ごとに評価替えがございます。こないだ18 年度ですね、今年、21、24、27 という３年おきにな

りますが、これまでの経緯から判断した結果、まず土地につきましては、基本的評価替えごとに

３パーセント程度落ち込むという推定でございます。それから家屋につきましては、３年ごとに

これもこれまでの例からすると落ちるのですけれども、１回評価替えで落ちて２年目、３年目は

またプラスになるのですね。また評価替えで落ちてというそういうような繰り返しになります。 

 それから償却資産。償却資産につきましては、基本的には毎年減価償却しますので、評価替え

とかではなくて、固定資産は何もなければ毎年落ちていくというような経緯になります。基本的

にここで毎年 4,000 万円ぐらい落ちると。率にして 10 パーセントぐらい落ちていきます。ただ

今までもそうなのですが、白老町のこの固定資産の部分は、償却資産で持っているということな

のですが、日本製紙ですとか旭化成さん等の大きな会社が大規模な設備投資をして、その10 パ

ーセント程度落ち込んでいる部分をカバーして、それ以上にドーンとまた増えるのですね。それ

からまた少しずつ落ちていってというような状況でございます。平成 21 年に日本製紙の新たな

ボイラーという部分があります。それはここで考慮しております。 

 軽自動車税については、基本的に横ばい。市町村たばこ税につきましては、値上げの影響がこ

の 17 と 18 を比較していただくとわかるのですけれど、実際これ決算見込みですけれど、あまり

影響が出ていないですね。というのは、値上げしたけれど止める人も多いということで、当町と

してはそれほど伸びは見込めないというような状況です。 

 入湯税等につきましても、同じベースでございます。 

 そのようなことから、一番下から２番目のうち現状延長型というところの網掛けの部分では、

一応ここはあくまでも19 年度ベースで今後同額ということで 23 億 5,000 万円ということで、も

う一回試算をしているというようなことになります。 

○委員長（及川保君） 主幹。24 年にはまた償却資産のほうでアップしているのですけれども、

これ説明があってもいいのですが。これ上がっていますのね。何か意味がありますね。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 21 年の償却部分、この 20 年が３億 8,300 万円が４億 5,000

万円に増えています。これにつきましては日本製紙のボイラーの関係がありまして増えているの

ですが、一応この表は、先ほど私どもの収支見通しとして19 年度をベースにその額をそのまま

27 年度まで同額で推移するということでやったものですから、実際に税務課で出してもらった

数値のうちですね、実際に税務課は下がるという予測を立てています。その差額を償却資産で調

整させてもらったというような表になってございます。特にこの部分、何か想定しているという
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ことではございません。   

 続きまして４ページ、普通交付税の算出表でございます。細かくて申し訳ございません。 

 まず先ほどの決算カードのときも若干ご説明させていただきましたけれども、あくまでも普通

交付税を算出するにあたっては、基準財政需要額というものを出して、そこから基準財政収入額

を差し引いた額が、普通交付税だというふうに捉えていただければと思います。ここでまず上の

ほうに需要額、下のほうに収入額ということで書かさせていただいております。まず収入額のほ

うから若干説明をさせていただきますけれど、普通交付税と中から上に少し網掛けにしてござい

ます。その下の下、法定普通税とございます。ここの数値は、今説明させていただきました町税

の部分、その数値をそのまま使ってございます。基本的に収入額の算出にあたっては、その町税

の部分の75 パーセントが基準財政収入額としてカウントされるということになります。今、法

定普通税と呼ばれる部分がそうです。その下の地方譲与税とございます。これにつきましても、

19 年度の要求額ベースにこれも試算同様の額をここに当てはめております。ただし、ここの地

方譲与税の下に所得譲与税というのがありますが、実際に所得譲与税は18 で終わって19 からな

くなるのですが、その代わりと申しますか、いわゆるこれがなぜなくなるかというと、税源移譲

したからなくなるということなのですね。税源移譲分というのは、一応今の試算ではおおむね１

億 7,000 万円ぐらいあるということで押さえております。この部分だけですね、実は収入額 100

パーセントとしてカウントされるということなのですね。ですから他の歳入につきましては 75

パーセント、町税も含めてですね、25 パーセントは丸々町の一般財源として入るのですけれど、

残りの 75 パーセントはいわゆる交付税として差し引かれるということなのですけど、ここの本

来個人町民税の部分なのですけれども、この税源移譲分だけは100 パーセントで見られる。だか

ら税源移譲されても、それで増えた増えたといってもその分同額交付税で減らされているという

ような状況になってございます。 

 それから上のほうの需要額を説明させていただきますが、この需要額の中には経常経費と投資

的経費と公債費というこの３つがまずございます。そのうち経常経費の中でも人口を基礎数値と

するものと、それ以外のもの。投資的経費についても、人口を使うものそれ以外のもの、それと

事業費補正というものというふうに分けさせていただいております。まずここで投資的経費の事

業費補正と公債費。これにつきましては記載の公債費の元利償還にあてられる公債費分、交付税

分ということで捉えていただきたいと思うのですが、いわゆる交付税措置の部分ですね。これに

つきましてはある程度率も決まっていますし、公債費もシミュレーションしていますので、これ

は実数で押さえています。事業費補正と公債費はあくまでも実数です。それ以外の部分、その他

の部分と人口の部分ですね。まずこれは、その他については基本的に同額で見ております。人口

の部分につきましては、あくまでも人口推計を厚生労働省の数値基に出しておりまして、その減

少率でこの経常経費、投資的経費、人口を基礎数値とするものについても併せて、減少率を使っ

て落としています。それともう一つは、19 年の予算要求額をある程度地代体質から推計してお

りまして、その額になるようにその他の部分で１億 9,438 万 7,000 円というのを、これを割り落

とししております。それでそのまま割り落とし額は同額としてみております。それで需要額を出
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して、それから収入額を差し引いたのが、ここの黒い網掛けの部分の普通交付税の額ということ

で、まず19 年については 30 億 4,000 万円というふうに見込んでいます。それ以降20 年は若干

増えるという部分は、公債費の増があります。それ以降人口の減少に伴って少しずつ落ちていく

ということで、平成 27 年度には27 億 3,400 万円程度に落ち込むという推計をしてございます。 

 続きまして５ページをお開き願います。これにつきましては、人件費の計算した表でございま

す。 

○委員（加藤正恭君） 区切ったらどうですか。全部説明してからでは・・・ 

○委員長（及川保君） いかがですか、皆さん。区切ってやっていってよろしいですか。 

 そのようにしましょう。 

 今までの部分について質言を受けたいと思います。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、３ページの町税の試算表。税務課で出したというのだけ

れども、18 年度に対して19 年度では２億円近く個人町民税が増えているのです。これはどうい

うふうに説明すればいいのですか。この根拠は何ですか。あとずっと 20 年度も 21 年度も７億

7,900 万円ぐらいで推移しているので、このあたりの根拠をもう１度聞かせてください。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） この約２億円近い差というのは、まず一つはですね、税

源移譲分になります。これがおおむね１億7,000万円と押さえてください。それから残りの3,000

万円につきましては定率減税の減税廃止、２分の１の部分、これが3,000 万円というふうに捉え

ていただければよろしいかと思います。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それからもう一つは、固定資産税ですね。固定資産税が17 年度に比し

て 19 年度にだいぶ減っているのですよね。減っているのはなぜですか。トータル的にいくら減

っているのかな。見直ししたからかな。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） これは少し細かい要素は私のほうで把握してございませ

んけれども、評価替えに伴うものでございます。 

○委員（加藤正恭君） 評価替えか。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。 

○委員（加藤正恭君） はい。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 鈴木です。この３ページの市町村民税ですか。個人とかとあるのです

が、こちらでは19 年度の数字をそのままずっと現状延長形というのですか、やっているのです

が、交付税の算定の中では人口が人口推計で減になって、数字が下がっています。それがそうい

うふうな形にしなくてもいいのですか。こちら側は現状で、こちらのほうは推計で下げたという、

何かそこら辺の違いというのは、どういうことなのかと。考え方としては、統一したほうがいい
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ような気が。片方は推計として下がっているのに、こちらは現状維持というのは、つじつまが合

わないのではないかと思うのですが、そこら辺はどうですか。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 特にこれだという部分はないのですけれど、一応普通交

付税の算定の収入額に使用した数字につきましては、３ページの町税のこれをこのまま使っては

おりますが、需要額で減らしたのは、やはりできれば交付税はこのままで、人口も下がらないの

だよという前提のもとに同額で行っていただければ非常に白老町としてもよろしいことなので

すが、今国の方向としてやはり今後交付税は10 年間で下げていくというような方向もございま

したので、ある程度一定の削減は、どういった形で出すかはあれですけど、出していかなければ

ならないというようなことから、収入額は同額で見たとしても、需要額のほうで少しずつ減少さ

せていただいたというのが、正直なところでございます。 

○委員（鈴木宏征君） 考え方はわかりました。  

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 補足しますけれども。考え方としては、歳入の部分をより厳

しく見たと言いましょうか、町税の部分はこれからもどんどん増えれば対策としては今後改善さ

れていくという部分がありますから、歳入はやはり厳しく抑えていると。交付税もすでに国の方

針としてはこれから上がっていくということはまず見込めないだろうという部分で、できるだけ

情報収集した中で下がっていく見込み数値で推計したという部分で捉えましたので、現状は更に

厳しくなる、甘い数字を使うのではなくて、厳しくなるというふうに押さえたと。このようにご

理解いただきたい。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 私の認識が間違っているのかもしれませんが。要するに人口が減って

くると、市町村民税なんかも減るのではないかと考えるのだけど。そうすると、現状維持型でや

っていくのには人口が減っていくのに現状維持でいいのかな。そういう考え方で今の課長の説明

とは、私の認識が違ったもので。歳入も厳しく見るのだったら、人口の推計で減るという推計を

されているのなら、収入も減らしていく形になるのかなと思って。少し違うのかもしれない。 

○委員長（及川保君） どうですか。  

岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 厳しく見ていくという基本的な考えは、鈴木委員さんがおっ

しゃった事は変わりがないのです。今、人口推計のことを捉えてカウントしていくということが、

町税の部分にどのように入れられるかというところが少し推計が困難だったということが、ここ

での結論になっていくという部分で、考え方は一緒の考えなのですよ。これ以上出しようがなか

ったということで、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） いいですか。 

○委員（鈴木宏征君） はい。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 
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 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 近藤です。１点だけ、収入歳出のほうで人件費の中に平成19 年度で地域

