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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。それでは、先日に続きまして、町税の税率改

正に関する連合審査会を開催したいと思います。  

（午前１０時０２分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  先般の委員会の中では、皆さんにあらゆる角度からご意見をいただ

きまして、1.65％ということについては全員の合意のもとで進めるという確認はいたしました。 

本日は、理事者も出席の予定になっております。10 時から公用が１つ入っておりまして、そ

ちらの会議が終わりしだい、議長も一緒に戻ってくる予定になっていますので、出席予定にな

っていますので、ご了承をいただきたいと思います。 

 それでは、確認は先般の委員会でしたのですが、更にその中身、基本的には土地の売却とい

うような記憶にはなっておりますけれども、これについても町側としても非常に厳しいという

立場にありますし、議会としてもこれを強引に持っていくかと、そういう部分では非常に、私

たち議会としてもその辺の責任はきちんと確認しておいたほうがいいなというふうに思います。 

 ただ、1.65％という、この部分についてはしっかりと基本的な考え方で進めていくと、こう

いうことでございました。 

 本日は、先般の委員会を踏まえて理事者との質疑をきちんとして、そのあたりの部分につい

ても進めていきたいと思います。ただしかし、この連合審査会の中で、そういう細かな部分も

含めて、皆さんの意見をお聞きしておかないと、総務文教常任委員会の中でこの詳細の部分を

含めて詰めていくとなると、大変厳しい状況にあるなと、委員会では非常に難しいのではない

かという考え方も持っておりますので、ぜひ、きょうの審査会の中でおおよその、最後の詰め

の部分まで含めて、皆さんのご意見を伺って、大まかな部分、どのような形になるか、きょう

の進め方で決まっていくと思うのですけれども、詰めていきたいなというふうに考えています

のでご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先回の連合審査会の中で、確かに 1.65％という数値を、い

ろいろな部分を洗い出してみてはいかがかという意見の中で終わったと思うのですけれども、

山口室長がいらっしゃるものですから、確認だけしておきたい部分があるのです。  

確かに私たちは、1.65％と一つの目標を立て、いろいろな部分、努力を皆さん考えていらっ

しゃると思うのですけれども、病院の特例債のことなのです。病院特例債を借りることについ

ての道とのレクチャーを、前に室長は受けているという話をされていましたよね。これはあく

まで、この財政改革プログラムを一つのたたき台にしてのレクチャーですよね。これがもし、

今回、例えば 1.65％という一つの、議会から洗い出しをした形の中で、プログラム自体が変わ

る一つの要素になってきたと思うのです。この病院特例債にかかわる影響といいますか、そう

いったものについて私も考えてはいたのですがあるのかないのか。その辺を室長のいる間に、
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理事者が来られる前に、確認だけできるかと思って質問するのですけれども、いかがでしょう。  

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  決算委員会のときに若干ご質問がありましたので触れさせ

ていただいておりますが、特例債、今回道のヒアリングを受けるに当たって、４億 5,000 万円

の特例債を借りるということでの協議をしてきたということはお話ししたととおりでございま

す。４億 5,000 万円の特例債を借りるに当たって、当然、前提になるのは町立病院の健全経営

化であります。これが担保されなければ特例債を発行する意味がございませんので、そこの担

保をどうするかということがヒアリングの重点事項になってございます。したがいまして、安

定経営をさせるために公立病院の改革プランをつくるわけでございますが、それに基づいても、

実質的には町立病院というのは、医療収益だけでは成り立たないと、こういう形になりますの

で「その不足分については、町からの繰り出しをしっかり担保できるのですね。」と、こういう

のが一つのヒアリングです。  

 それと無理のない経営、いわゆる病院の利用率でありますとか、外来の人数でありますとか、

それらが無理のない数字になっているかということがもう一つでございます。したがいまして、

病院の経営を考える場合に、入院の利用率、外来の利用率、これが現状にあっているかどうか

というのが一つの収益になります。 

もう一つは、それで地方公立病院というのは、医療収益が実質的には足りませんので、そこ

で町としてはきちんと不足分を担保するという、いわゆる財源支援をするのですねという話に

なります。そこに当たって、財源支援するための根拠は何ですかと、こういう話になるわけで

ございまして、そこは、現在うちのほうで策定しておる「新財政改革プログラム」、これに基づ

いて総体的な町の財政運営をやっていくわけでございますので、それが一つの根拠となると。

こういう話でご説明をしております。  

 したがいまして、その財政改革プログラムの財源的な裏打ちがないと「新財政改革プログラ

ム」も、危ういものになりますので、そうしますとヒアリングで説明していた「新財政改革プ

ログラム」の根拠性が失われてくるという、こういう問題が出てきますので、そうなるとやは

り、不安的要素を持つのではないかと。特例債を借りるに当たっての一つの根拠が崩れますの

で、その部分が心配になる部分かなというふうに思っています。 

 いずれにしても、従前から論議されております土地に関する代替案でございますが、これが

不確的要素となりますと、いずれにしても「新財政改革プログラム」の中では、財源的なもの

を見つけなければならないと、こういう形になりますので、そういう形からしますと不安材料

を招くという形になります。  

 最終的には、道のヒアリングを受けて、道が総務省とヒアリングを行います。これが 10 月の

中くらいですので、今時分だと思っておりますが、まだ道が総務省とヒアリングを行ったか確

認しておりませんが、そういうような中での、一つの担保要件、「新財政改革プログラム」の財

源の担保要件になっているということだけはご承知願いたいというふうに思います。以上でご

ざいます。  
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○委員長（及川 保君） 氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。例えば、振興公社、商工会、観光協会、それから社会

福祉協議会、いろいろな事業の見直し、また、人件費補助の部分の見直しだとか、福祉バスの

件もそうですけれども、いろいろ洗い出しはしてみるのですけれども、例えば、これが 21 年度

予算、これに反映させていけるものであればできるかもしれないなと自分では思うのですが、

ただ、今室長が言ったとおり、新財政改革プログラムを変えてしまうような形になってしまっ

ては、病院の特例債の問題一つ取り上げてみても、10 月の半ばくらいにヒアリングを受けて、

結果が出るのは 12 月くらいになるのでしょうか。 

 私たちがこれから進めようとしている連合審査会の結論を出すにしても、同じような時期に

なってくるとなれば、自分でこの何日間か、15 日以降考えていても、すごく矛盾を自分の中で

感じているのが現実なのです。 

 例えば、まずは病院の特例債の関係があります。皆さんもずっと議論をしている中で、病院

は建てかえなければ、建てかえが必要だという話も出ていましたよね。これもやはり早い時期

に予算をつけていかなければいけない。たまたまことしあたりは交付税が１億 5,000 万円くら

いふえたという話を聞いていましたので、そういった問題や何かも含めると、今後先に残され

ているいろいろな課題。全部は手をつけられませんけれども、とりあえず目先に見えている病

院の改革云々という部分のことを考えたとき、僕はこの 1.65％に自分たちが固執していいのか

というのが、すごく自分の中で疑問になっていた部分があったものですから、皆さんでこの１

日を、何とかそういった部分でいろいろな意見を出してもらいながら、話し合ってみてはどう

かな思うのです。別に逃げているわけでも何でもなく、例えば、病院特例債の話が一つ根幹に

あると思うのです。その辺を皆さんで話をしてみてはどうかと思うのですけれども、皆さんの

考え方をお聞きしてから、いろいろな議論をしてみたいと思うのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。私も今の件について確認をしたいのですけれども、例えば、

