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    ◎開会の宣告 

○委員長（及川保君） きょうは最終日、３月31 日ということでございます。長年ご苦労いただい

た職員の方々も今回、早期退職ということで退職される方も今日が実は最後の日になりました。本

日は「新財政改革プログラム」、全員による総務文教常任委員会を開会したいと思います。 

                    

○委員長（及川保君） 飴谷町長の方からご挨拶いただきまして、町長、実は公務がございまして、

ご挨拶いただいて、説明の間ちょっと席を外させていただきますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。 

それでは、飴谷町長、お願いいたします。 

○町長（飴谷長藏君） 皆さん、ご苦労様でございます。きょう、実は退職が全部で52 名の辞令交

付をさせていただきました。定年退職の人は別にしてですね、何ともやりきれない気持ちでござい

ました。当人達もさぞですね、無念の部分があったと思います。ただ、これはもう現実でございま

すので退職された職員に誓ったのはですね、もう二度とこのようなことが白老のまちで起きないよ

うにしたいと。そのためには議会はもちろんですね、町民に対しても情報の開示をきちんとしてい

かなければならないという話もさせていただきました。ただ、辞められる方も大変でございますが、

また、残る職員もですね、かなり削減いたしましたので職員もまた大変ということが実は実情でご

ざいます。そういう中で議会といろいろ議論を交わしながら、昨年の６月ですか、骨子をつくりま

した。議会にも議論いただきました。その後、10 月くらいからですか、今回のプログラムの策定に

入ったわけでございます。本当に頑張っていただいたなと。職員一丸となって行政改革室が中心と

なってやったわけでございますが、本当に全課長さん、全職員の協力を得てですね、議論の中でこ

のプログラムを策定いたしました。議会の皆さんには、ぜひ、議員の皆さんには議論をしていただ

いてですね、決まったことについては議会も我々と同じくですね、この説明をしていただける任務

もあると思います。我々はもちろんでございますが。この後、町民の皆さんにも説明いたします。

町民にも新たな負担があります。そういうことで、それについてもきちんと議論をしながら進めた

いということでございます。きょうは説明を申し上げますので、疑問な点、何なりとお聞きいただ

ければ、議会との共通の認識、総意でこのプログラムを進めたいと思っておりますのでよろしくお

願いいたします。私の方からは、挨拶は以上といたします。私は、若干用事ありますので、質疑ま

でには間違いなく来ますが、説明に約１時間かかるそうでございます。よろしくお願いいたします。

以上です。 

○委員長（及川保君） それと、松田委員外議員が本日、手術をした後の抜糸の日になっておりま

して、きょうは欠席ということになります。 

 それでは、会議を続けたいと思います。まず、説明をいただきます。岡村行財政対策室参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） それでは、私の方から説明をさせていただきますが、その前

にちょっと資料の確認ということで、お配りしている資料を確認いただきたいと思います。「新財政

改革プログラム（案）」、これが１つですね。それから、それに対してですね、「対策シミュレーショ
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ン」ということで１枚ものの紙があるかと思います。それは両面刷りになってございます。それか

ら、「白老町収納率向上対策方針（案）」、これが一部です。それに関係してですね、「住宅料の滞納

整理フローチャート」、それから、「給食費滞納整理フローチャート」。さらに、これらに関しまして

の事務処理要綱が２部ということで、ございますでしょうか。これについては一括で説明をさせて

いただきたいというふうに思います。 

 それでは、まず最初に「新財政改革プログラム（案）」の方をご覧いただきたいと思います。まず、

目次を開いていただきたいと思います。今回の新財政改革プログラムにつきましては、構成としま

して全部で６章立ての構成を取ってございます。 

 まず最初にですね、この計画の策定にあたってということの概要をここで書いてございます。 

 第１章では、このプログラムを策定するにあたってですね、今回１番問題になってございます地

方財政健全化法の概要について、ここで触れてございます。 

 次に、第２章では、本町の財政の現状と財政収支見通し。過去の状況がどうであったのか、どの

ような財政収支になっていたのか。このまま対策をとらなければ、どのような状況になっていくの

かということを普通会計と特別会計に分けてですね、それぞれ現状と収支見通しを書き込んでござ

います。さらに、これらの会計がこのままいった場合ですね、第２章の第５節になりますけども、

その収支見通しに対する財政指標がどのようになるのかということをここで書いてございます。 

 次に、第３章ですが、これらの財政悪化の要因について、これにつきましても全会計に対して歳

出と歳入がどのような状況であったのかということでですね、各特別会計、企業会計の状況もどの

ような状況にあったのかということを、この原因としてきちんと書き込みをしてございます。 

 次に、第４章になりますが、第４章は改革プログラムというふうに書いてございますが、いわゆ

る、現状延長型に対して、それであれば、どのような対策を取っていかなければならないのかとい

うことで、ここに向けた基本方針ですとか、全会計の対策と目標額、さらには具体の再建対策と目

標額等をこの第４章の中で記述してございます。 

 次のページをお開きください。第５章では、これらの対策をとった後、財政収支見通しがどのよ

うになるのかということを普通会計と特別会計、企業会計に分けてですね、この内容を記載してご

ざいます。さらに、５章４節では、対策後の財政指標の見通し。どのような財政指標になるのかと

いうことを書いてございます。 

 最後になりますが、第６章については、これらの状況を踏まえて、今後の行財政運営のガイドラ

インと進行管理を記載してございます。 

 以上、６章にわたって書き込みを行ってございます。全体として102 ページになるものですから、

これからご説明する部分につきましては、概要についてですね、ご説明をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 次に１ページの方に入らせていただきます。「新財政改革プログラムの策定にあたって」というこ

とで、策定にあたっての考え方を４つの項目に分けて、その概要を記しているものでございます。

これまでもご説明しているとおりですね、白老町のいわゆる今回の財政悪化の要因ですとか、そう

いうことがやはり背景にありますので、このことはその概要として簡単に記述をさせていただいて
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おります。それが１番目、歳出の部分でございます。２番目については、歳入の部分として三位一

体改革の影響等による歳入の部分の影響を書いてございます。次のページにいっていただきたいと

思います。 

２ページになります。３番目につきましては、現状、これまでについてもですね、財政健全化の

取り組みは行ってきてございます。その内容を書いてございますが、４つ目として、これらの対策

を打ってきてもですね、非常に厳しい状況が見られるということで、今回、新財政改革プログラム

を策定するという考え方を書いてございます。 

３ページの方になります。中段くらいからですが、そのためということで書いてございます。20

年度決算から、この新しい法律による基準に基づいてですね、健全化団体もしくは再生団体、この

ような手続き的な中で健全化を進めていかなければならないということでございます。本町の場合、

これまでもご説明しているとおり、一般会計のみならず、特別会計、企業会計の膨大な赤字をどの

ように解消していくのかということを昨年の６月に骨子の段階でご説明してございますけども、こ

れを受けまして、今回、その実行計画となる新財政改革プログラムを策定したということでござい

ます。さらにですね、これらの財政危機を招いた、これまでの行財政運営についてですね、きちん

と反省をして、これまでの課題を先送りすることなく、町長を先頭に職員が全力を挙げて、この改

革プログラムに掲げてあります目標を確実に実行していきたいと、こういう考え方でございます。

町民の皆様をはじめですね、議会、関係各位のご理解とご協力を心からお願いするものでございま

す。 

 次に、４ページになります。第１章では、地方財政健全化法ということで、これまでも議会の方

にこの法律の概要についてはご説明してございますが、若干これまでご説明していなかった部分と

してですね、なぜ、この法律が制定されるような形になってきたのかということも書き込みをさせ

ていただいてございます。もちろん、夕張市の破綻がきっかけ、もしくは破綻が象徴されるように

ですね、地方財政の急速な悪化と財政規律の緩みということがございます。そういう中で地方財政

というのは、膨大な長期債務を抱えているということが今の現状でございます。そういう中で 18

年７月にですね、「地方分権 21 世紀ビジョン懇談会」というところで報告書を出してございます。

さらには、18 年 12 月に「新しい地方財政再生制度研究会」というところで報告書を出してござい

ます。こういう議論の中でこの法律が制定されていったということでございます。それで、新しい

地方財政制度につきましては、やはり先ほど町長の方からもお話があったように、財政の情報開示

を徹底していくと。これは４ページの後段の方に書いてございます。下の方から４段目ぐらいに書

いてございますが、情報開示を徹底していくと。それから、透明なルールによってですね、早期是

正措置を導入していくのだということです。さらに、住民のチェック機能を働かせると。そういう

ことによってですね、財政再建を促していくということでございます。早期是正もしくは再生のス

キームを構築するという、こういう内容になってございます。その結果、やはり財政状況の情報開

示を徹底していくという中では、町民の皆さんにもわかりやすい資料として、４つの財政指標の公

表が義務付けられてきております。さらに、早期健全化基準もしくは財政再建基準という新たな基

準が設けられ、計画的な健全団体への取り組みが求められてくる。さらには、その手続きが具体的
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に進められていくという、こういう法律になってございます。本町の場合も厳しい状況にあります

が、その原因には不適正な会計処理ということはございませんけども、報告書に指摘のある財政規

律の緩みや課題があったと言わざるを得ないというふうに考えているところであります。 

 ５ページの方の２でございますけども、地方財政健全化法の概要ということで、ここはあくまで

も、財政健全化法のイメージとして健全財政の場合、それから、財政悪化していく段階に応じて早

期の健全化もしくは財政の再生というふうに移っていくのだということをイメージとして書き込み

をしてございます。 

 次に、６ページになります。２節では、この健全化法の中で早期健全化基準と、財政再生基準が

どのような範囲もしくは対象会計で対象となっていくのかということを、この１番目では書いてご

ざいます。 

 次に、７ページになりますが財政指標と早期健全化基準等ということで、ここにつきましては議

会の方にもご説明しておりますけども、? としては実質赤字比率。計算方式等については省略をさ

せていただきますが、中段ほどに白抜きで書いているとおり、早期健全化基準につきましては、本

町は 14.4％になるということでございます。標準財政規模約 60 億として試算してございます。次

に再生基準は下の方になりますが、20％ということでございます。 

 次に、８ページの方になります。連結実質赤字比率でございますが、これは全会計の赤字額を試

算するという部分でございます。これにつきましては、これも下から２段目の白抜きのところで書

いていますが、早期健全化基準は、本町は約 19.4％でございます。財政再生基準は、平成 20 年度

決算では40％。経過措置がございます、21 年度決算が40％、22 年度決算が 35％、23 年度決算は政

令上の本則である30％というふうになります。 

９ページに入ります。９ページの中間ほどに書いてございます。四角囲みで書いてございます。

これらは、これまでもご説明しているとおり、黒字要素として、例えば土地の資産が黒字要素とし

て見られる、もしくは下水道会計の部分については、一部ですね、償却の期間と起債の償還期間と

の差、これらが算定から除かれるというようなことがございますが、これらの取り扱いというのは

ですね、連結実質赤字比率の計算上のものでございまして、実質的な赤字が解消されたわけではな

いというふうに考えてございます。この計画では、これらの実質赤字も解消する努力を行っていき

たいということでございます。 

 次に、９ページの実質公債費比率の関係でございます。ここにつきましては、早期健全化基準は

25％でございます。次のページをお開きください。再生基準については35％となってございます。 

 次に、10 ページの将来負担比率でございますが、これにつきましては、再生の基準はございませ

ん。早期健全化基準が 350％となってございます。それから、資金不足比率。企業会計等の資金不

足比率でございますが、経営健全化の基準は20％となってございます。 

 次に、12 ページの方をお開きいただきたいと思います。第２章でございます。これまでの財政の

現状と財政収支見通しを、この第２章で記載してございます。まず、第１節では、普通会計の財政

状況でございます。平成９年度から 18 年度までの過去の 10 年間の財政状況について書いてござい

ます。 
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１つ目として歳入の状況でございます。町税につきましては表１を見ていただきたいのですが、

