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平成２０年白老町議会白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 

 

平成２０年５月１日（木曜日） 

開  会  午後 １時３０分 

閉  会  午後 ４時１６分 

                                         

○議事日程 

調査事項 

１．小委員長報告 

２．第１章から第３章の審議について 

                                         

○会議に付した事件 

 協議事項   

１．小委員長報告 

２．第１章から第３章の審議について 

                                         

○出席委員（１４名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 鈴 木 宏 征 君 

委  員 玉 井 昭 一 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 委  員 山 本 浩 平 君      委  員 吉 田 和 子 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     行 財 政 対 策 室 長    山 口 和 雄 君 

     経 営 企 画 課 長    高 畠  章  君 

     町 民 課 長    丸 山 伸 也 君 

     病 院 事 務 長    安 達 義 孝 君 

     上 下 水 道 課 長    辻   昌 秀 君 

     水 産 港 湾 課 長    岩 崎   勉 君 
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     産 業 経 済 課 主 幹    西   幹 雄 君 

     行財政対策室主幹    大 黒 克 己 君 

     行財政対策室主査    岩 本 寿 彦 君 

     経 営 企 画 課 主 査    高 尾 利 弘 君 

     行財政対策室主査    池 田   誠 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） こんにちは。ただいまから、白老町財政健全化に関する調査特別委

員会を開会いたします。 

（午後 １時３０分） 

                                         

○委員長（及川 保君） まず最初に、先般、小委員会が開かれまして、今後のスケジュール

等々議論が交わされまして、そのまとめができておりますので、大渕小委員長からその旨、報

告をお願いしたいと思います。10 番、大渕小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕でございます。財政健全化に関する調査特別委員会の小委員会の

報告をいたしたいと思います。 

 先般４月 21 日、小委員会を開催いたし、５名全員出席のもと審議方法についての議論を行い

ました。レジメがいっていると思いますけれども、こういうような方向でやりたいということ

でございます。これは、全会一致で決まったことでございますのでご報告をいたしたいと思い

ます。 

 １番目に特別委員会の調査範囲でございますけれども、今後における病院の方向性を示すこ

とについての財政運営の関係ですね。これは当然、この後出てくる、町長は６月定例会前後と

いうふうに言っておりますので、それが出た範囲でこれを加えていくということになります。

２番目、超過税率の提示に伴う新税の議論。これはそのままですね。３番目、小中学校適正配

置における財政負担の部分。これは統合の是非論、これは現在いろいろ議論されておりますし、

また、報告書が出されたり、いろいろとされておりますので、統合の是非論については除きま

す。あくまでも財政的な部分のみということにいたしたいと思います。国保税・保育料・下水

道の使用料のあり方。これはこのままですね。５番目に特別会計及び企業会計における運営と

財政負担の問題。６番目、歳出全般。所管の常任委員会の兼ね合いを考慮とするとありますけ

れども、財政全般ですので、当然、所管事務調査と重なってくる部分が出るかと思いますので、

そういう点は十分考慮しながら行うということでございます。７番目、使用料・手数料の見直

しについては、現在、総務文教常任委員会の所管事務調査で審議中でございます。よって、移

動常任委員会等も実施される予定になっておりますので、特別委員会の議論からは、これは除

外をいたします。ですから、使用料・手数料の問題については、この特別委員会としては、議

論はしないというふうにいたしたいと思います。 

 ２つ目にですね、特別委員会の審議方法なのですけれども、その後にありますけれども、日

にちの中に「審議する予定（新財政改革プログラム）」とありまして、日割りで章別、また、細

目別に議論をしていきたいと、こういうふうに考えておりますので、最初に行う部分の町から

の若干のご報告をいただくと。その後、質疑を行います。これは、純然たる質疑。町側との質

疑を行うと。その後、自由討論と書いていますけど、一般的にいう自由討議。これは、議員の

みで自由討議を行ってはいかがかというようなことで議論がされております。原則的にはその
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ような形でやったらいかがかということであります。 

 次に、「新財政改革プログラムは各章ごとに分けて審議をする」ということですけれども、書

いていますように、集中してやらなければだめな部分と今まで議論している部分がございます

ので、そこは考慮しながらやりたいということでございます。書いていますとおり、第１章、

町に対する質問・質疑を行い、議員の自由討議ということで次に移っていくということであり

ます。委員会の開催日程ですけれども、本日５月１日、後に 16、29、30、６月 24、25、27 と

いうことで６月中に基本的な議論を終わらせたいと。これは、改革プログラムですので議会の

議決事項ではございません。しかし、町側としましては、８月中にこの新財政改革プログラム

を成案とするという方向だそうでございますので、我々議会の意見がこの改革プログラムに盛

り込むとしたならば、７月中に一定の方向を出すという必要がございます。そのために６月中

には審議を終わり、その後、まとめを行い、議会で中間報告を行って、そして、町の成案に盛

り込んでいただけるものは盛り込むという時間的なことを十分考えて６月いっぱいに質疑と討

議は終わらせたいと、こういうふうに考えております。 

 なお、町側は６月の初めに町民説明会を行いますし、先日配布された広報に概要が載ってお

ります。議会にも説明されているというような記述も載っておりましたので、そういう意味で

いえば、町民の意見を聞く必要があるであろうということで、その後ですけれども、町民懇談

会の実施ということで６月 24、25、27 日、この３日間、日中、議論を行い、夜、町民懇談会を

行ってはいかがでしょうかということでございます。この町民懇談会は、あくまでも町の説明

を補足したり、補完するものではありません。全くそのこととは、我々は、町側の方向は方向

として出していただきます。町民の皆さんのご意見を議会、議員が聞きまして、それをまちの

ほうに反映するという形での町民懇談会を実施してはいかがでしょうかという提起であります。 

 以上、４月 21 日の小委員会で意思統一されたことについては以上の中身でございます。それ

では、以上で報告を終わります。 

○委員長（及川 保君） 小委員長からの先般の小委員会の報告がございました。ちょっと委

員長から補足させていただきます。ご案内の中で５月７日まで資料要求がございましたね。こ

の件について、かなりのボリュームがある可能性も高いわけでありまして、それなりの町側の

準備も当然必要かということで、７日と期限をつけて皆さんのお手元に今、回覧されておると

思います。各会派の審議の中で要望がありましたら、ぜひ、提出いただきたいということでご

ざいます。実は、期限つけておりますけども、途中経過でまた資料要求がございましたら、そ

の都度、受けてまいりますのでご了承願いたいというふうに思います。 

 それでは、今、小委員長から報告がありましたけれども、当面のスケジュール等々含めて、

皆さんからご意見やご質疑がありましたら受けたいと思います。どうぞ。特にございませんか。

10 番、大渕小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） すみません、10 番、大渕です。スケジュール表をちょっと説明するの

忘れましたので、ちょっとだけ補足します。ごめんなさい。 

 スケジュール表をちょっと各自見ていただきたいと思います。先ほど、口頭で申し上げまし
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たけれども、４月終わりまして、５月頭から日程が書いております。このような形で進めてい

くということでございます。町立病院の方向性は６月議会をめどに出されるということも記載

されておりますし、町側の地域説明会につきましては６月の初めに行われるということになっ

ております。その他、日程含めて全部書いておりますけれども、８月の最後に新財政改革プロ

グラム計画書確定と書いておりまして、議会に説明される図になっておりますけれども、これ

に間に合わせるためには７月に定例会を開きましてね、第２回定例会を開いて、ここで中間報

告を行うというふうな形になっております。ここで財政改革プログラムに対する議会の一定の

方向性を示し、議会としての対案を示し、それを町のほうで検討願うと、こういうスケジュー

ルになっておりますので、基本的には６月いっぱいで質疑を終結させていきたいと。そして、

その中身をまとめていきたいと、こういうことでございます。町立病院については、このスケ

ジュールには全く入っておりません。ですから、この方向性が出た段階で、この部分での議論

も特別委員会として行うというふうになります。それで、８月に財政改革プログラムが成案に

なりますと、９月の定例会で各条例の提案がされてきます。プログラムそのものは議決事項で

はございませんのでそういうふうになりますので、その時点で再度、条例の審議が９月からさ

れるということでございますのでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ありがとうございました。こういう大まかなスケジュールになって

おります。質疑がございましたら、受けたいと思います。どうぞ。特に今の報告の中でござい

ませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、皆さんのお手元に前議会における財政健全化に関する特

別委員会の報告が、議会だよりとして町民に報告されたものが、今、お手元にあろうかと思い

ます。これを全く無視して、この特別委員会を進めるわけにも、また、いきませんので、この

中身についてもぜひ周知をしていっていただきたいなというふうに思います。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、本日の日程にあります、この改革プログラムの案の第１章から第３章の審議につ

いて進めていきたいというふうに考えます。 

 それでは、町側のから説明を求めたいと思います。大黒主幹、どうぞ。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 大黒でございます。座って説明させていただきます。 

 まず、１ページの新財政改革プログラムの策定にあたってというところから簡単にご説明さ

せていただきたいと思います。プログラムの関係につきましては、３月 31 日に一通り議会のほ

うに説明をさせていただきましたので、今回はおさらいという形で説明させていただきたいと

思います。 

 まず、「新財政改革プログラムの策定にあたって」ということで、どのような要因によって、

新財政改革プログラムを策定したのかというところの説明でございます。３ページまでという

ことになります。まず１つ目としまして、「景気浮揚対策による身の丈を超えた事業展開と歳出

の増加」というところでございます。本町の財政悪化は、バブル経済崩壊後の平成２年度以降
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に国が景気浮揚対策として、減税や公共投資を拡大し、これにあわせて本町も社会資本の整備