今、氏家委員も言ったように 1.65％であれば、病院特例債は無理になる可能性があるのかだと

か、町側が今、1.7％と言っているのは、その理由はどのようなことなのか。  

 それからもう一つは、4,200 万円の内訳というか、どういうふうに町民側が納めるのかと。

あるいは企業とかもあるだろうから、町民の負担というのはどうなるのかなと。 

 もう一つは、1.65％であれば８年返済にかかると。ここに書いてあるのは、修正案に書いて

あるのはそうですね。1.7％なら６年で返すというようなことで理解をしていいのか。その辺、

詳しく確認したいのだけれども。 

○委員長（及川 保君）  山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  まず、町の 1.7％の考え方でございますが、新財政改革プ

ログラムのご説明で、いろいろご説明をさせていただきました。当然、赤字を返済するために

は、歳入をふやすのか、歳出を削るのかの２通りしかございません。その中で、町としまして

は、まず町職員で身を削るものは身を削りましょうということと、事務事業の見直しでもむだ
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なものはやはり省いていきましょうと。こういうふうになりまして、最終的に町民の負担を

1.7％でお願いしたいということで新財政改革プログラムができ上がっているということでご

ざいます。  

 したがいまして、先ほど 1.7％が 1.65％になったときに年数どうなのかということでござい

ますが、あくまでも 1.7％で 28 年度までですから、これから８年間は 1.7％でプログラムがで

き上がっているということでございます。したがいまして、1.65％になった場合についての財

源が確保できないということになればその年数が延びると。こういう形になろうかというふう

に思います。 

 それともう一つは、先ほど言いましたとおり、財源的な裏打ちができて初めて病院の特例債

という、こういったものが借りられるという担保物権になっているというお話をしたことも、

1.7％に今回出させていただいた理由の一つでもございます。 

 それから、4,200 万円の財源的な内訳については、先般もご説明させていただいたところで

ございますが、もう１度見ていただければわかるとおり、これは４つのブロックに分けて個人

の町内と町外、それと法人に対する町内と町外で分けまして、そのパーセンテージ、割合を出

して、どこにどのくらいの負担が行くかという金額も示しております。これが、実際のところ

4,200 万円の内訳としては、個人の町内の、いわゆるうちの町民に対する負担というのは、お

よそ 1,000 万円ほどになりまして、割合的に言いますと 25％くらいになりますよということで

すから、4,200 万円のうちの４分の１相当でございます。 

 それから、法人でいきますと 2,000 万円ほどが町内の法人になります。法人の総額は 2,600

万円ほどでございますので、これは全体とすると、4,200 万円のうちからすると、およそ６割

ちょっとくらいになるかと思いますが、そのうちの額で言いますと上位 20 社で占めるのが

1,000 万円程度ということになると思います。上位 20 社以外の軽減額からすると、およそ 350

万円になりますと、こういう形でございます。 

 これを、例えば個人の住民に求める負担というのは、総体で言いますと年間およそ 6,000 円

程度になります。年額 6,000 円のアップ額になりますが、これが 1.7％と 1.65％の 0.05％を具

体的に個人で年間どのくらい違うかというと、お示ししたとおり年額 980 円という形に、前年

比でいくとなります。したがいまして、私どもがご提案した 1.7％と、議会での中間報告で出

した 1.65％の差というのは、平均しますと、住民に直しますとおよそ年額 980 円分だというふ

うに考えございます。 

 ただ、これの 4,200 万円の担保をするということは、先ほど言ったとおり土地で代替案がな

らないとすれば、ほかで代替案を見つけますよということになりますと、逆に言うと、ほかの

ほうで収入を見つけるか、更に違うほうで歳出を削るかと、こういう話になります。そうしま

すと、歳出を削るとなれば、従前種々サービスをやられている部分については、若干サービス

を落とさざるを得ないという部分と、収益を上げて賄うということになれば、先ほど議会のほ

うからご提案、意見もございます循環バス元気号の利用料を上げる等々、そういったもので何

らかの工面をしていかなければならないのという形になるかと思います。以上でございます。 
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○委員長（及川 保君） 玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 大体わかりました。  

もう一点、例えば、町側は 1.7％で総務省の４億 5,000 万円の特例債も、借りるためのクリ

アができるかなと。逆に 1.65％だったら不安材料が残るから無理ではないかと理解していいの

ですね。1.65％だとしたら、少なくても 0.05％の差ではっきり総務省に不安材料を残すと言い

切れるのか・・・、その辺。  

○委員長（及川 保君）  山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  あと、これはヒアリングは道と総務省が行います。その結

果、これがちょっと担保と違うよということになれば、更に総務省から道を通じて問い合わせ

がある可能性があります。これは、道と総務省がヒアリングをやった結果どうなるかわかりま

せんけれども、問い合わせがあって、最終的判断をするのは総務省でしますので、これが担保

できていないよということであれば、１つにはその要件をクリアしていないということであれ

ば、先ほど言った推測ができるのかなというふうに思います。  

 ただ、単純に 1.7％がいいとか 1.65％がだめだとかいう話ではなくて、あくまでも財源的な

裏打ちができるかどうかという、この部分でございますので、率ではないというふうには思っ

ておりますが、正確に言うとその財源的支援が崩れるようであれば一つの不安材料となると。

こういうことでございます。  

○委員長（及川 保君） 玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。それの、要するに町側で出している 1.7％というのは最小

限だよという、逆にとればそういう意味にとっていいのですか。 

○委員長（及川 保君）  山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  はい。町の 1.7％というのはあくまでも財政改革プログラ

ムを遂行するために、現段階で必要な率というふうに考えてございますので、その財源が確保

されれば当然、病院に対する支援は十分可能というふうに考えてございます。  

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、具体論に入ってきていますけれども、病院の特例債云々に絡めて

の話だと思いますが、それは別として、それになるといろいろな見地から議論をしないと、非

常にもとに戻りますけれども、まず、委員長先に、冒頭で前回のお話で 1.65％という言葉出し

ていましたけれど、前回の話では、きょう理事者が来て 1.65％とした議会の対案の土地代が見

込めるかどうか見解をもらって整理していきますけれども、まず、町が土地代金を見込めない

という見解が出れば、1.65％という根拠が崩れてくるのです。それを整理してから、1.65％が

妥当なのかどうかを議論していかないと、意見が前後して整理、進んで行かないと思うのです。  

 ですから一つずつ、そういう部分、連合審査の中で意見を求めることになっていますので、

そういう部分で一つ一つ、今議論する部分を整理していかないと、話が具体的な話になってい

るということは、それぞれの場面から見るといろいろな議論の余地がありますので、一つ整理

していく必要があろうかと思うのですが、いかがでしょうか。  
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○委員長（及川 保君） そのとおりだと思います。先般の委員会の中で、間違いなく皆さん

と 1.65％の数値については確認しましたけれども、議会としてはその辺の土地売却にのみ対案

として出しているわけでありますから、この部分が、室長の答弁の中では、再三にわたってこ

の土地の部分というのは答弁されていますけれども、理事者がきちんとこの部分についてこう

だ。ということについては、これから出席されますので、その部分できちんとなると思います。 

今、前田委員から話がありましたが、この土地の部分が理事者の考え方をお聞きした中で、

きちんとどうするかということは対応していかなければならないというふうに考えております。 

氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もそのつもりで、今、確認事項だけさせていただいた部分ですから、

