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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君）  皆さん、こんばんは。委員会開催にあたりまして、一言ごあいさつ

を申し上げたいと思います。本日は総務文教常任委員会の所管事務調査を町内の各地域におい

て開催するものでございます。町民の方々にもお集まりいただきましたことを厚くお礼を申し

上げたいと思います。 

白老町議会は、議会改革の一環としまして、移動常任委員会を実施してまいりました。この

移動常任委員会というのは、町民の皆様に、日頃、役場庁内で議会そして委員会、審議会等々

やっているものを、町民の皆さんと一緒にいろいろな疑問等々やっていこうではないかと、こ

ういう趣旨もありまして、そしてもう一つは、少しでも親しみやすい町議会をつくっていこう

と、こういう趣旨もありまして、平成 11 年、ですから足かけ９年くらいになるのですね。そう

いう形で議会をいろんな面で改革を進めてきたところでございます。いろんな場面で町民の皆

様にも大変貴重なご意見をいただいたり、そういったものを議会の中で反映させたり、そうい

ういろんな面で議会も有効に皆さんのご意見を議会の場で一生懸命頑張ってきたと、こういう

経過でございます。そしてきょうの議題になっております使用料・手数料改定。今こういう議

題になっているのですけども、こういう町民の生活に大きくかかわる、こういう案件が出てき

た場合には、ぜひ町民の皆さんのご意見も直接委員会の中では発言はできないのですけども、

後段で設定しております懇談会という場の中でぜひ率直な意見をお聞かせいただければ、本当

に議会としてもありがたいなというふうに考えているところでございます。今、町の財政は非

常に厳しい状況にあります。また、３月には新財政改革プログラム、こういう向こう 10 年間に

わたるまちの財政についての改革案が示されました。そういうことも実は既に財政に関する特

別委員会もスタートしております。そういうこともありまして、本日のこの使用料・手数料に

ついても、その改革プログラム案の中にも取り込まれておりますので、ぜひそういう部分で皆

さんのご意見等々もお聞かせいただければ、大変ありがたいというふうに思います。 

 本日の会議の進め方でございます。まず 30 分程度、町側から説明を受けたいなというふうに

考えております。そして、その後１時間程度を目途にして町側、議会側、こういうそれぞれの

議員さん参加しておりますので、皆さんの率直な意見を出していただきたいと、こういう設定

にしております。そしてその後、委員会終了後、先ほどお話ししましたように、町民の皆さん

との懇談会。この懇談会を 30 分程度予定しておりますので、ぜひそれに皆さんもその場でいろ

んな意見を出していただければ、本当にありがたいなというふうに思っております。どうぞ最

後まで傍聴いただきますことをお願い申し上げまして、さらに本日夜間開催ということもあり

まして、普段であれば日中なのですが、きょう説明員ということで出席いただいております町

職員の皆さん、本当にご協力いただきまして感謝申し上げまして、一言委員長のあいさつに代

えさせていただきます。本日はご苦労さまでございます。 

（午後 ６時００分） 
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○委員長（及川 保君）  それでは、レジメに従いまして、委員会を進めてまいりたいと思い

ます。案件につきましては、使用料・手数料の料金改正についてでございます。まず、町側か

ら説明を求めたいと思います。高畠経営企画課長。  

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうからは、今回の見直しの基本的な考え方についてお

話しをしたいと思います。そしてその後、担当から具体的な使用料・手数料の見直し内容につ

いてご説明させていただきたいとこのように考えております。 

今回の使用料・手数料の見直しにつきましては、皆さんご存知のとおり、平成 17 年９月に料

金改定を行いまして、そのとき料金改定をするための基本的な統一したルールを確立した中で

見直しを行いまして、そしてそのときに改正のルールとして世の中が非常に早く変わるという

ような状況から、３年ごとに見直しをかけましょうという、そういうルールのもと、ことし平

成 20 年がその改正のルールの年にあたってございます。そういうこともございまして今般、使

用料・手数料の見直しを進めるところでございます。 

それと委員長からご説明がありましたように、町の財政が非常にひっ迫しているということ

から今回、先日新財政改革プログラム、これが町から議会側に案を提示させていただいたとこ

ろでございます。その中でも使用料・手数料の見直しというのが取り組みの一つとして入って

ございます。そういった背景の中で、ことし使用料・手数料の見直しを進めているところでご

ざいます。基本的には、今般この見直しの内容につきましては、財政改革プログラムの中に多

く盛り込まれてございます、町民の方々にご負担をかけるという取り組みは非常に多くござい

ます。そういうことを考えまして、まず使用料は基本的には今回上げないという、そういう原

則のもと見直しをかけてございます。使用料の部分につきましては前回課題として残った部分、

高齢者と高校生の利用料金、そこのバランスを図るだとか、あと町外の使用者、その方たちの

使用料をどうするかといったような課題の部分、暖房料だとか、そういった部分の見直しを市

外において使用料については改正するというふうに考えてございます。それと、手数料につき

ましては、著しくサービスを提供するコストが大きくて、それに見合う手数料が非常に低いと、

そういったものについて見直しをさせていただくということで、この手数料の部分については、

そういう観点から洗い出したところ、結構な部分で見直し項目が出てきているところでござい

ます。基本的には、このような観点から今般見直しをかける考えでございます。しかし、あれ

も上げる、これも上げ、上下水道、使用料も上げる、それから税金も上げるだとか、いろんな

形で皆さん方に負担をかけるといったことがございますので、そういったことから極力見直し

も抑えた形でやりたいと、このように考えてございます。それでは、担当の高尾主査から具体

的な内容について説明させていただきます。 

○委員長（及川 保君）  高尾主査。  

○経営企画課主査（高尾利弘君）  それでは、私のほうから具体的な内容をレジメに従いまし

て説明したいと思います。本日につきましては、使用料・手数料の料金改正についていうこと

ですので、別に資料編ということで若干資料をつけておりますので、そちらを使いながら説明

をしていきたいと思っております。概要につきましては、前段課長から説明があったとおりで
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すので省かせていただきます。 

