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    ○開会の宣告 

○委員長（及川保君） 皆さん、おはようございます。ただ今から、総務文教常任委員会を開会い

たします。 

                                           

○委員長（及川保君） 本日は大変厳しい町財政の中で、さらには国が地方財政健全化法の成立に

向けて、非常にこの時代に対応すべく町の骨子が出来上がりました。大変重要な案件でございます

ので、本日は総務文教常任委員以外の全議員によります、委員外議員としての招集をしております。 

 本日の委員会は白老町議会会議規則第68 条の規定にかかわらず、委員長において委員外議員に自

由な発言を許可するものといたしますので、十分なご審議をいただきたいというふうに思います。

よろしくお願いをいたします。 

 それでは、順次進めてまいりたいと思います。最初に飴谷町長の方から挨拶がございますのでよ

ろしくお願いします。飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） おはようございます。それでは、総務文教常任委員会の開催に際して、極

めて厳しい財政状況における財政再建の取り組みにつきまして、町政の最高責任者として何として

も財政破綻を回避するため、非常に重たい決断に至りましたことを、まず、ご報告申し上げたいと

思います。議員各位におかれましても、この再建の取り組みについて、ご理解と協力を賜りたくお

願い申し上げます。加えて、このような事態に至り、町民の皆さんには大きな不安、動揺、そして、

ご心配をおかけしていることを心からお詫び申し上げるものでございます。また、職員に対しても

過日、再建のための厳しい現状とその対策を説明、提示いたしました。職員、そして、ご家族の皆

様に対しましても大変申し訳なく思っております。この責任は私のこれまで以上の行動、実行力で

示し、職員の理解を得て、心を一つに一丸となって改革に取り組むよう努力していく所存でござい

ます。 

 私は町長に就任する際の公約として「安心・安全なまちづくり」を掲げ、この４年間、私なりに

必死に努力してきたと思っております。しかしながら、今回の新たな法律により、我が町が再生団

体に転落しかねないという非常に厳しい現実を突きつけられました。これからご説明する財政再建

のための骨子については大変厳しい内容でございますが、再生団体を回避するためには必ず達成し

なければならない対策と考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 今回の厳しい財政状況の要因を若干お話させていただきますが、私が就任する前の平成 14 年度と

今年度の19 年度の比較でご説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、町税では、平成14 年度で 24 億 1,500 万ございました。平成 19 年度

は 23 億 2,600 万円と、8,900 万円減少しております。15 年度から 19 年度までの累積でございます

が、町税で３億 9,800 万円減少しております。交付税でございますが、交付税では平成 14 年度が

37 億 3,100 万円ございました。19 年度では 33 億 2,000 万円と、４億 1,100 万円も減少しておりま

す。15 年度から 19 年度の累積では、交付税が９億 6,500 万円減少しております。町税、交付税を

合わせますと、14 年度と 19 年度で比較いたしますと約５億円も歳入が減少しております。ちなみ
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に 15 年度から 19 年度までの累積では13 億 6,300 万円と。 

 一方、歳出でございますが、給与費でございます。平成 14 年度の給与費、26 億 2,100 万円でご

ざいました。平成 19 年度は 23 億 500 万と、３億 1,600 万円、職員の皆さんの協力で削減をしてお

ります。15 年度から 19 年度の削減効果の累積では６億 7,300 万円削減しております。事業費につ

いても、平成 14 年度は 12 億 7,200 万円、19 年度では 11 億 300 万円と、１億 6,900 万円削減して

おります。しかし、これまでの事業にかかる公債費、いわゆる借金の返済でございますが、平成 14

年度では16 億 4,000 万円、平成 19 年度では17 億 9,400 万円と、１億5,400 万円増えております。

15 年度から19 年度の累積では、４億 4,800 万円増加しております。歳入の大きな柱でございます、

町税交付税が大幅に落ち込み、それに対応するため人件費の削減、事業費の削減を行なっておりま

すが、これまで何とか黒字であった一般会計も平成20 年度の試算では、約５億7,000 万円の財源不

足が予想されております。平成 21 年度以降も毎年約６億円の財源不足が見込まれる状況であります。

この一般会計の財源不足に加え、特別会計、企業会計の赤字が連結されますと再生団体に転落する、

極めて厳しい状況となっております。 

 今後、特別会計、企業会計が努力することはもちろんでございますが、まず、１つ目として、こ

の要因でございますが、一般会計からきちんと繰り出しせず赤字を拡大してきたこと。２番目とし

ては、特別会計、企業会計の赤字を長期間放置してきたこと。３番目としては、税収、交付税の歳

入に見合う以上の公共事業を長年行なってきたこと。４番目としては、補助事業、単独事業を見極

めた上で公共事業を行なうべきであったこと。こうした財政運営を結果として誤りであったと言わ

ざるを得ないと思っております。 

 このことは、職員の責任を問うレベルを超えており、最終的に全て理事者の判断によってなされ

たものであり、今、私の立場で申し上げなければならないのは、二度と同じ過ちを犯してはならな

いということでございます。町民の皆さんには、このことをはっきりと説明する考えでございます。

特に今回の対策では、行政自らが内部管理経費の徹底した見直しによる削減を実行しつつ、町民の

皆さんにも一定の行政サービスの見直しや、町税、使用料等の負担などについて理解と協力を得な

ければならないものであり、こうした財政運営の悪化の要因を十分説明してまいりたいと考えてお

ります。 

 いずれにいたしましても、マスコミ報道では全国の９割以上の地方自治体が健全財政を堅持して

いることは事実であります。このことについては、もはや弁解の余地はないものと受け止めており

ます。こうした財政悪化の要因を十分反省し、私たちの世代が痛みの伴う改革、財政再建に真っ向

から取り組んで行くことが将来の健全な財政基盤をつくっていくことであり、また、白老町の将来

に対する責任であると考えております。本町の厳しい状況を委員各位、町民の皆さんに十分な説明

と理解と協力をいただいて、苦しくとも厳しくとも決意を持って全力で取り組む覚悟でございます

ので、ご理解と協力を賜りたく心からお願い申し上げます。 

 しかし、今回の新たな法律により、我が町が再生団体に転落しかねないという非常に厳しい、本

当に私にとりましては大変な状況でございますが、特に町民と職員については全く寝耳に水という

捉え方をしていると思っております。私のところにも、例えば一例を挙げますと、夕張、赤平、歌
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志内、大変私どもと同様厳しい状況であります。ただ、この夕張、赤平、歌志内も国策による炭鉱

の閉山という大きな要因がございました。じゃあ、我が町は何でこうなったのだと厳しいことを言

われております。先ほども申し上げましたが、本当に弁解の余地がないと。ただ、今はこの事実を

きちんと町民の皆さんに理解していただいた上で、この町の将来のために今やらなければならない

ことをきちんとやりたいと思っておりますので、議員の皆様にもご理解をよろしくお願いしたいと

思っております。 

 また、今後、我々は限りなく出向いて説明する考えでございますが、議会の皆さんについても、

なぜ、こうなったのだと、その原因、事実を教えてくれというようなことがあると思います。議会

の皆さんにもですね、個別的にでも、もし、わからないことがあれば、職員がご説明申し上げます

ので、我々同様、議会の皆さんにも、これから取り組む内容について、そして、現状についてご理

解した上で議会からも町民の皆さんにご説明願いたいなと思っております。本当に私としても、皆

さんに対して大変ご迷惑、そして、町民に対してもご迷惑をおかけしました。この後は皆さんのご

意見を承りながら説明したいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○委員長（及川保君） それでは、次に進みたいと思います。 

 三國谷副町長から財政の概要を説明いただきたいと思います。 

○副町長（三國谷公一君） それでは、個別の説明に入らせていただく前に私の方から前段、町の

財政状況を含めてご説明をさせていただきたいというふうに思います。これから説明させていただ

く内容につきましては、今、町長からご挨拶ございましたように、今週の火曜日に全課長からなる

行政改革対策本部会議、それから、同時に職員労働組合の方にも説明、提示をさせていただいてい

ます。そして、翌日の水曜日からですね、私とここにいるスタッフ、総務課と行財政対策室でそれ

ぞれの消防、病院、保育所含めてですね、この内容の説明に歩いて職員の理解と協力を求めている

ところでございます。 

 こういう厳しい対策を取らざるを得なくなったということでの町の財政状況を先に説明させてい

ただきたいというふうに思います。皆さんのお手元の方にですね、プログラムの下に連結実質赤字

比率の見通しということで表が行っているかというふうに思います。プログラムと別に１枚もので

こういう資料が行っていると思うのですが、よろしいでしょうか。この表は今後10 年の現状延長の

見通しというものを推計したものでございます。それで、前提といたしまして、我が町の財政状況

は三位一体改革が開始される前の平成15 年度までは一般会計は基本的に財政調整基金だとか、共済

管理基金こういったものを取り崩さずに収支不足を出すことなく安定した財政運営を行なって来ら

れたと。これは他の赤字会計に繰り出しはしてございませんが、一般会計はそういうことで何とか

財政運営を行なって来られたと。その後、平成 16 年度から三位一体改革の影響で地方交付税の削減

が大きく響きまして、慢性的に収支不足に陥っておりまして、予算編成段階では４億から５億の収

支不足が出ておりまして、基金や土地売払収入こういったもので歳入、歳出の均衡を図ってきたと

いう状況でございました。 

 今後はどうなって行くかということなのですが、この表にお示しのとおりですね、まず、普通会

計、上の方の欄でございますが、特に黒枠でくくっている平成 20 年から 25 年。この中では単年度
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収支がこのように５億台の後半から６億円台の収支不足が発生するということでございます。主な

原因なのですけども、まず、歳入の方では町税が固定資産税を中心に毎年減少していくということ

であります。これには企業の償却資産が減少する、また、３年に１度の固定資産の評価替え、ここ

でも減少してきてございます。あわせて、やはり就労人口が年々減っている関係から、住民税関係

も減少していくと、こういうような中身になってございます。それから、普通交付税なのですけれ

ども、こちらの方も一応公債費との関連はございますが、近年の事業量は減少してございますので、

これに伴う交付税措置の額が減ってまいりますし、人口減、これも見込まれておりまして、その関

係で交付税も年々減っていくということでございます。当然、基金の繰り入れの方はですね、財政

調整基金がこういう状況ですから、今の状況で行くと21 年度以降はそういったものも繰り入れられ

ないということで歳入の方は大変厳しくなってございます。 

 それから、一方、歳出の方なのですけれども。一応、人件費が今、約 23 億。平成 19 年は 22 億

9,000 万という状況でありますけれども、こちらの方もまず平成 22 年までは 20 億円台で推移する

ということで、これもいわゆる高止まりをしているということが一つございます。それから、公債

費の関係も現在ピークを向えてございますが、20 年度で約 18 億円という状況でございます。これ

もなかなかですね、今後、確実に減少はしていくのですが、一気にはなかなか減少していかないと

いう状況です。それから、もう１点は扶助費の関係なのですけれども、やはり高齢化に伴って介護

サービスの給付でありますとか、医療給付だとか、こういうことも増える要因になりますが、特に

知的障がい者支援費関係の増。これは一般財源の約１億円の増ということになってございます。そ

れで、今後も高齢者の増が見込まれますことから毎年５％の増を見込まなければならないというこ

とで、平成27 年度にはですね、平成18 年度は６億6,000 万ぐらいでございますけれども、27 年度

には 10 億円を超える見込みだと。こういうことで収入、それから、支出面で大変厳しい状況になっ

ていくと、こういうようなことでございます。 

 それから、特別会計の方でございますけれども、以下に国保、老保、介護ということで記載して

ございますが、かいつまんで申し上げます。こちらの方も収支不足。毎年２億から３億が増えてい

くという試算でございます。この原因なのですけれども、まず、国保会計ではですね、やはり、高

齢者及び退職者の増によって医療費が伸びていくということで、毎年度 4,000 万から１億 2,000 万

の範囲で収支不足が発生する見通しということであります。病院につきましては、今現在、今後の

あり方について結論を出すということにしてございますので、一応、19 年度の不良債務の見込み６

億円で固定をして見てございます。それから、下水道についてはですね、事業は縮小しております

けれども、平成 10 年度までの事業量の増大によりまして公債費が会計を圧迫しているということで

毎年度 8,000 万から１億円の範囲で収支不足となる見込みであります。工業団地については、造成

のための起債償還が終了しております。土地売却を見込まない場合ですね、一時借入金を土地貸付

収入で補いきれず、毎年度約１千万の収支不足となるという見通しであります。それから、臨海部

土地造成については、造成のための起債償還が平成30 年までございます。これも土地売却を見込ま

ない場合ですね、公債費が土地貸付収入で補いきれず、毎年度約５千万の収支不足となる見通しで

あります。それから、港湾機能施設でありますけれども、上屋建設のための起債償還が平成32 年度
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までございます。これも公債費が貸付収入で補いきれず、毎年度約３千万の収支不足になる見通し