９年度は28 億 6,200 万円ほどあったものが、18 年度では 22 億円ほどまでに下がっているというこ

とでございます。さらに、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた表中を見ていただきたいのです

が、平成 13、14、15 年度には約42 億から 43 億円ほどあったものが、平成18 年度では 36 億 8,800

万ほどに下がっているということでございます。それらをグラフ１の方であらわしてございます。 

 次に、歳出の状況でございます。歳出の状況につきましては表２のとおり、まず、義務的経費の

中の人件費については平成９年度28 億円ほどかかっていたものが、18 年度では 22 億 8,700 万円ま

で下げてございます。一方、扶助費についてはですね、９年度は約７億ですね。10 年度は７億 3,000

万ほどですが、12 年度からは３億6,300 万というふうに一度下がってございます。これは特別養護

老人ホーム会計等を特別会計へ移した結果、これが下がっているということでございますが、これ

が 12 年度から一度下がったものがですね、18 年度にはさらに５億 7,500 万まで扶助費も上がって

きているということでございます。そして、さらに公債費ですが、９年度14 億 1,100 万円ほどあっ

たものがですね、18 年度では 17 億 2,500 万まで増えてきているということでございます。この表

中、10 年度と 11 年度について若干上がってございますが、これは、実は繰上償還によるものでご

ざいます。 

次のページ、14 ページでございます。これら義務的経費の状況をグラフ２の方であらわしてござ

います。さらに、表３の方では投資的経費の推移をこの中であらわしてございます。投資的経費に

つきましては９年度、約 32 億 7,800 万ほどあったものが18 年度では 18 億 6,100 万まで下がってい

るということでございます。なおかつ、この内の一般財源が９年度６億 3,800 万あったものがです

ね、18 年度では２億6,300 万まで、２分の１以下になっているということでございます。これらの

内容を次のページ、15 ページグラフ３で示してございます。次に、表４でございますが、これらに

つきましては平成９年度から18 年度までどのような事業を行ってきたかというものをですね、この

中で記載してございます。 

 次に、16 ページでございます。３番目として、給与費、定員管理の状況でございます。まず、職

員の現状でございますけども、表５に記載のとおり、平成９年度では職員数 389 名いたものが、19

年度７月１日現在では 326 名まで減員してございます。それらをグラフ４の方であらわしてござい

ますし、さらに表６では類似団体との比較も行ってございます。このような本町の取り組みではご

ざいますが、表６の記載のとおり、白老町の職員一人当たりの人数というのは他市町村に比べて、

やはり高い状況にあるかというふうに考えてございます。 

 次に、17 ページから 18 ページにかけて給与費の現状でございますが、18 ページの方をお開きく

ださい。先ほどもお話しましたけども、グラフ５のとおり、平成９年度、約 28 億円であったものが、

18 年度では 22 億 8,200 万まで下がっているということでございます。表７では、これまでの行革

での取り組みについて、年次ごとに記載をしてございます。特に飴谷町長になられてからの取り組

みとして、一般職の給与削減と、それから、民間委託等の推進がこの中で行われてきているという

ことでございます。 

 18 ページ、４番目、基金と町債残高の推移でございます。これも 19 ページの表８のとおり、基
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金の推移を書いてございます。平成９年度の一番下の欄、約 17 億円あったものがですね、現在では

18 年度、５億7,300 万まで下がってきているということでございます。グラフ６であらわしてござ

います。 

さらに、こういうふうに基金が少なくなってきている状況ではございますが、町債の現在高の推

移については 19 ページから 20 ページに書いてございます。表９のとおり、町債現在高の推移でご

ざいますが、平成９年度合計で 269 億 8,100 万であったものがですね、18 年度末では 289 億 9,300

万ということで増えてございます。平成14 年度は286 億5,400万ということでございますが、若干、

これから 15、16、17 ということで下降線をたどっています。しかし、18 年度では 289 億 9,300 万

ということで、これらは消防庁舎の建設、それから、寿幸園等の建設による起債が増えたというこ

とでございます。グラフ７にその推移を起債してございます。 

 それから、20 ページ、財政の硬直化でございます。21 ページの表10 を見ていただきます。表 10

の中でですね、起債の一般財源のうち経常経費充当一般財源でございますけども、平成９年度では

経常経費に充てている一般財源が約58 億 6,500 万であったものが、18 年度では約65 億まで膨らん

できているということでございます。弾力的に活用できる財源ですが、平成９年度は17 億 800 万で

ございましたが、18 年度ではもう２分の１以下の約７億8,900 万というふうに下がってございます。

逆に言えば、これだけ硬直化が進んできているということがわかるかと思います。その内容をグラ

フ８のとおり記載をしてございます。 

 次に、22 ページの方をお開きください。ここでは本町のこれまでの主な財政指標の推移を平成９

年度から 18 年度まで起債してございます。経常収支比率については、９年度 85.4％であったもの

が、18 年度では 101.8 まで上昇しているということでございます。これらを、類似団体等を比較し

てみますと、財政力指数については釧路町、七飯町に次いで、白老町の場合、0.412 ということで

高いわけでございますが、これらの釧路町、七飯町と比べましても経常収支比率については、うち

は 10 ポイントほど高い状況になっているということがわかるかというふうに思います。 

 次に、23 ページに入ります。第２節、普通会計の財政収支見通しです。23 ページの財政収支見通

しの試算条件でございます。この内容については記載のとおりでございますが、今回、普通会計の

財政収支見通しを立てるにあたっては18 年度の決算、並びに 19 年度の決算見込み、さらに20 年度

の予算額を考慮して基本的にはその内容で計算をしてございます。次に、24 ページでございますが、

これは歳出の試算条件でございます。この中身につきましても、今、お話したとおり、18 年度決算、

さらに 19 年度の決算見込み、20 年度の予算というものを考えながら見込みを出してございます。 

 次に 24 ページの財政収支見通しでございますが、これらの結果、収支見通しを行ったところです

ね、25 ページ表 13 のとおり、普通会計財政収支見通しの現状延長型でございますが、表の下から

３番目、「差引額（ａ）－（ｂ）」と書いてございますが、20 年度から何も対策をとらなければ、４

億 1,700 万、21 年度には６億300 万、以降、６億から５億ぐらいの間で単年度の赤字がこれだけ出

てくるということでございます。 

 次に、26 ページでございます。26 ページについては第３節として、特別会計・企業会計の財政状

況を書いてございます。今回の財政改革プログラムにつきましては、一番本町の危険な指標として
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実質の連結赤字比率、これが一番厳しい状況になっていたということで、前回の財政改革プログラ

ムより詳しく、やはり特別会計・企業会計についても書き込みをきちんと行なってございます。そ

の中で、特別会計・企業会計の決算状況について、平成９年度から18 年度まで、どのような状況で

あったのかということを表14 のとおり記載してございます。 

 さらに、28 ページをお開きください。それぞれの会計について、どのような状況にあったのかと

いうことで、例えば国民健康保険事業については平成10 年度以降の慢性的な赤字ということがあり

ます。医療費の増加により赤字が増加している。さらに、老人保健会計については、これは一般会

計からの繰出金で賄うルールということでございますので安定した運営を行っていると。さらに、

公共下水道事業会計についてはですね、一般会計からの赤字補てんが財政状況の悪化のためにでき

なくなったという内容から13 年度以降、単年度の収支不足が補えないで累積赤字が増加していると

いうことでございます。学校給食会計については、毎年度の収支均衡を保ってございます。工業団

地造成会計につきましては、元利償還金がいわゆる土地売却収入や土地貸付収入を上回ってござい

まして、累積赤字が増加しているということでございます。次の臨海部土地造成事業会計について

も、同じように造成に町債を活用してきた結果ですね、平成10 年度以降ですね、町債の元利償還金

が土地貸付収入を上回り、累積赤字が増加しているというものでございます。さらに、港湾機能施

設整備事業会計については、17 年度以降ですね、町債の元利償還金が上屋の使用料を上回っており

赤字が発生しているということでございます。墓園造成事業会計、さらに、介護保険事業会計につ

いては、現在きちんとしたルールに基づいて健全な財政運営を行っているというところでございま

す。さらに、10 番目の特別養護老人ホームについては、指定管理者制度によって一定の繰り出し基

準、建物の償還にかかる繰り出し基準はございますが、これも安定した運営を行っていっている状

況にございます。 

 次に、29 ページの企業会計でございます。水道会計については、資金剰余金の黒字を計上してご

ざいます。毎年度３億から４億ぐらいの黒字を計上できるということでございます。さらに、表 16

のとおり、病院会計については、９年度から繰り出しを行っても赤字が累積されているということ

でございます。次に、30 ページです。この水道事業会計についてはですね、毎年度の資金剰余金を

計上してございまして、今後ですね、施設の老朽化に伴う改築等がございますけども、将来、予想

されておりますけども、安定した財政運営を行っているというところでございます。国民健康保険

病院事業会計につきましては、毎年度約２億 6,000 万円以上の一般会計からの支援を行ってござい

ますが、不良債務は12 年度以降増加を示してございます。 

 次に、一般会計からの繰出金の状況でございます。表 17 のとおり、平成９年度に 12 億 4,100 万

だったものが、合計ですね、18 年度では 14 億円まで、これらの会計での繰出金が増えているとい

う状況でございます。 

 次に、第４節として、特別会計・企業会計の財政収支見通しでございますが、それぞれの会計ご

とに財政の収支見通し、対策をとらない時にどうなのかという収支見通しをここで出してございま

す。国保会計については、単年度収支、毎年度赤字が発生するということでございます。老人保険

会計については、これは安定した経営になるということで、さらに、後期高齢者の医療制度に移行
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することになりますので22 年度で終了するということを考えてございます。次に、後期高齢者医療

事業会計でございますが、これについては基本的に一般会計からの負担できちんと賄っていくとい

う形になってございます。 

 さらに、32 ページでございますが、公共下水道事業会計については、このまま対策をとらなけれ

ば、毎年度赤字が累積していくということになってございます。工業団地造成事業会計についても、

いわゆる、繰上充用に伴う利息分が毎年度増えていくということでございます。臨海部土地造成事

業会計も同様でございます。これらについてもですね、繰上充用による利息分が毎年度増えていく

ということでございます。 

 さらに、港湾機能施設整備事業会計、33 ページでございます。これについては、元利償還金が始

まってございますので、上屋の貸付収入では賄いきれない部分が赤字額として累積されているとい

うものでございます。介護保険事業については、安定した運営が行われる。さらに、特別養護老人

ホーム事業会計についても、一定の繰り出しを行うことにより安定した経営が見込まれるというも

のでございます。 

 水道事業会計につきましては、表 27 のとおり、資金剰余金としてはですね、最終28 年度では11

億円を超えるということで、これらの剰余金については先ほどもお話しましたけども、今後の、い

わゆる、将来の準備として浄水場等も含めた施設の整備、このために必要な財源として確保できる

ということでございます。ただし、水道事業の中段ほど、「この剰余金は・・・」ということで書い

てございます。いわゆる、建設改良費に充てる積立金としての役割を担うものでございます。今後

ですね、老朽化している施設等の改築が予想されるところでありまして、この剰余金をですね、町

全体のいわゆる、赤字補てんとして使うということはできないというふうに考えてございます。そ

のため、赤字解消を目的としたプログラムの連結決算には、いわゆる、黒字要素としては算入して

いないということでございます。ただし、財政指標上の計算は、これは黒字として見られるという

ことでございます。 

 次に、国民健康保険病院事業会計については、記載のとおり、不良債務は20 年度で約８億7,900

万というふうになっています。以降、実は21 年４月より、今後、病院自体の改革プランを立てて見

直しをしていかなければならないということがございますので、現段階では20 年度の赤字をそのま

ま 21 年度以降みているということでございます。 

 これらの合計したものが表29 でございます。この表29 の区分の欄で一番上、「一般会計」となっ

てございますが、これは「普通会計」ということでございます。訂正をお願いしたいというふうに

思います。それで、この表 29 のとおりですね、赤字額の合計は 20 年度で何も対策をとらなければ

44 億 3,000 万の赤字。さらに、10 年後の 28 年度においては、101 億 8,800 万の累積赤字になって

くるという収支見通しを立ててございます。 

 次に、第５節でございます。この収支見通しに対しての財政指標でございます。まず最初、実質

赤字比率でございますが、表 30 のとおり、平成 20 年度に▲6.7％というふうになってございます。

それで、本町の早期健全化基準は 14.4 でございますから、このまま対策をとらなければ、21 年度

にはこの基準も超え、16.6 ということで基準を超えるということになりますし、22 年度には再生団
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体の基準の20％も大幅に超えてしまうという、こういう状況になってございます。 