給導入という文言があるのですけれど、何か聴いたようなわからないようなあれなのですが、ど

のようなことなのかお聞かせ願いたい。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 端的に申しますと、一昨年の人事院勧告で出てですね、

早いところでは昨年の４月から導入している自治体もございますけれど、実際国家公務員の給料

で地域に在職している職員と都市に在職している職員については、今までは同じ給与体系だった

というようなことなのですが、それが実際そこそこの物価ですとかいろいろな状況を加味すると、

やはりそれはそこに見合った給与を払うべきだという考えがございまして、地方については都市

より若干下がった給与体系になったというのが、実際の一昨年に出た人事院勧告ということなの

ですね。それで、実際どうなるのかといいますと、白老町に置き換えますと、実際上限といいま

すか、給与表というのがあってそこからそこまで達する職員がいたその後ですね、俗にいう下駄

履きといいまして、上乗せして給与を出していたのですが、まずそれができなくなって、それと

ともにかなり給与表自体が今の現状より上に行くような給与表になって、そこでストップするよ

うな給与表になっているのですね。だから、確か我々も含めて40 才中盤からそれより上の人は

もう昇給がないような状況なのですね。そうした形で人件費を減らしていこうというようなこと

なのですけれども、これについては今、本町におきましても今年の４月から導入に向けて組合と

協議しているという状況で、３月の議会には提案する予定でおります。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。 

暫時休憩します。 

休  憩  午後  ０時００分 

                                             

再  開  午後  ０時５７分 

○委員長（及川保君） 委員会を再開したいと思います。 

それでは先ほどの質疑の続き。何か他ございませんか。  

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですけれども、先ほど冒頭で質問したことと少し関係があるので

すが。地方交付税、これは新型交付税が今の国会に上程されていると。基準財政需要額ですか、

今まではそういうものがベースにあったわけですけれども、今度は簡略化するということで、面

積人口などウエート置くやに聞いているのだけれども。確認したいのは、この試算表でいく普通

交付税の推移は、そういう新型交付税が導入されることを見通して試算しているのか。まずそれ

を伺いたいのですが。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） まだ新型交付税の算式もきちっと確立されたものが出ていな

いということもあって、従来型での資産になってございます。ただ今、国が検討されている交付
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税の算定ですが、従来型が９割、新型交付税の算定考え方が１割というふうにされておりますの

で、まだその辺もしっかりした数値が出ていないということで、従来型の算定式に基づいて推計

されています。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういうことになると、先ほど課長が言われたように、面積、人口で

いけば、道の試算でいけば二、三千万円くらい白老町の場合は増えるようだというお話がありま

した。それは私も新聞なんかで見ていたのですが、ただ人口とのウエートが、ただ人口面積が１

割という考え方であればたいした大きな誤差はないのかなと。ただ簡略化ということも含めてい

るとすれば、非常によいようですけれども、ただ人口のウエートが１割なのでどうということは

ないのかもしれませんが、人口が増えていくところは増えていくし、人口の減るところはどんど

ん減っていくというようなそういう傾向の地方交付税であっていいのかどうか、非常に疑問を私

は持っている。面積は簡単には増えません。何十年経っても同じですけれども、人口だけは相当

苫小牧とか札幌とかは毎年のように増えているのですが、他は北海道の場合はほとんど過疎です。

そういう考え方で果してよいのかな。昔のイギリスではないけれど、人頭税などという考え方が

そういうところに入ってきているのかなと。そうすると人口を増やすためにはどうするかという

ことも今後ウエートが１割ぐらいだから意味がないのかもしれないけれど、そういうことも将来

的には考えていかなくてはならないと思うのだけれども、その辺りについてはどのような見解を

お持ちですか。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 今加藤委員がおっしゃるように、小規模自治体という部分が

非常に出されていて、どういった自治体がこういった小規模自治体にはまるかというのも、まだ

数値的なものがはっきり示されておりません。ただし町村合併の事を一例に捉えると、１万人以

下の人口が小規模自治体ということも示されている部分もありまして、その辺がイコールという

ふうに考えれば、１万人以下がまともに人口規模の少ない自治体には影響が出てくるかなという

ふうに考えています。ですから今、全国の自治体、市町会、町村会からは、新型交付税導入にあ

たってはかなり意見が出されています。このまま移行されては困るという部分での意見が出てい

るというのも、事実であります。一方今ご質問のあった人口をいかに増やしていくかというのが

課題です。少子高齢社会にあって、どう子供を増やす思索を含めてですね、国策で勧める部分と、

地方がやはりがんばってやっていく部分というふうにあろうかと思います。ご承知のことと思い

ますが、白老町もやはり人口増加に結ぶような思索をいろいろと手を打っておりますので、例え

ば雇用問題から始まって少子化対策に対する思索、こういったものを一つずつ組み立てながら、

人口が減っていかないように努力していかなければいけないかなという部分は、非常に今危機感

を持って考えているところでありますし、19 年度予算においてもそういうことが反映される政

策を展開していきたいというふうに町長も言っていますので、そういう柱建を作って進めていき

たいなと、このように考えています。大きな視点でしかまだお答えできません。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、それでこの試算表にあるように公債費が 19 年度８億 2,000

万円、20 年になると８億 7,500 万円。８億円台が23 年度まで続くわけですね。大小は多少ある

かもしれないけれど、26 年度まで７億 7,000 万円と。ようやく27 年度で７億 1,000 万円と少し

減るという、非常に白老町としては大変な時期をこれから迎えようとしているわけなのですね。

町民税だとかなんかといってなかなか押さえるというわけにはいかないのだろうけれども、この

税率のアップ、それから新税の導入とかそういうことは今考えておられないのか、検討する必要

性が私はあると思うのですよ。というのは、自主自立、合併しないで自主自立でやっていこうと

するならば、あまりにも交付税、交付税と国から道からという補助関係のことばっかりを我々こ

こで議論してもなかなか始まらないのですよ。だとすれば、苦しい間は何かそういうことも考え

たほうがいいのではないかと。そして27 年度になってある程度下がり気味になったときにはそ

れは止めてしまうくらいの、臨機応変な考え方の税金ということも考えてもいいのではないか。

苦しい時に。だから今の経費も何もカットするもの削るものは削って、乾布を絞ることをできな

いような状態で、水も滴りもしないような状態になってしまっては、自主自立を考えた場合には

そういうことも考えて、時限立法でも何でもいいですよ。10 年間なら10 年間だけでもいいから

そういうふうにして、自主自立でがんばろうと。それが過ぎたら止めましょうというぐらいの、

ずっと永久にやるわけではないのですから、そういうことも今後は取り入れていく臨機応変な考

え方というのも必要ではないかという気がするのですけれど、理事者のほうではそういうことを

あまり考えておられないのかどうか、そのあたりどうですか。夕張になる前にそういうことも。

なるといっているわけではないけれど、そういうことも十分踏まえてやるべきではないのかとい

う気がするのですが、どうでしょう。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 町課税率のアップ、それから新税の導入というものは私方事

務方としましてもこの項目が非常に大きなポイントでございます。現改革プログラムのほうでも、

検討材料という部分では書いてございます。やはり新しいほうの見直し後の中には、このあとま

た最後のページでご説明申し上げますが、やはり町長はじめ理事者のほうにもこのことの考え方

を一考願いたいということで、いろいろな資料をそろえた中で協議してございます。町長のほう

もまだ決断には至ってございません。やはり町民に痛みを強いるわけですから、それをきちんと

理解してもらってこういうものを導入しなければならないということで、今改革プログラムを作

っていく中で新税導入ありきではないということ。頭の中にはしっかりと町長も始めこのことは

そういう状況に来ていることは認識していただいていますが、最後のほうでまたご説明しますが、

いろいろな職員自ら削減できるものはないかどうか、そういうもの項目もやはり大事になってき

ますので、そういう町民の負担になる部分は後になるかもしれません。先にできることがあれば

そういうものをどんどんやっていって、どうしてもお願いする部分は出てくるかもしれませんけ

れども、現状では改革プログラムの対策型がまとまっておりませんので、検討、協議、議論はし

てきたという過程では今説明した内容のとおりでございまして、今後盛り込むかどうかは更に理

事者とも十分協議はさせていただきたいと、このように考えています。 
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○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、それからもう一つ。４ページの下のほうから４行目の地

方特例交付金というのがあるのですけれども、これ極端に21 年になると520 万円に急にダウン

しているのだけれども、これはなぜこういうふうにダウンしたのですか。そのあたり説明してい

ただけませんか。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 地方特例交付金につきましては、最初の１ページの交付

金等という部分でも一応記載させていただいておりますけれど、一応今現在地方特例交付金とい

うのは二つの要素が合わさってこの額になっていまして、まず一つはいわゆる減税の補てん分を

補うための交付金と、もう一つは児童手当の今対象年齢を増やしていますけれども、その部分の

一部に当てる交付金、この二つの性格を持っております。減税分のほうは一応 18 年をもって終

了。減税は終了なのですが、今までの経緯がありまして一応20 年までは減少しながらも出して

いくよということから、少しずつ減らしていくという形。減税分にかかる地方特例交付金は 21

年までで終了して、21 年でもうないと。残っているものは児童手当にかかわる特例交付金とい

うことでご理解いただきたい。 

○委員（加藤正恭君） なるほど。 

○委員長（及川保君） いいですね。他ございませんか。 

 それでは次にいきましょう。５ページの説明ですね。大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） それでは次の説明はですね、歳出にかかわる部分と合せ

て、歳入歳出合計のいわゆる収支の部分ということで、５ページから11 ページまで一応通して、

一区切りとして説明させていただきます。 

最初に５ページ、人件費の計算書ということになります。まず考え方としまして、表の真ん中

から下ですね、伸び率というところで、基本的に職員給と職員給以外というふうに分けさせてい

ただきまして、基本的に伸び率ゼロというふうに見ています。というのは、まずはベースアップ、

今までここ数年私ども公務員の給与というのは、定期昇給はあるのですけれど、毎年給料表で上

がっていくのですけれど、ベースアップというものはございませんので、今後もないという予測

のもとに伸び率をゼロと見ております。それから先ほど申しました地域給の関係なのですが、19

年度から一応導入予定ということで、基本的に地域給導入前では給与表による定期昇給によって、

おおむね4,000 万円ぐらいプラスになるところをですね、この地域給を導入することによって、

先ほども言いましたように私ぐらいの年齢以上はもう上がらないということがあります。若い人

しか上がらない。それをおおむね 400 万円と見込んでおり、それを加算してございます。それか

ら退職と採用の関係でございますが、採用は大卒採用者の４月から12 月まで。４月からの給与

350 万円、それから退職者については 1,100 万円の減という数字で計算してございます。それか

ら定年退職の補充の関係は、ここに網掛けしてございます。先ほど説明したとおりでありますが、

実は寿幸園の指定管理による民間委託の関係がございまして、これは後からも出てくるのですけ

ど、実は今寿幸園で働いている職員の給料というのは、老人ホーム会計で見ておりますので、一
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般会計では見ておりません。しかしながら委託になりますと、その職員が一応全員一般会計のほ

