
                                         

    ◎一般質問 

〇議長（堀部登志雄君）  本日から３日間は一般質問を予定しております。 

各質問議員にお願い申し上げます。既に通告されております内容を見ますと、質問の項目に

おいて同様の趣旨と思われる内容のものが見受けられます。したがいまして、先に質問した議

員に対する町理事者の答弁を得たものについては、重複して質問しないよう議長からお願い申

し上げます。また、町側の答弁についても簡潔明瞭にするよう議長から特にお願い申し上げま

す。 

日程第２、これより一般質問に入ります。 

 通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 前 田 博 之 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員、登壇願います。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。私は、きょうトップバッターということと、また初

舞台ということで若干緊張しておりますけれども、質問の中で若干とちるかもしれませんけれ

ども、答弁ひとつよろしくお願いいたします。 

 町長に財政運営の考え方について２項目９点について質問いたします。町長は２期目の町政

担当の所信表明で、私に課せられた最大の責任と役割は、まちの再建のため痛みを伴う改革に

も真っ向から取り組み、行財政改革を断行すると明言しております。ぜひ町長には、揺るぎな

い決断力と限りない実行力を期待するものであります。しかし、第３次行革からの重要課題で

あります町立病院の経営改善、保育園の統廃合、小中学校の適正配置、国民健康保険税の改正、

そして新たな財源確保などはいまだ具体的には進んでおりません。これらの重要課題に果敢に

挑戦し、強い意志とリーダーシップをもって早急に決定していただきたいなと、こう思ってお

ります。 

 そこで、１項目の新自治体財政健全化法について質問をいたします。１点目といたしまして、

未曾有の財政危機に直面していますが、ただいま申し上げました重要課題や多大な赤字を抱え

ての町長としての財政自立に向けての考え方について伺います。 

 ２点目として、連結実質赤字比率と将来負担比率の数値であります。連結実質赤字比率が新

聞報道されて以来白老町の財政危機が明るみになっております。また、これを受けて、町でも

町の広報紙で特集を組んで、町民の方も若干理解はされていると思います。そこで、18年度決

算をもとにして白老町がみずから試算した２件の指標数値は何％になっているのか伺います。 

 ３点目として、総務省は今月の７日に財政健全化判断比率の新基準を示しました。この比率

で黄信号と言われる財政の早期健全化団体と赤信号の財政再生団体の転落基準を超えた場合、

町が履行しなければならない義務的な行為、あるいは課題は何かということであります。 

 ４点目として、いずれの場合の財政破綻の予防対策のための住民負担と行政サービスの制限



について伺います。 

 ５点目として、執行方針では財政再建計画策定に触れていませんが、健全化計画を策定する

のか、またその時期は、策定に当たって町民の参画、パブリックコメントは考えているのか、

そして町民に対する説明責任は行うかの見解をお尋ねいたし、まず５点であります。 

次に、２項目めとしまして、ことしの８月に実施されました住民説明会での財政再建に向け

た取り組みについて質問いたします。住民説明会は町民38人ほど、また改選前の議員さんもほ

とんどいらしておりました。財政の危機感を町民とともに共有し、町民の皆様にも自分の住む

まちの財政を把握してもらい、意見をいただき、財政再建に生かそうとした町長の姿勢は理解

しています。しかし、財政再生団体回避のための対策額26億8,000万円の財源確保が２年間で達

成できるのか質問いたします。 

１点目として、人件費の６億8,100万円の積算根拠と地域経済に及ぼす影響額についてお聞き

します。 

２点目として、土地の売却額15億9,000万円の具体的根拠として、その場所、面積、単価、ま

た11月末の実績額とその内容、そして20年度までに売却できる見通しは、さらに売却額に達し

なかった場合の財政運営の影響などについて伺います。 

３点目として、基金繰りかえ運用２億円の具体的運用方法はどのように行われるのかお聞き

します。 

最後に、４点目としまして、これらのことは平成20年度予算編成との整合性が保たれている

のか伺います。 

以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 財政運営の考え方についての大きく２つのご質問でございます。 