 次、36 ページでございます。連結実質赤字比率でございます。この連結実質赤字比率については、

表 31 のとおりですね、いわゆる、土地収入見込額等の控除する前の赤字の額の推移を書いてござい

ますが、表 32 では土地収入見込額等の推移を書いてございます。この等の中にはですね、下水道会

計のような解消可能資金不足額というのがございます。こういうものも見込んでどのぐらいになっ

ていくのかということで書いてございますが、まず、下水道会計の解消可能資金不足額については、 

１億 8,700 万円ほど見込んでございます。工業団地会計では試算として見られる部分が７億 4,500

万ほど見込んでございます。臨海部土地会計については４億 9,100 万円ほど見込んでいるというこ

とでございます。合わせて14 億 2,300 万円ほど、これは黒字要素として算入できるというふうに見

込んでございます。それらの計算については37 ページの方で計算してございます。最終的な国から

の案がまだ具体的に私どもの方に届いてはございませんが、これまで示されてきた内容を見てです

ね、この試算を行っているということでございます。それから、それらを差し引いたものが表 33

ということでございます。20 年度では、最終の欄から３つ目の欄を見ていただきたいのですが、連

結実質赤字額は20 年度、24 億 1,800 万ということで、標準財政規模61 億 9,700 万円で割ると39％

になるということでございます。ですから、この土地の再生基準は40 でございますので、わずかに

１ポイントほど下がっているということでございます。これも21 年度には51、22 年度には65 とい

うように、これが年々高まってきてございますので対策を取っていかなければならないという状況

にあります。 

 さらに 38 ページです。実質公債費比率でございます。これにつきましては、表 34 のとおりです

ね、本町の場合ですね、いわゆる優良な起債を使っているということで、基準財政需要額に算入で

きる起債を使っているという中でですね、率的には低い率でございます。これについてはですね、

早期健全化基準が 25、さらに再生基準が 35 ですが、これは大幅に下回っているという状況でござ

います。それから、将来負担比率でございます。これにつきましては表35 の方を見ていただきたい

のですが、表 35 の一番下、将来負担比率でございますが、平成 23 年度までは 350 を下回ってござ

いますが、24 年度からはこの基準も350 を超えるという状況にあります。 

 次に、40 ページでございます。資金不足比率につきましては、現在、国が算定方式等を示すとい

うことになってございますけども、この基準がまだ具体的な形になってございません。現段階での

情報を元に試算していきますと、下水道、工業団地、臨海部土地造成並びに病院会計が経営健全化

基準を上回るというふうに懸念をしてございます。 

 次に、41 ページでございます。第３章ですが、これらのように財政収支見通しを立ててございま

すが、この財政悪化の要因を歳入と歳出においてですね、どういう状況だったのかということを記

載をしてございます。 

 まず一つは、まちの財政規模を超えて事業を拡大ということで、急激な公共投資による借金の拡

大ということがあります。グラフ９を見ていただきたいのですが、このグラフ９の中では平成７年

度でございます。一般会計の投資的経費の推移をここで書いてございますが、この投資的経費は平

成７年度 50 億円を超えていたと。52 億 5,800 万ということでございます。平成 18 年度はですね、
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一般会計でも17 年度に比べて上がってございます。これは先ほどもお話しましたが、消防庁舎の建

設によるものでございますが、先ほど言いました平成７年度の 52 億 5,800 万から比べ、平成 18 年

度はピークの約３分の１の投資的経費の推移になっているということでございます。 

 次に、42 ページでございます。過去さかのぼって 12 年間で約 300 億円、多額の借金で財政が硬

直化しているという状況でございます。グラフ10 のとおり、町債の発行額の推移を記載してござい

ます。平成７年度には、町債発行額が全会計で 39 億ございました。それが、平成 17 年度では 14

億 5,700 万まで下がってございます。しかし、18 年度では24 億 7,500 万まで上がってございます。

これは寿幸園と消防庁舎の分でございます。さらに、このような起債による事業がどうしてできる

のかということを例１と例２の中で記載をしてございます。こういう中にあってですね、公債費が

どのように伸びてきているのかということがグラフ 11 でございます。グラフ 11 で示すように、昭

和 62 年に公債費が約７億9,100 万であったものがですね、18 年度では 17 億 2,500 万まで増えてい

っているということでございます。さらに、43 ページ、行政改革の重要課題先送りもですね、やは

り影響を与えているということでございます。 

 次に、44 ページでございます。ここは歳入の状況を書いてございます。歳入については、やはり

地方交付税と町税の大幅な減少が挙げられます。先ほどもお話したとおり、平成９年にはグラフ13

のとおり、28 億 6,200 万ほどあったものがですね、平成18 年度では 22 億円ほどに下がってきてご

ざいます。さらに、町税の滞納も一因でございます。表 36 のとおり、これらの巨額の未納額がある

ということでございます。 

 45 ページ、さらに自主財源確保の遅れでございます。特にこの中では、すでに同類の町村、もし

くは全道規模でどのような超過課税を行ってきているのかと、このようなことが本町の場合、標準

税率のまま事業を行ってきたということも大きな原因だというふうに考えてございます。 

 次に、使用料・手数料改定ルール化の遅れでございます。これにつきましては、平成９年度の消

費税の税率の引き上げに伴って見直しを行ってございますが、その後17 年９月まで使用料・手数料

の見直しを行ってこなかったと。17 年９月にはきちんと３年ごとのルール化を定めてございまして、

本年 20 年度が見直しの年にあたるということでございます。この枠囲みの中を見ていただければわ

かるかと思いますが、公共施設の収支のバランスで言えばですね、維持管理費に対する使用料収入

の割合は18 年度決算で見ますと、例えば総合体育館で言えば全体の6.0％。町民温水プールについ

ては 8.9％であると、こういう状況でございます。 

 さらに、? でございますが、基金の運用にも限界があるということで、平成15 年には 13 億 7,600

万であったものが、18 年度では残高が５億7,300 万まで下がってございまして、この基金の運用に

も限界が生じてきているということでございます。 

 次に、第２節、特別会計・企業会計の財政悪化の要因でございます。ここにつきましては、国民

健康保険事業会計につきましてはやはり医療費の増加ということが挙げられます。しかしながら、

一方ではですね、平成６年度以降、税率の改正を行ってきていないということもございます。 

 次に、公共下水道事業会計につきましては、先ほどもお話したとおり、平成13 年度からの一般会

計の財政状況の悪化によりまして、いわゆる、繰り出しを抑えてきたということが赤字を膨らませ
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てきたという、そういう状況になってございます。さらに、やはり下水道の使用料についても見直

しが必要な状況になっているという、こういう状況でございます。 

 工業団地造成事業会計については、先ほどもお話したとおり、やはり当初は造成原価を基に販売

してございますが、企業進出が進まないということで時価売却方式に変えまして土地を売ってきて

いるということでございますが、それもやはり景気が冷え込んでですね、土地がなかなか思うよう

に売れていないというのが現状でございます。 

 次に、臨海部土地造成事業会計も同様のことが言えます。毎年度の償還が負担となってございま

して、土地売却が思うように進んでいないということでございます。 

 ５番目、港湾機能施設整備事業会計につきましては、当初の建設の償還計画が 45 年ということで

みてございますので、当然、その間はですね、償還が終わるまでは、いわゆる、貸付収入を超える

償還が発生するということで当初から、これは赤字が膨らんでいくという状況になっていたもので

あります。 

 それから、国民健康保険病院事業会計については、診療報酬の改正等の影響があるということで

すね。やはり、医師の固定化等が図られなかったために赤字が拡大しているということでございま

す。この第２節の特別会計・企業会計財政悪化の要因については、財政悪化している特別会計につ

いて記載をしてございます。 

 次に、第４章でございます。改革プログラムでございます。このように財政収支見通しの中でど

のような原因があったのかということを、これまで１章・２章・３章の中で書き込んでございます

が、４章からはこれらの内容に対してどのような対策を立てて、この健全化に向かっていくのかと

いうことを書いてございます。 

 まず、第１節では財政再建へ向けた基本方針として改革の目標を掲げてございます。まず、１つ

目に財政指標は、計画期間内に早期健全化基準内の数値を目標とします。全ての比率について、そ

のような考え方を持って取り組んでいくということでございます。さらに２つ目として、計画期間

内に連結の赤字額を解消するということでございます。いわゆる、先ほどもご説明しましたけども、

財政指標計算上の赤字額の解消にとどまらずですね、全会計の赤字額の解消を目指す内容としたい

ということでございます。 

 次に、計画期間でございますが、平成19 年度から平成28 年度の 10 年間を計画期間として、自主

的な財政健全化の取り組みを行っていくのだということであります。 

 次に、50 ページです。そのためには、先ほどもお話しましたとおり、一般会計自体が単年度の赤

字を発生させるという状況になってございますので、まず最初に一般会計の早期再建を行っていく

ということでございます。 

 次に、４つ目として、しかしながらですね、やはり、これまでの状況が特別会計・企業会計の多

額な赤字に対して適切な繰り出しを行ってこなかったということが大きな原因でございますので、

一般会計中心の財政運営の見直しを行っていくという内容となっています。 

 ５つ目として、そのためにも行政内部管理経費の削減を徹底して行っていくというものでござい

ます。先に出来るものから、特に職員の人件費等については、そういう意味で19 年１月から実施を
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行っているということでございます。 

 次に、６つ目として、これらの対策に対しても町民の理解と協力を受けながら財政再建を行って

いくということでございます。 

 51 ページになります。第２節、全会計の再建対策と目標額になります。ここに掲げています、再

建対策の柱については、先ほど自主的な財政健全化を図っていくということでございますが、やは

り私どもは最悪のパターンを考えながらこれに取り組んでいかなければならないというふうに考え

てございまして、その中では健全化法に言われる、再生団体としての計画の中に盛り込まれている

対策を取っていきたいということで、この①から⑤番に書いているとおりの対策を取っていくとい

う内容としてございます。 

 ２番目、対策の目標額については、普通会計の財源不足が40 億 4,400 万円、さらに特別会計・企

業会計の赤字解消額61 億 4,400 万、合わせまして101 億 8,800 万円の対策を取っていくということ

でございます。平成 20 年度決算時までの対策としましては、19 年度、20 年度がやはり今後の財政

対策を進めていく上で軌道に乗せる上でも重要な年度と位置づけてございます。そのため、19 年度、

20 年度は総額 13 億 6,400 万の対策を取り、連結実質赤字比率を 23.9％以内まで回復させていくと

いうことでございます。 

 次からの、具体の再建対策と目標額につきましては、大黒主幹の方から説明をさせていただきた

いと思います。 

○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、私の方から引き続いてご説明いたしたいと思いま

す。52 ページ、第３節、具体の再建対策と目標額です。ここではですね、歳出の削減、それから、

歳入の確保、特別会計・企業会計独自の対策、それと第４節の財政運営上の必要な対策と４つの項

目に分けております。 

 まず、歳出の削減でございます。１番目、総人件費改革の取り組み。これにつきましては、人件

費対策の総体の考え方を示しておりますが、ここで説明は省略したいと思います。それで、具体の

対策につきましては54 ページをお開きください。 

 ２番目、定員の削減・抑制による一般職給与費の削減でございます。内容につきましては、四角

で囲った部分、「見直しの内容」というところです。早期退職の募集、平成19 年度で応募者数は38

名としております。それから、一般行政職員の原則採用凍結、平成24 年度まで。それから、それ以

降の採用につきましては、退職者のおおむね５割採用ということを掲げてございます。目標額につ

きましては、合計で 22 億 1,800 万となっております。それぞれの年度ごとにつきましては、55 ペ

ージの表39、目標額の網かけになっている部分でございます。ここでですね、ちょっとご説明した

いのですが、平成 22 年度が極端に効果額少なくなっておりますが、これにつきましては、平成 19

年度に早期退職した38 人分の退職手当負担金、約２億 5,000 万円を効果額から差し引いたことによ

って、この額となっております。それから、その下の表 40 なのですが、ちょっと訂正といいますか、

字が消えておりますので加筆をお願いしたいのですが、表の下の米印の最後がちょっと消えており

ます。申し訳ございません。ここはですね、最後、「控除していません。」になります。 
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 続きまして、３番目、再雇用による人的資源の有効活用でございます。ここにつきましては、平