を、財政規模を超えて進めてきたということが大きな原因としております。以下、費目ごとに

元年度と 18 年度との比較をして、増加傾向にあるということを説明しているものでございます。 

 それから２番目としまして、「地方交付税に依存した財政構造と三位一体の改革の影響」とい

うところでございます。地方交付税につきましては、本町にとって歳入では最も重要な財源と

なっており、地方交付税に依存した財政構造となっています。また、平成 16 年度から始まった

三位一体の改革、これによりましてですね、税源移譲については非常に不完全なものとなって

おり、財政の悪化に拍車をかけているというような状況でございます。 

 それから３番目、「これまでの財政健全化への取り組み」というところ、２ページにまいりま

すが。本町では、まず健全化の取り組みとしまして、平成 10 年９月にご承知のとおり、財政健

全化計画というのを立て、また、平成 14 年 12 月に健全化指針というものを策定しております。

その後、三位一体改革の影響等もあった状況からですね、平成 16 年 12 月に現行のプログラム

であります財政改革プログラムを策定したところでございます。この現行の財政改革プログラ

ムでは、対策目標額には届かないものの一定の成果を上げ、財政調整基金、貯金を取り崩しつ

つ、何とか一般会計の赤字転落を回避することができたというところでございます。しかし、

平成 19 年度以降の財政運営はさらに抜本的な改革が急務であるというところでございます。 

 ４番目としまして、「新財政改革プログラムの策定」というところでございます。平成 18 年

６月に夕張市が財政破綻をしました。その後、国は夕張市への財政再建計画の同意後の平成 19

年６月、新たな法律、再生法ということで地方財政健全化法というのを策定し、このような大

きなうねりの中で本町はですね、特別会計・企業会計の多額の赤字を放置してきたということ

で、財政再生団体に転落しかねない極めて深刻な状況となってしまったというところでござい

ます。それで、本町におきましては、財政再生団体の転落を回避、それともう一つは、特別会

計・企業会計の多額の赤字を計画的に解消するという目的で、平成 19 年６月、昨年６月に「財

政再建への取り組み（骨子）」というものを策定しております。それで、この度、その実行計画

である「新財政改革プログラム」を策定したところであります。財政危機を招いたこれまでの

行財政運営を深く反省し、このプログラムに掲げた目標を確実に実行することにより、本町の

財政再建に取り組む決意を示すとともに、次代を担う子どもたちに過大な負担を残すことなく、

すべての町民が希望を持って生活できるよう、行財政改革に取り組んでいきますので、町民の

皆さんをはじめ、議会、関係各位のご理解とご協力を心からお願いしたいというところでまと

めてございます。 

 次、１章に入ってよろしいですか、続けて。 

○委員長（及川 保君） 次、進めてください。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、続けまして第１章のですね、「地方財政健全化

法」。この章は４ページから 11 ページまでの部分で説明しているものでございます。まず、地

方財政健全化法につきましては、１月 23 日の総務文教常任委員会におきまして、法律の内容と

指標の説明をさせていただいております。ここでは概略のみということの説明をさせていただ
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きたいと思います。 

 まず、第１節、「地方財政健全化法の概要」ということで、１番目「地方財政の深刻化と法制

定」。ここではですね、法律の制定のきっかけということで、地方財政の急速な悪化と財政規律

の緩みによる膨大な長期債務を抱えた地方財政の深刻化だとしております。平成 18 年７月に

「地方分権 21 世紀ビジョン懇談会」という懇談会の報告書が公表されまして、その中で「護送

船団方式により形成された“国が何とかしてくれる”という神話が、財政規律の緩みにつなが

ってきた面を否定できない。経営に失敗すれば自治体も破綻という事態に立ち至る、という危

機感を持つことが、地方財政の規律の回復のために必要であるという指摘がある」と記載して

おりまして、いわゆる、ここで再生型破綻法制の整備を求めたというところでございます。ま

た、このビジョン会の報告を受けましてですね、平成 18 年 12 月に「新しい地方財政再生制度

研究会」という研究会の報告書が公表されまして、ここでですね、以下に示しました４つの課

題があるとしております。そのためですね、新しい地方財政制度は、財政情報開示を徹底し、

透明なルールによる早期是正措置を導入し、住民チェック機能を働かせ、財政再建を促してい

くことを柱とする早期是正再生スキームを構築すべきとする提言を行ったところでございます。

本町の財政が極めて厳しい状況に至った原因には、不適正な会計処理はなかったものの、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しております。 

 ２番目の「地方財政健全化法の概要」でございます。５ページにまいります。ここでは、地

方財政健全化法のイメージとしてですね、まず、「財政の早期健全化」。それから、次の段階と

しての「財政の再生」と。２段階で健全化に取り組むものということになってございます。 

 続きまして、６ページにまいります。第２節「財政指標と早期健全化基準、財政再生基準」

でございます。財政の健全性は、全会計を対象にし、次の４つの財政指標と公営企業特別会計

の経営の健全化を測る指標で判断することになります。 

 １番目の「財政指標と対象会計」ということで、６ページ下に「財政指標の対象会計の範囲」

という表を掲載してございます。実質赤字比率につきましては普通会計、一般会計等とも言い

ますが、この部分のみ。それから、連結実質赤字比率につきましては、すべての会計。実質公

債費比率も同様。それから、将来負担比率につきましては、全会計にあわせて３セクも該当す

るよという表でございます。 

 ７ページにまいります。２番目の「財政指標と早期健全化基準等」というところで、まず、

この指標につきましては、平成 19 年度の決算から毎年、監査委員の審査を受け、意見を付して

議会に報告し、公表するということが義務づけられております。 

 まず、一つの指標としまして実質赤字比率。これにつきましては、一般会計等の実質赤字額

を標準財政規模で除して求めることとなっております。これは、これまでの再建法と同様のも

のでございます。基準につきましては、早期健全化基準は法律上 11.25％から 15％となってお

りますが、本町は約 14.4％ということで、本町の試算につきましては以下のとおりでございま

す。再生基準につきましては 20％ということで、これまでの再建法と同率の基準でございます。

本町の場合ですね、実質赤字が 12 億円を超えると財政再生団体に転落し、また、早期健全化ラ
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インは約８億 6,000 万円ということになります。 

 それから続きまして、連結実質赤字比率でございます。この比率は、連結実質赤字額を標準

財政規模で除して求めるものとなっております。この連結実質赤字額は四角で囲っている部分

のイ・ロ・ハにこれを足したり、引いたりということになりますが、ここでいうハとニという

ものは黒字要素でございまして、赤字額から黒字要素を差し引いて、なおかつ、赤字が出れば、

その赤字が連結実質赤字額ということになります。早期健全化基準は 16.25％から 20％。本町

は 19.4％という試算をしてございます。そこで連結実質赤字額が約 11 億 6,000 万円になりま

すと、早期健全化団体に陥るということになり、財政再生基準は平成 20 年度決算では 40％と

なっております。これは、３年間の経過措置がございまして、21 年度までは 40、22 年度が 35、

23 年度決算以降、法律に基づく 30％ということになります。そこで 20 年度決算が約 24 億円の

連結実質赤字額になると、本町の場合、財政再生団体に転落するということになります。 

 ９ページにいきますが、昨年 12 月に健全化法の施行令、それから本年、同施行規則というも

のがつくられまして、これまでいろいろ議論のありました、販売を目的として所有する土地の

売却による収入見込額を黒字要素として算入できることとなりました。また、公共下水道事業

会計のように、事業の性質上、事業開始後一定期間に資金の不足額が生じる等の事情がある場

合においては、この資金の不足額から一定額を控除されるということにもなりました。このよ

うなことから 20 年度の決算による財政団体への転落は確実に回避できるという見込みを立て

たところでございます。 

 続きまして、実質公債費比率でございます。この比率は、一般会計等が負担する元利償還金

及び特別会計等に繰り出す準元利償還金の標準財政規模に対する比率でございます。早期健全

化基準 25％。次のページ 10 ページになりますけど、再生基準 35％ということになってござい

まして、ちなみに本町の場合、平成 18 年度決算では、この比率は 13.6％となっております。 

 次に将来負担比率でございます。この比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負担債

の標準財政規模に対する比率でございます。この将来負担する額というものは、以下イからチ

までの合計額ということになりますが、主なものとしましては、一般会計等の地方債の現在高

ですとか、債務負担行為に基づく支出予定額、あるいは今後、職員が後年度ですべて退職した

場合の退職金の総額、このようなものを合算したものとなっております。将来負担比率は、早

期健全化基準だけとなっておりまして、その基準は 350％ということになってございます。 

 それからもう一つ。公営企業ごとの資金の不足額を表す資金不足比率でございますが、これ

につきましては、資金の不足額を事業の規模で除して算出するものでございます。この比率は

経営健全化基準だけとなっておりまして、その基準は 20％ということになってございます。以

上で、「策定にあたって」と、第１章「地方財政健全化法」の説明を終わります。 

○委員長（及川 保君） 一度ここで区切りたいと思います。１章全般にわたっての説明があ

りましたけども、皆さんから質疑を受けたいと思います。ございましたらどうぞ。９番、斎藤

征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。４ページに書いてありました、２段階の危機意識を持って
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事にあたれというふうに決まったと。それを決めたのが、「21 世紀ビジョンの懇談会」、あるい

は「財政再生制度研究会」と、こういうお話がございました。ここの場所でこういうふうなこ

とを決めたということですが、決めるにあたって、地方だとか、各都道府県段階の意見だとか、

状況だとかという、そういう意見聴取というのはどんなふうに行われたのか。そのあたり、教

えていただきたいのですが。全くそれがないまま、この研究会の中で進められてきたのか。地

方から相当の意見が反映される形で出ているのか。そのあたりはいかがなものなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 正しい答えになるかどうかわかりませんが、一応、「地方

分権 21 世紀ビジョン懇談会」の報告書と、それから、「新しい地方財政再生制度研究会」の報

告書に目を通してございますが、その中でそれぞれの自治体ですとか、国民からの意見を聴取

して、この研究会の報告書をまとめたというような中身にはなってございません。ただし、こ

の議論の中ではですね、これまでの、いわゆる全国レベルの財政状況ですとか、そういった資

料を取り寄せて、その分析をしながら、この提言をまとめたというような形になっております。

また、この 21 世紀ビジョン懇談会の中の構成員として、今、東京都の副知事の猪瀬直樹さんも

入っておりまして、その中では、現副知事が独自に収集した資料等も提出した中で、このよう

な状況であるというような説明をしながら、これではこれから地方は先の見通しがないという

ようなことで、このような報告書をまとめたというような中身になってございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。いわゆる資料に基づいた机上のプランでこういうもの

が出てきたのかなというふうに思うのですが、実際には、私、前からおかしいと思っていたの

はね、確かに夕張はあったのだけども、決めてから、それに対応までの期間というのがものす

ごく短くて、数値なんかもはっきりしないままずっと経過してきて、そして、土壇場で出てい

ると。そうすると、それぞれの自治体というのはそれに対応する期間というのがものすごくな

かったのではないかという気がするのですよ。今までの国の指導からいえば、そういうふうな

指導をしてきたわけですから、それに対応する各自治体の処理期間というのを十分に置いた上

で健全化にするというのが全く当たり前ではないかと思うのですけども、そういう期間さえな

くてバタバタとやって、地方の自治体を慌てさせているというふうにしか見えないわけですよ

ね。ということからいってね、地方からそういう準備期間を持ってほしいだとかね、対策期間

を置いてほしいだとかというのは、そういうような要望というのは吸い上げられたのかどうな

のか。そのあたり伺いたいのですが。 

○委員長（及川 保君） 山口室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  委員のおっしゃることは全くそのとおりだと思いますが、