ということでございます。そこでですね、今回の財政健全化法との絡みで申し上げますと、今、説

明したところを含めてですね、合計欄（連結実質赤字額）というところをご覧いただきたいのです

けれども、下から４段目の黒枠の部分でございます。これは平成 17 年度の決算時、25 億 1,300 万

からですね、これは水道会計の黒字も含んでございます、そういうことでここから今後、今、説明

したような状況からですね、10 年間の平成 28 年度では 100 億円近い、98 億 8,100 万の赤字が見込

まれると。その比率が一番下にございますが、連結赤字比率が 182.8％になる見込みということで

あります。財政健全化法の適用初年度、平成 20 年度では、ご覧いただきたいと思うのですけれども、

連結の実質赤字額は 40 億 6,500 万円。その比率が 68.9％ということで推計をしてございます。そ

ういうことで私どもが目標としております、再生団体を回避するための赤字連結比率目標値25％と

想定しますと、この 19 年、20 年の短期間の中で相当厳しい対応をせざるを得ないと、こういう状

況だということでご理解いただきたいと思います。 

 それで、その対策についてですね、これから説明をさせていただいて、質疑に入らせていただき

たいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（及川保君） それでは、財政再建への取り組み（骨子）の説明を行財政対策室参事の岡

村参事の方からお願いいたします。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） それでは、私の方から白老町における財政再建への取り組み

（骨子）について、ご説明をいたしたいと思います。 

 まず、１ページの方をお開きいただきたいと思います。大きな１番として、再建団体転落の危機

ということでございます。ただ今、町長並びに副町長の方から、その要因については内容をご説明

させていただいておりますけれども、本町では平成 10 年９月の財政健全化計画、さらに平成 14 年

12 月には健全化の指針、それから、平成16 年 12 月には財政改革プログラム、こういうものを策定

し、職員数の削減ですとか、給与の削減、それから、事務事業の見直し等を行ないながら財政健全

化の取り組みを行なってきてございます。この結果、一定の効果、歳入では２億 4,300 万ほど、歳

出では 12 億 1,700 万円ほどの削減を行ないながら効果を上げてきているところでございました。 

しかし、今年度、平成 19 年度の一般会計の予算編成ではですね、財政町政基金、これをほぼ全額

取り崩して収支の均衡を図ったという状況でございまして、平成20 年度以降ですね、赤字が出てく

ると、こういう状況になってございます。20 年度から 25 年度ぐらいまでは一般会計で毎年約６億

円の実質赤字ということでございます。表に記載のとおりですね、20 年度で一般会計の累積の赤字

ということで書いていますけども、20 年度では５億 7,000 万、21 年度で 11 億 5,200 万というよう

に赤字が拡大していくということでございますし、一方で特別会計の単年度の赤字も出てございま

して、２億から３億という状況でございまして、これらを累計していきますと平成20 年度で、先ほ

ど副町長からもお話のあったとおり40 億 6,500 万の赤字になるということでございます。 

 そういう中で６月15 日、地方公共団体の財政の健全化に関する法律というのが成立いたしました。

この中では財政健全化団体、または、財政再生団体という基準が２ページの上段の方に①から④の

指標の中で書いてございますが、１つには実質赤字比率、２つ目として連結実質赤字比率、それか



 - 7 - 

ら、３つ目が実質公債費率、４つ目が将来負担比率ということで、この中で今、私どもが一番危険

だというふうに考えておりますのが、この②番目の連結実質赤字比率でございます。この基準につ

いては、国が秋から年内の間に決めるということでありますが、平成20 年度の決算から適用される

ということになってございますので、平成 20 年度の 40 億 6,500 万、これは何としても、財政再生

団体に転落する極めて深刻な状況となっておりますので、これを回避しなければならないというこ

とでございます。かつ、19 年度、20 年度の２ヵ年で大幅にこの赤字額を減少させなければならない、

そういう状況でございます。本町ではですね、これまでの財政運営を深く反省し、早期に一般会計

の健全化を図ると。財政基盤の確立を図るとともにですね、職員の痛みの伴う実質的な内部管理経

費の削減とともにですね、町民の皆さんにも理解と協力を得ながら、不退転の決意で行財政運営を

抜本的に見直し、財政再生団体を回避するという考え方でございます。 

 ３ページ目の方をお開きください。再生団体転落回避の基本方針ということで、大きな２つ目に

書いてございます。その１つ目ですが、行財政運営の抜本的改革ということでございます。過去の

行政運営がもたらした課題を先送りせず、抜本的な行財政運営改革を断行します。将来に過大な負

担を残すことなく、希望を持ってまちづくりを進めて行くということであります。そういう行財政

運営に転換をしていくという考え方であります。 

 ２つ目、改革の目標でございますが、財政再建計画期間、平成19 年度から 28 年度の 10 年間とし

て取り組みを行ないます。次に平成 20 年度の決算時における連結実質赤字比率でございますが、

25％以内を何としても守りたいということでございまして、現在、考えておりますのは連結実質赤

字比率、危険指標でございますけども、この基準を25％から 30％というふうに想定してございます。

この下限の25％以内を何としてもクリアしたいという目標でございます。次に財政再建計画期間内

の連結実質赤字比率については、この 10 年間でゼロを目指すというものでございます。 

 ３つ目でございますが、一般会計の早期再建でございます。一般会計を早期に健全化させ、親会

計として特別会計、企業会計の経営にも責任を持てる強固な財政基盤を再建していくというもので

ございます。 

 ４つ目、一般会計中心の財政運営の見直しでございます。一般会計中心の財政運営を見直しまし

て、膨大になりました赤字が膨れております、特別会計、企業会計、この会計に対して相当の繰出

しを確実に実施して赤字の解消を図っていくということでございます。 

 次に５番目ですが、行政内部管理経費の徹底した削減を行なうということでございます。特別職

給与の削減、職員数の削減、職員給与の削減をはじめですね、職員ができる業務は直ちに職員で実

施するなどですね、経常経費の見直しを徹底して節減を図っていくというものでございます。 

 ６つ目、総経費試算による施設建設決定制度の導入という考え方でございます。これまで公共施

設（建物等）の建設については、その年度の財源確保を主に決定してきている部分がございます。

この公共施設（建物等）を建設する場合には、建物は企画・設計・建築、さらに維持管理、それか

ら、修繕、改修費、こういうものを含め、最後には解体処分費まで含めて総経費を算出すると。い

わゆる、ライフサイクルコストという考え方でございますが、こういうものをきちんと算出しなが

らですね、将来的に必要とする経費を計画的にきちんと積み立てるようなことを確立しながらです
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ね、施設建設の決定を行なっていく方法に取り組んで行くというものでございます。 

 最後に、町民の理解と協力による財政再建でございます。当然、行政自らが取り組む姿勢と対策

を示す。これは当然でございますが、一方で生活に直結する町民サービスの見直しですとか、新た

な負担の増加ということが考えられますので、これらについては十分な説明を行なうとともにです

ね、町民の皆さんの理解と協力のもとですね、財政再建を成し遂げるということでございます。 

 ５ページの方をお願いいたします。大きな３つ目として、再建団体転落回避の対策額の大枠とい

うことでございます。10 年間の計画期間内で、先ほど副町長から説明のございました、総額 98 億

8,100 万円の財源不足、さらに赤字額の解消を図るということでございまして、一般会計の財源不

足額 44 億 8,700 万、特別会計及び企業会計の赤字解消額 53 億 9,400 万、合計98 億 8,100 万円の解

消を図っていくということでございます。 

 ２つ目として、平成20 年度決算時までの対策額として。これは、財政再生団体転落を阻止する対

策額ということでございます。先ほどもお話しました、25％以内まで回復させるということで一般

会計の財源不足額５億 7,000 万、特別会計及び企業会計の赤字解消額 21 億 600 万、合わせて 26 億

7,600 万円の対策額をとっていくということでございます。 

 次に、大きな４つ目、対策項目の柱でございます。①から⑤を記載してございますが、これは新

たにできました法律の中で再生団体になった場合に総務大臣の承認を得なければならないという、

そういうものでございまして、その提出をしなければならない計画の内容に沿って対策がございま

す。１つには、事務事業の見直し。それから、組織の合理化。この中には経常経費の見直しの他に

ですね、町民サービスの見直し、さらに職員数の削減、給与費の適正化等の項目がございますが、

こういう削減を図る計画です。さらに②としてはですね、地方税、それから、その他の使用料、手

数料等の収入の増収を図る計画。③としては、過年度分の、いわゆる滞納されている税、もしくは

使用料等の徴収、増収を図る計画。それから、４つ目としては、使用料、手数料の額の変更。それ

から、財産の処分等の計画でございます。さらに５つ目としてはですね、地方税法上の普通税、ま

たは目的税、いわゆる白老町の場合は標準税率を適用してございますが、やはり超過税率を導入す

る等の計画を盛り込むということになってございます。これらを基本に６ページ以降ですね、歳出

削減対策及び歳入対策の方の基本としてですね、今回、骨子としてまとめてございます。 

 それで６ページ、大きな５番目ですが歳出削減対策でございます。まず、内部管理経費の徹底し

た削減を行なっていくということであります。町民サービスの見直しの前に、まず、職員数の削減

ですとか、職員給与の削減、行政内部の徹底した見直しで実行していくということでございます。 

 １つ目として職員数の削減でございます。早期退職の勧奨実施ということで、平成 19 年度 30 人

を目標に削減を図っていくということでございます。２つ目、定年退職者にかかる新規採用職員に

ついては、５年間凍結を行なうというものであります。３つ目、再任用についても６年間凍結を行

なうということであります。４つ目、職員数の計画期間内の削減ですが、１つ目の早期退職の 30

名も含め、この計画期間内で30％以上、85 人を削減するということで現在、一般職、消防職の合計

277 人の 30％以上、85 人を削減し、192 人体制とするということでございます。 

 ２つ目として、特別職の給与削減でございますが、町長、副町長においては月額給与を35％削減
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するということの決定をしてございます。教育長につきましては、月額給与30％の削減を決定して

ございます。 

 次に、職員給与・手当の削減でございますが、19 年度実施として、計画期間内において、一般職

の給与制度の改正による削減を平均５％削減する。いわゆる、これは給与制度の改正に伴う減給保

障をしている部分を削減するというものでございます。これは計画期間後も継続するという考え方

であります。次に７ページでございますが、月額給与の削減でございます。一律15％の削減を行な

うということであります。次に住居手当の削減でございますが、国家公務員の手当に準拠した額等

とするというものであります。さらに管理職手当の削減でございますが、一律25％削減を行なうと

いうことであります。 

 次に４つ目ですが、内部管理経費の削減でございますが、先ほどもお話しましたとおり、職員で

可能なものは職員で実施することを基本に事業の削減に取り組むということで、主な対象事業につ

いては記載のとおりでございますが、経常経費の削減については今後さらに徹底した見直しを行な

っていくということでございます。 

 さらに町民サービスの見直しでございますが、今、言いました、内部管理経費等の削減を実施し

た上、町民サービスに関するものを十分に配慮しながら、いわゆる生活困窮者等にも十分配慮しな

がら、町民の理解と協力の下、見直し、実施するというものであります。 

 次に臨時事業の見直しでございますが、急を要しない事業等については凍結、もしくは事業実施

年度の見直しなど、臨時事業の削減を実施するということでございます。 

 次に８ページでございます。大きな６番目でございます。歳入対策でございますが、まず、歳入

確保の努力でございます。行政内部の歳入確保の努力や基金の繰入により行なう。それから、納税

の公平性、受益者負担の適正化を図るものから実施するという考え方でございます。 

 １つ目には財産の売払いでございます。特に工業団地用地、臨海部の土地用地については、現在、

理事者の方で積極的に交渉等を行ないながら、今、売却に努力しているところでございますが、引

き続いて用地については売却を進め、財産の売払いによる収入を確保するということでございます。 

 ２つ目、収納率の向上対策でございます。税、それから、使用料等の納めやすい環境を作りなが

ら、一方では悪質な滞納者には法的な措置も講じていくということでございます。 

 ３つ目、基金繰替運用による対策でございます。当面、活用する予定のない基金から一定額を繰

入するということでございまして、その財源不足を補って、計画期間内に計画的に基金へ繰戻しを

行なうということであります。 

 ４つ目、使用料・手数料の改正でございます。これは３年ごとのルールということで行なってご

ざいまして、今年度中に料金改正を決定し、平成20 年４月１日の改正を行なっていきたいというこ

とであります。 

 次に５つ目ですが、下水道使用料の改正でございます。これについては、平成 17 年度に５％の改

正を実施してございますが、赤字経営が続いておりますので、全体経費の50％をきちんと一般会計

から繰出しを行なうと。一方、50％は使用料収入で賄うということの改正を行なっていくというも

のであります。 
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 次に、最終対策としての町民負担の検討項目でございます。内部管理経費と、それから、今、申