成 19 年度において早期退職した職員をですね、特定嘱託員として再雇用し人的資源の有効活用を図

るものでございます。効果額、56 ページになりますが、ここは逆に支出ということになります。 

 それから、その下４番、一般職の給与削減でございます。見直しの内容につきましては四角の中。

給与制度改革と自主削減によりまして、平均 19.2％の削減でございます。効果額につきましては、

57 ページの表 43。上から２段目の表になります。網かけの部分、おおむね 20 年度は３億 5,000 万

の効果が出るということになります。 

 続きまして、58 ページお開きください。５番目、管理職手当の削減でございます。これにつきま

しては、平成 15 年１月から支給率の 25％減を行っており、引き続いて、これを行なうものでござ

います。効果額につきましては 58 ページの表 45 になりますが、この効果額は先ほどの一般職の給

与削減の中に含まさっているものでございますので、再掲という形でお示ししております。 

 続きまして、59 ページ、６番、住居手当の削減でございます。これにつきましては、国家公務員

に準じ支給水準を見直し、引き下げるものでございます。これにつきましても、効果額は表46、お

おむね 1,000 万程度を見込んでございます。 

 続きまして、60 ページになります。７番目、特別職の給与削減でございます。見直しの内容につ

きましては、町長 35％、副町長 35％、教育長 30％。それから、副町長の現行２人体制から１人体

制というものでございます。効果額は表 47 のとおりでございます。20 年度はおおむね 2,500 万円

を見込んでおります。 

 続きまして、61 ページ。８番、議員定数及び議員報酬の削減でございます。定数削減と報酬の自

主削減するものでございます。効果額につきましては62 ページ、表48。合わせて平成20 年度で2,200

万の効果額を見込んでございます。 

 続きまして、９、対策後の一般職給与費の推移。それから、10 番目、対策後の総職員数の推移。

これについては説明を省略させていただきます。 

 続きまして、63 ページ下段になります。11、事務事業の見直しでございます。これにつきまして

も２月 21 日に議員の皆さんには全員協議会でご説明しているものでございますので、ここの部分も

説明を省略させていただきます。ただし、ちょっと申し訳ございません、訂正がございますのでお

願いしたいと思います。66 ページをお開きください。一番上、「③町民サービスの伴う事務事業の

見直し」。ここでございますが、この③を? にお願いしたいと思います。66 ページの上段、③のと

ころを? とお願いします。それとその下に、「イ．一律に補助・助成・支給している事業」の、この

イを①にお願いいたします。同様に次の片仮名のロ、これを②とお願いします。次にですね、67 ペ

ージの上段、片仮名のハ、これも申し訳ございません、③でお願いしたいと思います。それで、11

番、事務事業の見直しの効果額につきましては、68 ページ表 57 のとおりでございます。 

 続きまして、12 番、投資的経費の見直しでございます。これにつきましては、現行の財政改革プ

ログラムにおきましても、投資的経費の一般財源枠を現状延長型で３億円としているところを

5,000 万円を削減し、２億 5,000 万と設定しております。同様に本プログラムにおきましても、投

資的経費の平年ベースとして２億 4,000 万円、プラス懸案事項分の経費を増額した金額から 5,000
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万円の追加削減を行うこととしました。効果額につきましては、その下の四角の表58 のとおりでご

ざいます。毎年度5,000 万を削減するというものでございます。 

 続きまして、69 ページ。こちらからは歳入の確保ということになります。まず、１番目、収納率

の向上でございます。町税その他の収入の過去５年間の状況を、以下、表 59 のとおり示してござい

ますが、同規模町の８町の平均値で比較しますと、18 年度の現年分でですね、本町においては 0.5

ポイント上回っているのですが、合計では１ポイント下回っているという状況になってございます。

70 ページをお開きください。そのようなことからですね、今後一層の適正かつ厳正な収納の確保に

努める必要があるため、昨年５月に「収納率向上緊急対策会議」を組織しまして、全町的な収納対

策としての方針を取りまとめ、対策を強化していくものでございます。この方針につきましては後

ほど説明させていただきます。また、特に滞納対策としまして、公営住宅使用料及び学校給食費の

裁判所に対する法的措置を実施するほか、滞納者に対する行政サービスの制限についても検討を進

め、早い時期に実施する考えでございます。これらによります目標額につきましては71 ページ、表

61 のとおりでございます。網かけの部分につきましては、これは普通会計に対する目標額というこ

とになります。それ以下につきましては、それぞれの各会計の努力目標額としてございます。 

 続きまして２番目、使用料・手数料等の見直しでございます。これにつきましては、同様に前回

説明をさせていただいております。効果額につきましては、表 62 のとおりでございます。おおむね

21 年度は 2,500 万程度を予定してございます。 

 続きまして 72 ページ、３番目、下水道使用料の見直し。これにつきましても、赤字解消のため平

成 21 年度に 10 から 15％の間で料金改定を実施するものとしてございます。目標額につきましては、

表 63 のとおりでございます。 

 続きまして４番目、町有財産の売却でございます。これにつきましては、平成19 年度に広報特集

号を発行しまして、登別、室蘭、それから苫小牧市民に対しても特集号を配布するなど、積極的に

宅地として公募分譲するなど売却に取り組んできております。引き続き、未利用宅地の売却を進め

るとともにですね、行政財産、普通財産を問わず、活用が今後見込めない土地についても積極的に

売っていきたいという考えでございます。効果額につきましては、73 ページでございます。表 64

でございますが、これにつきましては、相手がいることなので最初の目標額ということで毎年度

2,000 万円としてございます。 

 続きまして５番目、超過課税の実施でございます。平成 14 年度に策定しました第４次の行革大綱、

これによりますと、町財政が急速に悪化してきている現状、それから、類似団体との比較、少子高

齢社会における町民ニーズに対応した施策の財源確保の必要性など、総合的に判断した結果、超過

課税や新たな税の導入による自主財源の確保もやむを得ないものとして検討を進めることとしてお

りました。本プログラムで示した改革前の収支見通しに対しまして、職員人件費の削減をはじめ、

その他の対策を講じたとしても対策額が不足し、計画期間内での赤字の解消が困難であることから

ですね、今回、法人町民税及び固定資産税の超過課税を実施することといたしました。74 ページを

お開きください。 

 まず、１番目としまして、法人町民税の超過課税でございます。本町につきましては、これまで
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法人町民税の税率を標準税率に据え置いてきておりますが、道内 180 市町村のうち、均等割では全

道の 75％、法人税割は全道の96％の多くの市町村で実施されてきております。このことからですね、

他の市町村とほぼ同程度の負担をお願いするという趣旨から、今回、法人町民税の超過課税を実施

することといたします。実施期間及び税率は、21 年３月以降の決算期から導入し、税率は均等割が

現行の 20％増、法人税割は2.4 ポイント増でおおむね 20％の増ということになります。効果額につ

きましては、年間2,000 万を予定してございます。 

 続きまして? 、75 ページになります、固定資産税の超過課税でございます。これにつきましては

ですね、早期に導入の結論を出して実施していかなければならないということで、都市計画税の新

設と固定資産税の超過課税、この２点に絞って検討を進めてきました。都市計画税は、道内56 市町

村で導入されており、74 ページの表 65 でもお示しするように、同規模自治体でもほとんどが導入

している状況でございます。ただ、この都市計画税は、事業に要する目的税ということで、原則的

に課税区域を市街化区域と限定してございます。あくまでも、原則ではございます。しかしですね、

本町は現在、都市計画事業は下水道事業のみということになっております。下水道事業は市街化区

域以外の調整区域でも実際、区域を設定し、事業を実施していること、また、すでに事業完了して

いる区域が広く、今後の負担について公平性の確保を図ることが困難であるということから、都市

計画税の導入については課題が多いという考えでございます。また、本町の市街化調整区域におい

てはですね、旧宅造法による住宅団地あるいは旧既存宅地など市街化区域とほぼ同様の用途に供さ

れている地域がございまして、市街化区域と調整区域を明確にすることはなかなか難しい状況であ

ると。これに対しまして固定資産税の超過課税は、現在、道内では12 市町村で導入されております。

また、近年、全国的にも地方財政の危機的状況によってですね、導入の動きが見られているという

状況でございます。このような中でですね、使途が限定されない一般財源を、やっぱり徴収するこ

とが都市計画税よりもメリットがあると。また、多くの町民の皆さんに協力をお願いするという趣

旨からですね、この度、固定資産税の超過課税を実施することといたしました。76 ページをお開き

ください。導入時期につきましては、21 年１月１日を基準日として、21 年４月からということにし

てございます。税率につきましては、土地、家屋、償却資産ともに課税標準1.4％を 1.7％、プラス

0.3％ということにしたいと思っております。今回の超過課税にあたりましては、都市計画税を導入

している多くの自治体の上乗せ税率が 0.3％ということで、これと同率としております。ただ、評

価替えによる減少分の補てんとなる要素も含めますということで、各家庭での実質的な増は20％以

下になると予想してございます。また、この固定資産税の超過課税を導入するにあたりましては、

例えば土地だけとか、家屋だけということはできなくて、あくまでも、償却資産も対象となります

ので、償却資産を有しない一般町民は都市計画税と同等の負担となりますが、償却資産を有する個

人事業者や法人の場合は都市計画税よりも負担は大きくなるということでございます。実際、都市

計画税は償却資産にはかかりませんので、本町の場合は特別、償却資産におおむね 20％増の超過課

税がかかるということになります。効果額は21 年度からということで、毎年度評価額等によりまし

て効果額は減少しますが、21 年度は約２億5,000 万程度を見込んでございます。 

 ６番目、退職手当債の活用ということでございます。これにつきましては、平成19 年度に、大量
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退職があった年度に発行できる退職手当債を活用して、22 年度に支払わなければならない追加負担

金、これの負担増に備えることとしております。効果額は 77 ページ、表 68 のとおりでございます

が、20 年度以降のマイナス表示につきましては、元利償還金を支払っていかなければならないとい

う部分でのマイナスでございます。 

 続きまして７番、保育料の改正でございます。これにつきましては、適正な受益者負担の観点か

ら国の基準に準じた見直しということで、平成 20 年度に検討を行い、21 年度から段階的に見直し

するということとしております。目標効果額は表69 のとおりでございます。 

 それから、８番目、国民健康保険税の改正につきましては、国保会計の安定した財政運営を継続

させるためにですね、応能応益の平準化のための税率改正を進めたいということでございます。78

ページでございますが、ただし書きでございます。平成20 年４月から後期高齢者医療制度が導入さ

れ、影響等が十分把握されていない状況でございますので、この辺を把握した上で税率を設定した

いということで、21 年４月からの改正を目標としてございます。よって、現時点で目標額は定めて

ございません。 

 ９番目、赤字会計に対する一般会計の財政支援でございます。これにつきましては、計画的に行

っていきたいということで、それぞれの会計に対してする繰出額は表70 のとおりでございます。 

 続きまして 79 ページ、特別会計・企業会計独自の対策というところでございます。これにつきま

しては、赤字会計対象ということで１番目、国民健康保険事業会計から、最後の84 ページ、８番の

国民健康保険病院事業会計までということにしてございます。ここの中身につきましては、説明を

省略させていただきたいと思いますが、最後84 ページの病院会計の部分でございます。一般会計の

追加繰入ということで、表 77 になりますが、26 年度で全額入れることになっております。病院の

経営につきましてはですね、まだ方針が出ておりませんので、21 年度以降は新たな赤字が発生しな

いものとして試算しておりますので、20 年度末までの不良債務を回収するための一般会計からの繰

入ということになります。以上の対策につきましては、85 ページ表78 と表 79 にまとめてございま

す。表 78 の普通会計における対策額におきましては、普通会計で小計で示した対策額を出しまして、

普通会計の資金不足を解消し、その剰余分を赤字会計の支援に回すという考えでございます。 

 続きまして 86 ページ、第４節になります。財政運営上必要な対策ということで、ここにつきまし

ては、目標効果額は出してございません。ただしですね、まず、１番目として、町債残高の縮減及

び町債発行額の抑制ということで、現行の改革プログラムにおきましては、投資的経費にかかる起

債発行額を８億円台としておりますが、本プログラムにおきましては、やはり早期に町債残高を縮

減させるということからですね、近年の起債発行の平準ベースであります７億円以内ということに

抑制したいという目標を立ててございます。それから、下水道会計につきましては、処理場の改修

が緊急を要する起債事業が計画されているところでございますが、基本的に４億以内ということで、

これは現行プログラムと同額にしてございます。なお、目標額は事業の円滑な推進のために、５年

以内の総枠管理としまして、年度間の増減は弾力的に対応したいと思っております。そうすること

によって、表 80 のとおり、最終的な全会計の残高は以下のとおり、かなり少なくなっていくという

状況でございます。 
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 それから、次、民間委託・移譲の推進でございます。これにつきましては90 ページまでガイドラ