それではまず１ページ目ですけれども、まず最初に今回の見直しについては、平成 17 年度に

おける見直しの考え方を基本ベースとしまして、前回の見直し後における課題等の改善。あと、

受益者負担の原則、こちらの徹底という観点から検討を行っております。まず第１章としまし

て、「前回の見直しの概要」ということで若干説明します。平成 17 年度の使用料・手数料の見

直しにつきましては、受益者負担という原則の確立というのと、町全体としての統一化という

ことを基本にしています。これによって料金改定を行いまして、また減額・免除制度について

も見直しを進めております。 

「前回改正のポイント」といたしましては、使用料・手数料の料金改正のほうですけども、

こちらにつきましては、「受益者負担の原則の徹底」、「原価の基礎の明確化」。３番目としまし

て「性質別負担割合の設定」、これは 10％、50％、100％ということで、あとで説明しますけど

も、料金の性質によって負担の率を決めています。４番目ですけども「施設利用時間の変更」

ということで、おおむね午前とか午後という単位での料金設定だったものを１時間当たりとい

うように直しております。５番目ですけども、特徴の一つとして「激変緩和措置」ということ

で、コスト計算はしましたけども、急激にその値段に上げるということではなくて、現行料金

で 20％以内ということで緩和措置ということにしております。 

次に、「減額・免除制度の見直し」というところで、１つ目に「全施設の基準統一と明確化」

というところで、ほとんど無料で使われていたものを、それと施設によって基準がそれぞれ異

なっていたものを統一して、管理者にとってもわかりやすいようにと、利用者にとってもここ

の施設の場合と違う施設では違うということをなくすということをしております。それに関連

しまして２番目なのですけども、「減額・免除団体の認定・登録制度」。これまで活動を中心と

してきた減免規定だったものを、この団体ですと団体に登録して、その団体であれば免除だっ

たり、減額ですよというような形にしております。 

「前回改正の検証」というところで、前回の見直しによりまして、平成 18 年度決算において

は、改正前の 16 年度決算。17 年の年度途中なのですが、18 と 16 の比較ですけども、約 630

万円の増収となりました。しかし、公共施設の維持管理費に対する収入の割合は依然として低

い状況です。要因としましては、先ほども言いました激変緩和の措置ということで、料金を抑

制しているという部分と、あと個人利用の部分以外にも施設利用、コミセンだとか、公民館も

そうですけども、そういう部分の団体利用の 85％が減額・免除の対象となっているという部分

が 15％から 20％程度だということが挙げられています。 

続きまして２ページ、第２章なのですけども、「使用料・手数料の見直しについて」というこ

とで、こちらから今回という部分での基本的な考え方に入ります。ただ、基本的には 17 年度と

それほどは変わってはおりません。 

まず１つ目「使用料・手数料設定の基本的な考え方」ということで、１つ目「受益者負担の

原則」。これは前回と同じでございますけれども、行政サービスの主な財源は町税ですが、すべ

てのサービスを町税でだけで賄うことは困難です。そこで使用料・手数料等で賄っているとい
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うことになります。サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性というふうに考え

ますと、利用する人が応分の負担をすることによって初めて利用しない人との負担の公平性が

確保されるということになります。これが受益者負担の考え方です。そこで町としては、経費

の節減を努めることは当然ですけども、今後も受益者負担の原則に基づき、原価についての受

益者に応分の負担を求めることとしますということが一つです。 

２つ目も同じですけども、「算定方法の明確化」というところで、町が受益者に応分の負担を

求めるためには、使用料・手数料等の積算根拠を明らかにし、町民にわかりやすく説明できる

ようにする必要があるというところで、積算基礎の明確化という部分で、原価のあり方、負担

割合の定め方にかかわる基本的な考え方について整理しています。以下、基本的計算方式の説

明になりますけども、まず使用料・手数料等いずれも原価掛ける性質別負担割合掛ける減額率。

原価につきましては、施設等の維持管理経費、人件費をもとに算定しております。要するに、

建設費や借金返済である公債費と言われる部分は、原価には含んでおりません。性質別負担割

合につきましては、サービスの性質別分類に基づく受益者と行政の負担する割合ということで

10％、50％と 100％未満ということで、これもあとで説明します。 

２つ目、「今回の検討対象サービス」ということで、今回一応一通り全体で見直しをかけると

いう取り組みで進めていますけれども、特に個別に検討を要するサービスとしまして特別会計、

企業会計の水道料・下水道料・給食費、こちらの部分については別途ということで一緒には検

討はしておりません。福祉サービスのうち介護保険事業についても一体でできないというとこ

ろで、今回は除外しております。 

また、「使用料・手数料の具体的な算定方法」になりますけども、（１）ということで、「使用

料の算定方法」。使用料と手数料に分けております。使用料については先ほども言ったように、

維持管理経費、人件費を原価の基礎としています。基本的に１平方メートル当たりの時間単価

を設定しています。１平方メートル当たりの時間単価ということで、人件費と施設管理経費の

部分を全体の平方メートル数で割りまして、稼働時間。年間の稼働率。目標稼働率ですけども、

これは統一して 50％ということで、１平方メートル当たりの時間単価を出しております。１平

方メートル当たりの時間単価に、各部屋の広さを掛けて、その部屋の原価を出すというような

算定方法であります。さらに性質別負担割合を掛けて、そこの施設の種類が決まるということ

になります。（２）番目ですけども、「手数料の算定方法」ということで、手数料につきまして

は、人件費と物件費からなる人件費。これを１件当たりの原価としております。物件費といい

ますのは、用紙だとか消耗品だとか、委託費などが多いです。これに性質別負担割合を掛けま

して、１件当たりの手数料額を出すという方法にしております。 

次４ページですけれども、「見直しによる料金改定」というところで３つあります。これは基

本的な考え方であります。今回の見直しによる算出した料金が現行を上回るものについて、料

金改定を行います。この場合、急に大幅な値上げにならないようにするため、激変緩和措置を

とることとし、おおむね 20％アップを原案とします。 

２つ目は、今回算出した料金が下回る場合は、これはほぼ同一の機能を持つ施設との比較検
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討を行ったうえで、より施設との均等を図る観点から、今回の見直しは現行料金のままにした

いということで考えております。 

３つ目は、使用料の料金体系なのですけども、正確に料金を算定すれば円単位となりますけ

ども、実際の実務としては好ましいものではないというところで、おおむね原則 50 円単位。手

数料については 100 円単位ということで考えております。 

３番目としまして、「性質別分類と負担割合」。これにつきましては、まず１つ目に性質分類

に関する基本的な考え方ですけども、一定の基準に基づいて使用料・手数料等の額を算出する

ため、サービスの性質別に原価に対する公費負担の割合と受益者負担の割合を設定することと

しましたということで、公費負担というのは、いわゆる税金で賄う部分と利用者の負担によっ

て賄う部分ということの割合をどういうふうに考えるかというところであります。 

２つ目、「性質別分類と負担割合」ということで、「性質別分類の基準」と以下書いておりま

す。まず１つ目としまして、「サービス内容が公的か私的かということによる区分」。２つ目と

しまして、「サービス内容が基礎的（必需性）か選択的かによる区分」としております。 

次のページに行きまして（２）のほうで、「各領域の考え方と負担割合」というのがあります

けども、こちら右６ページの図をイメージしながらやっていただきたいのですけども、まず第

１領域は公的、公共性があって必需性が領域になります。町民全体、より多くが利益を受けて、

町民の日常生活になくてはならないようなサービス。こちらが該当しまして、受益者負担の割

合が最も低いということで、ゼロから 10、ほとんど税金で賄うべきものですよという見方です。

第２領域としましては、公的、公共性が高いけれども、選択性の領域に入ります。町民の多く

が利益を受けるけれども、そのサービスを受けるかどうかはそれぞれ個人によるというのが該

当して、標準的な負担割合はおおむね 50％ということで設定しています。第３領域は、逆に私

的ではあるけれども、必需性の高いものというところで、ここも 50％ということで設定してい

ます。第４領域につきましては、私的性が高くて、なおかつ個人的な利益という部分で選択性

が高いということになります。 

次７ページにいきます。７ページの別表１ですけれども、これは具体的に実際の手数料をそ

の領域に当てはめた図であります。今回の見直し、前回のときに個々について一つ一つについ

て領域区分しいていますので、今回については、それをそのままにしています。新たに領域を

超えてはいません。 

次８ページ、３番目ですけども、「サービスにおける目的外使用等の取り扱い」。今の領域の

説明でありましたけども、第１、第２、第３に領域分類される施設でありましても、設置目的

外の利用。これにつきましては、第４領域として扱う場合もあります。 

あと２つ目としまして、入場料を徴収する場合は 50％加算。宣伝、展示、即売会などの部分

については、町内が 100％、町外については 200％の加算というのを、各施設に加えております。 

続きまして４番目、「使用料・手数料等算定の基本的方式の適用」というところで、一部の「適

用除外サービス」ということですけども、一部の使用料・手数料については、基本方式では算

定できないということがありますので、その基本方式は使っていませんということで、１つ目
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は法令により算定が定められているというものと、２つ目は行政財産の使用料徴収条例。これ