し上げました、歳入確保の努力を行ないながら、なおかつ、対策額が不足し、財政健全化団体、も

しくは再生団体へ転落する危険がある場合には最終段階の対策として実施していくということでご

ざいまして、１つには保育料の改正。２つ目には国民健康保険税の改正でございます。３つ目、超

過税率の導入でございます。 

 超過税率の導入については、法人町民税均等割、法人税割の増。これは、超過税率を導入すると

いう考え方であります。２つ目として、固定資産税の税率の増。これらについても超過税率の導入

を検討していくというものでございます。 

 10 ページでございます。大きな７番目として、平成 20 年度までの対策額でございますが、最終

対策としての項目を除き、平成 19 年度、20 年度の２ヵ年における歳出対策額、歳入対策額として

目標額を定めて取り組んで行くものでございまして、１つ目、人件費の削減対策額として６億8,100

万。２つ目、内部関係費・事務事業の見直し対策として１億5,000 万円。財産の売却等の対策額15

億 9,000 万円。基金繰替運用対策額として２億円。滞納対策、使用料・手数料の見直し対策額とし

て 5,500 万。合計 26 億 7,600 万円の対策を取って行くということでございます。 

 簡単ですけども、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川保君） それでは、次、人件費対策の概要説明ということで、行財政対策室の辻主

幹の方から説明をいたします。 

○行財政対策室主幹（辻正則君） それでは、座ったままでご説明させていただきます。 

 お手元の配布資料の中に財政改革プログラムの見直しに伴う総人件費削減の基本的な考え方とい

うＡ４の両面印刷の紙が１枚ものであろうかと思います。これに沿いまして、今、骨子で説明され

ましたものの内、人件費の要点についてですね、ご説明をさせていただきます。 

 総人件費の抑制につきましては、１つは職員数定数の削減。それと、先ほどお話にありました、

給与費を直接削減する、直接人件費の削減。この２つが大きな柱となります。 

 まず、１点目の職員数の件でございますけれども、骨子にありますとおり、10 年間で 85 名の削

減を目標とするというものであります。これについては、後段ご説明いたします、本年の勧奨退職

制度による 30 名の退職総定数も含めた上での 85 人の削減ということであります。これにつきまし

ては、総人件費を抑制する考え方の一つの背景としてですね、今後の継続的にやはり人口が減少し

ていくということで平成28 年には、国の推計によれば１万 8,000 人程度。2030 年には最悪の場合、

１万 3,000 人程度まで人口が減少していくという推計がございます。当然、事務事業の見直しなど

とも連動いたしますが、可能な限り職員数を削減していく努力をしていくということでございます。 

 その対策の具体的な取組みとしてですね、３つ、下段に具体的な取り組み①から③を記載してお

ります。まず、１点目は新規採用の凍結。これは定年並びに勧奨で退職した職員の補充を行なわな

いということでございます。これは当面５年間ということであります。②は再任用制度であります

が、これは当町の場合、定年再任用制度として、今、実施中でありますが、これにつきましても25

年度までの６年間凍結をするというものであります。主に今、①、②につきましては、計画期間10

年のうちの前期５年間、採用の凍結などにより人員の抑制を図っていくというものであります。こ
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の計画期間以後につきましては、順調に財政の再建が進めば、25 年度以降は今の定員管理計画の考

え方に沿ってですね、新規採用の場合、おおむね退職者の総数の５割程度、再任用につきましては、

65 歳定年制などが導入されていなければ、定年退職者のおおむね３割程度、それぞれ採用、再任用

を再開するというような考え方に立って、定員の推計をしているところであります。３番目の勧奨

退職制度でございますけれども、これにつきましては後段、総務課の方から詳細をご説明申し上げ

ますが、基本的な考え方といたしまして、今回、勧奨制度と括弧書きの中にあります、新しい再雇

用制度というものを連動させて実施するという考え方であります。ひとつ、勧奨退職制度は当町の

場合、北海道町村職員退職手当組合、組合組織の中で運営をしているところであります。並びに、

その運用にあたってですね、当町の場合、平成14 年から規定を定めて毎年、早期退職者の希望を募

って退職を推進するという取り組みをして参りましたが、当然、早期退職になりますと退職金の割

増なども出て参ります。ただ、これにつきましてはですね、これまでは希望を募って、いつでも好

きな年度に辞められるという制度でありましたが、本来の勧奨を促すという制度に改めるというこ

とも含めてですね、希望による勧奨制度は、実施するのは本年度のみと。20 年度以降は実施しない

という考え方に立つものであります。この勧奨制度とあわせまして出すね、再雇用制度を導入する

わけでありますけれども、平成 19 年度現在で満 55 歳以上の職員を対象に特定嘱託職員として再雇

用するという制度を導入するものであります。これにつきましては、全国、全道でもごく少数、同

様の制度を導入している自治体もありますが、一つは勧奨退職を推進するためにですね、公務員の

場合、雇用保険なども一切適用されないだとかという制度の中で現実的に申し上げますと、ある程

度の受け皿を用意しなければ、いくら勧奨退職を促進しようとしてもなかなか促すことができない

という環境もございます。また、現実問題として、30 名の退職を想定しておりますが、30 名辞めた

ままにした時に、町民サービスをきちんと維持していけるかどうかという観点も実は備えたつもり

であります。我々の見通しの中では、30 名辞めた内、10 数名ぐらいは再雇用を希望する人がいるだ

ろうという推計を持っておりますが、こういうベテランの職員の方々についてですね、長年の行政

経験が活きるような定量定形的な仕事も含めて再雇用現場に入っていただいてですね、当面の必要

な住民サービスを支えていただく人材として活用していくということを念頭に置いたものでありま

す。詳細、制度の中身については、後ほど総務課からご説明をさせていただきます。 

 次が、直接人件費、いわゆる給与削減の件であります。当町の場合、一般会計で、当初予算ベー

スでありますが23 億円。25％をやや超える給与費の比率になっておりますけれども、これを定員で

削減していくということと、当面、財政を健全化していく自主的な取り組みとして給与削減に取り

組むという考えであります。その具体的な取り組みでありますが、特別職は先ほどご説明がありま

した、町長以下教育長まで35％から 30％の給与削減を行なうと。 

 管理職手当につきましては、すでにこれまで25％の削減を継続しておりますが、５月から定率か

ら定額制に変わっておりますが、今後も25％の削減を継続するということであります。 

 次が一般職の給与削減であります。これにつきましては、③のアに現給保障を解除し、平均５％

給与水準を引き下げるというふうに記載しておりますが、これにつきましては、平成17 年に人事院

勧告が出て、地域給という勧告が出されております。これは当時、北海道・東北地域で、いわゆる
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地方公務員の給与と民間の給与を比較した場合、平均で約 4.8％、端数を切り上げますと５％程度

公務員の方が、給料が高いという勧告が出ております。本来ですと、５％給料を下げるということ

になるのですが、当時の人事院勧告の経過措置におきましてですね、その時点でもらっている給料

の現額を保障して、勧告で出た給料表が後ほど段々給料の水準が上がってきてですね、今、もらっ

ている給料額に到達するまでは昇給停止状態で止まって待っていてくださいという現給保障という

仕組みでありました。ただ、これにつきましてはですね、今回、給与の自主削減を実施することに

併せましてですね、すでに当町の場合、人事評価制度の導入も向けた職員の説明、研修会なども実

施しておりますが、40 歳以上の大半の職員は現在、昇給が止まった状態です。つまり、人事評価制

度を実施して評価しても、給与に反映できないというような状態になっております。そういった給

与制度全体のことも考慮して、まずは人事院勧告に沿った給与ラインに引き下げようというのが、

この現給保証解除という考え方であります。一般的に当町の場合、給料６級制でありますが、１級

から３級までのいわゆる35 歳主任職ぐらいまで、これらの人については民間とほぼ賃金水準が変わ

りませんので、現給保障解除による給与が下がるという影響はございません。ただ、４級職係長以

上、かつ６級の課長までについては、おおむね低い方では３％から高い方では約７％まで、この現

給保障を解除することで給与水準が下がるということになります。全職員を平均すると、おおむね

５％の給与削減になるということであります。 

 後段、次、イに記載しておりますのは、今、申し上げましたとおり、一度、給与水準を給与制度

改革として、民間水準の人勧で示された給料ラインに引き下げた上で、そこから一律 15％を自主削

減として給与を引き下げるというものであります。これを合わせますと、平均値で５％プラス15％

で 20％という削減になりますが、年代によりましては、ベテランの課長さんになりますと現給保障

解除で７％程度、自主削減で15％程度、ですから、22％程度の引き下げになる方も出てくるという

ことでございます。 

 削減期間は計画期間中、10 年間ということでございます。 

 エは特記事項でありますが、後段でのちほど説明いたします、勧奨制度、再雇用制度があります

が、今回、平成19 年度をもって勧奨退職、いわゆる定年前早期退職をする方で再雇用の対象となら

ない職員、もしくは再雇用を希望しない職員、そのまま退職される方については、給与制度改革に

よります５％の削減は実施いたしますが、自主削減の15％削減については対象から除外するという

考え方であります。 

 最後の４番目は住居手当でありますが、これは例えば持ち家手当を例に挙げてご説明申し上げま

すと、自分で家を持っている職員については、月額 8,500 円の持ち家手当が支給されております。

これにつきましてですね、これも含めて、いわゆる借家の家賃手当も含めて、全ての住居手当につ

いて国家公務員の水準に合わせるということであります。これにつきましては一つ背景がありまし

て、今後、こういう早期退職を実施していくにあたってですね、場合によっては単年度にたくさん

退職者が出た場合、特に退職手当の追加負担金が多額に及ぶような場合、退職手当債を借りるとい

うこともあり得るわけですが、いわゆる住居手当も含めて、もしくは特殊勤務手当なども含めてで

すね、国家公務員を上回るような支給水準にあるような諸手当がある場合、退職手当債を借りるこ
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とが難しいケースが出てくるということですので、これに対応するために住居手当を国家公務員に