 まず、１点目の１つ目の新自治体財政健全化法に関して、財政自立へ向けての基本的な考え

方についてであります。私の所信表明でも述べておりますが、本町の財政危機を何としても乗

り越え、次の世代へ健全財政を引き継ぐことが私の最大の責務と考えております。そのために

は、揺るぎない信念のもと痛みを伴う改革にも真っ向から取り組み、全身全霊をかけて健全化

のための対策を着実に実行していく所存でおります。さらに、私一人の力ではこの難局を乗り

越えることは不可能でございます。町民、議員、町職員と心を一つに、ともに力を合わせて取

り組む考えであります。また、先般健全化法に定められている４つの指標の基準等が示され、

今後の財政収支見通しや今後予定している対策額を勘案した結果、本町の再生団体転落は回避

できるものと確信しております。しかしながら、再生団体を回避できたとしても、赤字額はそ

のまま残っていることから、緩むことなく、当初の方針どおりに進めていかなければならない

ものと考えております。 

 次に、連結実質赤字比率と将来負担比率の町の試算についてでありますが、連結実質赤字比

率は法律が成立した本年６月時点では、工業団地等の未売却の用地を資産として見られず、収



支不足額をそのまま計上しており、平成18年度決算でマイナス42.6％と極めて厳しい数字とな

っておりました。しかしながら、新たに示された早期健全化基準等では、未売却用地を適切に

時価評価した上で資産として計上すること、さらに下水道事業などの解消可能資金不足額を赤

字額から控除することなど見直されております。具体的な評価方法などは来年３月までに決定

することになっておりますが、現在示されている情報に基づき、試算しますと、連結実質赤字

比率はマイナス15.2％まで下がる見込みであります。また、将来負担比率は一般会計等が将来

負担すべき実質的な負債に対する比率であり、計算に用いる内容については一定の項目が示さ

れているものの、詳細の計算方法は現在総務省でワーキングチームを組織して検討している状

況であることから、今の段階では比率を試算することは困難でありますので、ご理解願います。 

 次に、早期健全化基準、または再生基準を超えた場合の義務及び課題についてでありますが、

早期健全化基準を超えた場合は早期健全化計画を策定し、議会の議決を経て定め、公表するこ

とになっております。本計画は、白老町において自主的に再建する計画であります。しかしな

がら、再生基準を超えた場合は、議会の議決を受けた財政再生計画の国の同意を得て、国の管

理下で再建を進めることになり、これは地方自治権の返上を意味するものであります。また、

いずれの場合も計画策定に当たっては外部監査の実施が義務づけられ、毎年度その実施状況を

議会に報告し、公表することとなっております。さきに申しましたとおり再生団体は回避でき

ると確信しておりますが、早期健全化団体は免れないものと想定しており、健全化計画を着実

に実行していくことがこれからの課題であり、この課題を実現することが町民の皆さんの安心

につながるものと考えております。 

 次に、住民負担と行政サービス制限についてでありますが、本町始まって以来の財政危機を

乗り越えるためには、町民の皆さんと行政が一丸となって取り組まなければならないものと考

えております。本町の財政収支見通しでは、対策を講じなければ収支不足がさらに進むものと

試算しており、町職員の理解と協力のもと給与の大幅削減という厳しい負担とともに、町民の

皆さんのご協力をいただかなければ、健全財政を取り戻すことは不可能と考えております。し

たがって、十分な説明責任を果たしながら、他市町村と比べてこれまで町民の負担を低く抑え

てきた税率を上げるなどの一定の住民負担や、公共施設等の開館時間の短縮など住民サービス

の見直しをお願いしなければならないものと考えております。しかし、厳しい取り組みの中で

も、弱い立場にいる方や苦しい生活を余儀なくされている方については十分な配慮を図る考え

方であります。 

 次に、再建計画の策定の見通し及び公表と町民の説明責任や町民参加等のあり方についてで

ありますが、現在健全化法の指標に関する情報収集を行いながら、財政危機を乗り越えるため

のあらゆる対策を組み立てているところであり、既に取り組みを開始しているものもあります。

健全化法に関する最終的な詳細事項は来年３月までに示されるということから、法律に完全準

拠した計画の策定は難しいところであります。しかし、少しでも早く健全化に向けた取り組み

に着手するため綿密な情報収集に努め、来年３月をめどに行政改革推進委員会の意見をいただ

きながら計画素案を策定し、議会へ説明するとともに、町民の皆さんに十分理解していただけ



るよう地域説明会を開催し、町民の質問や意見の募集をさまざまな媒体を通して行う考え方で

あります。 

 次に、２点目の住民説明会での再生団体回避のための対策額についてのご質問であります。

まず、人件費６億8,100万円の算出根拠と地域経済への影響額についてであります。ご質問の対

策額は、本年６月に策定した財政再建への取り組み骨子に盛り込んだ19年度及び20年度の対策

額の合計でありますが、算出根拠といたしましては特別職及び一般職の給与削減で４億4,200万

円、管理職手当及び住居手当の削減で2,400万円、新規採用の凍結及び勧奨退職による効果が１

億9,600万円、議員定数の削減による効果が1,900万円、合計６億8,100万円と試算しております。

また、地域経済への影響額でありますが、職員人件費の大幅削減により職員は厳しい生活を余

儀なくされることとなり、消費活動もある程度制限されるものと予測しております。その結果

として、町内の消費が減少し、地域経済に与える影響はあるものと考えております。しかしな

がら、多額の赤字を短期間で減少させ、再生団体を回避するためには、最大の効果が見込める

職員人件費の削減は避けて通れない大きな対策の一つであることから、地域経済への影響を考

えつつも、苦渋の決断を行ったところであります。なお、影響額につきましては、正確な数字

を算出することは困難でありますので、ご理解願います。 

 次に、土地売却額15億9,000万円の算出根拠についてでありますが、連結収支見通しでは平成

20年度には対策を講じなければ40億6,500万円の連結赤字が発生する見込みでありました。した

がって、目標の比率としていた連結実質赤字比率を25％以内に抑えるためには26億7,600万円の

対策額を捻出しなければなりませんが、このうち職員の人件費の削減や事務事業の見直し等の

対策を行ってもなおかつ不足する部分を財産の売却で補うこととしております。その内容は、

工業団地は石山工業団地で面積約11万4,000平方メートル、単価を１平方メートル当たり

5,600円、石山特別工業地区で面積約１万9,000平方メートル、単価を7,000円、さらに臨海部に

おいては面積約８万7,000平方メートル、単価を9,700円として見積もり、そのうち15億9,000万

円を目標値とした厳しい内容であります。本年11月末時点での売却状況は、ご承知のとおり工

業団地で３社に対し、4,200万円で売却済みであり、さらに20年度末までに工業団地で２社、臨

海部土地造成地で１社に対し、合わせて１億7,600万円で売却する見込みであります。そのほか

数社と売却に向けた交渉を行っておりますが、現段階では公表できませんので、ご理解願いま

す。なお、未売却用地の取り扱いについては、現在適切に時価評価した上で資産として計上す

ることとなっており、土地の売却が連結実質赤字比率には影響しないこととなっておりますが、

売却しなければ実質の赤字として残ることになりますので、今後も積極的に販売活動を行って

まいります。 

 次に、基金繰りかえ運用額２億円の具体的運用方法についてでありますが、基金の繰りかえ

運用は歳入対策の一つとして、当面基金からの繰り出し予定のない６つの基金から合わせて２

億円を一般財源として取り崩し、赤字補てんに充てるという緊急避難的な対策であり、繰り入

れた基金は次年度以降３年間で繰り戻す計画で試算しております。しかし、健全化基準等が明

らかになり、再生団体を回避できる見通しであることから、本対策が必要かどうか検討中であ



りますので、ご理解願います。 

 次に、平成20年度の予算編成との整合性についてでありますが、来年度の予算にかかわる内

部管理経費の削減や町民サービスの見直しについては、現在役場内部で対策額を含め、調整し

ているところであり、町民の皆さんに対し、見直し内容を示した上で、可能な限り20年度予算

に反映させていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） それでは、２度目の質問させていただきます。 

 今答弁いただきましたが、これを見ますと、町長の意気込みは十分に伝わってきました。し

かし、主たる重要課題についての切り込み方が伝わってきません。それで、今答弁いただきま

した、その中の１点目の自立に向けての基本的な考え方の中について、「再生団体を回避できた

としても、赤字額はそのまま残っていることから、緩むことなく、当初の方針どおりに進めて

いかなければならない」と、こう言っていますが、その当初の方針というのはどれを指してい

るのか具体的に答弁願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 当初の方針といいますのは、骨子の中で対策を

示してございます人件費対策並びに事務事業の見直し対策という基本的な内容でございまし

て、総体で対策をとっていくということでございます。当然その中には財産の売却、こういう

ことも進めていかなければならない。それから、滞納対策、使用料、手数料の見直し対策、こ

のようなことも行っていかなければならないということでございます。町長の答弁の中で、先

ほど財産の売却については、これは資産として見られるということになりましたので、これは

売却しても連結の実質赤字比率には影響はそれほどなくなってきたということはありますが、

しかしながら、やはり土地もこれは資産として残って、赤字として残っておりますので、これ

についても当初方針どおり精力的に売却を進めていきたいと、こういう考え方でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 骨子の部分につきましては、健全化法の部分がある程度の

