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     ○開会の宣告 

○委員長（及川保君） それでは、定例会の後でございますけども、白老町財政健全化に関する調

査特別委員会を開催いたします。 

                                           

○委員長（及川保君） 先般の特別委員会後に小委員会を開催されまして、その内容、それから、

本日の会議の進め方について等も小委員長の方から報告がございますので、加藤正恭小委員長、よ

ろしくお願いいたします。 

○小委員長（加藤正恭君） 過日、小委員会を開催いたしました。その要旨をまとめて文書化して、

皆様のお手元にあろうかと思いますが、これを朗読しながら、ちょっと説明を申し上げたいと、か

ように思います。 

 ８月 24 日以降に行う特別委員会における議論の方向について、次のように要点をまとめたので報

告をいたします。大きく２つございます。一つは１でございますが、「現在、白老町の財政健全化に

関する調査及び議論は、特別委員会を設置し、議長を除く全議員により審議中である。したがって、

９月４日から招集される第３回定例議会において、申し合わせにより、この件に関する一般質問は

できないこととなっていることから、本日以降の特別委員会において、財政健全化に関し、悪化の

原因や状況、再建団体回避するための骨子（案）及び将来の展望などあらゆる角度から十分な議論

をされたい。」ということでございます。それで、三國谷副町長以下、担当のご出席を求めて、皆様

方の十分な議論をしていただきたいと思います。 

 二つ目でございますが、「議会として国（総務省）及び道に対し、白老町議会の意思として「意見

書」を提出してはどうかということになりました。また、北海道選出の国会議員及び道議会議員に

も、十分な理解を得る行動をすべきではないか。」ということであります。 

 「意見書」の内容について、今後の課題でありますけれども、意見書の趣旨について、次のよう

な理由でということでの意見書の例を書いてみました。これで全てではございません。十分ではご

ざいませんけれども、添削するなり、追加するなり、カットするなり、したいと思いますが、一応、

例示を示したいと思います。 

 イといたしまして、「今までの国の指標は、一般会計の収支重視から、急激に、本年６月に「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」を制定し、４つの健全化判断比率（指標）を決めているこ

と。」 

 それから、ロとして、裏でございますが、「指標の基準は公表されず、本年中に国が政令で定める

こととし、法律の適用は、平成20 年度の決算とあり、あまりにも急速である。適用年度の２年から

３年延期を検討していただきたい。」ということであります。 

 ハといたしまして、「地方自治体の意見を十分に踏まえぬまま制定され、これから地方自治体の意

見を聞くとありますけれども、その日時、場所等が全く不明確である。」ということであります。 

 ニといたしまして、「先ほど示しました４項目の指標のうち、連結実質赤字比率の内容がいまだに

流動的である事と、財政健全化団体、又は財政再生団体への一定基準値が何パーセントかがまだ決
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められていない。」ということであります。 

 ホといたしまして、「国による三位一体改革は、地方自治体に対する行政的な締め付けとなってお

り、それが中央と地方の格差に繋がった一因であること。」 

 などと書いてありますが、これ以外にまだまだ皆様方の提案によって、あろうかと思いますが、

一応、今、考えられることはこの程度であるということで、小委員会でまとめたものでございます

のでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（及川保君） ただ今、小委員長の方から、先般の小委員会の中の報告をしていただきま

した。 

それではですね、この報告によって皆さん、内容が承知されたかなというふうに思いますけども。

この１番から３番までの内容につきまして、順次、会議を進めて参りたいと思います。 

 それでは、１番のですね、９月４日に開会されます第３回定例会において、申し合わせによって、

この財政問題については一般質問できないということになっておるものですから、それでは非常に

議員各位の意見を申し述べる場がないわけであります。この特別委員会が唯一の場となりますので、

本日の会議においては、この財政問題をきちんと取り上げていきたいという議員さんもおられるか

と思います。それぞれ議員の皆さんのご意見を、この特別委員会において、副町長も出席されてお

りますので、ぜひ、議論をしていただきたいと。今後の骨子の部分についてですね、将来展望の部

分などもございますので、あらゆる場面からの質疑を許可いたしますので、自由に議論をしていた

だきたいと思います。 

 まず、この１番に限って、範囲を定めませんのでね、ぜひ、議論をしていただきたいと思います。

このことについては、先般、事前に皆さんの方には周知されておろうかと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 基本的には特別委員会を構成したわけですから、ここに書かれているとお

りだろうというふうに思いまして、原則的には賛成でございます。ただ、一般質問ができないとい

うことになると、町民の方々というのはやはり、本会議での論議というのをかなり注目しているわ

けですし、アクセスなんかもかなり多いというふうに聞いているものですから、そこで今、一番の

関心事である財政問題について誰も触れないということになると、いったいどうしたものかという

ふうに考えられる向きもあるのではないかという懸念を感じるわけですよね。それはそれで仕方が

ないわけですけども。そうすると、この特別委員会として、やはり、ここで論議したものを何らか

の形で町民に介していくというような方法が必要ではないのか、どうなのか、そういうことが小委

員会の中で話し合われているかどうか、その点を伺いたいなという気がするのですがいかがでしょ

うか。 

○委員長（及川保君） 加藤小委員長。 

○小委員長（加藤正恭君） 今、斎藤委員のご質問でございますが、今までの申し合わせがあるの

ですね。それで、特別委員会ばかりではなくて、常任委員会でも所管事務調査、例えば、例を挙げ

ますと総務常任委員会で検討していることを総務常任委員のメンバーが質問するということはでき
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ないという申し合わせがあります。他の委員会に所属している人がそのことについて質問すること

は差し支えないのでしょうけれども、そういう申し合わせがあると。それで、今回の特別委員会は

議長を除く19 人全員がメンバーでございますので、十分にこの特別委員会で検討、審議するという

ことでの特別委員会だというふうに理解すれば、それは一般質問の対象にはならないだろうという

のが考え方です。ただ、後半で言われた、町民に対してどのような報告をするかということが懸念

されますが、それは特別委員会の委員長の報告まとめですね、それらが今後出てきます。そこまで

まとまるかは別にしても、絶対に出すと思いますが、それに基づいて広報で特集号を組むかどうか

は、まだ広報でそういう検討はしておりませんが、そういうふうにして町民には周知徹底をしたい

というふうに、今、言われて、個人的にはそんなふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 今、斎藤委員の方からは町民が心配されている部分であろう事案ですから、

一般質問できないというのは非常に疑問だということだと思うのです。それをやるためには他の方

法があるのかということも今、質問の中にはありましたけどもね。よろしいですか。 

13 番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 一般質問ができないから駄目だと言っているわけではないわけですよね。 

これは当然、特別委員会で論議しなければならないことですから、それはいいのです。ただ、懸

念した、町民にどういうふうに介していくかということの方法というのはね、どこかで論じられて、

その必要があるとか、ないとか、議会広報だけでいいのかという問題だとか、あるいは直接何か町

民に訴える機会だとか、そういういろいろなことが考えられるわけだけども、そういうことが今、

言ってすぐに、はい、こうしますという問題ではないと思うので、小委員会か何かの中でそういう

方法というのが考えられるだろうかということですので、できれば、そういうことも取り上げて、

一度、検討しておいてほしいと、こういうことで受け止めていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭小委員長。 

○小委員長（加藤正恭君） 今、斎藤委員が言われたように、この財政の問題はまち懇でまもなく

町の理事者が３ヵ所で全町のところに説明に行くということは、テーマはもう決まっておりまして、

その問題についての議論をしていくということが実際に設定されております。それで、その席上で

議会の対応はどうだということになった場合にはどうするかという議論は議会運営委員会で議論さ

れてですね、もし、万が一、町民の誰かから議会はそれに対し、どう思っているのだと、どういう

行動をしているのだということに対しての答弁は議長がそれに対してお答えすると、こういうこと

になっております。それからですね、これはまだ検討はしていないのですが、この特別委員会で町

がまち懇でやった他にですね、議会自体も町民の場のところへ行って説明をする必要があるのかど

うかということについての具体的なことは、話はちょっと出ておりますが、具体的な行動をすると

いうふうにはまだ決定しておりません。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 今、小委員長の方からは、まだ皆さんに報告されていない、議運の中での

議論も入っていたかなというふうには思いますけども、そういう方向で小委員会の中でもこれから

検討課題には上るかなというような回答でございますけども、どうですか、斎藤委員。 

それでは、今のことについては１番の部分ではありませんけども、その他ありませんか。この１
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番の内容。要するに、今後の議会としての町民に対する姿勢と言いますかね、一般質問できないと

いう部分での質問だったのですけども。この件に関しては、あと特にございませんか。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 認識が違ったら困るから、ちょっとお話をしておきたいと思うのですけど

も、一般質問をしたら駄目だとかという表現になっていますけどね、それは申し合わせで、特別委

員会という特別な組織をつくって、そこで集中して議論をするわけですよ。そこでするわけだから、

一般質問は申し合わせで重複しますから、なるべく避けた方がいいのではないですかと。特別委員

会という全員の者が出て、そして、全員で、例えば副町長出ていらっしゃいますけど、町長がどう

しても必要だったことであれば、町長に出ていただくことだってできるわけですから、そういう意

味です。もちろん、町民に対することで言えば、定例会と特別委員会の違いがあるということは事

実でございます。町民の皆さん方は一般質問だとか、代表質問の方が集中して聞いたり、関心を持

っていますから。ただ、やるから駄目だとかではなくて、これは議会のルールとして決めているこ

とであってね、議会が特別委員会で最高のものを、これだけを審議するという場をつくっているわ

けですから、そこで議論をされるわけですから、本来から言ったら、議会はそこでいいわけですよ。

それで十分果たしているのです、役目は。ただ、町民に徹底するということで言えば、町民の皆さ

んが傍聴に来たりするのは特別委員会より一般定例会の方が多いと、こういうことですよね。です

から、当然、今、言われたように、町民にどうやってお知らせするのかと。ですから、今、小委員

長が言われたように、議会が今の状況の中で、現在の状況の中で地域に出て行って報告会をやるべ

きかどうかという議論は出ています。確かでございます。ですから、そういう認識だと。一般質問

をやったら駄目だよと言っているように聞こえるのだけど、決して、そういう議論ではなくて、議

会のルールとしては当然、みんなで一番、一般質問でやるより、もっと集中的に、どんなことでも、

何でも議論していいよという場をみんなでつくったわけですから、ここで徹底的にやりましょうと。

どんなことでも徹底的に議論すると。それは、町民に知らせるかどうかということは、また、別の

話なのですよ、これは。別のことなのですよ。そういうご理解をしていただかないとね、議会が自

分で議会の首を絞めたり、規制しているように聞こえてしまうのです。一般質問駄目だからと言う

ものですからね。僕は決してそういうことではない、議会というのはやっぱりこういうルールに従

ってやるべきだろうし、特別委員会をつくったのだから、そこで徹底して今、ここで議論するとい

うことが町民の中に出て行くわけですから。私はそういう意味だというふうに理解をしております

けれども。そこだけ言っておいた方がいいかなと思って。 

○委員長（及川保君） 今、大渕委員の方からお話がありましたように、絶対に一般質問駄目だよ

ということではないのですね。皆さん全員の委員会をつくったわけですから、その中であらゆる議

論をここでするのだという心構えで本日の委員会を進めていきたいというふうに思います。 

 それでは、皆さんの方から骨子も含めた中で、この骨子は説明を事前に受けていますので、内容

を十分承知されていると思いますので進めてまいりたいと思います。ご意見のあります方はどうぞ。 

14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。根本的なことはたくさんございます。ただ、前提でちょ
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っと一つだけ。長く説明はいりませんけども、説明をしていただきたいと思うのは、この骨子案が

できたのは６月でございます。ただ今、８月の末でございます。その間の進捗状況が、平成20 年度

までの対策額の中身５点ございますけれども、この進捗率について、町として、どのような取り組

みをされて、どういう状況にあるか、分析がどこまで進んだか、シミュレーションがあるのか、な

いのか、そういう点について、まず、お尋ねをしたいと思います。当然、この前提として、将来展

望がございますけれども、今日は町長出ていませんからね。将来展望まで聞けるのだったら、後で

聞きますけれども。これも一般質問と同じことですから、一般質問で聞くものを同じような中身を

ここでどんどん、どんどん聞いていくということですから、そういう視点でまず、お尋ねをしたい

と思います。 

○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） まず、今の進捗状況ということのお話でございますけども。

まず、この骨子をつくった後ですね、この対策額に対しての、メインとしては今、人件費の対策と

いうことが大きなメインにございますので、内部的にはですね。その内部的な対策をとっていくた

めに組合への提示、交渉等を現在進めている段階でございます。これは随時、行なってございます。 

 まず、この財政再建における原因というか、このような状況になっている原因が本当にどこにあ

るのだということを含めてですね、きちんとした対応をとるべきだろうということがありまして、

対策とは別に原因究明を行なってございます。これについては、適宜、広報の中で掲載するという

ことで７月号の広報、それから、８月号の広報、それから、さらに９月号の広報ということで段階

的な形でございますけども、町民にきちんとした説明をしていくということを行なってございます。 

 それから、一方でですね、やはり、この対策について、きちんとした理解をいただきたいという

ことがございまして、議会の方へのご説明の後に行革委員会への説明、それから、町内会連合会役

員の皆様への説明、そして、今回８月28、29 日、それから、９月３日、こういう日程で懇談会の中

で説明をきちんと行なっていく、町民説明を行なっていくと、こういう準備をしてございます。 

 それから、もう一つ内部的な見直しの中ではですね、事務事業の見直しということが対策額とし

て、約１億 5,000 万ほどございます。この対策につきましても、副町長中心に各課のヒヤリングを

終えました。各課のヒヤリングを終えて、最終的な対策額をまとめている段階でございます。これ

がまとまりしだいですね、議会の方にご報告したいという部分と、それから、行革の委員会の方に

もかけたいということでございます。ただし、先ほども議論の中でありましたけども、数値目標と

いう部分で言えばですね、今、25％の数値目標を立ててございます。その中で国はあくまでも 12

月ぐらいを目処にしているということでございます。パーセントとしては12 月と。その中でどこま

での対策をとっていくのかということはですね、さらに慎重な検討が必要だというふうに思ってい

ます。 

 それで、今日ちょっと、資料としては持って来てございませんけども、前にもご質問あったかと

は思うのですが、赤池町の状況ですとか、夕張市の再建の状況等がございまして、この中では取り

組みに大きな違いがございます。というのは、赤池の場合は平成４年に再建ということ、旧法律で

再建になったのですけども、約 30 億ちょっとの赤字額。一方、夕張市は今年２月ということで353
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億なのです、赤字額が。こういう状況でやってございます。例えば、赤池の場合はですね、職員の