は土地関係の評価額、電気料だとか、そちらを基礎にして料金を算定しているというものにつ

きましては、今の基本方式では計算していませんということです。そのほか、別の基準により

使用料額を算定しているものということで、保育料だとか住宅使用料。あとバンガローだとか

そういうところは、そういう方式ではやっておりませんということです。 

次９ページになります。今までの説明は基本的な料金の算定とかのルール的な資料でしたけ

ども、５番目からは、実際にどういう改定をするのかというところでお話しをしたいと思いま

す。２番目からいきます。「主な改正内容」、まず「使用料等」なのですけれども、１つ目、貸

室・貸館等にかかわる使用料につては、今回は受益者負担をさらに徹底するという考え方から、

主にあす説明する減額免除制度の見直しを中心に行いたいと考えています。このことによりま

して、基本的方式による料金算定では、現行料金を上回る施設もありましたが、これまで減額、

免除制度を適用されてきた町民団体の皆さんにとって、実質的な急激な値上げということにな

りますので、料金改定については据え置くということにします。ただし、規則で定めています

暖房料につきましては、一律 20％の増額と。暖房料については金額書いていないということも

ありまして、昨今の状況を踏まえまして、20％の増額としたいという考えであります。 

２つ目、スポーツ施設において、高校生料金が高齢者料金を上回る場合があり、他市町の状

況を勘案するなどにより、見直しすることとします。高齢者が 140 円ですけれども、65 歳以上

としまして 140 円から 200 円。あともう一つ、高齢者 60 歳以上から 65 歳以上としています。

65 歳以上というのは、主に前回からの検討をまとめる寸前にも課題になったのですけども、次

回に訂正しますということで、次に残された部分であります。 

学校施設開放使用料につきましては、大人が 150 円から 200 円、高校生以下が 50 円から 100

円ということになります。実際には高校生はほとんど免除ということになっていますので、影

響を受けないということにはなってしまいます。 

３番目ですけども、燃料費、光熱費のみが使用料算定の基礎となっている学校開放の部分と

テニスコートの夜間照明。このことについては見直しをしたいということです。基本方式にし

たいということです。 

減免規定がちょっとほかと異なるという仙台藩資料館の入館料については、コスト計算をし

まして、町民以外の方の料金。こちらを見直ししたいと思います。あと、町有地の貸し付け料。

これについても近隣の状況を踏まえて見直ししたいと考えています。 

⑥としまして、港湾施設使用料。この用地貸し付け料のみについて⑤との整合性というのが

ありまして、どちらかというと相手先がはっきり決まっているので、そちらと調整をとりなが

ら、使ってくれないと言われればすぐ逆に収入が減るわけですから、その辺ちょっと緩和しな

がら今検討しているところです。 

次、桜ヶ丘テニスコート。それも夜間照明については、500 円から 600 円。次、白老、萩野、

竹浦テニスコート夜間照明。ちょっと条例上で同じような書き方になっているのですけども、

実際には白老テニスコートしか夜間照明なかったということで、白老テニスコートで夜間照明
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ということで、100 円から 150 円ということです。 

次、仙台藩入館料につきましては、入館料と書いてあるところです。これは町外の方なので

すけれども、一般については 260 円から 300 円。小中学生については、130 円から 150 円とい

うことで、団体の方を書いております。 

次のページ、土地貸付料が現行評価額 100 分の４というのを、苫小牧市が 100 分の６という

ことで、一応そちらに合わせたいということで、大体３年契約ですが次回新規契約の分から改

正をしたいというふうに考えております。 

次２番目、「手数料等」です。手数料等につきましては、前回建築関係だとか図面の関係が中

心だったのですが、今回結構多くの皆さんに関係がある税務だとか、戸籍の手数料の関係であ

ります。基本的な考え方ですけども、３年平均の原価に基づき負担割合を反映させ料金を改定

しています。料金体系は 100 円単位を基本としています。改定率の上限は、使用料を現行料金

の 20％を基本としています。金額的に 100 円ということにしたいということで、上限を超えて

いる場合がほとんど多くあります。以下、金額については、おおむね 300 円のものが 400 円と

いうことで、図面についてはちょっと金額が高いものもありますが、このような形になってお

ります。12 ページの生活環境関係。これにつきましては、既に条例が可決されておりますので、

決まった金額でございます。健診関係については、金額の訂正はありませんけれども、ほかの

まちの関係も勘案しながら 70 歳以上から 75 歳以上を無料という形にしております。一番下の

喀たん検診。これはたんの検診ですけれども、これにつきましては、個別性が非常に強いとい

うことで、新規料金設定にしております。以上で説明を終わります。 

資料のほうなのですけども、急で説明しなかったのですけども、今回資料の１ページ目が使

用料・手数料の比較表ということで、18 年度決算額がＢで 16 年度決算額がＤとなっておりま

して、差額が一番右側の欄になっております。一番下の合計額で先ほど 630 万と言いましたが、

合計で 634 万 9,000 円ということで、はじき出しております。次のページが使用料の設定、維

持管理経費と使用料の割合をグラフにしておりますけれども、これにつきましては３年間の比

較でありましけれども、料金改定して割合がコストはおおむね全体的にですけども減ってきて

いまして、使用料はふえてきているという流れでありますが、先ほども申し上げているとおり、

まだまだ不足額という部分の金額が非常に多いというのが実態でございます。一番上の生活館

の部分だけ不足額の割合がふえていて、そのほかの収入ということで、生活館について道のほ

うからウタリ関係の補助金が多く入っております。そちらで多く収入を受けております。次、

３ページ目と４ページ目は主にあすの減免団体と料金の割合について書いてあります。説明の

中で、有料団体が非常に少ないといった部分の資料ということになります。次５ページですけ

ど、横になりますけど、こちらが改正料金を他市町村と比較したものでございます。胆振管内

のものと類似団体ということで、３つほど選びまして、全体に同じ市町村との比較をしたとい

う形でございます。皆さん関心のある印鑑証明だとか、住民票の部分は 400 円と、実は高い料

金ではありますけども、これもコスト計算ということで、この比較の中では 400 円というとこ

ろはないのですけども、最高で 300 円、200 円というところもあります。ただ、実際には夕張
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は 500 円だとか、市によっては 500 円というところもありますし、400 円というところもいく

つかはあるという、全体としては少ないですけどもありますので、あくまでもうちの場合はコ

スト計算で、この金額に基づいて計算したということであります。以上で説明を終わります。  

○委員長（及川 保君）  経営企画課の使用料・手数料の料金改正について説明がございまし

た。質疑に入る前に、若干説明不足がありましたので、大変申しわけございません。説明をさ

せていただきます。 

本日の会議につきましては、使用料・手数料の料金改正について、具体的な説明がございま

す。実は２日間にわたってこの移動常任委員会を開催するわけですけども、本日は今申し上げ

た案件についての質疑でございます。それから、あした９日でございますけども、この時間で

ございますが、白老町東町のいきいき４・６において開催するわけでございます。あすの議題

については、きょう説明の中の減額・減免制度の見直しについて議論をしてまいる予定になっ

ております。２日間にわたっての審議が違いますので、ぜひ町民の皆様におかれましては、あ

すも足を運んでいただければ、全体像がおわかりいただけるかなというふうに考えております。 

若干、説明の訂正をさせていただきました。それでは、質疑に入ってまいりたいと思います。

委員の皆さんはいつもの常任委員会と同様、挙手しまして、そして審議を述べまして、同様の

質疑をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  

それでは、斎藤征信委員どうぞ。  

○委員(斎藤征信君) 斎藤でございます。質疑に入る前に、もう一つ確認しておきたいのです

が、きのういろいろと話した中で、スポーツ関係の部分がたくさんあるものですから、教育委

員会、社会教育関係の方々とも一緒に考えたいというふうに思って、ぜひ出られるようにと要

請をしたはずなのですけども、その結果必要なしとみて、きょうは来られないのかどうなのか、

その辺ちょっとお知らせください。 

○委員長（及川 保君）  きのう、常任委員会をどういう形で進めようかという議論を交わし

たのですけども、その中で今、斎藤委員がおっしゃったような教育委員会の非常に大きな料金

改正については比重を占めているということで、この説明に加わっていただこうと、こういう

要請をしていたのですけども、突然のきのう、きょうの話でございまして、実は教育委員会に

は時間が取れないと、申しわけないですけども取れませんという形で進めざるを得なかったと、

こういうことでご理解をしていただきたいと思います。斎藤委員、よろしいでしょうか。  

○委員（斎藤征信君） わかりました。  

○委員長（及川 保君）  それでは、質疑に入りたいと思います。前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今の斎藤委員の関連ですけども、それではこの 10 ページに、ただいま

