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白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 

平成１９年 ８月 ６日(月曜日) 

   開 会  午前 １０時０１分 

   閉 会  午後  ０時１０分 

                                             

○議事日程  

―調査事項― 

 白老町の財政健全化に関する調査について 

  第 １ 行財政対策室から説明 

第 ２ 白老町における財政再建への取組み(骨子) 

第 ３ その他について 
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 白老町の財政健全化に関する調査について 

  第 １ 行財政対策室から説明 

第 ２ 白老町における財政再建への取組み(骨子) 

第 ３ その他について 

                                          

○出席委員（１８名） 

委 員 長  及 川   保 君       副 委 員 長  山 本 浩 平 君 

委    員  鈴 木 宏 征 君       委   員  土 屋 かづよ 君 

委   員  近 藤   守 君       委   員  谷 内   勉 君 

委   員  加 藤 正 恭 君       委   員  小 西 秀 延 君 

委   員  熊 谷 雅 史 君       委   員   玉 井 昭 一 君 

委   員  西 田 祐 子 君       委   員  吉 田 正 利 君 

委   員  氏 家 裕 治 君       委   員  吉 田 和 子 君 

委   員  斎 藤 征 信 君       委   員  大 渕 紀 夫 君 

委   員  中 出   正 君       議   長  堀 部 登志雄 君 

                                             

○欠席委員（２名） 

  委   員  宗 像   脩 君       委   員  根 本 道 明 君 

                                            

○説明の為に出席した者の職氏名 

  副 町 長      三國谷 公 一 君 

行財政対策室長      二 瓶   充 君 
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  行財政対策室参事      岡 村 幸 男 君 

行財政対策室主幹      大 黒 克 己 君 

  行財政対策室主幹      辻   正 則 君 

行財政対策室主査      池 田   誠 君 

経 営 企 画 課 長      高 畠   章 君 

                                            

○職務の為に出席した者の職氏名 

事 務  局  長      上坊寺 博 之 君 

主      幹      森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川保君） １日の特別委員会に引き続いて、第３回目の特別委員会を開会いたし

ます。 

１日の特別委員会以降に開かれた小委員会の経過及び今後の対策について、加藤小委員長のほ

うから報告をしたいと思います。 

○小委員長（加藤正恭君） ８月１日に調査特別委員会が開催されて、その席上でいろいろな

疑問点が提出されました。それについてはすでに皆さんにご案内のことでございますが、特別委

員会終了後、小委員会を開催をいたしまして、特別委員会でいろいろ出された疑問等について小

委員会でいろいろと議論をいたしました。その結果、ここに調査事項として何項目か書いてあり

ますが、これらについて今日、行財政対策室の方から説明を受けたいと、こういうことでござい

ます。 

 ２番目としてはいよいよ本格的に提出された骨子について、いろいろと進んでみたいと、こう

いうことでございます。 

 まず行財政対策室からの説明として、１番目に財政再生団体に指定された場合の影響について

と、こういうことでございます。２番目は、過去における財政健全化に関する計画に対して、ど

の様な検証をされたのかと。３番目は今後白老町民に対してどのような説明をされるのかという

ことが、まとめたことでございます。これらについて行財政対策室のほうからの具体的な説明を

求めていただきたいと思います。資料等も添付されておりますので、これらについてご質疑をい

ただければよろしいかと思います。 

大きな２番目としては、財政再建への取組みへの骨子、これはすでに前もって説明がされてお

りますが、これについて具体的に各議員さんの取り組みに対する具体的な質問をいただきたいと。

こういうことで、小委員会としてはまとめた次第であります。 

皆様方の忌憚のないご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

以上でございます。 

○委員長（及川保君） 小委員長のほうから経過説明がございました。 

今日は町側のほうから三國谷副町長以下職員の皆さん出席されておりますので、その説明をい

ただきたいというふうに思います。 

 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） それでは調査事項につきまして、順次私どものほうからご説明さ

せていただきたいと思います。 

まず、第１点目の再生団体に指定された場合の影響についてということでございます。お手元

のほうにペーパーまとめてございます。実はご存知のことかと思いますが、再生計画につきまし

ては策定する際には当然のことながら、国から、道からの強い指導関与、こういうものが想定を

されてございます。それと、現段階では計画の内容、町民の影響等、こういうことについては具

体的なものは示せない状況にありますが、法律の解釈の中でこういうことが想定されるのではな
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いかということをまとめてきたものがこのペーパーでございますので、その点先にご承知おきい

ただきたいというふうに思います。皆さん十分ご承知のことも含まれておりますが、一通り説明

させていただきます。 

 まず財政再生団体とはということでございますけれども、この法律に基づきましては４つの健

全化判断指標がございまして、そのうちの３つの指標のうち一つでも基準を超えた場合には、い

わゆる再生団体となって、総務大臣の同意を得た計画を定めなければならないと、こういうこと

でございます。本町の場合、この４つの指標のうち特に13 会計を合せた連結実質赤字比率が極

めて厳しい状況にあるということでございます。 

 計画の目標でございますけれども、一つは計画期間の関係でございますが、これは言われてい

るのは、この財政の再生をかけるための最小限度の期間内に設定されるということでございます。

参考までに旧法はおおむね７年という計画期間が法律の中にあります。ただ旧法の適応を受けま

したご存知の赤池町の場合は、12 年、夕張市の場合は18 年ということになっておりますけれど

も、これは実際には赤字の状況に応じてこういう期間が設定されるということで聞いてございま

すが、基本的にできるだけ短期間の中で計画を実行させるというのが総務省の姿勢ではなかろう

かなと推測しております。 

 指標の関係なのですけれども、実質赤字比率、これは一般会計のことを指してございますが、

この一般会計の部分については、歳入歳出は均衡することということで、基本的に赤字の解消を

図って黒字会計にしなければならないということでございます。その他の連結実質赤字比率、実

質公債比率、または将来負担比率というのがありますが、これは早期健全化基準未満にするとい

うことでございます。この早期健全化基準未満ということについても、まだ指標が何パーセント

になるかというのはこれからのことでございますけれども、基本的にまず一般会計は黒字化する

と。それと全会計を合わせた連結実質赤字比率などは健全化団体のレベルまで改善することが、

この計画目標として求められるのではないかというふうに考えてございます。 

 次に財政再生計画に定める事項でございますが、これは当然のことながらそういうことに至っ

た要因の分析、先ほど言いました計画期間、財政再生の基本方針、特に歳出面では事務事業の見

直し、当然町単独事業等中心に事務事業の見直しはかなり踏み込んでしなければならないと。そ

れから人件費削減を含めた組織の合理化、これを含めた歳出削減の計画。歳入面では町税その他、

収入の収納率の向上計画、当然ながら滞納繰越分の徴収計画。それから使用料及び手数料の見直

し、財産処分その他歳入の増加計画。それから新税及び超過税率の導入計画。私どもの町は当然

のことながら採用してございませんので、これは本町の場合無条件にこういった新税及び超過税

率を導入しなければならないということになっていくかと思います。これらを踏まえた収支見通

し。それから再生振替特例債の償還計画とございますが、これは初めての言葉でございます。後

ほど出てまいりますけれども、収支不足の範囲内で地方債の発行が認められることになりました。

従ってその償還計画も、この財政計画の中できちっと策定するということが求められることにな

ってまいります。 

 次に再生計画の策定手続きでございますが、第１段階として、これはまず町長が再生計画案を
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議会の議決を経て策定することになります。同時に再生計画を公表しながら、国・道に対して報

告をし、次にこの再生計画を議会の議決を経て、国・道に協議して同意を得るということで、策

定作業が完了することになります。当然町は国の同意を得たときは公表することが義務付けられ

ております。ですから議会には案の段階、それから計画として国・道との協議に入る段階で議会

の議決を求めるということになります。 

 それから再生の仕組みでございますけれども、町長は当然のことながら再生計画に基づいて予

算を調製しなければなりません。従って、町長の裁量権、執行権も相当制限されるということで

あります。 

 起債についてでありますけれど、再生計画の同意を得ている場合については、災害復旧費及び

計画に盛り込んだ起債の発行は可能である。逆に言いますと、計画に盛り込んでいない事業等に

対する起債については、個別に協議が必要になってくるということになります。 

 それから先ほど言いました収支不足内の範囲で、収支不足額を地方債に振り替える。いわゆる

再生振替特例債の発行が認められることになります。 

 次に再生団体になることに意味ということでございますが、先ほど申し上げましたように、具

体的に事業がどの程度見直されるかということについては、赤字の規模や財政構造上どこに問題

があるかなどによって異なってまいりますので、現時点では正確に申し上げることは困難ですけ

れども、一般的な影響ということで以下記載してございます。 

 まず当然のことながら町自らの力で赤字を解消できず、国の管理下の下で財政再建を進めるこ

とになると。それから計画の策定に当っては、個別外部監査を実施しなければならないというこ

とも義務付けられます。地方自治体として｢地方自治｣を行うことができない。地方自治権の｢返

上｣を意味する。自らの意志に基づいてのまちづくりはできなくなるということであります。そ

れから予算の調製はもちろんのことですね、緊急時の予算対応、補正予算が必要になった場合な

どもいちいち国にお伺いをしなければならない、相談しなければならないということで、施策展

開には自主性、主体性はほとんどなくなるということが想定されます。 

 当然町民サービスの低下など、町民に対する影響も大きく懸念をされます。それから住民にも

一定の負担を願うという趣旨から、増税や使用料の値上げなど国基準または類似自治体で最も高

い額を徴収している自治体と同一又はそれを上回る水準を設定しなければならないということ

でございます。 

 また一方では職員の給与の削減、法律に基づかない各種団体補助、単独事業の廃止など、近隣・

同規模・類似の自治体との比較で最も低い水準となるということが予想されます。その他に当然

のことながら、対外的なイメージの低下によって、企業誘致や観光に対する影響も心配されまし

て、地域経済に大きな影響が想定されます。その結果当然のことながら人口減少ということにも

繋がっていくと。これは夕張の例を見ても明らかではないかと思っております。 

 いずれにいたしましても、今私どもが計画策定しております財政プログラムの再建の骨子は、

当然のことながらこの再生計画に近い内容のものだと考えております。10 年のスパンで考えて

いますが、すべて計画の期間内で一般会計の黒字化はもちろんでありますけれど、現在抱えてい
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る赤字を全部解消するという内容になっておりますので、計画的にはかなり厳しい内容のものだ