人件費についてはどこまで削減したかというとですね、定期昇給という部分がございますけども、

それをやめたということと、職員数を十数名削減したということ。それから、例えば、特殊勤務手

当を削減したという内容。例えば、町民サービスの中身で言えばですね、公共施設、一部見直しを

行なった、統合を行なった、こういうような内容なのですね。それから、使用料、手数料等につい

ては、平均 20％近く上げたと、こういう対策が主になってございます。一方、夕張の場合は、赤字

額が赤池と比べた場合は10 倍以上の額になってございますので、夕張市の場合は相当の額を削減し

なければならないという状況の中で、例えば、職員の給与は平均30％カットというようなことを行

なって、なおかつ、職員数も相当数減らすと、こういう取り組みを行なっている。さらには町民サ

ービスの中で言えばですね、各施設を閉鎖しているということでございます。図書館、例えば美術

館は閉鎖ですとか、プールは１ヵ所しか、それも夏季の夏休み期間中しか開けないですとか、それ

から、体育施設についても料金の値上げをしたですとか、税等についても率を上げたですとか、相

当な実は取り組みをやっているという実態がございます。そういう中を含めてですね、うちが、先

ほどお話しましたけども、その指標、赤字額がどうなのかということも含め、うちが今後とらなけ

ればならない対策の赤字額を含めてですね、どこまでのサービスを見直さなければならないのかと

いうことをやはり慎重に検討しなければならないのかなというふうに思っています。「夕張と同じ」、

こういうような言葉が確かに聞こえてくるのですが、私どもは決して夕張と同じだというふうには

思っておりません。ですから、町民に求める負担というのもですね、夕張と同じような状況で求め

るのだというふうには思ってございません。しかしですね、やはり見直すべきことは見直す必要が

あると。単独事業でやはり町民生活において影響が少ないものは、やはり見直しをさせていただく。

それから、国、道に制度において上乗せをしているようなサービスについても、これは見直しをさ

せていただく。さらに、長年続けている事業で一律に補助、もしくは助成、もしくは支給している

ようなサービスについても見直しをさせていだたくと、こういう考え方で町民サービスについては

見直しを進めていきたいということで最終的なヒヤリングを終えてございます。それらについては

ですね、先ほどもお話したとおり、まとまりしだい、整理しだい、その効果額を出ししだいですね、

ご報告させていただきたいと思います。 

 それと、一方、自らできることということがございます。そういう中ではですね、やはり職員が

ということで率先して取り組まなければならないということも今、整理をしてございまして、例え

ば、草刈りなのですけども、いろいろな公共施設の草刈り業務がございます。これをお金をかけて

実際やっている部分がございますが、これを全体的なものを全てまとめて、どういう計画でやりま

すよということでは時間がかかってしまいますので、例えば、保育園については８月24 日、それか

ら、９月入ってすぐに職員のボランティアを募って、土曜日、すぐに対策をとって草刈りをやるで

すとか、そういうことは順次進めていきたいということで今やってございます。一応、進捗状況と

言えるかどうかあれですけども、今の取り組みの内容でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。一定の流れは理解しました。そこでね、例えば、原因追
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求をしてきたということなのだけど、それは外部に発表できるような原因追及になっておりますか。

外部に発表ということは、なぜ、こうなったかという町の抑えと、我々、議員の抑えはたぶん違う

と思うのですよ。当然、この間、財政改革プログラムを含めた３つの改革についての反省をどうし

ているかという文章は出していただきましたけれども、なぜ、こうなったかという原因の町の原因

追究というのは、より厳しいでしょうし、より綿密になっていると思うのですけれども、それは我々

が見せてもらうというか、中身がわかるような状況になっていますか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 委員が今おっしゃられる、原因追及の町側で抑えている内容、

どこまで委員が期待されているかという、ちょっとその辺の差があったら困りますけども。私ども、

少なくても、これまで 20 年間ほどさかのぼりまして、どのような事業の仕方をしているのかという

ことを今、全て洗い出しをしてございます。その年度、年度にどのようなお金の使い方ということ

ですけども、事業を行なってきたか。その事業にどれだけのお金と、その財源確保の手法がどうだ

ったのか。つまり、単費でどうだったのか。借金、いわゆる起債ですね、町債でどれだけやってき

たのかということを全て、今、調査しています。 

 それで今、この場でお話できることは、これは９月号広報で出す予定でもありますけども、さら

に懇談会の中で、説明会の中でも全て資料として出す考え方でいますけども、やはり、これだけ今

の状況の中で財政が硬直した原因は、現在の中で言えばですね、公債費の支出です。18 年度で約17

億の公債費があります。19 年度で約 18 億。20 年前の約６億から７億ぐらいから、これはずっと伸

び続けて、今現在ですね、17 億から 18 億という状況になっております。これはやはり事業の実施

によるもの。いわゆる起債を利用して行なってきたという部分でございます。それで、この事業指

標がどうだったかということはきちんと今、捉えております。 

 それともう一つ。地方交付税が三位一体改革という名のもとにですね、実は平成 14 年、15 年く

らいから減ってきています。その額についても減ってきているということは８月号の広報の中でお

知らせしていますが、それも再度ですね、その内容がどうなのかということを実は調査しました。

実際のところですね、交付税は伸びてきていました。三位一体改革の前までは交付税は伸びていま

す。その伸びている原因が何なのかということも実は調査をしました。その中ではですね、やはり

先ほど、起債を借りて仕事をしていたということをお話しましたけども、実はその起債に対して交

付税措置があるということ、これはいろいろお話しているかと思いますが、実は伸びているのはそ

の分でありまして、いわゆる、行政が、町が、標準的なと言いましょうか、そういう行政サービス

を行なうために必要な財源として、町税では不足する財源不足分を補う交付税。財源調整分の交付

税と言った方がいいでしょうか。その分の交付税については、実は横ばいなのです。横ばいでした、

ずっと。交付税は伸びていますけども、その分については横ばいだということが出てきてしまうの

です。つまり、伸びていたのは起債分の起債償還分に充てる交付税が伸びていただけで、いわゆる、

一般行政を運営していくために、町民サービスをきちんと提供していくための交付税の伸びという

のは、ほぼ、ないとそういう状況がわかってきています。 

 では、伸びた財源を何に使ってきたのかということが問題です。この伸びた財源を元に実は事業
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をまた展開してきていると、こういうことです。こういうことが考えられるということで、今、こ

のことはですね、やはり、きちんとお話しなければならないという部分だと思うのです。ただしで

すね、これは白老町だけがそうなのかと。確かに、これだけの赤字になってきていると、苦しい財

政状況になってきているという部分では突出しているのかもしれませんけども、やはり国が、いわ

ゆる景気浮揚対策としてですね、交付税を、いわゆる事業を行なう場合に交付税措置を有利な方向

に変えてきているという部分があるのですね。例えば、この事業をやれば交付税の参入率は今まで

50％だったけども、それを 60 に上げますよですとか、70 に上げますよという、そういう景気浮揚

のための、実はそういう措置をしてきているわけです。それに基づいて実は、白老町の場合、その

当時は基盤整備がやはり遅れていた。例えば、下水道についてもですね、道路整備にしても遅れて

いた。それはやはり、この制度に基づいてやろうということでやってきたという結果があると思う

のです。これは、国はそれを措置しますよということでやってきているわけですから、伸びてきて

いるとおりでございます。しかし、全額が交付税で措置されるわけではなかったということです。

一部、それについてはやはり町費で持たなければならない。いわゆる、自主財源である町税でその

分を持たなければならないということだったわけです。ただ、その持ち分がですね、町税が伸びて

いけば、その持ち分もクリアできたということなのですが、町税の伸びが、いわゆる景気浮揚対策

でも景気が回復せずに町民税の伸びが期待できなかったということなのですね。こういう複合する

原因が今、見えてきました。 

 それともう一つあるのが、当時、事業を実施している状況を見ますとですね、総体事業の内訳を

見ますと、やはり、単費の持ち出しがかなりあります。その時は、いわゆる財源としては持ってい

たということです。それなりに基金を持っていた、もしくは、財調に積み立てていたのは、だいた

い５億、６億の金額で、ずっとそのぐらいの金額は持っていますけども、積み立てなくてもいい、

いわゆる単費が十分に確保されていたから、実は事業ができてきたということなのですね。その時

はやはり、白老町は財政力はあったということなのですね。財政力があった、なおかつ、起債が借

りられる環境が整っていた。それで、なおかつ、国は起債制度事体に有利な制度を持ち込んだ。そ

の中で白老町が遅れていた基盤整備をやってきたと。それが、実は標準財政規模はそれほど変わっ

ていないわけですから、それを超える、いわゆる状況だったということがですね、今、分析をして

いる中でわかってきてございます。これについてはですね、その分析結果をですね、きちんとグラ

フにしまして、そして、それをきちんと町民の皆さんにもご説明したいと思ってございます。実は

ここの会計ごとに、じゃあ、何の事業はどうだったのかということではなくて、やはり白老町とし

て事業の仕方がどうだったのかということを、まず、ご説明したいというふうに思っています。 

 それで、ちょっと付け加えますけども、そういう交付税の伸びと、いわゆる町税は伸びない中で

も何とか事業を行なってきたと。その中で実は、交付税は先ほどお話したとおり、起債償還分にあ

たる交付税については伸びていますけども、三位一体の改革で実は交付税が先ほど減ってきました

と、そこが実は非常に問題でして、いわゆる一般行政経費として本来行わなければならない、つま

り、サービスを行なっていく部分としての交付税、これがガタッと落ちてきているわけです。つま

り、従来のサービスを行なうのに必要な財源が、交付税が落ちたために不足してきているというこ



 - 10 - 

となのです。ですから、単費でそこの部分を補わざるをえないという状況になっているわけです。

実はこういう状況になってきているのです。公債費が伸びて、歳出の割合として占めてきていると。

一方、町民サービスのかかる経費は扶助付与含めて伸びきていると。ところが、扶助費、それから、

一般行政サービスを賄うべき町税は落ちている。なおかつ、その分の交付税が下がっていると。こ

ういう中で非常に一般会計自体も20 年度以降、約５億、６億の赤字に転落していくという、そうい

う状況が見えてきたと。そのために今、対策としてやっているという部分については、内部管理経

費の、まずは、削減ということは間違いではないと。つまり、一般行政経費にかかる経費を抑え込

むということはですね、やはり今回の対策の中では間違いではないと。ただし、町民サービスとし

て見ている経費についても、これはやはり歳入減がそこにありますから、先ほどもお話したとおり、

事務事業の見直しの中では国、道よりも上乗せしているような制度、それから、長年継続してきて

いる制度については見直しを図りたい、なおかつ、一律に助成もしくは補助を支給しているような

ものについてはですね、やはり、ここら辺については見直しをさせていただきたいと、こういう考

え方でございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 回数はなくても３回ですから、これでやめますけども。 

 一つはね、例えば、単費でやった時に、それを補助に代わるようなものがあったかどうかという

調査をしているかどうか。要するに、金があったから単費でやるのも簡単ですからね。単費だった

らどんどん、どんどん、制限何もないわけですから、書類も出さなくてもいいし、できるわけです

よ。ですから、そういう意味で、単費があったために、あったためにという表現は悪いね、使える

補助金を使わないで事業をやっていたようなことの調査までしているかどうかということが１点。 

 それから、これは何で聞くかと言うとね、山手町政が終わった時に８億の財調あったのですね。

今の話でもわかるように、５億、６億で平均で推移していっているということは、それだけ食って

いっているということなのだけど、今はもう無いけどね、そういうことになりますから、そこら辺

がどういうふうになっているかということです。 

 それから、もう一つは、当然これを町民の皆さんにお知らせするということは大切ですから、広

報に現状分析したものが渡っていっているわけですけども、粗資料と言いましょうか、例えば広報

の文章というのは広報でつくっていると思うのだけど、粗資料で皆さん方がすぐ仕事を整理しなく

てもできるのであれば、そういう粗資料を我々にもらうことができないのかどうか。なぜかと言う

と、認識が全部同じになるとは思いませんけれども、少なくても一定の認識が、議会と町側とが一

緒の認識になるということは、私は大切だと思っています。もちろん、我々自身が理解、納得する

というためにもですけれども、そういうものが、粗資料で結構です、新たなものをつくる必要はあ

りません、そういうものを我々に提示してもらうことができないかどうかということ。 

 それから、今の話の中で言えば、内部管理経費事務事業の見直し対策、これはやられていて、一

定のところまで行くと。それから、５番目の滞納使用料、手数料の見直し。見直しまでいっている

のかどうかわからないけども、これは予算に入っているのですね、来年度の。そうすると、これ全

部、今、１から５まで、土地が売れるかどうかは別にしてだよ、全部やらないと間に合わないので
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すよ。部分的ではどうにもならない。もちろん期限があった、人件費の抑制なんかの問題も期限が

あってやっていることだから、期限がこなかったらわからないものもあるということは十分承知し

ています。ただ、組合との話し合いがどうなっているのかとか、そういうことを含めて全体的な進

捗状況、この１から５番目までの全体的な進捗状況をわかりやすく示すことができないかどうか。

この３点だけ、とりあえず１回目で質問したいと思います。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 過去の事業について、いわゆる単費でやったものが補助制度