これから理事者が来たときには、理事者に対しての質問ということで、その前段としてこの財

政改革プログラムの、例えばヒアリングを道と受けたという話があったものですから、それが

どうしても頭に残っていたものですから、僕はそれが一つの骨だと思っているのですよ。それ

を、例えば崩したときにどうなるのかということは、今室長がいらっしゃるので理事者が来る

前に、多分皆さんそういう思いで聞かれたことだと思うので、これ以上の話は・・・。 

前回も室長にお伺いしていますので、理事者が来てから今後の、例えば、土地が対案となら

ないということであれば、その先に、前田委員が言われたとおり、1.65％という数字は崩れる

わけですから、それについての深い議論が必要になってくるでしょうし、今後、総務文教常任

委員会でこれから審議される部分についても、一番真髄の部分をこれから議論しなければいけ

ないのではないかと思います。 

 室長に対しては、今までの確認と頭の中で不安だった部分の整理をさせてもらったというこ

とで押さえていただければと思います。  

○委員長（及川 保君） 先般の委員会の中で答弁保留した件が何件かございますので、それ

では、大黒主幹、説明を求めます。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 前回の委員会の中で、答弁保留していました前田委員か

らのご質問にお答えいたします。                                 

 まず１点目の新財政プログラムの修正版 34 ページ、水道事業会計の部分で記載されている

企業会計の剰余金を町全体の赤字補てんとして使用することができないこと。この部分につい

て地方財政法第７条第３項によれば、これは議会の議決を経れば、繰り出すことは可能だとい

うことになっているという、こういうご質問だったかと思います。  

 私どもの見解としましては、確かに地方財政法第７条、これは剰余金の規定でございます。

それと地方公営企業法 32 条第２項、これにつきましても剰余金の規定の中の部分でございます

が、この地方財政法、あるいは地方公営企業法ともに、公営企業の経営の基本原則というのが

ございまして、財政法では第６条、公営企業法では第３条にうたわれてございますが、基本的

に公営企業、これにつきましては、あくまでも独立採算制というものを原則にしてございます。  

ですから、基本的に特別会計の収入を持ってその経費を充てるということが大前提というこ

とになっております。そのような考えから申しますと、例えば水道でいえば浄水場の建てかえ、
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これにつきましても基本的に水道収入、水道料金の収入をもって充てるというのが原則になっ

てございます。 

そのような状況の中で、ここの、いわゆる議会の議決を経れば一般会計にも繰り出しできる

というのは、あくまでも一般原則の例外規定というような位置づけになってございます。とい

うことからすれば、あくまでも、私どもの場合、原則、これはやはり一般会計に繰り出すこと

なく、特別会計の中ですべて賄うべき必要があるということで、基本的に町の赤字補てんには

その使用料等の収入を持って充てることにはできないという考えで、このような記載をしたと

ころでございます。 

もう一点のプログラム改訂版 51 ページの対策額の部分でございます。下段の 19 年度、20 年

度２カ年度の総額の対策、これにつきまして、当初プログラムではこの２カ年で 13 億 6,400

万円という起債でございました。改訂版では 17 億 2,800 万円ということで、この中身はどうい

うことなのかというご質問かと思います。 

これにつきましては、今回、修正版によりまして、それぞれの会計の収支見通しを見直し、

対策額も一部見直しでございます。そこで、19 年度、20 年度で変更になった対策額につきまし

ては、病院が、病院特例債を借り入れるということで４億 5,000 万円増でございます。それか

ら、国保会計で、内部管理経費の見直しですとか、保険税の交付減給付時の削減という項目の

中で 800 万円の減になってございます。合わせて４億 4,200 万円増になります。この４億 4,200

万円、これを 13 億 6,400 万円に足しますと 18 億 600 万円ということになります。 

ただし、ここで今回修正したのは、繰上充用分を今回含めないということにしたものですか

ら、この繰上充用分の効果額というのが２カ年で 7,800 万円ございます。これを差し引くと、

ここに記載のとおり 17 億 2,800 万円というふうになります。以上でございます。 

それからもう一点、31 ページの国保会計の収支見通しの試算条件としまして、医療費増加率

を使ってございますが、当初の部分では 0.5％、これが今回改訂版では 0.4％と、確かに国保会

計の収支見通しの中で、現状の後期高齢者の部分、これを考慮して収支見通しを立てた場合に

増加率が 0.1 ポイント下がるということで聞いてございます。 

更に詳しい内容ということであれば、次回の連合審査会の中で担当が出席しますので、その

ときにお願いしたいと思います。以上です。  

○委員長（及川 保君） 資料提出を求めていた部分があるのですが、その部分で。大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 前田委員から資料の提出が求められておりました町内の

所有者区分別の税額比率の中で、償却資産の部分についてでございます。これにつきましては、

実は手持ちの資料では個人と法人の内訳という部分につきましては資料として、我々が作成し

ているのですが、それをなおかつ町内と町外に分割して分けるという部分については、さらに

拾うという業務がありますので、今段階ではお示しできません。 

 ただし、個人と法人の部分だけは、ここで報告させていただきます。基本的に償却資産の部

分の割合なのですが、法人につきましては 99％が法人でございます。あくまでも 19 年度の現

年分の調定額、税額で申しますと４億 3,300 万円が法人分ということになります。 



 9 

 もう一方個人の部分については、比率として１％、額として 430 万円。これが償却資産の比

率になります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 先ほどの法の解釈ですけれども、基本的には特別な理由があって議会

が議決すれば使えるとそういう解釈になりますよね。それを町としては、上水道の関係であれ

ば、上水場の建設の施設充当をしなければいけないから積み立てしておくよと。だから、そち

らのほうには充てないのだよというふうな考え方でいいのかな。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） ここで述べましたのは、あくまでも原則論を述べさせてい

ただいているという、こういうことでございます。前田委員がおっしゃっています例外規定は、

当然法律で規定されていますので、それはそのとおりだというふうに解釈をしております。そ

ういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） わかりました。それでは、今財政改革プログラムで相当に厳しい状況

にある中で、議会のほうでも下水道の料金を上げるために、上水道の剰余金を考えていると言

っていますけれども、町が危機的な財政状況にある緊急避難的な状況の中で、そういう解釈は

しないという考えでいいのですね。この 24 条の議会の議決を得てほかに使うということは、そ

ういう解釈でいいのですね。町は緊急避難的な重みを働かせないという考えでいいのですね。  

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） そのとおりでございます。ただ、詳細についてはこれから

連合審査ありますので、担当課が出ますのでそのときに詳細については聞いていただきたいと

いうふうに思っております。  

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休 憩 午前１０時４１分 

                                         

再 開 午前１０時５６分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

冒頭申し上げましたように、本日は理事者にも出席いただくということになっておりました。

ただいま目時副町長がお見えになりましたので、副町長に委員長から申し上げたいと思います。 

 議会が提案いたしました 1.65％という中間報告、これを受けて町が定例会９月会議の中で

1.7％という方向を示して条例提案されました。付託を受けて、今、連合審査という形で審議を

進めておるわけでございますけれども、この 1.7％とした、議会が示した土地売却の部分につ

いての件も含めて理事者として、この辺の考え方全般についてぜひご意見を伺っておきたいと

いうふうに思いますのでよろしくお願いします。目時副町長。  

○副町長（目時廣行君） まず、９月の議会に固定資産税の超過課税 1.7％という形で条例を

提出させていただきました。その前に議会のほうから 1.65％という形で中間報告をされており
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ます。その 1.7％と 1.65％の差、金額にしますと約 4,200 万円、これにつきましては町が保有