情報の中で緊急的な部分で、短期間では20年度を基準とするという、そういう部分では非常に

厳しいという中で、先に骨子という部分で進めて、できるものからやっていくという部分の中

でつくりました。それで、今岡村参事のほうから言いましたけれども、いろいろな個々のでき

るものから、内部的な部分から進めていくと。何かトータル的なものにつきましては、実施計

画をつくって、トータル的な10年間の経過の部分、収支見込み、それを含めた中でお示しして、

議会、町民の方にご理解していただいた中で進めていくということです。時期的なものについ

ては町長答弁をしておりますので、総体の詳細が見えた、数値が見えた中で、できるだけ早い

時期に策定した中で進めていくということになります。 



〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。これからの再建策をつくるということについては理

解していますけれども、私は当初の方針どおり進めていかなければならないということは、住

民説明会の中でも財政再建に向けた取り組みについてということもあるし、ところどころで財

政健全化プログラムという言葉が過去議会の会議録読むと出てきます。そういう形の中で、何

かそういうものを根っこにして当初の方針どおり進めていくという言い方なのかなと、こう感

じているのですけれども、そういうものをベースにした当初の方針ということにならないです

か。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 全体計画の中というのは、第４次行政改革の中

でも課題として上がっている。先ほど議員のほうからもご質問のありました病院ですとか、保

育所の民間委託ですとか、さまざまな課題としては残ってございますが、それらについては当

然整合性をとっていかなければならないという考え方でございます。それで、こういう今回の

財政健全化法を受けて、その内容を詳細に検討していった中では、直ちに対策をとらなければ

再生団体への転落が非常に危険な状況にあるという中で、実は骨子をまとめたということでご

ざいます。その前段で、実は平成16年に財政改革プログラムというものをまとめてございます。

しかし、そのプログラムとのやはり差異が出てきたという中で、新たにこれを見直すという作

業を実は18年度行ってございました。そういう行っている中で実は夕張市の財政破綻の問題が

起こり、さらに国が法制化を進めるという、そういう状況が重なってきたという、こういう経

過がございます。そういう中で今の財政改革プログラムをもう一度見直す必要があると、再度

そこについて精査する必要があるという、健全化法を含めて見据えなければならないという、

こういう状況でございました。その中で最終的な法律の法律案はわかりましたけれども、その

指標等の計算方法は、その時点では明らかではありませんでした。そのため最大限その法律の

趣旨を組み込んで、内容を見ると、やはりうちの場合連結実質赤字比率が、これが危険数値に

なると、こういう中で、まずその対策を打つべく骨子、これをきちっとまとめたということで

ございます。この骨子に基づいて、新たな財政改革のためのプログラムをきちっとつくってい

くと、こういうことでございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 次に、今答弁ありましたようにまちの試算によると、この時点で再生

団体への転落を回避できると、しかし早期健全化団体は免れないのでないのかと、こういうよ

うな答弁でありました。数字的なことはこの後また質問いたしますけれども、再度町長に伺い

ますけれども、財政健全化計画の素案を来年３月をめどに策定するということをこれでうたっ

ております。それで、先ほど冒頭に私お話ししましたけれども、重要課題の町立病院の赤字解

消、改革の方向、保育園の統廃合、民間委託、小中学校統廃合、まして大型事業の見直し、一



方歳入の確保として新税、超過税の導入。それで、過去から言われていますけれども、住宅料、

給食費等の法的な措置による収納対策、こういうものは即断しなければ、もう逃れる状況には

ないと思います。町長もこのことについて、今１答目で具体的な答弁ありませんでした、多分

認識はしていると思いますけれども。そこで、町長は、先ほど私言いましたけれども、８月28日

のまちづくり懇談会の席上で、これは先ほども言いましたように議員さんも多数います。町民

の方も多数来ていました。私も行って、すべてメモとってきました。その中で町長はこう言っ

ているのです。もう少し早い時期に決断すべきであったと言っています。これをきょうの今の

答弁聞いても、時期的なことはまるっきり出てきていません。このままでいくと、財政再建も

ますます傷を深くすることになります。そこで、実効性と精度の高い計画が絶対条件になりま

すが、今申し上げました案件に対する決断時期や財源対策について具体的な町長の決意を伺い

たいと思います。この後この問題についても各議員さんが質問してきますので、詳細な質問の

中ではっきりしてくると思いますけれども、私はそういう細かいことは別にして、ただいま申

し上げました決断の時期や財源対策について、今時点で町長は具体的にどう考えているのかご

答弁願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 全くそのとおりでございまして、この行革も十数年前から始まってい

るわけです。ですから、保育所についても、病院についても、私も町長就任以来すぐ例えば寿

幸園に取り組みました。今教育委員会、そして保育園の統合についても、私みずから竹浦とか、

社台に出向きまして、父兄の方と話しして、了解いただいております。また、学校の適配につ

いては、幾度となく前の教育長が現地に出向いて、いろいろ意見を伺いながら、子供たち中心

に考えたらどうすべきなのかということもしております。また、病院についても道のほうに私

のやるという意思を伝えて、このままでは議員ご承知のとおり毎年２億円から３億円ずっと繰

り出ししているわけです。10年たったら、20億円、30億円なのです。その金があったらとやっ

ぱり思ったら、こういうのは議員の言うとおりすぐ取り組まなければならないです。ただ、今

全道、全国の自治体病院が赤字でございます。それで、北海道と国が今この病院の改革につい

て、国のほうは21年からスタートしたいと。北海道についても広域医療を知事先頭になってや

っています。そういうことで、赤字解消だけだけの取り組みではなく、今地域医療が大変なこ

とになっています。お医者さんが足りない、札幌にお医者さんが全部集まっているということ

で、私も先月ですか、厚生労働大臣のほうに、たまたま白老にいらした方なものですが、お願

いして、大臣と実は会う機会をいただきました。その旨をお話ししまして、その後ぜひあなた

のレポートが欲しいということで今大臣のほうに送ることになっています。その後で総務省の

ほうにまた出向きまして、病院の方針について総務省の病院の関係の局長ともお話ししてきま

した。私自身今できることはすぐ取り組んでやっているつもりです。また、今回の土地が資産

として見られたということについても、地元の国会議員、道会議員にお願いして大臣に会わせ

てもらいたいということで、大臣はかないませんでしたが、副大臣、事務次官、局長と約20分

ぐらいずつお会いする機会をいただきました。これはなぜかというと、私のまちが５番目のま



ちだから、自分でやるしかないのです。それで、みずから行って、まちの状況を説明して、工

業団地も３社売れましたと、港も２社ですと、ことし。これが何で塩漬けなのですかという話

もさせていただきました。そして、やり方が余りにも乱暴ではないかと、平成20年の決算で再

生団体かどうか判断するというのは余りにも乱暴だと、一般社会では４年から５年の猶予が欲

しいということも話ししました。 

あと、いろいろお話ししてきたのですが、ほぼ実は私の言ったからということでなく、そう

いう国のほうの方針がその後１カ月、２カ月ぐらいたっていまして、ですから私もまず再生団

体にだけは絶対にしてはならないということで、私が自分で行って、国の官僚、そして大臣級

と何度も接触したということで、今のやっとここまできたということも、またわかっていただ

きたいと思います。ですから、こういうことを先送りしたら、一番ツケが回るのは町民なので

す。それは、私も十分理解しておきます。そういうことで、職員一丸となって取り組んでいま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。町長は、トータル的に再生団体あるいは大きな赤字

を解消するということで、それらをクリアするために政治的に行動しているということは理解

します。今個々にお話しされた部分については議論のあるところですけれども、限られた時間

ですので、それは後に、後日に残すとして、行革室長に伺いますけれども、今私が病院を初め、

いろんなこと、重要案件をお話ししましたけれども、町長は時期云々を言っていませんけれど

も、先ほど岡村参事がお話ししたように来年の３月をめどにしてプログラム、健全化策定をす

ると言っております。その中に入れるには、今言った懸案事項をいつまでにしなければ、そう

いう数字をはじいて入れれるのか、入れれないのか、僕はそれが大きな問題だと思います。 

それと、そういう部分が後々になったときに、今再生団体を回避できたと言いますけれども、

そういう問題が多く赤字額出てくると思いますけれども、今後の財政運営次第では再生団体も

考えられると思いますけれども、その辺の２点伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） 今総務省から出てきたいろんな指標を分析している中で、