を活用できたのではないかと、そのことの調査をしているかということでございますけども、その

調査は行なってございません。ただですね、基本的に私どもが考えておりますのは、これまでも予

算編成の中で基本的にそういう方針で進めているというふうに思ってございますけども、基本的に

は単費で行なうものは補助制度、もしくは交付金制度がどうしてもないものを行なっているという

考え方でやってございますので。もう一つですね、調査していないという理由の中にはですね、実

は当時の補助制度、いろいろと変わってきていまして、これまでですね。その当時にあった補助制

度は無くなって、また、できたですとか、その当時は無かったけども、今はあるですとか、いろい

ろ制度は変わってきています。実は起債も同じでございまして、その当時はあったけども、今は無

いというような起債もありますし、起債そのものの名称も変わってしまっているという、そういう

こともございまして。全ての事業を調べていくというのは、実は非常に困難な状況でございますの

で、この辺についてはご理解をいただきたいと思います。最初に申し上げたとおり、基本的に単費

で行なうものは補助制度、もしくは、そういう助成制度がないものを行なうのだということです。

それともう一つ、単費で行ないますけども、基本的に単費の中で起債が借りられるもの、こういう

ものがあります。補助制度はないけども、起債は借りられる。これも起債を借りる場合については、

後年度、先ほどもお話したとおり、交付税での措置があるもの。いわゆる、実質的に交付税の措置

があるということは補助に等しいものなのです。例えば、１億の事業をやる時に90％起債が借りら

れるということは、9,000 万借りられるということではないのですね。9,000 万借りたうち、交付税

で 50％見てくれますよということになればですね、いわゆる、4,500 万は補助と基本的には変わら

ないわけです。ただし、4,500 万は借金として残るということなのですね。当初１億の事業に9,000

万の起債ですから、1,000 万あれば１億の仕事ができた。しかし、4,500 万は借金として残っている。

これが実は、積み重なってきたという先ほどのお話だったです。ちょっと話外れましたけど。補助

制度の活用というのは基本的に行なってきているということでご理解をいただきたい。 

 それから、ある程度、資料についての提示ができないかということでございますけども。実は私

ども今、分析を進めていく中で、私どももどういう分析をかければ、皆さんにきちんとお知らせす

るものになっていくのか。それから、何をきちんと調べれば、きちんとした原因究明になるのかと

いうことで、過去のですね、いわゆる財政の決算資料から、当時の交付税の算定資料から、あらゆ

る資料を実は持ち込みましてですね、資料作成を進めているところです。そういう中でですね、実

は試行錯誤の中で資料をつくっているというのが実態でございまして。ただし、その出来上がった 

資料につきましては、広報等で抜粋して使っていたりしてございますけども、それらの資料につい
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ては提供できるかというふうに思います。 

 それから、先ほどのご質問の中で滞納対策ですとか、使用料・手数料の見直しを含めた滞納対策

も含めてどのようになっているかということでございますけども。使用料・手数料の見直しにつき

ましては、実はこれ、議会のご理解もいただきまして、平成17 年に見直しをさせていただいており

ます。平成９年に一度行なったものから、平成17 年にと、かなりの時間を空けてですね、実は見直

しをさせてもらったと。その中で実は今後のルールとして、３年ごとのルールということをつくら

せていただいてございます。それで、今、20 年度の改正ということになりますので、19 年度の作業

として使用料・手数料の見直し作業は経営企画課の方で進めてございます。 

 それともう一つ、滞納対策でございます。これにつきましては、緊急対策会議というのを設けま

して、副町長をトップにした対策会議を設けてございます。町税だけではなくて、町税の他にも国

保税ですとか、介護保険料ですとか、下水道使用料、給食費、保育料、住宅料、それらの全て担当

する課の担当者が入りまして対策会議を設けてございます。それから、担当の課長も入りまして対

策会議を設けています。実務的には、その中に幹事会というものを設けてましてですね、担当者レ

ベルでどういう対策がとれるのかということを検討してございます。それらについてはですね、今、

報告をまとめているところでございます。それで、この中でですね、じゃあ、かなり厳しいことも

やらなければならないという形で書いてございまして、滞納対策については法的な手段もとってい

く必要が出てくると。かつ、使用料でも法的手段をとれるものについては、例えば住宅料ですとか、

給食費等についても法的手段がとれるものについてはですね、法的手段の検討まで入ると。ただし、

どこの段階で入れるかというのは、やはり払いたいという意思があってもどうしても生活困窮で払

えないという部分もございますでしょうし、一方、払えるのに払わないという、そういう状況もあ

るでしょうし、ですから、その見極めは大事だと思っています。しかし、やはり、そういう状況が

ある場合については、ある一定限度を超えた場合にはやはり法的措置も講じていくという、そうい

う強い考え方を持って臨んでいきたいということでございますし、一方では、今、検討してござい

ますけども、悪質な滞納をされている方については町民サービスという部分でですね、やはり何ら

かの制限もかける必要が出てくるのではないかということも検討してございます。こういうものに

ついては、また、議会にそういう制度をつくるということになればですね、当然、それについては

条例ということになりますので、そういうことの検討を今、進めているということでございます。 

 それと、全てやらないと間に合わないという中で全体的な進捗状況がどうなっているのかという

ことについてはですね、今ただちにですね、こうなっていますということの資料をまとめているこ

とではございませんので、これらについては早急にまとめていきたいというふうに思いますのでご

理解いただきたいと思います。以上です。 

○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） 端的に、かつ、具体的にお答えをいただきたいと思います。 

 前段で特別委員会設置によってですね、一般質問が財政のことをできなくなったと。私も議会運

営委員会のメンバーでございますので、これに対して、ここで申し上げるのはちょっとおかしいか

もしれませんけども。やはり、町民が一番関心のあることが一般質問、今回の定例会でできないと
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いうことに関しましては、いまだにいかがなものかという気持ちとしては残っています。ここで質

問させていただきます。まず、根本的なことをお尋ねしたいのですけども。25％以内の目標につい

てですね、この目標は変えていないですよね。これは当然だと思いますけれども。例えば、12 月の

総務省からの結果を待って、もしかしたら、緩やかにやってもいい方向が出てくる、その辺を考え

の中にあって進めているのか。それとも、これは骨子のまま、どんどん進めていくという。これは

もう根本的なことなのでね、まず、その確認を一つですね。 

 それと、最初の同僚委員の質問、具体的な進捗状況についてのお尋ねだったと思うのですけども、

私は答えになっていないというふうに感じております。ですので、具体的にお尋ねします。平成20

年度までの対策額、１番から５番までございますけども、これらについての現段階での進捗状況に

ついて。一般質問できませんのでね、ここでお尋ねしたいのですけども、具体的にどうなのか、こ

れについて、お答え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） まず、取り組み目標の25％の関係ですけれども、これは前から議論ご

ざいますが、とにかく対象となる 20 年度の時点での 40 億になるだろうというふうに想定しており

ます赤字額、これをまず解消するということが一つです。計画は全体的に平成 28 年までに 98 億に

なるだろうと、赤字が。このまま行きますとですね、このまま何もしなければ98 億までいくだろう

と。これを 10 年間の中で全部解消という計画ですから、これは指標が25 になろうと、40 になろう

とですね、この計画の中身は変わらないと理解していただきたいと思います。 

 もう一つ、具体的な進捗状況なのですが、先ほど、参事の方からある程度のお話はさせていただ

きましたけれども。まずですね、この５つの対策項目の部分でちょっと補足みたいな形になります

けれども、お話させていただきますが。 

 まず、一つに人件費の対策。簡単に言います。この組み立ては、職員は20％の給与削減と、それ

と 30 名の勧奨退職者を募ると、こういうことで６億8,100 万というふうに見込んでいるわけであり

ます。これはご存知のとおり、先ほども言いましたけれども、人件費の関係につきましては組合と

今、交渉中でございます。具体的には１月から、この分は実施するという方向で組合と交渉中とい

うことです。それと、30 名の勧奨の分についてはですね、８月いっぱいをもって締め切りとしてお

りますが、現時点では約20 名ぐらいの申し出があると、正式にですね。ただ、これについてはです

ね、それぞれ職員、生活があって、当然、家庭の中で奥さんと十分に相談しながら、家族の方と相

談しながら慎重に、今、検討しているところでございますので、その部分は待ってみなければわか

りませんけれども、なるべくというか、30 名に達するような努力はしていきたいと、こういうふう

に考えています。 

 それから、内部管理経費については先ほど言いましたように、事務事業、臨時事業で 5,000 万削

減すると。それから、経常費的な部分で１億削減するということで、これは先ほど言いましたよう

に、前回、ヒヤリング終わりましてですね、内容の精査と言いますか、最終的な判断をしていこう

というふうに考えています。ただ、これには相当、町の単独事業、それから、上乗せ横出しの事業

含まれておりますので、町民の皆さんに相当影響するものでございますので、これは議会の方とも
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十分相談しなければなりませんし、これは今後、議会の方とも詰めていきたいというふうに考えて

います。 

 それから、財産の売却なのですけれども、これは２ヵ年の中で最大限の努力をするということは

町長も議会の本会議の中でも答弁してございます。そして、今日、産建の方にもご報告させていた

だいたと思うのですが、２社決まったと、工業団地の方。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩します。 

休  憩   午後 ０時００分 

                                           

再  開   午後 ０時００分 

○委員長（及川保君） 休憩前に引き続いて、委員会を再開いたします。 

○副町長（三國谷公一君） 特別工業団地の方も今、２社ぐらいちょっと、確証含めて、これも売

れる予定になってございます。これは順次、進めていきたいというふうに考えています。 

 あと、基金の繰替運用の関係は、２億円は、今、特定目的金として持っている部分で当面支障の

ない部分を一時借りると。これは当然、10 年間の中できちんと返していきますが、そういう方向で

考えています。 

 それから、滞納対策、使用料・手数料の見直しについては、今、参事から言いましたようにです

ね、取り組みを進めているということでございますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） まだ、ありますね。昼食の休憩に入りたいと思います。 

暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ０時０１分 

                                          

再  開   午後 １時００分 

○委員長（及川保君） 休憩前に引き続いて、委員会を再開いたします。 

３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 休憩前の質問で平成20 年までの対策額、副町長の方から具体的にお話

がございました。その中で一点ですね、どうしてもちょっと気になるところと申しますか、誰もが

皆さん心配していることだと思うのですけれども、いわゆる、財産の売却対策額ですね、これが全

体の 26 億 7,000 万のうち、16 億ぐらいがこれに占めるわけでございますけれども、企業の誘致が

先ほど、いいニュースが飛び込んでまいりました、非常に積極的に営業されて、展開されているの

だなということで非常に希望もあるわけでございますけれども、ただ、この金額をクリアするには

相当まだ時間も必要かなと。まして、企業も目的がある場合は購入するでしょうけれども、目的な

しに土地を先に購入するというようなことは今の世の中ではなかなか考えにくいということもござ

いましてですね、仮にこの目標値にだいぶ届かなくなりそうだと、平成20 年の計画どおりにならな

かった場合、何かこういうようなやり方でこうしますというようなものがあれば、示していただけ

ればと思うのですけれども。この点について、やはり皆、心配しているところかなと思っておりま

す。 



 - 15 - 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 対策の項目の中で、ご指摘のように５項目挙げておりますけれども、

この財産の売却対策、これがやはり相手がございましてですね、不透明な部分でございます。あと

の４点についてはですね、これは内部努力の話でありますから、努力しだいでは間違いなく達成で

きるというふうに考えています。言いましたように、財産の売却は相手がございます。今、委員の

方からもご指摘あったとおりでございます。最大限努力はしているのですが、まず、ちょっと前段

をご承知おきいただきたいのは、十分ご承知かと思いますけども、とにかく40 億の赤字を想定して

ですね、これを 25％という厳しい数字で対策を立てるというようになっています。加えて、この指

標が、25％がどうなるかわかりません。当初、私ども 40 と見ていましたけれどもね。例えば、40

と想定するとですね、１ポイントというのは約6,000 万になるわけですね、標準財政規模60 億です

から。ですから、これが当初どおり40 ポイントで計算していますと、９億からの数字が違ってくる

のですよね。これは例えばの話で申し上げています。 

 それから、あとはですね、今、話がありますように、土地がどう見られるかという問題もまだ残

っています。それから、病院会計、下水道会計のこともまだ決まっておりません。そういう中で、

そういうものが全部悪い方にいってですね、我々がそういうことをカウントできないということを

言って、指標も厳しくなったよということでこれだけの対策をとらなければならないということで

すから、26 億 7,000 万対応しなければならないという数字はかなり厳しいというふうに見ているの

ですよ、我々。では、今言った他の項目で努力できるものはありますかと言った時に、なかなか10

何億にするというのは基本的に厳しいというふうに考えています。ですから、それを前提にちょっ

とお話させていただくのですが、最大限売る努力はしてまいります。それと、何としても赤字再生

団体入りだけはしないということになりますと、どうしても売れなかった場合はどうなるのですか

というご心配でのご質問だというふうに考えていますので、これは最悪の、どうしても達成できな

いと、このままでは赤字再生団体入りになるということが想定される場合についてはですね、何ら

かの手法を講じなければならないなというふうに考えています。 

 それは何かと言うとですね、うちの方に土地取得を目的とした土地開発公社とですね、３セクで

すけれども振興公社がございます。そういうところに一時売却をして、これは売却しっぱなしとい

う意味ではございません。売却しても、４つの指標のうちの将来負担比率、ここにも関わってきま

すから、当然、計画を立てる中でそれをきちんと返済するということやらなければなりません。こ

れはあくまでも返済を平準化という一つの手法というふうに捉えていただきたいのですけども。こ

れはもう本当に最悪の場合ですけれども、そういうことも検討しなければならないのかなというふ

うに実は思っています。そうなりますと、当然、議会の方にもご相談、協議させていただかなけれ

ばなりませんが、そういうことも考えなければならないなというふうには思っています。ただ、ど

うなるのですかということを言われますとですね、そういうことも考えるということも必要かなと

いうふうに思っていますが、基本的には先ほど言っていますように、何とかこの土地を売っていく

努力をしていくという考えております。 

○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） 18 番、加藤ですが、何点かちょっとお聞きしたいのですが。 

○委員長（及川保君） ちょっとお待ちください。三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） すみません。先ほど私、午前中に答弁した中でちょっと誤解があった

ら困りますので訂正も含めて、再度、答弁させていただきたいと思いますが。 

 土地売却の関係で２社、新たな企業が進出することが決まりましたと、これはそうですが、あと、

もう一点の方ですね、石山特別工業地区、ここの方に土地売却が２社ほど引き合いがありますよと

いう答弁させていただきましたけども、これは実はですね、新たに企業が出てくるということでは

なくて、既存の企業が次の事業展開も含めてですね、新たに土地を取得したいと。１社は決まって

おりますけれど、もう１社は近く契約する方向で今、交渉中であるということでご理解いただきた

いと思います。 

○委員長（及川保君） はい。それでは、18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。今の土地の財産の売却と対策額 15 億 9,000 万。この

中身は工業団地造成と、それから、港湾の方の造成地の売却、その他にですね、その他にある町有

地の売却を見込んでの数値だろうと思うのだけれども、内訳としては特別分けて計算している金額

かどうか、その点が一つですね。 

 それと、今朝９時から産業建設常任委員会で２社の誘致が決まったというのですが、これは土地

の価格はどのくらいに。２社合わせてですね、どのくらいになるのか。差し支えない程度で、公表

できればお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、もう一点はですね、９ページに載っていますが、町民負担の検討項目としてですね、