イン的なものをお示ししておりますが、職員が減っていく中でサービスの低下を少しでも食い止め

るためには、やはり民間委託・移譲を進めていかなければならないということでございます。詳細

の説明は、ここでは省略させていただきたいと思います。 

 続きまして、91 ページをお開きください。第５章、対策後の財政収支見通しでございます。まず、

１節としまして、普通会計の財政収支見通しでございます。まずは、歳入の前提条件、歳入・歳出

ですね。それから、92 ページに対策実施後の普通会計の財政収支見通しをお示ししてございます。

基本的には不足額を埋めるということなので、差引額、下から３段目の欄は全てゼロということに

してございます。また、下にですね、財政調整基金積立額、それとその下、残高ということを示し

ておりますが、この額はですね、基本的に目標額としてカウントしているわけではございません。

他会計への繰出金を基本的に 5,000 万円単位としておりますので、端数を積み立てるということで

してございますが、これはあくまでも調整額として位置づけるものでございます。ただし、これが

最終的にきちんと積み立てられれば、28 年度にはおおむね残高５億5,000 万ぐらいまで回復すると

いうようなことでございます。 

 続きまして、第２節、特別会計・企業会計の財政収支見通しでございます。これにつきましては、

95 ページまでそれぞれの会計をお示ししてございますが、基本的に独自の対策と一般会計からの繰

入れによって、最終的28 年度までには赤字を解消するということで見込んでございます。 

 それで、95 ページ、第３節の全会計の財政収支見通しでございますが、見通しにつきましては、

96 ページ表89 のとおりでございます。最終的に28 年度には、赤字額はゼロということにしてござ

います。 

 また、第４節の財政指標の見通しでございますが、実質赤字比率につきましては、97 ページ表90

のとおり、もちろん、比率はゼロでございます。連結実質赤字比率につきましても、これにつきま

しては最終的に土地売り払い等の黒字分を差し引いた表が 98 ページの表93 になります。20 年度に

つきましては、一番下です。実質赤字比率が 23.9 となりますが、21 年度以降からは早期健全化基

準もクリアし、25 年度にはプラスになるという見込みでございます。この20 年度の 23.9 という部

分につきましては、このプログラムにおきましては、早期健全化やむなしということになってござ

いますが、議会等でもご説明したとおり、病院特例債を借りるという部分がございますので、これ

を 20 年度中に積極的に進めまして借りることが可能であれば、ここは解消するという見込みでござ

います。それから、99 ページ実質公債費比率、それから、４番目の将来負担比率につきましても、

もちろん問題なく推移いたします。説明の方は省略させていただきます。 

 最後に 101 ページ、第６章になります。行財政運営のガイドラインでございます。まず、１番目、

新財政改革プログラムの位置づけということで、このプログラムはですね、総合計画を推進するた

めの財源を確保しつつも、一方で健全化を図る計画として位置づけ、本町の全ての計画や行政運営

に対し、財政的制約をかけるものという位置づけにしたいというふうに考えています。 

 ２番目、ライフサイクルコストによる事業決定システムの導入。ここにつきましては、公共施設

の建設を決定する際にですね、建物の建築をするお金だけではなくて、最終的には解体処分するま
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での総経費を算出してですね、計画的に基金に積み立てるなど、こういったものを条件として、こ

の辺の決定の可否を議会の方で十分説明、協議したいという考えでございます。 

 ３番目、起債発行枠の設定につきましては、先ほど説明のとおりでございます。 

 ４番目、スクラップアンドビルドの設定。これにつきましては、必ず終期を設定すること、限度

額を設けること、それから、特定の受益者がいる場合は一定の負担というものを前提にしたいとい

うことでございます。 

 102 ページ。５番目、上乗せ・横だしサービスの廃止につきましては、特に社会的弱者への事業

を除き、財政再建期間中は原則実施しないことといたします。 

 ６番目、町独自の健全財政のための財政指標基準の導入。これは、従来からあった指標について

は、もちろん毎年度公表するとともに、新たな財政指標を研究していくというものでございます。 

 ７番目、組織機構の見直しと政策決定ということで、職員数を計画的に削減することからですね、

このような中で町民サービスを最小限にするための組織機構の見直しを行っていくとともに、政策

決定における責任と体制を明確にしていきたいということでございます。 

 第２節、進行管理と公表。これにつきましては、取り組み状況の公表につきましては、ここに掲

げている「進行管理実施要綱」というものを設定し、議会並びに行革委員会、町民の方に報告する

というルール化をしたいというふうに考えています。また最後に、進捗度に遅れが生じた場合にお

きましては、速やかにプログラムの補強措置を取っていきたいというふうに考えてございます。 

 以上、プログラムの方の説明はこれで終わらせていただきますが、もう 1 枚、両面でお示しして

いる対策シミュレーションという部分を若干説明させていただきたいと思います。まず、連結実質

赤字比率対応と赤字額解消対応、これは両方括弧書きで示してございます。連結実質赤字比率対応

につきまして、上段は現状延長型のシミュレーション。上段から次の四角の中の標財比となるのが、

何もしない場合の連結実質赤字比率をお示ししております。その下、対策を講じることによって改

革後の標財比、これが 20 年度が 23.9 という数字になります。その下は他会計の繰出額を記載して

ございます。裏面につきましては赤字額解消対応ということで、上段は同じく現状延長型の数字で

ございますが、先ほどご説明したとおり、ここには水道会計の黒字分は含めておりません。赤字分

のみということになります。これに対して対策を講じることによりまして、最終的に改革の実質収

支ということで28 年度は、赤字額はゼロというこういう表でございます。 

 以上、プログラム関係につきましては、これで終わらせていただきます。 

○委員長（及川保君） 暫時、休憩をいたします。再開を 15 時 05 分といたします。 

休憩 午後 ２時５３分 

                    

再開 午後 ３時０６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。 

 プログラムの方は、今、説明が終わったわけですけども、皆さんの方に資料いっておりますけど

も、収納率の向上対策、これについて説明を求めたいと思います。野本税務課参事。 

○税務課参事（野本裕二君） それでは、私の方から「白老町収納率向上対策方針（案）」につい
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て、説明させていただきます。１ページをお開きください。１、町財政を取り巻く状況と、２の白

老町収納率向上緊急対策会議の設置につきましては、省略させていただきます。 

 ２ページ目の３、検討の経過より説明します。緊急対策会議は、副町長を座長とした税務課及び

使用料等の収納担当課の課長職 12 名で組織し、平成 19 年５月 17 日に第１回会議を開催しました。

同時に、担当者レベルの幹事会を組織しまして、同年５月 25 日第１回幹事会を開催し、翌年３月

10 日まで６回にわたる検討を行ってきました。その間、緊急対策会議においては、幹事会での検討

結果をもとに方針案を取りまとめ、３月14 日の第４回緊急対策会議で「白老町収納率向上対策方針

案」を最終決定し、町長に報告しました。 

 ３ページ目に続きます。４、町税及び税外収入の収納状況についてでありますが、? の町税より

４ページ目の? の国民健康保険税、? の保育料、６ページ目にきまして? の公営住宅使用料、? の

下水道使用料、８ページ目の? 下水道受益者負担金、? の水道料、10 ページへいきまして? の学校

給食費、? の介護保険料につきましては、過去５年間の収入状況ですので詳細については省略させ

ていただきます。 

 12 ページをお願いいたします。５、収納率向上のための方策。? 収納率向上強化対策。①現在の

取り組み状況としまして、収納率の向上については、これまで収納主管課において、さまざまな取

り組みを行っています。主な取り組み内容としましては、ア．納税・納付相談の実施。これは、面

談し、事情を聞きながらきめ細やかに納付指導を行っています。イとしまして、分割納付の実施。

納めやすい環境をつくっております。ウ．臨戸訪問による徴収。各戸を訪問し、納税・納付相談に

応じながら徴収しています。エ．文書や電話等による催告の実施。現年課税分や小額滞納事案につ

いては、文書送付や電話による催告を行っています。オ、口座振替の促進。口座振替の促進は収納

率の向上に大きく寄与するとともに、収納事務の軽減につながるものであることから、広報やホー

ムページなど機会をとらえて利用促進を図っています。カ．差押などの滞納処分。高額滞納者や悪

質滞納者に対しては差押を行い、対策の強化を図っています。 

 ②としまして、今後の取り組み。現在の危機的な財政状況の中で自主財源の確保と町民負担の公

平性の確保から、現在の取り組みをさらに強化するとともに新たな対策を次のとおり進めていきま

す。ア．収納強化週間・月間の実施。今後は税外収入金も対象に毎月 25 日から月末までを強化週間

とし、12 月・３月・５月を強化月間と定め、取り組みを進めていきます。イ．収納窓口の充実。仕

事などで来庁できない方のために、毎月25 日から月末まで夜間窓口を開設しており、税外収入につ

いても同時に収納できる体制とします。また、休日には、計画的に休日窓口を開設し、町税や税外

収入の納付に応じるとともに、休日臨戸訪問や電話催告を各収納主管課と共同で実施します。ウ、

口座振替の積極的な勧奨。さらなる利用を進めるため、金融機関を通じてのキャンペーンなど一定

期間を定めたＰＲを実施し、加入の促進に努めます。14 ページにいきます。エ．白老町収納対策特

別チームの設置。税務課を中心に収納主管課の収納実務職員からなるチームを設置し、全庁的な取

り組みとして強化していくものです。本チームは月１回以上対策会議を行い、情報の共有と徴収手

法の研さん、目標設定などを行い、悪質な滞納者に対しては共同督励を実施するものです。オ．コ

ンビニ収納の実施。水道料及び下水道料については、既に平成17 年度に導入して、利用件数も年々
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伸びておりますので、今後は町税は他の税外収入も対象に、費用対効果を十分に検討して導入を決

定することとします。 

 ? 滞納対策としまして、①現在の取り組み状況。電話等による催告や臨戸訪問を数多く実施し、

きめ細やかな対応をしていますが、さらに差押による対策強化も図っています。②今後の取り組み。

学校給食費や公営住宅料など、年々滞納が増える傾向にあります。町民の公平性を確保するために

は、町としても強い態度で対処しなければなりません。このため、新たな対策としまして、ア．差

押滞納処分の強化。今後は保育料、下水道受益者負担金についても、税務課及び担当課と共同で給

与や財産の滞納処分を行います。また、滞納整理に際し、滞納処分を執行するかどうかを判断する

一定の基準により、適時的確に処分の執行を行います。滞納処分にあたっては、債権など換価の容

易な財産を優先し、不動産・動産などの換価にあたっては、多数の入札者を確保するインターネッ

ト公売の活用を検討します。イ．被保険者証更新による対策の強化。保険税につきましては、被保

険者証の交付期間を弾力的に１から３カ月にするなど、納税者との対応の機会を増やし納税の徹底

を図ります。ウ．給水停止の強化。水道料の滞納対策として、給水停止処分の回数を増やすなど処

分の強化を行います。エ．学校給食費及び公営住宅使用料の法的措置の実施。学校給食費や公営住

宅使用料の未納の場合には、地方税法に基づく差押等の強制執行は行うことはできませんが、民事

訴訟法の改正により、裁判所に対して支払督促の申立が簡易に行うことができるようになったこと

から、悪質滞納者に対しては支払督促申立や、公営住宅の退去処分を含む訴えの提起のための規則

等の整備を行い実施することとします。オ．行政サービスの制限の実施。具体的には、行政サービ

スを受けようとするときに、町税等についてそれぞれの納期限までに納付していない場合、原則、

制限することになります。実施に向けては、条例化を前提として、制限する行政サービスの選定を

慎重に進め、町民に十分周知した上で実施することとします。カ．関係機関との連携。税務署・道

税事務所・各市町村との連携を深め、滞納整理に関する情報収集や徴収技術の習得、研究に努めま

す。本町においては独自に滞納採択を行っていますが、一部事務組合の組織化にあっては広域的な

協議が必要となります。 

 ６、収納対策推進会議の運営。新たに「収納対策推進会議」として組織し、効果的な対策を検討・

決定していくことなど継続的に運営していきます。 

 ７、財政改革プログラムの目標の設定であります。平成18 年度の決算額をもとにしまして、町税

及び国民健康保険税については 0.5 ポイント、それ以外の収入金は１ポイントの収納率の増を目指

します。なお、目標額につきましては下記の表のとおりとなっております。 

 ８、収納主管課による目標設定と具体的対策案の提示。各収納主管課が年度当初に徴収計画を策

定し、これをもとに目標収納率を設定していきます。進行管理は税務課がチェックすることとしま

す。 

 ９、今後の課題としまして、? 収納体制の集約化。町税及び税外収入の収納については、税務課

を中心に各担当課と連携しながら収納業務に当たっていますが、町全体の収納管理体制を考えた場

合、業務を集約した新たな部署を設けることが効果を挙げることが可能かどうか検討を進めていき

ます。? 電算システムの改善。システム変更経費を考慮しながら検討を進めていきます。 
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 10、結び。収納率向上対策や滞納対策とその方向性について示したところです。今後は議会や町