準拠するという改正であります。 

 裏面を簡単にご説明させていただきます。裏面の表につきましては、この度の給与制度の改正の

５％、さらに自主削減の 15％、合わせて平均 20％の削減を実施した場合、20 歳から５歳きざみで

記載しておりますが、その年齢における職員がおおむね月給並びに年収でどの程度の削減になるか

というものを概算で出したものであります。これにつきましては、今すでに 0.5％から課長職であ

りますと４％まで平成17 年から自主削減を実施していますが、一度、今、実施中の自主削減はリセ

ットして、元の給料表に戻した上で、そこから５％の民間水準の給料表に直して、さらに15％の削

減を実施した場合におおむね、この中身になるということであります。下につきましては、月給12

ヶ月分、それと期末勤勉手当4.45 ヶ月分、役職者については役職加算までは見込んだものでありま

す。この他、人によって違う経費、いわゆる管理職手当ですとか、住居手当、これらの削減による

影響額はこれに考慮していませんので、役職だとか諸手当の事情によってはさらに削減額がこれに

上乗せになるということであります。以上、人件費の総体的な考え方をご説明させていただきまし

た。 

○委員長（及川保君） それでは、次に勧奨退職制度及び再雇用制度の概要説明を総務課の高橋主

幹の方からお願いいたします。 

○総務課主幹（高橋裕明君） それでは、私の方からは人員削減対策に関連する勧奨退職制度と特

定嘱託員任用、この２つの制度についてご説明いたします。横型の冊子になっているかと思います。

よろしいでしょうか。 

 まず、平成19 年度勧奨退職制度の概要ということでございますが、この勧奨退職制度につきまし

ては、白老町では平成 14 年度からこのような制度を実施して参ったわけです。平成 14 年度から平

成 18 年度までの５年間には、この制度によって退職された方は 31 名いらっしゃいます。それで、

この制度の概要ですが、いわゆる勧奨して退職されるというよりも、毎年４月に通知を行なって５

月に希望される方を募っているという、いわゆる希望勧奨退職の制度運用でございました。その形

の勧奨退職制度を19 年度限りとするということでございます。 

 内容につきましてはこの表にございますが、勧奨退職制度の対象です。全職種、45 歳以上 15 年

以上勤務の職員とするということで、一応、募集人員としては30 名を予定しております。 

 退職手当の内容でございますが、全て北海道市町村職員退職手当組合条例の基準の中で行なうと

いうことでございます。この条例の勧奨退職に対します特例期間がございまして、②番の45 歳から

55 歳までの職員については、条例の附則第36 項による特例加算というものが平成22 年度末までと

規定されておりまして、これはいわゆる 45 歳から 55 歳、定年前１年齢について３％割増と。下に

表がございますが、太枠で書いてある特例措置ということでございます。45 歳から 50 歳までの方

が 30％上乗せ、51 歳からは各３％ずつ減少する割合で上乗せするということでございます。56 歳

以上の職員については、各８％、６％、４％、２％の上乗せがございます。 

 さらに普通退職との比較でございますが、後ろの方の別紙に退職手当組合支給割合表というもの

が付いていると思いますが、ございますでしょうか。例えば、勤続年数35 年で退職される場合です



 - 14 - 

が、普通退職の場合は47.5 ヶ月分。勧奨による退職の場合は59.28 ヶ月分。ここで勧奨退職による

退職手当は 11.78 ヶ月分上乗せになると。それとあわせて、今の特例措置の割増の割合があるとい

うことで、その裏面に退職手当支給例という表がございます。今、ご説明したように 45 歳から 55

歳の特例措置該当年齢につきましては、普通退職の額と勧奨による場合は特例措置の③という額が

支給されます。おおむね、18 ヶ月分から 27 ヶ月分の給料額の上乗せになります。これは、民間で

早期退職を行なう場合にだいたい最大で 24 ヶ月から、多い時には 36 ヶ月の上乗せがありますがそ

の範囲内にあるということが言われております。 

 退職手当の内容につきましてはそのようなことですが、最初に戻っていただきまして１枚目の裏

面でございます。今回の勧奨退職制度、例年５月に募集しているのですが今年に限っては７月、８

月末日の締め切りをもって募集するということとしております。その後、勧奨退職の承認まで、約

10 月上旬までに人員を確定させていくということとしております。 

 続きまして、新しい制度でございますが特定嘱託員任用制度、こちらのご説明をいたします。こ

の特定嘱託員任用制度につきましては、いわゆる勧奨退職によって辞められた職員の中から、この

任用制度を適用するということで対象は19 年度末をもって勧奨退職する者の内、行政職給料表の適

用職員。それと年齢は 19 年度中に 55 歳以上 59 歳に到達する職員。特例として、18 年度、19 年度

に定年退職した職員は再任用特定嘱託職員とするということでございます。 

 これにつきましては、１枚あとに特定嘱託職員任用制度の考え方という表になってございますも

のがございます。これについてご説明いたしますが、いわゆる、この対象は平成 19 年度に 55 歳以

上の職員ですが、一番上の 54 歳、もしくはそれ以下の職員のことですが、54 歳の職員につきまし

ては、平成25 年度に 60 歳、定年を迎えます。平成 26 年からは 6 年間再任用を凍結しますが、平成

26 年度から再開するということで定年退職後の再任用制度が受けられる年代でございます。昭和 27

年４月２日生まれから28 年４月１日生まれの55 歳の職員につきましては、勧奨退職された場合に、

平成 20 年度から月額 28 万円の給料で 60 歳まで働き、61 歳からは再任用特定嘱託員として年金の

満額受給が行なわれる前年度末までの任用期間として働いていただくということでございます。以

下、56 歳以下も同様の考えですが、月額給料は 27 万、26 万、25 万、59 歳の方は 24 万円というこ

との設定になっております。この給料月額につきましては、おおむね大学卒の新採用職員の年収と、

それから、若手の主事職の年収に見合う分の額ということで、他の手当は出ませんので月額給料だ

けでの年収になります。それと、特例といたしまして、今年度末で定年を迎える職員、それから、

前年度定年して、今年度、再任用職員として働いている職員は、平成20 年度、１年限りですが再任

用嘱託員として任用することができるということでございます。いずれにしましても、定年後の月

額については現在ある再任用職員の月額給料並みということで徹底しております。 

 それでは、先ほどの表に戻っていただきまして、最後ですけれども、雇用条件等の関係。給料に

ついては月額給料制。手当は通勤手当のみ。社会保険、厚生年金、雇用保険の方を適用すると。任

用の関係では１年更新となりますが、退職共済年金の満額受給年齢到達の前年度末までということ

で、勤務時間は 60 歳までは正職員を同じく 40 時間、61 歳以降は４分の３で週 30 時間と。年休は

あたりますが、次年度への繰り越しはできないということで、裏面は 61 歳以降の職員について、同
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様の内容となっております。この特定嘱託職員につきましては、勧奨退職意向申出書と一緒に８月

末までに提出していただくということとしております。 

 また、この特定嘱託職員の業務につきましては、一応、定形的業務、相談窓口業務、施設管理業

務、専門嘱託業務等を予定しております。また、任用期間が８年、９年と長いこともありますので、

特定嘱託職員内の人事異動も予定しているというような制度概要でございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） それでは、暫時、休憩します。 

休  憩   午前 １１時０７分 

                                           

再  開   午前 １１時２０分 

○委員長（及川保君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 全般にわたって説明を今、受けたわけですけども、副町長の方から概要説明がございました。そ

して、再建への取り組み（骨子）の説明。それから、人件費対策の概要説明。この３つを先に皆さ

んの方から質疑をいただきまして、その後に、最後に説明を受けた勧奨退職制度、再雇用制度の概

要説明についての質疑を受けたいと思います。 

 それでは、委員外議員の皆さんも含めて質疑を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。

どうぞ。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが、今、いろいろ説明を受けて大変厳しいということがよ

くわかるのですが、その前にですね、健全化団体と再生団体の相違ですね。具体的には再生団体を

最悪のあれを見て25％というふうに判断されていますが、健全化団体というのはどういう性質のも

のであるのかですね。なぜ、こういうことを言うかというと、一度にですね、２年間で連結実質赤

字比率を25％まで下げると、こういうことをものすごい急激にやるということがはたしていいのか

どうか。いろいろな弊害があると思うのでね。もちろん、目標を持って努力するという姿勢は25％

で結構だと思うのだけれども。それはおそらく再生団体だろうと思うのですけども、健全化団体と

再生団体の相違というのはどういうものか。わかっておられる範囲内でいいですから、ご説明願い

たいと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 財政健全化法の中では委員がおっしゃるとおり、まず、第一段階とし

て財政健全化団体。表現としてはイエローカード、レッドカードと言っていますけれども、第一段

階での健全化団体、第二段階での再生団体ということになっているのですが。そうなると、どうな

るかということについてはですね、基本的にはどちらになってもですね、財政健全化団体では財政

健全化計画というものを立てなければならない。再生団体では財政再生計画を立てなければならな

い。軽い方の健全化の方では、計画は議会の同意の得ることと、外部監査の導入が義務づけられま

す。再生団体になりますと、基本的には同じなのですが、議会の同意を得た再生計画を総務大臣の

承認を得なければならないということになります。ですから、簡単に言うと、健全化団体段階では

国の関与を受けないでまちの考えで健全化を図って行けるという段階だというふうに考えています。

再生団体になると当然のことながら、国の財政の管理下に置いて再生を図っていかなければならな
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いと、そういう違いがあるというふうに思っています。 

 それで、今、比率の関係はまだ秋まで、出なければはっきりしないというふうにお話しているの

ですが、一応、再生団体の判断指標は 20 から 30 でないかということで先ほどから説明しておりま

すように、失礼しました、25 から 30 ということで、その下限の方の25 で努力をしていると。健全

化団体の方もですね、これははっきりしていませんが、いずれにしても10 前後の数字になるのでし

ょうか、想定では。10 になるのか、５になるのか、わかりませんけれども、その辺の数字になりま

すが。わからないですが、例えば、そういう想定をされてもですね、いずれにしても我がまちでは

ですね、どこのまちでもそうですけど、再生団体を免れても健全化団体にはどうしてもなってしま

うのですね。例えば、標準財政規模が60 億だとして、10％ということになると６億ぐらいになるの

ですか、そうですね。25％をクリアとしたとしても健全化団体になりますので、先ほど言ったよう

に健全化計画を立ててですね、外部監査の導入という形の中で健全化を図って行かなければならな

いと。ですから、この計画期間もですね、おそらく10 年以内というふうに私ども判断しておりまし

て、いずれにしても、どうなろうとも、再生団体を免れても健全化団体としてきちんと財政の健全

化を図って行く、そういう対応をして行きたいとこのような計画で今、ご説明をしたところでござ

います。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 健全化団体というのは、まだ数値がよくわからない。滑らかな変化をして

でも、努力してでも出来なければ再生団体に入ると、こういうふうにして理解しているのですけれ

ども、それでいいのですか。というのは、再生団体というのは、例えば夕張のようなのが再生団体

でしょう。それから、健全化団体というのは、ほとんどのところは健全化団体に入るのではないの

かと。先ほどの町長の話ではないけれども、90％ぐらいは健全化団体に入るのではないのかという

ようなお話がちらっとあったと思うのだけれども。そういうふうに理解していいのですか。違うの

ですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 逆でして、90％の自治体が言うなれば、赤字を持たないで健全な財政

経営をしていると、そういう意味です。ですから、今、滑らかなというお言葉になりましたけれど

も、健全化団体だろうと、再生団体であろうと、期限を決められて再建を図って行かなければなら

ない、再生を図って行かなければならないというふうになってまいりますので、要は、違うのは、

国の管理下に置かれるか、独自の財政再建の道を歩むかと。そういうところでご理解をいただけれ

ばと思います。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。いずれにしても大変だということはわかります。それでね、

ちょっと確認をしておきたいのですが、数値の問題で恐縮ですけれども。私が一般質問した時は

48.1％というのが、今回の決算では 41.0％になっているわけですよ。それで、48 から 41、７％、

金額にして５億 300 万減ったという理由は数値的になぜなのかということと、この数値はどこから

の指示で41％になったのか。それをちょっと教えてください。 
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○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 加藤委員がおっしゃっているのは、48 というのは新聞報道された数値

だというふうに思っているのですが。ここでは、前回の議会でも議論ありましたけれども、水道会

計ですとか、老保会計ですとか、黒字の会計がありますので、そこを差し引いて連結の全体の、要

するに収支不足を算定すると、ここにあるように25 億 1,300 万。その比率が 41％ということです。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。それはわかるのだけど、その指示がね、当初は入れないでい

たから 48 になったのでしょ。今度、入れなさいという指示はどこから来たものですかということな

のです。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 指示というよりも、48.1％で新聞報道されたのは、総務省の方で黒字

の会計を、例えば、水道会計の黒字の部分は赤字がないから赤字はないよという斜線を引いて黒字

では出していないのですよ。そういう数字を出したものですから、それぞれの新聞社が独自で赤字

額を合算して、その比率を出して報道したというだけなのです。総務省が出したわけでもありませ

んし、私どもも。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） それでね、新聞社、新聞社と言うけどね、みんな 48．1 で出しているので

すよ。日本経済新聞も 48.09 で出していますし、新聞社の名前を出すとあれだけど、道新もその数

字になっているわけですよ。新聞にはね、新聞独自で試算したのだけれどもと、こういう表現はし

ていますよ、確かに。しかしね、日経新聞と言ったら全国版ですよ。それも48.1 ですよ。それは総

務省の指示でなければ、そういう見解は出てこないと僕は思うのだけれども。それがいつのまにか

黒字の部分は入れますよと。それは結構なのです、入れてくれればいいのです。私もそれを主張し

ていたのですが、それであれば基金も入れなさいというふうに私は言ったのだけども、基金は入れ

ない、それから、水道の黒字の４億 3,000 万はあるのだから入れた、あとは入れないって、そうい

う勝手なことで数値を入れたり入れなかったりしていること自体に私は疑問を感ずるのだけれども、

その辺りはどうですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） ちょっと私の説明が悪いかもしれません。総務省が出した資料の中に