再生団体は回避できるという中でいろんな要因、20年度から一般会計については赤字が５億円

から６億円出るという試算と、あと特別会計につきましてもいろんな下水道会計とか、いろん

な今負債を持っている部分ありますけれども、土地の部分の会計につきましても軽減されると

いう部分が明らかになってまいりました。その中でやはりうちのほうの一番財政の悪化のポイ

ントになるのが病院になってくるだろうということを押さえております。それで、この分につ

いては、後の方について質問いろいろ出てきますけれども、詳しくそちらのほうで対応するこ

とになりますが、道のほうは広域連携という形で医療資源を適正に配分した中で、お医者さん

ら、看護師さんらの配分した中で連携してやっていったらどうかという、そういう提案です。 

一方では、財政健全化法の不良債務比率、資金不足比率、これについて規定がありまして、



その会計で20％以上の基準を超えた場合については健全化計画を立てなさいと。同じような部

分で外部監査を受けて、そして議会の承認を得てということになるわけです。それがまず健全

化法の中でうたわれていまして、これの対応をしていかなければならない。これ当然健全化法

の連結決算と対応してくると。 

もう一つは、公立病院改革懇談会案ですが、提案がありまして、12月に総務省、それを受け

て方針を決定するということで、これについては一部新聞報道上で今流れていますけれども、

詳細な部分についてはまだつかめておりませんが、19年度において過去３年間病床率70％を切

っている、そういう病院については診療所化等を含めた中の抜本的な対応していきなさいとい

うこと。 

 それと、もう一点は、やっていくのなら、そのとおりの形でやるのならやっていいけれども、

一般会計から繰り出し支援をきちっと明確に出して、３年以内に経常利益を黒字にしなさいと

いうことなのです。これをやっていきますと、非常にいつまでも先送りもできないという部分

で私ども理事者含めて認識しております。それで、実際には今あらゆる方策のところについて

検討しているところですが、非常に重要案件も急いで対応していかなければならないというの

が、実際に国、それから国でも総務省、財務省の関係含めた中、厚労省の部分も含めて対応を

急がなければならないということです。絶対にこの部分が影響した再生団体になるということ

は避けなければなりませんので、この辺は非常に大きな決断もありますが、進めていくことに

なります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。それでは、将来負担比率と連結決算の赤字の比率で

すけれども、これについては今答弁ありましたように18年度の決算では42.6、そして新情報に

よって試算するとマイナス15.2となると言っていますけれども、これらは７日に基準が発表さ

れておりまして、これらに関する新基準が７日、市町村に通知されたと聞いております。それ

で、詳細は別ですけれども、簡潔にその比率のパーセンテージがどこからどこまでだとかいう

部分も若干説明願いたいと思います。また、今後の白老町の行方を左右する大事な基準ですの

で、近々議会にも説明をされる考えがあるのかどうか、それお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 各財政指標のご質問でございます。議員今のお

話のありましたとおり、12月７日、これ事務連絡ですけれども、総務省から届いてございます。

あくまでもこれは政令で規定する事項として書いてきているのでございます。それと、実はこ

の政令で規定する事項の前段、法律の中身を政令で検討する中身を９月、11月と都道府県、そ

れから政令指定都市並びに地方六団体に対して２回説明会を開催してございます。その説明会

の資料等を含めて、実は私どものほうで検討しているということでご理解をいただきたいと思

います。その中で、まず１つ実質赤字比率でございますが、これにつきましては政令の予定で

は早期健全化基準が11.25から15％でございます。それで、財政再生基準は、これは従来の現行



法の再生の基準でございますけれども、健全化の基準でございますけれども、20％ということ

でございます。早期健全化基準が11.25から15、財政再生基準が20％でございます。それから、

連結実質赤字比率でございますが、これにつきましては早期健全化基準16.25から20％でござい

ます。財政再生基準については30％ということでございます。ただし、政令で書き込まれる本

則30％ということになると思いますが、これは先ほど町長のほうからもお話あったとおり、経

過措置が設けられるということになってございまして、20年度40％、21年度40％、22年度35％、

23年度から本則30％というような形になるというふうになってございます。それと、実質公債

費比率でございますが、これにつきましては早期健全化基準25％、財政再生基準35％というふ

うになってございます。それから、将来負担比率でございますが、早期健全化基準350％という

ことになってございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） そうすると、ただいま連結実質赤字比率はマイナス15.2％まで下がる

見込みだという答弁でして、それで再建団体は免れないという言い方していますけれども、今

の比率から聞いたら11.25ですから、健全化団体にもならないという解釈でいいですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） お答えします。 

 18年度決算ではということでのお話でございますので、それからいけば早期健全化の基準も、

これはクリアできるということになります。しかし、私ども考えているのは平成20年度の最初

の、いわゆるこの法律の施行の決算から、20年度決算からということを考えてございまして、

この決算からいくと、今の収支見通しからいくと、20年度から一般会計の赤字も出てくる、こ

ういう中ではこの基準に対してクリアができなくなるという考え方でございます。実は、この

連結の実質赤字比率の早期健全化基準が今は国は16.25から20と言っているのは、それぞれの財

政規模に応じてということなのです。市町村の財政規模に応じて、この範囲に定まる数値だと

いうことなのです。それで、それをもとに私ども、では実際何％ぐらいになるのかと、こうい

う計算をしておりますが、限りなく20に近い数値にはなるだろうというふうに思ってございま

す。 

          〔「答弁漏れあります。議会に対して」と呼ぶ者あり〕 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 細部のプログラムを今総務省のほうの情報等も

収集も行いながら、計算していってございます。ただ、まだ明らかになっていない施設等があ

りますから、できるだけその辺の情報を収集しながら計算をしていっているという状況でござ

います。ただ、この法律自体、それから法律の制度、それからその比率の考え方等も含めて、

議会のほうにご説明をさせていただく機会を得たいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 



〇２番（前田博之君） ２番、前田です。それで、答弁の中で、今の段階では将来負担比率の

試算するものは困難でありますよということであります。そこで、お聞きします。将来負担比

率の指標の数値が悪くても、すぐに財政団体にはならないということでありますけれども、数

字が出ることによって、その数字によっては不健全な団体というレッテルを張られる可能性も

否定はできないのかな、こう思いますので、これについても早期の是正が必要だと思います。

そこで、私は財政健全化にはまちの財務の全容を明らかにすることが前提であると思います。

これは、前の町民説明会でもそうでしたけれども、これについては町民も強い関心を寄せてお

ります。今のところ広報なんか見ても、それはまるっきり公表されていませんので、そこで白

老町が18年度末抱えているすべての赤字、負債というのかな、そういう部分が相当ありますけ

れども、個別の額と総額を押さえていれば額を伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 平成18年度決算ベースでお答えしたいと思います。まず、普通会計、一般会計でございます。

それと、特別会計の墓園造成事業。まず、一般会計188億9,200万円。 

          〔「起債残高は」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） いえいえ、債務の概要ですから、まとめて。個々に申し上げ

ますか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） 起債の残高、一般会計166億4,500万円、墓園造成事業500万円、

上水道事業14億2,100万円、病院事業１億7,200万円、公共下水道事業会計89億100万円、続きま

して臨海部土地造成事業５億5,900万円、それから港湾機能施設整備事業会計５億8,100万円、

老人ホーム事業、これ寿幸園でございます。７億1,000万円。合わせまして、ここの部分で289億

9,400万円の地方債の残高がございます。次に、債務負担行為でございます。債務負担行為は、

あくまで起債、適債公債費に準ずるようなものだけ拾いました。でなければ、通常の事務機器

のリースだとか、そういったものございますから、それらを省きまして、債務負担行為の額を

押さえております。それでいきますと4,100万円と。それから、退職手当引当金、これが28億

2,900万円と。合計318億6,400万円という額でございます。それと次に、公社等の部分がござい

ます。公社等の部分、それは債務負担行為、白老土地開発公社２億9,700万円、それから白老振

興公社に対する債務負担行為２億5,000万円と、公社合計２つ合わせまして５億4,700万円とい

う額になってございます。以上、合わせますと324億1,100万円と、さらに18年度の決算におけ

る資金不足合計合わせますと358億200万円と、そういう数字になってございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。この中には病院の累積赤字額含まれているか。それ