担当から説明がありましたけども、町民温水プールから学校施設、桜ヶ丘公園テニスコート、

仙台資料館。これすべて社会教育関係なのですよ。これの内容について私が質問した場合は、

財政担当等々来ていますけども、答弁できないということについて持ち帰って、後日答弁をい

ただくという解釈していいのですか。 

○委員長（及川 保君）  前田委員の今の質問でございますけども、委員のおっしゃられたよ



 11 

うな形で、後日きちっと回答いただくと、こういう形で進めたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。  

吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） 今の件なのですけども、後日答弁をいただくということよりも、まだ

委員会はできるわけですから、料金改定の件ですので、やっぱりこちらが一括して答弁もらう

ということでなくて、やり取りをしてみんなが納得をできる状況の答弁をしてもらわなければ

ならないと思うのです。こちらの意見だって聞いてもらわなければいけないと思うのです。で

すから、実際現場に直接やらないと、ただ答弁だけをもらうということではなくて、後日まと

めの委員会もあると思いますので、そのとき相手の社会教育課の都合と合わせて、きちっと担

当課の方に来ていただいて、そういう考え方を聞くという方向でやっていただいたほうがいい

と思いますけれども。  

○委員長（及川 保君）  大変、説明不足で申しわけございません。実はきのうの会議の中で

も議論した中に今、吉田委員がおっしゃられたように本日、あす会議を開くわけですけども、

その中で大変不十分な回答が出てくるだろうと、こういう実は予想しております。それで、き

のうの議論の中では、改めて日程を設定してきちんと納得するなり、きちんとした意見を言え

る場をつくろうと。要するに委員会を改めて日程をつくろうと、こういう考え方でございます

ので、吉田委員のおっしゃることはそのとおりに実施してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。  

斎藤征信委員どうぞ。  

○委員(斎藤征信君)  質問をしたいと思うのですが、17 年にルール化をするということから

３年たったわけですね。その３年間で相対的に、どういうふうに総括をしたのかということが、

まだよくこの文書の中では見えないわけですけども、ちょっと漠然とするかもしれませんけど

も、３年間やってみて、どういうような総括をされたうえで、こういうふうになったのか、そ

のあたりありましたら伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 先ほどの説明の中にも若干触れさせていただきましたけれど

も、基本的には施設の運営、維持管理。そこに係る部分については、使用料・手数料の中で賄

いましょうという大前提の中で進めてきたわけでございます。しかし、一度に上げてしまいま

すと、大きな負担になるということから、上げる率を抑え込んだ中で 17 年度は料金改正をした

と。しかし、現実を見ますと、かなり資料編にもございますように、十数％からあるいは数％

といった、現実にかかるコストに比べますと、料金がそのような低い数値に抑え込まれている

ということで、そういったことを３年間続けてきて、その部分もかなり不足分につきましては、

当然税金から賄うという結果になってきているわけです。ですから、そういった財政が悪化し

てきた要因もそういうところにもあるのかなというふうに感じております。そして、一応なぜ

そういうふうになったかということでございますけども、やはり減額する団体、料金を全く免

除する団体、そういった団体が想定したよりも非常に多かったという現状。そんなことから思
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ったより町が見込んだ料金収入に達していないという現状。そういったこととしてとらえてご

ざいます。ですからそれにつきましては、使用料を上げるというよりは、減免措置、減額措置、

ここのところを町民の皆さんの理解をいただき改善をしていきたいと、このように考えている

ところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 安い料金が財政的に負担をかけた、それが本当なのかどうなのか、ち

ょっとわかりませんけども、今の情勢からいって、どうしてもやむを得ないということも理解

しますし、この改定をするにあたっていろんな配慮をしていたと。ことしは随分配慮されたと

いうようなことも読み取れるわけですけども、３年ごとに見直しをかけると。見直しイコール

値上げというようなことになるのかどうなのか。数値をずっと見ていきますと、３年ごとに 500

万ずつ上がっていくわけです。今年は抑えられているけども、今度の改定で 500 万、その次の

改定で 500 万上げよう、その次の改定でまた 500 万上げていこうと、こういうようなプログラ

ムが出ているわけですけども、私は読んでいてルールの統一化だとか、受益者負担の原則だと

いうことはよくわかるし、そうあってほしいと思ってルール化をすることに賛成をしたのです。

今回読んでいますと、受益者負担の原則をすごく強調しているのです。では、受益者負担とい

うことは、値上げには関係ないのではないのかなということなのです。原価そのものがどんど

ん上がっていくから、それに合わせて値段が上がっていくということではないだろうと。本当

にそういう物の考え方でいいのか。無制限な値上げというふうにつながっていないのかどうな

のか。それは町民が一番関心を持たなければならないところなのです。今苦しいからそこのと

ころを上げるということならわかる。だけども、ずっと無制限に上げられたのでは、それが受

益者負担という切り札でいわれると、物が言えなくなってしまう。ですから、そのあたりをど

んなふうに考えてきたのか。この受益者負担をあまりにも強調しすぎているのではないかと、

不思議な気がするのですが、そのあたりどうですか。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 大原則はやはりものをつくる。つくるときは莫大なお金がか

かりますから、こういう生活館、公民館だとかそういったもの。そのときにつきましては、基

本的には皆さん納税者の方が広く公平性を保った中で、税収として町に集められたそのお金を

使う。建てたときはそうであっても、いざ使うときには使う人、一生涯使わない人もいるので

す。使う人、使わない人もいるわけですから、基本的には通常の維持管理については使う人の

直にサービスをもらう人に負担をしてもらおうという、基本的な考え方でございます。ただ、

斎藤委員がおっしゃるように、便益というものが行政の提供するサービスの中にあるのですね。

ですから、そこの分を考えますと、収益を目的として建てられているものではございません。

ですから、便益サービスという観点も非常に大事なところなのです。ですから、原則は原則と

して、取る原則、お金はいただく原則論は原則論としての考え方があります。しかし、一方で

は便益サービスを提供するという責務も行政にあるわけです。ですから、その辺はバランスを

取りながら、町の財政の許す範囲以内で広く便益を提供するという姿勢に立ちつつも、お金を
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いただくという根拠は受益者負担という根拠でいただくというように考えてございます。です

から、料金の見直し後、上げるばかりではなくて、今回ご説明しましたように、使用料につい

ては今回いじりません。頑張れるところは頑張って、できるだけ便益サービスに努めたいとい

うような基本姿勢でございます。上げるときの根拠は、これは受益者負担の原則でいただきま

すということでございます。ですから、何が何でも上げるなんてことは、行政の上面な考え方

で施設をつくるわけではありません。基本的には便益を提供して、皆様方の豊かな生活、健康

を守る、そのためにつくるわけですから、その考え方だけはご理解をいただきたい、こういう

ような考え方でございます。  

○委員長（及川 保君）  斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 再度、質問します。私は受益者負担の制度というものを否定している