黒字が入っていないということなのです。新聞社はそれしか知らないということなのです。簡単に

言うと。それで、連結赤字ある額を全部合算して、このまちは赤字が何ぼあって、何％ですよとい

うことで出したということですから、総務省もたぶん、その指示はしているわけでもないですし。

出した資料に基づいて試算したということだというふうに思います。それでですね、今のところ私

どもは 25 億 1,300 万、41％で出したのは、当然、今の法律の中では黒字は黒字で見ていただけると

いうものですから、それに置き換えて試算を我々はしたと。黒字も入れていますということです。

ただし、基金は入ってございません。基金については、４つめの指標の将来負担比率ですね、こち

らの方でカウントされると。ですから、赤字から除外されると。こういうことになると思います。 
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○委員長（及川保君） 他、どうぞ。13 番、斎藤征信委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） １点お尋ねをしたいのですが。財政が大変だということは、前から

ずっと論議はされてきたことなのですが、今までの議会の論議の中で夕張とは違うのだということ

で、まだまだ大丈夫なのだという感覚というのは私たち持って来たのですよね。それが甘えと言え

ば、そこら辺をきちんとしなかったと言われれば、議会の責任も問われるわけですけども。こうい

うふうに今、再生団体になるか、ならないかという危険なところまで察知できたのが、本当に先ほ

ど寝耳に水という言葉がありましたけどね、私たちもそのような感じがするのですよね。だけども、

こういう危険が察知できたがいつだったのかと。だから、これが急激にこういう状況が生まれたの

か。前からわかっていてね、それを触れないで来てしまったのか。その辺りのことについて、ちょ

っと伺っておきたいのですよね。やはり、執行者も全部みんなで大丈夫なのだという感覚で来たの

かどうなのかね。これはたぶん、これから住民に言われるところだろうと思うのですよ。お前たち

はなぜわからなかったのだと。その辺り考えてみたいと思うのですけれども、その辺りを伺いたい

と思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 我がまちの財政状況について、私、冒頭にご説明しましたけれども、

三位一体改革が開始されるまでは一般会計で収支不足というのは生じていなかったのです。ですか

ら、今の反省としてはですね、この時期にきちんと他会計、赤字分に繰り出すものは繰り出すべき

だったということの反省は、町長が何度も申し上げているとおりでございます。その後、16 年度か

ら今の財政改革プログラムを策定しましたけれども、この中でも相当厳しい状況というのは議員の

皆さんにもご説明していると思います。そういう中で一般会計をまず収支均衡を図りながらですね、

しかも、財政町政基金をきちんと使わなければできませんよということも申し上げておりますし、

その中で一般会計の収支均衡を図りながら、そして、１億円程度の財源については赤字に繰り出し

ていこうと、こういう計画で実はやってきておりました。２年間はですね、これはできたのですけ

ども、残念ながら、やはり交付税が思いのほか三位一体改革という中で、ご存知のとおり６億ほど

今、削られてきている状況ですから、その繰り出しはここ２年間できなかったですけれども、今ま

でいろいろな取り組みをする中で何とか一般会計の赤字だけは出さないでやってこられたと。これ

は決して払いの計画ではございませんで、そこをしのいでですね、いろいろな交付税の関係から含

めて、国の支援も含めて状況が変わることも期待しながら、また、最大限努力をして次を迎えよう

と、こういうことをやってきたわけです。そこはご理解いただきたいと思います。それで、その後

は、今、私が説明しましたように、今後を見通していくと、さっき言った要因の中でますます、今

までは今までとして、さらに98 億まで赤字が増えるという財政構造になっているものですから、い

ろいろ要因を先ほど申しました。ですから、そこを解消しようというのが今回の計画です。 

 夕張とは違うのだというのは、これはまさに夕張とは、僕は違うと思っています。議員、ご存知

のとおりですね。もう夕張は 350 数億の赤字があって、しかも、行政経営も我々とはちょっと違う

と思っていますし、我々はやるべきことをやってつくった赤字はありますけれども、そういった将

来に向けての財産を持っておりますし、そういう努力をすることで我々は絶対ね、私たちのまちは
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将来的にもきちんとしたまちづくりができるというふうに思っておりますので、そこでは何度も夕

張とは違うのですよとこうは申し上げましたけれども、ただ、新しい法律ができますと、そういっ

た私どもが財産と思っている資産も、これは不良債務だということで判断される状況にありますか

ら、そこのところも含めてこういった対策を取って行くということでございます。 

○委員長（及川保君） 13 番、斎藤征信委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） わかります。私が議員になった時にちょうど三位一体改革が出てき

て、４億から６億の財源不足が生じてきて、それに対応しなければならないということでもう本当

に精一杯だったということは、状況として私もよくわかっているつもりなのですけども。そこで、

先ほど町長が今までの反省として４項目ばかり挙げられましたね。そんな中で身の丈以上のことに

投資をしてきたのではないか。それから、単独事業か、補助金事業か、その辺の見極めが悪かった

のではないかとか。そういうようなことというのは、かなり以前から引き継いできた事項になるわ

けですよね。だけども、その時点では交付税を当てにしながら何とかやって行けるだろうという見

通しがあったからそうなって来たのだろうと思うのですけどね。飴谷町政になって、そういうこと

を継続したのではなくて、それはそれとしてね、本当に金のかからない部分でやって行こうという

努力をされてきたことは私たちも知っているわけですよ。じゃあ、先ほど挙げた４項目というのは、

前からの町政が継続されているということでの責任というのは十分あるだろうと思うのですけれど

も。本当にこれで町民が納得できるのかと。こんな反省でやって行けるのかと。だから、今、どう

なのだよとこう聞かれた場合に、赤字に転落して行く理由になるのかどうなのかとね。もっと具体

的な説明を聞いて理解できなかったら、住民は納得できないのではないのかなという気もするので

すよね。これから、町民に説明していく時に、赤字を拡大していくことをそのまま見逃してきたの

が悪かったのだ、ごめんなさいでは済まないなという気がするのですけどもね。その辺りはどうい

うふうに考えたらいいのか。考えがありましたら、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 繰り返しになるのですけども、企業会計、特別会計はずっと赤字があ

ったのですよね。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） まずですね、あらゆる要因があったということは事実だと思います。三位

一体改革もそうですし、私の言っている４項目も入っています。ただ、はっきり申し上げますと、

今回の連結決算が 10 年前連結したらどうなのだと言ったら、10 年前でも明確に健全化団体、もし

くは再生団体の対象になっただろうと。もう 12、13 年前でもですね。そうだと思います、数字を追

って行くとですね。ですから、そういう中でですね、ただ、まちの振興策は止めてはなりませんの

で、一方では特別会計、企業会計に繰り出ししながら、まちづくりも歯車の速度を変えながらでも

払っていこうと、赤字を解消していこうという、実は、努力はしてきたのですね。ただ、ここにき

て連結という非常に重い国の方からのたががはめられたので、この作業を、要するに我々も 15 年、

20 年で解消していこうと言っていたものが、まず、20 年度の決算でそれを判断しますよということ

になったものですから、今、我々が皆さんにご説明しているプログラムの改革になったということ
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なのです。ただ、町民からですね、なぜ、こうなったのだと言われても、それはあらゆる要因があ

るわけですね。交付税が減らされたり、ただ、そういう中でも公共事業はやっぱりやってきたと。

後で皆さんに資料をお渡ししますが、例えば公共事業やりますよと、起債借りてやりますと。起債

の何分の１かは交付税で見ますと。そうしたら、交付税の金額がまた上がるわけですね。だけど、

借金はそれ以上に上がるわけです。この繰り返しを実はやってきたと。要するに交付税も増えてい

るのですが、それ以上に借金は増えると。事業をやるからそうですよね。その繰り返しを結構長い

間やってきたということが積もり積もって、これだけの起債になったということなのですよ。そう

いうものも要因の一つなのです。そして、ここにきて三位一体改革で上がった交付税が５億ぐらい

どんと削られたと。それで、我々の計画も実は成り立たなくなったので、こういう大変厳しい、職

員にも、町民に対してもこういう厳しい処置をお願いせざるを得なくなったというのが事実でござ

います。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員外議員。 

○委員外議員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。今、答弁ありましたように、国の制度が変わった

ということが私は一番大きいと思うのです。今、町長言われましたようにね。当然、これは以前に

同じ指標が出れば、どこかでどれか形にはなっているのですよ。それが、今回の６月に出たという

ことがまず一番目、私ははっきりしているのはここだと思います。同時に、中身はこういう中身で

すから、出ようと出まいと中身は同じだという認識に我々は立たなければいけないと、こうなると

思うのです。そうしますと、議会は議会側として、特に私はちょっと長い間議員をやっております

ので、そういうことで言えば、やっぱり議会のチェック機能がいかがだったのかと。それは、国の

制度が変わったにしろ、財政再建団体というのは一般会計で今まではなっていたものが、今度は連

結になるということの結果。夕張とは違うというのは、そこはもう完全に違うわけですけれども。

そういうことで言えば、やっぱり我々議会がチェック機能をいかに発揮してきたのかと。いずれに

しても、この赤字というのは、連結でやれば赤字はずっとあるわけですよね。無かったものではな

いのですよ。そういうことを我々が見られなかった、我々というか、私は見られなかったというこ

とに対しては極めて反省をしなくてはいけないし、本当に町だけが悪いわけではなくてね、議会の

チェック機能がいかに役割に果たしていたのかということで言えば、本当に僕自身は反省しなくて

はいけないし、反省だけで済むのかなというふうにも実は思っています。そこでね、町長の４つの

反省の中に、１つは税交付税を含めた歳入に見合う仕事というのがありました。今、同僚議員の質

問にありましたように、現実的にはそういう努力をされたというのはわかります。４年間そういう

努力をされたと。全部とは言いませんけれども、少なくとも三位一体改革以後の財政改革がされた

わけですから。それから、補助事業、単独事業を見極めた上での事業実施というふうに言われたの

ですよ、町長がね。それでね、これは前の財政改革プログラム、16 年 12 月に出されたものの10 ペ

ージに主な公共事業の整備状況及び事業費というのがあるのですよ。これは町がつくったものです。

10 年間で下水道を入れると 318 億、それぐらいの事業なのですね。これは平成６年から平成 15 年

までです。もちろん、議会が賛成したから、この議案は通って、町民も恩恵をこうむったというこ

とは事実です。そこはもう認めています。それで、下水道で 120 億。普通の一般財源で行なえる事
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業が約 200 億ぐらい。10 年間で事業費が。ここにやっぱりきちんとチェックが、将来の起債方向や

補助事業と単独事業の見極め、それから、臨時事業費。特に臨事業費をどこでどのような形で決め

てやったのかと。財政の内容をどこまで熟知して、ここがやられたのかと。お金があるからやって

しまったのかというようなところはですね、かなり説明の中で必要だろうと思うのですよ。それは

どうしてかと言うと、同僚議員が言われたように、町民が納得するというのは、もちろん議会の責

任はたくさんありますけれども、同時に、では、なぜこうなったのか。国の法律以外に白老町の事

業実施の中でなぜこうなったのかと。このことで今の問題は解決しないけれども、納得してもらう

ためにはここのところをきっちりやらないと、正確にやらないと駄目ではないかと。対応策はこの

後で質問しなければいけないと思うのだけど。僕は一番最初に大切なのはやはり、こういう状況に

なぜなったのかということをどこまで解明できるかというあたりが非常に大きなポイントだと思う

のですけれども、その点あたりはどれぐらい解明されていますか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 今、大渕委員がおっしゃられましたようにですね、なぜ、ここまで財