している跡地を処分して財源に充ててはどうかという内容でありました。 

 この土地売却については、非常に不確定要素が高いと。毎年 4,200 万円、これが売却できる

かというのは、これは確定できるものではありませんので、これは代案としては少し問題があ

るだろうということでございます。町としてもこの 4,200 万円に見合う財源についてはいろい

ろ検討をしたところでございますが、その財源を見出すことは非常に難しいという結果でござ

います。 

そういう検討をした上で 1.7％の税率で議案を提出させていただいたということでございま

す。この 4,200 万円が約８年間続くわけですが、３億数千万円のお金が新財政改革プログラム

上狂いが生じてくるということで、これは新財政改革プログラムを確実、着実に進める上では、

こういうものをきちんとした形で進めていくためには、どうしても 1.7％という形で進めなけ

ればならないというふうに考えております。ただし、1.7％については住民あるいは事業所に結

構な負担を強いる形になりますが、これはなるべく短期間にこの改革を進めるためには断腸の

思いで、これを進めなければならないというような思いで提案をさせていただいております。 

一日も早く一年でも早く、この財政状況を脱出して普通のまちになるためには、この厳しい

状況を乗り越えるためには、町の執行側、そして議会議員の皆さんと、理解のもと一丸となっ

てこの状況を乗り越えていく必要があるというふうに考えております。 

少々言葉足らずではありますけれども、理事者としての考え方でございます。よろしくご理

解のほどお願いを申し上げます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 今、副町長のほうから土地売却につきましては非常に困難だと。こ

ういうことであるから 1.7％の条例提案をさせてもらったと、こういうことでございます。 

 今の副町長の答弁も含めて、理事者もこうして出席されていますので、あらゆる角度から町

の基本的な考え方をぜひ伺っていただきたいというふうに思います。 

質疑のございます方はどうぞ。松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、目時副町長からお話がありましたが、普通のまちにするために１

年でも早くしたい。このプログラムは普通のまちにするために８年かかってやる計画ですね。

副町長は１年でも早く普通のまちにしたい。ということは７年なり６年なりということになり

ますよね。８年の計画が出ているわけですから。確かに 0.05％の 4,200 万円ですから３億 3,200

万円ですか。この金をどう捻出するかに今の 1.7％から 1.65％の議論をしているのですが、１

日も早く普通のまちにする。考えるのも行政。普通のまちにするためにもどれだけ負担するか。

覚悟を決めるか。これが、町民側住民側の分かれ目なのですね。私は、このプログラムの計画

の平成 20 年度は 23 億 4,000 万円ですか町民税が。８年は 22 億円ちょっとに見ている。これだ

って全く不確定な話ですよね。先が見えないわけですから。それから地方交付税も、ここに書

かれているように今 34 億円だけど、28 年度は 32 億円に見ています。これだって全く目先のな

い話ですよね、どうなるか。今年だって、予想以上の交付税が入ってきている要素があります。  

そこで、私が議員としてこの特別委員会に話しているのは、やっぱり確かにまちは切ない、
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ゆるくないけれども町民もゆるくないですよね。町民もより以上に。高齢化なり核家族になり

持っている資産がどんどん目減りしている。それから今のご時勢、油、物価の値上りを見ると

大変町民も厳しいのです。やはり３億 3,000 万円のこのプログラム上、どうしても 0.05％とい

う数字がこれが分かれ目になるのですが、我々考えたのは大型補助団体、ここの見直しをする

べきではないのか。それから福祉バス、６万人も乗って３分の２がただで乗っているような状

況。これももう少し平等にすべきだとか。水道事業でも今２万 7,500 人、人口を想定してつく

った浄水場が、今２万人になっている。この辺も一つとめながら、物の考え方を変えたらどう

か。これが少なくても私の述べた代案です。この議員側が述べた代案をきちんと精査をして、

これは無理だ、これはできる。ここから金は余るということをきちっと議会に示さないと議会

そのものという、私は 1.65％でももっと下げるべきだと思って私は述べていたんだですが、そ

の辺も含めて、副町長せっかく来たのですから、今話した代案をどう考えているか、まずこれ

をお聞きしたいです。  

○委員長（及川 保君）  目時副町長  

○副町長（目時廣行君）  松田委員から提案された代案の関係でございますが、まず補助団体

の関係でございますが、これについてはそれぞれ団体の給料については、ある程度下げており

ます。もともと町職員の給料から相当、格差がございますので 10％未満の形で下げております

ので、これ以上下げるというのは、団体職員の生活の問題がございますので、できるだけのこ

とは下げていますが、これは限度だろうと考えております。  

また、福祉バスの料金の無料の部分をある程度徴収してもいいだろうということですが、こ

れについては、もう少し慎重に考えていく必要があるだろうと。まず公営住宅については、お

風呂がないとか。これは、100 円にしたり 50 円にする方法もあるでしょうが、これを値上げす

るとお風呂一日おきに入っていた方が、週に２回しか入れないとか、そうすると健康上の問題

が出てきたり、衛生上の問題が出てくることがありますので、もう少し慎重に考える必要があ

るだろうと。あるいは、お風呂の問題以外に、一般の持ち家の方でも乗用車を持っていられな

い方が買い物に行く、あるいは病院に行くにしてもそれなりの負担増につながると。いわゆる

弱者の負担増につながるのではないかと。そういった心配をしております。また、これを 100

円に値上げしても、年間で 500 万円ぐらいの収入増につながる程度でございます。これはやは

り慎重に検討しなければならない部分ではないかと考えております。 

それから浄水場につきましては、今水源が３カ所ありますが、これは総体的に２万人の人口

を抱えている町として箇所数は３カ所でございますが、水量としては必要な水量として考えて

おりますし、また、万が一災害が発生したときに、１カ所がだめになったときにそれを補完す

る役割も持っておりますので、例えば地震とか洪水が起きて水源が確保できないとかそういう

有事のときには、虎杖浜から白老に通水するとか、あるいは白老から虎杖浜に通水するとか、

何かあったときにそれを補完する施設として必要な、いわゆる危機管理上３カ所に分散したほ

うがいろいろそれを補完できる施設として考えております。今お話された内容について、私と

して考えていることはこのような内容で考えております。水源の１カ所削減については無理が
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あるのかなというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今副町長、いろいろお話あったし、それはわかるのです。例えば普通

のまちに１年でも早く戻りたい。役場の職員の給料は、このプログラムでは８年までとなって

いますよね。８年まで。今の削減で８年までされている。普通のまちに１年でも早くしたいと

いうのは、職員の給与を元に戻したいという考えがその中にあるのですか。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。  

○副町長（目時廣行君） 職員の給料 20％削減というのは、これは本当に異常なのです。職員

が本当に悪いことをしたわけではないですし、本当に職員が身を削ってこの 20％削減に協力を

いただいております。本当にこれはできるだけ 20％を 15％とか、できるものでしたら早く元に

戻したいというのは、これは町長も含めて、これは本当に早く戻してやらないと、本当に職員

のモチベーションの問題もありますけれども、これはただ、固定資産税の超過税との関係があ

りますから、これは住民の皆さんの理解を得た中でやっていかなければいけない問題だという

ふうには考えております。 

○委員長（及川 保君）   松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君） 職員の給与の削減は、決して職員が悪いことをして下げたわけではな