民のご理解、ご協力をいただきながら、一層効果的な収納確保のために対策を講じていくものです。

以上でございます。 

○委員長（及川保君） ありがとうございました。行財政対策室、大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、私の方からですね、住宅使用料と、それから、学

校給食費の滞納整理に関する部分についてご説明させていただきたいと思います。２課にまたがっ

ておりますので、今回の緊急対策会議の事務局であります行財政対策室の方で説明をいたします。 

 今回、滞納整理に関しましては、住宅使用料関係、それから、学校給食関係の資料を事前に送付

してございますが、公営住宅の明け渡しに関する事務以外はほぼ同様の事務の流れになります。そ

れで、今回のご説明につきましては、公営住宅使用料に関する事務についてのみ説明をさせていた

だき、学校給食費に関する資料の説明は省略させていただきたいと思います。 

 それでは、お手元の「白老町営住宅使用料滞納整理フローチャート」。それと、同じく町営住宅の

「事務処理要綱（案）」をそれぞれご用意いただきたいと思います。フローチャートを中心にご説明

申し上げます。中身の説明の前にですね、今回の要綱は裁判所に対する手続きとして、支払督促と、

公営住宅については通常の訴訟を含めた手続きを起こすまでの事務の流れをまとめたものでござい

ます。支払督促とは、正式な裁判手続きをしなくても、判決の後、同じように裁判所から債務者に

対して金銭などの支払いを命じる督促状を送ってもらえる制度でございます。この制度は、民事訴

訟法第 382 条で定められたもので、債権回収の有効な手段とされているものです。この申し立ては、

金銭債権の額に関わらず簡易裁判所で行われるものでございます。 

 それでは、フローチャートをご覧ください。まず、一番上「滞納者」。これに対しまして毎月の納

期限後20日以内に督促状を発送しておりまして、納期は発送した日から15 日以内となっています。

これは要綱の２条になります。その下で「督促に応じない場合」。これにつきましては、催告書を年

４回発送してございます。これは３条関係になります。なおかつ、電話催告ですとか、臨戸訪問な

ど納付指導を行っていきます。次に、催告書を送付しても納付指導に応じない場合や、納付約束を

繰り返し履行しない場合は、第５条で町長は選定基準に従い、法的措置候補者を選定し、本人に通

知することとなります。この基準につきましてはそれぞれ要領で規定してございますが、住宅と学

校給食におきましては、それぞれ額あるいは期間が違ってございますので後で確認をお願いしたい

と思います。それで、この候補者を選定する場合は、機械的にこのような基準になった方々を候補

者として選定するものでございます。さらにですね、６条で来庁要請書を送付しても反応がない場

合や、納付誓約書を取っても約束不履行を繰り返した者に対しては、第７条第１項で最終催告書と

いうものを内容証明郵便で送ることになります。この最終催告書を送っても反応がない場合、ここ

で最終的に10 条で法的措置選定委員会にかけてですね、ここで最終的に法的措置をする滞納者を選

定することとなります。ここの下から３段目の四角の部分で「法的措置選定委員会（10 条）」でご

ざいますが、その左側に点線の矢印があると思います。そこで「退去者連帯保証人」と書いてござ

いますが、実際、住宅につきましては滞納者に対し、今まで滞納している金額を全部支払ってもら

う部分と、それから、最終的に住宅の明け渡しという部分がセットになって出てきます。実際、す



 - 24 - 

でに退去している者、あるいは連帯保証人に対して滞納金というものを請求することが可能となり

ます。それで、こちらの退去者及び連帯保証人に対して請求する場合が、給食費の滞納者に対して

請求する場合と同じになります。どういうことかというと、この２つにつきましては、いわゆる、

裁判所に対する支払督促の申し立てができるということになります。それでは、明け渡しとセット

になった場合はどうなのだというと、セットになった場合は支払督促はできません。支払督促はあ

くまでも金銭にかかわる部分になりますので、明け渡しも含めると通常の訴訟という形になります。 

 それでは、学校給食と同じ支払督促の流れをちょっとフローで簡単に説明させていただきたいと

思います。フローの２枚目をお開きください。左側の矢印になります。住宅では退去者あるいは連

帯保証人に対して最終的に「訴えの提起等の決定」。ここはいわゆる支払督促の決定という形に置き

換わることになります。ここで支払督促をやるということを決定した場合は、その下、12 条の第５

項で「法的措置通告書」というものを本人あるいは連帯保証人に通知して、裁判所に支払督促の申

し立てをすることになります。これは単純に郵送で構わないということになります。それで、その

申し立てが受理されればですね、債務者の連名なしに裁判所の方で正当と認められれば、支払督促

を滞納者の方に出すことになります。まず、ここでですね、債務者、いわゆる滞納者が異議申立を

した場合。異議申立は、例えばお金がないから払えないとか、こういったものも異議申立の内容に

なるそうですけど、こういった場合はすぐに通常の訴訟に移ります。これは後で説明しますが、基

本的に支払督促をして、そのまま音沙汰が無ければ、さらに町側から今度は「仮執行宣言付支払督

促の申立」というのを行います。そこでまた、さらに何の音沙汰も無ければ、今度は「強制執行の

申立」ということをして、最終的に裁判所が強制執行するという流れになります。それで、異議の

申立が支払督促のあった段階、それから、仮執行宣言付支払督促があった場合、この段階で異議申

立があれば、通常の訴訟になります。通常の訴訟になる場合はですね、議会の議決が必要になりま

すので、そこで議案を策定して、議会議決を得た上で訴えの提起ということになります。訴えの提

起につきましては、この以下の表のとおりでございますが、ここにつきましては最終的な裁判所の

中身になりますので説明は省略させていただきたいと思います。 

 それから、すみません、１枚目に戻っていただきまして、続きまして、明け渡しも含めた流れに

なりますが、下から３番目の四角の「法的措置選定委員会」で住宅の明け渡しも含めた法的措置を

選定した場合ですね、「明渡請求書」というものをまずお送りします。その段階で反応がない場合は、

「条件付町営住宅入居許可取消通知書」というものを送ります。これはどういうことかというと、

一括で滞納分を全部払えば、そのまま住んでもいいですよと。ただし、払えないのであれば、払う

気持ちがないのであれば、もうすでに、ここの入居の許可は取り消しますという通知でございます。

そこでも何も音沙汰が無ければ、これは訴えの提起を最終決定して、議案確定して、議決を得ると

いうことになります。それで、以上の議決を得た段階で本人に、裁判所に訴える旨の通告書を出し

て、最終的に裁判所に訴えるという形になります。裁判所の手続きにつきましては、弁護士さんを

立ててということを基本に考えてございます。以上でフローチャート関係の説明を終わらせていた

だきます。 

○委員長（及川保君） これで説明、全て終わりましたね。町側からの説明が全て終了いたしまし
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た。それでは、全議員による総務文教常任委員会でございます、皆さんの方からの質疑を受けたい

と思います。委員外議員の皆さんについても同様に発言を許したいと思います。質疑のございます

方はどうぞ。まず、新財政改革プログラムの方から質疑を受けたいなというふうに思います。２番、

前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ２番、前田です。今、新財政改革プログラムの説明をいただきましたけど、

本当に大変よく出来て、あとは実行するのみだと思いますけども、２点ほどだけ聞かせていただき

たいと思います。 

 68 ページの投資的経費の見直しの中でですね、中段に 2 億 4,000 万円に懸案事項分の経費を増額

した金額を確保していますと言いますけど、この増額した金額と内訳、項目というのですか、それ

はどういう事業が入っているのか、ちょっと教えてほしいのですけど。 

○委員長（及川保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、２億4,000 万、それから、懸案事項分のどういったも

のが入っているのかという部分にお答えいたしたいと思います。ここにも記載しているとおり、投

資的経費の平年ベース、これにつきましての内訳はですね、２億 4,000 万のうち、２億円について

は道路、公園、一般的なこれまでも継続されてきた経費を確保してございまして、プラス4,000 万、

これにつきましては港湾の負担金の10％分を確保してございます。それから、そのほか、懸案事項

分というのはですね、今回、バイオマスにかかわる一般財源分、それから、中学校の適正配置にか

かわる経費、これを一応見込んでございます。以上です。 

○委員長（及川保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） わかりました。そして、今後、臨時的に考えられる分というのは入ってい

ないのですか。仮に、保育所が民営になった時に、保母が仮に寿幸園のように町に戻ってくるよと

いう相当額の人件費とか、それから、港の岸壁なんかの維持補修出てくると思うのですけども、そ

ういうような大きな部分についている投資的な事業というのは一切もみていないということなので

すね。将来的な負担が伴ってくる予見されるものは。 

○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、保育所の方ですけども、保育所の民営化について、３

園を対象にして今後、事務を進めて・・・。 

○委員（前田博之君） そういう事ではなくて、そういう部分についてはここに入っていないとい

うことですか。将来的に懸案されるような部分は。あくまでもこういった部分だけということなの

ですか。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） そうです。現時点で固まっているものについては入れており

ますけど、今後まだ想定できないものについてはまだ入れていないということで、ほかにも例えば

公共施設でも改修の必要なもの等も出てきますが、例えば給食センターもそうです。病院もそうで

すけども、そういうものについては見込んでおりません。 

○委員長（及川保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） それともう一点。最後ですけども、１枚もののペーパーで対策シミュレー
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ション、連結実質赤字比率の対応の方の数字、いいですか。改革後の標財比というのかな。これは

多分、指標の数字ですよね。この中でですね、20 年がすごく、今、予算組んだのだけども、23.9％

と大きいのですよね。そして、財調が 19 年度で３億 2,700 万、20 年度で残りが３億 1,900 万持っ

ているのだけども、全部使わないことにしてもね、この前、町長が１％で 6,000 万と言ったかな、

それで計算するとですね、19.4 ですから、これを引くと4.5 なのですよね。これをちょっと上乗せ

して、財調からそれ相当の額を出すとですね、19.4 を割ってしまうのですよね。そういうような形

でやると、財政危機と騒がなくてもですね、早期健全化の中で突出しなくてもいいのではないかな

と思うのだけど、そういう数字の使い方というのかな。それで、21 年度を見ると、大変落ちていま

すけど、これは多分、超過税率が入ってくるから、その分の見合いで多分、今のより割り返して落

ちてきますけども。何で20 年がこんなに突出させなければいけないという言葉になるのかな、しな

ければいけないのかなと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 単純に計算しますとですね、今、前田議員がおっしゃられた