政が悪化したかということについてはですね、先ほど、冒頭、私が申し上げましたけれども、何と

言っても国の日米構造協議から端を発して、いろいろ公共事業をやれやれというのは実はあったの

です。簡単に言うと、1996 年、11 年前ですね、一番事業をやっている時をちょっと見てみたのです

けれども、11 年前から３年間で起債を 77 億使って事業をやっているのです。学校、下水、それか

ら、地区会館、道路。これがやっぱりですね、今、かなり財政運営上、極めて悪影響を及ぼしてい

るというか、そういうふうに思っています。ですから、その時になぜ、そこを見極められなかった

かというふうに言われたのですけど、まさにその当時は本当に国の方からどんどん、どんどん補正

で財源付けるからやってくれと。それをやらなければね、極端なことを言うと、下水をやれば、い

ろいろ後は知らないよとか、実はそんな圧力も正直あったのですよ。ですから、そういうことをさ

せておきながらですね、それはきちんと後で国税で面倒をみるよと言っておきながら、三位一体改

革の名のもとで国税もどんどん削減されてきていると。それ以上のことは言えませんけど、本当に

地方としてはね、それに乗った我々も悪いかもしれませんけども、そういった国のやり方について

は非常にやはり我々としては、今、考えると憤りを感じます。ただ、そんなことを住民に言っても

仕方ないので、そういうことがあるという事実はこれから言っていかなければならないと思います

けども、それは反省の上に立ってですね。町長が何度も申し上げておりますけれども、今後はそう

いうことのないように、きちんと我々も議員の皆さんと相談しながらですね、ある程度、情報もき

ちんと伝えながら、今後のまちづくりをやっていかなければならないのではないかなと、そういう

反省になってしまいますけれども、解明をすれと言えば、そういったことの一つひとつの解明はで

きていくというふうに思いますので、それは町の方でもある程度。議員さんもこれから地域ですと

か、いろいろなところへ行ってご説明される機会も多いと思いますので、その辺のところは我々も

十分、解明となるか、説明になるか、わかりませんけれども、そういうものは資料としてまとめて

行きたいというふうに考えています。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員外議員。 
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○委員外議員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。当然、私が今、聞いたのもね、我々が賛成して、

反対しても賛成しても同じことなのですけども、議会の承認を得てきちんとやっていることなので

すよ。そこはもう私、十分承知していますから。我々に責任がなくて、皆さんに責任があって、今

のことを解明したら全部わかったとなるかって、そんなことを僕は言っているのではないのですよ。

そこは理解してください。我々の責任は、フィフティー・フィフティーでちゃんとあるわけです。

議会が承認しているわけですから。反対しようと、賛成しようと、質問しようと、何しようと、事

実としてはこうなっているわけですから、そこのところは、私はよく理解しています。その上でな

ぜ、こうなったかというのはもうちょっとわかるようにしないと説明のしようがない。国がやれと

言ったからやったのだと。そうしたら、将来77 億の借金返すのはどうやって考えたのだと、こうな

りますよ、それは。その時、いや、それは何も無いけどやったのです、国がやれと言ったからやっ

たのですということには、僕はならない。だから、さっき言ったように、例えば臨時事業費という

のはどこの査定でどうやってやったのか。財政課なら財政課がどこまで関与して許可をしたのかど

うかというようなところがはっきりしていかないと僕は駄目だと思うのですよ。駄目だというのは、

説明のしようがなくなるのですよ。だから、国がやったのだよということであれば、それはそれで

いいですよ。それで済んでしまうから。だけど、そこのところが例えばね、この 77 億の起債を使っ

た時に補助が使えなかったのかどうかというようなあたりのチェックがなかったのかどうかという

あたりは。今、ものすごく忙しくて寝ないでやっている人たちが全部そんなことを調べてやれなん

て言っているのではないのですよ。そういうことをきちんと抑えて立てないと、反省しないと駄目

ではないのかなという意味なのですよ。だから、町長の反省の中にある補助事業と単独事業の見極

めはどうするのかと。単独事業の場合は、例えば町がやった仕事だよね。補助事業の場合は補助金

が入る。当然、会計検査員が入ったり、入らなかったりもするということにもなりますよね。です

から、そういう細かなことを全部やりなさいというのではなくて、そういうことをどう見ているか。

将来に今の反省を活かすとしたら、そういう臨時事業費をどうつけて、どこまで関与してやったの

かとか、補助単独がどこまで精査されてやられていたのかということが見極められないとね、次に

活かすという時になかなか大変ではないかなと思うのですよ。責任はどこにあるかということはわ

かります、それは。我々も同罪だし、わかりますから。そこら辺あたりはどう認識されていますか。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 町民にしっかり理解してもらうということはなかなか至難のわざだと実は

思っているのです。なぜかと言うと、1,800 の自治体が全国にありますと、この前、全国で６番目

になっているわけですね。今、たとえ国が公共事業をどんどんやりなさいと、起債で見ますよと、

交付税にも反映させますよと言っていても、では、よその町も同じ考え方でやったのかということ

になるのですね。今の実態からいくと正直言って、町民に説得力はないだろうと私は思っています。

それでは、起債イコール借金ですよと。これは基本的な考え方ですけど。当時は本当に借金を返す

ための努力もするし、一方では公共事業、要するに町民生活の安定のために公共事業をどんどんや

ったと。そのバランスなのですよね。だから、私は３番目で言っています、税収・交付税の歳入に

見合う以上の公共事業を長年行なってきたことが実は大きな要因ではないのかなと。いろいろな国
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の背景もございます。これで３割、４割の団体がうちと同じ状況であれば、町民の皆さんも納得す

ると思うのですが、少なくとも1,800の内1,794の団体がうちよりましですよということになると、

これは本当に町民に対してはかなり厳しいと思います。私も実際、町民の方から電話が来てそうい

う議論もするのですが。ですから、今、言えることは反省の上に立って、なお、反省するというこ

とと、これは本当にまずは職員から、私を初めですね、その痛みをまず持って町民に納得していた

だくと。ただ、今、言えることは二度と将来同じような過ちを繰り返すことはならないということ

を逆に真実を伝えることによって、それは回避されるのかなと思っています。いろいろな事情はあ

りますが、たぶん納得してもらえないだろうなというのが私の実は、町民の方から何件も今、電話

来ていますけど、私の実はそれが実感です。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員外議員。 

○委員外議員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。簡単に。今、町長が言われました言葉尻ではない

のですよ。真実を伝えれば理解してくれるという真実というのは、今の中身なのか、それとも、違

うことなのか。真実というのはやっぱり77 億の起債をやった時の状況というのは、それが解明され

たからって何も戻ってくるものもありませんしね、それから、財政が好転するわけでもないのです。

だけど、我々も携わりながら下水をやったと、国がやれと言うからやったと。町長が言われたとお

り、他のところはやっぱりやらなかったのですよね。やらなかったから今みたくならないというの

は、今、町長が答弁されたとおりだと私も思います。ただ、そういうところがそこまで解明する必

要はないというふうにお考えですか。私の言っているのは、そういうプロセスや補助事業・単独事

業の中身の問題、そういうことは解明しなくてもいいという考えかどうかだけ。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 私も今、行政の最高責任者をやっています。これはあくまでも予測の範囲

だと思うのですが、バブルがはじけて地域経済が疲弊しているということも実はあったと思います。

ただ、私の今の立場だから言えることは、やはりトップとしての判断で、理事者の判断でそれを十

分理解した上でやったのかやらないのかわからないですけど、今、結果論としてはその辺を見極め

た上で職員に対して工事の着工を命令すべきだったのかなと思っています。これは最後には町長が

決める話でございますので、なかなか職員には難しい部分があるのかなと思っています。ただ、全

ての情報が町長に入っているわけでもございません。ですから、政策決定にあたっては、その辺の

借金と地域経済の疲弊のバランス。借金は返すことが前提で借金するわけですから、その辺の受け

止め方と言いますか、考え方が若干・・・。ちょっと私もあまりうまく言えないのですが、そうい

うことだったのかなと思っています。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員外議員。 

○委員外議員（吉田正利君） いろいろな要因でこの現状を生んできたことは、事実は否めないわ

けでございます。町長は先ほどからこれらを回避するためには不退転の決意でということを話して

いるわけです。平成 20 年まで約 27 億の財源を確保しなければいけないというような具体的な目標

を掲げてやっているわけでありますが、私は今日の説明の資料はあくまでも財源確保のための企画

書であって、具体的なプランニングではないという捉え方をしているわけでございます。やはり、
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これを進めるにあたっては具体的に、もう 20 年と言いますと 20 ヶ月しかないわけです。その期間

帯の中で、この膨大な数字を削減する、あるいは効率化するということを企画する段階で、要する

に誰がいつまでいくらぐらい下げるというような具体的な対策をきちんと立てなければ時間切れを

起こすのではないかという考えを持っているわけです。それで、企画担当部署に質問いたしますけ

れども、この企画をするにあたって、そのような考えを持って、この26 億 7,000 万の数値をどのよ

うな体制で20 ヶ月で確保するのかというような具体的な案を並行して出されているのかどうか。こ

れについて一つ、ご回答いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 議員がご指摘のとおり、今回は一応、基本的な骨子ということで数字

はある程度固めた形でやっておりますけれども。実はここに上げるまでにこれまでも、ここにいる

スタッフが中心になりまして一つひとつ対策を積み重ねて、その試算もしてございます。それで今、

ここではっきりしているのは人件費の分しかはっきりしていないのですが、項目としてはいろいろ

な将来的な超過税率を負担していただくことまで全部試算しているのですが。それで、先ほど勧奨

退職の話をさせていただきましたけど、今、全部説明会に歩きまして、８月いっぱいで勧奨も募る

ということにしてございまして。それから、秋には仕様が固まっていくと、そういうことも見なが

らですね。現在、そういうことがあるものですから、全体固まった数字はお示しできませんけれど

も、今、事務レベルではそういうことを全部積み重ねているということでご理解いただきたいと思

いますし、あわせて、今後一つひとつ対策項目が明らかになってまいります。数字も固まってまい

ります。そういうことも含めてですね、指標が出た段階でそれらを、いろいろな試算をしているの

ですが、それらを持ってですね、今おっしゃった具体的な実行計画をお示しすることになっており

ますので、そういう作業を進めているということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員外議員。 

○委員外議員（吉田正利君） 今、副町長からご回答いただきました。たぶん、そのような考えで

進められていると思いますが、具体的に例えば現時点でそれらを実行するための日程、スケジュー

ルをどのように捉えているのか。今、具体的には出てきませんけれども、その考え方をお聞かせい

ただきたいと思います。当面２年の分だけで結構でございます。 

○委員長（及川保君） 岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） それでは私の方から。具体的なスケジュールということです

ので。まず、対策の項目につきましては、すでに実行するという中では人件費の対策ですけども、

これは 20 年１月実施という中で、先ほど副町長の方からお話があったとおり、職員への説明を行な

ってございます。それと、具体的な町民サービスの見直しであるとか、内部管理経費の見直しとい

う部分でございますが、これも７月いっぱいまでには両副町長が主になりまして、各現課とのヒヤ

リング作業を進めまして項目をまとめることにしていますが、すでにその対策の柱となる項目につ

いては、今の私どもの対策室でまとめてございます。これをもとにですね、どこまで項目を取り組

んで行くかという具体的な作業に入っていくということにしてございます。それで、実際にそうい

う項目の整理は、内部管理経費については19 年度中にも取り組めるものは取り組んで行く。それで、
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20 年度の対策については、20 年度の予算編成にまで間に合わせるとこういう考え方です、対策項目

については。それで、それらの項目については、先ほど副町長からもお話がとおり、秋から年内に

は指標が出るだろうとこういうことでございますので、最終的なプログラムにつきましては、これ

を目処に固めるという作業を今、順次進めているという状況でございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩といたします。 

休  憩   午後 ０時０７分 

                                           

再  開   午後 １時００分 

○委員長（及川保君） それでは、休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。 

 それでは、吉田議員の方から。９番、吉田正利委員外議員。 

○委員外議員（吉田正利君） 先ほどのお話中で進め方の一つの考え方なのでございますけれども、

やはり、これだけの重要な問題を抱えて２年間の間に完成するということは並大抵のことではない

と思うのでございます。旧来のような考え方でこの問題に取り組んだ場合は非常に危険性があると、

達成度合において、そう感じております。それで、私は少なくても、この企画がすでにもう取組み

の企画ができておりますので、これらを実施する段階になった時には、遅くて10 月、手の打ち方に

よっては９月段階から入らないと実質的な実施する機関が無くなってしまうという考えの方が正当

だと思うのでございます。いろいろと個別にいくと小さいものでございますけれども、そういうふ

うなことを踏まえてですね、やはり役場内部の取り組みの姿勢、組織の体制、それをどのようにし

て対処しようとしているのか含めてお伺いいたします。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） このプログラムについては10 年間、一応計画で取り組んでまいります