わけではありません。必ず使う人が代金を払うということはあって当たり前の話だし、だった

ら使う人もいる、使わない人もいるから、だから使わない人のために値段を設定するというの

はおかしいなという気はするのです。実際に私は考えてみて、町民が町の負担をできるだけ避

けようとする町の姿勢。これが問題だなと。できるだけ町民の負担を避けるという考え方が不

足していないか。そうすると、使用料で 500 万ずつ上げていくということも、大きなまちの仕

組みからいえば、何とかその辺をカバーしていかないと、絶えず町民のほうへ負担をしていく

というような考え方になってしまいます。実際には機械的に受益者負担を振り回していくと、

町民生活を守るという、そこに政治的な手法がなければならないというふうに考えるわけです。

そこの町の姿勢が、ここの部分は一律計算するのではなくて、ここの部分は町の考え方として、

ここは抑えますよということがきちんと打ち出されているかどうか。そのあたり、政策的にど

う考えるか教えていただきたい。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） そこの部分はそのとおりだと思います。基本的には、まず多

くの人が不特定多数の人が利用する部分。まずは負担割合については極めてゼロに近い額、そ

ういう考え方。もちろんコストとしてははじきます。これくらいかかりますと、出費をすると。

だけど負担をしていただく割合は、こういう施設についてはこのくらいが限度だろうというこ

とで、ゼロから 10％だとか、あるいはここの施設については、その施設がなくても生活は変わ

らないだろうと。しかし、特定の人にはこれは絶対町のインフラ整備政策としては整備すべき

ものだと、そういったものについては、こういう負担割合だとか、あるいは本当にこれは民間

でも十分やれる施設、そこの部分を民間の施設だとちょっと高いから多くの人に利用してもら

いたい、こういったことは健康のために多くの人に利用してもらいたいとつくったものもござ

います。例えば、プールなんていうのは隣へ行くと民間が経営している部分もございます。白

老町も民間のプールもございます。しかし、やはり料金が民間は若干高いので、広く町民の健

康守るために、町営のプールをつくって、民間より安くしてサービスを提供する、そういうも

のもございます。だから、そういったものにつきましては負担割合をコストの計算をしたとき

100％ではなくて、50％に抑えるだとか、そういった配慮をしてございます。ですから、コスト
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はコストとしていくらかかるというのは出すのですけれども、実際料金を設定するときは、斎

藤委員おっしゃるような観点で考えて、料金を設定していると、そのように配慮を行っている

とご理解をいただきたいと思っています。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。吉田和子委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） 何点かお伺いしたいと思います。１点目は、先ほど斎藤委員からあり

ましたように、３年ごとの見直しで大体 500 万ぐらいの上げる率が。これは新財政改革プログ

ラムにもきちんと各年度の目標額ということで、３年ごとに 500 万ずつふえていって、10 年間

の計画の中で２億 5,700 万円を持っていくという形になっておりますけども、使用料・手数料

の３年ごとの見直し。これはルール化をして使う人たち、受益者負担、それから町民の文化的

ないろんな向上のための施設の利用。それから、個人の利益のための使用料・手数料。そうい

ったものの基本的なものの値上げと、財政健全化プログラムの中で出てきた数字というのは、

どういうふうに整合性を図ったのか。３年ごとの見直しの中で、それぐらいずつ値上げになっ

ていくのだろうというふうに考えていたかどうか。それとも、今回の財政的に厳しい中で、町

が負担できない部分が見えてきていると。そういった部分では、健全化の中でそれを設けると

いう金額をどうしても出さなければならないという必要性に迫られて、３年ごとの計画の中に

取り入れていくということにしたのか、その辺の整合性をどのように図られたのかということ

が第１点。 

それからもう一つ、手数料。各税務関係、町民課になると思うのですけども、料金改定が 100

円程度上がっていくと。パーセントで見ていくと 33％になると。白老町の考え方としては、100

円単位であるというふうに考えているから、33％上がってもこれは了解してもらわなければな

らないという考えなのかなと思って聞いていたのですけれども、なぜ 50 円ではいけないのかな

と思って聞いていたのです。なぜ 100 円なのかなと思っていたのですね。町民の方々からする

と、10 円、20 円というのはかなり貯金しても利息年間 50 何ぼしかつかない、100 万あっても

そんなような時代ですから、本当に 100 円と 50 円の違いというのは、かなりなものになると思

うのです。他市町村の比較も出ておりますけども、この料金の値上げでいくと、苫小牧市より

も高くなると。人件費と物件費とのことなのですが、なぜこういうように高くなるのか、白老

町は。人件費の 26％、25％というように削減しておりますよね。そういったことから考えてい

くと、物件費、そんなにほかより高くなるのかなという、ちょっと疑問点があるのですね。そ

の点の考え方。町民の方々20％で抑えたいということが 33％。でもそれが 100 円単位にしたい

ということの理由づけが町民の方々に納得されるのかどうなのか、その点ちょっと伺いたいと

思います。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 前段のご質問ですけれども、基本的に新財政改革プログラム。

これは財政改革をするために数字をはじき出さないと、どのような効果が出て、いつの時点で

クリアできるかということがわからないわけですから、一つのモデル的な条件、これを設定し

た中でつくられてございます。ただ、あくまでもいろんな想定を一見枠組の中に抑え込んで数
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字をたたき出しているわけですから、実際に毎年毎年予算編成の中では、ご存知のとおり普通

交付税だとか特別交付税だとか、その他の地方道路譲与税だとかそういったものが毎年デコボ

コした感じで変わります。ですから、そういったことも踏まえて考えると、機械的に３年ごと

に 500 万というようなことは単純にはならないかなと思います。今後、普通交付税がどのよう

な行方になっていくのか。あるいは町の税収がどのような編成をしていくのか。これは、うち

の条例だけですべてが決定できるのであれば、行政のコントロールの中で改革できると思いま

す。しかし、基本的には国の法律に非常に振り回されると言ったらちょっと語弊があるかもし

れませんけれども、そこに大きく左右されるのです。後期高齢者の問題もそうですし、介護保

険の問題もそうですし、これは保険収入だけではなく、当然一般財源も拠出してございますの

で、そういった様々な要因がありますから、あくまでも新財政改革プログラムは一つのモデル

ケースをつくることによって、それを目標に何とか再建を図ろうという一つのそういうもので

ございますので、単純に機械的にそういう毎年少しずつ上げるのだという、そういうことには

ならないということでご理解をいただきたいなと思います。それと、後半の部分については、

担当から説明させていただきます。 

○委員長（及川 保君）  高尾経営企画課主査。  

○経営企画課主査（高尾利弘君）  後半の 100 円単位ということでございますけれども、実際

には室蘭市なんかも見ていただければわかるように 50 円単位もございます。100％、100 円単

位でなければだめだという理由も、なかなか難しいところも事実でありますけれども、うちの

場合は財政状況だとか、例えば住民票を 400 円にした場合、ほかだけ 350 円というふうにもな

かなか料金設定上、なかなかそういう場合は 300 円ですよというふうな今も状況になっていま

すので、住民票とか印鑑証明なんかを基本に考えていました、最初。その部分で比較した中で、

400 円、500 円という部分もあったということで、中間的な、最高 500 円なのですけども、400

円というところが妥当ではないかという部分で。当然、料金収入の出し入れの煩雑もあるので

すけども、そういったところで 400 円という部分で先に決めたということも実際にはあります。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 今の件ですけども、追加で説明させていただきますけども、

今の吉田委員がおっしゃった件。これにつきましては、まだ決定した額ではございませんので、

その辺皆さん方のいう、ご負担をかけるといったことで、その視点から十分検討させていただ

いた中で、50 円単位にするか 100 円単位にするか、それは検討させていただいて決定させてい

ただきたいなと、このように考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  今、課長の十分検討ということです。吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） 財政プログラムとの整合性ということでは、課長の説明を聞いている

と、今後税収、交付税とかいろんなものの変化によってはまだまだ厳しい状況が出てくるとい

うふうになるのかなと思って聞いていたのです。決してこれから交付税だとか、いろんなもの

がふえてくるという可能性は少ないですよね。そういうところをルール化してきちっとした基

本的なものの中の計算の手法を用いていった、これだけでの理由では料金改定はできなくなる
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だろうなと、ちょっと思って聞いていたのです。ですから、これはこうやってなっていますけ