保育料の改正、国民健康保険税改正、超過税率の導入、固定資産税税率の増と。この部分がですね、

この 20 年までの対策額には載っていない。物理的に 20 年度に間に合わないと、見直すにしても間

に合わないというのだけれども、例えば、超過税率の導入というのはできるのではないのかなと私

は思うのですけどね。それから、２番目の国民健康保険税も５対５に見直しが国から指摘されてい

るというのですが、これだって国並みのあれに直すことは、可能ではないかなと私は気がするのだ

けれども。いつか、21 年度からでなければ導入ができないというような話なのですが、具体的にど

うして 20 年度から導入できないのか。その辺り、お聞きしたいと思うのだけど。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩します。 

休  憩   午後 １時１１分 

                                           

再  開   午後 １時１３分 

○委員長（及川保君） それでは、休憩を閉じて、委員会を再開します。 

岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） まず、１点目の土地売却の内訳というお話でございますが、

15 億 9,000 万のうちですね、まず、普通財産、うちの方の管財の方で持ってございまして・・・。

それで今、ご承知のとおり、広報等でもお知らせしてございますけども、住宅用地としての販売を

お知らせしてございますが、これについて、約 5,000 万を見込んでおります。残りにつきましては
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ですね、工業団地、それから、港湾造成用地、この部分で合わせて対策をとるという案でございま

す。分けてはおりません。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 土地の取得価格については聞きに行っている部分がありますので、後

ほどお答えいたします。 

 まず、保育料の改正、国民保険税の改正、それから、超過税率の導入の関係でございますけれど

も、このプログラムでもお話したようにですね、これはあくまでも内部努力を中心にできるものを

きちんとやってですね、その上で財源が不足する場合についてですね、これを実施したいと、町民

負担をお願いしたいということになっています。基本的な考え方でございます。ただ、今の想定の

中ではですね、この部分を行なわなければですね、この改革は成しえないだろうなというふうに考

えています。どういう形になるか、わかりません。やはり、町民の負担というのは当然伴ってくる

のだろうなという思いでおります。そういう中で、ただ、20 年度に導入できないかということにつ

いてはですね、先ほどから話がありますように、まだ、指標の関係とか決まっていない部分がずい

ぶんあるのですね、不確定要素が。ですから、年次ごとの対策額も状況によっては変わってくるの

ですよ。計画全体の努力の部分は変わらないのですけれど、そういうことになりますよね。そうい

うことで、その辺がはっきりしなければ町民の皆さんに負担をお願いするとか、説明することは困

難だろうなと思っています。そこが決まらないで、根っこの部分が決まらないで、ただ、お願いし

たいということはできないというふうに考えています。それで、これはやっぱり年内にそこのとこ

ろはきちんとしますので、年内に改革の実行計画プログラムをきちんと立てて、それで、どうして

も町民の皆さんにお願いしなければならないものを明らかにしなければならないというふうに思っ

ています。そこから十分説明して、理解を得るということになりますと、当然、関連する条例改正

とか、議会の説明だとかということも含めて考えていきますと、これはやっぱり20 年度はどうして

も物理的に無理だろうと、21 年度になるだろうというふうに考えておりまして、この 19 年、20 年

の対策の中にはこの部分は盛り込んでいないということでございます。 

 それから、もう一つ、新たな立地企業が取得して、その取得価格がどのくらいになるかというこ

とについては、約8,000 万ぐらいというふうに考えています。２社で、です。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 番、加藤ですが。最初の方の歳入、税金等、保育所から何から。これは

国の基準に準拠と。国のレベルまで上げるということはですね、今まで下げていたわけですね。と

いうのは、政策予算として、そういうふうにしていたのだろうと思うのですよ。ですから、国の基

準よりも白老町財政が苦しいから上げるということではなくて、国に準拠するまで上げても、私は

上げたというふうには理解しないのですけどね。実際は金額上がるのだから、町民からすれば上が

ったということになるかもしれませんが、国の言っているレベルまで、戻すという言葉は変ですが、

それまでやるのですから、それは別にどうのこうのという問題ではないと。それ以上、どうしても

足りないから上げるという時には町民の同意が、私は必要だろうというふうに理解するのですけれ

ども、それでも駄目なのですか。それが一つ。 
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 それからね、地方交付税の問題なのだけれども。地方交付税の中には、我々よく予算の中でいろ

いろ聞くのですが、これは交付税措置されていますと、何％と、こういう説明をしているのですね。

それを、例えば32 億という地方交付税が１年間来るとしたら、その内の何ぼまでが借金の返済の分

でございますよと。財政措置された部分が、例えば 32 億が来るとしたら、その内の10 億がこうで、

あとの 12 億が本来の地方交付税。結局、全国的なレベルにまで地方の自治体が上げるためのあれだ

という分析は、前にも私、質問したことあるのだけれども、そういうことをしているのかどうか、

それがわかれば教えていただきたいと思うのですけど。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） それでは、１点目の保険料、それから、国保、超過税率の関係ですが、

加藤委員のおっしゃるとおりでございまして、これは保育料にしましても、国の基準まで上げると

いう話であります。国保もですね、これはご存知のことかと思いますけれども、やはり相互扶助を

基本とした制度でございまして、当然、病気、けがになって病院にかかる時にですね、みんなでそ

のことを最初から協力して、一つのものを出し合ってですね、そして、医療費をそこから一部を出

してもらうという制度でございますので、国と道と町の補助と、それから、病気にかかった時の負

担区分ですね、２割とか３割とかという負担区分と、そして、国保税でまかなうという基本的な制

度ですから、これは当然そこでは黒字出すことにはなりませんけれども、赤字を出さないように運

営するのが基本原則だというふうに思っています。私どもの町では赤字になっているわけですから、

そこのところは当然、税で補うというのは基本なのですけれども、ただ、言ったように、保育料と

保険税というのは政策的にも抑えてきたところなのです。国保もご存知のように、平成６年から今

の制度できています、上げていませんので、かなり、そういう面では町民の皆さんの負担の軽減を

図ってきたというふうに考えています。ただ、町民にしてみれば、今までやっていただいていたこ

とは当たり前ですから、いずれにしても新たな負担が出てくるということですから、それはきちん

と説明して納得していただいた上で改正させていただかなければならないと。基本的な考え方はそ

ういう考え方でおりますので、そこは一つ、ご理解をいただきたいなと思います。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 地方交付税におけるですね、先ほどお話しました、町債にか

かわる、いわゆる交付税措置はどれぐらいされているのかという内訳がわかるかという、こういう

ご質問かと思います。先ほどもちょっとお話しましたけども、交付税がどう増え、どう減ってきて

いるのかという、そういう分析を今、進めていたという中で、実は数字を抑えてございます。その

中で平成 18 年度の交付税を申し上げればですね、その中の 12 億 3,100 万が、いわゆる借金返済、

町債交付税措置の部分。それから、18 億 6,500 万が、いわゆる行政サービスを行なうための交付税

措置というふうに、合計分から詳細を分析しまして出した数字でございます。ちなみにですね、先

ほど交付税が減ってきたという中で、この行政サービス部分が減ってきたというお話をさせていた

だきましたけども、実は平成 13 年度はですね、借金返済分の交付税措置が 13 億 7,100 万、いわゆ

る、住民サービス分が23 億 3,600 万ということです。13 年度は 23 億 3,600 万が、18 億 6,500 万ま

で行政サービス部分が減ってきているということなのです。ですから、やはり三位一体の改革にお
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ける交付税が減ってきているというのは、どこが減ってきているかというとですね、この部分が大

幅な減額になっているということです。町債の交付税措置については毎年変わりますので、13 年度

につきましては13 億 7,100 万、14 年度は 14 億 4,200 万、15 年度が14 億 6,700 万、16 年度はちょ

っと下がりまして13 億 5,900 万、17 年度が 13 億 2,700 万という、こういう若干の数値の違いはご

ざいますが、このぐらいの金額は交付税措置されていると、こういうことでございます。以上です。 

○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。先ほどの副町長の話で、国保の場合、６年度から見直しをし

ていないと。それで今まで来ていると。それが徐々に歳入の方のあれになっていることはもう事実

なので、慣れているから、町民にとっては国のレベルまで上げろと言っても、実質的には値上がり

になるのだけれども、その辺りは説明が私はできると思うのですよ。それ以上上げるという時には、

これこれで足りないものですから、国の基準よりちょっと上げざるをえませんというのであればあ

れだけど・・・。国のレベルまで上げるということには、何もですね・・・。それは財政が裕福な

時だったら、どんどん政策予算として検討するのは、僕は当然だと思うけれども、何も国のレベル

まで上げて、だから、地方自治体は勝手なことをやっていると国から言われて、逆な面で締めつけ

があるのではないのかなと。国の言いなりになれとは言わないけれども、歳入の面だけでも国の方

のレベルでやって、あとのサービスは別な方法でやるというような政策ならいざ知らず、やっぱり

国のレベルまで持っていくというのは、私は基本的な問題だろうと思うのですね。それを説明する

のには、何も町民の理解を得るとか、得ないとかではなくて、そういうふうな説明をすれば、「ああ、

そうか」と、今まで町が100 万だったのを90 万でやっていたのかということで説明・・・。それを

100 に上げるのだよと、こう言うだけのことで済むというふうに私は思うのですけれどもね。財政

が足りないこともはっきりしているわけですから、間に合うものなら、私は20 年度の決算までにそ

ういうふうにできるものからやっておいた方が他の方の負担も歳出の面でいろいろカットしている

面も多少は余裕が出てくるのではないのかなというような気がするのですけどもね。その辺り、も

う一度、しつこいようだけど聞きたい。 

 それから、今、岡村参事から交付税の問題なのだけども、交付税措置されている、例えば18 年度

の 12 億３千万何某の、これは当然、交付税措置されているのだからもらえるものだよ。もらえると

言ったらおかしいけれども、国の政策として来ることは当然なのだけど。問題は、残りは 18 億 6,000

万というのがね、これがどんどんいじられているのではないのかなという気がするのですよ。です

から、これに対してはっきりと18 億 6,000 万ではやっていけないのだということの何か根拠的なも

のも、向こうから計算されてくるのだから、最後は何か、掴みで私はやる部分が・・・。国全体で

は足りないから、そうせざるを得ないということはわかるのだけれども、それが各地区での地方の

格差に、私は繋がっている一つの原因だろうというふうになれば、やはり、この辺りをもう少し強

く要求するという言葉はおかしいけれども、根拠を示して反論できるようなものにはなっていない

のかどうかですね。国の計算方法に全部お任せしているような状態なのでしょう、現在の場合は。

文句も言えないわけなのでしょう。おたくは何ぼカットされましたというだけのことで。これこれ

しかじかの理由でこういう減額になりました。逆に、財政足りないから増えましたというような説
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明があって然るべき部分だと思うのだけれども、その辺りは今までどういう措置をしてきたのかね、

その辺りを伺いたいと思う。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 私どもは本当に委員がおっしゃるように、ここの部分がこれ

ほど減っているという部分については、実は今回の交付税が削減されているという中身についてで

すね、本当に何とかならないのかと、本当に同じ思いでございます。ただ、やはり、これは全国一

律の計算方式に基づいて国が計算しているものでございまして、全て系数等は決まっているものな

のですね。例えば人口であったり、老人の数であったり、道路ですとか、公園の数ですとか、そう

いう指標をもとにして全て計算されているものでございます。ただ、今、国はやはり総体の交付税

を下げるという中で系数を変えてきているのは事実でございます。ただし、白老町だけを変えてい

るとかということではなくてですね、全国の部分での計算式を変えているという、こういうことだ

と思うのです。それにつきましては、当然、交付税を削減していくという中でですね、私どもも削

減については当然、町村会なり、そういうところを通しながらですね、こういう削減に対して、国

に対しても申し上げているところでございますけども、しかし、国自体がやはり総体として交付税、

財源が無くなってきているという中ではですね、やはり私どもはですね、この削減された額で何と

かやりきる方法を考えてなければならないというのも実態ではないかなというふうに考えてござい

ます。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 保育料と国保の再度のお尋ねですけれども、委員がおっしゃることは

よくわかるのです。私どももそのとおりだというふうに思っています。ただですね、国保もこれは

制度上ですね、やはり国と同じだと言っても、一つの仕組みは同じだと言っても、その地域、地域

で、当然ご存知だと思うのですけれども、要するに、例えば都会ですと、若い人が多いと保険税を

負担する方が多くて、病院にかかる、いわゆる支出する方が少ないのですよね、医療費、どうして

も。そうすると、保険料はぐっと安くなるのですよ。やはり、高齢化している地方ほど、国保税と

いうのは高いのが実態なのですよ、どうしても。ですから、仕組みは一緒でも負担というのはかな

り違うのですね、地域、地域で。そういう違いがございます。保育料も国の基準はありますけれど

も、やはり他の自治体も軽減して、子育てという観点からそういうことをやっている自治体がやは

り多いのです。うちもそういうことでやってきています。ですから、そのことをそこまで上げさせ

てくださいというのは、当然、町民の皆さんに理解していただかなければならないと思っているの

ですが、問題はそういうことを言っていきますと、保育料だ、それから、国保税だ、今度は超過税

率で例えば固定資産税だとか、もう一気に負担がいってしまうのですね。ですから、この辺は慎重

に我々も判断しなければなりませんし、議会にも相談しなければなりませんし、住民の皆さんに十

分説明しなければならないと、こういうことでどうしても先ほどから言った、あの指標の関係とそ

ういう説明責任ということからいきますと、やはり、どうしても 20 年度の、その一部だけをやれば

いいのではないかということにもならないと思うのです、これは。全体の中できちんと説明しない

とですね、ここだけで一つ目は保育料、次は国保税、次は超過税率、こういうふうにならないもの
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ですから、それはやはり総体の中での町民負担というものを考えていかなければならないと我々は

考えていますので、そこは十分説明をさせていただく。我々も当然、相当の検討はしなければなり

ませんし、議会とも十分お話をしなければなりませんし、十分、町民の皆さん、地域の皆さんにも

ご説明して理解をしていただいて進めるということですから、もう今の段階では20 年度の実施は難

しいと、こう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） 副町長の言わんとすることもよくわかるの。だけど、そういうふうにして