以前から町長がお話しているとおり、町長というのは急にこういうものを言われたところで、

当然、準備期間がないですよということは議会にもお話し、そして、総務省にも行ってきまし

たと、こういうお話をされています。そういうことを受けながら、この連結の再生の基準が当

初 30％であったものがですね、緩やかにやって 40％という経過措置の中で出てきたものという
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ふうに解釈をしております。ただ、やはり委員がおっしゃったとおり、夕張の破綻から含めて

ですね、期間がなく、また、細部が決まらないままにどんどん国は打ち上げていって地方の不

安を増幅したこと、これは間違いないというふうに押さえてございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ５ページのところなのですけども、上のほうで「不適正な会計処理は

ないものの、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もので

す。」というふうに書いていますけども、ここに言っています「報告書に指摘のある財政規律の

緩み」、つまり、財政規律の緩みとその課題というのはどのようにとらえておられて、また、分

析されているのか。ここでは何も書いていないものですから、その辺を詳しく説明していただ

ければと思うのですけど。また、資料があれば、いただければありがたいのですけど。 

○委員長（及川 保君） 山口室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） ここのところでの報告書というのは、前段、報告書が出さ

れていますよと申し上げているとおりの部分。いわゆる「21 世紀ビジョンの懇談会の報告書」

でありますが、そういう報告書。これは護送船団的な要素があって、そういう財政運営のゆが

みがあったのではないかという、こういう押さえの中で本町においてもそういうものがあった

のではないかということでございます。それで、今後、その原因等々につきましては、第３章

の中で白老町の報告書では述べられておりますので、第３章のところでその部分については説

明していきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ほか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。何度も聞いていますけどね、３月の段階でまだ出て

いなかったという解消可能資金不足額、それから工業団地の関係、それから企業会計の資金不

足比率の関係、これは具体的になって数字がきちんと固まりましたか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 最初に結果から報告しますと、まだ固まってございませ

ん。どういう状況かといいますと、一応、ことしの２月に施行規則ができまして、その後、３

月末に基準というものが示されております。それで、その規準を読むにあたっても、それでは

実際、どの数字を使ったらいいのかというのがはっきりわからないというような状況で、国で

は、その算定のフォーマットを示すということにつきましては、前にもご説明したとおりでご

ざいます。それで、そのフォーマットをつくるにあたりまして、現在、国のほうでサンプル調

査というものを行っております。どういうものかといいますと、実際、その基準に基づいて、

どの数値をどうやって出すのかという、もちろん、今回の健全化法の指標というものは、決算

統計の作業とほぼ同時に行われる、なおかつ、決算統計の数値を使用して指標を算出するとい

うようなものが前提となっておりまして、その例えば、決算統計の何表のここの数字を使うの

ですよとか、そういったものの調査を行っている最中ということで、正式な確立したフォーマ

ットというものがまだ配布されておりませんので、正式な数値はまだ出せないでいる状況でご

ざいます。ただ、現在ですね、ある程度これは固まっているだろうと思われるものは、下水道
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の解消可能資金不足比率。今回、プログラム上では、５年間の差額、いわゆる５年遡及の合計

額を使用しているのですが、そこは 45 年さかのぼっていいよというようなことになっておりま

して、ですから実際のところ、解消可能資金不足は今の試算よりも若干増えるというようなこ

とで、ある程度押さえております。あと、土地の関係については、ちょっとまだはっきりした

ことは言えないところでございます。ちなみにですね、国から示された今後のスケジュールの

イメージというところでございますが、先ほど申しました、算定のフォーマット等をまず各都

道府県市町村に配布し、その後に説明会を行うということにしております。どの辺の範囲の説

明会かどうかというのはまだはっきりしておりませんが、その説明会である程度説明して、次

の回答を国のほうで示すと思われますので、その段階である程度全容が見えてくるのかなとい

うふうに思っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。わかりました。町に言っても仕方がないのだけれど

も、ことしから当てはめると言っていてね、そういうものが出てこないでやれというのは、ば

かにしているとしか僕は言いようがないのですよね。今、お話聞いたら、ちょっとだけど、に

こっとできる部分もあるのかもしれないのだけれども、例えば下水道の場合は、５年を 45 年で

見るということになると金額、あまり違ったら困るけど、どれぐらいの金額が上積みされるか、

大体どれぐらいなのか。それから土地の場合は、どういうふうに出ても今のような、解消可能

資金不足のような形では出ないのか。出ないのかということは、上積み可能性がないのかと。

これは、どういうふうに計算するかという計算の仕方だと思うのだけれどね。それと、公営企

業会計の資金不足というのは、まだ外部監査等々の関係については全くわからないと。これに

ひっかかった場合は、外部監査が入りますよと。入るということは間違いないのかどうか、そ

んなことはわかっていますか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、１点目の下水道の関係の試算を新たにし直すとど

のぐらいになるかという部分につきましては、これが確実だということではなく、内々の試算

でございますが、約１億ぐらい増える可能性があるということで申し上げておきます。それか

ら土地につきましては、現在、プログラム上はですね、評価額をもとに算出しているものでご

ざいますが、いろいろ何通りかの価格を出す手法として売買価格というものがございまして、

例えば臨海部では実際、今、平米あたり１万円で売ってございますが、この評価額を使います

と 7,000 円ぐらいに落ちてしまうと。それを低い数字で今回プログラムを作成していますので、

逆に見込みが増えれば、逆に比率が下がるということになりますが、その確証というものはま

だつかんでおりません。 

それからもう一つ、資金不足比率の関係につきましては、今の土地と同じく、ある程度数字

は固めてはいるのですけど、本当にそれがフォーマット上、正しい数値を使っているのかどう

かという部分が、まだ、正式なものが示されておりませんので、最終的な答えは出せないでい

る状況でございますが、経営健全化団体、いわゆる経営健全化の会計になった場合には、外部
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監査を入れなければならないということにつきましては間違いないところでございます。本町

の場合におきましても何会計か、いわゆるイエローカードという部分が懸念されるところでご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。１、２はわかりました。最後の部分なのだけど、現

実的に今わからないのは、何がわからないのですか。こっちの数字は全部出ていますよね。そ

れでね、こういうふうに下水道や土地のように、何か計算してやるというようなところはない

のではないかと思うのです。会計別なわけですからね、全部ね。ページ数で言えば、６ページ

の下のロの公営企業特別会計の部分ですよね。そうなると、今、うちがイエローカードになる

かどうかわからないというのは何がわからないのですか。それがわからないのです。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） ある程度数字としては押さえてはいまして、イエローカ

ードになってしまうという腹づもりもこちらのほうはしているのですけど、いわゆるその数値

があくまでも、何と言いましょうか、最終的には施行規則によって、資金不足比率の出し方と

いうのが説明されておるのですが、その中で実際、規則上記載されているものが本当にこの数

字で正しいのかどうかと。我々が見込んでいる、多分こうだろうと思っている、この数字を使

っていいのだろうかというお墨付きを、今の段階ではどこもしてくれない。国も道も。極端な

話を言えば、道に「これでいいのですか。」とお伺いを立てても、「それはまだちょっと国のほ

うで最終的に示していないから、道としてもお答えできません。」というような回答なものです

から、それがもし違った場合にとんでもないことになるのかなというような懸念もありまして

ですね、このようなちょっと煮え切れない回答になっているということをご理解いただきたい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。具体的に聞きます。そうしたらね、病院会計でいえ

ば、例えば起債を借りられたと。不良債務の関係で公立病院の特例債が借りられたとすれば、

もし、借りるような状況になったとしたら、病院会計は、借りることによってオーケーになる

のかどうか。特別会計がね。今の資金不足比率だよ。それから下水道がさっき言ったように、

解消可能資金不足額がありますよね、それがそういうふうになった場合は、下水道会計が免れ

ることができるのかどうか。それだけでいいです。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、病院につきましては、これもちょっと複雑でござ

いますが、特例債を借りると。特例債は一般的にいう赤字補てん債というか、赤字地方債とい

う形になります。ちょっと下水道とは状況が違うのですけど、赤字の地方債につきましては、

これは法律、あるいは規則上ですね、「負債」とみるという言い方をしているのです。借りたと

しても負債だと。そうであれば、その部分は控除されないという可能性もあるものですから、

この辺も何とも言えないということになります。もちろん、借りることによって不良債務は減
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るのですけど、ただし、起債としての扱いをどうするのかという部分につきましては、まだ正

式には出ておりませんので、その辺はちょっとまだわからないという状況です。それから下水

道につきましては、もちろん解消可能資金不足額を差し引くことになりますので、差し引いた

部分での資金不足比率という出し方になると思います。ただ、それであっても 20％というもの

はかなり厳しい数字でございますので、赤字があればですね、全く黒字の会計は全然問題あり

ませんけど、それこそ何億とあればですね、やはり非常に厳しい状況かな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。ありませんね。 

 それでは、第２章のほうに進めたいと思います。第２章の「財政の現状と財政収支見通し」

全般でよろしいですか。かなりボリュームがあるのですが説明をお願いいたします。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、第２章の「財政の現状と財政収支見通し」と

いうところの説明をさせていただきます。12 ページから 40 ページにかけてでございます。 

 まず、第１節でございます。「普通会計の財政状況」ということで、平成９年から平成 18 年

までの過去 10 年間の状況を示しております。まず、歳入状況でございますが、ここでは町税が

９年度対比で約 23％の減。それから地方交付税につきましても、15 年度比で約 14％の減少と

いうことでかなり歳入については落ち込んでいると。なおかつ、今後も厳しくなることが明ら

かであるというようなことを示してございます。 

 13 ページの２番目、歳出の状況でございますが、人件費につきましては、平成 11 年度以降

減少。しかしながら、扶助費は 12 年度以降増加。公債費につきましても平成９年度の比較で約

３億の増ということです。それから特別会計などへの繰出金も平成 12 年度以降、10 億円を超

える繰り出しを行っている状況でございます。14 ページにまいります。中段下ですけど、一方、

投資的経費につきましては、歳入の伸び悩みから近年は減少傾向を示してございます。表３の

とおりでございます。 

 続きまして 16 ページ。３番目の「給与費及び定員管理の状況」でございます。まず、１つ目

の職員数の現状でございますが、平成 19 年４月１日現在の職員数 326 人ということで、10 年

間で 63 人の削減をしているという状況でございます。また、類似団体との比較では、消防や町

立病院を単独で行っているという特殊要因もございますが、道内の類似団体の中では多い方に

あたりますということで、17 ページの表６で示しているとおりでございますが、「職員１人当

たりの住民数」という比較をしておりまして、道内類似団体の平均は約 93 人ですが、本町の場

合は 64 人と。職員１人当たりの住民数では 29 人少ないというような状況でございます。それ

から次に、給与費の現状でございますが、平成 10 年度と 18 年度を比較しまして、約５億 7,000

万、20％減少しているところでございます。18 ページのグラフ５のとおりでございます。 

 それから４番目としまして「基金と町債残高の推移」ということで、まず、財政調整基金は

15 年度をピークに急激に減少です。それから町債管理基金、これにつきましては 18 年度にす

べて残高がなくなっている状況。特定目的基金におきましても、平成 10 年度に町債の繰上償還

のために９億 2,000 万円繰替運用をしてございますが、これが財政状況の悪化から計画どおり
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に繰り戻しできず、さらに積立額よりも取崩額が増加したことで基金は減少の一途をたどって