れども、これは国の制度でぐっと少なくなったときに、やはり町を建て直していくというか、

町運営をしていくためには、もうちょっと料金的には厳しくなる可能性も出てくるのかなとい

うふうに思うのです。そういうことと比べるとちょっとおかしいのかもしれませんけれども、

このいろんな手数料の料金にしても、今もしかしたら 50 円単位になるかもしれないけれども、

決まった金額ではないというのですけど、こうやって数字に出てくると決まってしまったのか

なと思って見ていたのです。これが町民の方にも目に触れるわけですから、町民の方に説明会

にこれは出ているわけですよね。そうしたら、もうちょっと理由づけがきちっとならないと、

なぜ 50 円がだめなのかということになると思うのです。そう厳しくなったときに、きちんとま

た上がるかもしれないわけですよ。そういったときにまた説明。もしされることがないという

のであれば土台 50 円の単価であっても、私は抑えるべきだと考えるのです。そういったことが

今後必要になってくると思いますし、その点伺いたいと思います。 

それでもう一点、先ほど丸山課長にお伺いしたのですが、がん検診とか検診出ていましたね。

ここに載っていないのはなぜなのだろうと、きっと国保だからと話していたのですけど、これ

も町民にわからないと思うので、あえて質問するのですが、特定健診というのが今度入ります、

40 歳以上の。これは今までは 40 歳以上の成人病健診ということで無料でした。内容的にはち

ょっと違うとは思うのですが、1,300 円かかるのですよ。これはこれから健診のはがきが来ま

したので、町民の方々、今度お金がかかるのだという、内容よりもお金がかかることに目が行

っていると思うのですね。そういったことの説明はこの中には載っていませんけれども、1,300

円がふえるということは、他市町村はどうなのだろうか。そういった説明がある程度きちんと

できないと。ではその 1,300 円というのは、どこの収入になるのか。それは手数料のものには、

がん検診とか手数料になっているけど、それは手数料にはならないのかどうなのかということ

の説明もきちんとある程度されていかないと、お金は実際行く人はかかっているわけですから、

そういった説明も必要ではないかなというふうに思うのですが。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 前段のご質問ですけども、所管事務調査でこの案を調査して

いただいているわけですから、当然決まったものを調査することにはならないと思います。で

すからそういう意味では、私が申しましたように、あくまで案ということで考えてございます。

それと 50 円、100 円という部分ですけれども、これは町民の考え方はいろいろとあると思うの

です。これだけ財政が厳しいのだから、そんな 50 円にこだわらず 100 円、33％にして早く財政

の再建をしてほしいという方。でも、あれもこれも上がって大変だから、やはりこれは 50 円単

位にしてほしいよねという、いろんな考え方があると思います。私たちはその辺のところを今、

吉田委員がおっしゃったようなことも考慮に入れながら最終的に判断をさせていただきたいな

と、このように考えてございます。もう一点は町民課長に。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 制度が実はことしの４月から変わっています。その辺がまずなか



 17 

なかわかりづらいのではないかなということで、ちょっと制度をもう一度振り返りながら、説

明をしたいと思っています。ことしの３月までは老人保健制度がありまして、老人保健制度の

中で 40 歳以上のすべての方は生活習慣病健診を受けなさいと。それに要する費用については、

これは国のほうから出しますよということで今まで来ていました。この制度があったおかげで、

例えば扶養者保険、組合健保の奥さんだとか、あるいは社会保険の被扶養者になっている方。

これも生活習慣病健診の中で、総合健診といわれていますが、この中で無料で受けることが実

はできました。その制度が３月で終わりまして、今度は各保険者ごとに、各保険者というのは、

白老町であれば国民健康保険、日本製紙さんですと、日本製紙さんの健保組合。あとは社会保

険に入っている方は、社会保険の各主管の社会保険事務所ごとに特定健診と特定保健指導を受

けなさいと。それを実施するのは各保険者の責任ですと、こういうことになってしまいました。

従って、町が実際行っているのは、国民健康保険に加入している人だけになってしまいました。

そうしますと、例えば日本製紙の社員の奥さん、これはどうやって受ければいいのと、当然こ

ういうことになります。このことについては、日本製紙の健保組合のほうでまた別の手だてを

して特定健診、特定保健指導を受けるような段取りになってきます。まずそこが大きく違って

くるというのが一つです。 

それと、1,300 円かかるということがありました。これは、特定保健指導の費用をどうする

のかと。考え方は何通りか実はありました。一つは、やはり無料でもいいのではないかと。そ

の分丸々国保の保険料の中か出したらどうなのかと、こういう考えもありました。それと一部

分を負担してもらったらどうなのか。あるいは全額負担したらどうなのかと、こういう論議も

ありました。最終的には、国保の運営協議会の中で審議をしていただいて、やはり一定限度の

負担をしていただく必要があるだろうという結論をさせていただきました。その金額というの

が、おおむねこの健診費用にかかわる１割分の 1,300 円と、こういうことになっています。こ

の是非については、受益者負担の話が出たのかもしれませんけども、少なくともその分保険料

から持ち出しになりますから、最低限受けられる方の１割分、病院へ行ったら１割とか３割と

かあると思いますが、１割分の負担だけはしてくださいというのが、この 1,300 円の金額とい

うことになります。それと、吉田委員言われたとおり、今後検診率を上げなければならないの

にどうするのだということになったときは、この負担金の額についてもある程度、国保運営協

議会の理解をいただきながら、例えば見直しをするとか、そういったことも今後は考えていか

なければならないと。少なくとも 65％の特定健診の受診率を確保するという意味では、いろん

な論議があると思いますので、そういった手法も考えていきたいと考えてございます。 

○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） これは、時間がないのですけども、何点か聞いていいのですか。仮に

９ページに使用料の料金改定に具体的に入っていきますけども、その部分もトータルで聞いて

いいですか。量もちょっとあるのですけども。 

○委員長（及川 保君）  説明について。簡潔にお願いしたいと思います。 

○委員（前田博之君） まず一つに、先ほども出ていますけども、前回の改正の部分で、１ペ
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ージに前回の改正の検証と出ています。この中で公共施設の維持管理に関する収入の割合は依