というふうに考えております。しかし国の管理下に置かれると、先ほどから申し上げております

が、半ば強制的にこの財政再建の道を歩むのかと。一方自らの考えによって財政を立て直してい

くのかと。これは本当に大きな違いがあるというふうに考えていますので、私どもなんとしても

この財政再生団体だけは回避するという一つの目標に向かって、これからのプログラムに取り組

んでまいると、こういうことでございます。 

 次に２点目の過去における財政健全化に関する計画に対してどのように検証されたかという

ことでございますけれど、これは当時からいらっしゃる議員さんはご存知のことかと思いますけ

れども、これまでの本町の財政健全化の取り組みにつきましては、平成 10 年度からの健全化計

画、14 年度からの健全化指針、そして現在の平成16 年度から取り組んでおります財政改革プロ

グラム、これに基づいて進めてきてございます。それぞれの計画につきましては、それぞれの計

画の結果を十分に検証を行うとともに、時々の財政状況を踏まえながら策定してきた経過がござ

います。そういうことで、それらのことを資料としてここにまとめてきてございますので、説明

させていただきたいと思います。 

 まず財政状況の検証結果ということでありますけれども、平成 10 年９月に町の健全化計画、

平成 10 年から15 年の６年間ということで策定をしてございます。この背景は、公共施設の整備

を重点的に進めてきたということ。その際、国・道支出金のほかに町債を積極的に活用してきた

ため、町債の発行額は高い水準で推移してきたということが第１点目。 

 このため、公債費が歳出に占める割合が年々高くなってきており、これに人件費の増加要因が

重なって、経常収支比率は年々上昇し、平成８年度以降実質的な値で85 パーセントを超えるよ

うになっておりました。この状況下では、町債現在高は増加し続け、経常収支比率もさらに上昇

し、結果として政策的事業の財源を継続的に確保することが困難になると予測されたところでご

ざいました。特にこの経常収支比率のことを言ってございますが、昭和 62 年度から平成９年度

の間、約 11 年間でございますが、ここで10.4 ポイント上昇してございます。この内訳の主なも

のといたしましては、人件費で 6.1 ポイント、公債費分で 3.4 ポイントで、この２つの要因で

9.5 ポイントを占めているという状況でございました。これは先ほど言いましたように、この間

に投資的事業を町債を活用して積極的に実施してきたこと、この事業増加によって採用してきた

職員人件費、これが増加したということが、その要因であります。 

 策定の目的でありますけれども、そういうことから経常収支比率を85 パーセント以下にする

と。これを事といたしまして、財政構造の健全化、弾力化と長期化、計画的な政策的財源を確保

すると。こういうことを目的として策定をしてございます。 

 健全化の内容でありますけれども、まず一つには町債再発行額の抑制ということであります。

計画期間の発行を、過去６年間の発行額の４分の１削減して、以後の６年間の町債発行額を 85

億円、年ベースでは14 億円とするという枠を設定してございます。２点目といたしましては、

町債の繰上償還でございますけれども、金利は当時高かったので、金利負担を軽減するために

10 年から 12 年度で 13 億 4,000 万円の繰上償還を計画してございます。経常費の削減では、毎
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年度 2,000 万円を節減するということを見込んでいます。投資的事業の事業枠設定ということで

あります。この当時過去６ヵ年の平均は７億8,000 万程度でございました。これに対しまして、

この健全化計画では、毎年５億円まで落とすという枠を設定してございます。定員管理の関係で

は、５次の定員モデル試算値まで職員を削減するということでございます。歳入の確保では、こ

れは当然のことですけれども、定期的な使用料の見直し、未利用地の売却などを対策として盛り

込んだということでございます。 

 今後の課題ということで、この時点で整理できない課題もございました。その一つがダイオキ

シン対策としてのごみ焼却施設の問題でございます。これが一つ大きな問題としてございます。 

２点目として平成12 年度からの介護保険の制度が導入されるということで、この会計の設置

が必要になっておりましたけれども、会計規模ですとか繰り出し基準、それに対する交付税措置

がどうなっていくのかということが、この中では見通せないということで、課題として置いてご

ざいます。 

 ３点目として、他会計への繰出金の適正化ということでありますが、この当時から他会計の赤

字も深刻化しておりまして、独立採算制を基本として一般会計からの繰出し基準の見直しを行う。

こういうことも検討課題としたというところでございます。 

 これらの課題を整理しながら、健全化計画の執行に務めてきたというところでございますが、

その中で平成 14 年 12 月に白老町健全化指針というものを策定いたしました。この背景にありま

すのは、先ほど言いましたように、前の計画で先送りされた課題について一定の方向が出てきた

と。それから、このころから地方財政が厳しくなってまいりました。地方財政については平成

14 年度の地方財政計画が対前年度比で始めてマイナス規模となりまして、地方自治体が発行す

る臨時財政対策債等での増額補てんを余儀なくされるなど、地方財政がかつてなく厳しいものと

なってきているということがありました。こうした背景を踏まえまして、１年早く健全化指針を

策定したということでございます。 

 策定の目的であります。この健全化計画を点検しながら予想される多額の財源不足に対応して、

引き続き財政の健全化を進めるため、第４次行政改革大綱の基本的な考え方に沿いながら、今後

の財政運営の指針となることを目的に策定したということであります。ここで前の計画の検証を

行ってございます。 

その部分でございますが、まず１点目。町債発行額の抑制という点では、平成 10 年から 13

年までの４年間では、計画では年 14 億円以内となっておりましたが、これを16 パーセントほど

下回った結果になっております。２点目の投資的事業の事業費枠の関係でありますけれども、計

画では年５億円以内ということでありましたが、それについても毎年度平均約３割を下回るとい

う結果になっております。定員管理についても、退職不補充等で計画より７名の削減を行ってい

るということであります。ただ問題の経常収支利率の関係ですけれども、これは85 パーセント

以内を目標と記載しておりましたが、結果として平成13 年度では 91.6 パーセントという結果に

なっております。上昇した要因については、予想以上の町税の落ち込みと他会計の繰り出し。こ

れも予定より多く行ったということで、そういった経常収支の中身になってございます。総体の
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評価といたしましては、歳入の落ち込みの中で収支均衡した財政運営が図られたと。経常収支比

率以外は、目的を達成したということになります。特に初めて先ほども言いましたが、起債の発

行、投資的事業の枠などを設定するなど、財政健全化計画を策定した意義は大きかったと評価を

しているところでございます。 

この指針での健全化方策でありますけれども、公債費対策では、発行額の抑制ということで、

さらに削減をするということで、投資的事業分で８億円以下としてございます。継続して繰上償

還を実施する。人件費の部分では、定員管理、行革の大綱に基づいて、全職員の10 パーセント

の削減を目指すと。人件費の削減では、特別職はじめ管理職手当の削減、これを実施するという

ことであります。事務事業の見直しでございますけれども、経常費の削減については、歳出削減

プロジェクトを設置して、年平均２億 5,000 万円を削減するということを目標としてございます。

また投資的経費事業費財源枠については、一般財源、全計画の約半分になりますが、２億 5,000

万円ベースとしてございます。基金の活用でございますけれども、繰替運用繰り戻し額の縮減、

これは過去にこの時点で特定目的基金から繰り替え運用してございましてが、これを毎年１億円

返すという計画をしていたのですが、これは少し改革ということになるかどうかわかりませんが、

返す分の１億円を5,000 万円に減らすということでございますので、これは財政の事情からこう

いう計画になってございます。基金については継続して活用すると。歳入確保については収納率

の向上、財産売払い、使用料等見直し、目的税または超過税率により17 年度より１億円の増を

見込んだということでございます。他会計支援としては、年 7,000 万円を追加繰り出しするとい

う内容で、当時健全化方針を立ててございます。 

今後の課題、その時点での課題ということになりますけれど、国の｢三位一体改革｣については、

この時点ではその方向性が示されておりませんでした。そういうことから今後改革の詳細が明ら

かになった時点でその対応を検討したいということで、課題として捉えております。権限と税源

移譲というふうに言われていましたが、地方交付税の行く末が非常に不透明であったという状況

でございました。それから白老港の第３商港区など重要な政策課題については非常に財政が厳し

いということも考慮しながら、その進め方や財源確保のあり方も含めて別途検討を進めることと

してございます。財政運営が懸念される特別会計への財政支援ということで、平成16 年度から

の追加繰り出しを計画の中に盛り込んだということで、これまでの一般会計中心の財政運営から

企業会計を含めた全会計の財政状況の見通しを明らかにして、必要な対策を講じ、本格的な財政

運営を確立するため、各会計の具体的な対策や、収支試算を盛り込んだ財政運営総合対策を策定

すると。来年度ですから、これでいくと15 年度から策定するということで、この指針に盛り込

んでいるということでございます。 

以上が財政健全化指針の内容でありますけれども、こうした指針の方針を踏まえて白老町財政

改革プログラム、これを平成16 年 12 月に策定したわけでございます。策定の背景としては、ま

ずは先の指針により、他会計を含めた財政運営総合対策を指針に基づいて策定していると。それ

から当時の状況として、平成16 年度以降財政調整基金等を取り崩さない場合は、毎年度赤字が

発生し、この収支不足額の累計が平成20 年度には約30 億円に達するという大変厳しい、そうい
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う予測がされてございました。同時にこのまま何も改革を実施しなければ、歳入全体の増収は見