い。しかしながら、町の財政再建のためにやったのですよね。では町民負担がどんどんふえて

いく、では町民は悪いことをしたから負担がふえていくのかとなるのだわ。そんな言い方をす

ると。その辺の考え方はどうなのですか。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。  

○副町長（目時廣行君）  20％というのは、松田議員もご存知というか、本当からいきますと

20％ぐらいの削減というのは、夕張とか赤平、これは財政状況がうちより悪いところでやって

います。いち早く、昨年の健全化法が出されて、その 20％削減に取り組んだまちとしては全国

的にも非常に珍しいというというか、いち早い対応だというふうに考えております。一般的に

は 10％が限度だろうというふうに考えております。それを受け入れた職員というのは、やはり

このまちの将来を考えて受けております。それと町民が悪いとか、これは全く別個な話でござ

いますので、これは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）  松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 町民が悪い、いいとか意味が違うのですけどもね。結果的には 300 億

円からの借金はあるわけですよね。今町に。これは、結局は私は前からこの責任は誰なのだと、

はっきりすべきだと言ったことがあるのですが、結局は今、副町長の言葉から言うとこれも町

民のために借金したのだろうけども、それも一部あるでしょう。しかしながら、それが町民の

責任だと今、私は取ったものだから、町民の責任で、だから町民が負担するのだと。職員は何

も悪いことをしないのになっているのは戻さなければだめだと。こういうふうに私には取れた

のだよな。私が聞いていると。その辺の考え方をきちんとしないと、町民に説明がつかないの

だよな。だから私は前から責任はどっちなのだと言っているのだよ。 
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○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 町民の責任という話は、私はしておりませんのでね。これはあくま

で行政は当然責任があります。ですが、職員が 20％削減というのは限度が超えている。先ほど

は、職員が責任として給料を削減するのは 10％くらいが限度だというようなお話をさせていた

だいたわけです。借金 300 億円というのは、いろいろ下水道の問題もありますし、それから土

地造成の問題とか、これは町の発展上、これは長年かけて積み上がった借金でありますので、

これは誰の責任かというような話、当然はっきりしなければならない部分もあるかもしれませ

んが、これは歴代の首長の関係もありますからね。現時点でこれは町理事者の責任もあるでし

ょう。しかし、この部分をあまり深く突き止めてもこれからのまちづくりの健全化に向けて本

当にそういう部分を論議してもこれは解決にはつながらないというふうに私は考えております。

まず、これは将来に向けてどういったまちにしていくのか、これは行政と議会ときちっと論議

しながらきちっとしたまちづくりをすることが、これが町民に対して安定感のあるまちづくり

につながっていくのかというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 先ほど言ったように、これからまたいろいろ議論に入ると思いますけ

れども、理事者がいますので見解をお聞きしておきたいと思います。 

 おとといの連合審査会、あるいは総務文教常任委員会、あるいは議会運営委員会でもこの対

案に対する一致を求める姿勢のあり方について、いろいろ議論されてきましたけれども、この

財政健全化に関する調査特別委員会、ずっとやってきてこの前終了しましたけれども、その調

査特別委員会の中で、６月 20 日に新財政改革プログラムについて、理事者に対して全般に質疑

を行いました。このときに町長もおりました。このときに町長は、私の質問に対して、またそ

の前に松田委員が関連で質問していますけれども、その質問も考慮に入れて次のように答弁し

ているのですよ。すべて言いませんけれども、要点だけ言います。町長はこう言っています。

「議会のほうから、もうちょっと、例えば 1.5％にできないかと。0.2％下げられないかといっ

た場合は、これは議論の余地はあると思います。そこの 0.2％の財源を当然そのときは何らか

の方法はないかと考えるのは、私たちの使命の部分でもあります。」こう言っているのですよ。

これは６月 20 日です。その後も特別委員会は８月の議会で中間報告をして、1.65％という数字

を出しているのですよ。そして、最終の９月９日の議会でも、委員長報告で 1.65％という数字

が出ています。私は 1.65％がどうかということと、規定で物を言っていませんので、それは別

です。これから議論されますから。ただ、事実経過としてお聞きしています。 

 そのときに、なぜ、町長がこれだけ言っているのに、この間、議会もそうですけれども町も、

議会に相違点を求める働きというのがなかったのかなと。そして、きょう、副町長のほうから、

何点かの部分については「もうできないのだ。」と。「対案を考えてもないよ。」と、断定的な言

い方されましたけれども、なぜ働きかけなかったのか。 

 今、目時副町長の答弁からみると、先ほど私言ったけれど、1.65％の根拠についてまた議論

されていくと思いますけれども、まるっきり町としては対案を議会には、「これはいい対案だ。」
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と仮にあっても、町は絶対に取り入れていく姿勢はないと、こういうふうになるのか。その２

点伺います。 

 なぜ、今まで働きかけがなかったのか。今後も今の副町長の答弁からいって、議会がこれか

ら議論しますけれども、対案は示されたとしても受け入れることはないのか、姿勢はないのか

どうか、その一点伺います。  

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） これ、６月 20 日ですか、町長がこういったお話があったというのは、

ちょっと私は記憶には・・・、今お聞きして・・・。 

 まず、その時点は、町長はそういうお考えを持っていたかもしれません。それで、議会のほ

うから 1.65％というのは、そういうお話が出たのは議会のほうから中間報告として、1.65％と

いう話、これを知らされたのは前の日でございます。前の日に、議会としてこういった 1.65％

で中間報告をしたいというようなお話を聞きました。その中で、これは確か小委員会だったと

思うのですが、その中で、1.65％は非常に厳しいですというお話は私の口からさせていただい

ております。 

 これ、もっと早い時期に 1.65％のお話があって、どういったことでという時間があれば、い

ろいろと検討する余地があったのかもしれません。結果として、代案としての財源が出たかど

うか、これは非常に厳しい部分でありますが、現実として中間報告出される前日に知らされた

ということを申し上げておきたいというふうに思います。 

 それから、そういったことがあって働きかけという部分では、ちょっと、難しかったのかな

という感じは持っております。代案ですか、今後の検討の余地という部分は、いろいろこの

4,200 万円に相当する財源を生み出すという部分については、どうしてもそれを生み出すこと

は可能な部分というのは、どうしても上積みあるいは横出しの部分で、削減をすれば出てくる

わけです。ただし、これは弱者に対する横出し上積みの部分ですから、これを削るわけにはい

かないという考えを持っておりますので、これは当然委員の皆さんも、そういった思いはある

と思うのですが。これを削らないと 4,200 万円の財源は出てこないということは、いろいろ調

べた中で、そういうことが出てきたものですから、この 1.7％を下げるわけにはいかないとい

うことになってきているわけです。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 経過は理解しました。ただ、１点目の中間報告の部分については終わ