見直しをしないで放置してきたのも悪化の一つの原因でもあると。全部ではないですよ。歳入不足

を起こしている。結局はね、最終的に夕張にはならないけれども、夕張のようになった場合はそん

なこと言っていられないのではないですか。そうでしょう。だから、なる前に何かの方法を講じな

ければならないなということですから、応分の町民の負担ということもこれから考えていかなけれ

ばならない。もちろん、できるだけ経費はね、無駄なところに金を使わないということは当然、根

底にあるとしてもですね、なってしまってから、ああだ、こうだと、いろいろなものを値上げする、

あるいはカットするということにはならないと思うものだから、町民もある程度意識としてはそう

いうふうに私はきていると思うの。最悪の状態になってから泡を食ったって始まらないから、今や

っているわけですから、その辺りも十分検討していただきたいなということなのですけどね。いか

がですか。 

 それから、岡村参事の方ね、交付税と言っても特別交付税もあるのですよ。普通交付税と特別交

付税があるのですよ。特別交付税の決め方なんていうのは本当のでたらめなのですよ。あなたがお

っしゃるように一定のルールが普通交付税にはあると。だけど、特別交付税なんていうのはまるっ

きりつまみ食いなのですよ。そういうことを知っておられて答弁しておられるのでしょうけれども

ね。必ずしもルールどおりになっていないのですよ、国のやることは。そういうところも非常に多

いということも十分踏まえていただかなければならないと思うのですけどもね。 

○委員長（及川保君） 加藤委員。今の前段の質問なのですけどもね、再三にわたって、この問題

をやっていますけども、同じことを・・・。 

○委員（加藤正恭君） 答弁が無ければ結構です。意味は違いますよ。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 前段の町民負担の部分なのですが、先ほどから申し上げていますよう

に、これは計画の中でも決してやらないと言っているわけではなくて、徹底した経費節減だとか、

歳入対策を行なって、その上でなおかつ赤字再生団体になるような状況であればやりますよという

ことではっきり申し上げているわけで、当然、委員がおっしゃるように、このことで再生団体入り

を避けるという意味では実施しなければならないという前提で私、答弁させていただいています。

ただ、20 年度というのはですね、基本はやはり町民の皆さんの理解を得ることが前提ですから、物

理的に難しいということでございます。 

○委員長（及川保君） 高畠課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 交付税のお話が出てございますので、私の立場でお答えしたいと思
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います。岡村参事が先ほどおっしゃったとおり、基本的にルールは決まってございます。非常に厳

格なルールがございます。その中でやはり段階補正だとかですね、例えば公園１平米あたり何ぼだ

とかという、そういう数字がどんどん、国の借金返済の方に回されて、減らされていっているのが

現状です。それは間違いないです。 

 それと特別交付税、これも確実にルールはあります。ルールはありますけども、この分につきま

しては、その町の努力の仕方、それによって変わる部分も多少なりともあります。そういった分で

力関係の部分もありますけれども、そんな大きな影響力を持つものではございません。基本的なル

ールはございます。 

 それと、今、加藤委員がおっしゃるような地方の状況ですね、それをやはり交付税の算定に、国

に対して生かしてほしいというような、そういうようなことが言えるのか、言えないのかというよ

うな部分。それは基本的にアンケート調査だとか、今回の算定の方法について何か意見があります

かだとか、そういったことは総務省の方から北海道を通じて意見を述べられるような仕組みにはな

ってございます。ただ、それが全部生かされるかどうかというのは、これは全く国の裁量の問題で

すので、そういうような一定のルールの中で財政部局としては意見を述べるということはしており

ますし、今後ともそれは続けたいと思っております。以上です。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、加藤委員の議論の中で私もちょっとお聞きしようと思ったのですが、

19 年度、20 年度のいろいろな５点の対策をやって、なおかつ、対策額が不足した場合に先ほど言っ

ていました、保育料とか、国保税の見直しをしていくのだということなのですが、そういう話を聞

いていくと、これはやらないということではないというお話も聞いているのですが、19 年、20 年度

の不足額が生じたからやるということにはならないのですよね。20 年にはできないわけですから。

20 年を乗り越えたからいいというものではないですよね。今後の方策として考えなければいけない

ことだというふうに私は思っているのです。私もちょっと調べみたのですが、国保税も保育料も今

の現状、この私の数値はちょっと古いのかもしれないのですけど見てみたのですが、国保税は公的

年金控除額の変更によって負担増になっているのですね。19 年度、それから、20 年度には、ちょっ

と金額はあれなのですけど、どんどん増えていっているのですよ、国保税の割合が。そうすると、

激変緩和策というのをとっていかなければいけないという現状に、今あるのですね。国保税に関し

ては。保育料もやっぱり定率減税によって19 年度は増加しているのはずなのですよ、保育料の負担

額は。20 年度は所得税率の変更によって、現在の保育料徴収基準額表を用いると多少減少するだろ

うと、合併の時の説明であったのですね。これをずっと鑑みると、夕張もそうなのですが、保育料

は上げますと、ただし、激変緩和策をとっているのですよ。そうやって考えると、私は本当に町の

努力で２年遅れの保育料の設定、これは決して楽だからやったのではなくて、やっぱり子育て中の

お母さんを応援しようとか、国保税もやっぱり年金の所得金額が少ないから、そういう努力をして

きたのだと思うのです。そういった意味でのものなので、ただ、こういう骨子案の中でこれから町

民説明会の中に入っていった時に、なぜ、じゃあ20 年以降の政策として考えるべきものなのに、保

育料とかそういうものが入ってきているのかなと、私ちょっと思ったのです。すごく不安になると
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思うのです、子育て中のお母さん。この間、保育の統廃合の説明の時に、私はまだ１ヶ所しか行き

ませんでしたけど、お母さんが保育料が上がるのではないですかという問いをしましたよね。その

時に、統廃合と保育料は別ですからと、それで終わってしまったのですよ。なぜ、あの時にもうち

ょっと詳しく説明しなかったのかなと思ったのです。やっぱり町民はある程度の覚悟はしていると

ころがあるのですよ。だけど、20 年度の骨子案にこれが出てきてね、適正配置では説明をしない。

それから、今ちょっと伺っていたら、土地が売れたと、金額はいくらかと聞いたら、すぐ出てこな

いという。全体的なくるみの中で保育料もじゃあ、こういうふうに上がっているから、もし、21 年

から上げなければならないとか、そういうふうになった時に激変緩和策もどうとるのかということ

をある程度数値的に示しておかないというか、つくっておかないと。出す、出さないは別としても。

ただ、こういうふうに言葉として出してしまうことがどうなのかなというふうに思うのですよ。そ

の辺、どんなふうに考えられているのかなとちょっと思ったのです。今、一番、町民が不安に思う

のは、いろいろな税率が上がっています、その中で大変だと言われていて、この５つが絶対やりま

すという行政側の自信を持って言う言葉と、町民は、でも、大丈夫なのかな、上がらないのかなと

いう。だから、上がるとしたら、こういうふうに、この年度から、こんな状況になりますというこ

とが、ある程度こっち側が持っていかないと駄目ではないかなというふうに思うのですけど、その

辺の考え方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） 今、吉田和子委員の方からお話ありましたように、確かに保育料、そ

れから、国保についてはですね、前の財政改革プログラムの中にも保育料を国並みに、または国保

税についても応能応益の平準化をすると、それで一定の効果額を出すというふうにしていたのです

が。これは今、お話がありましたように、年金制度の改正、税制改正でですね、特に詳しい資料は

持ってきておりませんが、国保では、推計では２年間でだいたい 4,500 万くらい増えるという推計

でありますし、保育料も当時、算定した部分については、その制度改正で収入としては増えたので

すね。かえしますと、上げてはいませんけれども、制度改正で効果額としてはそれに近いものが出

てきたということで見送った経過が一つございます。これは確かでございます。 

 それと、ここに載せている部分はですね、あくまでも骨子なのですよ。それで、そこのところが、

私ども、今、地域に出て行った時に一番難しい問題だなというふうに思っているのです。というこ

とは、先ほどから言っていますように指標がきちんと固まらない段階で、この辺の細かい数字をど

うするかというのが組み立てられないのですよ。それを出してしまうと、また、一人歩きしてしま

う話ですしね。それで、プログラムがきちんとできる段階までにはその考え方をきちんと整理しな

ければならないと思っています。今、吉田和子委員がおっしゃるように。本当に国保税をどうする

のか。保育料をどうするのか。超過税率をどうするのか。その率もどうするのか。超過税率も時限

的にやるのか、これからずっとやるのか。そういうことまでもきちんと組み立てなければならない

というふうに思っているのです。ただ、今現段階ではですね、いろいろな試算はしていますけれど

も、そこのところはまだ出せないということを理解いただきたいと思うのですよ。ですから、おっ

しゃるように、地域に出て行った時にどうなのだというのは必ず言われると思いますので、これは
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相当やっぱり、その辺は厳しいなというふうに思っているのですけど。ただ、基本的な考え方とし

ては、これは努力したあとに最後にお願いする部分ですよという姿勢ではいるのですよ。ただし、

おっしゃるようにですね、じゃあ、これから不足する 100 億近い赤字をきちんと改正していくため

にはですね、やはり先ほどから出ていますように職員の給与の削減だとか、土地を売るだとかとい

う努力の他に、まずは、例えば国保であれば、国保会計をきちんと赤字が出ないような基本的な組

み立てにしなければですね、これはどんどん増えていってしまうわけですから、そういう努力もし

ていかなければならないということになっていくと思うのですけども、それは先ほど言いましたよ

うに、やはり、あれもこれもということになるのですね、そうなってきますと。そうすると、町民

負担ということはかなり出てきますので、その辺は慎重に、しかも、改革プログラムですから、き

ちんと赤字解消に向けてやはり実行されるものにしていかなければならないという考えでおります

ので、その辺、委員がおっしゃることは十分わかりますし、我々も中ではいろいろなシミュレーシ

ョンをしながら組み立てはしてございますので。ただ、12 月に向けてですね、この辺の考え方の整

理というのは所管課に指示して今やっていますので、その辺ご理解いただきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほどから出ていますように、指標25％以上になった時には、考え方とし

て安易な方に、町民も、私もそうですけど、少しでも上がらない方がいいというふうに考える方で

すから、そうであれば、財政の健全化が少し緩むと、そうなった時には保育料としては、基本的に

は元に戻すというかね、国の基準に戻すという考えがあるわけですから。ただ、そういうふうに緩

んでくると、今までの現行のままで何年かは続けていけるというものがあるのかどうなのかね。先

ほどおっしゃったように、それを示すのはなかなか難しいというお話もありましたけれども、それ

が 20 何年になるのかわかりません、もしかしたら、23 年からやらなければならないかもしれませ

んけど。先ほどから言っていますように、急激に上がったら困るわけですから、激変緩和策とかを

用いなければならないですよね。そうすると収入として入ってくるのは、正規になったら７年も８

年も後になるということになりますよね。だから、そういうことであれば、その激変緩和策をきち

んと用いるということを前提にやるということがあれば、きちんとした、元に戻しますよという説

明がなるのではないかと思う。ただ、やったけども、ちょっと入ってくるものが入ってこなかった

から、皆さんに負担してもらいますよということになることがね、本当に町民の方たちのためにな

るのかどうなのか。その辺なのですよね、私が思うのは。わかりますか、言っている意味。だから、

やっぱり基本的にはその数値をきちんと持っていて、示せるべき時に示す。私は、今回の保育の統

廃合の説明なんかはすごくいい場所だったと思うのですよ。こういう可能性はあると、こういう率

があるけど激変緩和策ということもあるのですとか、そういったことを含めて説明した方が私は、

お母さん方はそういう覚悟というのはできるわけですよね。それが固まってしまうということでい

っぱいになるのではなくて、こういういろいろな手法がとれますと。だけど、２年遅れの保育料の

設定はなかなか厳しい状況になっていますと。そういうことでやらなければならないのなら、やら

なければならないということをきちんと言った上での、そういう方策をきちんと訴えるべきではな
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いかなというふうに。ちょっとしつこいようですけど。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） まず、内部努力をしての後と、私、さっきから言っていますけども。

内部努力と、それから、指標の関係もさっきから言っていますが、指標が 40 になったからと言って、

赤字解消する額は変わらないのですよ、努力する。一気に 19 年、20 年でやらなければならない部

分が平準化されるかどうかという、これを一つ、理解していただきたいと思うのですよ。ですから、

保育料の問題についてはですね、指標がどうなろうとも考えなければならないと思うのです。ただ、

おっしゃっている、例えば激変緩和だとかという言葉が出ましたけれども、そうなっていくと保育

料ばかりの問題ではなくて、いろいろな問題があるのですよね。だから、それはトータルで考えな

ければならないというふうに先ほど私も言っていることなのです。保育園の統廃合と民営化の説明

に行った時もその話が出ました。私もいました。ただ、担当者の答えはですね、そこの話まで入っ

てしまうとですね、やはり財政の問題等をきちんと説明してやらないとなかなか、保育料だけを上

げるという話をしてしまうとですね、また、それはそれで混乱するので、それはまた別の機会にと

言っていることは、きちんとプログラムをつくって、そういった改正もきちんとどういう形でする

ということを決めた段階で説明させていただきたいという意味で言ったのだなというふうに私は理

解していたのですが。本当はそこで説明、いい機会ですからできればよかったのですけども、そう

いう事情もあったということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） 他。４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 先ほど答弁の中でですね、今の対策を 10 年間やると、これから発生する、

10 年後では 98 億でしたか、それが全部解消できるのだという話をされていたのですが、どうして

も 20 年度までにやる対策とごちゃごちゃになってしまって、ちょっと比較しづらいのですが。そう

しますと、今、財産の売却ですか、そういうものも全て今、持っている財産を全て売ってしまうと

いう、そういう想定のもとで最終的には98 億何千万の赤字を解消できるという話になっているのか。

それとも支出の、20 年度までの対策の人件費だとか内部管理費ですか、これの削減がもうずっと続

いていきますよね、この部分については。ところが、土地や何かはそれが売れるかどうかというの

はわかりませんよね。だから、きちんと抑えられるものを抑えた中で、その対策で98 億の赤字が解

消できるというふうに考えているのか。これが売却も全て終わらないと98 億の赤字が解消できない

というふうに抑えているのか。そこら辺がもし、わかれば。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 個々のケースで違いますので一概に言えないのですが、大雑把に話を

させていただきますとですね、土地の関係については、15 億何某を 19 年、20 年で売るということ

です。それで、あとは売れるかどうかわかりませんので、要は工業団体 14 億と臨海部８億、22 億

ぐらいあるのですが、これは全部売れると限りませんので、売るというのはなかなか見込めないの

で、例えば土地でしたら、そういうことを想定して、まず、19 年、20 年で売ったあとはですね、そ

れはカウントしておりません。それは解消していくと、他の方法で赤字を埋めていくと。いわゆる

一般会計から埋めていくという考え方です。その考え方の中には、当然、土地を売っても埋まらな
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い部分があるのですよね。政策的に安くしていますから。そういうことも含めてですね、それは他