込めず、さらに義務的経費の増加に歯止めがかからないことから、収支均衡額がますます拡大す

るということも予測されておりました。その結果、平成15 年度末現在で財政調整基金等、これ

は約８億円ほど財調がありましたけれども、これらを全額取り崩して財源調整を行ったとしても、

平成 17 年度には財政調整基金等も底をつき、同時に収支が赤字に転落するこことなり、さらに

平成 19 年度には標準財政規模の20 パーセントを超える約 14 億円以上の財政赤字になることが

見込まれ、「準用財政再建団体」、新法では財政再建団体と同じことになりますけれども、そこへ

の転落も現実的な課題となっていたということでございます。そこで策定の目的でございますが、

財政構造の健全化、弾力化を図り、収支均衡を保った財政運営を行うこと。それから総合計画を

推進するための計画的な政策的財源を確保するということが、基本的な目的でございます。プロ

グラムの概要については、歳入の増収及び歳出削減対策を行うとともに、この財政調整基金等も

取り崩しながらも赤字がかさむ他会計には毎年１億円の追加繰り出しを行い、総合的に収支均衡

を図った財政運営を目指すこととしたと。結果としては、この８億円の財調を使いながら、19

年末、プログラムの終了時時点で何とか財調を３億円確保すると、こういう目的を持って、この

プログラムを策定したということでございます。以上雑駁でございますが、これまでの取り組み

の経過とその検証という部分でございますけれど、さらに裏面に特に財政改革プログラムの健全

化対策と結果ということで、数字でお示ししてございますので、この分につきましては大黒主幹

のほうからご説明をさせていただきます。 

○委員長（及川保君） それでは大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは私のほうから、財政改革プログラムの対策額と

基金現在高という表について、簡単に説明させていただきます。 

ここでの検証なのですが、現行の改革プログラムの第６章におきまして、プログラムの進行管

理という項目立てをしてございます。その中で改革プログラムについては毎年度進行管理を行い、

このプログラムに掲げた項目のすべてを点検し、必要であれば是正の処置を講じますということ

を書いてございます。 

これまでの計画指針では、この辺明文化されていなかったものを、現行のプログラムではきち

っと明文化したと。これに基づきまして、このような検証をしているということでございます。 

左側１から 16 番目の現行プログラムの対策項目を掲げてございます。それに対しまして 17

年度までは、これは決算額、18 年度は決算見込み、19 年度当初予算をある程度見越した決算額

という数字でございます。それぞれの対策項目の上段につきましては、プログラムに掲げている

目標額、その下の網掛けの部分、これにつきましてはそれぞれの実績ということで押さえてござ

います。細かな点は省略させていただきますが、最終的に対策額の合計で申しますと、４年間で

目標 24 億 6,700 万円に対しまして、18、19 の決算見込みもございますが、39 億 2,800 万円。こ

れだけの対策を講じましたという結果でございます。ただし、これにつきましては、例えば７番

目の町債残高の抑制ということで、一応 7,000 万円歳入として町債を見ますよという増額の対策

は講じていますが、それに対して 18 年度５億 6,700 万円と、逆にここでかなり借り入れをして
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いると。これも一応対策ということになってございますので、対策額が膨らんでいるというよう

な状況になってございます。ただしこのようなこれまでの16 年からの財政運営によりまして、

一番下の基金現在高、これにつきまして当初16 年度では計画として７億 7,000 万円残すよとい

っていたものが、実績として７億 700 万円。17 年度におきましては、同じく６億 8,400 万円に

対して５億 8,500 万円と、約１億円ぐらい財調が減っているというような状況でございます。こ

れにつきましては16 年度におきまして、15 年度の財政調整基金の繰り入れ、15 番目の部分でご

ざいますが、計画４億円に対して１億 4,300 万円、17 年度におきましては１億 1,100 万円に対

して１億 5,900 万円と、財調の取り崩しが多くなってございます。さらに、17 年度におきまし

ては 12 番の基金や愛町債等の財源確保というところで、目標はゼロでしたが、実質１億 5,000

万円、これは町債管理基金を取り崩しして充ててございます。18 年度の６番、特別会計・企業

会計の財政健全化ということで、16、17 と１億円を他会計の赤字補てんということで、入れて

おりましたが、18 年度はこれもできない状況だと。総括しますと、17 年度中におきまして 18

年度の予算もある程度見越した上で、なかなか計画通りには非常に厳しい状況であったと。財政

運営が厳しいとある程度判断しておりまして、17 年度の９月議会におきましてこの財政改革プ

ログラムを18 年度中に見直すという方針を出したところでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川保君） 二瓶行財政対策室長。 

○行財政対策室長（二瓶充君） 今後の町民に対する説明でございます。現在この骨子の部分

について、８月下旬ぐらいの時点の調整の段階で実施する方向で、町連合のほうと話を進めてい

るところであります。またこの骨子の部分とは別に、政府のほうからこの健全化法の部分につい

て正確な数値等が出た段階で、私どものほうでも財政改革プログラムを策定することになってお

りますが、それが出来た段階でまた更に詳しいプログラム等についても町民のほうに説明すると

いう計画でおります。以上です。 

○委員長（及川保君） ありがとうございました。以上先般の小委員会のまとめの中で大きく

３点抽出された部分について、副町長以下職員の皆さんに説明いただきました。 

それではこの中で各委員の皆さんのほうからご質問等ございましたらどうぞ。 

ございませんか。 

４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 財政状況の検証の結果の説明を受けた中でですね、私の質問している

ことが合っているのか分からないのですが、間違っていたらごめんなさい。４ページなのですが、

３番目の改革プログラムの策定の背景の上から２番目なのですが、この収支不足額の累計が平成

20 年度には約30 億円という数字、このプログラムを作ったときには推定されているのですけれ

ど、これは今回新聞で出された平成 20 年度は 40 億円の累積赤字が発生するというように新聞に

報道されているのですが、連結赤字が 40 億円というのが新聞にありますよね。これと平成 20

年度は 30 億円に達する予測というこの部分では全く考え方は同じで、その 10 億円の予測の差と

いうのですか、これはどういうところにあったのかという説明にはなるのでしょうか。 
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○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） ここで見た財政改革プログラムでの平成 20 年度に 30 億

円の赤字というのは、一般会計での見通しです。今、鈴木委員のほうからお話の合った40 億円

というのは、平成20 年度の収支見通しでは、一般会計で約５億 7,000 万円、特別会計を合わせ

ると 40 億 6,500 万円という内容でございます。 

○委員長（及川保君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今の質問の中でこれから議論していく中で必要だと思うのですが、今

後の説明もそうなのですが、今まで国が総務省で決めている連結決算の中身ありますよね。私達

が一番最後に聞いたのが１ヶ月ぐらい前で、こういう考え方の中で連結決算の内容が決められて

いっているよという話で、それによると今の40 億円とかいう数字が出てくると思うのですが、

その後詳細については９月とか10 月とかおっしゃっていたのですが、その後いろいろな情報の

中で一部私も本当かどうかわかりませんが、町立病院の部分の負債については、そこに入らない

とか、塩漬けの土地の解釈ですよね、そういうものとか、いろいろな情報がまだこちらのほうに

伝わってきていないのかどうかということをお聞きしていかないと、結構港の港湾背後地の工業

団地でも８億円ぐらいありますよね。町立病院が４億円ぐらいありますよね。それを足しますと、

だいたい12 億円ぐらいに数字が変わってくるのですよね。そうしますと、この対策にしても12

億円というのが26 億円のうち、平成18 年度で26 億円とかいう数字が出ていますよね。それの

うちの 12 億円だとしたら、半分近くが数字として変わってきますよ。そうすると対策も非常に、

赤字としては残るのですが、国で言うそういう数字としてはかなり変わってくると思いますし、

それに対する対策もかなり変わってくると思うのですが、その辺何か情報を掴んでいれば教えて

いただきたい。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 結論としては、当時と状況変わっていないのですよ。まだ不透明