うに戻ってくるという前提のもとで積算しているわけですね。その分というのは、実際に金額が

増えます。後でも説明しますけれど、19 年度から事務職の４名が戻ってきます。その後次の年

から介護士さんと栄養士さんも含めて現在11 人いるのですけれども、今年度をもって２人の方

辞めるという予定がありますので、９人分が新たに加わると。全部で13 名戻ってくるという仮

定のもとに積算しておりまして、その増える分は逆に採用を凍結するということで、ここの表は

調整してございます。ですからもとのほうにありますけれど、Ｈ20 から 23 まではあくまでも勧

奨退職分の補充のみということにして、計算しております。このような形の中で18 年度の決算

見込みをベースにしておりまして、19 年度から地域給の導入、独自削減継続、20 年からは独自

削減を１回解除しております。それなので19 年の人件費総額 23 億 1,400 万円が 23 億 2,900 万

円と、ここで一応プラスに転じてございます。しかしながら退職、いわゆる定員管理の関係もご

ざいまして、27 年度には 15 億 8,000 万円と約８億円近い額が今後 10 年間で削減されるという

見込みでございます。 

 続きまして６ページから８ページまでの説明をさせていただきます。この表は普通建設事業を

推計した表でございます。まずこれは担当課とのヒアリングによりまして、今後どのような計画

を持っているのかというのを私どものほうで取りまとめまして、なおかつ普通建設事業にかかる

一般財源を平成23 年までは２億円、24 年以降を１億5,000 万円という枠組みの中で若干調整を

して作成しております。今申しました5,000 万円の違いというのは、港湾整備に係る管理者負担

金を５億円と見ておりまして、そのうち９割を起債、１割を一般財源と見ております。その 5,000

万円分が差なのですけれど、港湾整備が23 年で終了するという過程の基に作成しておりまして、

それが終わる 24 年からは総額１億 5,000 万円ということで考えてございます。主な予算の事業

名というところですが、まず道路については現在継続中のこの３本の道路整備、河川はバンノ沢

の河川改良、公園については基本的に19 年度をもって萩の里自然公園は終わるということで、

それ以降はカウントしてございません。それから公営住宅につきましては、日の出工事が平成

18 年度をもって完了でございまして、19 年度以降は基本的に現課のほうでは20 年から計画持っ

てございますが、これは後で説明しております。ここでは公住の部分の新たな建設は考えてござ

いません。その下の住宅の改修ですね、これについて見込んでいるというようなところでござい

ます。それから森林関係と、その他の部分ではイオルの部分も毎年機構のほうからの打ち合わせ

で国のほうの予算も絡めて違うのですが、18 年度の実績でカウントしてございます。それから

浄化槽の設置関係、同報系無線については、19、20 の整備というようなことでカウントしてご

ざいます。普通建設事業以外の起債の関係でございますが、それぞれのページの下にありますけ

ど、先ほど加藤委員のほうからもご質問等ございましてけれど、減税補てん債については19 か

ら廃止と。それから臨時財政対策債については、19 年度見込みの額に２億 5,320 万円、これの

同額をそのまま継続ということで、一応借り置きしてございます。 

 あくまでもここにつきましては絶対この通りやるということではなくて、総額としての財源確

保というようなことで考えていただきたいというふうに思います。 
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 それでは続きまして９ページになります。９ページは公債費のシミュレーションをした表でご

ざいます。先ほど２ページで説明させていただきました。まず、すでに借りている起債について

は、実数と。新たに借りる起債につきましては、今、普通建設事業費のところでカウントしてい

ます起債の額を考慮して、これを今後どのような支払いになるのかをシミュレーションしました

やつの、すでに借りたものと今後借りる予定のものを併せてシミュレーションしたのが、この表

でございます。これの公債費、一番上の網掛けの部分でございますが、これを見ますと平成 20

年、これが17 億 9,973 万 2,000 円ということで、一応 20 年がピークということになりまして、

これ以降少しずつ減っていくような形になります。Ｈ27 年がすごく減っているのは、港湾にか

かわる借り入れが23 年で終了するということで、そこから借りなくなって残金償還発生しませ

んので、３年後の27 年からがぐっと落ちてくるというような中身になってございます。 

 主な歳入歳出の科目について、考え方等を説明させていただきました。これらをもとに実際計

算した表が 10 ページに記載している他、別にお配りの普通会計財政収支試算（現状延長１）と

このように数字だけ入っているのがございます。最初の考え方を元にして単純にゼロパーセント

で推移させるものですとか、あるいはある程度しておいて別資料で推計させたものをここにまと

めたものがこの表でございまして、これはなかなか説明しづらいものですから、このような形で

10 年間見通しているということで一応押さえていただきたいなというふうに思います。今この

表の合計額を 100 万円単位でまとめたものが 10 ページにお示ししている表でございます。これ

は平成 10 年から普通適応試算最終年度の27 年まで載せてございます。上段の収支の調整前とい

うのがそのままの数字でして、調整後というのはそれに財政調整期金等の繰り入れをして収支不

足を補った後の数字ということにしてございます。18 年度におきましては一応２億 2,000 万円

ほどマイナス、形式収支２億 2,000 万円となっていますけれども、財調を入れて何とか黒字にし

ているという状況をベース。19 年につきましては５億 2,100 万円が財源不足になってございま

す。それに対しまして３億 7,100 万円、いわゆる残りの起債を全部当てたとしても１億 5,000

万円の赤というような状況でございます。ここで留意していただきたいのは、予算組めないので

はないかというようなことになるかもしれませんが、これはあくまでも現状延長型ということで

何も対策等を講じない場合はこのような形になるということで押さえていただきたいと思いま

すし、予算についてはもちろんこの収支不足に対するいろいろな対策、土地を売ったり財調を繰

り入れたりというようなことで、19 年度の収支合うような形での予算組みはしておりますので、

ご留意いただきたいと思います。それ以降 20 年につきましては６億 1,300 万円、それ以降 21

年度から５億円台が続いて 23 年から４億円台、最後 27 年には２桁、7,000 万円ということにな

ります。これは大きなものが公債費の件と人件費ですね。この辺でどんどんどんどん財源不足は

解消されていくだろうという予測でして、このまま推移しますと平成28 年度には多分収支均衡

になるだろうというような予測になってございます。ですからここ２、３年が特に、平成20 年

が一番厳しいかなという見通しになってございます。 

それから経常収支比率におきましても、下の表になりますけれども、17 年度は 98.7 パーセン

トですけれども、それ以降は100 パーセントをずっと超えていって26 年に上から４段目になり
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ますが、99 パーセントとなって 100 パーセントをここでやっと切って、それから少しずつ改善

されていくというような状況でございます。一応 10 ページまでこれで説明を終わります。 

○委員長（及川保君） 一応説明が終わりました。何か質疑のある方はどうぞ。 

 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 10 ページなのですが、形式収支の部分が平成 19 年とか 20 年が一番６

億 1,000 万円ですか。それをこれから財政改革でどうするかという話になるのでしょうけれども、

一応そういういろいろな今の調査の中でこういう試算が出ているわけですよね。出た結果として

これだけの数字が出るのですが、基金はこれを補う基金はなくなっていますので、これの財源と

して考えたときに、今考えている中ではある程度収入もこのくらい入るだろうというものを想定

し、支出もこれだけ削減できるだろうという削減された部分の支出でこういう結果なのですよね。

この結果を踏まえてどうこれを乗り越えていくかという話になるのですが、私達にはその乗り越

え方が見えないというかわからない。どういうふうになるのですか。基本的にすみませんけれど、

こういう部分によく自分も知恵が出ないのですが、どういうふうに考えていらっしゃるのか、そ

こをお聞きしたい。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 今鈴木委員からご質問がございましたが、これに対して

どういった対策が考えられるのかという部分でございます。確かに額にしてみればかなり大きな

額になってございますし、まして貯金を下ろしてということもできない中でどうするのかという

部分でございます。実際これに対してこのような対策で今後進めていきますということを、この

場で申し上げればよろしいのですけれど、その辺につきましてはまだ理事者ともすり合わせが終

わっていないという部分と、現在我々だけではなくて全職員からもいろいろな提案をいただくと

いうことの中で今進めているところでございますが、後でも説明させていただきますが、大きな

ものとしましては、まず職員の人件費の削減という部分も出てくるでしょうし、それから加藤委

員が先ほどおっしゃっていました税金の超過税率ないし新税の導入、それから新聞等で産炭地の

状況なんかもご覧になっているかと思うのですけれど、早期退職、定員管理の部分で早く辞めて

いただいて、定員をかなり縮小してやっていくというようなことが大きな柱になろうかなという

ふうに考えてございます。それ以外につきましてはいろいろ今我々がやっている業務の委託です

とか事業の見直しといった部分は、細かいところではそういったものも合わせれば大きくなりま

すので、その辺について今後更に検討を進めてお示しをしていきたいというふうに考えています。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） そういう中で今だいたいわかりましたのですが、５ページの人件費の

説明ありましたよね。正規の職員については非常に努力して減らすという考え方を持っているの

ですが、その他の職員ですよね、臨時職員、嘱託職員についてまったく数字が変わっていないの

ですよね。これを減らすという考え方に持って行かないと、なかなかその差として正規の職員を

使うのと臨時・嘱託職員を使う差額というのはあるのですが、これを見てもその他の職員といわ

れている人達は臨時だとか、嘱託だとか、あと議員とかですか、その他というのは職員の人件費、
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３役とか全部入るのですか。中身がわからないのですが、それの中には嘱託も臨時も入ると思う