おります。次に町債現在高の推移でございますが、平成９年度と 18 年度の比較ではですね、普

通会計６億 5,000 万円増、特別・企業会計で 13 億 6,000 万円増、全体で約 20 億 1,000 万円増

加している状況でございます。20 ページの表９のとおりでございます。 

 それから５番目、「財政の硬直化」ということで、この硬直化を測る考え方として、まず、歳

入一般財源から経常的な経費に充てる一般財源を差し引いた額が、投資的な経費など、弾力的

に活用できる財源として位置づけておりますが、この財源につきましても、平成 10 年度対比で

約 70％減少するというような落ち込みになっているという状況でございます。21 ページの表や

グラフのとおりでございますが、また、経常収支比率につきましても、平成 12 年度で 90％を

超え、18 年度では 101.8％と、ついに 100％を超える状況となってございます。 

 このような状況の中ですね、23 ページ第２節で「普通会計の財政収支見通し」に入らせてい

ただきますが、まず、普通会計の今後の財政の見通しの試算におきましては、歳入・歳出それ

ぞれの科目別に前提条件を示して策定しております。 

 24 ページ、２番目の「財政収支見通し」というところでございますが、これを見通しますと、

20 年度から単年度収支不足が発生して、毎年約５億から６億円超えるという見込みが出てござ

います。ただし、ここには書いてございませんが、25 ページの表を見ていただきたいのですが、

差引額というところで、27 年度に１億 8,400 万のマイナスと、28 年度は若干増えて２億 6,700

万になっておりますが、その後を見通しますと確実にプラス要因に、いわゆる赤字は解消でき

るような状況ではあります、普通会計はですね。これはどういうことかといいますと、ここで

は職員の給与削減とかをやらない前提で試算しておりますので。しかし、退職等の影響で人件

費はどんどん下がっていると。それから町債につきましても、港の整備が終わるですとか、あ

る程度抑え込むことで町債も借り入れも減りますけど、公債費もどんどん減っていくような状

況からですね、29 年度以降は若干のマイナスは残りますけどプラスに転じていくというような

見通しで立てております。 

 それから 26 ページ、第３節「特別会計・企業会計の財政状況」でございますが、これも同じ

く平成９年度から 18 年度までの決算状況を示しておりまして、それぞれの会計別につきまして

は 27 ページの表のとおりでございます。この中でこれまでも国民健康保険、公共下水、工業団

地、臨海部、港湾機能、それから 29 ページに示している病院会計、これにつきましては赤字や

資金不足が過去 10 年間でどんどん増えていっている状況でございます。 

 それから 30 ページになりまして、第４節の「特別会計・企業会計の財政収支見通し」でござ

います。この見通しにつきましては、31 ページから 34 ページまで、それぞれの会計の見通し

を示してございます。先ほどご説明しました赤字や財源不足を抱えた６つの会計は、このまま

の状態で推移した場合は、さらに赤字、財源不足が拡大していくという見込みを立ててござい

ます。 

 続きまして、35 ページでございます。上段でございますが、以上のそれぞれの見通しから普

通会計を含めた全会計の赤字はですね、表 29 のとおりでございまして、28 年度には 100 億を
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超え、101 億 8,800 万円になると見込んでいるところでございます。最終的にこれが赤字解消

するための対策額ということになります。 

 続きまして、第５節「収支見通しの財政指標」ということで、このままの状況で推移した場

合どうなるかというところでございます。まず、実質赤字比率につきましては、21 年度で早期

健全化基準である 14.4％を超えて、さらに 22 年度には再生団体に陥るという見込みを立てて

おります。 

 それから 36 ページ。連結実質赤字比率でございますが、これにつきましては、平成 20 年度

は 39.0％ということで再生基準の 40％をわずかに下回るということになっておりますが、22

年度以降は再生団体に転落という状況でございます。 

 それから 38 ページ。実質公債費比率につきましては、早期健全化基準、再生基準の、25、35％、

これは大幅に下回る比率となっておりまして、これはイエローカードにもあたらないという試

算でございます。 

 それから将来負担比率。これにつきましては、やはり、ここで将来負担額の中に連結実質赤

字額という部分が含まれておりまして、いわゆる先ほど赤字額がそのまま、どんどん増えてい

く状況でございますので、それが大きく影響してですね、平成 24 年度には早期健全化基準であ

る 350％を上回るという見込みを立ててございます。 

 それから最後に 40 ページ。資金不足比率でございますが、これは先ほどお答えしております

が、まだ国の詳細な基準が示されていないということで、なかなか現段階でお示しするのは難

しいということでございますが、仮試算ということでは下水、工業団地、臨海部、病院、これ

がやっぱり経営健全化基準をおそらく上回るものであろうということでございます。以上で説

明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 第２章の説明が終わりました。かなり広い範囲になっておりますの

で、節で区切りましょうか。節で区切って、質疑を受けたいというふうに思います。まず、第

１節の「普通会計の財政状況」について、質疑のございます方はどうぞ。普通会計の部分でご

ざいますけども、ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。経常収支比率の関係なのですけどね。ちょっと参考

のために伺っておくのですけど。全く経常収支比率、今も国だとか道の基準だとかはそういう

のは一切関係ないと。以前は 85 を超すとだめ、86 を超すとだめ、90 を超すとだめということ

で、それを市町村の財政の指標にしていた時期があったのですけれどもね、今はもう、そうい

うことは全く指導の範囲にも入っていないということですか。 

○委員長（及川 保君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 一応、毎年ですね、予算を立てたり、決算見込みの段階で

ヒアリングというものを道と行うのですけども、その中では経常収支比率が前年度より何％以

上上がった場合はこういう理由書を書きなさいだとか、そういうものはあるのですけれども、

特に前年比との差という部分で、うちは今、18 の 100 超えていますけども、それに対して、こ

ういう原因だよとか、そういう分析はしますけども、だから、どういうペナルティーがあると
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か、そういうものはないですね。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） それはそれでわかりました。ただね、国もこういうものを出してきま

すよね。だけど、以前は経常収支比率なら経常収支比率で、実際に 85 超したらだめだよとかと

言って、指導していたはずですよね。変わるのは当たり前だし、まちに聞いたってしようがな

いのかもしれないのだけどね。だけど、あの当時なんて、100 超したといったら天変地異でね、

白老のまちがひっくり返るというような話だったのですよ、現実的には。それで今は 100 超し

たって、別にどうっていうことないではないかと、こうなってしまうのですよね。だから、一

体、国の言っていることというのは・・・。この４指標だって、すぐ変わるかもしれないなと

思ってしまうのだよ。それは聞いてもだめですかね。いや、何なのですかね、これは。 

○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） 従来の財政の状況を示す指標は、実は法律に基づいていないの

ですよね。ですから、そういった意味で罰則規定だとか、そういったものがないのです。基本

的には全国一律の計算方法によって、他の市町村と比較すると、総務省が比較するというよう

なものでありまして、それで、総務省が全部吸い上げて、全国で白書みたいなものを出しまし

てね、それを見て、各市町村が「うちは２万人ぐらいの人口でほかの町と比べたら、このぐら

い悪いな。気をつけなくては。」とか、そういったような自己規律を促すような意味合いだとい

う数値ととらえています。ただ、今度の健全化法のものは確実に法律に規定されてございます、

ペナルティーや何かも。ですから、そういう意味では、従前の財政状況を示す指標とは全然異

なるものではないかというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 全体に言えることなのですが、ちょうど作成されたのが３月ですから、

19 年度の決算が終わっていなかったと思うのですが、大体見通しを立てて、19 年度分というの

は入れていると思うのですが、決算終わりまして、きちんとした数字が出ましたよね。19 年度

の決算の数字というのが全部出ていますよね。確定していないのですか、そうですか。３月か

らね、よりシビアなね、うちらの方も比較をして考えたいというのですか、いろいろ研究して

みたいので、もっとシビアに、もう少し数字としてきちんと固まったものがあれば、そういう

数字を押さえたものが新しい数字として出てくれば、もっともっと自分たちの調査・研究をす

る部分での比較する材料として、そういうものが出てくるかなと。正式には決まっていないの

ですよね、そうですか。ぜひ、押さえたものが早く出てきて、そういうものと比較できるとも

っと、うちらのほうも判断がきちんとできるのかなと思ったのですが、わかりました。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。基本的なことをお伺いして本当に申し訳ないのですけど、

わからないものですから。22 ページの財政力指数というものね、白老が 0.4 以上あるわけです

よね。これは類似団体や何かから見ても、白老の財政力指数というのはよその町に比べると全

道的にもかなり高いほうだというふうに押さえているわけですけどね。指数が高いということ
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は収入もそれなりにあるということで、それでは、何がこういう財政難に陥る原因になるのか

といった場合に、前から言われているのは、大きな借金をして、それを返していかなければな

らないという状況にあると。そうすると、公債費というのがどんと上がってね、それで大変に

なるのかなと。公債費比率を見ましても、そんなに高くないですよね。というようなふうに見

ると、本当によそのまちはそんなに収入がないのに、こういう問題がギリギリで抑えられてい

るのは何もしていないのかと。白老がやりすぎたのかと、こういうようなことになるのかと思

いますけども、そのあたりはどんなふうに解釈すればいいのですか。 

○委員長（及川 保君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） まず、財政力指数の話だけしますと、財政力指数といいま

すのは、交付税ありますよね、交付税の計算の際に、ご存知だったら申し訳ないのですけども、

基準財政収入額という、税だとかそういう収入の部分と、基準財政需要額という歳出の部分、

基本的な歳出の部分というとらえで、その歳入を基準財政需要額で割った数字、これが財政力

指数ということになります。これが大体５分の２ということですよね、0.4 ということは。そ

れが２対５の割合ですよということになります。この計算の中に、基準財政需要額とかの部分

なので、実際の例えば人件費だとか、うちはどちらかというと、ほかの部分で多い部分とされ

ている人件費だとか公債費の部分が的確にというか、入っていない部分がありましてですね、

あくまでも交付税算入の基礎数値の中での数字なものですから、若干、実際の財政運営、予算

だとか、決算の部分とはちょっと異なるというのが現状です。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 財政力指数、今、高尾主査から説明ありましたけど、単