と、今債務負担行為額数千万円と言いましたけれども、決算統計の国の出す決算カードからい



くと、物件費等々で支払いするものというので約６億円ぐらいのはずなのです。私の計算では、

債務負担行為額は総額29億円あるはずなのですけれども、それが二千数百万円ということにつ

いてのはじき方がちょっと違うと思いますけれども、これは時間ありませんから、おいおいま

たお話しします。そういうことで合わせると、私は約350億円からぐらいの借金があると、こう

見込んでおりますので、これらを今後、今るる議論していますけれども、その再建、健全化計

画の中にどういうふうに織り込んでいくのかということについては今後注視していきたいな

と、こう思っております。 

 次に、義務と課題の中で今お話ありましたけれども、この中で答弁ありませんでしたけれど

も、財政の早期健全化の中で３つ目として、早期健全化が著しく困難だと認められるときは総

務大臣、または知事が必要な勧告ができると、こういうふうにうたっています。それで、この

勧告ができるという話ですけれども、これらについては仮に早期健全化の進捗や確実性が不透

明にされた場合に勧告を受けるのか。そういう先ほどの７日に来た通知の中に、この勧告はど

ういうことがあれば勧告するのだということがうたわれているのかどうかお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 勧告の中身については、法律の中でしか書いて

ございませんでして、今のところ。いわゆる健全化計画について勧告ができるということは、

健全化が著しく困難と判断という部分だけで、第７条の国等の勧告という、その規定の中で書

いてございます。その詳しい内容というのは、進捗状況と計画が整合性がとれていなくて、や

はり赤字の解消が進まないということが、計画期間内にそれが達成できないというようなこと

があれば、その辺では勧告を受けるのではないかというふうに思われます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 今一般会計等のお話ししていますけれども、財政健全化に関する法律

の中では当然公営企業の経営健全化も今求められていますけれども、今室長のほうから病院の

ことちょっとお話ありましたけれども、詳しくは要りません、数値だけ聞きますけれども、こ

の場合も資金不足比率を出しなさいと、それによって監査委員の審査に付して、議会に報告す

るよとなっていますけれども、これに対する資金の不足比率を出していれば、お聞きしたいと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 資金不足比率でございますけれども、17年度現在の時点では

30.1％で、18年度で52％で、19年度決算見込みで75.4％と非常に悪い状況になってまいります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 時間ありませんので、この部分については最後の質問にさせていただ

きます。町民の説明責任や住民の参加のあり方についてでございます。この中で地域の説明会



を開き、町民の質問や意見を募集する考えにあるということを答弁されております。私も何回

も言いますけれども、町民の説明会に行きましたけれども、やっぱり前例に倣ったもう手法は

とるべきでないと思います。 

それで、私の意見をちょっと述べさせていただきますけれども、町長を初め、職員の皆さん

はご存じだと思いますけれども、財政が専門の東京大学の大学院教授の神野直彦さんがこのよ

うに言っています。これ私の言葉でありませんので。自治体が破産すれば、結果責任はすべて

住民が負わなくてはならない、だから自分たちは……これ住民のことだと思います。自分たち

は自治体の批判者なのだと、役人が財政を動かし、サービスしてくれるのでなく、自分たちが

決めるのだと、こう言っています。それと、もう一つ、自治体財政を住民自身がコントロール

する意識が芽生えないと、第２の夕張を回避する解決策になり得ないということで、住民も十

分に考える必要があると思います。そこで、今お話ししたように従来のような説明会でなくて、

財政情報の公開を真に意味あるものにすべきだと思っています。その１つとして、町民に対す

る継続的な財政問題学習ができるような機会を提供すべきだと、こう思っています。ホームペ

ージや広報紙に生の統計数字を並べるだけの公開ではその名に値しません。そこで、理事者み

ずから各地域に出向き、財政勉強会的な催しを積極的に、かつ継続的に行うことが望ましいと

思われますけれども、町長に伺いますけれども、検討しますという答弁でなく、実行していた

だければと思いますが、その見解を求めます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ただいまのご質問にお答えします。 

 私今回の広報で、今までないような形で実は出しています。私も非常にわかりやすいなとい

うことで、総務省のほうも全国でここまで開示して、出している町村はないねということも言

いました。ただ、この財政の危機は今生んだものではないと。私決して逃げで言っているので

ないです。一つ一つ今解決しようとしてやっているわけです。少なくとも十数年の積み重ねで、

ここまできているわけです。ですから、一遍にすべてを解決というわけにいかない。それと、

当然ああいう広報の出し方しているということは、町民の皆さんも緊張と信頼の中できちっと

我々のまちの運営、財政を勉強してくださいということでやっています。ですから、今前田議

員が言われた、毎回町民のところへ行って説明して、こうです、こうですというのも大変結構

なのですが、町民と我々というのは決して信頼関係が崩れたわけではないです。その信頼関係

のもとに我々は行政運営進めなければならないと思っていますが、そこで皆さんの議会の役割

もあると思います。ですから、今回の場合は議員言われるとおり、まちとしての異常事態です。

非常事態でもあります。前向きに今検討すると言わないで、やりなさいというお話でございま

すが、それは我々がやりますけれども、議会もみずから今までの経過の中で議会の議決を経て

やってきているわけです。ですから、当然議員さんもそういう地域に出て説明する。我々は議

員への責任もありますけれども、同じ部分で議会にも重さがあると思います。ですから、やる

ということであれば、一緒に議会と手分けしながらやりたいと思っています。やるときは、そ

のことについてはまた改めてご相談申し上げたいと思っています。 



 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 

          〔「まだ質問するでしょう」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君） その前にちょっと先ほどの高畠課長の補足答弁があるそうですから。 

高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 先ほどの前田議員のご質問に対しては、総額358億200万円と

いう総額の債務ということでお答えいたしましたが、実はこれについて補足説明させていただ

きたいなと思います。この中の起債289億9,400万円、この起債残高、実はこれに対しまして交

付税措置がありまして、交付税措置平均48.5％を見込むということができます。総額142億

2,200万円が見込まれます。差っ引きますと、総額358億200万円から142億2,200万円を差し引き

ますと、215億8,000万円と、こういう数字になります。ですから、実際の債務額というのは、

残高というのはこの215億8,000万円という数字になります。そういうことで、実際の数字はこ

ういう数字だということでご理解いただきたいなと思います。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。今の、課長、補足説明をしないほうがよかったので

す。 

では、私お聞きしますけれども、時間ないから本当はしたくないのだけれども、こういう言

い方されると質問します。交付税48％入っていると言いますけれども、これは基準財政需要額

の額ですか、それとも交付額ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） これは交付額です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） そうすると、基準財政需要額から基準財政収入額を引いた部分と解釈

していいですか。普通は、基準財政需要額はルール算定して、100出たものを収入額と交付額引

いて、白老町の場合大体五十五、六％出ますけれども、その額しか入ってこないのです。そう

いう意味ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） この額は、生の入っている額でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） そういう議論は、それではこれから交付税というのは教育費、福祉費