のですが、６億円という結構大きな数字ですよね。それがずっと変わらなく行くというので、行

政改革の中には事業の見直しとか、そういうものも入っていると思うのですが、なかなか事務の

見直しという部分では、民間委託という部分があるのですが、町民サービスの中の今行政がやっ

ている事務という部分での見直しというのかな、これがぴったりいくのかどうかわからないので

すが、昔私達が入った42 年あたりの職員の仕事の仕方と、今の仕事の仕方自体は変わっていな

いと思うのですが、住民サービスを向上するということで、職員を沢山増やしたという部分があ

りますよね。それがもし元に戻したときにどのくらい住民サービスが低下するのかという部分の、

そういう住民サービスは極端に言えば窓口で今１分で処理しているものが10 分になるとかです

ね、１日に 10 件処理できたものが５件になるとか、そういうサービスの低下になるかもしれな

いけれども、それが本当に住民生活に多大なマイナスになるのかという部分とか、そこら辺をも

う少し精査していって人を減らしていかないと、なかなか人だけ減らして事務はそのままという

形になるから、それに変わるものとして臨時職員だとか嘱託職員だとかという話になってくるの

だと思うので、基本的に今のやっている事務のやり方というものをどうやって変えていこうかと

いうそこのところの改革という部分が進んでいないというか、僕から見て何があったのかという

部分でぱっとわかるような部分が少ないなと。民間委託というのは結構進んでいると思いますよ。

そういう部分だけではなくて、行政がやる事務事業のもう少し改革というのですか、そういうも

のが進んできてこの人件費を下げていかないと、嘱託職員と臨時職員というのはここをずっと見

てきても、ぜんぜん変わっていないような気がするのですよ。職員は減っているのだけども。そ

こら辺はどのように考えているのかなと思うのです。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 今のご質問でございますけれども、１点だけ私の説明不

足で申し訳ございません。ここの職員給と職員給以外という分けはですね、まず職員給というの

は、あくまでも我々一般職員の給与と手当、この二つということで押さえております。それ以外

掛かっている共済費関係が職員給以外でございます。な おかつ職員給以外には、先ほど申しまし

た議員さんの報酬と委員等報酬も含まさってございます。それでなかなか減っていないというお

話しございましたが、ここは実は退職手当の負担金というものがございまして、これは退職手当

組合というところに白老町も加入してございまして、そこに負担金を毎年一定の率払っていると。

ただし退職者が出るごとに３年に１回その退職者にかかわる追加の負担金を払わなければなら

ないのですね。それでその部分がおおむね１人 500 万円ぐらいという算定の基に、３年毎にその

部分が加算されていっているということで、増えたり減ったりというような形になってございま

す。 

○委員長（及川保君） 何箇所か網掛けがありますけれど、網掛けがそうですか。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 19 と 22 と 25 はそうですね。これがまず１点。 

 それともう１点の臨時と嘱託の関係でございますけれど、嘱託職員については今あくまでも給

与費のほうで支払っておりまして、ここには職員給の中にカウントしてございます。臨時職員に
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ついてはあくまでも賃金という支払いになっていますので、給与費ではないということでここに

は入ってございません。まず臨時嘱託の関係でございますが、私が入って 20 数年になりますが、

私が入った当初から数年は事務補助というような形での臨時職員がかなりいました。実際まだ当

時はお茶汲みなんかもございましたし、実際来客者の対応ですとかコピーをしてもらうだとかい

うような方がいらしたのですが、現在はそのような臨時職員は採用していない状況で、あくまで

も退職者に対して実際職員を採用しないでそこの部分に臨時職員、あるいは嘱託職員を当ててい

るような状況でございますので、サービスを低下させないというような状況からの措置という部

分もございますが、実際には職員とほとんど変わらないような仕事をしていただいているという

状況でもございます。そういう中にあってもやはり職員が多いですとか、我々も仕事を見直しな

がら効率よくやっていくという部分においては、臨時職員、嘱託職員をカットしていかなければ

ならないというのは十分承知してございまして、実はこれまでなかなか踏み切れない部分もあっ

たのですが、19 年度におきましてはまだ正確な数字を出していないのですが、臨時、嘱託を合

わせて 1,500 万円ぐらいの削減を行っているような状況でございます。実際庁舎内での事務の臨

時さんはほとんどいなくなるような状況でございます。  

それともう１点住民サービスの低下という部分も考慮しながらもいろいろな事務の見直しが

なかなか進んでいないというお話でございますが、私どももその辺十分認識してございまして、

その辺が今後どんどんどんどん職員が退職、削減するためには退職してその後豊潤が一番いいの

ですけれども、そういう中にあって本当に今のサービスを維持できるのかとどうなのかという部

分も、今後具体的にシミュレーションしながらやっていかなければならないかと思っています。

例えば窓口業務を全部委託するということであったとしても、それを民間業者に委託するのか、

それともアルバイトでやるのかとか、再任用の方を使うのかとか、いろいろな手法があろうかと

思うのですけれど、その辺をいろいろと組み立てながらやっていかなければならないということ

は、我々の課題でもありますし、今後早急に進めていかなければならないというふうに考えてお

ります。以上です。 

○委員長（及川保君） わかりました。 

 私のほうから２点ほど。 

 今の人件費なのですね。私は鈴木委員の臨時職とか削減が遅いのではないかという部分もあり

ましたけれど、私は逆で、基本的に人件費というのは給与カットだとかそういう部分でどうも済

まないような状況に来ているのではないかというふうに実は感じているのです。そうであれば、

昨日の北海道新聞にも載っていましたね。夕張ショックで禁じ手を解いたというような大きな見

出しでありました。これはこういう産炭地だけの問題ではないですね。私は今説明をお聞きしま

して最後のほうの10 ページの部分での説明の中で、主幹は平成 20 年がピークでなどと、非常に

ずいぶんリラックスした中での説明をいただいたのですね。ずっと前年見ていただければわかる

ように、赤字にはなっていないわけですよね。ここに来て初めて財調取り崩した中で赤字という

ことになっているわけですよね。これは非常に大変な事態になっているというふうに捉えないと、

平成 20 年がピークですよみたいな話に絶対ならないですね。どう説明をしようともそういう受
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け止め方はできません。これは非常に厳しい状況になっているなというのも感じるわけですね。

この辺のこともう少し、あとで説明はするとはいっているのですが、どのように捉えているのか、

岩城課長説明をしていただきたいことと、昨日の先ほど申し上げた夕張ショックの記事なのです

けれど、こういうことが通常自治体で、夕張だけではなくて決断できるのかなというのが私ども

不思議な捉え方で拝見したのですけれど。やはりそういう厳しい状況がこれからどんどん出てく

ることが予想されるのですね。わが町もそのような生ぬるいような、今まで非常に削減をやって

きて効果も上がってきたのですが、すでにそれは限界に来ていると思うのですよ。どうやったっ

て鉛筆消しゴムの果てから削減しているわけですよ。これも限界なのですね。私は限界と捉えて

います。その辺の状況をこれからも削減していけるのかということがまず一つ聞きたいことです

ね。 

それと今の禁じ手のようなことが今後発生せざるを得ない状況になるのか、向こう27 年まで

の徐々にではありますけれど、この表からは減ってくるのはわかるのですけど,その辺のことが

やらなければならない決断しなければいけないのではないかというようなふうに私は捉えてい

るのですけれど。それが１点と。 

すでに小樽市などは一昨年から赤字予算で年初をスタートしているのですよね。この辺は可能

というか、どういうまちづくりの運営の仕方なのか、その辺のことを聞きたいなと思うのですね。 

 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 大きく３点後質問がございました。１点目の厳しい状況とい

うのは委員長がおっしゃるとおりの状況です。こういう厳しい状況だからこそ、行革の町長先頭

に本部会議という中でも議論しましたし、先週全職員対象にもこういう状況だということは説明

してきているという部分がございます。先ほど歌志内市ですとか赤平市の例でお話ございました。

職員給与を20 から 25 パーセント削減する、あるいは早期退職を促すために57 歳以上の職員は

30 パーセント給与を削減すると、こういった記事も載ってございますが、今まで自治体ではそ

ういう例というのはほとんどないわけですね。給与の30 パーセントといったら何十万もらって

いる方が12 万円給与がなくなるわけですから、生活していくことが困難な状況になると思いま

す。そういう部分でなかなか新聞には禁じ手というようなことでも記されてございますが、わが

町も思い切った手立てを講じなければならない状況だということは事実です。そういった手立て

をどういう部分でしていくかが、今後の対策型という部分に盛り込んで行きたいという分であり

まして、今現状がこうだということをまず職員全員が共通認識に立って、どういう対策をしたら

いいかというその提案を今もらっているところです。若い職員からは、課長「役場の中の掃除は

自分達でやろう」というようなことも言ってくれたり、いろいろ小さな項目から挙げてくれてい

ます。そういうものを全部積み上げていって、どういったもので人件費を何パーセント削減する

かというのが、もっと踏み込んで数字が具体的になってくると思います。現状では10 パーセン

トになるのか20パーセントになるのか30パーセントになるかという部分は数値として出せる状

況にはないものですから、まず削減できる項目をとにかく出してもらって、対策を講じて行きた

いと、こういうことですので、ぜひとも議員の皆様からもこういう手もあるのではないかという
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対策を、案をいただければ、私達は大変助かるという意見が一つございます。 