の方法で赤字を解消していくというような考え方でいます。 

 その他ですね、ちょっと一部触れましたけれども、例えば国保会計でしたら、今の国保税率を使

って将来を見込んでいます、対策をとらないで。ですから、赤字がどんどん増えていくという対策

をとっていますから。例えばそこを税率改正すれば、そこはある程度赤字が解消されていくという

ことにもなっています。ですから、そこはまだ決めていませんので、それは努力で全部解消してい

くという中身にしております。 

 例えば、あと下水道会計にしてもですね、新たな一般会計からの繰り出しをしないとかですね。

下水道使用料も今のままでいくとこういう状況になって赤字が増えていくと。ですから、その会計

ごとに努力すれば、そこはある程度赤字が解消される中身になっていますし、今のところ、そこは

決めていませんので、全部、今の努力の中で赤字を埋めていくと、そういう内容にしてございます。 

○委員長（及川保君） ４番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） だいたいわかるのですが、ただ、今、20 年度までの対策というのはですね、

先ほども言ったように 25％を想定してですよね。ですから、これがもし、30 とか 40 になった時に

は、ここまでの対策はいらないわけですけども、そうなると、財産の売却という部分がかなり下が

ってくるのかなと、その分。ただ、他の部分は別の対策ですから、これはこれで粛々とやっていっ

て、やっぱり３番の財産の売却だけはパーセントに応じて下がっていくのかなというふうに感じて

いたのですよ。だから、これがもし30 としたら、もっと下がってきますよね。だけども、その対策

というのはどうしてもとらないと駄目だと。対策をとった後のことについては、この土地が売れな

くても、他のものを粛々とやっていくと赤字の解消を図っていくことはできるのだというふうに考

えてよろしということでいいですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） そのとおり理解して結構だと思います。それで、指標の関係で言う、

例えば 40 になるとですね、先ほど９億ぐらい違ってくるのですよということになりますと、単純に

今の計画でいくと、19 年、20 年で６億いくらぐらいでいいのですね。残りの部分は、あと３年間で

やればいいと、こういう数字になってきます。そうすると、たぶん議員さんたちはこれなら可能だ

なということになってくると思うのですけども、いかんせん、今、だから、先ほど言ったように、

いろいろなものが見られなくて、指標も 25 と来る可能性もあるものですから、もしかしたら 20 に

なるかもしれませんけども、可能性があるものですから、そこはそこで最大限の努力をするという

プログラムを組み立てにしているということで理解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。 

○委員（吉田正利君） 吉田でございます。最終的に、19 年、20 年を通じて 26 億 7,000 万を第一

目標、これをどの時点で達成するか、しないかが大きな課題になると思うのでございます。それで、

今、役所の取り組み再建の手法を見ていると、全て文字で表示されていると。管理手法の問題にち

ょっとお聞きしたいと思うのでございます。この26 億 7,000 万というものを、誰が、いつまで、何

をするかということを明確に判断できるように、もう少し具体性を持って表示すべきではないのか
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と。そして、これが全職員に渡っていて、我々もそれに目を通して、今日現在で、例えば何％いっ

たとか、それくらいわかるような管理表はできないものでしょうか、目標管理という意味で。ごめ

んなさい、例えばこれが企業だったらそうすると思うのです。私、これを見ていてもですね、いつ

に何をやったか、さっぱりわからないのですよね。例えば、今ここで、人件費率６億 8,100 万出て

いると。これに対して、何と何をどうするといつまでに６億 8,100 万いくのだという一覧の数字、

目で見る管理をもう少し徹底すべきではないのかなと。お互いに言い合っていることはわかるのだ

けれども、どうも、その点が明確に出てこないと。そうすると、毎月、管理できるわけですから、

自分たちで見て、これでいったら、例えば何％いったとかという判断ができるのではないかと思う

のですが、詳細、各項目別に、各課ごとに、それらを積み上げていったら26 億 7,000 万円になると、

20 年度末に 26 億 7,600 万になるというような、もう少し具体性をもった管理表ができないもので

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） 貴重なお話だと思っています。私どもは確かにそういう部分

でですね、目で見られる、そして、しかも進捗状況がわかる、誰が見てもつとめてどこまでの取り

組みがされているのかという部分での管理表というものを現在のところはつくってございませんで

した。至急ですね、そういうことも参考にしながら、つくりながら、確認をしていく作業をしてい

きたいと、このように思います。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） そういうふうな意味で例えば、各項目別にどの課がこれを手をかけると達

成できると、要するに達成感の問題ですから、２年ないわけです、もう１年半しかないわけですか

ら、そういうふうな意味で黙っているとまだ何年もあるような気がするけども日にちがないわけで

すね。それで、そういうふうな観念、先ほど岡村参事がおっしゃったように、実は保育所の草刈り

もするのだというようなこともおっしゃいました。そのような考え方があれば、それも明確に入れ

ておくと。一日何人ですると何万円出るというような数字が出るように、明確に、課ごとに、やは

り明確にして全員で集中してやる必要があるのではないかと思うのですよね。その点、いかがでし

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） 実は、私どもはですね、今回の中で一番やはり大事なのは、

これに取り組む姿勢だと思っています。委員おっしゃられるように、それがやはり職員に共通に理

解されて取り組む姿勢で、そして、そこに力を結集していくと。そうしなければ、やはり、先ほど

らい、お話の26 億 7,000 万、これを達成するということになればですね、それぐらいのことをやっ

ていかなければならないというふうに思ってございます。本当に貴重なご意見だと思いますので、

そのような取り組みを進めて行きたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） ９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） この 26 億 7,000 万の達成感ということからした時に、一人ひとりの職員が

どの程度までこの数字に対して執着しているのか、皆さんお掴みでしょうか。そういうふうな意味
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で私はやはり、対策室がこれを立てても実際にやるのは全職員が一緒くたになってやらないとでき

ないはずなのですね。そういうふうな意味で、もう少し全員で乗れるような数表管理をやって、そ

して、毎月管理をすると。対策室の皆さんが黙っていても上がってきたものを集計すると進捗度何％

だというようなですね、そのような管理をしないと、もう１年半しかないわけですから。いちいち

各部署にどうだ、ああだと聞いていると、もう始めから達成できないのではないかと思うのですね。

できるだけそのように、誰が見てもやっぱりわかるような管理手法ととっていただきたいと思いま

す。 

○委員長（及川保君） 他、ございませんか。７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 19 年度の勧奨退職制度の概要について、質問してもよろしいでしょうか。

ここの中の勧奨退職制度、先ほど20 名くらい、今のところというお話がありました。その他に特定

嘱託職員再任用制度の概要ということで説明を受けていたのですけども、ちょっとよくわからない

のでその辺をちょっとお伺いしてみたいなと思います。この特定嘱託職員再任用制度の概要の中で

ですね、早めに退職した職員に限りまして年金をいただくまでの間を安いお給料で雇用するという

方法なのですけども、もし、間違ってですよ、白老町が健全化団体ではなく、再生団体になってし

まった場合でもその考え方は変わらずにできるのかと、まず、それが一つ聞いてみたいなと。とい

うのは、年金をもらうまでの間、早めに退職して使ってもらえるという条件で応募したのだけども、

実は変わってしまったから駄目になりましたよ、もうこれで終わりですよというふうにならないの

かというのが一つ聞いてみたいなと思ったのですけど、その辺は大丈夫なのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） ちょっと仮定の話なので、なかなか答弁しづらいのですが。基本はそ

れを避けるための手法として、今そういうことを制度としてやっているわけですが。もし、今、仮

定の話でそういうことになると、おそらく、夕張の例を見てもですね、特定嘱託職員の話ばかりで

はなくて、職員全体の話になっていくと思うのですよ。給与を削減するだとか、退職金を大幅に削

減するだとか、人員を削減するだとか。そういう枠組みの中でですね、当然、考えていかなければ

ならない問題ではないかなというふうに思います。ただ、今、なったらどうするかということで特

定再任用職員のことをですね、今、話をすると、そのことばかりでたぶん済まないだろうと。全体

の職員の職に関わっていく問題だというふうに思っています。ですから、ここで今、それが無くな

るよとか、無くなりませんよという言い方はこの段階ではできないというふうに思います。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） つまり、確定ではないということがよくわかりました。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） それは再建団体にならないということを前提で組み立てているもので

すから、ならなければ、それは当然、お約束していることですから、何があってもお約束は守って

いかなければならない。制度は続けて行かなければならないというふうに思っています。でも、も

しもというお話ですから、もしも、そうなったらどうするのということについては、全体の職員の

中で整理しなければならない話なので、現段階では何とも言えませんということですから、そうい
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うふうに理解してください。最後に言われたこととちょっと違うと思いますので。 

○委員（西田祐子君） それでは、特定嘱託職員任用制度の概要ということで以前に説明いただい

たのですけども、これは 18 年度と 19 年度に定年退職された方々を特定嘱託職員再任用制度という

ことで引き続きやり、20 年度末まで続ける。つまり、19 年度末で終わるのではなくて、もう１年延

ばすというふうに説明されていたのですけども、この 18 年、19 年度に退職された方々は満額の退

職金をいただいていますよね。ちょっとその辺がすっきりしなかったものですから聞くのですけど

も、今年度中で終わりだというのならすごく納得するのですけども、20 年度から職員の方々のお給

料が大幅にカットしていくという形の中で、なぜ、この人たちだけを１年間、20 年度ですね、やっ

ていくのか。そういうふうに考えた時にですね、もし、私が職員の立場だったらね、腑に落ちない

というか、何か変だなと。せっかく、みんなで頑張って、お給料をカットしてもやって行こうとい

う中で、無理してこの方々をこうやって残しておかなくてもいいのではないかなというふうに感じ

たのですけども、その辺のお考え方をお伺いします。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） まず一つ、昨年度から実施した再任用制度。再任用制度で受

けている職員がおりますけども。今回、これを導入するにあたってですね、その方たちは再任用制

度が無くなるということを今回するわけですね。やはり、そのことは、当初は再任用制度は条例上

ずっと継続していくという中身でつくっている内容でございます。ですから、その方が希望すれば、

基本的には再任用として採用されるというもとにこの制度は出来上がっているわけです。確かに、

今回こういう厳しい状況の中で様々な見直しをしなければならない、その中で再任用制度も凍結を

しなければならないと、こういう中では最低限１年間だけは残して、制度は無くなりますけども違

った形で残してあげるべきではないかという中でですね、１年間、こういう特定嘱託職員制度で継

続するという考え方をとったものでございます。なおかつ、今回、定年退職を迎える方も、これま

では再任用制度が条例であって、それを受けられる方たちだったわけです。確かに委員がおっしゃ

るとおり、満額、退職金をもらうということはありますけども、少なくてもその方たちも同じ条件

として再任用受けられる方だったわけでございますので。しかし、それは他の特定嘱託職員と同じ

ようにですね、年金を満額もらえるまで勤められるということはできないと。そこまでは採用して

おくことはできないので、１年間に限り、この特定嘱託職員制度で働ける環境はつくろうと、こう

いう内容でございますので、そこはご理解をいただきたいと思うのです。ただ、この制度を使って、

本人が働くかどうかということはですね、これは別の話でございますので。本人が希望すればとい

うことの内容でございますので、その辺もご理解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私、この質問をするにあたって、非常にいじわるな質問だなと自分でも感

じております。ただ、若い方々にとりましてですね、子育て中であり、また、住宅ローンも抱えて、

非常に厳しい選択をしなければならないのではないかと思っております。そういう中で、申し訳な

いですけど、定年退職されて、満額、退職金をいただいた方、ところがたった１年違うと、翌年に

退職する方はもう退職金をカットされてしまうわけですよね。だから、私がもし、例えば２割カッ
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トされるのであれば、退職金も２割カットされるのかなと思って。もし、そうだとするなら、たっ

た１年しか違わないのであれば、非常にかわいそうなことをするなと。それならば、申し訳ないけ

ど、満額もらった人たちにはちょっとご遠慮いただいた方がいいのではないかなというようなつも

りで、つい質問させていただきました。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 退職金がカットがされるかということのお話なのですけども、

退職金につきましてはですね、前にもお話したかと思うのですが、白老町の場合は北海道退職手当

組合というところに入っていまして、実は独自でそういう条例を持ってやっているわけではありま

せん。それで、その規定からいけばですね、退職金自体はカットされないと、こういう内容になっ

ておりますので、この方たちが退職する時に退職金はカットにはならない、今後そういう部分はあ

ります。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） すみませんでした。それは私の認識不足でしたね。では、カットされるの

は年間にいただいているお給料と期末手当、そういうものを含めたものがカットされると。退職に

ついては満額いただけるというふうに考えてよろしいのでしょうか。わかりました。それにしても、

できることならば、若い人たちがなるべく給料をカットされない形での、こういうようなものがで

きればありがたないなというふうに思っていますので、その辺の考え方は副町長、ありましたらお

願いします。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 委員がおっしゃることは、私ども十分わかるのですが、ただ、退職さ

れる方もそれぞれ生活設計ございますのでね。委員がおっしゃられるように、再任用制度というの

はですね、我々は制度として条例化したわけですから制度としてはあるのですよ。ですから、今回

それを無くすということはですね、やはり権利として持っている人たちの将来設計と言うのですか、

そういうことがやっぱり狂ってしまうのですよね。ですから、今ちょっと話がありましたけど、来

年、退職される方、もう１年だけ見ているのです。１年間だけは希望すればいいですよと。その意

味はやはり、制度ができて、年金がもらえるまでは、保障はないですけども、制度的には年金もら

えるまでは勤められるということになっていたものを、今こういう状況の中でその制度をやめると

いうことですから、それは一気には行かないだろうと。激変緩和という意味で１年間だけ制度を残

したと、こういうことでございますので、確かに若い職員のことを考えるとそうかもしれませんが。

ただ、若い職員は今、努力する中で、先ほども 20 名ほど退職される方がいますよというふうにお話

しましたけれども、それはそれで町の財政を考えて身を引くという方も実はいらっしゃるのですね。

それは若い人のために引くよという方もいることも事実なのですよ。それで、早く財政状況をよく

すれば、次の方はまた再任用制度というのが復活して勤められるかもしれません。そこのところは

わかりませんけど、そういうことで考えている全体の中身でございますので、１年間だけはそうい

う形にさせていただいたということで理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） １番、小西秀延委員。 
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○委員（小西秀延君） この骨子を見させていただきまして、10 年間での対策額を見ますと 98 億