にそれぞれ入ってきていますので、それはどういうふうに使ったという議論になってきますの



で、それだけは承知しておいてください。 

 それでは、次に、時間ありませんので、２項目の住民説明会の関係について質問させていた

だきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田議員、ここでちょっと暫時休憩をいたしますので。 

          休憩 午前１１時０３分 

                                         

          再開 午前１１時１４分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けてください。 

 ２番、前田博之議員、どうぞ。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。それでは、２項目めの２度目の質問をさせていただ

きます。時間ありませんので、２項目ぐらいでこの部分については質問は終わらさせたいと思

います。 

 それで、今人件費６億8,000万円の答弁をいただきました。そして、再生団体を回避できるの

で、工業団地等々資産と見られて下げられましたよと。だけれども、売っていくということで

すけれども、その辺も大変厳しいと思いますけれども、極端な言い方で申しわけないのですけ

れども、再生団体回避のための対策骨子ということと健全化策をつくっていきますけれども、

大幅な職員の給与削減の上に成り立った対策だと、こう言っても過言ではないと思います。今

月７日には町の組合と大筋で合意したということも聞いておりますけれども、職員の皆様の心

情を察して余りあるものがあります。どうか閉塞感に陥らないで、町民のためにぜひ頑張って

いただきたいなと、こう思っています。それで、先ほど地域経済に影響はあるが、その額は算

出は困難という答弁でありましたけれども、私は影響額を示しながら、地域の振興策を図って

いくのが行政の務めだと思いますので、今後時間もありますので、それらについてぜひはじい

ておいてほしいなと思います。私は３月の予算委員会でお聞きしたいなと、こう思っておりま

す。 

 それで、町職員の人件費削減が財政再建に大きく寄与していますけれども、一方税収がそれ

ぞれ言われていますけれども、またこれだけ６億8,000万円落ちると、逆に税収の面でも大きな

影響があると思いますけれども、そこで税務課長に質問しますけれども、この人件費６億

8,000万円、それと職員が四十数名退職しますけれども、これの住民税等の減収額は幾らになる

か押さえていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  辻税務課長。 

〇税務課長（辻 昌秀君） 現段階での削減の人数と、おおよそまとまってきたかなという部

分でございますけれども、実際収入として、所得としては一応平成20年の所得の減、それが21年

の税収に影響してくると、そういう押さえはしてございますけれども、現在20年度に向かって

の歳入見積もりを今やっていると、そういう段階でございますので、21年度の変動予想という



ことではとらえてございますけれども、現在のところ具体的な試算というのは特に行ってござ

いません。ただ、住民税の税率でご説明いたしますと、税源移譲後の住民税の税率、道、町民

税合わせて10％ということでございますけれども、このうち町民税の分は６％ということでご

ざいますので、所得の減少の６％分が基本的には税収減につながってくるのかなと、そういう

押さえしてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。本来であれば、当然そういうのを押さえて、財政健

全化計画の中で議論されているはずだと思います。それで、私がちょっと試算しました。仮に

町の勤労者が約600万円であれば、町民税約23万6,000円ぐらいになります。これが500万円に落

ちますと、町民税が15万8,000円ぐらい、７万8,000円ぐらいの減額になりますので、仮 に300を

掛けていくと、約 2,400万円ぐらいの減になってくるというような数字になっています。やはり

先ほどの地域振興策の影響額わかりません。今聞いてもわかりません。こういうものは基礎数

値ですので、事前にやっぱり職員として考えておくべきだと思います。 

 次に、最後に質問します。再生団体を回避できても、今までの答弁の中で早期健全化計画を

策定しなければ、いかなければならない、こういうことです。それで、今総体の赤字額はお聞

きしました。それはそのまま残っていますけれども、総体の赤字額を解消するための計画策に

なるのか、早期健全化団体をクリアするための計画策になるのか、それとも日本の再建策を作

成して、調整しながら将来の再建をにらむ計画にするのか、その辺をお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 今のところということで、お話をさせていただ

きたいと思います。 

まず、考え方としては、何度か出てきております連結実質赤字比率という、こういう問題が

私ども再生団体を回避するための一番の指標だというふうにとらえております。その中では、

やはり考えておりますのは、一般会計の健全化ということがまず第一。それと、各特別会計の

いわゆる収支不足額、これを最終的に解消していく計画というふうに考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 次の質問に移ってよろしいですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  はい、どうぞ。 

〇２番（前田博之君） それでは、ただいまの財政運営の問題については質問を終わります。 

 次に、教育問題について質問をさせていただきます。教育長に全国学力学習状況調査、全国

学力テストと申しますけれども、５点質問いたします。私は、教育はまちづくりにおける最も

重要なテーマの一つとしてとらえております。これからは、子供たちが国際社会で生きていく

ためにも、ふるさと白老で学んだことに誇りの持てる教育環境づくりが必要だと思っておりま

す。全国学力テストで得られたデータを教育委員会や各学校がいかに生かしていくかが課題と



なってきます。 

そこで、１点目として、新しい学習指導要領の方向性が定まった中での全国学力テストにつ

いて、教育長の考え方と今後の方針についてお聞きします。 

 ２点目として、全国学力テストの結果による町内小中学校の成績が全国、全道平均でどの位

置にあるのか伺います。 

 ３点目として、教育委員会として児童生徒の学力、学習状況のデータを把握、分析されたの

か伺います。 

 ４点目として、把握、分析した結果として学校及び児童生徒の成果と傾向は、そして課題は

見えたのか伺います。 

 ５点目として、家庭や児童生徒への日常の学習指導や学習状況の改善につなげるため、町と

しての方針を示し、具体的な指導を進めていく考えはあるのかお聞きいたします。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  全国学力学習状況調査についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の教育長の考え方と方針についてであります。今回43年ぶりに全国的な義務教育の機

会均等と、その水準の維持向上と、教育委員会、学校が全国的状況との関係において成果と課

題を把握し、改善を図る、こういうことを目的で実施されました。私は、学校教育において児

童生徒が学んだことをしっかり身につけるための取り組みを大切にしたいというふうに考えて

おります。そのためには、学校はもとより、教育委員会等関係者が一体となって推進していく

ことが重要であり、全国的な状況との関係において、みずからの教育の結果を把握し、改善へ

つなげるための一方法として必要と考えております。しかし、今回の実施を終えて、幾つかの

課題もあり、それらを解決することが必要と考えております。 

 次に、２点目の本町内の小中学校の位置についてであります。今回の学力調査は、小学校６

年において国語、算数、中学校３年において国語、数学の各２教科において知識と活用に関す

る問題について実施されました。正答率で全道平均との関係で見た場合、小中学校とも両教科

において知識に関する問題では高い正答率の設問があるものの、平均正答率ではやや低い傾向

にあります。また、活用に関する問題においても、両教科ともに高い正答率の設問があります

が、平均正答率においては低い傾向にあります。 

 次に、３点目の教育委員会としての分析、４点目の成果と傾向及び課題についてであります。

現在教育委員会において教科に関する調査及び生活習慣や学習環境に関する調査の結果を分析

しているところであります。教科に関する調査においては、知識、技能を活用する力に課題が

見られます。また、生活習慣や学習環境に関する調査においては、全国、全道と同じような結

果が出ているものの、項目ごとの分析を進めており、２つの調査の関連についても分析を行っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、５点目の町としての方針についてであります。現在進めております分析結果をもとに



成果と課題を明らかにするとともに、成果を生かしながら課題解決に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。また、具体的な取り組みについては、児童生徒の指導に直接当たる学

校はもとより、保護者、地域との連携による指導、改善に対して、支援してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２度目の質問をさせていただきたいと思います。 