然低い状況で云々となっていますけども、本来公共性として、行政サービスとして、一つの原

価があるのです。そして、赤字になっても限度額の許容範囲があると思いますけれども、その

部分を仮に資料の公共施設の維持管理経費の状況という中で、２ページの町民温水プールの例

で出しますと、町民温水プール、18 年度約 3,000 万経費かかっていますと、だけど収入ですね

283 万円というのは。ですから、また料金を改定しなければならないというのですけども、こ

の中でこれだけトータルでかかるのだけど、行政としてはここまでは利用者に負担してもらい

ますと。以後の赤字の部分は、これは今言ったような行政サービスの場合、許容範囲があると、

そういうことをちゃんとある程度町民に示さないと、３年ごとに見直しした云々と言っても理

解できないのです。そういうものをちゃんと提示すべきだと思います、その考え。 

もう一つ、この下に施設団体の 85％の減額・免除の対象になっていますといっていますけど

も、これはあした議論しますからいいですけど、ただここに出ていますから伺いますけども、

今回の改定で、この 85％という反省をしていますけども、この限度額の 85％をどの程度までに

設定をされているのか。仮に 60 事業に抑えようと。85 だから、今回改正をしなければいけな

いわけですけよね。今回これを 60 に抑えたいのだと。そうだとすると、減額とか免除とかどう

するのかということをちゃんと整備されているのかということです。 

次２ページ、受益者負担原則の部分で、ちなみにサービスを利用する人と利用しない人との

負担の公平性を云々とあります。それで、利用する人も応分の負担をすることによって、はじ

めて利用しない人との負担の公平性が確保されることになりますと、わたしちょっと意味がわ

かりません、「はじめて利用しない人との負担の公平性」という部分の解釈を説明してもらいた

いと思います。それで、例えば減免はあしたになりますけど、そのことについては答弁はいり

ませんが説明がほしいのですけど、例えばなぜ私が言っているかというと、仮に資料編の３ペ

ージを見ていただきたいのですけども、この中段にプールとあります。合計の網をかけた３段

目。免除団体が約３万 2,000 件なのですよ。そのうち有料団体が１万 3,000 件。一般で使って

いる人ではなくて、利用団体というのは、団体の減免受けているのは（聴取不能）かもわから

ないですけど、これは説明受けてないですけど、これだけ免除団体がほとんど占めているので

すよ。それと、担当者いないからわからないかもしれませんけども、同じ資料の 10 ページ、ち

ょっと説明をお願いしたいのですけども、この中に同じくプールありますけども、指定管理者

が免除団体として約 260 もあるのです。こういう部分をちゃんと議論をされて、今、後段私入

っていますけども、料金改定のときに・・・。 

○委員長（及川 保君）  減免に入ってしまうと、時間が・・・。  

○委員（前田博之君） 例ですから。こういう部分もあるのですよ。こういう部分も含めて、

この料金の見直しを見ていかないと、結果的に繰り返しになりますけども、その辺の答弁をお

願いします。それと、９ページに入っていきます。これを見ると収入のための改定なのか、あ

るいは利用者を少しでもふやして利用してほしいと。利用者をふやすために料金設定するのか。

３年前は、話変わりますけど、プールなんかは料金改定したことによって、利用者逆に非常に
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減っているのですよ。そういうことを踏まえてやっているのかということです。それで、使用

料等の②にいくと、スポーツ施設で、高齢者は 60 歳以上か 65 歳にしますよと。この部分をふ

やすと、料金を 480 円でいくと、利用者で回っていけるのですよ、正直な話。私は体験してい

ますから。それで、この 60 から 65 歳という、経済的不安定な要素もあるのですよ。そういう

人方が 480 円に移して、65 歳の人から 200 円にしたからって、逆に収入なんかふえるかどうか

という問題もあるのです。そういう部分を十分検討してほしいし、町の説明会もやりますから、

多分いろいろな疑問も出てくると思います。 

それともう一つは、ここにあるプールも町外から結構来ているのです。そういう部分の町民

以外の料金設定。テニスコートも同じです。私も聞いています、札幌や苫小牧から高速に乗っ

て来るのですよ。白老空いているからといって、安いからと。それぐらいちゃんと、それ相当

の設定をすべきだと思います。そういうこととプールした中で、もっと具体的に温水プールに

ついても、もっと反省を踏まえて、利用者をふやす料金設定をすべきだと私は思うし、そのほ

かの部分については時間ありませんから言いませんけども、その辺の３点か４点言いましたけ

ども答弁お願いします。 

○委員長（及川 保君）  高尾経営企画課主査。  

○経営企画課主査（高尾利弘君） それでは、ちょっと漏れがあるかもしれないですけれども、

大体私のほうから一通り説明したいと思います。まず１つ目の赤字の許容範囲という部分です

けれども、特にいくらまでという設定はないのですけれども、おおむね考え方としては性質別

負担割合の部分がなるのかなということであります。公費負担の割合が 50％とか受益者負担が

50％とかいう部分が該当するのかなと思いますけれども、実際にはどこまでという部分では直

接的にはわかりません。 

関連しまして、減免の部分についても、減免団体の数を調整するだとか、調整してこの分、

割合 50％くらいの範囲、例えば 80％のものを 40％にするとかいう考えではなくて、あくまで

も団体が減免団体としてふさわしいかどうかという部分での。今のところそういう判断で、実

際に金額何％目標にしているということではありません。ただ、減免については今回、あした

の話にちょっとかかりますけども、段階的見直しということで、実際には払うものは払ってい

ただくという考えに、最終的には町自体も払うというような考えにはしたいと考えております。 

９ページの料金改正につきまして、特にプールのことになると思うのですけれども、今回の

改正につきましては、先ほど説明しましたように、あくまでも高校生料金と高齢者料金との兼

ね合いという部分と年齢の部分での引き合いというところであります。このことにつきまして

は、実際に特に年齢の部分に、60 歳から 65 歳という部分で、実際その間の年齢の人が 140 円

から 480 円になるというので、ちょっと意見もいただいておりますし、特にプールの場合には

プログラムのほうでもちょっと出しております、冬期閉鎖という問題もありますので、ちょっ

ともう１度しっかり議論を、実際に利用団体とかも含めまして議論をして、再度検討する機会

を設けて。私たちも利用率が減っては意味がないという考えは一緒でありますので、そちらの

ほうを整備しなければならないというふうには思っております。 
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○委員（前田博之君） あと、２ページの負担の公平性の解釈。 

○経営企画課主査（高尾利弘君）  ちょっとこれは公平的にはじめてではなくても読めますの

で、することによって意味合いとしては利用しない人も負担の公平性が確保されると。はじめ

て自体に対しては特にないと思います。言葉づかいがよくない、このことによってとかいうこ

とですね。申しわけありません。  

○委員長（及川 保君）  課長、今の補足説明ないのですか。つくって町民に説明するのです

よね。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 基本的には料金設定の考え方。前に委員会の全員協議会のと

きにお話しましたように、お二方の議員からもらうものはもらわないと冬期閉鎖になるとか、

だからもらうものはしっかりもらいましょうと。そして冬期閉鎖とかそういうことはやめまし

ょうというご意見。それとやはり利用率を上げる、料金を上げる前に利用率を上げるというこ

とを考えて、そのあと料金体系はどうなのかというご意見をいただきました。これはまさにそ

のとおりだと思っています。ですから、町としましても、その辺の兼ね合い、そこをしっかり

見据えた中でやらなくてはいけないと思ってございます。そして、利用者の増加の部分につき

ましては、これは基本的に、特にスポーツ施設に関しましては指定管理者制度とってございま

すので、なぜ指定管理者制度をとっているかと申しますと、町行政の人たちが数年おきに人事

異動で変わる、そういう人たちがきちんと一つの考え方を持ってスポーツ施設を運営すること

ができるのか、ずっとやっていて現場に精通している人、そういう団体にお願いをして運営す

るという、そういうような指定管理者制度のメリットを生かして指定管理者制度をとっている

わけですから、そこのところについては、そういった指定管理者の方と町とがきちんと現状を

見据えた中で利用者をふやすという方法、そこをきちんと議論して、そして料金を上げると、

あるいは改正する、そういったことをやらなくてはいけないと、このように考えてございます。

ですから、基本的に使用料は今回いじらないと。 

それと、前田委員の 60 歳から 65 歳。そこに上げるという部分でございます。これは、実は

前回上げるときに、ここの部分はどうして高齢者が 60 なのかという、そういった議論がありま

した。ですから、そこの部分はずっと課題抱えていて、やはり高齢者は一般的に 65 歳以上では

ないかと。これはどこのまちをみても、60 歳で高齢者料金を設定するのは、実はないのです。

そういうことから、高齢者の 65 歳以上ということで設定したところでございます。これが、ど

れほど料金に跳ね返るのかということ。その辺を実際 60 歳から 65 歳の人たちがどれくらい利

用しているのかということで、教育委員会とも協議した中で、最終的に判断させていただきた

いというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 時間がありませんということで、今、課長終始話しした部分、関係団

体から十分意見を聞いて、ただガス抜きではなくて、そういう部分も含めて十分に検討してほ

しいことと、今、課長答弁しましたけども、プール冬期間休館するという考えしていますけど、

それと料金の見直しについては別というふうに理解していますので十分に、いろいろ言いたい
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ことがありますので、時間ありますから言いませんけど、関係団体それからいろいろ聞いて、