 それから２点目の経常費の空雑巾絞って、これ以上出ないのではないかという状況がございま

す。今年の19 年度予算も限られた財源枠しかございませんので、その財源の中で予算を組んで

もらおうということで、今年の予算の組み方は、枠配分というやり方をさせていただきました。

こういうある課には、事業費であれば 2,000 万円しか一般財源ベースで予算がありませんよ。

2,000 万円しかないよと言ったらその課で今何を優先して仕事をするかを、課の全員職員で議論

してもらって、優先順位を決めてもらう。一般財源 2,000 万円の中だと 20 ある項目のうち 10

項目を優先として19 年は仕事を持って行くと、こういう配分の中で予算化を組んでいったとい

うことでございます。それを逆算するとマイナス20 パーセントシーリングという数字にはなっ

たのですけれども、そういう配分の中で組んできたという部分で、これについても一定の成果が

ございました。厳しい中いろいろと工夫してもらって、歳出削減に努めてもらったという部分で、

現状と言いますか単年度で経常経費１億円削減できれば、そのままの効果が翌年度にもこれから

ずっと数値としては出てきますから、19 年１億削減できればずっとその効果が維持できるとい

う部分で、一定の効果が出ているかなと思います。それと併せて、どういう歳入を図っていくか

という部分では、先ほど少し議論ありました。やはり交付税の部分で、がんばる地方応援プログ

ラムというのが19 年度から創設されました。これは制度としては４月からスタートというふう

に言われていますから、４月、５月がたぶん自治体からの申請期間になると思います。私ども今

このがんばるプログラムというのは、10 項目ありますね。10 項目、例えば雇用促進を図ってい

くとか子育て支援関係ですとか、行政改革がどのくらい進んでいるかといういろいろなプロジェ

クトメニューが10 項目ございます。10 項目を我々今検証していますが、ほとんど白老町は該当

するのです。よその町と比較しても先進的にやっているということがありますから、このへんは

先程も少しお答えしたように申請して、１億円でも２億円でも何とか交付税アップされるように、

努力していきたいなというふうに考えています。 

 それから３点目の赤字予算という部分です。ただ予算を編成するに当たっては原則収支がきち

んとゼロになるように予算というのは組みますから、結果的には道内の自治体の例が出されてい

ましたけれども、その歳入とて何らかの予算を持っていると思うのですよね。もしかしたら入っ

てこないかもしれないという予算組みをメニューにはたぶん歳入の中に入っていると思う。それ

はそういう入ってくるだろうという予測の元に数値が置き換わっているだけであって、トータル

するとそれは赤字ではないかという部分では新聞なんかにも載ってございますけれども、そうい

う取り組みが本当にいいかどうかという部分は確かに議論いろいろとあろうかと思うのですが、

これからの対策としては赤字予算組みたくありませんので、歳入見込みをしっかり立てた上で歳

出という部分の予算の収支はきちっと図った上で、予算編成はしていきたいと、そういう基本方

針は変わらない考えであります。 

○委員長（及川保君） 説明がまだ当然あると思いますけれど、この程度にしたいと思います。  

 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今の話を聞いていて本当に憂うつにならざるを得ないの
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だけど。ただ現状延長型の考え方でいけばそういうことにもなる可能性もある。だから10 ペー

ジの数字でいくと、平成 13 年は 131 億円なのですよね。それが 17 年度で 100 億円を切って 96

億円、そして 19 年度で 90 億円を割って87 億円になるわけですよ。25 年には80 億を切って79

億円と。現状のままだったらこういうふうになっていくよという数字だろうと思うのです。この

とおりには絶対にならないと思います。白老の場合は今のあれでいけば100 億円前後がちょうど

適正な規模だと思うので、少なくとも80 億円に落ちることがないようにいろいろな面で総合的

に努力すると、こういうような姿勢が今後必要だろうと思うのです。基金を取り崩す取り崩さな

いではなくて、そういう会計上も100 億円前後で推移するような政策を収入の面で出していくと

いう心構えというか、そういうものを持たなければならないと思う。このままでやっていくと

25 年になったら80 億円切りますね。そのような状態にならないようにいかに100 億円前後の財

政規模に持っていくかという努力をしなければならないと思う。これからのテーマにあるのでし

ょうけれども、今後どうするかということでやりたいと思うのだけれども、おそらくそういう説

明があるのだろうと思うのだけれども、今のこういう考え方について、課長はどういうふうに今

のところを認識していますか。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 財政を担当する課長と一方では企画を担当する課長なもので

すから、まちづくりの視点を置くと、やはりこのくらいの財政規模だとだんだん厳しくなります

ね。やはり産業の底上げを図りながら町民が安心して暮らせる、住んでよかったと思える町を作

っていくためには、一定規模の予算を確保してまちづくりしていかなければならないと。こうい

う大変な部分も持っているわけでございます。今加藤委員がおっしゃるとおり、私としては 90

億円ぐらいかなと。10 億円下がって、今年は特殊要因として消防庁舎ですとか寿幸園という、

寿幸園は特別会計でございますが、特殊要因がありましたので 100 億円という大台に乗った予算

規模でしたが、19 年以降だいたい 90 億円前半ぐらいの数字で、だいたいこれから推移していく

のではないかというふうには見込みは持っているところでございますが、如何せん財政がこうい

う状況という中もしっかり視点を頭に入れながらも、まちづくりという部分では一方では進める

ものは進めていかなくてはならないという、その辺非常に難しい部分持ってございますが、町民

が整備してほしい、進めてほしい施策は一定規模やっていかなくてはならないかなというふうに

捉えております。う大変な部分も持っているわけでございます。今加藤委員がおっしゃるとおり、 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 

 なければ次に進みたいと思います。11 ページ。 

 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） それでは続きまして、懸案事項にかかわる部分の経費の

積算等について説明させていただきます。11 ページから15 ページまでで一応一区切りとさせて

いただきます。 

 11 ページの懸案事項経費積算という表をご覧いただきたいと思います。これは現行の改革プ

ログラムの策定時来いろいろ議会のほうでも議論がございました。いわゆる今後の収支見通しに、
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大きなプロジェクトですとか懸案事項が入っていないのではないかというような議論がかねて

からございました。今回はこのようなある程度想定できるものも含めた中で対策を組まなければ

ならないというようなことから、一応我々課の方で洗い出しをしまして、すべて今すぐ把握して

プログラムの収支見通しに追い込むわけにはいきませんけれど、ある程度想定できるものにつき

まして金額をはじいて載せていこうという考えでございます。これから説明させていただくもの

につきましては、これはもちろん理事者のほうにも説明はしてございますが、これは最終的に今

説明したとおりに必ずこの金額でやるということではございません。あくまでも今後の収支見通

しに対する対策を検討する上でこれくらい財源が必要であろうという、ある程度の方向性と担当

レベルでの確認による積算というようなことでやっていますので、その辺ご了承いただきたいと

思います。 

 懸案事項としましては、１番目の①から２番目の⑮、一応15 の事業が考えられるかなと押さ

えております。そのうち①から⑨についてはプログラムに経費を見込まない事項ということで、

事業実施が不確定、あるいは積算根拠が不明というようなことで捉えております。一つ一つ説明

します。 

 まず港湾整備につきましては、今後国との折衝の中では多少の上下あろうかと思いますが、一

応現状延長型で毎年５億円という金額を計上しておりますので、これはこのままということでし

ております。それから臨海部土地造成事業につきましては、今第３商港区をやっておりまして、

その背後に絡む土地造成が今どのような形でやれるのかどうかというのがまだはっきり方向性

出てございません。それでここは一応見込まないということにしております。し尿処理施設につ

きましては、現在下水処理場の中にし尿処理施設を持ってございますが、かなり老朽化してござ

います。ただ現課の積算ですと、実際にその部分を単独で建てると13 億円ぐらいかかるという

ようなこともいわれておりまして、現在単独という部分もありますけれど、逆に広域での処理と

いう部分も含めて今検討中でございますので、これについても見込めないということです。病院

につきましては、ご承知のとおりまで方向性出ておりませんので、現行での推移ということにし

てございます。公営住宅につきましては、先ほども説明しました日の出が18 年で終わります。

現課では 20 年から今の緑ヶ丘公住を建て替えまして、末広旧野球場用地に新たに建て替えると

いう考えを持っています。ただそれについてはこれだけの金額が毎年約３億円ちょっとの金額が

かかるということで、この辺はまだ理事者との最終合意得ておりませんので、今回は財政状況好

転するまで先送りということでカウントさせていただいております。厚生年金保養ホームについ

ては議員の皆さんもご承知のとおり、まだ保留状態といいますか、進展はございません。３連携

につきましてはいろいろ健康福祉課あるいは町民課のほうでも進めてございますが、歳出削減の

効果額がなかなか出しづらいということで、今回も見送っております。給食センターにつきまし

ては、センター自体も実質老朽化してございますが、これについても建て替えになるとかなりの

経費がかかると。現在登別市もかなり老朽化している給食センターございまして、そちらとの連

携という部分も含めて今検討中でございますので、これについても入れておりません。それから

ポロト地区の整備ということで、実質２億 5,000 万円ほどの振興公社に対する損失補償をしてご



 34 

ざいます。この部分につきましては、保養ホームの今後の動向あるいは現状のポロト温泉の状況

等も踏まえた中での新たな計画という部分を考えられるということで、今その辺の調査研究中と

いうことで、その辺についても今回見送っております。  

 それで２番目の実際どの部分を盛り込んだのかといいますと、10 番から15 番の部分というこ

とです。これにつきましては12 ページ以降で説明させていただきます。 

 まず 12 ページの⑩、寿幸園の関係ですが、これにつきましては先ほど説明させていただきま

した 19 年度に４名、20 年度からプラス９名の職員が一般会計のほうに戻ってくるという想定の

元にカウントしたものでございます。これだけ20 年以降１億円ぐらいのプラスになるわけでご

ざいますけれど、これについては採用との調整ということで先程も説明させていただいておりま

す。⑪番の一般廃棄物最終処分場、埋め立てのところでございますけれど、これについても平成

21 年度か 22 年度で満杯になるというようなことでございます。これについては一応 21 年度を

めどに 8,000 万円の事業費で、いわゆるかさ上げをすると。今の埋立地の擁壁みたいな盛土をし

て容量を多くするというような方式を考えておりまして、それによるものでございます。事業年

度は 21 年度で、それ以降の支出については、公債費という部分で考えてございます。それから

小学校適正配置なのですが・・・その前に⑬番、中学校の適配を先に説明させていただきます。

あくまでも中学校につきましてはまだ公にどうするという話は出しておりませんので、ここで具

体的な話は差し控えたいと思いますが、一応４年間をもって今の方向性では町内中学校は２校と

いうことで進めておりますので、白中の他もう１校を統合するということでの試算でございます。

この中学校が終わる23年をもって次の年24年から小学校の適正配置のほうに移っていくという

ような想定で一応試算してございます。それから13 ページの保育園の統合の関係でございます

が、今具体的な話が出ているのは、社台にあるまきば保育園が廃止、小鳩との統合ということに

なってございまして、20 年度というある程度方向性出ておりますけれど、それについてはそこ

の廃止に伴う削減効果ということで 1,000 万円見ております。21 年度以降プラス 2,000 万円と

いうことなのですが、これも現在保育計画等をまとめておりまして、まだ具体的にはお示してい

ないのですけれど、それ以外の保育園の廃止統合あるいは民間への移譲という部分含めて、2,000

万円程度の削減効果が出るであろうという想定のもとで作った数値でございます。続きまして⑮

番のグリーンビジネスにかかわる分でございます。一応プラントを20 年に整備するということ

で、今既存の工場の中にということで話が進められておりますが、事業費が13 億 6,000 万円、

そのうち国庫支出金、補助金が半分、残りの部分の９割については起債、残りの１割についてそ

の他歳入としておりますが、6,800 万円という数字が書いてございますが、これにつきましては

一般財源が厳しいのならこれだけ出すのも厳しい状況なものですから、何らかの特定財源を検討

してもらうと。一般財源は使わないというようなことでの積算にしてございまして、これを単年

度経費でございます。21 年度以降公債費が発生しますが、逆にこれを設置することによる増収

額プラス、導入によってごみ処理負担金などがかからなくなります。あくまでも想定ですけれど、

一応それが要らなくなるという部分で逆に作ることでプラスに働くというような試算をしてご

ざいます。この６つの事業を加味したものが、ここの一番下の合計でございまして、20 年度は
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１億 2,000 万円ほど更に支出を伴うということでございますけれど、逆に21、23 年は収支プラ

