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○ 開会の宣告 

○委員長（及川保君） ただ今より総務文教常任委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（及川保君）  お諮りいたします。本委員会については傍聴を許可することにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○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） おはようございます。ご苦労様です。本日は昨日に引き続きまして、

白老町の今後の財政運営についてということでございます。今日は、昨日の一般会計に引き続きま

して特別会計、企業会計の収支試算表をもとにご説明を受けるということになります。一応めどと

しては午前中という格好で考えております。もしくは午後にかかれば、昼食は用意しませんので各

自でお願いしたいと思います。以上であります。 

○委員長（及川保君） それでは、町側からの説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） おはようございます。昨日に引き続きまして、本日は特別会

計、企業会計につきましての今後の収支見通しということでご説明させていただきたいと思います。 

まず、説明する前にちょっとご理解いただきたい部分がございまして。まず、今回、特別会計、

企業会計の収支見通しについては、これまで行なわれた職員に対する説明の中では特段、説明はし

てございません。それで、今回初めて議員の皆さんの方に一応説明させていただくわけですが、中

身につきましてそれぞれの各会計の詳細については申し訳ございませんが、我々の方で全てを掌握

しておるわけではございません。それで、今回説明させていただく主旨としましては、これまで普

通会計が中心であったものがですね、今後は連結、いわゆる特別会計、企業会計も含めて町全体と

してどうなのかという部分の議論になってきているという中でですね、特別会計、企業会計が今後

どのような運営状況になるのか、財政的にどうなのかという部分を説明させていただきたいという

主旨でございますので、中身の細かい部分についてはちょっと省略させていただきまして、例えば

財源不足に陥っている会計がございまして、それが今後どのような形になって行くのかという部分

を主に説明させていただきたいと思います。 

 それと、現在、本町におきましては特別会計10 会計と、それから、企業会計２会計ございますが、

特別会計のうち墓園会計につきましては普通会計ということで一般会計と一緒にそちらの方に入っ

ていますので、説明させていただく会計については特別会計９会計と、それから企業会計というこ

とでお願いしたいと思います。 

 それでは、まず、国民健康保険事業特別会計でございます。ここの一番下の収支累計というとこ

ろを、ちょっと細かいのですけど見ていただきたいのですが。現在、17 年度決算におきましては１
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億 8,000 万の赤字というような状況になってございますが、その上の収支という部分につきまして

は逆に 3,800 万のプラスということで、国保会計につきましてもいろいろ保険税の収納率の問題で

すとか、いろいろ問題がございますが三連携の関係でですね、例えば健診の受診数が増えていたり

ですね、それから、モデル事業やヘルスアップ事業等も行なっているという状況の中では少し努力

しておりまして改善が図られているのかなというふうなことで現課の方も期待しているところでご

ざいます。ただし、18 年度決算見込みからそれ以降の部分については少しずつ赤字が増えていくよ

うな状況になってございます。27 年度においては収支累積の部分、約９億というようなことでかか

っております。この辺ちょっと現課の方と実は説明する前に確認を取りましたが、必ずこうなると

いう部分ではないかなという話もしていたのですけど、基本的に伸びる要素としては、まずは保険

者ですね、加入者の人数がこれから徐々に増えて行くだろうという想定をしていると。それで、そ

れに伴って、保険の給付費が、いろいろ努力はするのですけど、伸びて行くだろうと。あくまでも、

この収支見通しは現状延長型ということで何の努力もしなければこうなるよという予測を立ててい

るということでご了解いただきたいのですけど。そういう中での試算だという前提でございます。

その中で保険税、加入者の人数が増えれば、もちろん保険税も増えるのですけど、それと比例して

ですね、いわゆる国庫支出金、国からの支援が満度に来ていないというのが現状だということなの

ですね。だから、増えれば増えるほど、その分国からの支援が見あいで増えていっているわけでは

なくて、増えない部分を今、道の方で少しカバーしているという状況らしいのですけど、それにし

ても追いつかないということで赤字が膨らんでいくというような状況になっているということでご

ざいます。 

 国民健康保険事業会計の今後の課題と言いますか、この辺についてはそれぞれの会計でも対策を

講じてですね、何とかこの赤字を減らして行くというような努力をこれからするわけでございます

けど、その中でまず、保険税の応能応益の部分の見直しと、それから、保険税率の改正という部分

の課題がございます。この辺については現課ですでにプロジェクト等も含めて調査・研究を行なっ

ておりますが、実は委員の皆さんもご承知のとおりですね、平成20 年から後期高齢者の関係の制度

に移行するというようなことからですね、国保の方もかなりの影響を受けるだろうという予測をし

てございますので、この試算はあくまでも現行の制度による試算でございます、ですから、それが

20 年からスタートということになりますけど、その辺の情報がまだどのような形になるのかが見え

ていない状況でございますので、なかなか新制度に移行した場合の見通しというのは今現在立てら

れないという状況でございます。ただし、その中においてもやっぱり保険税率の見直しですとか、

応能応益の部分の平準化の部分についてはやっていかなければならないという認識でございますの

で、その辺についてはさらに進めて行きたいというふうに考えているということでございます。以

上で国保の部分はこれで終わります。 

 引き続きまして、老人保健特別会計の部分でございます。老人保健会計につきましては他の会計

と違いまして、介護保険と性格的にはちょっと似ているようなと申しますのは、基本的に歳出、か

かる経費に対して全て繰り出しあるいは支払基金交付金等をもってですね、いわゆるプラスマイナ

スゼロにする会計でございますので。一時的にその年度で赤字が発生したとしても、次の年ではそ
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の部分を補ってプラスマイナスゼロにするという状況なものですから、この辺については特段赤字