だということなのです。ただ今委員がおっしゃられましたように、いわゆる町立病院については、

やはり急激な改革を地方に求めると、医師不足、看護師不足という中で、地域の医療というもの

が守られないのではないかということが国会での議論であると。それと下水道会計についても、

やはり当時は景気浮揚という中で地方に対してどんどんやりなさいという国の姿勢がございま

して、それを受けてそれぞれの地方も補正予算を組みながら実施したという状況の中で、こうい

う状況になって財政が厳しいからそれをすぐ赤字と見て、すぐに健全化を図れというのもどうな

のという議論もあるというふうに聞いています。 

それから、土地の問題についても、やはりそういう完成土地を赤字と即見るということで、や

はり地方が萎縮するのではないかと。地方が元気にならなければ、国も元気にならない。当然の

ことなのですが、そういうことも国会の中で議論されているということも聞いていますが、ただ

国会と総務省の考え方、国会の議論と総務省の考え方については必ずしも一致してございません

ので、ただ総務省の姿勢としては、そういうことも受けてこれから地方に出て、各自治体の意見

も含めて最終的に結論を出していきたいという姿勢であることは間違いがないのですが。ただ選
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挙などもございましたので、その議論が止まっているのかなという印象を受けていますが、いず

れにしてもそのようなこれから議論が活発化になってくると思いますし、それを踏まえて秋には

そういった手腕を発揮してくると。そういう捉え方をしております。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。まず一つはこの検証結果のことなのですけれど、こ

れは白老の健全化計画、それから健全化指針については、その時点時点で行われた検証の中身な

のかどうか。まずその点を先にお伺いをしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 大渕委員がおっしゃるとおり、その策定段階におきまし

て、全計画の対策についてそれぞれ検証して、なおかつその当時の財政状況も勘案しながら新た

な計画を作ったというような状況でございます。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうであれば、２度同じことを言う気はありませんから１度だけ言い

ますけれど。例えば白老町健全化計画が作られたのは平成10 年ですけれど、12 年の理事者の答

弁の中で、経常収支比率を含めて全く問題がないというような答弁をされています。それはどう

いう形でこの中に繁栄されているのか、どういう総括をしているのか、理事者がそういう健全化

計画を作ったものが全く問題ないけれども、ここではっきり書いているように経常収支比率以外

は目的を達成したと。どういうことかと言うと、事業の削減割合よりも、事実、定数減になって

いないですよね。そういう総括をどのように行ったのか、またその10 年に決めた計画で12 年に

問題ないという理事者の答弁の根拠。もう一つここで言えば、例えば目的税または超過課税の導

入を 17 年よりと指針に書いてある。実際に超過課税の導入や17 年度より１億円云々と書いてあ

るのですよ。そういうことに対する指針や健全化計画の総括が極めてずさんな中身ではないかと

いうふうに言わざるを得ないのだけれども、そういうことが総括文章の中に残っていますか。１

点目で言えば二つです。 

○委員長（及川保君） 暫時休憩します。 

休  憩  午前１０時５０分 

                                             

再  開  午前１１時０２分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開します。 

 副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 経常収支比率を含めたご質問だったと思うのですが、これ当然の

ことながら、検証、分析ということでは当時は当然事務方のほうでは、文章はきちっと確認はで

きていませんが、これだけのことをきちっと計画の中に分析、検証するということは、やはりそ

ういった数字的な検証をし、経常収支比率も先ほど言いましたように10 ポイントと伸びている

わけですから、当然危機感は持っていたというふうに思っています。ただその理事者、平成 12
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年の答弁ですか、それを以って危険でないとか大丈夫だといった背景については、私、議事録は

精査してございませんけれども、そういう問いに対しては、当時、道の指導というのは85 パー

セント以上の経常収支比率になると、極めて危険な水域だよというのがございまして、あったの

ですが、ただその後分権という中で、自治体、自治体の考え方ということで、そこのところはあ

まり論じられなくなってきたという、そのちょうど過程にある時期かなというふうに推測してご

ざいますが、それでも10 年間で85 まで超えて90 何パーセントまできていますけれど、そうい

う中で財政的に心配ないと言ったことについては、これは認識の甘さがあるのではないかなとい

うことは、素直に申し上げなければならないというふうに思っています。それで、この検証、分

析については、プログラムの中で申し上げましたけれども、今やっていることよりも、正直申し

上げて認識が甘かったというふうに実は思っています。時々はやっていますけれど、そういう反

省も踏まえてこの辺の検証をきちっとしていくということは、非常に重要なことだと考えていま

すので、今後そういう姿勢でまいりたいと考えています。 

○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。私が言っているのは、それが悪いとか良いとか言っ

ているのではないのですよ。姿勢が問われているわけです。ですから私が言っているのは、第１

回目の改革、第２回目の指針、第３回目の改革プログラム、これについてなぜ検証してその資料

を出さないといったかというと、その時点でのただ認識が甘かったということで、それを追究す

るという意味ではなくて、そういうことをきちっとしないと検証したことにならないのですよ。

だから同じ事を作るのですよ。例えば第１次改革を100 パーセントやったとしたら第２次改革が

いらなかったのかどうかという、そういうことなのですよ。赤池の教訓は何かといったら、３回

同じことをやって４回目で再生団体になったのですよ。白老も３回やって今なるかどうかという

話ですよね。そこを断固改革をやったかどうか、例えば健全化指針で言っている目的税または超

過課税の導入云々というのも、なぜできなかったのか、どこまでやったのか。それが議会にも何

もないと。私はなかったように記憶しているのだけれど、なぜそれができなかったのかというこ

とがきちっとされないと、計画を作っても同じなのですよ。やらないと同じだから。だから認識

の甘さという意味で私が指摘するのは、それが今副町長が答弁できないとかそのようなことでは

ないのです。そういう認識でやってきたとしたらおかしい。なぜ第１回目の計画の中にこれだけ

投資的事業の枠の削減、下回り、町債発行の抑制。ということは、事業をしないということ。そ

ういう中で７名しか削減できなかったことに対して、何もないのですよ。一般的に考えたら、そ

のようなことでできるわけがないのではないかなと思うのですよ。やはり事業の枠にあった形で

の人にしていかなければならないだろうと。地方公務員かなにかの関係で、それはできないかも

しれませんよ。だけどそういうことがきちっと指摘されていないと、駄目ではないのかなと思う。

そういうことをやらないで今３回目をやって、今度の再生の素案は今までと違うのだというのだ

ったら、違うというところがきちっとしないと駄目ですよ。そういう意味で、私は今の、そうい

うことを言っているのです。だからこれで見たら、この文章で見たら悪いけれど本当にとてもそ

の当時きちっと総括としたというふうに私は思えないのですよ。この程度のことしかやっていな
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かったのかというふうに今だから追求するのではなくて、これを見て本当にそのように思うかと

言ったら、超過課税を含めて議会に話も出なかったような気がするのですよ。指針の中で出まし

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） 指針の中にこれは書きこまれておりますので、また総務

文教常任委員会での所管事務調査の中では、この考え方についてはご説明させていただいている

かと思います。ただ、超過税率、もしくは新税の導入について、町のほうでどのようなことをや

ってきたかというと、当時行政改革推進室、これがありまして、その中で新税導入の検討委員会

というものがありまして、その委員会の中で一定の方向性はまとめている部分がございます。た

だそれを導入するかどうかというお話は、議会のほうにはお話をしていないということでござい

ます。これはやはり当時の判断として、非常に景気が厳しい中で、何とか新税を導入せずに収入

の確保という道がないかどうかということも、これは内部のほうでの検討材料でした。そういう

中で最終的に議会のほうに導入する、もしくは導入しないというお話はさせていただいてはない

かというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私は減少面で攻めているのではないのですよ。その総括がきちっとさ

れているのかどうか、こういう理由でしないよ、今回の素案は待ったなしですよね。やる、やら

ないという話ではなくて、やらなければ駄目なのですよ。こういうことを３回繰り返してきた延

長線上で今の素案を考えていらっしゃるとは思いませんが、そこのところが本当にきちっとしな

いと、今回の素案も本当にその形でやったけれど、やっぱり出来なかったというのは許されない

わけだから。そこで私はそこのところを聞いているのですよ。総括がどう行われたか、改革プロ

グラム、これから総括されるのだろうけれど、どうして改革プログラムを立てたけれど予定通り

に行ったら、素案を作らなくても良かったかどうかという総括もこれからされるのだろうけれど、

新しい素案を作る上でそういうことがきちっとされていないといけないのではないかと。そうい

うふうには思いませんか。私の言っていることは無理ですか。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 今の超過税率の関係も、実は指針の中でそれを検討するというこ

とで、それを受けてすぐプログラムで17 年度から新税または超過税率を導入すると。これは財

源不足がはっきりしていましたので、そこでまず１億円は出そうという計画だったのですが、こ

れは繰り返しになりますけれど、やはりいろいろなことをやってくる中で町民の負担も相当出て

きていまして、町の分ばかりでなくて、国の税制改正の動きも含めてご存知のとおりですが、年

金の問題、それから配偶者控除の問題だとか、ずいぶん税制改正で個人的な分で負担が多くなっ

てきているので、いろいろな国保税だとか保育料だとかに跳ね返って、なおかつ税の導入という

のは厳しいという結論に正直言ってなったのです。これはいろいろと議会の一般質問の中にもご

ざいまして、やはりこれの賛否両論はあると思いますが、厳しい中でやはり積極的に導入検討す

べきだというご意見もございました。ただ相当厳しいという議員さんの感触もございましたし、
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そういう中で町長もそれは最後の最後ということで決断してきたことなのですけれど。ですから