純にこの比率の高いほうが財政力があるよという位置づけでございます。ただ、財政力指数が

低い町村というのは、それでは、それだけ収入が少ないのかというとそうではなくて、少ない

分、いわゆる交付税が逆に多く入ってくるということなのですね。だから、そこの違いという

のは、収入額の町税の部分で、収入額は町税の 75％分が収入額として算入されるのですね。だ

から、その残りの 25％というのはまるまる使えるお金ということになりまして、その部分と比

較して、それがどれだけ多いかということで財政力が豊かなのかどうなのかということになる

と思うのです。ですから、極端なことを言えば、財政力指数が１ということになると、それな

りに収入もかなりあるのですけど、交付税は全く入らないということになりますので、一概に

ですね、みんながみんな、そうではないのですけど、そんなに収入がいっぱいあると、全体と

してあるということにはならないのかなと。だから、ここで白老町がかなり高い数字を示して

おりますが、ただ、そこだけをもってほかのまちよりもかなり収入があるとか、あまりそうい

うような位置づけにはならないということでございます。 

 それともう一つ。ここでほかの指標で起債制限比率というものがありまして、これについて

も本町は低いのですけど、これの低い要因としては、この計算上ですね、いわゆる交付税措置

のある起債は分子と分母、両方から差し引くことになっておりますので、それが多ければ多い

ほど比率は低くなるということになります。 
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 それともう一つ、実質公債費比率。一番下の指標が極端に本町が低いという部分があります。

これにつきましても、今の言ったような交付税措置のある起債を多く借りているという状況も

ありますし、なおかつ、ここの実質公債費比率は準元利償還金といいまして、特別会計の元利

償還のための財源として繰り出すお金、それを準元利償還金というのですけど、それが本町の

場合、あまりされてこなかったと。出してきていない。いわゆる、お金がないからほかの会計

に支援できていないと。だから低いという側面もございます。ほかのまちはちゃんとほかの会

計に、他会計にその額として繰り出していますから、だからほかの会計は赤字額が少ないと、

そういうような状況になっていると思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 今、斎藤委員が、いろいろな財政を示す指標をほかのまちと

比較すると、白老町はあまり悪いほうではないと、かえっていいほうではないかと、なのに、

どうしてこういう財政状況になるのかといった部分なのですが。実はこれにつきまして私も考

えたのですけどもね、やっぱり基準財政需要額、ここに算入される施設、例えば道路の維持管

理費だとか、公園だとか、下水道だとか、そういったものは確実に基準財政需要額にカウント

されるのですね。ところが、公民館だとか、いわゆる体育館だとか、社会体育施設、社会教育

施設、こういったものは基準財政需要額にカウントされないのですよ。それで、そういった施

設が、うちのまちというのはやはり 26 キロもの海岸線にあるという現状の中から、集落ごとに

それなりの公民館だとか、そういったものが数多くあると。そのためにですね、どうしても財

政的にそれを維持管理するための費用が多くかかってしまうという現状なのです。その部分が

この財政力指数に実は反映されないのですね。そこの部分がほかのまちとは違う部分ではない

かなというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ございませんか、ほか。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時４９分 

                                         

再開 午後 ３時００分 

○委員長（及川 保君） 時間になりましたので、委員会を再開いたします。 

 次に、２節「普通会計の財政収支見通し」につきまして。この項の中で質疑がございました

ら受けたいと思います。どうぞ。23 ページから 26 ページの上段のほうまでですね。特にござ

いませんか。ございませんね。 

 それでは、第３節「特別会計・企業会計の財政状況」。そして、４節の「特別会計・企業会計

の財政収支見通し」。35 ページの中段までですね。ございませんか。特にないですね。 

 それでは、第５節。35 ページ。「特別会計・企業会計の収支見通しの財政指標」ですね。40

ページまで質疑を受けたいと思います。ございませんか。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 25 ページ。ちょっと、さっきの続きみたいで申し訳ないのですが、普

通会計の財政見通しのところの現状延長型の部分でですね、ちょっと確認なのですが。人件費

のところありますよね。20 年度の人件費のところ。ここのところですね、かなり 19 年度で職
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員が退職されましたよね、そういう数字というのはここに反映されているのかどうかというこ

とを確認したいのです。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） ここの人件費の積算の前提条件につきましては、24 ペー

ジの一番上、歳出の人件費というところで一応説明しておりますが、あくまでも現状延長型と

いうことでございますので、今回の 20％削減、あるいは大量の職員退職につきましては、対策

ということでカウントしておりますのでその部分は入っておりません。 

○委員長（及川 保君） あくまでも 18 年度までをベースにしていますということですね。 

 ほか、ございませんね。それでは、第３章の「財政悪化の要因」。第３章全般について、説明

を受けたいと思います。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、第３章「財政悪化の要因」というところで、

41 ページから 48 ページまでの記載でございます。まず、第１節「歳入・歳出における財政悪

化の要因」というところで、なぜ、本町がこのような財政危機に陥ったのかという、その原因

を歳入・歳出に分けて検証してございます。まず、歳出の部分でございますが、１つ目として

は、マチの財政規模を超えて事業を拡大してきたこと。その中でも「急激な公共投資による借

金の拡大」というところでございます。41 ページの下のグラフ９をご覧になっていただければ

おわかりかと思います。投資的経費の予算でございますが、昭和 62 年に 30 億円を超えて、ピ

ークの平成７年度には町税収入の２倍以上にあたる 52 億円を超える膨大な予算を投入してお

ります。まちづくりの自主財源である町税収入が伸びないにもかかわらず、事業の総量を抑制

せず、まちの財政規模を超えて事業を拡大してきたこと、まさに身の丈を超えた行政運営が今

日の財政危機を招いたとしています。 

 42 ページ。もう一つは、12 年間で 300 億円、多額の借金で財政が硬直化したことによるもの

でございます。これもグラフ 10 でお示ししているとおり、平成元年度に初めて町債の発行額、

全会計で 20 億円を超え、平成 12 年度までの 12 年間で約 300 億円の地方債を発行してきたとい

う状況を示してございます。 

 それから 43 ページにまいります。「行政改革の重要課題先送りも悪影響」としておりますが、

第３次行政改革の重要課題が先送りされてきたということで、このことが職員数の削減を初め

とする行政のスリム化や効率化を遅らせてきたとしております。 

 それから 44 ページ。次に歳入にまいります。「歳入と基金が減少、町税滞納も大きな課題」

ということで、まず、１つ目。「収入の根幹「地方交付税」と「町税」の大幅な減少」というと

ころで、地方交付税につきましては、ご承知のとおり三位一体改革などの影響で減少している

状況でございますし、町税におきましても近年、景気の低迷により、これも大きく減少してい

る状況をグラフにより示してございます。 

 それから 45 ページに参りますが、「巨額の町税滞納も一因に」ということで、これにつきま

しては様々な対策をこれまでしてきてございますが、こういう中でも依然として巨額の滞納が

財政圧迫の大きな要因となっているという状況でございます。 
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 それから次に、「自主財源確保の遅れ」ということで、行政サービスの水準を維持・向上して

いくためには、超過課税や新税を導入して、まちづくりの原資となる町税の増収を図っていく

ことで必要であったにもかかわらず、この対策が遅れたことが一つの要因として挙げられると

いうこととしております。 

 続きまして、「使用料・手数料改定のルール化の遅れ」ということで、平成９年度以降ですね、

平成 17 年までの間にこの改定を行ってこなかったと、先送りしてきたということが一つの原因

ではないかということでございます。 

 それから 46 ページ。最後に「基金の運用にも限界」というところで、近年の財政悪化の中で

歳入対策として、安易に基金の取り崩しに依存してきたということが挙げられるかと思います。

この結果としまして基金が底を尽き、収支不足への対応力を失ったということも要因として掲

げているところでございます。 

 続きまして、第２節の「特別会計・企業会計の財政悪化の要因」ということで、47 ページ以

降ですね、６つの会計、いわゆる赤字、財源不足の会計につきまして、それぞれの要因を示し

てございますが、共通して言えることはですね、これまで財政運営というのはですね、一般会

計を中心に行われてきておりました。一般会計以外の会計につきましては、赤字を出しても構

わないというような、ここで言う、財政規律の緩みがあったと言わざるを得ません。そういう

中で近年はですね、これはまずいというような状況からですね、赤字を解消しなければならな

いという状況であったにもかかわらず、一般会計が非常に悪化しており、支援するお金がない

状況で赤字を増大させてきたというのがこれまでの状況であったということを反省しておりま

す。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 第３章２節まで説明がありました。質疑を受けたいと思います。普

通会計と特別会計を分けましょう。46 ページの後段までの間での質疑を受けたいと思います。

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。45 ページの法人町民税の関係なのですけれどもね。

これを見ても明らかのように、白老町だけやっていないのですよ、ずっとね。記憶によると私

は２回ぐらい議会で取り上げているのです。一般質問と、相当前ですけども、予算委員会でも

取り上げているのですけどね。これは、ほとんどのところがやっているにもかかわらず、白老

町だけやれなかったのか、やらなかったのかわからないけど、原因ってわかりますか。その当

時の答弁を見ますとね、「法人の皆さん方が努力しているので云々と。だから、かけないのだよ。」

というような、そういう一般的な答弁なのです、答弁の中身は。それは前、前、前町長ぐらい

ですけどね。そういう答弁になっているのですけどね。言えば７市町村だけでしょう、それ以

外は全部やっているのだよね。それにもかかわらず。これは都市計画税とはまたちょっと違う

の。都市計画税をやるとなれば、やっぱり下水が入って、普及率がかなりいい線いった段階で

本来でいえば、都市計画税って入るべきなのですよね。だから、今は都市計画税に入るのはな

かなか大変だということになりますでしょう。そこはわかるし、都市計画税そのものについて

いえば、やっぱり大きな市、大きなまちが中心ですからわかるのだけど、法人町民税がなぜ。
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そういうところが検証の中で何か出たことありますか。議会で何も言っていないのなら別だけ

ど言っているのだから。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 当時というより、３月まで税務やっていまして、管内の状況

を申しますと、東胆振管内というのは極めて以前ですね、超過税率やっていない区域なのです

よね。苫小牧市が３、４年前ですか、不均一課税って、中小企業に入る人は法人の超過課税や

って、それにちょっと追随して早来や厚真がやっている状況なのですけども。多分、相当以前

からやっていないというのはですね、この東胆振管内が法人の超過課税をずっとやっていなか

ったのですよね。だから、そういう部分で、全道的には主流だったけども、この管内としては

ですね、やっぱり苫小牧がそういう動きにならなかったということで多分足並みそろえてとい

うことなのかなというような感じはいたしますけれども。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりましたけどね。例えば足並みそろえるなら、苫小牧やったとき