１点目の教育長の考え方と方針の中で最後に、今回の実施を終えて幾つかの課題もあります

と、こう言っています。そして、２点、３点目で教科について課題があるとか、これから分析

を行ってまいりたいとも言っておりますけれども、今ここで今回の実施を終えて幾つかの課題

もありますと言っていますけれども、この課題については具体的にある部分、押さえられてい

るのがあるのかお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  これは、白老町教育委員会のほうでとらえた課題というふうにとら

えてほしいと思います、全国的、全道的な課題ということではなくて。その中でいわゆる今回

の対象が小学６年生と中学３年生とで、そういう結果を踏まえて改善指導を行っていくという

ような目的でやっておりますけれども、実際結果が出たのが10月末等々の時期なものですから、

その後の指導、改善が果たしてできるのかどうかということでいえば、対象学年がいわゆる卒

業間近な６年、中学３年生を対象にすることがいかがなものかと。例えば小学５年生、中学２

年生を対象にして、その卒業前までに次の学年で改善を図るというようなことが最善策ではな

いだろうかというようなことも課題としてとらえております。それとまた、今回43年ぶりとい

うことで、調査結果が出てくるのが今回の場合先ほど言った時期になったものですから、いわ

ゆる分析して学校等への指導を含めると、若干結果が出るのが遅いのかなというふうにはとら

えております。それと、こういう全国的な調査をいわゆる全国一律でやる部分も、当然全国的

な位置、あるいは全道的な位置を図る上では統一試験というのも大切でしょうけれども、そう

いう中では各自治体が独自調査を含めてできるような状況になればいいかなというふうなこと

で、教育委員会としては話し合っております。 

 以上、課題です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番です。今の今回の学力調査の結果については、正答率の低いとい

う傾向ありますけれども、概略的にお話ししますと、高い、低いという位置づけではなくて、

今後その理由や要因は明らかにしていかないと、子供たちの学力の向上にはつながっていかな

いのかなと、こう思っております。そして、私若干調べてみると、学習状況での中の質問調査

を見てみますと、細かくではお話ししませんけれども、家で学校の宿題をするかとか、朝食を



毎日食べているか、家の人と学校の出来事を話すか、非常に細かいことが調査項目へ入ってい

ますので、学校なんかも家庭調査するのに十分に活用できるのかと思います。そこで、これら

の問題は、新聞等の結果を見ますと、正答率の関係に影響があるよということが出ております。

そこで、地域の特色として何が学力に影響しているのか、それによって家庭への指導も必要と

思われますけれども、その点はどんなふうにとらえているか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  ただいまのご質問の中で、多分道のホームページ等々も出ています

ので、そういう結果を踏まえてのいわゆる１次分析といいますか、そういう中での方向性は、

傾向は議員のほうも押さえているとは思います。今言われたとおり宿題をする児童のほうが正

答率が高いだとか、それから読書をする児童のほうが国語の正答率が高いだとか、それから朝

食をする子供のほうが高いだとか、家族とコミュニケーションをとる児童のほうが高いだとか、

そういうことでいわゆる全国的な傾向は分析としては出ております。そういう中で今ご質問の

地域としてということになりますと、特に白老の地域としてこういうことが課題だよ、こうい

う傾向にあるよというのは今現在まだ押さえておりませんし、１次的には全国的、全道的な傾

向と同様な傾向にあるのかなというふうには押さえております。今後先ほどの１答目で答弁申

し上げたとおり、いわゆる白老町の児童生徒の状況をこちらのほうでも分析しまして、そうい

うような傾向を踏まえて指導、改善ができればなというふうに、これからも進めていきたいと

いうふうに思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。そこで、学力テストと、新しい今学習指導要領が出

てきました。そういう関係がこれからリンクされていくと思いますけれども、今回そういう指

導要領の中で授業をふやしていくということで、国際学力調査や今回の学力テストで指摘され

た知識の活用不足を補うためだよ、こう言っています、新しい学習指導要領の改訂。その中で

今回得られたデータを各学校で活用し、適切な指導を行っていくためには、教育委員会は前向

きな提言を考えているのかと。道についても、新聞報道ですけれども、早々と提言を出して、

北海道の子供たちの学力、児童生徒の学力を高めと、あるいは生活指導を学力に結びつけよう

というようなことで上げていますけれども、当然白老町におりてもくると思いますけれども、

白老町としてそういう部分を考えているのかどうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今ご質問のとおり、道教委のほうでは、いわゆる５つの提言という

ことで出しております。今言われた、先ほどのご質問の答弁の中にありました、いわゆる生活

習慣から得られるもの、そういうものについては先ほどのお話しのとおり北海道だけが、ある

いは白老だけがという特色ではなくて、ある程度同じような傾向なのかなというふうには思っ

ておりますが、道教委で出しました５つの提言を踏まえて、白老のほうの分析で追加するもの

があれば、そういうことを踏まえて、教育委員会として各学校、あるいは家庭、地域にそうい



うものを提示するというか、提言していきたいというふうには思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。そういう部分については、方向性が出るということ

で今後期待したいと思いますけれども、ただそれを実施していくためには物理的な要素という

のが多分に多くなってくると思います。それで、新指導要領では算数、数学、理科などの主要

な教科の時間がふえています。さらに、学力テストの結果によっては、指導がこのままでいい

のかと。そういう学力テストを低いということであれば、上げなければいけないよと、生活指

導も含めて。そうなると、相当の時間が学校の中で学習時間がふえてくると思います。そうす

ると、教員の負担増につながるのですけれども、これは現状は道教委もいろいろな教員配置し

ていますけれども、それを賄っていけるのかどうか。今の教員の中で、これだけふえたものを

すれと言っていくのか。それで、国、道のほうで一定の基準で教育水準を高め、やっています

から、町としてそれをカバーする何かを考えるのか、その辺伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  今ご質問のとおり中教審、あるいは教育再生会議で議論されている

というようなことで、年明けにその答申を踏まえて時間数の増が想定されているというような

状況です。いずれにしても、国の状況、推移を見きわめながら対策を考えていかなければなら

ないなというふうには思っておりますが、そういう状況はいわゆる白老町だけの問題でなくて、

全道的な問題だという問題といいますか、状況になるというようなことなものですから、いわ

ゆる管内の教育長会議等々を踏まえながら、状況によっては道教委にもお願いするというよう

なことで、今具体的に時間数とか示されていない中で、想定の中ですけれども、そういうよう

な状況になれば、要請していきたいというふうには思っております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 町としては、それとあわせて考えるという考え方でいいですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  まだいわゆる時間数がどの程度になるか等々を押さえておりません

ので、いわゆる対策をどうするかというふうな具体的な状況には今現在は至っていないので、

そういう状況になれば町としても対策が必要なのかどうか、これは検討していきたいというふ

うに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。学力テスト、新指導要領の導入によって、授業時間

がかなりふえてきます。それだけで低学力の層が意欲を持って勉強できるかどうかと。やっぱ

り多くの先生方がついて、各層に分かれた指導もしていかなければ、追いついていけないのか



な、こう思っています。そこで、道教委の人事による少人数学級指導とＴＴ授業の教員の配置

されていますけれども、現在どういうような形で配置されているのかちょっとお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  今のご質問にお答えいたします。 