その時にやっていればどうかというのは確かにございますけれども、我々としてはその中ででき

る改革を十分にやって、その上でという考え方でおりましたので、こういう経過になってしまい

ましたけれど、それらを含めて今回きちっと検証しなければならないと思います。当時本当にそ

れを決断していればもう少し、抜本的な財政の健全化ということにはなりませんけれども、やは

り当時の計画を取り組む上でももう少し余裕とまでは行きませんけれども、もっと違った改革の

仕方もあったのかなという反省もございますので、そこは十分に分析、検証、反省しながら、こ

のプログラムの中身、今次の改革の中身、骨子含めて詰めていきたいと考えています。 

○委員長（及川保君） 二瓶室長。 

○行財政対策室長（二瓶充君） まず確かに総括という部分で大渕委員がおっしゃる部分のと

ころでは、最初の改革プログラム含めて甘さという部分があると思うのです。ただ、私どもこの

プログラムだけではなくて、行政改革の部分の実施計画、第３次もそうなのですが、総合計画で

もそうです。町のほうで大渕委員もこれまで計画、計画たくさん作ってくださいという部分の中

で、これまで行政でやってきた段階で全部検証をきちっとしていっているのかという部分でやっ

ていきますと、非常にそこのところがあいまいな部分があるのですよ。それで私ども第３次行革

を実施した段階で、実際にどうだったのかというのを、行革の委員会の中でやはり第４次に持っ

ていくためには総括しなければならないだろうという形で、総括という部分があの辺りからやっ

と行政の中での検証という部分が出てきたのですね。それで、今回いろいろ実際に財政の部分で

もそれに総括して検証した中で取り組んでいくと。これがやはり後にきちっとした対応をしてい

くためのポイントだと私は思います。ただしこれも繰り返すようですけれども、近年というか最

近になってきて、きちっと押さえるという部分になってきていたのが実態ではないのかなと。そ

れまでは状況を見ながらこれでは駄目だと、これでは駄目だから次の計画を作ってきちっとやっ

ていこうという流れで、実際は来たのではないかなと。そこが一つ甘さという部分では出てきた

のではないかなという感じがしております。これは事務担当として率直な反省点です。 

○委員長（及川保君） 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この検証はこういう形で中身として残っているというふう

に捉えていいですね。中身として健全化計画、それから指針の総括文章として、こういうものが

残っているというような認識で良いのですね。そこだけ。 

○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いただいて結構です。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ２点ほど確認したいのですが、先ほど国の方向性がまだ出てこないの

かというお話がありましたけれど、白老町としては、姿勢として連結決算の赤字に対しての取組

み、40 億円というこの２年間でやっていくという姿勢は、どういうふうに状況が変わってきて

も、この基本的な考え方でやっていくという考えなのかどうなのか。一番厳しいところに町の状
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勢を置いてやっていくのか、またそういうものが出てきた時にまた変わっていくとか、そういう

ようなことになるのかどうなのか。病院が抜けますよとか、塩漬けの土地が抜けますよとなった

ときに、また方向性を変えるのか。そうではなくして、健全化団体になる可能性は何が変わって

もあるはずですから、そういった意味では、再生団体になることを回避することを最終的まで努

力されるのかどうか、その点を１点確認と。 

 それから白老町の単独事業の資料もいただいておりますけれども、単年度で単独事業としてや

っているものもありますよね。ただ継続している白老町の単独事業に対しての基本的な考え方、

それを止めていく、継続していくときの、基本的な考え方が何かあったらお聞かせ願いたいとい

うふうに思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） １点目の 40 億円の赤字解消ということで、先ほど鈴木委員との中

でも議論がありましたけれども、いろいろと資料の見方、捉え方というのがこれからはっきりし

てくるということなのですが、そうであったとしても例えば病院の部分の赤字は指標の中でこれ

は除かれるとか、資産についてはこれは不良債務ではなくて、資産として見られるとかはあった

としても、これ赤字は赤字でございますので、委員がおっしゃられるようにそういうものが例え

ば変わったとしても、この10 年間の中でそれをきちっと解消すると。ですからいずれにしても

健全化団体にはなることですので、きちっと解消するという基本姿勢は変わらないということで

ご理解いただきたいと思います。 

 単独事業、特に町独自の単独事業等の見直しなのですけれども、これもプログラムの中では事

務事業の見直しということで１億 5,000 万円見込んでいますが、そのうちの臨時事業はだいたい

5,000 万円削減しようと。残りの１億円は実は経常的な事務事業の見直しで１億円カウントして

いるのですよ。今その作業をしているところなのですが、やはりこれまでも相当この辺の見直し

を行ってきていますので、１億円の削減ということになりますと、正直申し上げてかなり厳しい

数字になってございます。ですから最終的な判断はこれからの判断になりますけれども、ただ作

業としてはこの１億円の削減をするという基本的な姿勢に立って、今、内部で各課とのヒアリン

グをやってございますけれども、この後当然のことながら議会のご意見もお聞きしなければなり

ませんし、関係する団体のご意見、行革の委員会等もございますので、そういうところとも十分

に協議をさせていただくというか、意見をお聞きしながら、最終的な判断をしていきたいという

ふうに考えてございますが、いずれにしてもかなり枝を持って結論を出さなければ、この計画の

数字はクリアできないというふうに認識してございます。以上でございます。 

○委員長（及川保君） 12 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 単独事業の関係なのですけれども。先ほど再生団体になったときに単

独事業、近隣だとか同規模自治体だとか、そういった類似団体のものと比較して最も低い数字に

なっていくというお話がありましたよね。この事務事業を見直ししていくときに、再生団体を免

れなくてはならないわけですから、もしかしたら夕張がその類似団体なのかどうかわかりません

けれども、夕張もかなりの事務事業の見直しをしたり、先ほど議論がありましたように、増加税



 17 

率だとかそういった部分、それからいろいろなもの、保育料も全部そうで、すべて見直しをして

やっていっているというのが現状の計画としてありますけれども、白老町もそれを回避するため

なのですから、これに近いものが計画の中に盛り込まれなければならないし、町民に方々にもそ

ういった説明的なものが本当になると同じような、なったと同じような事務事業の見直しをしな

ければならないということの理解を得ていく必要があるのではないかなというふうに思うので

すけれども、その辺はどのようにお考えになりますか。  

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 基本的にはそういうことになってくると思うのです。住民の理解

ということでは、相当説明をきちっとしなければならないというふうに考えてございまして、先

ほどこの中で今後の町民に対する説明という部分がございましたけれど、骨子は骨子で説明する

ことは当然でありますけれども、これの指標が固まり、ある程度プログラムを実行計画的なもの

に踏み込んで作ってまいります。そうするとこういった部分の、この事業はいつからどうします

と、こういうことが全部載ってくることになります。その程度のものを作らなければならないと

思っていますので、そういうことでそういった計画を作った段階で、これはきちっと住民に、前

段言った作業をして結論を出しますけれども、住民の皆さんにもその計画については説明をし、

理解を得ていくということを考えてございます。 

○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） 今までの説明を受けまして、こういうようなことを町民の皆さんには

広く知っていただく必要があると思っております。先ほど説明の中で８月下旬に町連合のほうと

そういう説明会を開きたいというようなお話しありましたけれども、それを全町民を対象とした

公聴会と言ったら変ですが、なんと言ったら良いかわかりませんけれども、そういうものに発展

させてきちっとやっていくという考えはないでしょうか。なぜかと言いますと、先ほどから厳し

い意見ございましたけれども、やはり過去においての財政に対する甘さとか、きちっとした検証、

そういったことを一度きちっと検証しなければ新しい道に行かれないと思うのです。やはりなぜ

役場側が税金の１億円を値上げする、超過税率をしたい、そういう思いがなぜか私達議員にはそ

の切実さが感じられませんでしたし、町民も感じていなかったと。やはりそうではないのだ、自

分達の町は自分達町民主体でもってこの町を作り上げていくのだと、そういう思いがやはりなけ

れば、この健全化計画をいくら立てても役場の空回りというか、町民の思いとずれてくるのでは

ないかと。ですから、できれば町民全体を巻き込むようなそのようなものがあってほしいなと思

うのですが、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） 先ほど申し上げておりますけれども、基本的には骨子の段階と実

行計画を作った段階で、町民の皆さんに説明していきたいというふうに考えています。全町民の

公聴会ということでございますけれど、果たしてそういうことが、基本的には町広報誌でありま

すとかインターネットでありますとか、そういうことも含めて広く周知していくということはこ
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こでやりますけれど、ただ説明会ということになりますと、全体でやるよりは地域を区切って小

まめにやるほうが町民の皆さんの意見も聞きやすいですし、説明もしやすいかなと、このように

思います。ですからどの規模でやるかについては町連合のほうとこれから相談してまいりますけ

れど、そういうふうに地域を分けて説明をし、理解を求めるほうがむしろ親切なのかなという気

もしてございますので、今のところはそういう考えでおりますけれども。 

○委員長（及川保君） ７番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） なぜこういうふうにお願いするか、町民全部をというふうに言うかと

いいますと、７月に町連合の役員の方々集められて、確か説明会というかそういうようなことさ

れたと思うのです。でも正直言ってうちの町内会の会長さんからそういう話は一切ないし、町民

の人達の中から町連合の役員さんだけが町民なのかと、結局同じ町内に住んでいながらもまるき

り、自分達はどこから情報を得ればいいのだ、どこから話を聞けばいいのだと。やはりその町内

会長さんの考え方一つで非常に情報のあるところとないところがはっきり差が出てくる。やはり

それでは少しまずいと思うのですよね。ですから全町民を対象にしてというのはいろいろな形は

あると思うのですけれど、そういうことをぜひお願いしたいなということなのです。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 勘違いしておりました。その通りだと思います。それで役員会に