に何でやらなかったのだということに。それは今言ったってだめだということはわかるから、

そういう意味ではなくてね。上下水道課長が悪いというのではなくて、そういう意味ではなく

て、やっぱり足並みそろえてやっていなかったのなら、やったときに足並みそろえてやるのが

当たり前の考えでしょう、考え方としてはね。少なくとも 2,000 万あるわけだから、これで。

10 年やったら２億だよ。だから、金額の大小ではなくて、やっぱりそういうことも一つの、こ

こに書いているのだけど、やっぱりちょっと解せないなというふうには思わざるを得ない部分

だよね、この部分はね。それ以上聞いてもどうにもならないかもしれないから、いいですけど。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今の法人町民税と大体同じようなあれですけども、使用料・

手数料の問題でルール化の遅れだとかね、やってこなかったのだと、しばらく手をつけてこな

かったというような書き方になっているわけですけども、平成 10 年からの健全化計画の中にね、

もう既にそのときの財政状況というのは経常収支比率も 85 を超えて今後大変になっていくと。

したがって、平成９年度に使用料・手数料は見直しをしているのだけども、その後、定期的に

検討を行っていくというふうになっているのですよね。実際にはそのあたりどういうふうに進

められてきたのかわかりませんけども、この計画どおりに進めば今頃はこんなふうな言い方を

しなくても済んだのではないのかなというふうな気はするのですけども、そのあたりの経過と

いうのはどうなっているのか教えてください。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 斎藤委員のおっしゃるとおりでございますが、平成 10

年度に健全化計画を策定した段階でも、かなり今後の財政運営が心配だということでつくった

ということでございますが、ここでの財政悪化の要因の中の一つでもあります、いわゆる財政

悪化だよと、白老町がこれだけ状況悪いのだよという部分は、その当時どれだけ認識されてい

たのかという部分が大きな原因ではなかったのかと思います。もちろん財政担当者は、そうい
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う状況は十分承知した上で計画をつくっておりますが、最終的に使用料・手数料を行うという

決断をする段階での認識がどうだったのかと言われればですね、その当時、私はいなかったの

ですが、多分、おそらくですね、そこまでの認識まではいっていないのだろうなというような

状況だったかと思います。 

 もう一つ、先ほどの法人町民税の部分もございますが、当時から、いわゆる町民に負担を強

いるという部分につきましては最後の手段という言い方をしてきました。ですから、そこを求

める前にできることがあるだろうと。内部でできることが先ではないかという議論がずっとあ

りましたものですから、逆に町民負担という部分、使用料・手数料も同じですけど、そういう

部分についてはどうしても先送りされてきたのかなというような状況だったかと思います。以

上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 使用料・手数料の見直しについてはね、それだけ見直さないで、やれ

る範囲で町民サービスを行ってきたという点ではね、見直してどんどん上げればいいと私は言

っているわけではないのだけども。ルール化の遅れとなっていますよね。だから、この時点で

ルールという、そういうものに対するルールというものがなかったというふうに解釈するので

すか。ルールがつくられたのはつい最近のことということになるのですか。そのあたりはどう

なのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） ルールをつくったのがつい最近といいますか、平成 17

年９月に平成９年度以来の見直しを行った際、これも財政状況の悪化という部分もありました

が、その段階でやはり受益者負担ということを考えればですね、やはりルールを決めてですね、

３年なり、４年なりに１度見直しを行うというものをつくるべきではないかという議論の中で

できたものでございまして、その前の段階ではそういうルールはございませんでした。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。今までいろいろお話を聞いてきたのですけども、全体的に

言うとね、後の祭りという言葉があるけれども、まさに後の祭り、終わったことは。それから、

これから、その反省に立ったことをきれいに書いてありますよ、たくさんね。それで、一番大

事なことは、後の祭りだけども、それでは、やっぱり責任の明確化ということが一つもないわ

けですよね。何がこのようにした責任の明確化。こういうことをやっぱりね、きちんと検証し

なかったら、まさに後の祭りで終わってしまうのだよ。ですから、ここに書いているとおりで

す。何回も私も読んだけど、財政がこうなったのは書いているとおりです。この検証のとおり

です。しかし、やっぱりね、責任の明確化ということがきちんとしていないからこういうこと

になるのですよね。ですから、今の特別委員会でも、やっぱりなぜこうなったのかもそうだけ

ども、責任の明確化ということをやっぱりきちんとさせるべきだよ。責任を明確化したから、

懐からお金を払えとか、そんなことではないよ。そこの部分をきちんとしないと、いつまでた

ってもね、また、この繰り返しが続くなと私は思っているのだけどね。だから、この特別委員
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会ではやっぱり責任の明確化ということが、私は大事だと思います。これは意見だけどね。 

○委員長（及川 保君） 答弁はないですね。 

○委員（松田謙吾君） 答弁のやりようはないですね。だから、いるのだったら本当は町長あ

たりが出てね、こういうところにいるべきなのですよ。こういう過去の長い歴史の債務、これ

から白老のまちが生きていくにはどうしたらいいか、ここのことを明確に言うには町長がいな

ければだめなのです。この間の町立病院のシミュレーションのときも副町長に聞いたら、わか

らないと言っているわけだよ。述べられないのですよね、本人ではないから。一番の責任者で

はないから。ですから、こういうときにはやっぱり町長が出てね、みんなとこういう雰囲気と

話し合いというのはね、腹に持ってまちづくりは進めてほしいと思うのです。いつも出ていな

いですよ、最近。責任者がいないのですよ。 

○委員長（及川 保君） 松田委員のご意見をしっかりと受け止めておきたいと思います。 

 ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進めたいと思います。次に、第２節。46 ページの「特

別会計・企業会計の財政悪化の要因」です。46、47 の最後までですね。この部分で質疑のあり

ます方はどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 全般にわたってもいいですけども、１章、２章、３章まで全般にわ

たって特に聞いておきたいということはありませんか。ございませんね。 

 それでは、町側の説明についてはこの辺で終結をしたいと思います。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２６分 

                                         

再開 午後 ３時２７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。 

 先ほど小委員長から説明がありましたように、町の説明を受けた後の質疑と、それから、議

員の自由討議を行いたいと思います。実は、この自由討議については初めての試みでございま

して、町側の説明員が退席の後、議会の中で自由討議をしようというふうに決めておりますの

で、議員それぞれの皆様の考え方をここで自由に行いたいなというふうに考えておりますので

ご協力をお願いしたいと思います。今、説明受けた中での自由討議であります。先ほど、松田

委員からも、町長がやはりきちんとこの場に出席することが一番大事なことだろうというご意

見もありました。自由にそういう意見を述べ合っていただきたいというふうに思います。 

○委員（前田博之君） スケジュールについてはもういいのですか。さっき、小委員長から報

告があったけど、町側がいたから聞かなかったのですけども、このスケジュールの中でちょっ

と確認したいことがあるのですけど。 

○委員長（及川 保君） 受けたいと思います。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 委員会のスケジュール表の中で９月にですね、執行側の動向で議案提
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案が予定されています。その前に６月に地域説明会がありますけども、この関連ですね。小委

員会のほうで町側と若干整理されているのかどうか。協議されたのかということは、仮にこの

３回の説明会だけでですね、言葉おかしいですが、町側はもう見切り発車するという自信を持

って８月に議会に説明があって、議会も対応迫られますけども、そこは別として、９月に議案

提案をするということはもう見切り発車してですね、自信を持って提案するのだと。もう議会

に下駄を預けるのだと、賛否を。そういう考えで進めようとしているのかどうかですね。具体

的ではないですけど、町が６月の地域説明会だけでもう終わってしまって、あとは議会がその

後に町民の意見を聞きますよと、拝聴しますよとなっていますけども、その辺はもうこのスケ

ジュールどおりになるのかどうかわかりませんけども、ずれた場合はずれていくということも

あり得るということで、この小委員会のほうで町側と若干のすり合わせは終わっているのでし

ょうか。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっと今、趣旨がよくわからないのですけれども。ここで書いてい

ますように、８月に新財政改革プログラムの成案をつくると町は言っています。これは議会で

はなくて町がつくると言っているわけです。そのために町は地域説明会をやられるのだと思い

ます。ですから、我々は、町が何回説明会をやるとかそういうことでは一切関知しておりませ

ん。議会は議会として、８月に成案をつくるということでありますから、町民の意見も十分拝

聴し、その上で我々は我々として財政改革プログラムをこうすべきだという案を出すと。それ

に対して町がどういう態度をとるかというのはわかりません。延びるのかどうかもわかりませ

んし、我々の言う意見を全部くむのかどうかもわかりませんけれども、少なくても８月に町は

成案をつくると言っているわけですから、７月末ぐらいまでに議会の意見をまとめて町側に示

さないと成案の中に盛り込まれないと。こういうふうになると議会の役割を果たせませんので、

そういう形の中で７月末ぐらいまでに中間報告をしようと、そういう中身でございます。 

 町とのすり合わせというのは、このスケジュールでいえば、こういうことでやっていきます

という以外は何をやりなさいとか、どうやってやるのですかとかということは言っていません

し、成案が完成するかどうかということの確認もしておりません、我々は。議会は議会として

動くということでございますので、それ以外のことはやっておりません。すり合わせも何もし

ていません。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。これはやっぱり皆さんと今後ね、この特別委員会の中で議

論、討論を進めていく上できちんと確認しておきたいなという点があるのですけれども。やっ

ぱり前議会で特別委員会の中でね、ある程度方向性を出しているのですよね。議会がこれから

果たそうとする具体的な行動の指針を出しているのですよ。例を言えば、ガイドラインをつく

る検討をするとか、細かく出しているわけですよね。それをね、やっぱり自由討論の中で僕は

していくべきだと思うのです。今回のこの１章から３章については、新財政改革プログラムの

要するに背景、それから、今まで積み重ねてきた状況の町側の見解しか示されていないと思う
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のですよ。事実そのとおり、さっき松田委員もおっしゃいましたけれども、やはり最終的には