が今後増えていくということにはなりません。 

 ただし、先ほど申したとおり、この老人保健特別会計が後期高齢者の方に移行するという部分が

ございますので、その辺がどのようになってくるというのが国保会計同様まだちょっと見えていな

いということで、この老人保健収支見通しにつきましても現行制度がこのまま続いた場合の状況と

いうことでご理解いただきたいと思います。これにつきましては、下の方に四角で囲ってございま

す一般会計の繰入金につきましても２億３千万から４千万、後半になると２億５千万程度というぐ

らいの繰入を行なっていくというような試算になってございます。老人保健特別会計は以上でござ

います。 

 続きまして、公共下水道事業特別会計でございます。下水道関係につきましてはですね、実は平

成 13 年度までは基準繰出しの他に基準外繰出しと言いまして、いわゆる赤字補てんのための繰出し

をしておりまして、平成 12 年度までは赤字が発生しておりませんでした。しかし、平成 13 年度か

らですね、ちょうど健全化指針というものを作った年でございますけど、一般会計の財政状況が厳

しくなってきたということから、まず、一般会計を守るために特別会計に対する繰出しは徐々に控

えようというような方針の中でですね、13 年度から 15 年までかけて基準外繰出しを３ヵ年でやめ

たという経緯もございます。やめたことから逆に赤字が発生してしまったというような状況でござ

います。平成17 年度決算におきましては約４億の赤字でございますが、実はその後ですね、事業量

の縮減ですとか、例えば起債を上限４億とするような計画も立てながらですね、現在進めてきたと

ころでございますが、やはり、それ以前に整備にかかった起債の償還が重荷になってございまして、

なかなか、すぐ整備費用を抑えたとしてもですね、その効果がすぐ表れないという状況もございま

して、収支を見ますと毎年、ちょっと 18 年度は多いのですけど、その後毎年 3,000 万から 4,000

万程度の赤字が追加で発生するというような状況でございまして、27 年度には約８億の赤字になる

という見込みでございます。 

 そこでですね、この下水道会計の今後の課題としましては、一部、下水道整備をやめて、今、合

併浄化槽というふうに切り替えているという部分もございます。それも一つの政策転換かというふ

うに考えてございますが、事業量を減らすということとともにですね、やはり定期的な下水道使用

料の値上げということも検討していかなければならないというふうに考えていますし、逆に一般会

計の方も厳しい中ですね、やはり他会計の支援という部分では基準外繰出しもやっていかなければ

ならないのかなというようなことで考えてございます。ちなみに現行のプログラムの中では他会計

の支援ということで１億円を見込んで計画を立てておりまして、平成16、17 年の２ヵ年につきまし

ては５千万を下水道会計に繰出したという経緯がございます。しかしながら、18 年度、19 年度にお

いてもそうなのですが、なかなか一般会計の方が厳しいということでこの繰出しをストップしてい

るという状況でございますので、その分赤字がさらに増えているというような状況でもございます。 

 続きまして、学校給食特別会計でございます。学校給食の特別会計につきましては、実際、給食

センターの運営ですとか、あるいは機器等の購入につきましては一般会計の方で見ておりまして、

この特別会計はあくまでも実際に調理する材料の購入関係だけの会計でございます。必要な材料費
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等につきましては、給食費収入で全て賄っているという状況でございますので、基本的にはプラス

マイナスゼロという予算組みになるということになってございます。ただ、今後の見込みとしまし

ては、ちょっと現課の方にも確認を取りました。なかなか、材料費等の高騰がもし、あった場合に、

給食費の値上げというようなものは今、考えていないのかということで確認を取りましたところで

すね、来年度、北海道給食会の方で道産小麦を使いなさいという方向が出たそうなのです。道産小

麦というのは元来、それ以外の今まで使っていた小麦よりも若干高いというようなことで、なかな

か厳しい状況もあるのですけど、今のところ給食費を値上げするという考えはないということで確

認を取ってございます。 

 続きまして、工業団地造成事業特別会計でございます。工業団地会計につきましては、平成 17

年度決算においては累積赤字が約14 億円ということになってございます。今後の推計としましては

ですね、土地の売払いを毎年 1,500 万円程度、努力して見込むということの中での試算でございま

すが、そうすることによって平成27年度には約13 億4,000万程度の累積赤字になるということで、

赤字額は少しずつ減っていくということでございます。 

 心配されるのがですね、赤字額が大きいものですから、これを今、繰上充用で毎年回していると

いうような状況でございますけど、その分の一時借入金の利子が現在、予算上の１％を見るなどで

すね、かなり利率が上がっているものですから、この辺がただ単に赤字を抱えていることによって

どんどん、どんどん赤字が膨らんでいくというような部分が懸念されているところでございます。 

 それともう一つはですね、現在、赤字額14 億円のうちですね、全て今、残っている土地を売った

としても約５億円程度の赤字になってくると。いわゆる整備にかかった経費を全て土地代にオンし

てはなかなか売れない状況であるというので、政策的に若干価格を下げているという状況もござい

ます。そういう中では５億円程度のいわゆる赤字が発生すると。全部売ったとしても残るというこ

となものですから、これにつきましてはですね、これまで工業団地には一切一般会計からの繰出し

をして来なかったわけなのですけど、今後、連結決算等も踏まえた上ではやはり積極的に今以上に

売っていく努力はするということとともに、やはり一般会計からの繰出しという部分も必要ではな

いかというようなことで今、検討を進めているところでございます。 

 続きまして、臨海部土地造成事業でございます。臨海部会計につきましても、平成17 年度決算に

おきましては累積赤字が約７億ということになってございます。それで、現在ですね、臨海部の土

地については港建設の関係ですとか、漁礁の関係とかでブロック製作ヤードということで貸付を行

なっておりまして、その中で一応回しながら、それとともに平成23 年から土地を売っていくという

ことでこの計画を立てていまして、現在、現状の計画の中では平成30 年までで全ての土地を売ると

いうことで考えてございます。 

 ただし、工業団地と同じように、これを全て売ったとしても約１億程度の赤字が残るということ

でございますので、この部分についても工業団地同様ですね、一般会計からの支援という部分が必

要であるという認識ではおります。それで、基本的にこのような 23 年度から 27 年度まで売ったと

しても、27 年度末では約５億 2,000 万の累積赤字であるというような状況でございます。 

 続きまして、港湾機能施設整備事業特別会計でございます。これは、港にある上屋の部分の会計



 - 6 - 

でございまして、実際、上屋の使用料をもとに歳入としてですね、現在、公債費を支払っていると

いう状況でございますが。当初の計画では、公債費の支払いが終わるのが平成 32 年でございます。

それで実際、上屋の使用料以上に公債費の償還が多いものですから、赤字になるのは最初から見え

ているというか、そういう計画で作ったものでございますが、最終的に使用料が毎年、満度に来た

場合においては、平成59 年には逆にプラスに転じるというような収支見通しになってございます。 

 ただし、ここの課題としてはですね、59 年でプラスになるという計画は、あくまでも上屋の貸付

がいわゆる満度に貸し付けられた場合を想定しておりますので、それがもし、使わなくなったとい

うようなことがあったとすれば、これはもう赤字がどんどん膨らむというような状況であるという

ことも認識しておかなければならないというふうに考えてございます。 

 続きまして、介護保険事業特別会計でございます。介護保険につきましては先ほどの老人保健会

計と同様ですね、収支プラスマイナスゼロで整理する会計でございますので、基本的に赤字発生と

いうことはございません。ただし、いわゆる介護該当者と言いますか、給付者が増えるということ

も予想されるとすれば、一般会計の繰入も徐々に増えていっている状況でございまして、17 年度決

算におきましては１億 7,700 万の一般会計からの繰出しでございますが、27 年度には２億 3,400 万

というふうなことになってございます。これはあくまでも現行の制度をそのまま移行した場合とい

うことで、この間、介護保険会計の制度の若干の見直しもあったものですから、ずっと今のまま推

移するということはちょっとわかりませんけど、この間の見直しの中ではやはりちょっと給付費が

減ったという状況もございます。自己負担が増えたという部分もあるのですけど。そういったこと

からですね、今後、逆に介護保険事業がどんどん、どんどん増えていくという傾向にあるとすれば、

また制度の見直しも行なわれる可能性があるかなというふうに踏んでございます。 

 続きまして、特別養護老人ホーム事業特別会計でございます。老人ホーム会計につきましては、

昨日もちょっとお話させていただきましたけど、老人ホーム直営ではなく指定管理者制度の中で民

間委託ということになりますけど会計は残ります。それで実際ですね、何がかかるかと言いますと、

あくまでも公設で建てられた建物でございますので、その部分の起債の償還が平成38 年度まで続く

ということになってございます。それで、19 年度から 21 年度の３ヵ年は利息のみ。22 年からは元

金も合わせて償還になりまして、22 年度以降は約5,100 万円の公債費がかかってきます。 

 ただし、その財源としてですね、いわゆるホテルコストと言いますか、居住費に関わる部分につ

いては委託先の方から特別会計に収入として入れてもらうということになっていまして、その差額

分につきましては一般会計の繰出しということで見ております。一般会計の繰出しにつきましては、

元金が発生する22年以降は約2,300万の繰出しが毎年発生するというような状況になってございま

す。この辺につきましてはですね、特段、これ以上会計としてかかるということにはなりませんが、

ホテルコスト、いわゆる居住費の方が満度に入ってこなかったといった場合はですね、その差額分

は一般会計で見なければならないということになりますので、その辺はもしかしたら増える要素は

あるのかなというふうに考えてございます。 

 続きまして、水道事業会計。企業会計の方に参ります。水道会計につきましては、病院もそうな

のですけど、収益的収支と資本的収支という分けで推計してございます。水道の方はですね、収益
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的収支については今後も黒字でございます。資本的収支につきましても、収支はマイナスですけど、