けれども、先ほどから申し上げておりますとおり、20 年度をまず一つ、新しい法律に対処するため

に 20 年を中心に取り組んで行くということで今ご説明申し上げております。それで、内部の姿勢を

含めてですね、早めに対応しなければ間に合わないよというご指摘でございますけど、まさに私ど

ももそう思っておりまして、そういう関係から、先ほど岡村参事の方からご説明いたしましたけれ

ども、当然、来年の予算編成に向けて整理するものはきちんと整理しなければなりませんし、職員

の人件費も今年度中にということで、19 年度から取り組むということで、今、職員の皆さんに説明

をお願いしにあがっているところでございます。それで、そのことを含めて９月、10 月というお話

がありましたけれども、この時点でたぶん政省令は12 月、年内いっぱいということになっています

ので、私どもとしては９月、10 月にこういったところの指標がだいたい明らかになってくるという

ふうに捉えていますので、このことも含めて 19 年、20 年の２ヵ年の中でなんとしても財政再生団

体入りだけは回避する、そういった数字の積み重ねも含めて計画を立てたいと思いますし、その時

点でまた議会の方にも説明する機会を設けさせていただきたいと。随時、変わるようなことがあれ

ばですね、また、いろいろなことが判明して議会にもご相談しなければならない時にはですね、こ

ういった形で議会の方にも説明し、協議いただく、そういう予定でおりますのでご理解いただきた

いと思います。 
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○委員長（及川保君） よろしいですか。 

○委員外議員（吉田正利君） 組織的な取り組みの手法についてはどうお考えですか。 

○副町長（三國谷公一君） 組織の関係については、私こういうことで専任でやっておりますし、

私中心になって進めてまいりますが、先ほどから言っておりますけれども、両副町長が中心になっ

てですね、先頭になって、それぞれ担当課の方と連携しながら一つひとつの取り組みをしてまいり

たいとこのように考えています。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 国の兵糧攻め、あるいは急な方針転換によってですね、町の方も本当

に短期間に大きな手を打たなければならない。特に給与削減という大変なことも町長、副町長始め

として、また、担当課の皆様方も大変な断腸の思いでその辺のことを考えられて、提示されたもの

だということで心の中を大変お察しを申し上げたいと思います。そこでですね、私は給与削減と職

員削減の兼ね合いについて、私なりに考え方をちょっと質問というよりも提言と申しますか、でき

れば検討していただけることを望みたいという思いでちょっとお話させていただきたいのですけど

も。平均 20％給与カットするということはですね、しかも 10 年間という長いスパンの間で平均20％

カットする。これは大変、いわゆる家庭のいろいろな計画が狂ってしまうことも想定しますし、家

のローンですとかいろいろな問題、子どもの教育の問題、あるいは間接的には白老の消費経済と申

しますかね、そういったところにも微妙な影響をもたらすということも考えられると思うのですよ。

一番やはり懸念しているのは、職員の士気の低下、モチベーションの低下ですね。これによって、

はたして本当に役場の機能が今まで同じ形で充実していくのかということとですね、もう一点は逆

に、今、白老は自主・自立を目指しておりますけども、10 年間も続けることによって、これは例え

ばの話ですけれども、建設的な考え方での合併論議ではなくて、安易な形での合併論議が役場の中

で出てこないとも限らない。それがはたして、いいかどうかということもあると思うのですよ。そ

れで、ちょっと提言させていただきたいのがですね、前に総務文教常任委員会の道外研修で自主・

自立のまちづくりに積極的に取り組んでいる矢祭町というところに研修に行きました。これは、個

人的には２回目の研修でありまして、議会の会派を超えた同期の勉強会エンドレスというのがある

のですけれども、それで前に札幌の土曜講座に出向いて、そこでも一度研修しております。そこで

はリーダーのお話。総務文教常任委員会では町長からのお話を聞くことができたのですけれども。

やはりですね、相当思い切ったことをやっているのですね。それで、この職員の削減のことなので

すけども、約 85 人でしたか、10 年間で平均的に８人から９人ということですけれども、もう少し

人数をやることによって給与の 20％削減を何とか 10％ぐらいにとどめることはできないのかとい

うふうにちょっと考えたのですよ。難しいかもしれませんけれども、例えば矢祭町でやっているこ

とを何点かお話しますけども、時間がありませんので。給食センターの民間委託、あるいはデイサ

ービスセンターの社会福祉法人への民間委託、あとは出張役場制度ですね。役場職員の自宅を窓口

に水道料金の徴収ですとか、証明書の発行だとかをやると。あるいは税務課を置かずに、特別職も

含めて全職員で税金滞納ゼロを目指していると。今、何点かお話しましたけども、こういうことに

よって自主的な町民ボランティア団体が非常に活発化してですね、町民自ら、町は大変なのだから
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助けようということでボランティア団体が活発化されているのですよ。私が心配しているのは冒頭

に申し上げましたとおり、職員の士気の低下ということ、20％カットやることによってですね。こ

れを何とか他の方法で回避できないのかという思いから、研修で勉強したことで、これとうまく、

このようなやり方も一つあるのではないのかなと。職員の数をもっと減らして、課の統合ももう少

し検討してですね、そして、民間に委託できれば、どんどん民間委託する、そういう中で本当に小

さな役場をつくって職員の給与を大幅に削減するスパンをもっと短くすると、このようなことを検

討できないのかなというふうにちょっと考えましたので、この点について、検討の余地があるかな

いかも含めてご回答いただければと思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 今、矢祭町の例でお話がございましたけれども、私どもはまったくそ

のとおりでしてですね。内部の検討の中でもそういうことは十分話し合っております。さっき言っ

た、特定の雇用制度というのもその一つなのですけどもね。要は、職員を減らして内部管理経費、

また、行政のコストを下げていくとこういうことなのですが、それで、町立病院の話もありますし、

今、保育園のことも進めております。ただ、これはご存知のとおり、整理退職ということはなかな

か難しいものですから、どうしてもできるだけそういう環境、それから、雇用の場も無くすわけに

いきませんので、そういうことも含めて考えていきますと、今おっしゃっているようなことは十分

理解できますし、我々も一つひとつ検証はしています。ただ、言えますことは将来的に今の役場組

織、今の人数体制ではやって行けないのですよ。先ほど説明していますように、財政構造自体が今

の組織を支えていけるようなものになっていませんから、ああいう毎年の収支不足が出てくるとい

うことでありますので、その辺の改革は必要だというふうに思っています。それで、いろいろな検

討は進めていますけれども、あまり具体的にはちょっとここでは言えませんけれども、そういった

事務事業の見直しも含めて、必ず役場の職員がしなければならない事業もありますし、どんどん民

間に委託してやっていただくという事業もありますし、そういった整理も今、含めながらやってい

るところでございますので。ただ、基本にあるのは職員のある話ですから、そこのところは急激に

はできないと。ただ、これからの組織運営、行政運営を考えていく時にそういった手法は当然視野

に入れていかないとこの辺の改革はできないというふうに考えております。今の時点では本当に職

員に対しては大きな給与削減になっていますが、これをすることに、いろいろな今言った手法を講

じることによって、今の 10 年の計画、職員の 10 年間の給与削減も１年でも２年でも、３年でも早

くこういうことが解除できるような、そういう努力は並行して積極的にやってまいりたいというふ

うに考えています。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。先ほど大渕議員の方から古い議員の一人として、いろいろな

面で責任を感じているという話がありました。私もそのうちの一人でございまして、非常に反省し

ている面もあるのですが。夕張市の例ではございませんが、議会の理事者は何をやっていたのだと、

こういう批判とともにですね、議会議員もチェック機能を十分果たしていたのかと、こういう批判

もあるのもこれは事実でございます。それで、先ほどらい、大渕議員からも提案ありましたけれど
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も、今までの一つの例として77 億円の話も出ていましたけれども、そういう問題を十分我々が共有

の認識を持っていなかったというところも非常に多いと思うのですが。それで、議会人としての反

省としてですね、今までの議会のあり方でよかったのだろうかと、こういうことを現在ですね、議

会改革の中で取り組んでいるのです。本会議の持ち方、それから、委員会のあり方、それから、所

管事務調査などをしてよかったのかと。今までの形態を見ると、全部が理事者からの提案を我々が

いろいろとああだ、こうだという議論をして可決するなり、否決ということはなかったですけれど

も、そういうふうにしていったと。ところが、それだけではやっぱり不十分だったのだろうと思う

ので、ここで言うのは妥当かどうかは別にしてですね、議会改革の中で今、政策研究会というもの

を立ち上げようという動きになっております。ここに居られる議運の方々はよく知っておると思う

のですが、まだ、まとまってはいません。しかし、それは何かと言うと、今までは理事者からの提

案ばかりだったのだけれども、逆に議会でいろいろなことを議論して、もちろん、その時は町の理

事者なんかも来ていただいて、もちろん一緒になって議論もするのですが、条例の提案だとか、条

例改正の提案だとか、それから、こうあるべきではないかというようなね、そういう議会の持ち方

を政策研究会というものの中で議論しようではないかという動きになっているのです。まさに今回

の問題はですね、町の理事者にいろいろな資料を出せ、今までの反省点をどう総括しているかとい

うことを追及する前にですね、我々議会議員としても一つの提案型の議会組織にしていかなければ

ならないのではないのかなと、私自身はそのようにも考えている。大部分はそういう意見を持って

おられると思うのでね。それで、議会の中にできうれば、近いうちに議運がありますが、その時に

でも特別委員会をですね、名称は別です、政策研究会という趣旨はそういうことなのですけれども、

特別委員会をつくって、そして、いろいろ理事者から出されている５つの項目ですね、そういうも

のについてできるものからどんどん提案していこうというふうに考えているのですけれども。そう

すると７月から８月いっぱい、今、休会中ではありますけど議会は開催されているわけですから、

その中で特別委員会を急遽立ち上げてですね、こういうもののあれを提案してみたいなというふう

に考えているのですけど、それを町の理事者に聞くのはちょっとおこがましい話でね。だから、そ

ういうふうに持って行きたいなというふうに持っているのですけれども、その辺り、議運の委員長、

もし、お考えがあったら聞かせてください。今後のあり方だから、あれなのですけれども。そうい

うふうに持って行きたいものだなと思っているのですよ。逆に提案しようと思っているのです。こ

の場所ではちょっと合わない話だということは十分承知しているのだけど。 

○委員長（及川保君） 加藤委員、これはまた別の時でよろしいですか。 

○委員（加藤正恭君） はい。そういう考えを持っているということが一つね。自分の意見だけ申

し上げて申し訳ありません。 

 それからですね、18 年度、44.8 ですね。それを 20 年度までに25％にするのですよと。歳入、歳

出を見直して。そして、25％に 20 年度の決算に持って行きたいという想定をしている。ところがね、

いろいろ努力したけれども、例えば30％にしかならなかったという場合ですね、そういう努力とい

うか、44.8％が例えば 15％ほどしか下がらなかったと。ですけれども、21 年度には 25％に下がる

よと、25％以下になるというような見通しがあった場合でもですね、25％というラインを引かれた
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場合には再生団体に入るのかね。その辺りの一生懸命努力している経過というものは加味されない

のかどうか。それは、法令には載っていないでしょうけれども、15％下げるだけでも大変な問題で

す。それを２年間で20％下げるわけですから。たまたま15％しか達成率がなかったと、でも、もう

１年経つと 18％になるとか、例えば 20％になるという見通しがあった場合でも 25％にならないの

だから再生団体だよというふうなラインを引かれるものかどうかね。その辺りの努力の経過という

ものは加味されないのかどうか。現段階ではどのように考えていますか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 基本的には法律と政省令ということになりますとね、これは基本的な

法律の定め方、政省令の定め方からいくと、基本的には何年というふうに決まれば、その何年だと

いうふうに思います。努力は努力として、それはしてくださいというふうになるかもしれませんけ

ど、そこのところは聞いていただけないような気がするのですね。ただ、ちょっと資産の話も前か

らずっとありますけれども、そういう資産の売却する努力をしていて、例えば１年以内に売れる見

通しのある土地は不良債務から除きますよという考え方は総務省内にあるというふうに聞いていま

すけれども、法律の骨格となる判断指標については、私どもはそういうことはありえないなと、１

年、２年猶予されるということはありえないという判断をしていますし、あくまでも20 年度で確実

に 25％を割る努力をすると、そういう思いであります。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですがね。例えば 25％に達しなくて、21 年度から再生団体に入ったと。