8,100 万円ということで、１年間に直していきますと、およそ10 億ぐらいの計画をしていかなけれ

ばならない。その中で平成 20 年度までには、こちらに出ていますとおり、26 億 7,600 万円の対策

額を行なう。この内ですね、土地の財産の売却等で16 億見ていますよね。ということは、その他の

対策でいくと、２年間で 10 億という形になると思うのですね。この２年間を見ますと。ただ、10

年間 10 億の対策を行なっていくのは大変厳しい状況なのではないかなというふうに、この計画骨子

をみさせていただいて思ったのですが。これに書かれている対策で、10 年間の、だいたい目標を達

成していけるというふうに組んでいけるものなのでしょうか。そういうふうに見ているのでしょう

か。ちょっとその辺をお伺いしたいのですが。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 大まかに申し上げますと、10 年間の計画なのですが、ここにもありま

すけれども、基本的にはこの６年間ほどは５億から６億の一般会計の赤字なのです。それプラス、

今、背負っている赤字、これから発生する赤字を解消していこうという仕組みになっているのです

よ。まず一つは、一般会計の収支を黒字化しなければならないと。これが無ければ、一般会計を安

定的に運営して、他会計に繰り出しして赤字を埋めていくということはできないのです。それで、

まずは大まかに言いますとですね、この土地を売るというのは一時的な努力の話でございます。人

件費とですね、それから、事務事業の見直し、１億 5,000 万ありますけれども、これらをやると、

だいたい一般会計の収支はちょんちょんになっていくのです、この後６年。その後は黒字になって

いきます、どんどん。ですから、そこをまず安定化させるということと、あとは、先ほど言ってい

ますように、土地を売る努力でありますとか、新たな負担を求めるということになるかもしれませ

んが、そういうこともありますし、いろいろな使用料・手数料を見直したりと、そういうある程度

の仕組みでこの10 年間やって行こうという内容になっています。ですから、ご心配になっているよ

うに、この２年間が一番、そして、指標の 25、赤字 40 億を解消してですね、40 億出る赤字を 26

億 7,000 万解消するという努力をする上では、この２ヵ年、特に土地を売る努力だとかを集中的に

やらなければならないと、そういう計画の内容になってございます。大雑把ですけど、そういうよ

うな内容でございます。 

○委員長（及川保君） １番、小西秀延委員。 

○委員（小西秀延君） この２年間、平成20 年度までが一番大変だということは私も理解している

のですが、それで財産の売却というところがすごいウエートが大きい。これは緊急的なものだとい

うふうに私は理解しているのですね。永久的に財産をずっと売っていけるというふうには、10 年間

組んで行けないというふうに私は理解しているのですよ。その対策費を考えますとやっぱり、財産

の売却というものがこの２、３年で区切りがつくのであれば、その後は、それに代わる対策という

ものを、ここで対策費に入れていない分ももちろんここに入っていくのでしょうが、それでは厳し

いのではないかなというふうに数字を見ると考えられるのですが、ここに載っている対策で行ける

というふうな判断でよろしかったですか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 
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○行財政対策室参事（岡村幸男君） 小西委員がおっしゃるのは、10 年間での対策で 98 億という

ことになると、平均９億から10 億近くのお金が対策額として見込まなければならないのではないか

と、こういうお話だと思うのですね。私ども、今、対策額として考えていますのは、やはり19、20

年度で 26 億、簡単に言うと約 13 億ずつですね。これをやった後は、だいたい平均して８億から９

億の範囲で対策額をとっていくという考え方になっていくだろうと思ってございます。それで、１

億 5,000 万というのが事務事業の見直しということでございまして、これは一度やれば、その効果

額がずっと続くという考え方を持っています。ですから、サービスの見直しを行なったものは、基

本的にはこの10 年間は復活していかない、もしくは、さらに上乗せしていくということはあります。

10 年間は我慢をしていくと。これは継続して、ずっと効果額が発生するという部分でございます。

あとは人件費なのです。直接的な数で言うと、約３億 5,000 万ぐらいカットになります。これはず

っと続いていきます。その他にですね、今回、規模的に30 人を目標として持っていますが、これに

よって今、20 名ぐらいということのお話をさせていただいていますけども、その効果が単年度でい

くと約２億 3,000 万ぐらい出てくるということになります。これもずっと、実は継続していく。若

干、減っていきます、継続すると。それと、今後、定年退職を迎える方が出てきます。それと、85

名まで、実はこの10 年間で職員数を減らすと、この効果額を見込んでいまして、その中で何とか収

支均衡を保てないかというのが実態でございます。ただし、そういう中でもやはり、かなり厳しい

部分が、ちょっとでも数字がずれてくると厳しい部分がある。もくしは、収支見通しはあくまでも

現状延長型の収支見通しに多少の狂いが出てくるとですね、やはり、それも大きな狂いになってく

るということになります。そういう中で、先ほどらい、何度か副町長の方からお話をしております

けども、そういう対策でとれない場合には、やはり最終段階の対策項目として、それらの項目も入

れざるをえないというのが現状での内容となっているということでございますので、その辺をご理

解いただきたいと思います。 

○委員長（及川保君） １番、小西秀延委員。 

○委員（小西秀延君） 職員数の削減というのと、人件費の削減対策というのは別枠になっている

というふうに考えてよろしかったですか。今、給料が 20％削減されることによって、およそ３億

5,000 万ずつぐらいカットされていく。その他に職員の削減というものがあるので、それにまた上

積みだというふうに理解してよろしかったですか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 効果額としてはですね、職員数を減らすという部分での効果

額を計算しています。まず、一つ。それともう一つは、職員の直接的な給与カットでいくらカット

した時の効果額が出るのかということでの計算をしています。それで、これは実はですね、職員が

退職していくと給与費は減りますので、カットの効果額は減るのです。そういうふうになるのです

ね。ですから、そのことは分けて計算をしていかないと、実はシミュレーションが出来ていかない

のです。実はそういうシミュレーションを立てています。ですから、何人減ったら、人件費はいく

ら減るのかとか、それから、その時に給与カットをいくらしたら、どれだけの効果が出るかという、

こういうシミュレーションをとって計算をしています。ですから、人件費としては合わせて何ぼの
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額というふうになるのですけども、そういうシミュレーションを立てながら、ある程度正確な数字

を抑え込んでいっているという部分でして、先ほど吉田正利委員の方からお話があったとおり、管

理をしていかなければならないという部分では、その数字にどれだけの狂いが生じたのかというこ

とによって、実は非常に問題が出てくる部分があります。つまりパーセントが、先ほど 25％を割り

込むか、割り込まないかで再生団体になるか、ならないかという、そういう厳しい状況があります

ので、それをやる時にはやはり数字をきちんと見ていかなければならないということがありますの

で、かなり、そこの部分については毎年、一番大きな削減額になってございますので、そういう部

分での見直しをしていかなければならないということがあります。以上です。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩します。 

休  憩   午後 ２時２３分 

                                           

再  開   午後 ２時４０分 

○委員長（及川保君） それでは、休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 他。14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。今までいろいろ具体的な骨子についてのお話を聞いたの

ですけど、私はやっぱり 10 年間という長い期間でやるということになりますとね、まちの 10 年後

をどうするのかというビジョンをきちんと示すと、これが無いとですね、ただ大変だと、苦しいと、

10 年間はもう駄目だと、こういうふうになってしまうのではないかと思うのですね。それで、たま

たま、いろいろな財政が厳しい町の状況を調べますと、やはり守るということだけでやった町はほ

とんど失敗していると。やっぱり、１億どうしても節減しなかったら駄目だと言ったら、節減を徹

底的に１億やるのだけど、その内の 500 万はここに使って、町民が本当に元気が出るようなことを

やらないと・・・。私が今、こうやって言うとね、「あの人、また口でうまいことを言っている。」

と思うかもしれないけど、そうではないのですよ。そういう発想、考え方があるかどうかという問

題なのです、問題は。それが無いとどうなるかと言うと、「いやいや負担ばかり、職員にも町民にも

全部行くと。」。そうなると、どうなるかと、やっている方は言い訳しかしなくなるのです。ビジョ

ンがなくなるから。私はね、保育所の草刈りを10 年間、ただでずっとやれと言って、できるかどう

かと。そこにビジョンがあるから出来るのですよ。これは理想論でも何でもない。議会というとこ

ろはそういう議論が出来なかったら、僕は議会ではないと思っていますから。だから、そういうビ

ジョンを一つ持つこと。これについて私が一番最初に言ったようにね、町長でなかったら、たぶん

答弁はできないと思います。これは副町長が悪いというのではなくて、副町長に求める方が無理だ

と私は思っていますから。そういう議論が理事者の中でやられていれば別ですけども。例えば、私

はよく言うのです、これははっきり、いつも町長が喋っているからだけど、「私は２期しかやらない。」

とか何だとかって言っていますよね。だけど、２期しかやらなくても、今度、入って２期の話だけ

ど、それは町長としてどういう考え方を持って、これを取り組むかという問題なのですよ。一つは

ここの部分。副町長さん、答えられたら答えてください。無理だったら、この次に町長が出て答え

てもらいたいと僕は思います。 
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 次にもう一つはね、この取り組みを進めるために町民とともに考える組織をつくらなくては駄目

ではないかと。仕組みシステムをつくるということです。これはね、シンクタンクの役場の行財政

対策室だけで物事を考えて、全部進めるということはもう不可能です、これは。それと、町民との

合意を得ることに対して、行財政対策室なり、役場だけが出て行って説明するのも、私は駄目だと

思うのです。先ほどの吉田正利委員の提案なんていうのは、全く僕はそのとおりだなと思って聞か

せていただいたのですけれども。同時にそういう声が本当に町民の中から出る、例えば、「やっぱり、

この体育館で運動をやるには、もうちょっと払った方がいいのではないか。」という声が、こういう

ふうにしてくださいというふうに町が言うのではなくて、住民の中からそういう声が出るという状

況をどうやってつくるかです。それは、仕組みシステムを考えないと私は駄目だと思っています。

情報開示をして、データをきちんと示す。そして、それを膨らませるのはやはり町民と議会と職員。

この仕組みシステムをつくれたところがかなり成功しています。赤池なんかもある意味で言えば、

一定限度そういう部分があると私は理解しています。ですから、そういう仕組み、100 人会議がい

いのかどうかはわかりませんよ、だけど、例えば部会をたくさんつくって、そういう部会に役場の

職員も入り、町民もたくさん入る。ある町、隠岐の島かどこかなんかは、前から私、説明会に町職

員全部出た方がいいのではないかという話をしましたけど、町職員を５つなら５つ全部に分けて、

そこに公募の委員を同数だけ入れて、部会をつくって、そこで徹底的に議論をしてもらうというと

ころもあるやに聞いております。ですから、そういう仕組みシステムをどうやってつくるかという

ことを考える必要があるのではないかというのが２つ目です。 

 ３つ目にね、今まで３回出した改革と明確な違いを明らかにするということです。私が必要だと

思っているのは。それを職員にも徹底すると。要するにね、従来の延長線上での物事の考え方では

駄目だということをはっきりさせるということです。なぜかと。今までの改革が失敗したとは言い

ません。いい部分もあったと思います。ただ、今までの改革のままでやって、これもできなかった、

あれもできなかったということは今回は許されないのですよね。そうすると、不退転の決意でやる

ということは、従来のものとの違いを明確にしないと駄目だと思うのですよ。それでやっぱり、こ

の骨子案を見たら、文書だとか、こういうもので見るとやや似た部分があるのです。これを変えろ

というのではないのですよ。どこが違うかということがわかるようなものをつくらないと。これは

骨子ですから、改革案ができる時にはそういうものが明確になるようなものをつくるべきではない

かというふうに思っているのです。私は、今までのいろいろな具体的な議論の中で、そういうもの

がすごい必要ではないのかなという感じがしているのですけれども、それに対する考え方と、今後

ね、あと１回か２回は特別委員会開けると思いますので、この後でも結構ですから、そこら辺の見

解をきちんと示していただきたいというふうに思うのですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） ３点のお尋ねですけど、まず、この計画がただ、ただ削るとか、やめ

るとか、そういう計画だけであってはですね、当然、まちづくりにはなっていきません。今、組み

立てしている中ではですね、数字上の合わせです、正直に申し上げまして。新たな事業というもの

はほとんど盛り込んでおりません。ただ、今、課題となっているですね、例えば学校の適正配置で
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すとか、今はっきり結論出ているものについては盛り込んだ、財政の見通しにしてございます。で

すから、大渕委員がおっしゃるようにですね、新たなまちづくりでこういうことをやって行くよと

いうのは、実は無いのです、財政上は。ただですね、そうなりますと、まさにおっしゃるとおりで

すね、我々の仕事としては町長にただ我慢しろということにしかならないのですね。それで、先ほ

どからもいろいろ議論になっていますが、これはもう、あらゆることをやって、あらゆることをや

ってと言ったらおかしいですけれども、土地の部分でもある程度の部分は一般財源で補てんするよ

とか、国保会計の赤字も一般財源で補てんするよとか、何も努力しないで全部補てん、言っては悪

いですけど、出来なかった場合には全部そういうことを確実にやるということですから、かなり厳

しい内容になっているのです。ただ、私どもも考えていることは、一つ一つのことを着実にやるこ

とによってですね、この改革の中身というのはちょっと余裕が出てくるのです。それは何かと言う

と、やはり新たなまちづくりに向かっての財源も必要であろうと。ですから、やることは全部やっ

て、少しでも早く終わらせるとか、毎年、毎年の中で少しでも余裕を出させるとか、そういうこと

はですね、財源としては用意しなければ町長の仕事は正直言って無くなると思うのですね。まさに

我々はそういう努力を今、しなければならないというふうに考えてございます。ですから、こうい

うまちづくりを今やるよというのは、私が申し上げるべきことではございませんが、私どもとして

は町長にそういうことをですね、町長が常々言っているように、地域の活性化、経済の発展は町民

の、住民サービスの向上、福祉の向上、教育の向上、これは両輪だよと、こういうふうに言ってい

るわけですから、そういうことをまちづくりできるような、やはり我々としては財政運営をやって

いくための努力をしていかなければならないと、こういうふうに考えています。町長が来られた時

はですね、そういう中で町長のまちづくりの思いも語られると思いますが、私どもの役目はそこに

あるというふうに考えています。 

 それから２点目の、この改革はやはり、行政だけでは当然出来て行きません。内容もやはり相当、

町民の皆さんに理解してもらわなければならないというふうに思っています。はっきり言って、町

民の皆さんの言い分はたくさんあるというふうに思います。町民の皆さんは何も責任ないわけです

から。ですから、本当にまさしく、町民の皆さんを巻き込んで、どう、この計画に対して理解して

いただいて、一緒になって考えていただけるかということが最大のポイントだというふうに思って

います。もちろん、議会もそうだというふうに思っています。それで、そこのところは具体的な仕

組みづくり、システムづくりというお話がございましたけれども、これは当然、考えていかなけれ

ばならないと思っています。そのためにですね、まず、前段としては、町連合とも話ししているの

ですが、やはり町連合の姿勢としても、やはり自治基本条例ができて、これはもう、こういう時に

は行政の役割、議会の役割、町民の役割があるのだから、一緒に考えて行こうと、一緒に考えて行

きたいよと、こういうふうに言ってくれていますから、とりあえずは今の骨子で説明でありますと

かですね、これから計画をつくったら、まず、そこには当然、お話をしていく、また新たな住民負

担を求める時はそういう場で住民の皆さんとも十分議論させていただくと、そいう場面はつくって

行きたいというふうに考えています。具体的にあった、その部会ごとにですね、どういう部会の区

分けになるかは別としまして、そういうことも一つの考え方ではないかということについては、確
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かにそういうふうに思う部分もございます。それは十分、今後の検討材料とさせていただきたいと