留保資金によって補てんしますのでプラスマイナスゼロというようなことで水道会計は安定した経

営ができるのかなというふうに考えてございます。 

 ただし、現課ともいろいろ話をした中ではですね、いわゆる大きな施設の更新という部分で上水

道が今後老朽化した時にどうするのかという問題がございます。それをもし、建てるとなれば、そ

の分の経費がかさむという部分。 

 それから、水源の確保という部分も課題でして、これにつきましては僕もちょっと詳しくはない

のですけど、かなり水道水を作る法の規制という部分が段々厳しくなってきているという状況だそ

うなのですね。その中で現在、それに入れる薬品等もひと昔に比べてかなりかかっているのだとい

うことからですね、そういったものではなくて、もっといい水を、かからない水がないのかどうか

という部分、これについても調査していかなければならないという課題があるということで聞いて

ございます。 

 それから、最後でございます。国民健康保険病院でございます。病院につきましては、委員の皆

さんご承知のとおりですね、現在、方向性を出している中でございますので、あくまでもこの病院

をこのまま継続したという部分での見通しになります。ですが、ちょっとなかなか先が読めないと

いう部分もございまして、17 年度におきましては収益的収支の一番下に収支累積（不良債務）とい

う部分を記載してございますが、約２億 9,000 万の不良債務でございますが、18 年度の決算見込み

におきましては、それが４億 800 万ということになっておりまして、これは何かと言いますと、い

ろいろ診療報酬の関係で正看の看護師の割合の部分で診療報酬が減らされるというような状況から

ですね、いろいろ現在も病院の方で努力しておりますが、現状のまま、もし推移したとすれば基本

的には毎年何もしなくても赤字が約１億程度発生するというようなことも聞いてございます。ただ

し、この試算はですね、それを何とか食い止めようということの、ある程度の努力が加味されてい

ましてですね、不良債務はこんなに増えないと。逆に若干でも減らすというような努力で、この収

支見通しは作ってございますが、実際のところは何らかの方策をやっていかなければこのような形

にはちょっとならないのかなというふうに抑えてございます。いずれにしましても、病院につきま

しては今後の方向性を待ってですね、もし、現状と違った方向になるとすれば見通しも見直して行

かなければならないというふうに考えてございます。 

 以上、特別会計につきましての説明はこれで終わらせていただきます。 

○委員長（及川保君） 特別会計９会計、企業会計２会計、合計11 会計の説明がされました。全体

での質疑はまた後でやりますので、とりあえず特別会計・企業会計についての質疑を行ないたいと

思います。何かありましたら、どうぞ。 

 １点ちょっと確認、よろしいですか。冒頭に職員の会計についての説明はしていないよというた

だし書きがありました。これはそれぞれの会計に所属されている職員の方々にもされていないとい

うことですか。そう考えてよろしいのですか。この状況については。大黒経営企画課主幹。 

○行財政改革Ｇ主幹（大黒克己君） 特別会計・企業会計につきましては、ちょっと中身までは全

体の職員説明会の時には説明しなかったのですけど、もちろん、それぞれの会計担当の職員は認識
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しておりまして、こういうような状況に何もしなければなるということも十分認識しておりますの

で、それに対して、現在どのような対策を講じたらいいのかというのはですね、現在こちらから指

示を出して策定しているところでございます。 

○委員長（及川保君） ございませんか。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 各会計で繰出し金をしていないところとしているところが。途中までして

いたのだけど、途中でやめたのですか。そういう状態が何年からそういうふうに考え方を変えたの

かね。変えた理由は何だったのだろうね、当時の。ちょっと定かではないものだから、私もその頃

いたのだろうけど。 

○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） 現在ですね、今、説明させていただきました特別会計９会計

と、それから、企業会計２会計のうちですね、いわゆる基準繰出しと言いまして、一般会計が繰出

ししなければならないと決められている会計というものがございます。それにつきましては、国保

会計、それから、老人保健会計、介護会計、公共下水道会計、病院会計、それから、水道も一部出

資債で 1,600 万出資しておりますがこれも一部ございます。それ以外につきましては、特段、法的

な部分で繰出しをしなければならないということではございません。そういう中で平成16 年度から

現行の改革プログラムの中で普通会計のみならず、やはり他会計も健全にならなければならないと

いう方針のもとにですね、他会計にも繰出しをしますよということにしてございます。それで、16

年度から始まった繰出しにつきましては、特に今後の赤字の増が懸念される会計ということで国保

会計、それから、下水道会計、臨海部会計、この３つに、国保につきましては 2,000 万、臨海部会

計につきましては 3,000 万、それから、下水道会計につきましては 5,000 万という合計１億の繰出

しをするということにしております。それで、平成 16 年・17 年の２ヵ年は事業計画どおり１億を

繰出したわけでございますが、18 年度、今年度もそうなのですがちょっと一般会計の方が、かなり

予算編成が厳しいというようなことから、方向転換ではございませんが断念せざるをえない状況だ

ったということで今、繰出しをしていない状況でございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今までしていたのが途中でしなくしたと。法的にきめられているやつにつ

いてはずっと出しているのだけれども、出していればある程度まだ赤字の累積も抑えられたかなと

いう。今、考えますとですよ。そういう感じも実はするのですけれどもね。後に出すか、先に出す

かの理論からすれば、最終的には同じことになるのかもしれないけれどもね。赤字を減少させよう

とすればですね、いっぺんにやるのと、徐々にやっているのと、手当てをしているのとの違いもあ

るのだろうけども。わかりました。 

○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） 給食会計なのだけどね。給食も以前は給食費収入というのがだいたい 1 億

円くらい前後あったのですけどね。今、どんどん減って 7,000 万台になっているね。あちこちで給

食費の未納の問題やら何やら毎日のようにテレビで出ているようなものなのだけども。今のところ

値上げしてなくても間に合うと言うのですが、将来的には設備の問題もありますからね。ですから、
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老朽化して新築するとかという問題もそろそろ出ていますよね。その場合にコストというものを考

えていくとすれば、給食というものの考え方は将来、少し柔軟性を帯びた考え方も必要ではないか

なという気がするのですけれども。すぐやめろという意味ではなくてね。例えば、新築するという

ことになると莫大な金が投資されて、給食費は徐々に減っていると。減価償却、企業会計でいけば

バランスは取れないというふうになるとすればね、そういうことも将来的には考えければならない

のではないかなという気がするのだけれどもね。企画課としてはどのような考え方を持っています

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） 確かにおっしゃるとおりですね、建物がかなり老朽化してござい