ったことですから別として、中間報告出てから、町側が議案提案するまでの間に日にちがあっ

たはずなのです。その間、議会云々は別にしても、町側から議会の意思がはっきり示されてい

るのですから、その辺もっと政治的判断の中で十分に働きかけをして、町民によりよい方向性

を示していくということがあってもよかったのではないかと私は思うのです。  

 今、ここにきてこういう局面に入ってしまっていますからね。今また、副町長は 1.7％は無

理ですよということになってしまうと、これは言葉を使い分けしなければいけないから、非常

に議会と町側と今後どうなっていくかという部分もあると思うのですけれども、いい知恵が出
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ればいいと思うのですが、その辺はいかがでしたか。 

 ですから、中間報告が出てから議案提案するまでの間に、当然そういう対案を出したり、そ

ういういいものが出る期間があったのですが、その辺まるきり働きかけがなかったということ

は、今の目時副町長が言う 1.7％は譲れなかったという、その時点で話があったということで

いいのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） ちょっと、中間報告が８月 11 日ですね。議案提案は９月の始め、そ

の間、町としてもその間は検討はしてはいたのですが、議会側に対してのアクションがあった

のかないのかという部分ですが、これはどういうふうに申し上げれば理解していただけるのか。

まったくないわけではなかったと思うのです。ただ、正式な場ではございませんけれども、そ

ういう場では見出せなかったというふうに答弁としてお答えするしかないかなという、ただ時

間的に限られていますので。  

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は、それがどうかこうかではなくて、これから議論いきますから、

いろいろな角度で、議論のための情報共有しておきたいからお聞きしたということで、その状

況についてはわかりました。  

○委員長（及川 保君） 氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほど副町長は、人件費補助をやっている団体については、

削減は十分やっているという話は、前からそれは聞いています。ただ、副町長、聞いておきた

いのは、例えば振興公社、それから社協、事業部門ですよね。社協についても事業については

膨らみつつあるものが、もっともっと民間に渡すことができないのかとか、あるいは振興公社

で抱えている事業部門をもっと民間に委託してスリム化を図れないのかとか。そういった考え

方は、町長の言う話もわかりますから、私が聞いておきたいのは、議会としては３年ごとにこ

のプログラム案を見直ししていきますよという話をしています。 

 例えば、この人件費ではなくて、今事業の話ですから、こういった事業の話も来年に反映す

るといっても、そのようなものできるはずもないでしょうから、例えば、３年間の見直しの中

で、そういったものに手をつけていく姿勢が、気持ちが、行政としてあるのかどうか。私はそ

の事業部門に対しての、社協にしても社協の役割というのはすごく大きいものがありますよ。

あるけれども、社協が育ててきたいろいろな事業部門がたくさんあります。そういったものを

民間に移行することによって、社協も本来の社協の仕事、これは産業厚生常任委員会の報告の

中にも出しているはずなのです。それを理事者側としてどうとらえているのかということを一

点お伺いをしたいという部分があります。そういったものを見直すことによって、この新財政

改革プログラムに与える影響、収支の予測だとか、そういったものも反映されてくる場面が出

てくる気がしてならないのです。人件費ではなくて、この事業部門についての考え方をお伺い

しておきたいと思うのですけれども。  

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 
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○副町長（目時廣行君）  まず、振興公社です。特に病院の調理部門。これについては当然民

間に。ただ、今振興公社も病院の部分がなくなると、振興公社本社の管理部門の人件費が見出

せないという問題が出てきます。ポロトの部分も２億円以上、これは町が債務保障をしている

という部分がありまして、振興公社がこれを完全に会社をやめてしまったとしても、２億 5,000

万円、この債務保障の部分が、逆に町がその借金の部分を抱えてしまう。そうするとまた、連

結実質赤字比率の部分でこれが不利になってくる。今は将来負担比率の部分で数字として出て

きますが、これがいきなり連結実質赤字比率を上げるという、そういった事態になったという

ことですから、こういった不安もあるわけです。  

 振興公社の役目はある程度終わったという考え方を持っている部分もあると思いますし、ま

た、民間でできる部分は民間にさせていくということも当然必要でありますし、また振興公社

が独自で新しい事業を起こしてやっていく部分があるのかどうなのか、こういったことも検討

しながら、ある程度振興公社を持続させなければいけない部分というのがあるわけです。先ほ

ど言いました、町が債務保障をしている関係からしてです。こういったことを考えながら、当

然３年ごとに見直しをするわけですから、そういったことも当然入れながら検討はしていくべ

きというふうに考えております。  

また、この社会福祉協議会の関係については、これは当然町がやるべき部分も社会福祉協議

会が担っていると。半分は民間的な部分があって、半分は公の部分があってやっている部分が

あると。ただ、ヘルパーというか、介護の部分については、これはあくまでも民間の立場とし

てできる部分であると。これについては切り離してやったほうがいいだろうというようなお考

えが出てくるわけですが、とはいえ、これを切り離して社協の部分の経費が本当に節減できる

のかどうなのかというのは，もう少し検討していかないと見えない部分があるだろうというふ

うには、可能性があるのかどうか、この辺はちょっと私自身は、まだ細かいところを見ていな

いので何とも言えないのですが、そういう可能性があれば、これはまたきちんと精査してやら

なければいけない部分があろうかというふうには考えております。  

○委員長（及川 保君） 氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 副町長が今言われたとおりのことだと僕は思うのです。ですから、例

えば、だんだん事業費が膨らみつつある社協にしても、事業部門についての検討というのは全

然されていないわけですよね。例えば、民間の部分の介護の部分だとか、いろいろな部分で、

そういった試算をしたこともないですよ、はっきり言ったら。私たちも、実際それが社協に与

える影響としてどういったものになってくるのかというのもわからない。でも、一般的に考え

ると、社協という今までの役割というのは、公的な部分の委託を受けて、それを着実に振興し

てきたというのが一つありますし、その中でいろいろな事業者を育ててきたというのもあるわ

けです。そうであれば、その膨らみつつある事業部門というのはやはり民間にやらせていく。

本来の社協のあるべき姿に立ち戻るということも僕は考えてみる。そういったものによって、

人件費が例えば５人で妥当なのかだとか、４人が必要なのか。そのようなこと僕たちはわかり

ません。事業費の中身がどうなのかわからないから。ただ、そういったものを精査していくこ
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とによって、人件費はこのくらいが妥当なのかなとかほかとの地域性だとかいろいろなものを