スという状況でございます。 

 続きまして 14 ページになりますが、これまで懸案事項を含まない収支見通し、先ほどの 10

ページの部分でございますが、それと今説明させていただきました懸案事項の収支見通しを併せ

たのが、今後いろいろな事業をやりながら財政運営していかなければならない部分の不足額とい

うことで、（３）の合計額に示したものでございます。これによりますと 20 年度は７億 4,300

万円の不足、21 年から５億円ということで、27 年度で何とか約１億円ぐらいの財源不足という

ような状況になるということでございます。15 ページにつきましては、今私が説明させていた

だきました中身について一応記載してございますので、これは参考に後でご覧いただきたいとい

うふうに思います。一応 15 ページまで以上です。 

○委員長（及川保君） 暫時休憩します。 

休  憩  午後 ２時１２分 

                                             

再  開  午後 ２時２１分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開します。 

それでは16 ページの説明をお願いいたします。 

大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） それではこの資料の最後の説明になります。 

 16 ページ歳入・歳出対策の提案・意見等の提出依頼についてということでございます。まず

これは先週来の課長職に対する説明それから課長以下主幹職以下の職員に対しての説明の時に

もお願いしてございますが、これまで説明させていただきました、今後 10 年の厳しい財政状況

を考慮した上で我々がどのような対策を講じなければならないのかという部分を個人個人職員

が考えていただいて、逆に何か言い案があればということで、我々の課の方に提案してください

というお願いをしてございます。ただ単純にこれを説明しただけではどのようなことをやればい

いのかというのが具体的にわからないということで、一応あくまでもたたき台なのですけど、現

在経営企画課のほうで検討している部分も含めて、項目として１から12 まで、それと13 は逆に

他会計の支援、歳出更に増の部分でございますけれど、このようなものを考慮して考えていただ

きたいということで説明しております。 

 まず経常経費の削減については、効果額９億円という形でお示ししておりますが、一応 19 か

ら 27 年度までの９年間というようなことで、これはあくまでも仮定でございます。例えば平成

19 年で１億円削減したとすれば９年間その後何もしなくても１億円も効果は毎年出るので、こ

れが９億円ですよというようなことでございます。それともう一つは、新たにいろいろな事務事

業の見直しや、今後削減をしていくのはもちろんなのですけれど、なかなかもう限界に近いとい

う部分もございまして、その辺をいろいろ考慮しながら削減対策を行っていかなければならない

ということで考えております。それから臨時事業費の削減につきましては、先程の普通建設事業

の中で現状延長型の収支見通しでは、23 年まで一般財源２億円、24 年以降は１億 5,000 万円と
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いうことにしてございますが、それを更に5,000 万円削減する考えでございまして、これについ

て今４億5,000 万円の効果が出ると、いうようなことでございます。諸手当の削減でございます。

効果額 8,000 万円ということでございますが、会計検査指摘による住居手当等を国の基準にした

場合の効果額というふうにしてございます。これは、昨年６月に会計検査が入りました。財政当

局にとって初めての検査だったのですが、参議院で今いろいろ国が地方に対して締め付けとかや

っている中で、地方の行革がなかなか進んでいないというような言い方も国ではしているわけで

すね。そういう中で参議院議員の中からこれはきちんと調べたらどうなのだというような中で、

会計検査という通常の土木施設に入るようなものではないのですけれど、いわゆる調査的な要素

が強い検査だったのですね。その中で主に見られたのが、人件費、諸手当の部分が主なものでご

ざいました。その中で指摘というか最終的に是正しなさいという勧告みたいなものではないので

すけれど、基本的に調べた結果こうでしたということの中で白老町として言われたのが、住居手

当、いわゆる持ち家手当の関係なのですが、実際ご自分で住居を持っている職員に対して月額

8,500 円の手当が出ております。その目的としては住宅を持ってもらい税金を払ってもらうとい

うようなことの支援ということなのですけれど、国はこれが 2,500 円なのですね。なおかつ５年

間という期限付ということなのですね。というのは、我々が想像するには、国はすべて官舎など

を持っている。まして転勤も多いような中で、なかなかそこに定住してもらいたいというような

考えもございませんので、当町とは考え方が違うと思うのですけれど、まずそれを違うよと言わ

れたのが一つと。あとは消防と医者関係の特金手当が高いと言われたのです。この二つが一応報

告事項として挙げられたものでございまして、今現在ではこの件に対して是正しなさいというよ

うなことは国から来ておりませんが、もし来たとするならばこの辺の削減もせざるを得ないし、

来なくてもこの辺は検討材料かなというようなことで、一応効果額として、もしこれを国と同レ

ベルに合わせたとすると、約 1,000 万円ぐらいの削減効果になりますということで、一応載せて

おります。 

 ４番目人件費の定員管理ということでございますが、これ先程来説明させていただいておりま

すが、今の組合とも合意している定員管理計画の中では普通退職が５割補充、勧奨が 100 パーセ

ントということでなっておりますけれど、果してこのとおりでいいのかどうかという部分なので

す。現課としましては更なる採用凍結が必要であろうと。もちろんその代わりにサービスを低下

させないための何らかの方策というものを検討していかなければならないと思うのですけれど、

この計画通りというふうにはならないだろうというふうに押さえております。それから人件費の

給与削減の関係でございます。現財政改革プログラムにおきまして独自給与削減実施してござい

ます。平成 17 年１月からでございまして、今給料表の級が１級から８級まであるのですが、１、

２級が 0.5 パーセント、３、４級が 1.5 パーセント、それから５、６級が 2.5 パーセント、なお

かつ管理職については４パーセントという削減ということで、平均 2.5 パーセントの削減を実施

しているところでございます。それを一応19 年度改革プログラム、現行の改革プログラムの沿

った感じでやるということで考えてございますので、20 年以降どうするのかという部分でござ

います。先程及川委員長のお話もあったとおり同レベルでの削減ということにはならないだろう
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ということを我々十分知ってございますし、その辺の利率を何パーセントにするのかという部分

は、今後理事者も含めて詰めていかなければならないというふうに考えてございます。ちなみに

10 パーセントですとおおむね１億 7,000 万円の削減になります。20 パーセントだと３億 4,000

万円ぐらいの効果になります。 

 それから議員定数の減ということでございますが、これについては一応定数が４名減というこ

とで聞いてございます。その部分の効果額をカウントさせていただいております。それから７番

目としまして新税導入ということですが、今既存の税目の部分で考えられるものとして、まず法

人税の超過課税というというのが考えられます。これにつきましては、西胆振はすべてやってお

りますし、東胆振も町はやっていないのですが苫小牧はやっています。苫小牧は西胆振と違って、

中小企業に対しては若干低い率で掛けている状況でございます。それから固定資産税の超過税率

というものも考えられます。これは、固定資産税は現在課税表示額の1.4 パーセントなのですが、

それを上げることは可能ということになっていまして、現行で今一番高いのが道内で芦別市の

1.75 というのがございます。固定資産税の超過課税を実施している団体はあまり多くないです。

特に山炭地が多いです。ちなみに例えば今うち1.4 ですけれど、0.3 ポイント上げたと仮定しま

すと、0.3 というのは都市計画税がどこもだいたい 0.3 ですね、それを都市計画税ではなくて固

定資産税の超過課税をもし 0.3 パーセント上げたとすると、おおむね２億6,000 万円のプラスに

なります。都市計画税につきましては、これまでの議論の中でご説明していると思いますが、お

おむね１億円というような試算にしてございますが、ただし都市計画税といいますとあくまでも

市街化区域内ということにある程度限定されるのですけれど、市街化調整区域であっても取れな

いことはないという情報もありますので、他例えば今調整区域でも下水道を整備している地区で

すとか、そういった部分については課税することは可能なのかなと考えていまして、その辺は今

後の検討になろうかと思います。このようなものにつきましては、我々経営企画課としましては

導入は不可欠ではないかというふうに考えてございます。 

 ８番目の株の売り払いという部分でございますが、現在日本製紙の株を町で所有しておりまし

て、配当につきましては現在育英奨学基金に充当している部分でございます。これを仮に売った

とする場合という前提ですけれど、6,000 万円ほどの価値になるということでございます。 

 ９番目。遊休地の売払いということですが、８億円というふうに効果額として出してございま

すけれど、これにつきましては現在町が持っている資産をすべて売ったとしての効果ということ

でございます。すぐに売れるかどうかという・・・買い手がいるかという部分もありますし、あ

とは道路を付けなくてはならないですとかそういう部分はここには入ってございませんので、あ

くまでも今の価格ということで押さえていただきたいと思います。 

 10 番目。町有林の売払いということで、これにつきましては現在石山と竹浦に町有林ござい

ますけれど、これについてももし売るとした場合にどうなのかという部分を検討中でございます。

使用料等の見直しということで、平成 17 年度にいったん見直しをさせていただいておりますが、

この中では３年毎見直しを進めますよということを位置づけさせていただいていますので、その

部分の効果を含めてございます。徴収率の向上という部分では、一応見込み額の１パーセントを
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対策分として計上したいというふうに考えてございます。 

 13 番目。他会計への支援という部分でございますが、これにつきましてはここは８億円と言

うふうにとりあえずさせていただいております。単年度１億円ということなのですけれど、一応

借り置きということで押さえていただきたいと思います。今後連結決算ということになりますと、

一般会計が仮に良かったとしても他会計で足を引っ張られてということも十分に考えられまし

て、その部分を埋めるためにはやはり一般会計からかなりの支援を他会計にしていかなければな

らないというようなことで、これにかかる経費も必要だというふうに考えています。この歳出分

も含めた対策を講じなければならないというようなことでございます。一応この連結決算につき

ましては、特別会計、企業会計等の現状延長型の収支見通し、後ほど簡単に説明させていただき

ますけれど、その中で一応他会計がどういう状況なのかというものを説明した後に、連結決算の

部分はもう少し詳しく説明させていただきたいなというふうに考えてございます。合わせて参考

までに皆さんにお配りしている資料なのですが、夕張市の財政再建計画素案というものを、一応

お配りさせていただいております。特段中身の説明はいたしませんけれど、一応かなりの細かな

削減といいますか、ほとんどサービスがなくなるというような状況の対策を講じております。こ

れは実際職員の皆さんにも配っておりますけれど、このようなものを中身を見ていただきながら、

このとおりやるということではなくて、何らかのこの辺を参考にしながらこういうことも白老町

でできるのではないかというものを考えていただく上で参考に配っておりますので、これについ

ては中身後ほどご覧いただきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 16 ページの歳入・歳出対策の提案・意見等の提出依頼についてという、