まして、新年度もちょっと屋根の改修を予算計上させていただいている状況です。個々の設備につ

いても、蒸気管等もかなり傷んでいるということで抜本的な建て替えの時期にもう入っているとい

うような状況ではあります。ただ、建設コストが相当かかるということで、白老町単独だけで建設

した場合と、あるいは、広域でやった場合はどうかということを実は広域行政の中で経営企画課と、

相手方も企画、それから、教育委員会が入った中で今どういう手法がもっともお互い助かるかとい

うことで検討に入ってございます。まだ、そうした広域の場合、どのくらいのコストダウンになっ

て、どうなるかはまだシミュレーション入っていませんが、お互いが今、課題を持ち寄って、どう

いう解決策に持っていくかという部分も検討に入ってございますので、その辺がまた具体的になっ

てきましたら、何らかの機会で議会の方とはまたご相談させていただきたいとこのように考えてお

ります。 

○委員長（及川保君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 今のにちょっと絡んで。例えば保育園ありますね、町立の。その保育園の給

食は個々にやっているのですけども、その辺も給食センターで一括してやるという話題というのは

ないのですか。 

○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） 保育園もそうですし、あるいは町立病院の部分だとか、あらゆる

部分で今、検討してございます。ただ、一番ネックになっているのは、カロリー計算なのですね。

要するに保育園児が食べる給食のメニューと、もっと小学校・中学校・大人という部分のメニュー

が相当違いがあるものですから、そうするとやはり食材を別々にこしらえるということになるもの

ですから、その辺も実は検討はしてございます。本当にそういう効率を考えると、今、近藤委員が

おっしゃるような総合的に対応できるのが一番いいのでしょうけど、人件費の問題もかなり削減で

きますから。ただ、メニューの部分でちょっとまだ課題がありますので。方向的にはそうしたいな

という部分はありますが、それぞれの課題をもっと検討しながらという状況でございます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 課長、この全体としてね、特別会計、それから、企業会計。今日、11 会計の説明を受けたのです

けどもね。今まではと言うか、そういう国の方針で普通会計、それから、特別会計の２本立てです

よね。ずっと長年こういう形で行なってきたのですけども。今後、国のやりとりを報道等、新聞な
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どを見ていますとね、これは一体となった取り組みが予想されるのですよね。夕張の事例もきっか

けとなっているのかもしれませんけれどもね。その辺の状況はどういうふうな見通し立っています

か。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 全体を通しての考えかと思うのですけども、まず、一般会計・普

通会計とですね、特別会計・企業会計、これは決算上連結ということで今、再生法の中で議論があ

りますが、この会計を１本にするという考えはないと思います。特別会計・企業会計の主旨という

のはそれぞれ収入があっての会計、目的の収入があっての会計という部分ですから、それが一般会

計と一緒になるということはまずありえないというふうに判断します。 

 それと、再生法の話がちょっと今ありましたので。私どもが今、得ている情報がいろいろありま

す。口頭での説明になりますが、大黒主幹の方から今の状況、それから、今後の展開がどういうふ

うに進むか、その辺を含めてちょっと説明をさせます。 

○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） 再生法の関係でございますが、委員の皆様もだいたいはご承

知かと思うのですけど。夕張の問題を端に発してですね、まず、北大の大学院の教授宮脇先生が座

長となりまして委員会を立上げて、その中でいろいろ検討して参りました。それが今、国の方に行

きましてですね、現通常国会の中で議論されて、おおむね法案は５月くらいに可決するかなという

ような見通しだそうです。 

 内容につきましては、昨日らい、お話してございますが普通会計を中心としたですね、いわゆる

再建団体になる場合については、標準財政規模の20％以上の赤字が発生した場合には上がりますよ

と。これはあくまでも普通会計なのですけど。 

 それ以外に、今、課長もお話しましたとおり、いわゆる連結、それぞれ特別会計、企業会計を全

て合わせた部分での赤字がどのぐらいなのかという部分も一つの指標になるという部分がございま

す。現在、いわゆるフロー指標と言うのですけど、それがじゃあ標準財政規模の何％以上の赤字に

なったらどうなのかという部分はまだ議論中で具体的には示されておりません。それともう一つ、

その中での取扱いとして、本町の工業団地、それから、臨海部の土地、いわゆるストックとして持

っているわけなのですけど、それを赤字と見るかどうかという部分がございまして、実は本町もそ

れが赤字で見られるか、見られないかでかなりの違いがございます。そういうものはまだ議論中と

いうことになってございますが、まず一つはそういう連結でやるということ。 

 それともう一つは、昨日も若干説明させていただきました実質公債費比率という、いわゆる起債

の標準財政規模に対する起債の一般財源の割合、これが何％以上という部分があります。この基準

もまだ明確になってございません。ただ、現在、本町の場合はですね、これまで他会計にも繰出し

ていないという状況もあることからですね、それは低い状態なので、これは十分クリアできる数字

ではあります。この３つが一応再建団体になるかならないかという部分を判断する指標ということ

になってございます。 

 それともう一つありまして、これはストック指標と言われるもので、これについては起債の残高

ですね。全会計の起債の残高ですとか、あるいは債務負担行為の額、これを合わせた額がどうなの
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かという部分があります。それで、今、言ったストック指標については、再建団体になるかならな