ように、23.9 ポイントですから、最低基準でいくと 19.4 ポイントですので、4.5 ポイントクリアす

れば、何とかこれは下回るよという、こういうお話だと思うのですね。単純に言うと、4.5 ポイン

ト分が１ポイント 6,000 万ですから２億 7,000 万、対策に打ち込めば、これはぎりぎりクリアする

という、こういう部分です。今、２億 7,000 万財調で持っていますから、最終的にどうにも手立て

がない場合には、こういう手法は、今、議員がおっしゃられたように最終的な手法としては考えら

れます。これはもう、ぎりぎりの判断の中で財調全てほぼ使い切ってでもですね、健全化団体をク

リアする方法としての手法は残っているという部分はあります。先ほども説明の中でお話したとお

り、まずは病院の、いわゆる改革プランを、何としてもそこは 20 年度中に方向性を出すということ

ですから、それをクリアすることを前提として、まず考えているということをご理解いただきたい

というふうに思います。 

 それともう一つ。これは議論のあるところだと思います。財調を全て使い切ってでも対策を取る

か。それとも、財調はある程度残しながら、全くゼロにしないでですね、何かあった時の調整分と

して持っておくか。これは議論のあるところかというふうには思ってございます。まず、取り得る

範囲の対策を取っていくことを前提として、今、考えているということです。 

○委員長（及川保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 最後です。そして、仮に早期健全化になって、国や道の方の計画をあげた

時にね、今、そこが肝心なところなのですよね。財調が一定の規模以内で抑えなさいというような

指導を受けるのかね。あるいは、預金は持っていてもいいから計画だけ出しますと。その辺の部分

というのは出てきていないのですか。だから、財調に最低１億 5,000 万なら１億 5,000 万とかね、

そういう基準の中であとは健全化の方に見せなさいということで来た時に、今、こういう説明をし

た時に、「いやいや、持って行ったら、そういうこと指示受けましたから比率下がりました。」とい

う話になった時に不信感持つのですよね。だから、その辺をちゃんと整理しておかないと、そうい

う事か聞いているのですよ。 
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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） 現段階で国が財調を一定基準の財政規模に対して何ぼ持ちな

さいという、そういう指導というのは、実はありません。ただ、おおむねですね、他の町の財政状

況を見てもですね、少なくても約１割近く、標準財政規模の１割は最低限、ある程度持っていると

いうのが実態だと思います。ただ、こういう状況になった時にですね、それでも財調残すのかとい

う議論にはちょっとならないのだろうと。健全化をやはりクリアするということになればですね、

やはり財調を使ってもですね、それは入れなければならないのかなというふうに考えます。ただ、

国から具体的なそういう指導というのは、今の段階ではございません。あくまでも健全化計画を立

てていく段階で、そのことは協議されるというふうにとらえています。 

○委員長（及川保君） ほか、ございませんか。３番、西田祐子委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） この改革プログラムは大変素晴らしいなと思って見させていただい

たのですけども、ただ、町立病院と保育所の民営化という部分が抜けていますよね。そういう中で

28 年度までの 10 年間で連結実質赤字比率をゼロにすると。そして、健全化団体もクリアするのだ

と、そういうふうな形で出ていますけれども、今、言った、２つの大きいものがここの中に入って

いないで、もし、それを入れた場合は、それでは、この計画の10 年間が５年になるのか、７年にな

るのか。私はその辺が一番気になるところなのですね。というのは、今回も町民に対する負担を求

めていますけれども、やはり税金を上げる前に役場内での改革が先であると、まず、ここで書いて

あるのなら、そっちの方の指針を先に出さないと、やはり税金を上げてくださいという話にはなら

ないのではないかなと思うのですよね。その辺の考え方はいかがなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） まず、病院の改革の問題ですが、20 年度中に改革プランをつ

くって、現状のままでいくということは当然あり得ません。例えばベッドの利用率等からにしても

ですね、やはり現状のままでいくということにはならない。何らかの措置をとらなければならない

ということで、最終的に先だって道からの報告も受けてございますが、道からの１番の望ましい形

としては診療所化ということを受けておりますので、最終的にそういう方向も含めて結論を出さな

ければならないということになります。ただ、それの中で、いわゆる特例債を借りられるのは約５

億だというふうに見てございますので、それでまず一つは、健全化の比率は下げることは可能だと

いうことがございます。ただ、これは７年間で返さなければならないものです。５億借りたとして

も７年間で返すということですから、年間 7,000 万償還しなければならない。ということは、１ポ

イント以上の、いわゆるポイント数としては上がるということになります。比率は下げることはで

きても、毎年度のポイントは１ポイントずつ上がると。 

 それで、もう一つは、実はこれは、町立病院の今の現状での老朽化からいくとですね、やはり、

ここ数年間の間、何年間ということは今の段階でははっきり言えませんけども、当然、改築という

ことも想定しなければならないということでございます。診療所化にするとした場合ですね、概算

で申し上げますと約７億から８億の資金が必要になると。それから、さらに病床数を増やした場合、

15 億以上の試算で出てございますので、その辺の兼ね合いが当然出てくるのだろうなと思っていま
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す。それで今、西田議員の方からお話があったとおり、現状での数値をまず押さえておくと。それ

以外に対策を入れ込んだ場合にどれだけの数値になるのかという、これは必ず押さえておかなけれ

ばならないと。なおかつ、今、言われた課題に対し、入れ込んだ時にどういうふうになるのかとい

うことは、それを方向性出す段階できちんと、また、議会の方にご報告しながらですね、数値見通

しがどのようになるのかということも含めてご相談しなければならないという部分だと思っていま

す。 

 それともう一つ。保育所については、今後３園を民間移譲していくということになっています。

現在で押さえている動向では、当然、民間事業者は意欲はあるかと思いますが、一方で町は、その

対応として職員については引き上げるということを想定しています。現在、25 名の保育士がおりま

す。人件費として約１億 5,000 万、それを全て負担するのかという話になります。ですから、移譲

するにあたってもですね、これは後年度の定員管理と合わせて、どのタイミングでやっていくのか

ということが必要になってくると思っています。現状でいわゆる対象保育園と、いつ移譲するのか

という期間、いつやるのかという期間はまだ決定はしてございませんが、それもどの段階でやるこ

とによって、どういう負担として出てくるのかと。人件費の見合い分がどういう段階で出てくるの

かということはですね、きちんとその部分も試算した上でプログラム上の指標がどう変わるかもご

説明しながら、きちんと方向性は決めていかなければならない、こういうように考えています。 

○委員長（及川保君） ３番、西田祐子委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  今、言った２つの点ですね、先ほども言いましたけども、やはり

税金を上げるという時には、やはりそれなりのある程度の説明ができるような状態にしておかない

と、やはり町民の方は納得しないのではないかなと。 

 それともう一つですね。役場職員の人たちが今回、退職されて、また、給与カットも大幅にして

いますよね。それで、これを10 年間続けるのか。そういうふうになった時にね、まちの人たちから

聞く声はね、やはり10 年間もカットするのは、ちょっと町民としては寂しすぎると。そんなにまち

って厳しいのかと。だったら、夕張と同じだよと。これね、何とか１年でも２年でも短くならない

のですか。やはり、そういうものがね、ちょっとでも町民の人たちにしてみたら明るい、そういう

ような方向を感じるのではないかなと思うのですよ。ですから、なるべく早い段階で、今、言った、

病院とか保育園の問題、何とか形をつけて、そして、給与カットを１年でも２年でも短くする。そ

ういうふうな健全な役場の体制になるのだよという方向性もぜひ１つ見つけ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） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 本当に、逆に議員の方からそのようなお話いただいてですね、

ありがたいお話なのですけども、私どももそういう考え方で進めていきたいと思っています。ただ、

現状の中でまだ見込みがつかないものを今、この時点で入れ込むということにはちょっとならない

ものですから、そこについてはご理解をいただきたいというふうに思っています。ただ、先ほども

お話しましたけども、そういう方向性が見えた段階ではきちんとこのプログラムを補完すると。進

行管理上もどのように財政指標が変わっていくかも含めてですね、じっと補完しながら対策を取っ
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ていかなければならないというふうに考えていますので、その辺についてはご理解をいただきたい

と思います。 

 それともう１点。明るい方向性というお話ですけども、本当に私どもも、今の状況はやはり危機

感としてとらえ、一方でこれを悲壮感ということではなくてですね、何とかこういう対策を取るこ

とによって、将来きちんと健全化になっていくのだという、こういう道筋をきちんとつけたいとい

うのが今回のプログラムでございます。それで、なおかつ、お示ししているのは、財政指標上はク

リアしても赤字が残っているのだということをきちんととらえて、10 年間の中で対策を取ろうとい

う考え方でございます。ですから、指標がクリアしたから、ここでやめるのだという考え方ではご

ざいません。確かに厳しい内容だと思っています。10 年間。ただ、これはですね、町民の皆様、そ

れから、議会の皆様がいろいろな議論をしていただいた中で方向性が見えた段階で、もしかしたら、

１年でも早く、２年でも早く、今、おっしゃったような対応が取れれば、本当に私どももそういう

思いで進めていきたいというふうに思っています。 

○委員長（及川保君） ほか、ございませんか。10 番、大渕紀夫委員外議員。 

○委員外議員（大渕紀夫君） 10 番大渕ですけど、１点だけね。経営健全化基準なのだけど、これ

は、国はいつまでに出すと言っているのですか。特別会計関係。いつまでに国は基準を、基準とい

うか、形を出すと言っているのですか。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） 実は、案としては、全国の課長会議等、これは都道府県レベ

ルですけども、課長会議等では３月19 日に案としては出ているのですね。案としては出ているので

すが、最終的にまだ私どもの方では国が決定したという状況では聞こえてきていないのです。本来

であれば、当初の段階でいけばですね、３月末までには、それは最終的に出すよということだった

のですが、大変申し訳ありません、今の段階では、私どもはその情報というのは収集してございま

せん。 

 それでもう１点ですね、実は決算時期を迎えて、国の方はこれらの指標を計算する上でのフォー

マット、いわゆる計算方式を出すというふうに今の段階では言っています。これがおそらく５月か

ら６月ぐらいにフォーマットを示すだろうというふうに考えています。その段階で最終的に、先ほ

どご説明した、土地の資産のきちんとした数値ですとか、下水道の解消可能資金不足額のきちんと

した数値は、その段階で算定できるのかなというふうに思っていますが、プログラムで書き込んで

いるのは今の段階で得た情報をもとに判断できる内容として試算しているということでございます。

若干、期待できるのは、解消可能資金不足額がもう少し見られるのではないかという部分は記載し

ていますけども、今の段階でそれが記載できる数値を大きく見るということにはならないという、

そういう判断をしているところです。 

○委員長（及川保君） 10 番、大渕委員外議員。 

○委員外議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。もう一つ。病院とかの関係。その部分はね、病院

だとか、臨海部だとか、工業団地と下水かな。今、引っかかる可能性があるという部分なのだけど。

何を聞きたいかと言ったら、全体の連結実質赤字比率だとかそういう部分の早期健全化の部分は、
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今、２つの指標で何とかクリアできる可能性が２つ出ているわけですよね。ただ、４つの特別会計

がそういう状況、そういう状況というのは指標が出る、ですよ。早期健全化団体というのか何かわ

からないけど、この 20％範囲の中にうちの４つの特別会計が１つでも入ったとしたら、それはどう

いう位置づけですか。連結実質赤字比率の４つの指標の最後の５番目の指標で引っかかった場合は

どういうふうになるのか。例えば、監査に外部監査が入ってくるとかということはわかるのだけど、

あとは同じだったら、早期健全化の部分で連結実質赤字比率を免れたとしても、こっちで引っかか

ってしまったら同じくなるのかどうかということがわからないわけです。だから、みんな、連結実

質赤字比率の早期健全化基準はクリアするというのだけど、４つの特別会計のことでは、何かちょ

っと伸びればいいのではないかとか、国の基準がわからないとかね、そこら辺がよくわからないの

だけど、そこら辺はどうなっているのですか。 

○委員長（及川保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） これにつきましてはですね、あくまでも町全体という部分で

考える指標については、すでにお示しされている４つの指標というのが基本的になりますので、そ

れ以外のいわゆる５つ目の指標であります、それぞれの経営健全化基準の、その会計という部分に

ついては、１つが基準をクリアできなかったとしてもですね、町全体として位置づけられるわけで

はございません。ですから、あまり重要視していないと言ったらおかしいのですけど、そういう部

分は現在もですね、例えば、下水道なんかで起債を借りる場合には、地方債の借りる基準の中で、

ここでは20％ですけど10％という基準がありまして、それを超えた場合には健全化計画をつくらな

ければならないと。つくらなければ、起債は借りられないという状況にはなっているのです。これ

は、現行でそうなっていまして、下水道についても、病院についても、これについては既に計画を

つくって出しているわけでございます。それが１ランク上になって20％ということになりますけど、

基本的には変わらないものだと我々は考えております。なおかつ、やはり大渕議員がおっしゃられ

たように、確かにこれは、外部監査は入ることにはなります。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） いわゆる健全化団体になるだとか、再生団体になるという、