全職員にすでに提案されている状況でございますけれど、皆さんのご意見ありましたらどうぞ。 

ございませんか。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、15 ページ、５番の公営住宅の問題ね。前のほうにもそう

いうことは載っています。これは公営住宅は見込まないと、こういう形で進んでいますけれど、

課題として財政状況が好転するまで先送りというのですが、こういう表現をしますと、これはそ

うなると永久に公営住宅は建ちません。ですから卵が先か鶏が先かの議論ではないけれど、先程

も言った新型交付税の問題もあるし、人口増それからまちづくり、そういうことも考えた場合に、

将来のことを考えた場合にある時期には公営住宅というものは当然考えなくてはならない問題

なのですよ。どこに建てるとかという問題ではなくて、そういう問題ではなくて、もちろん持ち

家が一番ベターであることは間違いないのですが、なかなか若い人達は家を建てるわけにもいか

ないというような人達のことを考えると、若年層と言ったら御幣があるかもしれませんが、そう

いう若い方々が住めるような環境も作ってあげるということも並行して、財政問題云々ばかりで

はなくて、白老町の人口増ということも考え、産業の問題もあるでしょう。そういうことを総合

的に考えた場合、住宅事情というのはどうしても必要になってくるのですよね。ですから財政が

好転するまでなどというようなことではなくて、臨機応変にそのあたりは考えるというふうな表

現にしていかなければ、これいつまでたっても建ちませんよ。いつ好転しますか。なかなかそう

はいかない。だから作って、やりながら好転させていくというふうに持っていかなければまずい
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と思うので、そういうこと少し考え直していってほしいと思うのですが、いかがでございますか。

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 表現については考えさせていただきます。こういう表現方法

止めて今加藤委員がおっしゃるような、文言のほうは整理させてください。考え方なのですが、

これは町長ともずいぶん議論したところなのですけれど、今の既存の緑ヶ丘公営住宅ですとか、

美園団地の公営住宅という旧来のブロック方式で建てられた部分をリニューアルする方法、こう

いうことも考えなければならない。単に新しいものを建てて古いものをつぶすばかりではなくて、

今ある部分をリニューアルするということも補充制度がありますから、そのことも検討しなけれ

ばならない。大きな部分で家賃対策補助金、要するに非常に財源として大きな部分が廃止になっ

たという部分が、非常に大きな影響の部分ございます。そういうのがないから止めるというわけ

ではないのですが、背景にはこれも一つの大きな部分があります。それから民間活力をもっと生

かしたいというところでは、町有地を買っていただいて民間でアパートを建設してもらいたい。

そうすることによってそちらのほうに入居できる部分もある程度の一定時期まで必要でないか

という部分も、総合的な判断で今回はこのプランに数十億円かかる部分ございますし、ましてや

住宅マスタープランを立てた中で公営住宅の建て替えというものも位置づけされていますので、

本当は見込まなければならないところだったのですが、今話した要因がございまして、総合的に

判断してこの度はこの中には盛り込まなかったという状況でご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。他ございませんか。 

 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の公営住宅の関係で、考え方の確認なのですが。建て替えという

のは今後どこでやるかはここにも書いてあるのでわかるのですけれど、その辺はいろいろ考える

べきだと思うし必要なことだと思うのですけれど、公営住宅そのもの今白老町で1,000 戸ですね。

それを将来的に1,300 戸なり 1,200 戸なり、1,500 戸なり増やしていくような基本的な考えがあ

るのか。それと今のある公営住宅1,000 戸の間で古いものはリニューアルしていくというのはい

つからやるかまだ財政が整ってからというようなことで今話があったけれど、そういう考えは総

戸数、これは例えば夕張のを見ましたら 4,000 戸ぐらいのかつての公営住宅があって、新聞記事

等から見ると、公営住宅を沢山建てて、ほとんどの人が公営住宅に入っていると。固定資産税も

上がらなければ何も上がらないと。変な言い方でそういうものがあるので、やはり町としての適

正な公営住宅の規模というのはどうあるべきかということもきちっと把握していかなければ、将

来的に非常に税収面から見ると大変なマイナス要因みたいな形になっていくというようなこと

がありますね。そう戸数は現在のままでいくような企画課としての考えなのか、その辺を一つお

聞きしたいのと。補助金の関係が今出ている項目の中に補助金の見直しというのが載っていない

のですが、これはそれぞれの原価で所属している枠配分の中で削減見直されていくのか、その辺

お聞かせ願いたいのですが。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） １点目の公営住宅の関係でございますが、類似の市町村と比
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較しても白老町の場合公営住宅の充足率というのは満たされているのですね。基準値を満たして

いると。具体的な数値は今手元にないので、わりと公営住宅のほうが充足されているという部分

にございます。それも一つにございまして、今後今入居可能数が936 戸ございまして、それを更

に増やしていくという部分は今計画には持っていません。あくまでも建て替えという部分での住

宅マスタープランという、公営住宅をどうしていくかというのを、計画の中にもその部分が見込

まれている部分です。ですから手法としてリニューアルか建て替えかということになってくると

いうふうに思います。それが１点目のご質問に対するお答えになります。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） ２点目の補助金の見直しに関しまして私のほうからお答

えいたしますけれど。補助金の見直しについてはもちろん今後進めなければならないと。予算編

成ごとにそれぞれ原価のほうではいろいろな細かいところでは見直しをして、削減して要求上が

ってきているのですが、トータルとしての見直しという部分になりますとなかなか行革のほうで

も頭だしはしているけれどなかなか進んでいないというのが現状でございます。実際ここに項目

としては独断挙げてございませんが、事務事業の見直しという中では進めなければならないとい

うふうに考えております。ただ今経常費で補助金全部合わせますと、おおむね２億円弱の補助金

ありますけれど、そのうち大きな額を占める団体というのがいくつかありまして、いわゆる社協

であったり商工会であったり、それから体協、観光協会、こういうものが 2,000 万円とか3,000

万円近くあったりしますので、それを除くとあと１億円ぐらいしか残っていないわけなのですね。

実際その辺も、今後の団体運営も含めて削減できるのかどうかという部分も検討しなければなら

ないのが一つと、それとそれ以外の小さな団体といいますか、そういう団体に対してどのような

形で見直していくのかという部分についてはなかなか反対する団体も多いというような中で、ど

のような考え方のもとに全体を見直していくのかという部分が、我々も作業的には進めているの

ですけれど、なかなか現実的に踏み出せないという状況にあるのですが、これについてはもっと

詰めていかなければならないというふうに考えています。ただ参考までにお話しますと、室蘭市

で数年前に大きな見直しをやったのですね。そのときにいろいろいざこざといいますかいろいろ

な問題があった中で、実際削減できたのは数百万円というような状況だったそうです。だからや

らないということではないのですけれど、なかなかやっていくのが厳しい状況ではないかという

ふうに考えています。ただ我々も今まで進めてきていますし、今後もこういう状況ですので一歩

踏み込んでやっていきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。 

○委員長（及川保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） たまたま夕張の資料見させていただいて、今までやっていたいろい

ろな何十項目というサービスを全部止めて一億四、五千万円しか実際には削減できないのですよ

ね。そういった面では皆さんにかなり言われて削減しても、債権団体になったらいや応なしに全

部やられるわけですから、そういった面でこの対策を講じないままで行くとすぐ目の前に夕張の

二の舞になるような感じになるものですから、その辺の町民の方にもすべて言えばサービスして

くれるみたいな間隔なしに節約できるところは節約していくなり何なり大いにＰＲしていかな



 41 

ければ駄目な面があるのではないかと。この財政計画は今確かに大きなウエートを占めると思う

のですけれど、職員の給与、人件費削減というところにものすごいウエートが全部かかって、確

かにそれだけ高いのかもしれませんけれど、そういった面で集中的にそちらのほうにいっている

感じがしますので、その辺は十分町民の方にも我慢できるところは我慢してもらうような、そう

いうこともやっていくべきだと感じたものですから。ＰＲも含めて、こうしたからやらなければ

駄目だということではないですけれど、そういうふうに考えていったほうがいいのかという具合

に思っている。  

○委員長（及川保君） いいですか。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 質問というかもう１点確認したいのですが。⑩の寿幸園なのですが、

平成 19 年の 3,600 万円は派遣するので給与の差額があるから少ないのではないかと思うので、

それがそうなのかどうか。要するに指定管理者のほうで支払う額とうちらの給料との差額だけを

こちらが払うという、この間そういう話も聞いたのですが、その差額があるから3,600 万円で、

次の年から１億 500 万円となっていますよね。この差かなという確認が一つと。 

 もし仮に先程11 人分の職員の人件費だとおっしゃったのですが、この 11 人がすべて退職され

て指定管理者の法人に再就職すると、この数字というのは変わってくるのかどうかということを

確認したいと思うのです。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 私のほうからお答えいたしますが、まず平成19年度の3,600

万円につきましては、現在寿幸園会計で見ている事務職の４名分の給与が一応民間委託すること

によって一般会計のほうに戻ってくるということでの経費でございます。20 年の１億 500 万円

というのは、プラス９名の介護士さん等の方が向こうの法人のほうに再就職しないで、そちらに

付かないで一般会計に戻ってきたと仮定した場合の額、９名で6,900 万円を足した額が１億 500

万円ということになります。それでもし９名の方が向こうの法人のほうに就職した、採用で向こ

うに付くとなれば、6,900 万円はなくなります。それともう一つ鈴木委員がおっしゃいました差

額分とかいう部分は、老人ホーム会計はずっと今後も続きます。いわゆる起債の償還ございます

ので続きます。その老人ホーム会計の中でその差額分は見て、個人のほうに支払うことにしてお

りまして、その部分収益ないものですから、その部分は一般会計から老人ホーム会計に繰り出し

て、そこから法人のほうに支払うというような形をとっています。以上です。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。 