いかの判断には使わないということにはなってございますが、実は今回、再生にあたって２つのス

キームを用意しているということなのですね。まず、一定のレベルに達すると、まずは是正勧告と

言いまして、健全化計画を作って国の承認を受けてですね、それを履行しなさいという部分がまず

一つです。それをきちんと履行されればいいのですけど、それが履行されない場合、あるいは最初

から率が設定した率を大きく上回るような場合については第二段階ということで、これは現在の夕

張みたいな再建団体になるとこういうような二段構えでいくということになっております。それで、

一応法律は５月ぐらいにという話なのですけど、その後、１年以内に施行例か何かを使ってですね、

詳細は示すということなものですから、法律可決段階ではまだ詳細は見えないだろうなというふう

に判断してございます。 

 それでじゃあ、この制度はいつからかという部分なのですけど、今の情報では平成20 年から、20

年度の決算からという情報は入ってございますが、これはまだ正式決定ではございません。ただし、

この制度が明らかになった時点では、18 年の決算ですから 19 年の決算でもどういう状態なのかと

いうのはもちろん公表はされると。すぐ、それが再建団体だよということにはならないとしてもで

すね、それは公表されていくだろうということでございます。 

 それでもう一つ。昨日、企業会計は不良債務という部分に置き換えたとしてですね、全体の赤字

額は平成 27 年度で約 25 億というお話をさせていただきましたが、この額というのは道内ではかな

り上位でございます。率がはっきりしませんので、再建団体になるかどうかというのはまだはっき

りしたことは言えませんけど、かなり厳しい状態であるということは間違いございません。これは、

17 年度決算のものですから、今後、今、説明したとおり何もしなければ、特別会計、企業会計もど

んどん赤字が膨らんでいく状況を今、説明させていただきました。ですから、これを何とかしなけ

ればならないですし、逆に今、抱えている土地も、もし、その部分も赤字ということで見なされる

とすれば、積極的に売っていかなければとても危険な状態に陥るというような状況でございます。

以上です。 

○委員長（及川保君） それでね、非常に厳しい状況なのだということは説明を受けて十分、委員

の皆さんも理解したと思うのですね。私の考えと言いますかね、昨日、各委員の方からも出ており

ましたけれども、今の進め方ね、財政改革プログラムを作成するにあたっての進め方がどうもちょ

っと、これで本当にいいのかという思いが実はあるのです。それで、６月を目指して、今、作成中

なのですけどもね。本当に今、課長の中で、今後もそういう計画になっていましたね。そして、全

職員に向けても当然意見募集、これをどうやって乗り切りかという改善の意見を求めていくのだけ

れども、本当に内部だけで可能なのかどうか。やっぱり、この厳しい状況を町民の皆さんにもきち

んと理解していただいて、外部の有識者というかね、当然、議会も入ることになるのだろうけども、

もし、そういう考え方が無いのかどうか。内部だけで本当にこの状況を乗り切れるような事態なの

か。それで、今後の何もしなければという状況を昨日、今日と示されましたけどもね、どうもその

状況が打ち破っていける、改善していける状況を作れるかというのは、私は非常に厳しいと実は見

ているのです。内部だけで改革していくということがね。今日までは職員の皆さんも非常に厳しい
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状況の中で給与削減から通常のいろいろなあらゆる部分の削減を皆さんしてきているわけですよね。

そこでさらに何かいい意見があるかと言ったってね、これは難しいですよ、はっきり言って。我々

が考えても、もうそれこそ出し尽くすぐらいの削減をしてきているのです。これはもう現町長が頑

張っている以前から実はもう取り組んできていることなのです。財政健全化という部分ではね。非

常に厳しい状況をこの十数年、職員の皆さんも含めて頑張ってきているわけですから、ここからま

た何かいい案がないかという部分はね、私は非常にどうなのかなという危機感を実は持っているの

ですね。この辺のお考えを課長にお伺いしたいのですね。難しい部分はあると思うのですけども、

お聞きしたいと思います。岩城経営企画課課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 最終的な決断はやはり町長の決断になると思います。それで、私

の言える範囲というものも限られた部分しか今ここではお答えすることはできませんけども。今、

委員長がおっしゃる部分では、十分私ども理解できるところがございますが、まずは内部と言いま

しょうか、職員のことでできることはやっぱりめいいっぱいやらないと、その部分はやはり町民の

理解を得るという部分では大変大きなものがあると思います。内部を徹底して、そこまでやったな

らばという部分で、やはり町民からの理解を得なければね、このことはなかなか進められないこと

だというふうに私どもは捉えています。今後、まずはこのプログラムをしっかり盛り込まないと、

その中から内部職員を始め、町民の方に説明していく部分でも、そういうプログラムの材料をしっ

かり持った中で理解を求めることで進めなければならないというふうに思いますので。今の現状は、

まず、このプログラムをしっかり盛り込んで。当然、今は収支見通しという部分ですから、これか

らの対策を盛り込んだ段階でまた議会の皆さんにもその分ご相談を申し上げて素案を作り上げてい

くとこういう手法を取っていきますので、今後、内部ばかりではなくて町民の代表である議会の皆

さんともその辺を十分議論した中で最初のプログラムを作り上げていくと。できた暁には、当然、

町長を先頭にですね、町民の皆さんにもご理解いただける、そういう展開を実行していく部分では

やっていかなければならないとこういうふうに私どもは考えています。最終的決断はあくまでも町

長にありますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩します。15 分再開といたします。 

休   憩      午前 １１時０５分 

                                           

再   開      午前 １１時１５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。谷内委員、どうぞ。 

○委員（谷内勉君） 先ほど、委員長の方からいろいろと話があったのですけども、それについて

私も全く同感なのですよ。それで、その中で私がちょっと言っておきたいのはね、何か危機感が感

じられないというような気がしてならないのですよ。というのはね、実際問題として昨日の説明の

中でもですね、だいたい 25 年までですか、これは赤字決算ということで表面ずっと出ていますよね。

こういうものをやはりこうやって見た時にですね、非常にこれは重大な危機であると思うのです。

それで、18 年・19 年度でもって財政基金の残高、これが言われましたように、ほとんどゼロの状態。

ですから、この時点に入って、初めてスタートをかけるというような気がしてならないのです。そ



 - 13 - 

ういうような気持ちでやっていってもらいたいと。我々もやはり協力しなければならないと。そう

いうことをきちんとやっぱりやらなくてはならないと。その対策としては、今まで対策とか何とか

というのはいろいろやり尽したような感じもしないわけでもないのです。ですから、もっと抜本的

な対策というか、方法というか、そういうものをやはりもうちょっと考えて行かなければならない

のかなと、私はやはりそういうふうに考えますので、この辺のところを十分頭に入れながら、やは

りいろいろな、今、職員のあれ、それと課長、それと理事者、そして、我々、一致協力して乗り切

る時期ではないかなとそういうふうに考えますのでその辺のところ一つよろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

○委員（加藤正恭君） 課長と主幹がやさしいのですよ、性格が。だから、言い方が非常に柔らか

いからね、そういう危機感が感じられないけど中身は厳しいのだよ。 

○委員長（及川保君） 答弁はいいですか。 

○委員（谷内勉君） 答弁は先ほどと同じようなことだと思いますので、それについてはよろしい

です。 

○委員長（及川保君） 山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 港湾機能施設整備事業、上屋の会計の件でちょっとお尋ねしたのです

けれども。現在におかれましても満度に上屋を、いわゆるレンタルと言うのですか、している状況

ではないというふうに伺っているのですね。全館ということではないというふうに伺っているので

すよ。それで、第３商港区が完成してきますと、ＲＯＲＯ船が入ってくると。そうなった時にます

ます上屋の必要性と言うのかな、使用する目的がどんどんまた減っていく、もしかしたら、全く使

われない状況になる可能性も出てくるというふうに思われるわけでございますけれども。抜本的に

上屋の将来的な使いみち、売却等も含めてですね、その辺のところで経営企画課、あるいは政策推

進室等でこの辺のところを協議されているのかどうなのか。具体的な考え、こういうふうにしよう

というものがあるのかどうなのか、その点についてはお尋ねしたいと思います。 

○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） 上屋の問題につきましては、水産港湾課とも将来見通しについて

いろいろ議論はしております。今、山本副委員長がおっしゃるとおりですね、将来の利活用につい

ても、今の第３商港区ができて、それぞれの資材がどう出て行くかによってはかなり使い方が変わ

ってくるということで、それを待って活用をどうするかでは遅すぎるということもありまして、実

はまだ公表できる状況ではないのですけども、どういった使い方をするかというのは経営企画課サ

イドでは検討してございます。その辺はまた、実際にこういう活用ということがきちんとお示しで

きる時は、また議会の方にもきちんと説明したいというふうに考えておりまして。何も今、対策を

講じていないかということではなくて、どういう使い方をしていったらいいかという部分は、経営

企画課サイドでは検討しているという状況ではあります。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 企業会計・特別会計と、こういうものは結局、支出があって収入があると。

だから、両方ともプラスマイナスゼロであれば一番いいわけなのですよ。そういう考え方にならな
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ければ駄目なのだけどね。だから、水道と病院、あれは複式簿記のバランスシートを採用して最初