ところが 21 年の決算では、それが 18％に、例えばですよ、今までの経過からいって、努力で下が

ったという場合は再生団体をすぐ解除できるのですか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 指標で、判断基準で再生団体になったと、その段階ではまず

承認を受けるという形になりますね、計画をつくって。それを何年間で計画をつくるのだというこ

とになると思います。その計画期間が実はまだ決まっていないのです。ですから、うちが例えば20

年度の決算では、極端な話ですね、25％を超えてしまったから再生団体入りをしたと。ところが再

生団体の指標から、例えば１年後にはすぐ25％を割りますよと。割った時に再生団体が解除される

かどうかというのは、実は法律の中に書いていないのですね。あくまでも、再生計画を立てなさい、

何年間でやりますという基準の中でどこまで健全化させるかという、そういう計画を出しなさいと

いうことなものですから、そこら辺はまだ具体的になっていないのですね。その取り扱いが、例え

ば 25％以内になったから、今度は健全化団体になりますよだとかということにはちょっとなってい

ないようなのです。ですから、そこら辺がもし具体的にもう少しこの辺の手続きがわかりしだい、

計画のつくり方も変わってくるからという部分はあるのですが、今のところ基本的には、うちは独

自に再生のための計画をつくるのではなくて、独自の再建計画として10 年間のスパンの中で健全化

を図っていく、こういう計画をまずつくりたいと、こういうことでございまして、政省令の関係が

きちんと出た段階ではその辺もう少し詳しくお話できるのかなというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 
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○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。例えばね、20 年度では土地が売れないけど、21 年度に契約で

きるという確実な証拠書類と言ったらおかしいけれども、それがあって、そして、今はお金が入っ

てこないから意見はできないけれども、21 年度にはこのように工場誘致も、土地も売れるのですよ

という証拠書類でも見せつければ、例えば 20 年度の決算で 26％になっても、それが入ってくるこ

とによって15 に下がるとすればね、そういう証拠を付ければいいのですか。その辺りの臨機応変な

考え方というのは国にあるのですか。どうなのですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） これは何回もそういう議論になっているのですけども、要するに土地

資産ですから、まだ、はっきりしていないのですよ。何回も言いますけども。今のところ、それは

塩づけというか、売れていない土地については不良債務ですというふうに見ますと、見ざるをえな

いというか、見る方向ですとかという、こういう言葉なのですね。先ほど言っているように、いや

いや、そうではなくて、私どものところでは港も造っているしね、いろいろと今、企業進出の動き

もあって、積極的なセールス活動の中で土地だって売れるのですよと。言葉は悪いですけど、どこ

かの山の中の土地と違いますよということは再三言っているのです。ただ、それはもう色は付けら

れませんよと。そういう中で見られるとすればですね、何回も言いますが、会計法上の流動資産、

要するに１年以内で売れる、こういうものが完成土地であってですね、こういうものは不良債務か

ら除くことになるかもしれませんねと、そういう議論はありますよと、こういう程度なのですよ、

今、正直なところ。加藤委員がおっしゃるように、資産全体が控除されるという可能性もないわけ

ではないと思いますけれども、ただ、今のところ、そういうことだということなのですよ。ですか

ら、完成した土地１年間は不良債務から除きますと、その間に売ってくださいということになるか

もしれませんし、今、具体的に出た、来年にはもう買っていただくように仮契約もしていますよと

かね、例えば、そういうことがあれば除かれるかもしれませんし。その判断はいずれにしても、ど

ういうことでその判断をするかというのはこれからだということなのですよ。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 結局うやむやな状態でね。当初は 48％だったと。今は 41 になっています

けども。そういう十分な措置もわからないうちに、町民に不安感を与えているというね、僕はこの

効果というものは非常におそろしいと思うのですよ。今度、見られるようになりまして、例えば13％

になりましたってね、前の数値は間違いでしたって総務省が謝るわけにいかないでしょう。僕はそ

の辺りが非常に十分なね、こういうふうになって決まったのですよと、だから、白老町さんは41％

ですよとかって言うのならね、これは覚悟しなければならないでしょうけれども。まだ、何かこう、

今年いっぱいでなければわからないようなところでね。そして、41％だの何だのということ自体も

非常に町民に不安というものを与えた面では、非常に逆効果になると僕は思うのですよね。ですけ

ど、そんなの議論しても、総務省とけんかするわけにもいかないのでしょうけれども。省令が出る

まである程度静観しなければならない問題なのでしょうかね。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） ただ、一つですね。今、指標の関係で議論していますけれども、それ
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が不良債務になるか、資産になるかの判断によって、今、出ている数値は下がりますけども。ただ、

現実はそれで繰上充用していまして、一借りで毎年、毎年それを借りているわけですよ。ですから、

借金があることは間違いないのです。だから、計画上はきちんと返す計画を今、立てているという

ことで一つご理解いただきたいと思います、ここは。加藤委員がおっしゃるように48.1 という数字

が 10 何％に落ちても健全化団体になるわけですから、間違いなく。そうすると、健全化計画を立て

て、きちんと返すという計画をつくらなければならないのです。総務大臣の承認を得るか、町の議

会の同意を得るかの違いだけなのです。そこをご理解いただきたいと思うのですよ。ただ、そうい

うことで町民の皆さんが見た時に、内容が同じように見られるということなのですけどね。それは

だから、説明の中で確かにそこにいくと 40 何％という数字になりますけれども、29 億になるうち

の 22 億というのは土地の資産を持っているのですよと。これがさっきから言っているように、夕張

だとかそういうところとは違うのですよと。こういうことは言えると思うのですが、残念ながら総

務省から出た決算数値ではそういう数字になってしまうと、こういうことだというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 先ほどの加藤委員のお話で、ちょっともう一度お答えしたい

と思うのですが。法律の中身をよく読んでみましたらですね、考え方としては再生団体になれば最

後まで再生団体としての完了がしなければ、再生団体の完了報告書を出して、初めて完了という形

になるということなのですね。ですから、途中で好転しても、基本的には再生団体として計画を全

うして完了するということをですね、最終的に議会に報告して、その報告書を総務大臣に出すとこ

ういう内容になっていますので、やはり何としても再生団体にならないということでの取り組みが

必要だと。 

○委員長（及川保君） よろしいですね。12 番、吉田和子委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 吉田です。町民の方々からいろいろなお話の中で、最初のバブル崩

壊後の長引く景気低迷とかという、危機に至った三位一体改革による地方交付税等の減少等という

ことが書かれているのですが、町民の方々の中には、３年前ですか、町村合併でかなり財政的に白

老町も合併しなくて大丈夫なのだろうかという話が結構あったのですね。そういうことを踏まえる

と、今回も９割が健全だという話を聞いた時に、やっぱり同じように仕事がしてきていると思うの

です、各市町村全部。特に白老だけが、76 というのが 10 数年前にあったという説明もありました

けれども、それだけではなかったと。そういうものは全部、合併の時にいろいろな話があって、そ

して、自立していけるという道も全部示しましたよね。私たちも町民にそういう説明をして、自立

して白老はやっていけるのだよという説明をしてきたですけれども、今ここに至って、私個人の考

えなのですが、９割が健全財政だということは受け皿が大きくなった分そうなっているものなのか

どうなのかということが一つ。 

 それから、もう一つ。どうして急にここにきて、こうなのだろうと、私すごく、自分で自問自答

しているのですね。というのは、やっぱり町村合併を抜けると、何か絞めつけが来るという話はあ

りましたよね。そういうことを併せていくと、やっぱり町村合併をしていかないと苦しくなるよう

な状況がつくり上げられてきているのかなと、反対にね。そんなふうにもちょっと考えたのですけ
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ども。やっぱり町の中にはなかなかそういうことで合併しておけばこんなことはなかったのではな

いかとか、そういった話を聞いた時にそういう説明が私はきちんとできないで、今いるのですけれ

ども、その辺はどのようにお考えになりますでしょうか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 今回のいわゆる財政健全化法なのですが、ある一面では非常

に夕張を契機として、財政悪化している自治体を早期に健全化させることを促すという、こういう

法律というふうになっていますが、一方ではですね、やはり自立をしていくために身の丈に合った

財政運営をしなさいよというのが、実はこの法律の趣旨だと思います。ですから、うちの場合は、

特にこの20 年の中で指標が本当に悪いものですから、再生団体に転落しかねないという危機的状況

ですが、法律の根本はやはり自治体が身の丈に合った、いわゆる行財政運営をしていくということ

が基本にあるのだろうと。 

 それともう一つは、議会にも報告し、外部監査も入れ、なおかつ、公表もしなければならないと

いう、いわゆる四つの指標を用いてですね、町民の皆さん方にも町の財政運営、自治体の財政運営

を公表を義務づけたということも一方では、いわゆる町民の監視をきちんとして行くよと、こうい

うことが必要だから、身の丈に合った事業なのかどうか、身の丈に合ったサービスが展開されてい

るかどうかということを自治体自らが考えていきなさいというのが、いわゆる、この法律の趣旨だ

というふうに私は捉えてございます。ですから、そういうことからすればですね、決してこの法律

の趣旨が間違っているものではないというふうには思います。今の時代の中ではですね。要請され

ている中では間違っているものではない。ただし、これまでの議論にあるように、あまりにも乱暴

だという部分では、それは私も同じように考えています。それは、何かの手立てがあるべきではな

いか。もしくは、財源をきちんと地方に移譲すべきではないかとか。こういうことは私もそのとお

りだと思っています。それをなくして、この法律だけをもって地方の自由度を高めているというこ

とにはならないと、これは私もそのように考えています。ですから、合併をするかどうかはこれか

らの議論になると思いますが、本当にこれからこういう指標が公表され、町がどれだけの行政サー

ビスを削らなければならないのか、もしくは町民に負担を求めなければならないのかという、そう

いうことも含めて議論が深まるということはあるのかというふうに思っております。以上です。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） あまり、そこまで深く考え行くことではなくて、それ以前の、夕張

を出発として、そういったことが起きてきていることであって、そのことが合併の締めつけの部分

ではないというふうには捉えているということでいいのですね。そういうふうに説明にしていいと

いうことと、それから、今までいろいろな財政改革の集中プランだとかいろいろつくってきました

よね。こういったものでかなりやっぱり締めつけをしたり、削減をしたりしながら今までずっとや

ってきたわけですから、自立するなら自立なりの努力というのは当然してきていたわけですよね。

何もしないで、うちは自立できますなんていうことは当然やっていなかったわけですから。そうい

った部分でのやっている努力というのは全然報われないものなのか。そういったものをもっともっ

と示していくべきではないかなというふうには思うのですが。 
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○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） いわゆる標準財規模で言えば、私どもの町は約 60 億と言われ

ています。ですから、60 億の標準財政規模の町でどれだけの仕事ができていくかとなると、例えば、

今のように私どもが持っているいろいろな企業会計、特別会計も含めてどれだけが適正なのかとい

うことと、一方ではやっぱりスケールメリットというのは必ずあるわけですね。標準財政規模が大

きくなれば大きくなるほど、いろいろな事業に取り組めるということはあるわけです。ですから、

国がそこまで意図しているかどうかは別として、いわゆるスケールメリット上の効果はあるだろう

というふうに思います。ですから、それが合併に対する締めつけなのかどうか。それとも、小さな

町でどれだけのサービスを展開していくかどうかというのは、また、ちょっと別の議論になのかな

というふうにちょっと思います。ただし、三位一体改革という名のもとに市町村の地方交付税が下

がっていることは事実ですし、私どもはそのことに対して、やはり国に対してはきちんと税源移譲

を求めなければならないと。それは締めつけかどうかと言えば、私どもはやはり、それは締めつけ

であるというふうに考えなければならないと思っています。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。 

 本日の議論はこの程度にとどめておきたいと思います。今後、当然、町の方からもいろいろな情

報なり、国の状況が変わるとか、いろいろあると思いますのでね。実はもう一日、日程を組んでご

ざいます、８月なのですね。その事前に日程が調整つけばですね、もう一日開催したいということ

もございますので、また次回お願いしたいなというふうに思います。 

 それから、もう一つ残っておりました。勧奨退職制度。これは最後に説明受けた部分でございま

す。この件につきまして、質疑を受けたいと思います。どうぞ。よろしいですか。 

 それでは、また次回ということにしたいと思います。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（及川保君） それでは、午前中という予定でおったのですけども、午後にもかかりまし

た。大変活発なご議論をいただきまして、ありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後１時３７分） 