考えたときに見えてくるような気がするのです。 

 ですから、この３年間の中で、このプログラムの見直しも含めて、これは議会と行政の一致

した考え方だと思っていますから。その中で取り組むべきことは取り組むと。先ほど、松田委

員も言っていたとおり、行政もまちを再生していくために大変だけれども、町民も大変なので

す。少しでも町民の負担を軽くするためには、やはり切り込んでいくところには切り込んでい

かないとならないと思うのです。先ほどの振興公社の話もわかります。わかるけれども振興公

社、おんぶに抱っこでもって行政そのまま抱えたままでそれでいいのですかという話になるわ

けです。 

 今副町長が言われたとおり、振興公社は振興公社なりに独立できるような新しい事業に向け

て、自分たちの事業開発に向けて頑張っていけるような力をつけていかなければならない。そ

うでなければある意味がない。たまたまポロトの関係で２億 5,000 万円の負債があるから、町

がそれを抱えているのでは意味がないと思うのですよね。そういったものもプログラムには反

映していないけれども、３年間の見直しの中で、行政はここまで考えるという意識がないと、

「工業団地を売ったお金は財源にはなりませんよ。」そう言われて確かに自分たち 15 日の連合

審査会を通しながらいろいろなことを考えてきたけれど、確かにそう言われたときに次に当て

る財源というのは何なのかなと考えるわけですよ。考えたときに、そこに切り込んでいくしか

ない部分があるのです。 

 ただ、それを来年度の予算に反映させろといってもそれは難しい話でしょう。でも、そうい

ったものを一つの担保にしないと、この連合審査会、どういったところに話を進めていけばい

いのかというのが見えてこない。私はそのように思っているのです。 

 副町長は今、「そういったこともあるかもしれない。こういったこともあるかもしれない。」

という話が、まだ話が前には進んでいないわけですから。例えばこの３年間の見直しの中で、

このプログラムは何とか改正しなければいけないだとか。そういう考え方があるとすれば、一

つそれを着実に行政として考えるということを明言しろとは言いませんけれども、そういった

意思を示してもらうことを私は求めたいと思います。 

 なぜ、私はそういうことを言うかというと、副町長がこちらへこられる前に、山口室長がい

たものですから、今回のこの 1.7％を 1.65％にしたときに、例えば、今取り進めている病院の

特例債の関係、こういったものに与える影響云々のことも聞いていました。そういったことも

踏まえると、町民にとって何が一番大事なのか。確かに私たちはこの 1.65％という一つのもの

を目標に、今までいろいろなことを議論してきたのは、これは決してむだなことではなかった

と私は思っています。ただ、それ以上に今大事なものに、そういった財源が充てられるだとか、

それから与えていかなければいけない目標があるのだとすれば、そこを今みんなで議論をして

いかなければならないと私は考えているのです。ですから、行政側がこれからやるべきことだ

とか、議会がこれから議論しなければいけないことは、この連合審査会でしかできないことな

ので、もう一度その辺の話を副町長のほうから聞いておきたいなと思います。  
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○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  振興公社につきましては、当然、ある程度民間でできる部分につい

ては民間。これは当然やっていかなければならないことですし、使命が終わったのであれば振

興公社を解体してもいいだろうというふうには考えております。ただ一つネックになっている

のは先ほど言った部分でございますので、それは考えております。  

 それから社協については、介護については、これはもう民間でやっていけると。あるいは民

間がなければ、この部分の会計は完全に分離してしまうと。そのことで、本当に町から出す補

助が節減できるかというと、これはきちんとした精査をしないと見えない部分がありますので、

これは場合によっては節減できるのかもしれませんけれども、これについてはやらなければい

けないと考えておりますので、これはもうちょっと時間をかけなければ、行政がこうやってや

れるという話には、直接的にはできないので、ある程度時間をかけて検討させる必要があるだ

ろうというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 何点か抜けたところがあるのですけれども、観光協会もそうですよね。

商工会に出している人件助成費の分、これも先回町としてはもう出さない。と言ったものを今

回特別に出していると。そういったものも全部ひっくるめて、そういった考えで、今後検討し

ていくということで理解していいのかどうか。 

 それともう一点、先の予算委員会の中で、例えば今行政の中で見直していかなければならな

いという話の中で、森野体験館がありますよね。森野小中学校の跡地を利用しての体験館。こ

れは同僚議員の中から、その地域の方々の意見として、それだけ財政に負担をかけているので

あれば、それはなくしてもいいみたいな話がありましたけれども、それについて副町長、実態

の部分を把握されているかどうか。それだけお伺いしておきたいと思います。  

 私は、なぜそれを聞くかというと、森野体験館、年間何千人という人が利用されます。体験

館自体はこれから修復だとかいろいろな、大きな改修工事もかかるかもしれない。だけれど、

僕はかかるときまでは維持していてもいいのではないかと思うのです。ただあそこに行ってそ

のまま帰る人ばかりではなくて、白老町に落とすお金なども、まだまだそういった付加価値的

なものがあそこにあるような気がしてならないのです。その辺についても、余り型どおりなと

ころだけを見てもどうなのかなと思ったりするものですから、その辺についての副町長の考え

方をお伺いしておきたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  観光協会、商工会についても、当然これは議員から言われたからや

るのではなくて、常にその状況を見ながらやっていかなければならないことだというふうには

考えていますし、このたび職員を派遣したというのは、いきなり職員をとめてしまうと、商工

会の人材の部分でまだ充実していないという部分があったものですから、これは要請に基づい

て派遣したということでございます。  

当然、観光協会についても同様にこれは再度きちんと精査しながら実情にあった形にやって
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いくのは当然でございますし、時の流れがありますので、そういう状況に応じた柔軟な改革を

していく必要があるだろうというふうに考えています。  

 それから森野体験館については、町内の利用者が少ないという感じは、私はとらえておりま

す。もう少し地元の小学生あるいは中学生が、この自然体験をするような形で、もう少し利用

率を高めることができないのかどうなのか。今環境教育だとか自然体験教育だとか、そういっ

た中で取り入れることができないのか。そして、その森野の自然のすばらしさを学んでいくと、

こういったことができないのかどうか、私は前から考えていたのですが、その辺の取り組みを

もうちょっとして利用率を高めると。今こういったいい条件の環境がある中で活用の仕方を考

えていく必要があるのかなと。いきなりこれをやめてしまうのは本当にいいのか。その辺のと

ころをもう少し皆さんで考えていく必要があるかなというふうには考えています。  

○委員長（及川 保君）  山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  昨日、現課のほうと森野の話がございましたので、体験館

についての協議をさせていただいています。その中で、地域の方々の意見というのは、現課の

ほうで議会の質問の後、全部くまなく回ってみたようでございます。地域としては存続を望む

という意見がかなりあったふうに聞いていますし、利用人数の関係でも人数の統計に出ていな

い、いわゆる地域の方が森野体験館に来たとか、またほかに住んでいる方が懐かしがって森野

体験館に学校卒業生が来て、そういった人たちの人数がカウントされていない部分があるのだ

という、こういう話も聞いています。いずれにしても、経費については行革としても何らかの

形で削減できないかということを含めて、今詰めている最中でございます。そういった実態状

況も新たに聞いてみますと判明しておりますので、その辺を含めながら現課とよく協議したい

なというふうには思ってございます。  

○委員長（及川 保君） いいですか。大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１、２点、副町長の見解をお尋ねしたいのですけれども、

一つは、端的に伺います。固定資産税が税率をもし下げた場合に病院特例債に対する影響があ

ると考えていらっしゃるかどうか、明確にその点一点をお尋ねしたいと思います。  

もう一つは、固定資産税の法人税割の部分なのですけれども、上位 20 社の分で見ると 63.9％

ですよと、こうなっておりますけれども、この上位 20 社の中に日本製紙と日本製紙の関連企業

及び旭化成と旭化成の関連企業、何社あるか。逆に言えば白老町というか地元の民間の方、一

部上場の２社以外の会社が何社あるかわかれば、会社の数だけで結構です。一番いいのは、こ

の 63.9％の内、旭化成の関連と日本製紙の関連でどのくらいの割合かということがわかればな

おいいのだけれども、わからなければ数だけでも結構ですので、その２点。 

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君）  それでは、病院の特例債の関係ですが、これは新財政改革プログラ

ムの内容が総務省のほうへ行きますので、当然これは影響があるというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 法人の部分の日本製紙及び旭化成の関連のご質問でござ
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います。申しわけございません。手元にある資料ではもちろん日本製紙関連、旭化成関連とい