からやっているわけですよ。当然そういう支出があって収入があると、それに見合うような収入を

考えければ駄目だとこういうことなのだけどね。一つの例を挙げて、国保会計なんかね、これは確

かに、経費はかかるのですよ。病院の方へとかの問題もあるけれども。ところが、それに続いて収

入が伴っていないわけですよね。だから、先ほども私ちょっと聞いたけれども、一生懸命努力はす

ると言う。保険税の見直しやらね、それから、収納率のアップだとかといろいろなことを言ってお

られるけれどもね。問題なのは、私は国保の制度そのものが何かそういうふうになっていないよう

な気がするのだけれどもね。というのは、国保の税率だって国で決められているでしょう、最高は

何ぼと。そうしたら、例えば最高取ってもペイしない場合はそれ以上のものにしなければならない

わけでしょう。そういう時代に来ているわけですよ、現在ね。ですから、支出はこれだけ今年度見

込まれると、そうしたら、それに見合った収入というものを当然考えなければならないと思うので

すよ。一年、一年というものは無理にしても、少なくても４、５年先くらいまでは見て、収入を上

げるためにはどうするかと言ったら、保険税のアップしかないとすればだよ、もちろん諸経費もか

かるのは、当然それをできるだけ下げようという努力をしながらですね、それでも、なおかつ足り

なければ保険税を上げざるをえないという結論になると思うのだけど。足りないからって、今後、

一般会計からの繰出しはボンボンするということになるとですね、これはもう一般会計、普通会計

が瀕死の状態になるならないに関わらず、本来そういう性質のものでなければならないという基本

的な考え方からいけばね、当然、保険税率は、白老町は独自に上げざるをえないと。応益応能の見

直しというのは、先ほど課長からも説明があったけれどもね。そういうものでペイしていくような

努力をしなければ最終的にはならないのではないかなと思うのだけれどもね。全体として、そうい

う考え方には間違いないと思うのだけれども、はたして、それができるかできないかというために

は、町民の十分な理解を得なければならないことは当然なのだ。それはそうなのだけど、我々もも

ちろん議会で議論もしなければならないけれどもね。いろいろ委員長やら、いろいろ心配でね、夕

張のようなことになっては困ると。その時、なってからあわくったってもう遅いわけですから。そ

れまでにできるだけのことをして、昨日も私、申し上げたように、自主自立を目指すのであれば、

それなりの応分の負担をしてもらうと。それもまた、ある程度軌道に乗って、その必要性も無くな

るよと、次年度の繰越金が多くなるのであれば税率を下げてもいいわけですから。そういうような

臨機応変の考え方を持って行かなければ、柔軟性を持った考え方を持って行かなければ、自治体は

なかなか自主自立とは口では言ってもできないのではないのかなという気がするのだけど。根本的

にそういう収入の面の検討をしなければならないと思うのだけれどもね。しているのだろうけれど

も、その辺りについての考えはどうですか。 

○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） 何と申しましょうか、対策型の中に当然このことはしっかり盛り

込まないと抜本的対策にならないということは十分認識しています。特に全体のことですから、１

会計のことを取り上げてという考えは、今はありません。それで、収入という部分が上げる部分で

あれば、収納率アップだとか、それは確かにいろいろ言えます。あるいは使用料、手数料、そうい
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ったものをアップという部分も、それは確かに収入という部分はあります。一方では、ここを上げ

なくても、例えばサービスを少し我慢しようと、低下という言葉はちょっと悪いかもしれませんが、

ここまでお金を上げるなら、町民はじゃあ、ここまでは我慢するよと、そういう線もどこかにある

と思います。そういうことも全体を見ながらですね、対策に盛り込まないと。ただ、収入だけを上

げてどんどんということにはやっぱりならないのではないかなという部分もございます。しかしな

がら、再三、皆さんから言われている抜本的対策というものをしっかり盛り込まないと、道内のあ

る自治体のようになってしまうという部分は、もう数値的から言えばですね、避けて通れないよう

な状況になっていますから、そうならないためにも講じるということで、私たちもその辺は十分認

識して強い姿勢と言いましょうか、しっかりした取り組みを対策の中に盛り込んで行くとこういう

覚悟でおります。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 例なのですが、たまたま、今、特別会計・企業会計の中で町立病院の今後

も出ていたのですが。努力をするのはわかるのだけども、平成 18 年度の決算見込み、平成 19 年度

の試算の中でね、やっぱり、これだけ収入を増やしますよという努力はわかるのだけども、あまり

にも過大な努力と言うのかな、そういう見方というのがどうしてもね、収入や何かもそうなのだけ

ど、やっぱり最悪の場合を考えたと言うのですか、なるべく、やっぱり厳しい試算をして行かない

と、やっぱりやった結果として甘く見たと言ったら語弊があるのだけども、どうしても希望的観測

と言うのですか、どうしてもそういうふうな気持ちの中で見てしまうというのは気持ちとしてはわ

かるのだけども、より厳しい姿勢で臨まないと結果として非常にまた厳しい結果を招く一つの要素

にもなってしまうのではないかと思うのですよ。誰が見てもと言ったらおかしいのですが、じゃあ、

病院の入院収益の平成 18 年度見込み３億 4,000 万ですか、これを 19 年度で４億 5,000 万と１億も

増えているのですよね。やっぱり、こういう試算の仕方というのはね、なんぼ努力をすると言いな

がら、結果としてこのようになるのだろうかというようなところを試算に入れてしまうと、全体の

こういう試算が本当にこういうふうに行くのか、もっとひどい状態になるのではないだろうかとい

うようなところに気持ちが行ってしまいますので、やっぱり、そういう見方というものはもっとも

っと厳しく、本当に最悪のことを考えて試算しておかないと。結果として良くなればいいわけです

ね。本当は10 のものが20 入ったということであればいいのですが、10 あるのではないかと思うも

のが９とか８とかになったら、もっともっと厳しくなるわけですから。だから、なるべく最悪とい

うのですか、いろいろな状況の中で厳しく、厳しく、やっぱり収入なんていうものも見て行かない

と、また結果としてですね、将来に禍根を残す結果になりますので。やっぱり、こういう見方とい

うのは厳しく見て行かないと駄目ではないかなと私は思うのですが。 

○委員長（及川保君） 課長どうですか。１会計に限って、こういう意見が出たのですけども。全

体で答弁いただければよろしいかと思います。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 現状の延長型の収支見通しという考えの中で、今回、各特別会計、

企業会計とも出しています。そういう中でちょっと一部の会計についての収入見込みという部分に

もっと厳しさがあってもいいのではないかとこういうご質問かと思います。それで、ただ今いただ
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いたご意見は、やっぱり担当の方にもこういう意見があったことはきちんと伝えなければならない

というふうに思いますし、たぶん対策の時はですね、その辺のことはきちんと整理されて対策を講

じるというふうに考えてございますので、現状では今、その辺のお答えしかできないかなというふ

うに思います。ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今、課長がおっしゃったように、自分達が出した部分でなくて、現場から