議会の責任もあるし、町民の責任もあるし、行政側の責任というのもやっぱりあってしかるべ

きだと思うのですよね。やっぱりそこまで突き詰めるということを僕はすべきだと思うのです

けど、皆さんどういうふうに考えているか、ちょっと委員長から聞いてもらいたいなと思うの

ですけど。今は特別委員会でそれをもむのですけども、結局それが政策的な研究会だとか何と

かに発展してくる可能性があるかなと僕は思っているのですよ。ちょっと飛躍してしまうかも

しれないけども。ただ、今言ったように、特別委員会で今言ったようなことをきちんと議論し

ていくということをしていただけますかということを皆さんにちょっと確認してもらいたいな

と思うのです。どうですか。 

○委員長（及川 保君） 今、熊谷委員の意見もありました。自由討議ですから、あまり限定

して厳密にとらえて・・・。例えば今、熊谷委員のこう進めるべきだという提言ですよね。10

番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。まず、今の熊谷委員の意見には言いません。 

 まずね、最初からちょっと整理をしていったほうがいいと思うのですけれども、一つは町長

をきちんと呼ぶなら呼ぶということを、特別委員会で呼ぶということを確認するなら確認して、

そして、特別委員長から議長を通じて出席要請をすると。こちらでもう日程決めてしまってい

ますから、どういうふうになるかわかりませんけれども、出席要請はするということが必要で

あれば、それは今、議論してね。一つ一つ出された問題点についていえば、ここは自由討議で

すからね、決めていったほうがいいと思うのです、そういうことは。ただ、全部出られるかど

うかというのは、こっちで決めた日程ですからね、町側に言って決めた日程ではないですから、

我々のほうで決めた日程ですからね、日程どうなるかわかりませんけども、少なくても全員が

一致すればね、特別委員長から議長を通じて町長に出席要請、特別委員会ですから、本会議で

はないですからね、出席要請するということを一つやるべきだろうし、さっき言った責任論の

問題は私も全くそのとおりだと思います。ですから、その見解を事前にきちんと町長なら町長

に申し伝えて、この次出席してもらって責任論をどう考えているのかということをちゃんと答

弁してもらうと。そういうことを一つ一つ決めてやるべきだと。出た問題について言えばね。

そういうふうにしていかないと、また同じことが、言われたように繰り返されるから。同じ議

論したって仕方ないわけですから。そういうことで一つ一つ手をきちんと打ってね。ただし、

町長はきょう出ていないわけですから、こういう意見でこう出ていますから、責任論として町

長はどう考えているのか、この次の会議のときに出てちゃんと答弁してくだいというような形

にしていけばいいのではないかと。また、出席要請もそういうことであれば、出席要請すると

いうふうにしたほうがいいのではないかと。特別委員会ですからね、そのほうがいいのではな

いかと思いますけれども。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 結局は、新プログラムも詰めていくと町民負担なのですよ。町民にま

ちが倒産しないために手数料やいろいろなものを上げて、最後には税金も上げてもらうよと、
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町民に負担してもらうよと。これなのですよね。ですから、町民にやっぱりわかりやすく町長

の腹を説明しなければいけないし、町長の考え方を議会も腹の底まで聞いて、それを町民に伝

える責任があると思うのだ。最後は使用料・手数料の負担と税負担のことでやっているわけだ

から。先ほど私が後の祭りと言ったのは、終わってしまったことは取り返しがもうつかないの

だよ。それを乗り越えた協議をしなければ、議論をしなければいけないわけですから。ですか

ら、町長がいなければ始まらないよと言ったのはそのことなのですよ。最後はなんだかんだ言

っても、町民の負担を求めるためのあれなのですから、この先は。それで私は、町長がいなか

ったらだめですよと。先日の白老町立病院のシミュレーションも、あのときも聞き詰めていく

と答えられないのですよね。責任がないから。結局は町長が何を考えているかわからないから

答えられませんと副町長が言ったのですよね。こんなことをやったって仕方がないのではない

のかと私は言っているのですよ。やっぱり町長がきちんと向き合って話をしなかったら。税負

担を求めるわけだから。そういうことで私は言ったのです。 

○委員長（及川 保君） 今、お二方からの意見もありました。一つずつ今きちんとしていこ

うとすれば、一等最初に出ている、町長に特別委員会の出席を求めるということにつきまして

は、きちんとこのことを町長に伝えるということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 異議ありませんね。 

 ただ、小委員長もおっしゃっていましたけども、議会が勝手にというか、自分たちの都合で

決めた日程でございますので、ここにきちんと出席できるかどうかというのは今の時点ではわ

かりませんのでご承知おきいただきたいと思います。 

○委員（大渕紀夫君） 町長にちゃんと答弁を求めるなら求めるということもみんなに聞いて、

さっきちゃんと公式な会議で発言しているわけですから、議事録があるのだから、松田委員が

ちゃんと発言しているのだから、それは正式な場で一応そこの部分だけはね。今もう１章から

３章まで終わってしまったけど、それはそれでそこの部分だけでもやるならやる、やらないな

らやらないとちゃんとしないとだめだと僕は思うのです。そういうことを一つ一つやるという

のは、町長出席するのはいいと、そのときに言ってくださいというのではなくて、それはそれ

でちゃんと委員長から伝えて、このことについてはこういうことで正式な会議で出ていますと。

町長の見解をちゃんと尋ねますからということを言って出てもらって、そして、答弁もらった

ほうがいいのではないですか。そうでないとね、今、検証の部分で責任を誰がとるのかという

話にさっきはなったわけですから、そこのところはきちんとしたほうがいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 実は私、今、そういう考えでいたのです。町長に会ってきちんと。

当然、出るのも出てもらいますけども、私、議長含めて、町長にきちんと今の責任問題につい

ての意見が出ましたので、このことについてはきちんと町長からお聞きするという形にしたい

と思いますのでよろしくお願いします。２番、前田委員。 

○委員（前田博之君） 私はそうだと思います。それで先ほど私も、ちょっと含みのある言い

方をしたのですけども。それで今、委員長もこれからの日程は議会が決めたからということで
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最悪出られない場合もあると思うけど、やっぱり出られないときに、これから各章でやってい

きますから、そこでやっぱり町長に答弁を求める見解があったら、ちゃんと後日もらうような

ことにしておかなければいけないと思います。それで、多分これは特別委員会ですから、今後

一般質問できませんからね、この委員会が正式な発言になりますので、そのときに答弁もらう

という形で。どうしても町長が出られない場合はそういうことにしておかなければ、出なくて

質問したものは後からも答弁ないよという形ではなくてね、先ほど松田委員が言いましたよう

に、やはり町長が答弁しなければいけない問題ってあると思います。やっぱり僕は町長がみず

からメッセージを町民に送るべきだと思いますからね、そういう部分で大事だと思います。 

○委員長（及川 保君） 今、前田委員がおっしゃったように、先ほどの話と同じことなので

すけども、町長が日程上出られない場合も多分あるでしょう。しかしながら、そういう場面に

おいても必ず町長の意思というのをきちんと確認しておこうと、その都度。ということであり

ますので、この部分についてもきちんと進めていこうということでよろしいですね。皆さん、

よろしいですね。わかりました。 

 それと、先ほど熊谷委員から出ていました、前議会における検証がありました。これをどう

いうふうに取り扱うというか、確かにここできちんと検証した経過がございましてね、この部

分においても、この議会としてその役割を果たしていかなければならないわけでありますけど

も。たまたま今、新財政改革プログラムが出てきましてね、この審議に入っている段階で、冒

頭、私も申し上げたのですけども、この検証もやっぱり含めてやっていくべきではないかと、

そういうことではあったのですけども。大変厳しい日程の中でどういうような形でこれを進め

ていくか。別途、この部分についてはやっていくのか、進めていくのか。これと並行して進め

ていくのかということをちょっと皆さんにお諮りしたいと思います。実は、前議会と私、申し

上げましたけども、今議会で人数的には３名の方がおられなかったという部分では非常に前議

会との同一性ということにはならないと、今、局長にはそういう説明を受けているのですけど

も。要するに、法的にどうこうといったときにね。しかしながら、きちんと時間をかけて検証

をした経過も実はあるわけですから、そういう意味においては、同一性はないと言いながらも

責任を持って検証をした経過からすると、今議会にこの財政改革プログラムの特別委員会の中

で議論していってもおかしなことではないはずでございますからね。13 番、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 委員長の言っていることはわかるのです。そういうことだと思うので

すよ。だけど、今、やっぱりこれを乗り越えないとだめな状況でしょう。いろいろな意味合い

の中で。だから、やっぱり真剣にやりましょうということなのですよ、僕は。前回示された、

ちょっと言葉足らずかもしれないけれども、やっぱりチェックのね、議会として、ここはチェ

ックするのだよということをきちんと明確にね、やっぱりみんなの意思統一をしていくべきで

はないかということを言っているのですよ。わかりますか。例えば、きょう言った説明経過と

いうのは、いろいろな文言だとか、システムだとか、国のかかわりだとか、白老町がこれから

そういう立場に置かれているという状況をまず把握したわけですよね。それで、次回からは本

当の改革プログラムの中身に入っていくわけですよ。要するに、再生団体に落ちないようにと



 - 28 - 

いうことの対策を盛り込んだものをやっていくわけですよ。それで、松田委員がおっしゃった

ように、最終的には町民負担にかかる部分のところが相当ウエイトを占めるわけですよ。そう

いう中でやっぱり議会の議論として、「いや、これは仕方ないな。」と、「ここまでやっぱり考え

なかったら将来的にないな。」という結論づけたみたいなところまでいかなければ、僕はやっぱ

り採決のときに自信を持って挙手はできないと思うのですよ。だから、そういう意味合いの中

で僕はそう思っているから、委員長からそういうこともやらなくてもいけないよねとやんわり、

今、言われたのだけど、もうちょっと厳しい感覚の絡みになりませんかねという・・・。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。僕は、熊谷委員の言っていることはそのまま、その

とおりのことだと思っています。そのために今回、この財政健全化の特別委員会を開いて、そ

れで今後、例えば、この示されている素案に対して議会としてどう取り組んでいくのかという

ことが、今求められていることだと思っています。ですから、その再確認をもし、熊谷委員が

しようというのであれば、それは当然、この特別委員会の中で再確認をして、これからの方向

性をしっかりしていけばいいと思いますけども。ただ、この特別委員会を始めるにあたって小

委員長から今後の進め方についてのいろいろな趣旨説明がありました。それにのっとってやっ

ていくことがやっぱり僕は、一つのいろいろな施策に対してのガイドラインを決めることにも

なるだろうし、そういったことにつながっていくのではないのかなと思っています。今、熊谷

委員の言っていることはそのままのことだと思いますけども、それが今回のこの特別委員会の

中で検証されることだと思っていますから、私はこの特別委員会の中でしっかりと討議される

ことが言われていることだなと思っていますので。 

○委員長（及川 保君） 熊谷委員から真剣にという話もありましたけども、みんな真剣にな

っているはずなのですからね。12 番、松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 先ほどわざわざ、特別委員会の小委員長がね、こういう指針で、方向

で進めると。あのとき何もなくて、そのとおりで行こうと決めたのにね。そのとおりでいいの

ではないですか。そのための特別委員会なのだから。だからやっぱり、小委員長の先ほどの方

向性を曲げる必要はないのではないですか。そのためにやるのだもの。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかに、この３章までの部分について。３番、西

田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） すみません。私も特別委員会の審議方法なのですけども。話戻ってし

まって申し訳ないのですけど。６月 24 日と 25 日に第５章と第６章をやることになっているの

ですけども、24 日に町民懇談会と書いているのですよね。第６章をやらないうちに、24 日に町

民懇談会をやることに対して非常に不安を感じたのですけども、どうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 小委員長、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） この文章の一番下に書いていますけどね、あくまでも町の説明を補足