 19年度の実態でございますけれども、いわゆる学力向上対策事業ということで、小学校につ

きましては指導方法の工夫、改善ということで、３校で計４名の教職員が配置されてございま

す。３校ともＴＴの指導や、または少人数指導というような形で、計４名が加配となってござ

います。それで、中学校のほうでございますけれども、中学校につきましても指導方法の工夫、

改善ということで２校に計３名、習熟度別、または少人数指導というような形で計３名の加配

がされてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。12月１日現在の学級編制状況を見ますと、白老小学

校が37名で１学級になっています。緑小が51名ですので、２学級で、それで割ると26人、萩野

が44名で、２学級に割りますから22名となっています。そうすると、白老小が40名に達してい

ませんので、１学級で37となると、非常に学級の先生が１人入って、指導のアンバランスが出

てくるのですけれども、こういう部分については教育委員会のほうで道教委のほうに話しして、

ここに入るような措置はされていますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  具体的にはそのようなお話はさせていただいてはいませんけ

れども、今後今教育長のほうからもお話ありましたとおり中教審、または教育再生会議の中で

そういう時間増が想定されますので、今後そのような方向で、道教委についてもそういう要請

を積極的に行っていきたいというふうに考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 今道教委に要請していくと言っておりますけれども、１つこのように

学校の学級見ても、２学級になっているところと二、三人が定員に満たないということで、１

学級で対応するとあります。そこで、私は今財政も厳しいですから、逆に白老町内の中に先生

を退職した方、あるいは校長退職あります。あるいは、先生をやっていて、先生やっていなく

てもいいですけれども、家庭に引っ込んで、引きこもって、子供が大きくなったから、今度少

しボランティアでしましょうということで、読書、読み聞かせか何かやっていますけれども、

そういうふうにしてやはり有為な人材をボランティアの形みたくして、人材登録みたくした形

で今後活用していく考えないのか。それということは、今お話ししたように新指導要領確定に

よって、十分に子供たちに負担がかかっています。それらをやはり軽減し、子供たちが喜んで

勉強できるような環境をつくってあげるべきだと、こう思うのですが、いかがでしょう。 



〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  退職者等々ＯＢの職員といいますか、そういう方を活用して、ボラ

ンティアという形でもいいから対応できないかどうかと。多分前田議員は、前学校教育課長を

やっておりますので、そういうことを踏まえての提言だというふうに押さえております。ただ、

私今この場で聞きまして、いわゆる学校の受け入れ態勢がどうなのか、あるいはどの程度白老

にそういうボランティアの方が存在しているのか、それと学校のほうでの先ほど言いました受

け入れ態勢、それから授業の体制をどうするか、そういうことも多分構想としては質問の裏側

にはあるのかなというふうに思います。今のご質問だけで答弁はちょっとできかねるかなと思

いますので、もう少し具体的な提案があれば、それをお聞かせ願って、こちらのほうも校長会

等にはお話はしていきたいというふうには思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。そういうことで学習ボランティアの導入、今後私も

提言していきたいと思いますし、そういう形で多くの大人の中に囲まれて、子供がやっぱり輝

いた学校生活を送れるようにしてあげなければ、今言ったように37名のところ１人で、22名の

ところに、学級に先生が１人とかということになれば、差が、言葉ちょっと悪いですけれども、

非常にやっぱり指導の濃さが違ってくるのかと、こう思いますので、そういう部分で我々大人

がそういう役目を果たす必要があるのかなと、こう思いますけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  具体的な数字云々は承知していない部分あって、答弁が適切な答弁

であるかどうかわかりませんが、いわゆる40人学級の中で人数によって１クラスになる、２ク

ラスになる。それによって、37名、38名で１クラスで１人の先生が見る、二十何名で１クラス

を見る。これは、いわゆる基準の線引きをしますと、そういう差は出てくると。これは必ず出

てきます。そういう中でいわゆる１人の先生が見る児童数がどの程度が適切なのかということ

になろうとは思いますけれども、今の基準の中で当然考える中では、そういう多い、少ないと

いうのはあるのかなと。ただ、前段で言いましたとおり、その１人の先生が見る範囲が果たし

ていかがなものかということもありますし、その学年、学級の状況も踏まえて、１人がいいの

か、２人がいいのかということもありますし、今先ほどのご提言ありましたボランティアを含

めてどういう体制がいいのかということは、私も今後また勉強していきたいというふうに思っ

ています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 最後に、この質問とします。町長にお聞きしたいと思います。教育委

員会は、法で市町村からの独立が保障されています。一方、予算編成権、委員の任命は首長が

持っておりますので、その辺を踏まえてご質問いたします。今まで議論してきましたけれども、



ゆとり教育の中で子供の学力低下によって学力格差の拡大が懸念されています。そういう中で

町長は所信表明で、みずから学ぶ意欲を伸ばしていくとしていますけれども、子供たちがみず

から学ぼうとする力をどうはぐくんでいくのか、まず町長の具体的な手だてを聞きたいと思い

ます。 

もう一点、所信表明の中で幼児教育について述べておりませんでした。今幼少の連携教育が

盛んに叫ばれている中、町長の所信表明の中に幼稚園教育というか、幼少の教育について、幼

保もそうですけれども、触れておりませんけれども、その真意は何かをお聞きしたいと思いま

す。 

２点です。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） まず、１点目のみずから学んで意欲を伸ばしていく、こういうことを

私のほうで書いていますが、これ本当に教育現場の校長先生が、これは永遠のテーマというか、

大命題だということで、そのことで日々皆さん努力していると思います。ただ、先ほど議員の

ほうからも出ていましたが、これは家庭と学校との連携もございます。まずは、子供たちに実

感として学ぶことの例えば喜びだとか、達成感だとか、そういうことをきちっと子供たちに実

感していただくというのが一番大事ではないかなと思っております。そのためには、学校の現

場で創意工夫が必要でございますが、重ねて申し上げますが、そのことを家庭と学校とがいか

に連携とれるのかと、こういうことが非常に大事かなと思っております。 

 ２点目の幼児教育については、私の重点項目の一つでございまして、ただ載っていなかった

ということなのですが、考え方をまず。昨年も特養、寿幸園の跡に幼児のための、お母さんた

ちのためにそういう施設を活用させていただいております。それは、私もかねて実感している

のは、働きながら子育ても大変忙しいお母さんたちがやると、そういう中で今後お産について

もなかなか不安要素が高いということから、経験者といいますか、50代、60代の方も来ていた

だいております。そういう若いお母さんたちに経験あるお母さんたちが指導、そして安心を与

えていただくということを重点に考えています。また、教育についても同じでございまして、

それは現場の学校、教育委員会中心に、私になってから子ども課も設けました。一生懸命取り

組んでおりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） 町長の教育に対する意欲は酌み取れております。 

そこで、本当に最後です。教育長に伺います。今町長が教育に対する積極的な姿勢を示しま

したけれども、この厳しい財政の中、教育予算の獲得に臨む教育長の姿勢をお聞きしたいと思

います。 

〇議長（堀部登志雄君）  白崎教育長。 

〇教育長（白崎浩司君）  基本的に前の質問のとおり非常に財政状況が厳しいという中で、教

育予算についても含めて、給与費もしかりというような状況で、聖域はないとは思っておりま



すが、子供たち、いわゆる児童生徒に健やかに育ってもらえるという予算は、教育委員会とし

ても積極的にそれを配分していただくというような姿勢で町当局とも協議していきたいという

ふうに思っています。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

          〔２番 前田博之君登壇〕 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。これで質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で２番、前田博之議員の一般質問を終わります。 

 