出てきたものでやっていると思うのですが。やっぱり、数字を挙げる以上はきちんとそういうふう

になるのだというものを確認した上でですか、やっぱり、どう考えても、ただ希望的に出したよう

な数字ではちょっと。現状をこれから移行するのだという形であれば、やっぱり平成18 年度の見込

みが現状ですから、これでずっと見ていくという形になりますよね。それが、ボンとそこで上がる

要素というものをやっぱりもっとチェックをしていただいてですね、数字として入れて行かなけれ

ば、本当の数字というものは出てこないということになりかねませんので、やっぱりここは、現課

で最終的にまとめる時に厳しくチェックした上で数字を確定して行かないと、将来にまた何年もし

ないうちに見直しというような話になった時にですね、じゃあ最初のこの数字というのはどこで決

めたのだ、どうやって決めたのだみたいな話になりますので、ぜひ、そこら辺は厳しくチェックし

ながら数字を挙げていっていただきたいなというように思います。 

○委員長（及川保君） 課長、これは私からも要望ですけども、この１会計だけに限らないでね、

全会計、今のお話を考慮していただきたいと思います。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。 

○委員長（及川保君） 他。谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私はね、収入の分というのはもう今後伸びるということはあまり考えられな

いと思うのですよ。補助金交付金にしても、固定資産税から一般の税金にしてもですね。あまり増

えることは考えられないとした場合、何をしなければならないかということですね。ということは、

どういうことかと言うと支出を抑えるという、これが私は原点だと思うのですよ。ですから、今言

った、やらなければならないというのは、これはどうしてもやらなければ。それで、どうしても削

れなければならないところ、これはおそらく無いと思うのです。よっぽど精査しなかったらわから

ないという段階まで、今、来ていると思うのですが。要するに、支出を抑えてもっていくというそ

ういうような考え方が必要ではないかということなのですけど、この辺について、ちょっとお聞き

したいと思います。 

○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） 歳出の部分でのご質問かと思います。いかに、それをしぼって行

くかと言いましょうか、削減するかという部分で。経常費、それから、事業費含めてトータルでの

削減というのはさらに踏み込まなくてはならない部分があります。ただ、抜本的にですね、じゃあ、

どういったものを大きく考えるかと言うと、昨日らいから出ていますやはり人件費、あるいは職員

の定数管理という部分。この定数管理という部分は非常に大きな部分があるのではないかなと思い

ます。例えば一例を挙げると、職員年間１千万として10 人お辞めになると単純に１億円というお金
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が出てくるという部分があります。それが歳出削減になってくる部分があります。じゃあ、それが

すぐ移行できないかという部分があります。それは60 歳まで定年という制度がある中で、早期退職

してもらうという部分には、やはり何らかの対策がないと。例えば、岩城という人間が、「お前、

今年いっぱいで辞めろ」と言われて、「はい、わかりました。財政厳しいから辞めます」とこうは

ならない。だから、そこをやはり、進路を個人個人がそうだなと、こういう方向もあるなと、これ

なら考えてみようという対策をきちんと立てないと、単に勧奨で辞めていただく、早期退職だとい

うことにはなかなかならない。だから、そういうことも改革プログラムの中には何とかですね、そ

ういう対策と言いましょうか、単に職員が勧奨退職してもらうのだよではなくて、その中身にそう

いう選択肢があって、そういう方向にも行けるという部分が、やっぱりそういう何らかの条件があ

って進めることも考えていかなければならないかなというふうに思います。そういう中で定員管理

をもっとスリムにすればですね、今、谷内委員がおっしゃるように、ある程度歳出の部分ではもっ

とスマートになるかなという部分がありますので、いろいろ検討項目ございますので、ただ今いた

だいたご質問の中もしっかり視点に入れてですね、対策の中では盛り込んで行きたいとこのように

考えます。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 非常に厳しい財政の指数を見ていて、何を削減すべきかという部分でた

くさんいろいろな案が出たでしょうけれども、私としては、人件費をこれ以上削減するということ

に対しての職員の皆さんの意見というものがどのように諮られているのかなということなのです。

もう、本当にギリギリの中で行なわれてきて、ましてや、やっぱり、これから若い人たちなんかは

子どもさんの教育費とかそういうものにどんどんかかってくる、それに関して、やっぱり皆さん危

機感を持っていると思うのですよ。人件費に手をつけるというのは、本来、最終段階なのですよね。

それが、人件費削減と同時に他の利用料なんかも増額されてきているという現状。だから、このま

まで行ったら本当に、職員の皆さんとこれから協議なさるわけでしょうけれども、士気の低下とか

そういうものに繋がっていく傾向もあるのではないかなというのがちょっと懸念されるのですけれ

どもね。その辺はどういうふうにお考えなのか。 

○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） 人件費の部分でございます。先週２日間にわたって、全職員を対

象に、今こういう財政状況というのは説明いたしました。若い人たち、20 代・30 代、40 代も入っ

ての中ではですね、すでに対策項目というのは23 日までなのですけども、いろいろな議論をしまし

た。そういう中ではですね、若い人たちこそですね、今のこういう厳しい状況だからこそ思い切っ

た手を打たないと、道内の不幸にしてなった自治体のようにはなりたくないと。そのためには、私

たちが今できることはめいいっぱいやるべきだと。これは、今後まだ役所に残って 20 年、30 年こ

こで仕事をしていくという考えの中に立った時にですね、やはり、今、大変厳しい状況にある中で、

人件費を我々自らですね、やはりこういう部分を削減して対策を講じなければ、今の状態でいて再

建団体に陥ったらもっと大変なことになると。そうなったら、今以上の議論をされている、ここに

ちょっと参考に夕張の資料を添付させていただいていますけど、このような内容になったら、もっ



 - 18 - 

と厳しく、生活すらももう成り立たないということで、若い人たちからは逆にですね、今だからこ

そ手を打つべきだとこういうご意見もいただいています。全部が全部ではありませんけども、そう

いうことをきちんと言ってきてくれている職員もおります。ですから、士気の低下という部分も、

確かにそれはあると思います。しかし、全体をとおして、この白老の町を残してやって行くのだと

いう長期スパンに立った時はですね、十分その辺は理解をもらえるのではないかなと。まだ、何％

どうこうということは、また、別の議論です。ただ、人件費には、今、平均 2.5％ですけども、そ

れ以上の削減をしなければならないということは理解いただけるのではないかなとこういうふうに

捉えております。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 それでは、昨日、今日の全体を通していかがでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤守君） 改革プログラムに盛り込んだ、要するに、小中学校、保育園の統廃合の関係

なのですけども。この中で、中学校の適正配置でもってね、もう20 年から歳出をあげているのです

よね。我々は、委員会としてはね、よくわからないのですけどね、この辺のわかっている範囲でい

いですから聞きたいなと思いまして。 

○委員長（及川保君） 個別ですけども、どうですか。内容は押さえていますか。岩城経営企画課

長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 経営企画課として、将来スパンを見据えた中での、計画の中での

お答えになりますけども。一応 19 年度の中でですね、さらに踏み込んで適正配置をどうするか、中

学校をどういう校区に分けるかというのを19 年度で煮詰めて、それをもう地域にして行きたいとい

うこういう考えでございます。そこで了解を得られれば、20 年度から実設計と踏み込んで行くもの

ですから、そこで金額をカウントさせていただいているということです。ここで何も盛らないでお

くと、また、収支見通しの時に中学校の部分の出て行くお金はどうなっているのだということにな

りますので。年度はちょっとね、また、ずれる可能性はありますけども、今は、19 年はそういう考

えでございますので20 年から入るという予定でカウントさせていただいています。 

○委員長（及川保君） 近藤委員、これは我々もとにかく中学校を早くやりなさいと、進めなさい

ということでやっていますから、それを前提に。近藤委員、どうぞ。 

○委員（近藤守君） 同じなのですけども、小学校の方のその辺のことがわかれば。同じ答弁にな

るかと思いますけども。 

○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） 中学校と同様、まず、中学校、方針 1 点消えまして、その次に小