うことで全部税額まとめてございますが、旭化成のほうは関連９社でございますが、日本製紙

のほうははっきりしておりません。申しわけございません。  

 それで、この 20 社のうち、いわゆる町内町外の分けという部分でございますが、10 社が町

内なのです。そのほかに日本製紙と旭化成については、これ関連も含めておりますので、町内

と町外が両方合わさっているということでご理解をいただきたいと思います。純粋な町内とい

うのはそのうち 10 社ということになります。 

それから、固定資産税の法人での上位 20 社の納税額の割合は 75％ということでございます

が、そのうち日本製紙関連のみで 51％を占めています。なおかつ日本製紙と旭化成関連を含め

ますと 56％でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１点目の件です。ということは、当然これからの総務省と

のヒアリングの中で、このことが病院特例債が借りられるか借りられないかということに影響

があるというのは、今の動きの中でいえば定例会 12 月会議までに議会が結論を出すとしたら、

そこまでは不透明な中で推移するとなりますか。  

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  先ほども一部お答えしたところですが、その部分はまった

く読めません。というのは、国、総務省がどういう形でやっていくのかというのはわからない。

先にお答えしたとおり、最終通知がくるのが２月下旬から３月上旬くらいになるのではないか

ということを道の確認では聞いておりますので、その間というのはやはり内部の審査が、全国

ですので当然あるというふうに思われます。したがいまして、どの時点で白老町が最終的審査

の日にちかというのはわかりませんので、そこのところは押さえられないというふうに思いま

す。いずれにしても最終結果は２月下旬から３月上旬と。 

○委員長（及川 保君）  大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。その部分わかりました。私が聞きたいのは、要するに病院

特例債、今４億 5,000 万円という非常に大きなボリュームなのですよね。それから考えると定

例会 12 月会議までに議会側が結論を出し、町側が結論を出すということになると思うのです。

当然、間に合わないわけだからね。間に合わないというのは改革プログラムですよ。ですから、

そうなれば今のお話でいえば、２月の中旬くらいに病院特例債が決定するということであれば、

その時点まで引っ張っても十分間に合うと、総務省との関係で、特例債の借りる、借りられな

いというのが間に合うという理解でいいですか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  特例債の関係だけで言えば、これは先ほど言ったとおり同

じ答弁になりますけれども、白老町がどうのこうのという状況にございませんので、そこまで

押さえられないというふうに思います。ただ、来年度の予算、あるいは課税を考えたときに、

果たしてそこまで結論を出すのが遅れますと、来年度に支障をきたすという話にはなろうかと
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いうふうに思います。  

○委員長（及川 保君）  大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。要するに、僕が聞きたいのは何かといったら、特例債が借

りられる影響があるとしたならば、そのことを考慮してこの結論を出さなければいけないとい

うことなのですよ。４億 5,000 万円ですからね。まったく関係ないということであればそれの

議論にすればいいわけでしょう。だけど、これに影響があるとしたら病院特例債のことを考え

ながら議論しないと、４億 5,000 万円というのがどこかにいってしまうわけだから。  

 だから、そこのところを議会がまったく無視して、1.65％と 1.7％だけで議論するわけには

いかないので、そこのところはきちんと確認しておいて、そのスケジュールに合わせた形で僕

たちはやらなければいけないのではないかというふうに思っているから、そこをはっきり影響

があると副町長おっしゃったわけだから、影響があるとしたらそのタイムスケジュール含めて

ないと、このことによって４億 5,000 万円がいいとか悪いとかって、もしなったとしたら大変

なことになってしまうわけですよ。ざっくばらんに言えば、だからそのタイムスケジュールは

どうかということを聞いているだけなのですよ。影響があるというふうに副町長がおっしゃっ

たから、そのタイムリミットはどうかということを聞いているだけなのです。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  何回も繰り返しますが、道から総務省に確認しないとその

審査がいつ終わるかというのははっきりわからないのです。北海道でいけば数は少ないですけ

れども、全国でいけば相当数特例債を申請するところがあるだろうというふうに思われますの

で、果たして照会したとしても、いついつくらいという話になるのかどうなのかというのは、

これは明言は今できないところでございます。 

 ただ、道からはこれにかかわるのかどうなのかわかりませんが、新財政改革プログラムがい

つ確定するのかという問い合わせはあるということでございますので、やはり裏打ちとして道

としても待っているのかなというふうに思いますし、ヒアリングを受けた際にも、「確定したら

１部、財政改革プログラムの冊子をいただきたい。」という話をその場でも受けておりますので、

そういうことでご理解をお願いしたいというふうに思います。  

○委員長（及川 保君）  大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。これは事務局から出していただいた官報速報では、約 60

団体が特例債発行希望ということになっております。もちろんご存知だと思うのだけれどもね。

ということは、借りられるか借りられないかということは出てくるということですね。金額決

まっていることですから。そのときの、今言われたような考慮の判断基準に相当大きな比重を

占めるものであれば、それはそれなりの考え方をしながらお互いに議論をしていかなくてはい

けない中身だろうと。そこを無視するわけにはいかないのではないかということで私、聞いて

いるだけなのです。それだけなのですよ。今の話でわかりました。ただ、そういう状況であれ

ばそれなりのことは考えて、お互いに議論していくべきだろうということであります。 

○委員長（及川 保君）  松田謙吾委員。 



 22 

○委員（松田謙吾君） 今ずっと聞いているのですが、副町長は 1.7％であろうが 1.65％であ

ろうが、プログラムをクリアすればいい話であって、1.7％でなければだめだ。1.65％でなけれ

ばだめだという問題ではないでしょう。要は、1.65％にすると 4,200 万円お金で足りなくなる

のだよと。ですから 4,200 万円どこかからあれば、1.7％とか 1.65％の問題ではないのでしょ

う。どうも先ほどから聞いていると、1.7％でなければだめだと聞こえるものだから、今言って

いるのだけれども、そのような問題ではないでしょう。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 先ほど、私お答えしたとおりです。  

○委員（松田謙吾君） 室長が言っているように、私はそう聞いた。ところが議会側では 1.7％

でなければだめだ。副町長もだめだというから、おかしいなと思って今また質問したのだけど。  

○行財政対策室長（山口和雄君） ですから、財源確保ができてのという話でございますので、

これは副町長と私､なんら見解異なるものではございません。  

○委員長（及川 保君）  松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 副町長が 1.7％でなければ影響があるというから、1.7％で見合えばい

いのだと言えばそれでいいわけなのですよ。  

○委員長（及川 保君）  目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 1.7％でなければだめだということではありません。影響があるとい

うことです。それは１回 1.7％で出しているわけですから、それを 1.65％にするということは

書類の差し替えから、また説明をして、これは総務省との信頼関係の問題が出てくるわけです

よ。その辺、理解していただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） それでは、何も議会と相談する必要はないのではないの。議会があっ

て行政があって、議会に相談したら 1.65％にしようと議会側は言っているわけだから、総務省

へ行って、議会が 1.65％にしたからだめだということにはならないでしょう。これは議論なの

だから。 

 だから、先ほどから言っているように、1.65％に見合うプログラムをつくればいいでしょう

と言っているのです。そうでしょう。1.7％にこだわることはないのだ。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは、本日の町税の税率改正に関する連合審査を終了します。

ご苦労さまでした。 

（午後１２時００分） 