そういう枠からは外れていますよと。いわゆる会計の経営健全化のための指標だという位置づけを

されているのですが。ただ、それをつくっていくということは、この会計自体は工業団地にしても、

臨海部土地造成にしても、病院にしても、下水道にしてもですけども、この会計自体だけではやっ

ていけないというふうに私どもは判断していますから、いわゆる、これからつくっていく計画とい

うのは、一般会計がそれらの会計に対して、どれだけきちんと対応していくかということを、それ

らの経営健全化の計画の中には盛り込まなければならないということは出てきます。例えば、下水

道会計にしても、自分のところだけのいわゆる経営健全ではできないですよと。例えば、使用料を

上げるだけでは、それは経営健全になっていかないです。ですから、ちゃんと一般会計から入れる

という計画をつくらなければならない。これは全て連動していくものだというふうに考えています。 

○委員長（及川保君） 10 番、大渕紀夫委員外議員。 

○委員外議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。わかりました。そうしたら、例えば、下水道でい
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えば、解消可能資金不足額の部分、それがきちんとなったと。それから、臨海部と工業団地は土地

がきちんとなったと。例えばですよ、病院が不良債務の分の起債が借りられるようになったとした

ら、そういうことで解決した場合は、うちの場合は20％にいかないという可能性はありますか。経

営健全化基準の20％までいかないと。要するに、外部監査が入らなくてもいいような状況に、そう

いう形でもなるのですか。国の基準がどうなっているのかわからないのだけど。 

○委員長（及川保君） 岡村参事。 

○行財政対策室参事（岡村幸男君） それで、第５章の方で対策後の財政収支見通しということを

先ほどご説明させていただきました。それで、その中の96 ページから見ていただきたいのですけど

も、96 ページで先ほどご説明しました、これまでずっと対策はこういう形でやっていくよと。人件

費を含めて、いろいろな各特別会計も含めて対策を打つのだということを、その前段、第４章の中

の改革プログラムの中でお話をしてございます。それで、第５章では、それらの対策を入れた場合

にどのようになっていくのかという財政見通しを出しております。その中で、この４節の中で、96

ページ第４節財政指標の見通しということで、これだけの対策を入れれば、まず１つには表90 で実

質赤字比率、いわゆる一般会計等の赤字比率はマイナスになりませんと、これが１つです。 

それから、連結実質赤字比率については、97 ページで土地等の収入を黒字算定する前の数値とし

て表 90 では入っていますが、それらを見込んだ表 93 です。つまり、対策を取るよと。なおかつ、

土地等は黒字と見られるよと。それから、下水道の解消可能資金不足額を１億 8,000 万程度見ます

よといった場合に対策を入れ込んで23.9 まで下がるということなのですよ。それで、クリアはでき

ていません。健全化の基準、先ほど前田議員の方からもお話があったとおり19.4 ですからクリアは

できていないと。それで、クリアできる方法としては、まず最初に考えたいのは、今、20 年度に迫

っている、20 年度中にやらなければならない病院の、いわゆる改革プログラム。これでいくと、先

ほど言いましたけども、ポイントとしては５億だとすればですね、８ポイント近くは下がるという

ことですから、これがまず第一の条件になってくると。下げるための条件になると。それが万が一、

例えば、プランはできたとしても特例債が借りられないですとか、そういうことは考えられるとい

うことになった場合に、先ほど前田議員もおっしゃっていましたように、最終の手立てとして何か

考えていないのかということだと思います。それについては、財調の部分としては、それを下げる

ためには約２億 7,000 万から３億ぐらいを注ぎ込むことによってですね、経営健全化基準を下回る

ことは可能だということを今、ご説明できるのかなと思います。 

○委員長（及川保君） 10 番、大渕紀夫委員外議員。 

○委員外議員（大渕紀夫君） 僕が今、聞いたのは、それはわかっているのです、そうではなくて、

その４つの特別会計の20％分、20％と言っている僕の20％というのは、特別会計のそれ以上いった

ら外部監査が入ってくるとかというのがあるでしょう。４つというのは、下水と病院と・・・。そ

こが今のような資金回収、そういうものが全部オーケーになったらだよ。例えば、病院は起債を借

りても連結実質赤字比率の方はいいけども、病院会計そのものはだめだよというふうになるのか。

そういうふうになった場合、特別会計全部がオーケーになるのかどうかということを聞いているの

です。そういう意味です。５番目の指標で。 
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○委員長（及川保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、病院を例に取りますと、病院の５億円はですね、実際

のところは病院で借りるのか、一般会計で借りるのかというのがまだはっきりしておりません。と

いうのは、病院で借りるということになれば、その特例債というのは詳しく言えば、いわゆる投資

的経費、いわゆる建設改良費に充てる起債ではないのですね。いわゆる一般財源的な起債となるわ

けなのですね。これというのはですね、赤字解消分から除くことにはなっていないのです。赤字額

として、借りたとしても残るということになっているのですね。ですから、それが実際は病院で借

りることになるのか、一般会計に借りることになるのか決まっていない以上、その辺も実ははっき

りしていないところで。そこで今回、改革後の見通しという中にはですね、５番目の指標である、

経営健全化の基準についての見通しはですね、ちょっと出せなかったという状況なのです。 

 それともう一つ。資金不足比率を出すという式が、分母が事業の規模ということになるのですが、

事業の規模という部分が、いわゆる土地会計の場合、かなり詳細な式になってくるのですけど、そ

の辺の最終的な具体的なと言いますか、数値がどれを入れればいいのかというのが、いわゆる示さ

れていないと。先ほど岡村の方で言いましたけど、いわゆるフォーマットという部分が出ていない

以上ですね、やっぱり確定的なことはまだこちらの方では出せないと。 

○委員外議員（大渕紀夫君） ５番目の指標には、まだ危険な部分があるというような認識でいい

のだね。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） そうです。 

○委員外議員（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（及川保君） よろしいですか。ほか、ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） １点、細かいことなのですが。これまでの財政健全化への取り組みの中で

平成 16 年度に白老町財政改革プログラムを策定しております。この中で収納率の関係なのですが、

この中でも収納率の対策をずっとやってきました。それで、収納率のところで私ちょっと読み違っ

ているのかもしれませんけれども、最初の２ページのところでそういう財政健全化プログラムをつ

くりましたよね。70 ページのところで、最終的な目標としては平成 19 年度から町税及び国保税に

あっては0.5 ポイント、そのほかの収入について１ポイントの収納率アップを目指すということで、

10 年間で１億 6,000 万の目標金額が計上されていますよね。それで、この 16 年度からの収納率対

策、この時もかなりの収納率対策をやっていたはずなのですが、この３年間で収納率が決して伸び

ている、0.5 ポイントは伸びたというのは18 年度にありましたけれども、どれぐらい、それが効果

としてあったのかと。その評価を受けて 19 年度から町税と国保税の0.5 ポイントと、あと、そのほ

かの収入について１ポイント収納率アップというのはできる金額だというふうに考えて、こういう

金額が入ったのかどうなのか。その辺どうなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  吉田議員のおっしゃるとおりですね、平成 16 年度に目標

を立てまして、現実的には町税は実際、現年で伸びているという状況ではございます。ただし、滞

納分あるいはほかの税外収入の部分につきましては、多少努力はして伸びてはいるのですけど、プ
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ログラムで示した額までには達していないというのが今、我々が判断している状況でございます。

そういう状況の中で、先ほどご説明申し上げました、緊急対策会議を設けて、その中で具体的に実

際担当レベルでの話し合いをして、今回のプログラムに盛り込むとかして、どのぐらいが適当なの

かという部分を協議した上で、今回の数字を出したということで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） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） そういう対策会議も開いて、それから、毎月、そういう担当部署の会議を

開いて、最終的にはもしかしたら１つのものにするかもしれないということが載っていましたけれ

ども、単純な比較で申し訳ないのですが、70 ページの上の表で町税の収納率ありますよね。白老町

は 6.4％ですよね、町税の場合。0.5 ポイントアップするということは6.9 というふうに計算してい

いのですね。そういうことですね。そうすると、他町村も財政的にはどこも町民もみんないろいろ

な面で厳しいと思うのですが、かなり滞納繰越分に対しての収納率いいですよね。いいですよねと

言ったらおかしいけど、20 何％とか。白老町が一番悪いのですよね。これから0.5 ポイント増やし

たとしても一番悪い。当別町と並ぶか、並ばないかというぐらいですよね。それで、本当にそうい

ういろいろな対策を今までも講じてきて、なおかつ、また、そういうふうに取り組んでいくのです

けれども、他町村はなぜ、こんなにいいのかなと私は思いながら見ていたのですけど。そういった

取り組みはだいたい同じなのかなと思いながらも、でも、何か工夫していることがあるのかなと思

ったりして。他町村がどういう対応をしているのかというのは伺ったことがあるかどうか、その点

をちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川保君） 野本参事。 

○税務課参事（野本裕二君） まず、他市町村の状況については、聞いたことはございません。そ

れで今、議員が言われましたように、0.5 ポイントというのは、町税全体、現年、滞繰合わせてと

いう意味でございます。ですから、現年で 0.5 ポイントとか、滞繰で 0.5 ポイントということでは

なくて全体でということでございます。 

○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、税務課参事の方から他町村に確認していないというお話

だったのですけど。見ていただければわかると思うのですけど、本町の場合、確かに滞納は少ない

のですけど、逆に現年の分は多いという部分もあるかと思います。これは実際、いわゆる滞納分と

いいますか、いわゆる遅れたお金を回収した時にどちらに充てるのかという部分でも違うと思いま

す。例えば、水道料はですね、滞納分の収納率高いのです。これはどうしてかというと、逆に水道

会計では滞納を収入といいますか、先に滞納分を入れてから現年に充てるというような方法を取っ

ていまして、本町の場合はどちらかと言うと、現年分を上げるという、そういう部分も多少はある

のではないかなという部分がございます。 

 それともう一つはですね、やはり滞納分というのは各町の産業構造等も影響するものかなという

ふうに考えておりまして、本町の場合、例えば景気が悪ければ、滞納分もなかなか回収できないと

いう状況もございますし、そのような部分が影響しているのかなというふうに推測しているところ
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でございます。以上です。 

○委員長（及川保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ここの対策を見ていてね、滞納繰越分に対してだけ対応していたのでは徴

収率は上がらないというふうに思っていたのです。法的な手段を訴えるとかいろいろあるのですけ

どね、こういった時間のいとまを取る件数って何件あるのかなとちょっと思ったのですね。悪質だ

から、それはきちんとやっていかなければならないのですけど。それよりは現時点での現年度分の

徴収にもっと力を入れるというふうな方向性を取った方が率としてはいいのかなというふうにちょ

っと思っていたものですから、滞納にあまりこだわって、ポイントで負荷をかけるよりは、現年度

をどんどん徴収していくという形も取っていかなければいけない。そういうような考えで、単純な

考えなのですけど、そんなふうにちょっと思っていたのですよね。 

○委員長（及川保君） 野本参事。 

○税務課参事（野本裕二君） 確かに議員の言われているとおりです。実際、保険税がそうですの

で、ペナルティありますから、そういう形で。やっぱり分母についてはどうしても大きくなってい

ますけども、それについては、以前言ったように、やっぱりこまめな、また、長い間で少しでも少

なくしていくという方向性でおります。 

○委員長（及川保君） よろしいですね。それでは、新財政改革プログラムの中で皆さん、聞きた

いことはございませんか。ございませんね。 

 それでは、次の「収納率向上対策方針（案）」ですね。これ以下について、フローチャートの方も

出ましたけども、含めて質疑のございます方はどうぞ。ございませんか。一生懸命頑張ってほしい

というくらいしかない。ございませんね。頑張ってほしいということでよろしいですね。 

 それでは、全般、特にございませんね。 

                    

    ◎閉会の宣告 

○委員長（及川保君） それでは、本日の新財政改革プログラム、そして、収納率向上対策につい

ての説明を受けましたけども、総務文教常任委員会としても今後も引き続いて、この問題について

いろいろと皆さんのご意見を伺っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。本日はご苦労様でした。 

 

（閉会 午後４時１１分） 