まず説明したのは、町の広報誌に８月号で詳しく説明してございますけれども、その部分のとこ

ろをまず役員の皆さんにも説明をしていこうと。日程の都合で地域に出て行く日程が町長の日程

等含めて取れなかったということもございまして、まず役員会に説明をさせていただいて、その

後各地域に出て行こうという基本的な考え方でございましたので、その辺はこれから日程の関係

が来週お盆に入りまして、その次の週から保育園の再配置と民営化の計画の説明を地域に出て行

ってやるものですから、どうしても月末にかかってしまって遅くなったのですけれど、そこのと

ころはきちっと地域に出て行って説明したいと考えております。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） ３番の山本でございます。ワースト５位になってからのいろいろ

な報道の中で、町民の方々は人によっていろいろな受け止め方があるのですね。中には夕張ある

いは赤池町と財政規模も違いますし、赤字の額も全然違う状況の中で、決してこれを肯定する意

味で私申し上げるのではなくて、逆に否定したい気持ちで申し上げるのですけれども、町民の中

には夕張や赤池町とは全然規模が違うのだから、いっそうのこと再生団体になったほうがスピー

ディーに回復できるのではないかという意見もあるのですね。一時的な町民負担の増加やサービ

スの低下はあっても、国に管理されたほうがよっぽどスピーディーに進められるのではないかと。

これはどうしてそういう意見が、町民の方から申し上げられるかというと、今までの行政の先送

りしていた行革にしてもそうですし、懸案事項もかなり先送りされ、今着手しているような状況。

それらを見て、いわゆる行政に対しても、我々議員に対しても期待していないということの表れ

がそういう言葉の一つにもなっていますし、もう一つは真剣に白老はそのほうが早いのではない

かと。給料削減20 パーセント 10 年間もやってしまったら、本当にモチベーションも下がってし
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まうし、白老町全体の消費にも大きな影響を与えると。かえってなったほうが今の赤字額であれ

ば２年なり３年なりすれば本当に回復するのではないかというような意見もあるのですね。です

けれど、やはりそうではないのだよということを我々議員の１人としても説明をしていかなけれ

ばならないと思っています。そういう観点からの質問なのですけれども、独自の再生計画におい

ても、当然町民に対していろいろな負担をお願い、最終的にはお願いしていかなければならない

状況になるというふうに思っております。それで再生団体になったときの町民サービスの低下と

町民に対して与える影響、町民の負担ですね、どのくらいどのように違うのかということもやは

りどこかで説明をしたうえで、私はする、個人的な話ですけれど、どうしても再生団体になって

はいけないのだということを説明していきたいなというふうに考えるものですから、お尋ねした

いのですけれども。赤池町や夕張の具体的な例をどのように捉えられているのか、町民サービス

の低下や町民に対する影響ですね、具体的にどのように捉えられていらっしゃるのか。今この場

面でお答えできるのであればその範囲で結構ですし、まだ全体的には押さえていないということ

であれば、後で何か簡単で結構ですけれど、資料など提出していただければありがたいかなとい

うふうに思います。この点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 今のご質問なのですが、具体的にどう捉えているかとい

うことにつきましては、資料としては我々のほうも収集しているのですが、それを取りまとめて

いるという状況では現在ないものですから、資料をある程度収集したものをお渡しするというこ

とでお願いしたいなと思います。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 赤池町は炭鉱の閉炭ということの中で、最終的には土地

開発公社の負債を町のほうで全部整理したという内容だと思います。やった内容としては、総務

省の広報討論の中でも若干触れているかと思いますけれども、やはり人件費の削減です。ただこ

こは直接的に給与を削減するということはなかったかと思います。新しい給与の据え置きはやっ

ていると思います。つまり昇給はしないという方法ですね。それから人を減らしたという部分で

すね。16 あった課を削減して 13 ぐらいの課にしたという、組織を見直したということと、113

人いた職員を減らしていくと。これが101 人ということに減らしたよと。臨時職員も減らしたと

いうような、やはり人件費がまず削減の対策になっているということですね。その他にやはり町

の助成という部分では、軽減措置を取っていたものを全部見直しをすると。平均して約20 パー

セントぐらいのアップにつながると。こういうような内容でございまして、個別具体的にどうい

うようなサービス、一つ一つのサービスがどのようなふうに変わったのかということは、この資

料の中で私のほうもそこまで書いていないものですから、先ほど大黒主幹のほうからお話しした

ように、もし資料が手に入ればそういうものは出したいと思います。ただこの中で、職員が自ら

出来ることをやっていったということが、取り組みの重要なポイントになっているのかなという

ふうに思います。そういう中で再生に向けた取り組みが町民の皆さんに理解され、共に町づくり

を行っていく中で、町民の方達もボランティア活動ですとかそういうところで、積極的な活動を
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行いながら、再建を２年間計画よりも早く済ませたというふうに押さえております。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） ありがとうございます。私が少しお尋ねしたいのはそういう部分

ではなくて、何をやったかとかではなくて、再生団体になったときとならないために、これから

財政再建化を進めるために町民に与える影響や負担の違いを具体的に明示というか、なった赤池

町や夕張はこういったことで住民に対するサービスが低下したり、あるいは税金もこれだけ上が

りました、あるいは夕張は歯止めが効かないぐらい職員が辞めていくようになっていますとか、

そういったようなことの、いわゆる入口の段階のことを具体的に町民にわかりやすく説明したほ

うが、これから町民に対していろいろな形で協力を願うことのために、そういったことが必要で

はないのかなということでの、私の質問なのですよ。何々をやりましたかとかそういうことでは

なくて、町民に対する影響や負担がどう違うのかなということを具体的に教えていただきたいと

いうことなのですよ。具体的に教えていただきたいというのは、現状、赤池町、夕張、一度再生

団体になったところはこれだけサービスが低下しましたよ、これだけ住民の負担が大きくなった

と。そういう資料がいただければありがたいなと、こういうことです。 

○委員長（及川保君） 町長が今お見えになりましたので。飴谷町長すみません。 

○町長（飴谷長蔵君） まず、これからのまちづくりの体系が大きく変わってくるということ

ですね。まず一つを言うと、大きなプロジェクトであります港湾整備事業、更には補助事業全般

が規制されるということです。そういうことになりますと、白老のまちづくりの10 年、20 年の

体系がまるっきり変わると。要するに、今まちづくりと言いますか、地域振興する上で一番大事

な時期でございますので、赤字再生団体になることによって、発展ではなく縮小、ただ削減のみ

ということに特化されますので、白老町の発展には大きな影響があるという意味で捉えていただ

きたいと思っています。 

○委員長（及川保君） ３番、山本浩平副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 町長の説明はわかりました。私が一番聞きたいのは、住民のサー

ビスの低下がどのように違ってくるか、負担なども含めて、その辺を具体的に、わかりやすく言

えば、こういうふうになるから再生団体になったら大変なのですよというようなことを町民にお

話しをしないと、今後の協力していただくものに対して町民の冷ややかな対応も想定されるので、

そういったようなことを具体的に・・・今日の資料は一番最初に副町長からも予想されることと

いうことで説明がありましたので、具体的なものは出てこないと思いますけれども、今後の時間

の中で資料的なものを出していただければ幸いかなというふうに思っております。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） それぞれの再建団体になった計画の中身という部分でい

えば、それぞれ独自のいわゆる計画を作るわけです。ですから事務事業の見直しにおいても、そ

れぞれの町において何が必要、最小限のものにするかという判断を行うということで、再生団体

になったら必ずこれをしなさいということではありません。まずそこを一つ押さえていただきた

い。白老町として再生団体にならないために、再生団体になったことまで踏まえてどれだけのこ
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とをやっていくかという計画になっていくかと思います。そうした場合には、どこと比べてどう

だということではなく、白老町としてどういう事務事業の見直しをしていくかと。例えば使用料、

手数料については、いわゆる施設の管理運営費用をほぼまかなっていただくための使用料にする

のかというようなところまでの議論をしなければならないと、こういうようなことになってくる

と。それから上乗せしている単独の事業は、すべて廃止するかどうかということも議論になって

くると。こういうことがあるのですね。ですから私どもが今考えているのは、再生団体になった

らこうだではなくて、ならないためにこうだと。それがいわゆる再生団体となったときと同じ考

え方になると。こういう考え方で実は作業を進めております。そういうところで理解していただ

きたいのです。 

○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） ４回目ですけれどいいですか。 

○委員長（及川保君） 少し待ってください。三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 町長はまちづくりの観点からお話しましたけれど、白老は白老の

考え方として、他の例として、なった自治体の例として住民サービスがどう低下していきますよ

だとか、住民負担がこういうふうに増えましたということの、実際の取り組みの中身を知らせて

ほしいということですよね。おっしゃっているのはそういうことではないですか。ですから、そ

れは大黒主幹申し上げましたけれど、それは資料としては全部とってきているのですが、岡村参

事言ったように見えない部分もございますけれど、調査してみて資料提供としてさせていただき

たいと申し上げているので、それで良いですよね。 

○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） もっと付け加えて申し上げますと、なった所の、例えば町民一人

一人の声、それを調べるというのは難しいのかもしれませんけれども、なってしまったときにこ

う変わって、本当に大変になっているのだとか、あるいは職員の方の声は、夕張にしても赤池町

にしても聞けると思うのです。そういったことの比較論も、町民にわかりやすく私は申し上げた

いなと思っているのです。これは私の考え方です。もし行政で難しいということであれば、私は

単独で調べたり、極端に言えば足を運んででもやりますよ。それだけ入口の段階で、財政再生団

体になるかならない、なったらどう変わるのか、ならなければどうなのかということがわからな

い人達がいっぱいいるわけですよ。私もはっきり言って、全貌としてはわかっていても本当に具

体的にどのように違ってどのように苦しいのかということもわからないから、お尋ねしているの

であります。そういうことなのです。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 若干。私の例えば夕張の話でお話します。その前段で間違いなく町民