学校に入りますので、小学校については24 年度からということでカウントさせていただいておりま

す。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。それでは、暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 １１時４３分 

                                          

再   開      午前 １１時４４分 
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○委員長（及川保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたしたいと思います。 

 これから、所管事務調査のとりまとめを行ないたいと思うのですが、委員の皆様からまとめにつ

いてのご意見を伺いたいと思います。意見のある方はどうぞ。この２日間説明を受けた中で、これ

だけは入れておきたいとかね、入れてほしいとかこういう部分がありましたら出していただきたい

と思います。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今のやつは中間的なものですから、これからまとめるのでしょうから、ま

とめる中でですね、スケジュールを見るとこれからいろいろあるというのはわかりましたので、や

っぱり先ほども言ったようにですね、数字の押さえ方ですよね。それはやっぱり歳入の押さえ方が

特にそうなのですが、やっぱり厳しく押さえないとですね、希望的観測みたいなものが今まで多い

のですよ。そこら辺はやっぱり、もうここまで来ているのに希望的観測で数字を出して、それで何

とかしようという時期ではもうないと思いますので、やっぱり厳しく、厳しく押さえてですね、や

っぱり現実に近い数字の中で対応ができるような、そういうプログラムを組んでいただきたいと私

は思います。 

○委員長（及川保君） わかりました。じゃあ、この部分については入れましょうね。他。加藤委

員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 何回も言っているように、収入を上げると。支出はもうある程度かかるも

のはかかってしまうわけですね。もちろん、経費的なものでは多少抑えられるものは、節約する部

分は多少あるのかもしれないけれども。それに見合った収入がなかなかついて行けないような状態

にある。ですから、税金という言葉がいいのか、手数料がいいのかは別にして、支出に見合うよう

な収入を検討しなければならないのではないのかなと。今のあれでは、特に企業会計・特別会計に

おいてはバランスが取れていないのですよ、全てね。取れているのは水道会計だけでね。水道会計

だって何回か値上げしておりますからね。ですから、今、バランスを取っているのだけど、他の方

はそういうことをしていない。特に国保税などは非常に低い位置にね、標準課税を白老町の場合は

採用しているやに伺っているのでね。何回も言うように、自主自立で行くとするならば、それなり

のアップは必要ではないのかなと。もちろん、町民の理解も十分得なければならないことはわかる

のだけれども。昨日の説明では 0.3％アップで２億 6,000 万くらい収入が見込めるというような説

明もありましたけれども、それ一つ 0.3％上げるだけでも。固定資産税ですね。都市計画税という

のも 0.3％ですから、それは何が対象かと言ったら、固定資産に対する課税だそうですから。そう

であれば、新税を入れるのではなくて、固定資産税を 0.3％上げるだけでも、多少そういう抵抗を

感じる人はもちろんいますが、それも時限立法でですね、ある程度危機を脱した時には廃止すると

いうくらいの柔軟性があって。上げたら上げっぱなしでずっと行くというのではなくて、やっぱり

景気が良くなって、バランスも取れるようになったし、２億 6,000 万無くてもやって行けるような

状態になったら 0.3 下げればいいわけでね。常にやっぱりそういう苦しい時は協力しようと。それ

から、楽になったら下げようと。そのくらいの柔軟性を持った考え方というのは、今後、必要では

ないのかなと、自治体においてもね。そういう辺りはぜひ、強調してもらいたいと思うのだけれど

も。他の委員さんのお考えはどのようなものかな、わからないけども。 



 - 20 - 

○委員長（及川保君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 今の加藤委員と同じような考えなのですけども。私は、例えば補助金扶助費

ね、地域団体にかなりの補助が出ているわけですよ。それも確かに額は少ないけども、それを切る

ことによって、やっぱり危機感というのはね、皆それぞれの団体、個人がわかると思うのですよ。

今の段階ですと、景気がよかった 10 年前、15 年前と何も変わらない状況で来ていますから、その

辺もやはりもう少し厳しくやってもいいのではないかと。若干のサービスが下がるのは、これはや

むをえないことだなと思いますので。お願いいたします。 

○委員長（及川保君） はい。谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 先ほども出ていましたけどですね、総体的な数字というのは、これはやっぱ

り見えるようにしておかなければならないのではないかなとそういうふうに思います。というのは、

一般会計、特別会計、企業会計ありますよね。それがやはり一本化したような数字がどこかでパッ

と見たらわかるような、そういうようなバランスと言いますか、そういうものをはっきりして見て

いくような、見られるようなそういうことが必要ではないかなと思います。したがって、最終的に

は今言った、実際の収支のバランスがプラスマイナスゼロ、これが最終的な目標というようなこと

になると思うのですよ。ですから、この辺のところをやはり載せるべきではないかなと私はそう思

います。以上です。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 文章的には委員長、副委員長でやって、それをまたテーブルに載せて、こ

ういうところが足りない、こういうところをプラスすべきだというように進めた方が。今、だいた

い出たような話を載せて、カットするところはカットするとか、追加するところは追加するという

ふうに持って行っていただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） その他。山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 今回、２日間説明を受けましてね、私自身、財政が厳しいのはもちろ

ん認識しておったのですけども、ここまで、やはり厳しかったのかというのが率直な感想なのです

ね。おそらく、今後のスケジュール等もありまして、全職員にいろいろと提案し、意見募集をする

ということになっていますけれども、全職員もここまで本当にひどかったのかというのは、つい最

近、認識するような形に私はなると思うのですね。昨日のお話の中でいろいろ、例えば固定資産税、

法人税、新税導入等もやらなければ、なかなか厳しいというお話もございました。それで、これは

私もある場面においてはやむをえないとは思いますけども、まず、襟を正すのはですね、白老町全

体で先に襟を正さないと、逆に町民からの厳しい見方というのは白老町に対して、あるいは我々議

員に対して非常に厳しい見方をしてくると思うのです。こういう記事も出ましたですしね。ですか

ら、やはり同時に、並行してやる前に、私たちはこれだけのことをこれからやりますので、町民の

皆さん、一つこういったことで行政のサービスも低下し、あるいは新税も導入、あるいは税金もア

ップしなければなりませんよというようなことをですね、やはり順番を間違えないできちんとやら

なければ、これはもう町民の理解もなかなか得られないというふうに思いますし。本当にひょっと

したら議員でですね、定数 20 から４減の 16 になることになったわけですけれども、町民からはこ
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んなに財政が厳しいのだったら、これだったら甘かったのではないかぐらいの意見も出ないとも限

らないぐらいの状況だと私は思うのですよ。そういった意味で、今日、皆さんからも、まだ認識さ

れていないのではないかとか、危機感を感じられていないのではないかというお話がございました

けれども、この辺が一番大切なところかなというふうに思いますので、その辺もちょっと付け加え

ておいていただければなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。ありませんね。 

それでは、委員の皆さんから出された意見を参考にしまして、委員会報告の作成については正副

委員長にご一任を願いたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、そのように取扱いいたします。 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（及川保君） これをもって、本日の総務文教常任委員会の所管事務調査を閉会といたし

ます。２日間にわたってご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時５５分） 

 