より良い効果を出してほしいということと、あくまでも私がさっきから言っているように、利

用者をふやして料金を上げるような形にしないと、ただ料金を上げて全体の料金を上げるとい

う発想はやめてほしいなと、こう思います。  

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） まさにそのとおりだと思います。料金を上げて利用者が減る。

減るということは便益のサービスが低下したということでありますから、そこだけは絶対に避

けたいと考えてございますので、その辺のことについては関係団体のご意見を十分聞いた中で

やりたいと思っています。ですから来週、再来週、５月 20 日、21 日、23 日と３日間、関係団

体の方にお集まりいただいて、十分な説明を開催したいと思っておりますので、それらを踏ま

えた中で最終的な判断をさせていただきたいと、このように考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  本間広朗委員どうぞ。  

○委員（本間広朗君） 僕は、本当は２ページのサービス利用する人と利用しない人。これを

もう少し本当はよく説明いただきたかったところですが、時間がないのでよろしいですけど。

先ほどプールの件もそうですけど、冬期閉館とありますけど、ある町民の方から仕事終わって

から、遠くからプール教室習っている人がいるので、冬期閉館になると、水泳教室とかできな

くなるのではないかという、そういう心配をしていました。ですから、途中で冬期閉館すると

いうことによって、教室がなくなるということもあるので、そういうことはなるべく避けて、

さっき言われましたように、町民の方からも意見を聞いて、できるだけそういうことのないよ

うに、大人もそうですけど、子供もそうですけど、そういう方が不自由しないようにできるだ

けしていっていただきたいと思います。それと、今まで皆さんいろいろ受益者負担とか、また

３年後に見直しになると思うのですけども、使用料は今回値上げしないということですけれど、

３年後と言いますと 23 年になりますけど、財政再生基準、それが下がっていって、これから外

れることになるのです。そうすると結局、また使用料、手数料とかさらに上がるということが

懸念されると思うのですけど、その辺どうでしょう。 

○委員長（及川 保君）  本間委員、今、プールの運営問題に入っているのです。運営に関す

る答弁する説明員がきょうは教育委員会手すきなのです。それで、改めて今回の本間委員の件

については、きちんと対応を議会としますので、そういう形でよろしいですか。多分、経営企

画課長がこうしますという話はできないと思うのです。こうしたいとか、こうだとかいう説明

が。だと思うのですけど。そういう形でよろしいでしょうか。高畠経営企画課長。  

○経営企画課長（高畠 章君） 全体のプールの閉館のほう、その辺はちょっと私のほうから

答えは控えさせていただくことといたしまして、後段のほうの財政改革プログラムの件なので

すけど、今、本間委員がお話ししている前提のグラフですけども、それは財政改革のさまざま

な取り組み。それを行わない場合はこうなりますというグラフなはずなのです。ですから、基

本的に財政改革プログラムのさまざまな取り組みを行ったときは、そういう数字になりません

ので、そのときは前回議会に案として提示した、あの内容で考えていると、そのような数字に
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なりませんので。ですから、３年後はそんな大きな、次の３年後はさらに大きく、次はさらに

大きくと、それをクリアするためにと、そういうふうにならないと。全体的にすべての取り組

みをやった中で、総体的に料金はどうするかと決めますので、そんな大きな形でどんどん上が

っていくという形には財政改革プログラムを組んでございませんので、そういうことでご理解

いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  次回、詳しくしましょう。ほかございませんか。 

斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 時間がなくなりましたから、端的に伺いますけども、先ほど課長の答

弁の中で一つ、もう１回検討してほしいなと思うのは、現在の 60 歳。誰もまだ高齢者扱いにし

ていないというのは、これは精神的なもので、元気だからそれよりももっと上でもいいだろう

と。ところが、60 歳で現実定年になるわけです。そのあと働き場所もないし、年金も全額では

ないという社会的な条件が整っていない中で、その人の暮らしをどう守っていくかという観点

がやはり抜けている。そうすると、健康を守るのでも、65 歳になってよぼよぼになってしまう

から、健康を守れではなくて、その前の 60 歳から健康を増進させなくてはならない。それに反

しているのが冬期間の閉鎖ということになると、なおさら町民の健康を守っていないというこ

とになる。だから、60 歳が高齢者ではなくて、65 歳でいいのだろうという考え方というのは、

もう１回ちょっと考え直してみてほしいということが一つ。 

それともう一つ端的に聞きます。私は、予算案のときに予算の組み替え動議を出したのです。

そのときにやはりこういう町民に負担がかかっていくから、その分を何とか少しでも防いでほ

しいと。そのためには事業も我慢をしなくてはならないと言ったのです。ところが、そういう

事業をやめると、町内の企業が困ると。産業界が困るという話をした。ところが、もう一つの

側面でいうと、それも事実なのだけれども、やはり町民の健康を守るという、文化を守るとい

うことは、これは大事な仕事。人づくりでもあり、精神を育てていくということ。そこの部分

は、かなり打ち切りやすいのですよ、目に見えないから。そこの部分がすっぽり抜けていると

いうことからいうと、この改定案の中で受益者負担のルールに従ってやってきたとはいっても、

この部分は町内のスポーツ宣言都市としては全部みますと、こういう姿勢がどこにもない。そ

のことを言いたい。そういう目玉になる政策というのは、この中に打ち出されましたかと。そ

れがないのだから、何だ単なる値上げかとなってしまうでしょう。そこら辺、聞いておきたい。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 60 から 65 歳の考え方。これは、国の法律も変わりまして、

雇用という面で民間企業も定年を延ばさなくてはならないとか、そういうふうになってござい

ます。ですから、当然生活を保障するといった部分。この部分については、国もしっかり考え

てございます。ですから、町としてはそこを前提として、やはり考えるべきだと思っておりま

す。60 から 65 歳以上全員が失業者になる。そのような観点では、ちょっとプールの料金を 380

円上げないから助かったとか、そういうレベルではないと思うのです。ですから、そこのとこ

ろはもう少し全体的な社会の状況を見ながら考えなくてはいけない部分だと思います。ただ、



 23 

現行を守るといった部分では、現実的にそういう方も、生活が苦しくなるといった方も 60 歳定

年を迎えていらっしゃる、そういった現実も踏まえております。ですからその辺、十分利用者

の方々のご意見を伺った中で決めたいと思っております。 

後段のほうは、ここは非常に現在の町の行政の財政、この状況を見た中では、行政に対して

は非常に厳しい考え方だと思います。そしてなおかつ非常に辛い、そういったところでござい

ます。ですから、基本的な町民の健康、文化、そして豊かな生活を守る。そこが外せないとこ

ろだと思います。ただ、政策的にこの非常に財政が苦しい中で、あえてそこのところをクロー

ズアップした政策を打ち出せということになると、そこの政策ぶら下がる取り組みができてき

ます。そのときに、果たして町民の方が今そんなことをやっていていいのかという意見も出て

くるのではないかと思うのです。ですから、その辺をみた中で我慢していただく時期には我慢

していただいて、それを乗り越えたときは、やはりきちんと大きなまちづくりに向かってやっ

ていきたいと、そのような考え方でおります。一応、時間もないので、このようなことでご理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員、よろしいですか。改めて個別の問題が多々出ております。

これについては、きのう確認したとおり、改めてこの委員会をきちんと対応しようという話に

なっておりますので、委員の皆さんについてはご理解をいただきたいなというふうに思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 10 分予定をオーバーしております。常任委員会につきましては、こ

の所管事務調査については、これで終了したいというふうに思います。終了ではございません

けれども、またあしたございますし、よろしくお願いしたいと思います。それでは説明員の皆

様、ご苦労さまでした。 

（午後 ７時４１分） 