の負担は増えていきます。病院の関係も総合病院だったのが今診療所になっていますね。まずそ

ういう観点から違いますね。それと、これは事実かどうかわからないのですが、道のほうから聞

いたのですが、バス、路線バス、循環バスが走っていますよね。あれも逆に国のほうから廃止し

なさいということできたのですね。廃止できないと。高齢者の足がありますから。そこでどうい
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うふうになったかというと、料金が思いっきり高くなったと。確実に負担は増えるのです。国の

ほうからも指導があります。ですから先ほど岡村参事が言ったように、上乗せしてサービスして

いた部分、そういうのは当然なくなります。そして保育料にしても白老であれば10 何年据え置

きしていた部分、それも完全に国の基準にしなければならないとか、いろいろ出てきますね。た

だ一方では借金の額は確実に減っていくと。そして先ほども言われたように、一番大きいのが、

町は活性化して税収を上げて、それがいろいろな福祉だとか教育に行くわけですから、町でやっ

ている補助事業がまずほとんどストップになるのではないかなと思っています。そういう部分と

か、将来のまちづくりに与える影響、今住んでいる住民に与える影響、すべてにおいてわが町と

してはプラスにならない。だからならないために、今、どこまでぎりぎりの線でできるかという

ことを、皆さんに説明しているというところでございます。 

○委員長（及川保君） 13 番、斉藤征信委員。 

○委員（斉藤征信君） 斉藤です。２点お聞きしたいのですけれど。まず一つ目は、ずっと見

てきて平成10 年の計画の段階、そして14 年の指針の段階。これをずっと見ますと、一般会計が

重点になって描かれているのですよね。16 年のプログラムに至ってようやく特別会計のこの現

況があったのではないかと。それを解決していくために、徐々に負債を減らしていくという緩や

かなものではなかったのかと。平成19 年のこの骨子にいたって当面切り抜けなければいけない

大変な課題が出てきたと。このようなふうに見えるわけですよね。それぞれの総括というのはあ

ったと思うのですけれど、こういう大雑把な言い方をすると申し訳ないと思うのですが、だいた

いそのようなふうに見えて、だいたい一般会計が主体になっていたと。それが今、骨子の段階に

なって、いきなり連結決算になって、特別会計がドンと出てくる。ここになるまで国の指導とい

うのは、今回国会で決まったから、あわてて連結決算という形で意識が出てきたのか、その前に、

前から国の指導という形で、こういう状況ではお宅の町は危ないよと、駄目ですよという指導が

なかったのかどうなのか、それは旧法があるから、旧法にのっとって20 パーセント以上になっ

たら駄目なのだよという旧法にのっとって、それは各自判断すればいいことで、手を出さなかっ

たというようなこともあるのかもしれないけれど、だけど、こういうふうな急激な変化というの

は、国の指導があってしかるべきではないかなと、そう思ってみるのですけれど、それを直ちに

普通の通常の団体から再生団体に落ちるというのは、相当な負債を背負っているわけですから、

１年、２年で解決できる状況でないことは明らかですよね。それを法が決まった、２年で全部転

換せよというのは、ものすごく無茶な要求だと思うのですよね。その辺の国の指導というのはど

のようにあったのか、なかったのか、その辺りを一つうかがっておきたいのですが。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） これは、国の指導というのは、これまでございませんでした。委

員がおっしゃられるように、これまで一般会計中心の財政運営ということで、そういう考え方し

ていましたが、ただ先ほどから経過説明しましたが、16 年の国の三位一体改革で交付税額を減

らされるという動きまでは、そこまでは一般会計は実は何とか収支均衡はかってこれたのですね。

そういう中で、確かに他会計の赤字がかさんできているという事実のありましてですね、平成
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14 年の指針の段階から、このままではいけない、指導がある、ないに関わらず一般会計の収支

を均衡させるのはもちろんであるけれども、その中で他会計の赤字も少しずつでも計画的に解消

していこうという考え方でいたのは事実でございます。ただそのことについて、国の指導はござ

いませんでした。 

○委員長（及川保君） 13 番、斉藤征信委員。 

○委員（斉藤征信君） 言葉足りませんでしたけれども、10 年の段階から財政的な危機がまも

なく訪れようとしている、そういう危機的な段階だという解説はずっと続いていますから、大変

になるのだということを踏まえた上で、それぞれ作られたものだというふうには捉えてはいたの

ですけれど、その割には、だから特別会計を今すぐどうしなければならないのだというような、

そういう方向というのは見えなかったという気がするのですよ。あの計画の中からは見えなかっ

たという気がするのですよ。その件はそれでいいのですが。 

 もう一つなのですが、骨子になった段階で、これは絶対にやらなければ転落してしまうかどう

かの瀬戸際ですから、これだけのものは埋めなければならないという数値もわかりましたし、そ

れからこのような方向でこれを生み出して行きたいという方向もわかった。だけれどそういうも

のすごく大きな膨大な負債を返していくのに、何が必要か、その計画だけではないような気がす

るのですよ。計画はもちろん大事で、それを完全に実施していくということが大事なのですが、

前に指名していただいた赤池町のものを見ていますと、こういう計画を完全に実施していくため

に、その間の苦労話というのはこういう文章にはなかなか出てこない、ものすごく口には出せな

いほどの苦労があったのだろうという気がするのですが、何が町を変えていったかというときに、

職員の意識が、職員が本気になってこれをやろうという動きをしている中で、町民がその姿を見

て変わっていって、これは職員にだけ任せておけない、自分達でやっていかなければならないと

いうことで、町依存から、そこから抜け出して自分達のボランティアや活動を始めてきたと。そ

れが町を変えていく一つの大きな方向になったというような、そういう報告というのがあるので

すよね。実際には、この骨子を見ていて、この計画はわかると。この数字だけで見ると住民負担

が先に出てきてしまうと。それから財産売払いで10 億の金を作り出す。本当にそのようなこと

ができるのかという声が出てくるわけですよ。だけれどそれをやらなければならないとすれば、

本当に町民をどう動かしていくかという、そこら辺が一番問題になってくる。そういう姿勢とい

うか、これと一緒になって出てこなければならないだろう。それが今町民と話し合っている、話

し合いなのかなと思いますけれど。それが十分そういうふうな形で進められているのかどうなの

か、再生団体になったらどうなるのかという問題ではなく、絶対にさせてはならないのだ。なら

ないために住民の負担も増えますよと、だけれどここは切り抜けなければなりませんよ。国に管

理されるよりは、今、そうやったほうがいいのですと。みんな我慢しながらでも、共に行きまし

ょうという、そういう訴えがどこかになければならないのではないかと。そのような中で本当に

大事な言葉だなと思ったのは、金があるからやるのではなくて、金があっても必要意外なものは

やらないと。こういうものの考え方ね。本当の町の姿勢として、きちんと打ち出しながらこの難

問を解決していくのだという、そういうところがなんらかの形で町民に示されなければならない
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と思うのですが、その辺りの考え方をお聞きしたいです。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 結論から言うと、これは骨子ですから、そこの本当の部分の数字

が出ていますけれど、その下の積み重ねの本当の努力というものが見えていないです。ですから

なかなか骨子だけでは住民の民さんに説明しきれないという部分があるというふうに認識して

います。これから地域に出てまいりますけれど、プログラムになりますと、本当にそれが個々の

具体的なものが出てきますから、説明しながら理解していただくということには説明しやすくな

るのですが、骨子ではなかなか難しいので、ここの所は私ども反省として持ってございまして、

地域に出て行くときは委員が言われるとおり、先に自ら努力をする部分と、なぜ町民の皆さんに

負担をいただくかという、それは当然職員、または行政内部からの改革を十分実施してですね、

その上に立ってどうしてもということの説明になると考えています。ですから骨子のほうも、前

段全部努力をして、まずそれが先ですよと。その後これでなし得ない場合は、住民の皆さんの負

担をお願いすることになりますと。そのときはきちっと説明しますからと、こういうふうに申し

上げているのですが、その辺は委員が言われるとおり、何も住民負担を先というふうには考えて

ございませんで、まずできることを最大限やって、そのことを町民の皆さんに理解していただい

て、町民の皆さんに協力していただくものは協力していただくと、こういう基本姿勢ではおりま

す。ですからその辺のところも踏まえながら、これから住民説明に向かってまいりたいと考えて

います。 

○委員長（及川保君） 11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 端的に１点だけ。８月下旬にむけて町民説明会を開きたいと話をして