いうふうに考えています。 

 それから、過去の指針であるとか、計画であるとか、プログラムであるとか、３回やりましたけ

れども、大渕委員おっしゃられましたように、私もね、これはその時はその時の最大限努力できる、

やはり今になってみれば、見通しが甘かったということがございますけれども、その時は見通せな

い部分もあって、その時、その時で財政運営をしてきたというふうに思っているのですよ。結果と

して振り返ってみると、やはり甘かったなと。これは否めない事実でありますけれども、そういう

努力はしてきているというふうに思っているのです。 

 それで、その違いを明らかにするという話がございましたけれども、まさにそこのところは私ど

もも思っています。今回は特にですね、これが崩れると財政再生団体入りということになるのです

ね。今の試算でも、決して、２年間クリアしたから後は楽かというとそうでもなくてですね、10 年

経つと本当に先ほど言ったように、公債費が減り、人件費はガクッと減って楽なのですけども、そ

の間というのはやはり20％ぐらいの指標数値でいくと、赤字の連結実質赤字比率というのは20％近

くいっているのですよ。だから、ちょっとでも間違うと、狂うとやっぱりそういう状況になります

ので、これは今までの計画とやはり相当違う内容と言いますか、職員も自覚してやらなければなら

ないというふうに思っています。我々も本当に、それこそ先ほど吉田正利委員からもありましたけ

れども、きちんと目標を立て、それがどうなって行くかということをその都度、その都度、検証し

ていかなければならないと、こういうふうに考えていますので、ご指摘ありましたように、過去の

部分で努力はしているけども、そのことをきちんと検証してきたかということはずっとここでも議

論されていますが、そういう部分では不足していた部分がございますので、今度の計画はその辺に

かなりの重きをおいて万全を期して行きたいというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。中身についてはわかりました。 

 一般質問で財政問題を今回は特別委員会あるから取り上げないということは、本質論に迫るまで

の議論を特別委員会でするということですから、もし、可能であれば、次に町長なら町長にきちん

と出席していただいて、この議論をやっぱり定例会の前に行なっておくべきだろうというふうに思

いますので、今回はこれ以上、私、言いませんけれども、そういう趣旨で行なっていますので、そ

ういう形で進めるようにしていただきたいと思うし、町側もそういうふうに理解しておいていただ

きたいと思います。 

○委員長（及川保君） はい。他、ございませんか。 

 それでは、１番については十分に議論したという捉え方で進めたいと思います。 

 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） ちょっと１点、答弁漏れがございましたのでお答えをいたしたいと思

います。加藤委員の質問の中で、誘致企業の２社の中での土地の売却額は約 8,000 万というふうに

申し上げましたが、その他の特別工業地区の売却額なのですが、契約済みとなったのはですね、金

額で申し上げますと、1,288 万円でございます。もう一つ、交渉中の部分はですね、おおむね1,000
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万ぐらいということでございますので、トータルでいくと、全体で１億を若干超える金額でござい

ます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ２時５６分 

                                           

再  開   午後 ２時５６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。 

 それでは、２番目につきましてはですが、先般の小委員会の中で意見書を再三にわたって、今回

に至る部分においては国による部分が非常に大きいということで、小委員会の中では白老町議会と

してきちんとものを申すと。国に対しても働きかけると、こういう意見が実は強く出されました。

それで、町議会として意見書を提出してはどうかということになったわけですけども、この辺のこ

とを皆さんにお諮りを申し上げたいなというふうに思います。この中には北海道選出の国会議員も

当然たくさん居るわけでございますから、その辺にもまた働きかけてはいかがかと、こういう意見

が出されたわけであります。これについてのご意見があれば、伺いたいと思います。９番、吉田正

利委員。 

○委員（吉田正利君） 小委員会の検討経過については、おおいに進めるべきだと思います。やは

り、現在の地方自治体に対する国の考え方があまりにも軽微すぎると。いろいろな意味で、現在、

停滞しているかもしれませんけど、また、口出すだろうという気がいたします。そういうふうな意

味で、ちょうどいい機会だと思いますので、早急に手を打って、これを意見書としてやっぱり上申

すべきだと思います。支持いたします。 

○委員長（及川保君） ぜひ、やるべきだと。早急にやるべきだというご意見がございました。異

議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは、内容につきましては、皆さんとまた後日、相談をさせていただ

きたいと思いますけども・・・。18 番、加藤正恭委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。せっかく、こういう機会だから、イ、ロ、ハ、ニ、ホまであ

るのだけれども、この文章でいいのか、まだ追加するものがないのか、その辺りちょっとお諮り願

いたいと思うのですが。 

○委員長（及川保君） なるほど。今、小委員長の方から、この意見書を出すということについて

は皆さんの総意として対応させていただきますけども、内容につきまして、いかがでしょうか。イ

からホまで、一応、先般、小委員会の中で出された意見を踏まえて皆さんの方に提示しているわけ

ですけども。この他に、もしくは、これはちょっとまずいのではないかとか、そういう意見もあり

ましたら、ぜひ。９番、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） せっかくでございますので。私は今、ここに検討されている内容そのまま

だと思いますけれども、やはり、このような地方自治体の財政問題をするにあたっては、地方自治

体そのものの考え方を国も尊重して、そして、単独でこのように進めることになくして、やっぱり
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地方自治体の見解を尊重しながら、それを見計らって進めてもらうように１点加えていただきたい

と思います。 

○委員長（及川保君） はい、わかりました。地方自治体の意見を十分踏まえなさいと、こういう

部分についても入れてほしいということでした。他、ございませんか。堀部登志雄議長、何か、こ

の件についてはございませんか。 

○議長（堀部登志雄君） 議会は合議制です。私は特別委員会のメンバーではないという立場です。

議長という立場でですね、ちょっと十分考えていただきたいなと思うのは、たまたまですね、今、

財政が悪い、北海道で５番目、そして日本で６番目と。日本に自治体 1,800 あるわけですよね。そ

の中でうちみたいな町というのはたくさんあると思うのです。そういう中で、いろいろな今まで財

政運営をしてきた中でですね、いい、悪いは別にして、こういう財政運営をしてきて、こういう形

になって、全国で６番目というような財政の赤字になっているということでね。確かに国のやり方

も非常に腹も立つしね、私もあまり国の影響でこういう形で内需拡大でどんどん工事をやらせてお

いて、最後には赤字になって何だということでやられているのですけども。それを各 1,800 の自治

体が、それなりにそれを十分、自分たちの身の丈にあった財政運営をしてきて、こういう数字には

なっていないのですよね。そういう中で一方的に国の方に悪いと言って、我々のように６番目にな

っている自治体が議会として、それを上げていった時にね、いやいや、これはそう言うけど、他の

地方自治体というのは、わりとその辺も十分見越した中で今まで財政運営をやってきているのでは

ないですかと言った時には、何かちょっと、効力的にはあまり・・・。少なくても我々の議会から

出すのが妥当なのかなという危惧がしたものですからね。私の個人的な見解かもしれませんけどね、

そういう思いでございます。ただし、皆さんがやっぱりそういう形で出そうということについて、

私がどうのこうの言うあれはありません。ただ、一つ、行政の方の立場として、やはりそれをやる

ことによって行政の今後の、平たく言えばですね、今後のいろいろな指標との中で、いや、ちょっ

とこれはというようなことがあるか、ないか、その辺もちょっと確認していただいて。やはり議会

の意思として、当然これはやって、我々はおおいに歓迎するよというようなものであればですね、

これは私もここに言われていることはそのとおりなのですよね。十分理解するのですけども、そう

いう１点がね。ただ、上から５番目、６番目と言われているところで、一番悪いところがこれを言

う。裏を返せば、こういうところだから言うべきだという意見もあろうかと思うけども。1,800 あ

る自治体でほとんどのところがこういう形にならないで、少なくても今まで財政運営をしているの

だなということがあるものですから、その辺だけちょっと私のお話として受け止めていただければ

という具合に思います。 

○委員長（及川保君） ありがとうございました。議長のお考えはそういうことでございますけど

も、しかしながら、これを住民のためにやってきたまちづくりの結果なのですね。そういう意味で

は、今、議長のおっしゃることは十分承知はいたしますけども、一方では、議長が今、言われたよ

うな国の一方的な制度改正によりましてね、非常に各自治体もやっぱり厳しい、日本全国津々浦々、

非常に厳しい状況に立っておると思うのです。そういう部分ではわが町ばかりのことではございま

せんのでね、今後のやっぱり進め方も、国の考え方も非常にいろいろ厳しい状況にまたなっていく
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可能性もありますのでね、きちんとやっぱり地方自治体としてどういうまちづくりをしているのだ

と、こういうこともやっぱりきちんと国の方にも知っていただきたいという部分がありましてね、

ぜひ、このことについては進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 他、ございませんか。もし、これ以上のことが無ければ、今、議長のご意見も踏まえた中でぜひ、

進めさせていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今、この２番目のところの北海道選出国会議員及び道議会議員にも十分な

理解を得る行動をすべきであるというのは、具体的にどういうことなのでしょうか。そこだけ教え

ていただければありがたいなと思うのですけど。 

○委員長（及川保君） 18 番、加藤正恭小委員長。 

○小委員長（加藤正恭君） この意味はですね、ここに具体的には書いていませんが、総務省には

意見書を提出するのだけれども、それと同じものでなくても、別な形式でも、郵送という形ではな

くて直接行くべきだという、こういう意見なのですよ。例えば、全員で行くわけにいきませんけど、

議長が総務省に陳情書を持って行ってもらうと。その場合には、北海道選出のめぼしいところ、自

民党、公明党、民主党、共産党、全ての北海道から選出されているところにも顔を出してお願いを

すると。また別な考え方としては、道議会に行って、道議会のそういう方々にもお願いしたらどう

だと、こういうことでありましてですね。そこまでしか、今のところ話をしておりません。これか

らの考え方だと思います。以上です。 

○委員長（及川保君） そうです。それでですね、その小委員会の議論の中で、今、議長が心配さ

れておった部分も実はありましてね。町とこのことについてはきちんと相談しながら進めたいとい

うことでございますので、ぜひ、ご理解をいただきたいというふうに思います。18 番、加藤小委員

長。 

○小委員長（加藤正恭君） 議長からそういうお話があったのですが、この間、小委員会の後です

ね、私と吉田和子副小委員長と二人で、たまたま町長がいなかったものですから三國谷副町長のと

ころに行って、こういう行動を起こしたいと、こういう話はしてきております。ただ、難しいだろ

うと。例えばですね、ここに文章に書いている２年なり、３年なり延ばすという中で、難しいと思

うけれどもと言うけど、意見書ですから、我々の考え方も要望したいのだと。それは差し支えない

のではないですかと。こういうこっちの考え方は述べてあります。それである程度了解はとってお

ります。以上です。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ただ、話し合いの中で、議長がさっきおっしゃいましたように、この連結

決算になっても大丈夫な市町村の方が多いわけですよ。そういった中で、決まったから、こうして

くれ、ああしてくれということの文言がすごく大事ではないだろうかと。今、行財政対策室でも本

当に厳しい現状の中でこうやりますということを、今、やって行く時に、議会から、いや、それを

緩和してくれだとか、延ばしてくれとかということは、その言葉自体を向こうは、議会が何とか緩
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めてくれというふうに・・・。だって、他の市町村はそれで大丈夫なわけだから。そういった点を

しっかり吟味してほしいということですので。これだけの努力はしていると、だけど、本当にそう

いう地方の意見をしっかり聞いてもらいたいという。だから、行政ときちんとやりとりをして、向

こうの進んでいる情勢もきちんと見極めながら、でも、早急に出さなければならないものですから、

向こうとの意見調整をしながら、文章的なものはもうちょっと変わってくるかもしれないなという

ふうには思っていますけれども。しっかり、やりとりをしながら、両輪のように、片一方だけ変に

進まないような形にはしていかなければいけないなというふうに思っています。 

○委員長（及川保君） そうですね、そのとおりだと思います。18 番、加藤小委員長。 

○小委員長（加藤正恭君） 加藤ですが。これはいろいろ話もしたのですが、その自治体によって

一番大きいのは土地なのですよ。土地造成の会計というのはあちこちの自治体で持っているのです。

ところが、それを企業会計とか、特別会計にしているところは今回、対象になっているわけ。とこ

ろが第３セクターで持っている自治体もあるのだそうですね。それは載ってこないのだそうですよ。

私、この文章の中に第３セクターも含めた連結決算というふうに言ってしまうとね、白老よくなる

のならいいけども、また悪くなるのであれば、やぶへびになるものですから。ですから、その辺り

がちょっと苦しいことなのですよ。だから、この連結決算、国で出した方式が全国平均、全部正し

いという数値ではないということ。新聞に出たワースト５が全てではないのですよ。実際、そうい

う自治体もあるということを私は聞いています。だけど、連結決算には出てきていないということ

も実態なのだそうですよ。ですから、第３セクターも入れろということになると、今度、白老町も

振興公社とか、土地公社だとか、開発公社だとか入れてね、はたして、よくのならいいのだけれど

も、逆になったら、やぶへびだなという気もするしね。だから、その辺りが各自治体の会計の処理

の仕方によって、連結決算に載ってくる自治体と、載ってこない自治体があるということもね、皆

さん、ご認識していただければありがたいと思うのですけれども。 

○委員長（及川保君） いかがでしょか。この程度でよろしいでしょうか。 

                                           

     ○開会の宣告 

○委員長（及川保君） それでは、本日の会議はこれで終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後３時１１分） 