○委員（鈴木宏征君） わかりました。 

○委員長（及川保君） 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、16 ページですね。最後のページのほうで経常経費削減、

19 年単年度で１億円、９年間毎年１億円とこういう数字が出ているのですけれど、実際のとこ

ろ可能ですか。１億円を９年間ずっと削減できるかということなのですよ。 

○委員長（及川保君） 説明ありましたよね。１億円今年削減したらその削減効果というのは、
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次年度もずっとその後もその１億円というのは効果があるよというその積み重ねなのですよ。毎

年１億円新たに削減するということではないのですよ。  

○委員（加藤正恭君） そういう意味か。勘違いです。ごめんなさい。 

 それからもう一つは新税導入の説明がありましたね。新税導入の説明があったのだけれども、

これも早く検討するべきだと思うのです。それで19 年度中にこういう問題についてのあれを立

ち上げたらいかがかと思うような気がするのですが、それらについてどのように考えておられる

か、それが一つ。 

それからこれは一般会計だけなのでしょうけれど、企業会計で企業誘致のほうの港の背後地な

んかの土地、ああいうところもキューピーマヨネーズ関連会社が進出するということでこれから

おいおい出てくることは予想されるのだけれども、そういうことになると企業会計とか特別会計

とかが良くなるから、繰り出し金も少なくてすむというそういう見えない効果も出てくるわけな

のでけれども・・・こっちのほうで検討するようになっているのかな。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 検討事項としてはペーパーはないですけれど、そのよう

なお話はさせてもらおうと思っています。 

○委員（加藤正恭君） そうですか。それではそこまでで結構です。最後のは結構です。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 先程来から新税の部分がいろいろと議論になってございます

が、今の現行プログラムでも検討という中で、なかなかそれがすぐに打ち出せないという部分、

町民にすぐ影響してくる非常に大きな問題であるということもあって、町長もなかなか決断でき

ないという状況が一つございます。今回このプログラムにこういうものを盛り込んで、現行は検

討ですが、今度はそれを更に踏み込むようなプログラムの内容になれば当然進めていかなければ

ならないし、年度途中でなるか20 年度から導入になるかという期間、時期的なこともございま

すけれど、このプログラムの対策に盛り込んだ場合、当然それは検討部会なりいろいろな分立ち

上げて、そういう分は十分議論して町民にきちんと理解が得られるようにしていかなければなら

ないかなと、こういうふうには捉えてございます。 

○委員長（及川保君） 山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） １点だけ質問させていただきたいと思うのですけれど。先程鈴木

委員さんからも同じようなことで質問あったことに関連しているのですけれど、寿幸園の職員の

一般会計振り替えによる影響額というのが８億 7,600 万円ということで、先程説明も承りました。

もし一般事務職ではなくて介護士さん、寮母さん達がそのまま天寿会にそのままいるのであれば

6,900 万円は影響出ませんよというお話だったのですね。私寿幸園の介護士さん、寮母さんとい

うのはその仕事に対して天職であり、また生きがいを感じてその仕事に没頭されているというふ

うに認識するわけでございますけれど、この９名の方が役場に戻った時果たして住民サービスに

適応する仕事をきちっとできるのかどうなのかというのが非常に不安な部分なのですよ。いきな

り今までと違った仕事を向けて毎日パソコンに向かって、例えばその課によってはこういったよ

うないろいろな計算とかそういうことも沢山出てきますね。そういった中で果たして真っ当に仕
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事ができるのか、本人がノイローゼになったりしないのか、そのへんも含めて私は非常に懸念す

る材料なのですね。これ民間であればその職業の適正かどうかによって面接の上で向いているか

向いていないか判断されるのですけど、私はっきり申し上げて公設民営のマイナスの部分だと思

っています。この辺についてどのように考えられるのか。またいろいろ折衝された段階で、もっ

とうまい方法がなかったのか、いわゆる民間のところと折衝した点についてもそうですし、ある

いは組合との協議の中でもそうですけれど、この辺何とかならなかったのかなというふうにずっ

と思っていたのですけれど。この点についていかがでしょう。戻ってから今のところどのように

計画されているのかということだけ。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 質問の趣旨はよく分かりました。人事に係る事ですので、私

のところでお答えできる範囲というのは限られてございますので、ご了承願いたいと思うのです

が。今山本委員さんおっしゃるとおり、天職として今まで仕事をされてきたという部分もあって、

そのことが一般職に戻ったときに毎日パソコンとのにらめっことかそういう部分でメンタルの

部分でどうかということかと思います。今私ども総務課といろいろ人件費を抑えるという財政改

革プログラムの中での話の一つとして総務課で考えていることは、19 年度の席は新しい天寿会

のほうにあるのですけれど、こちらの一般職の仕事を数ヶ月単位で体験してもらうということを

今考えているということなのですね。ですからどこの職場に配置されるかはまだ決まってござい

ませんが、役場内の一般職の経験をしてもらう。数ヶ月単位というふうに聞いています。そこで

今まで自分がやってきた仕事と役場に来た場合の仕事とどういうふうに違うかということを、一

つの判断という部分も大事ではないかということで、体験してもらうということですね。その間

は補助的なことではなくて、役場職員ということの位置づけですから、きちっと仕事をやっても

らうということで考えているということですので、そういうことがご本人の最終判断の１つの決

断できる部分の材料になるのではないかというふうに考えています。それが一つ精神面で何かあ

っても困るのではないかという部分で、一般職の部分も理解してもらうという体験を一つ考えて

いるというのが総務課のほうにあるということです。それからその後仮にこちらのほうの一般職

での仕事を選んだ場合は、どういうところに配置されるかについては人事のことですので、今は

どういうところに配置されるかというのは私ども押さえていない。まだわからないという状況に

あります。 

○委員長（及川保君） 土屋委員どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。事業のことについてお聞きしたかったのですけれど。６

ページですね。ここにトータル的には８ページの平成 27 年までの事業の詳細が出ているのです

けれど、同報無線の整備は 19 年度、20 年度で大方目途が付くということなのですけれども、今

一番財政逼迫して浄化槽設置の工事がありますよね。これが22 年度で終わる予定になっていま

すけれども、例えばここに組まれている予算の中でどの程度まで工事が進んで、その後の将来的

な展望はどうなのかということを少しお聞きしたかったのです。 

 それと８ページの事業の総額のところに、白老滑空場線、竹浦２番通り、ポロト社台線の起債
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の種類という右から２番目のところに豪雪という説明があるのですけれど、この辺が分からない

ので教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） まず１点目の浄化槽の関係だったのですが、一応今最初

に今まで公共下水道を進めるといった中で方向転換をしまして、浄化槽設置も一部やっていきま

すよということにした段階での計画が今後おおむね 100 基というようなことで一応計画を立て

ておりました。一応その100 基分を今回この中にカウントしてございますが、その100 基が済ん

でそれ以降はどうなのかという部分につきましては、担当のほうとも確認は取れておりませんの

で、それについて再度今日申し訳ございませんが持ち帰らせてもらって、その辺の今後の経過を

確認させて・・・今課長のほうから補足でということで。 

 ２点目の豪雪という部分につきましては、起債の種類で、いろいろ起債の種類によって起債の

充当率が、いわゆる起債を与えるパーセントが75 パーセントであったり 90 パーセントであった

りとか、いろいろございます。通常は75 パーセントというのがおおむねのパーセントなのです

が、特別な部分としては港の部分、これ一般公共債というのですが、これについては 90 パーセ

ントであったり、廃棄物に関する起債も90 パーセントであったりということで、今ご質問のあ

りました豪雪という部分は、いわゆる豪雪対策ということで、道路整備に係って雪が降る地域で

道路整備をやる部分については、その豪雪債という起債の種類なのですけれど、これが当てられ

ると。これについては一応80 パーセントということになっておりまして、その部分でございま

す。 

○委員長（及川保君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 合併浄化槽の関係でございます。18 年度が13 基で更にプラス

１あったので14基、18年度は今計画を持ってございます。今大黒主幹のほうから言ったとおり、

今の年次計画でいくと、計画期間の中で100 基整備しようという考えで計画持っている部分で、

22 年度までということで順次やってきています。実態の要望等を聞き入れながら計画的にやっ

ていくというふうになってございまして、一応まず22 年度まで100 基を目標という期間で設定

してございますが、この後の 23 年以降はこの 22 年までの実績数値を見てその後の計画を立てよ

うという、こういうふうになってございますので、その分の件数がまだ実態を押さえられない状

況なのですね。今年が14 基、来年19 年も大体13 基から 14 基くらいではないかというふうに言

われているところなのですが、まだ合併浄化槽がどういうものかということがまだ浸透しきれて

いない部分も若干あるのかと。本当に公共下水と全く同じなのですよ。去年12 月町長で前トー

クということで白老バーデンだとかあの辺の地域の方々に説明したのですが、会場に来られた方

で合併浄化槽知っている方というのは１、２名しか手を挙げられなかったという状況なのです。

ですから上下水道課のほうももっとこの辺ＰＲしながら普及に努めていきたいということもあ

りますので、その辺でもっと数値が出てくればこの23 年以降のほうもカウントはしていかなけ

ればならないかと思うのですが。今ここで盛り込んだという部分は、計画管内にある100 基とい

う部分でここはとりあえず数値を入れたという状況であります。 
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○委員長（及川保君） 土屋委員どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。いろいろな住宅の事情によって土地の条件に応じて合併

浄化槽は使えないというようなこともありますよね。そうなった場合に町民に公平に浄化槽が行

くのかなと。下水道の工事が図られるのかなと非常に疑問にも思うこともあるし、そういう部分

の周知がもう少し成されなければならないと思われるのですけれど、その要望に応じてというこ

となのですけれども、将来的には全町に渡って当然のことながらやらなければならないことだと

思うのですけれど、いかに住民の皆さんが安心して生活できるような、それに対する長期的展望

というのは財政的な見通しになるとどうなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 課長どうですか。担当でないものですからなかなか・・・厳しいと思

うのですよ。財政面でいろいろとあるのならいいのですけれど・・・少し厳しいと思いますので。

機会がありましたら。すいません。 

 本日の会議このぐらいにしまして、明日これまた皆さん精査していただいて、もし質疑がある

ようでしたら明日もう１度冒頭やりますので、お願いしたいと思います。 

 本日の会議はこの程度に納め、明日は 10 時から委員会を開きたいと思います。 

これをもって本日の委員会は閉会といたします。 

（午後３時１５分） 