いましたけれど、それに向けての病院の考え方。私はこういう財政状況の中で、税負担が増える

だとか、町民負担をお願いしなければならないということは、たぶん町民の方々も大変なのだな、

どうしようもないなという話はあるかもしれないけれど、やることをやった上で負担をお願いす

るという話でないと、誰も納得しないと私は思っているのです。ただ病院も今、町長もいるけれ

ど、今後の方向性というのはこれから考えていかないといけない。今どこまで煮詰まっているの

か私達はわからないけれど、そういったものも頭に入れて話をしていかないと、本当にただの空

転になってしまう説明会では困ると思うのです。ですから病院も前から言っているけれども、身

の丈にあった病院体質にしていくとか、そういう話しは聞こえてくるけれども、実際にこれから

どうなってくるのかというのは見えてこない。まだまだ見えてこない部分がありますよね。これ

が８月下旬の町民説明会に行ったときに、そういう方向性も含めて説明できる体制になっていく

のかどうか、その辺を少しお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川保君） 三國谷副町長。 

○副町長（三國谷公一君） 当然地域に出向いた場合については、病院の問題も出ましたけれ

ども、例えば学校の統廃合の問題、保育園の問題ですね、こういうことも実は大きな課題になっ

ておりまして、まさに委員が言われるとおり、やることをやってという意味では、そういうこと

の説明をしていきたいと思っていますし、一方では港湾の整備のことなどもずいぶん議論として
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出ますが、こういう逆に言うと必要性なんかについてもきちっと説明していくと。そういうこと

をしなければ、なかなか住民の理解というものは得られないのではないかなと考えています。た

だ病院の問題については、８月末の時点ではこういう方向性に行くという明快なことは言えませ

んけれども、ただ方向性として、こういう基本的な枠組みの中で考えていますというのは、その

財政出動の問題と地域医療の提供のあり方と、これは当然今までみたような赤字をどんどん・・・

垂れ流しという言い方が適当がどうかわかりませんけれども、繰り出しをしながら病院を運営す

ることは、これからはできないと。ですから、財政出動を念頭に適切な医療提供を行っていくと

いう範囲の中で、そういう説明はきちっとしていきたいと考えています。 

○委員長（及川保君） 11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、病院の話だけではなくてすべてのこと、学校の統廃合の問題。こ

れは、教育委員会ではもう動き出していますよ。住民説明会開きながら、やっていますよね。港

にしても、これを今止めたところで何の得も白老町にとってはないわけです。本当にこの港の完

成を夢見て、本当にこれが白老町の底支えをしていくようなものにしていかなければいけないと

私も思っているし、町民もそれに期待している部分があると思います。ただやっぱり病院という

部分が不明確、ずっと今まで尾を引いてきている部分があるのですよ。そこだけは今言ったとお

り、赤字の垂れ流しはしないのだという話が出るのであれば、そこだけは明確に町民に訴えてい

かないと、誰も納得しないと思う。職員給与を削減し、町民サービスをこれからまだまだ負担増

えていきますよと説明をしなければいけない中で、病院もきちんとした方針だけは、私はそこで

示すべきだと思うのです。だから、言っているとおりだと思うのだけれども、そこはしっかり町

民に訴えていける何か玉を一つ持っていないと、誰も納得しないと思うし、ただ行って話をして

きただけに終わってしまうものにはしてほしくないので、私は今、こういうふうに言っているだ

けで、そこだけ少し考えてほしいと思います。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 今副町長のほうから病院の説明があったのですが、一つだけわかって

いただきたいのは、今、現在進めております。ただ赤字の補てんはもうしませんよということに

はなりません。限りなく赤字を減らしていくということになります。なぜかというと、町民の命

に関わる問題でございますので、最低今より赤字を大幅に圧縮しながら、そして医療行政といい

ますか、診察、診療行為の向上というか、医療政策の向上に結びつくようなサービスに結びつく

ような方策をということで、今、やっております。ですから、確かに赤字、黒字で議論されるの

はわかるのですが、先ほども委員のほうからも言いましたけれど、今、ここに来て財政を頭とし

て、今、病院もやっています、保育所もやっています、学校もやっています。ですから今、この

次期にすべてのものをやろうとしているわけです。これもすべて十数年前からの先送りです。で

すから今、職員も一丸となってやっています。そういうことも本当に理解していただきたいなと。

職員の給与削減についても、職員が半ばあきらめといいますか、仕方がないと、ここまでこうし

てきたのだからと。ただ今、ここに至って私自身としては、本当に申し訳ないと。よもや自分が

町長をやっているときに、職員の給与の大幅な削減までにはいかないようにということの、実は
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考え方でございました。一方では先ほど税の話も出ておりましたが、確かに当時は議論されてい

たと思います。議論されていたのであれば、議会に投げかければよかったのですね。議会でおお

いに議論してもらって、議会もそのとおりだということであれば、我々も議会と行政は両輪です

ので、議会も同じ考え方ですよ。我々が地域に出向いて、その辺をご理解いただきたいというこ

とになると思うのですが、今回も８月下旬に我々も地域に出向いて説明するわけですけれど、た

だここで言えるのは、町民は寝耳に水なのですね。よもやということだと思います。そういう中

でこのつらい説明を町民にして歩いて、かなりお叱りを受けるわけでございますが、できれば議

員の皆さんも地域の人と何かそういう議論が出たら、ご納得、ご理解した時点で、議会のほうか

らもぜひ説明等については協力していただきたいと思っています。以上です。 

○委員長（及川保君） 11 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は町長の言っていることは十分わかっているのです。病院を例えば

赤字をまるっきりなくするということは、多分できないでしょう。いろいろなやり方をしても、

町の負担というのは出てくると思う。ただ今町長が言ったとおり、医療現場の体制、今の町立病

院でなくても、同じくらいの赤字を抱えてもいいのかもしれない。そのためには町民に安心、安

全という部分を考えていかないといけないでしょうし、そうしたら救急医療体制、例えば救急車

の増車だとか、逆にそういうふうに持っていって、いろいろな形作り、考え方はあると思うので

す。例えば白老町じゃなくても、救急医療体制さえしっかり整えれば、苫小牧、室蘭、そういっ

た大きな病院の中で町民は安心して医療を受けることができるかもしれない。私はただそういう

ことを言っているのです。まるっきり赤字がゼロになるのではなくて、町民の安心、安全を付託

されるためには、町の抱える病院の体系というのは、どうあるべきなのかということをきちんと

考えていかなければならないと。その辺の説明を町民にきちんとしていかないと、町民は今まで

のとおりは・・・町長もやるわけではないと私も思っているけれども、その辺の説明がきちんと

こういう方向性というか、考え方でいるというものを持っていないと、限りなく赤字をゼロに近

づけていきたいという気持ちは私にもありますけれど、実際町がそういったものを抱えたときに、

それを病院だけに押し付けるのではなくて、周りの体制作りにしっかりした形を作っていかない

と、そういったものというのはたぶん実現していかないでしょうし、町民が求める医療体制とい

うものも実現していかないと思う観点から、病院に特化して私は聞いただけの話。全体的な考え

方の中で進めていかなければいけないということも、十分わかっています。 

○委員長（及川保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） そのとおりだと思います。ただ私自身も病院の理想的なあり方という

ものがあります。ですから、救急についても実は進めております。ただこれは、本当に相手があ

る話なのですね。それと、これが10 年ぐらい前で、医療制度がここまで医療機関が経営するの

に厳しくない状況であればいいのですが、ここまで来ると医療機関も今、倒産などしているので

すね。今の医療制度そのものが、病院経営するのに大変厳しい状況になっています。そういう中

でのこの改革ですから、かなり厳しい部分があります。先ほどいいましたが、今進めております

ので、どういう結果になるかわかりません。ただ第１段だけではなく第２段、３段まで考えてお
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りますので、ご理解いただきたいと思っています。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

 お諮りしたいと思います。今12 時を超えたのですけれども、昼からも皆さんご意見がありま

すか。よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは本日３日目でございますけれども、今日のスケジュールの中

では骨子までということがありましたけれども・・・。 

 14 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 14 番、大渕です。先ほどの説明では、政府案というか指標が出た段階

で本計画案が完成するというようなニュアンスのお話がございましたけれども、本計画、実施計

画の骨子ではなくて、実施計画の完成はいつと考えていらっしゃいますか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 今、国のほうからいろいろと情報を取っている最中なの

ですが、秋から12 月にかけてその指標が出ると。その指標に私ども基づいて、どういう対策を

取っていくのかという部分で、重要になるというふうに考えています。それで、国が今、考えて

いるスケジュール、若干これは情報を仕入れている部分として今の状況で言えば、12 月に指標

の具体的算定ルール及び早期健全化基準、財政再生基準等を内容とする政省令の整備と、実はな

っているのです。ですから12 月が非常にタイミングだろうというふうに思っています。その時

点で数字が本当に固まるのではないかと思っています。ただこの辺は前段地方公共団体等の意見

も聞きながら検討するというふうになってございますので、引き続いて情報は収集していきたい

と。その中で出来ればこの再生基準政府条例が整備される段階では、間髪入れずうちの計画が発

表できるような体制をとっていきたいと、こういうふうに考えてございます。 

○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。わかりました。要するに政案はパーセントに動かさ

れることなく、赤字額が決まっているわけですから、そういう形で出すという理解でいいですね。

なぜ聞いたかというと、もはやスピードとの勝負なのですよ。問題はスピードなのです。だから

その前にどれだけ手を打てるか、すぐやれるかということが、私は今回はかなり重要だと思って

います。ですから１年を残すのか、１年３ヶ月を残すのか、１年６ヶ月を残すのかというのは、

非常に大きな違いになります。ですからそこは今、言われましたように、出たら間髪なく出ると

いう理解で我々も考えて対応策を考えるというふうにしたいと思いますので、その努力はお願い

します。 

○委員長（及川保君） よろしいですね。他ございませんね。 

 それでは、本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。次回は17 日を予定しております

ので、よろしくお願いしたいと思います。本日は皆さんご苦労様でございました。 

（午後０時１０分） 