し、補完するものではないのです。ここね、はっきりしておかないと。それをやってしまうと

ね・・・。最終的にはそうだよ。最終的にはさっき言われたことになるのだよ。最終的には議
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会で町の方針を、例えば変更する部分があったとしても議会で議決した場合はそうなります。

この場合はまだ議決もしていないし、全く町が出した案が出ているだけなのですよ。成案でき

ていないのです。だから、ここで町の代わりに議会が答えるということはしないほうがいいと

いう考えなのです、小委員会の考えは。だから、聞くだけです。ただね、一つ。ついでにと言

ったら失礼ですけど、言いますけど、今までの議会のことを聞かれたらどうするかというのは

ね、後で、皆さんで議論してもらいたいの。今までどうやってやってきたのだと。これは答え

ないわけにはいかないと思うのです。ただ、案についての中身については答えられないと思い

ます。例えば、６章やっても答えられないと思いますから。それは答えないと。それはもうは

っきりして町民懇談会をやると。意見は聞きますけど。そうやってしないと混乱が起こると思

います。「町の言うとおりにやるのか、お前ら。」と、「こうやって変えろ。」となりますから、

そこははっきりしたいと思いますので、そういうふうに考えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） この辺ご理解いただきたいですね。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明で納得いたしました。 

 それで、今ちょっと大渕委員もおっしゃっていたのですけども、今までの議会は、それでは

どうだったのかということになってくると思うのです。ここのところで 24 日、やっぱり第５章

の、プログラムについてやるのですけども、日中 10 時からですね。そうしましたときに、やは

り町民懇談会に行く前にですね、大渕委員も先ほど言っていましたけど、今までのものに対し

て議会としてどうあるべきなのかというようなことだけでもね、多少はこうやって意見交換を

きちんとしてから行ったほうがいいのではないかなと思ったものですから、ぜひ、そのことも

検討していただければなと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つはね、この検証を前議会がしたのですけれども、

これは町民に言っていないのですよ、議会として。出ていないでしょう。町はやったのですよ。

町はやったのだけど、議会としてはこれをやっていないわけです。報告会ね、やっていないの

ですよ。だから、今、西田委員が言われたようなことが起きてくるのです。それはもうそのと

おりなのですよ。それで、主に出るのは第５章もそうですけど、第１章から第３章までのこと

が出ると思うのです。きょう、やったことが出ると思うのですよ。ですから、そこは今言われ

たように、事前にきちんと準備をする時間をとったほうが私もいいと思います。 

○委員長（及川 保君） そのとおりだと思います。皆さんも多分そういうふうに感じておら

れると思います。この検証についてはね、前議会の中ではギリギリのところでやっております

から、説明するといっても非常に物理的に難しい状況ではあったのですけども、この辺もきち

んとやっていこうということで確認しておきましょう。６番、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 先ほど、松田委員からの責任論の話でちょっと確認したいのですが。

行政のほうも行政として、ここにあるように「身の丈を超えた事業展開」とか、そういうもの

をやった検証として、こういうことがあったからこういう事態になったのだという、きちんと

した見解を出されていますよね。議会は議会で、この報告にありますように、そういうものを
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チェックできなかった議会にも責任があるというふうに言っておりますよね。こういうふうに

言っている、その責任論というのですか、それをどこまで、どういうところを意図としてとい

うか、もっと深く・・・。どういうところをとらえて、責任論と言っているのかということを

ちょっと松田委員にお聞きしたいのですが。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田委員、どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 今までもね、第３次行政改革、第４次行政改革とずっとやってきまし

たよね。そうやってきてね、そして、平成６年、７年くらいからドーンと事業をやってきまし

た。それで、議会もですね、今の財政状況になるのは 15 年前くらいから、いずれ、港 にも行き、

借金も増えていって、まちはつぶれるぞと。これはもう今の町長の前の前の町長ですね、その

２期目ぐらいから言われ続けてきてですね、役場の職員の中からもまちを変えなければだめだ

と、そして、まちのカーブを切らなければだめだと町長選挙に何期も挑戦した人おりますよね。

その中で責任は誰にあるのだと責任論でずっと選挙をやってきましたよね。あの町長でやれば、

まちはつぶれるよと。だからと言ったってね、その責任があるからと言ったって、先ほど私ち

ょっと言ったけど、責任があるから懐からお金出すのだと、こういうことではないのですよ。

結局、責任というのは二度とこういう過ちを犯してはいけない。責任ある方の町政のやり方で

は、また過ちを犯すぞと。こういう過ちを犯すとですね、誰が損を受けるといったら、負担を

するといったら、すべて町民にかぶるわけですよ。町民なのですよ、責任の裏側は。ですから、

私は、財政の問題で責任というのは、300 億借金したから 300 億を返せという責任ではなく、

トップになった者の責任は二度と過ちを犯さないための明確な責任をこの議会の場や町民の場

で明らかにしておくという、私が言っているのはそういう責任を明らかにしておく。そのやり

方、方向性を明らかにしておく、こういうことを私は言っているのです。わかりづらいかもし

れないけども。あとは、お金を取るわけにもいかないし、財産取るわけにもいかないのですよ。

やっぱり、次のまちづくりのための責任を明確にしておく、こういうことを言っているのです。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） おっしゃっている責任論というのはお話でわかったのですが、私の意

見なのですけども、やはりトップだけが本当に悪かったのかという話だと僕は思うのですよ。

だから、なかなか個人の、前のどの町長がこういう政策をしたから、この町長に責任があると

かという話までいくと、なかなか、そういう責任論というのが、本当に明確に責任があるとい

うところまで本当に突き詰めていけるのかなというようなところが僕は非常に疑問があります。

ですから、そのときはそのときのやっぱり町長の考え方もあるのでしょうけれども、町民の要

望もあるわけですよ。町長のために仕事しているわけではなくて、まちのために仕事をした結

果としてこういうふうになったのであって、何でこういうふうになったかという、振り返って

みて、そういう責任という部分はいいのですが、何か個人のところまで責任を明確にする必要

というのですか、そこまで本当にあるのかなと思うのですが、私の意見としては。なかなか難

しいのではないかと僕は思うのですけども。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田委員どうぞ。 
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○委員（松田謙吾君） 先ほどちょっと言ったけどね、責任というのは、明確にしておくとい

うのはですね、新たなまちづくりのために。例えばですね、今、飴谷町長ね、人口まだ 20,300

人だけども、何をつくる、かにをつくると、これは時代の背景があってですね、ものをつくる

という陳情は一つもないですよね、今の世の中。何をつくってくれ、かにをつくってくれと求

めるものが。しかし、前はですね、何をつくってくれというものが 123 項目もね、当時のトッ

プは町民と約束したわけですよね。できる、できないにかかわらず。しかしながら、それを全

部ね、やっぱり町民との約束だから、求められるままに、そして、それを完成させるままに進

んだわけですよ。ですから、こういう借金ができたわけだよ。だから、私は、こういう責任を

はっきりしておくというのはですね、何も先ほども言ったとおりだし、それから、町民がです

ね、さっき言った 123 項目かな、前町長が町民と約束したもの、これを 98％約束を守ったと議

会でも言っていますよね。ああいう時代もあったけれども、これからはやっぱりああいう時代

はもう過ぎたわけですよね。しかしながら、そういうものを明確にしておかないと、結局は先

ほど取り返しのつかなくなった話もあったけれども、やっぱり町の財政規模を超えた公約や何

かはするべきではないと。その時代にあった背景もあるし、もちろん町長に出るわけですから、

たくさん票も取らなければならないわけですが、人気もとらないといけないわけです。そうい

う責任を明確にしておかないと、また後戻りするのではないかなという意味も含めて言ってい

るのですよ、私は。 

○委員長（及川 保君） 特に名前を出してどうのこうのということではないのですよね。 

○委員（松田謙吾君） いやいや、そんなことではないと先ほどから言っているでしょう。次

のまちづくりの指針にするためのと言っているのです、先ほどから言っているのは。 

○委員長（及川 保君） もう少し納得できるように。６番、鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） いや、そういうことであれば。その人から、そのお金を出してもらう

とかという話ではないという話がですね、その個人のところまでいってしまうのかなというふ

うに思ったものですから。賠償をすれという話ではないよと言ったところは、それでは、賠償

というところまでいくのであれば、個人の名前というのですか、そのときのその人に責任があ

るのだよということを。責任だけはあるのだけども、そこまで賠償すれという話ではないのだ

よというふうに私はとったものですから。そういう個人の話をするのではないということであ

れば、それは私の理解の仕方が悪かったので、すみません。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。責任論で言いますと、この財政問題、前理事者が

行った膨大な借金ですね。これ実際には、議会の責任も求められていますけれども、平成 10

年ですか、その当時からね、きちんとやっぱり、大渕委員なんかは財政破綻を示唆しているの

ですよね。それに対して、当時の理事者側は全く認めていなかったと。やっぱりそこにはね、

全体としての責任があると思うのですよ。全体責任が。ここ何回か、そのことも大渕委員が話

されていますけどもね、一般質問の中で。だけど、そのときも、現在の理事者の人方もそのと

きの責任も認めていないと。だから、やっぱりこれはもう黙ってしたいがままにさせた当時の
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管理職にも相当な責任があるのではないかと私は思うのですけどね。そのことに対しての一切

の説明もありませんのでね。どうなのかなといつも思っていましたけど。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。例えば、今回のガソリン税の問題だって、誰が悪いと言っ

たら道路族が悪い。言うなれば、福田総理が悪いとはっきり言っていますよね。国会になれば、

国民の総意で辞任もするし、多数決だったら辞めるのですよ。しかしながら、職員一人辞める

わけではない、その責任者だけ辞めるのですよね。責任者だけ辞任するわけですよ。だからと

いって、金１円か出した人はいないでしょう。職を辞するだけでしょう。ですから、私が今、

白老町の責任も言っているのは、金出せとか、失敗とかそういうことではなく、責任というの

は、ああいう政策をやったことを二度としないためにも、白老のまちがこうなったのはああい

う政策をしたからだと。したからだというのは、膨大な 120 なんぼもの公約を受けて、財政抜

きにしてですよ。それで、こういうことは今後やめようと。そういう意味で私は言っているの

です。 

○委員長（及川 保君） わかりました。皆さん、わかっていると思うのですよね。斎藤委員、

先ほど何かありましたよね。９番、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 答えはもうみんな見えていると思うのだけども。やっぱり、あの時点

から考えると、日米構造協議の中で地方にそういうことをどんどんやらせた、それを真に受け

てやった。今後、そういうことが起きるかどうかはわからない。だから、国にも責任があるし、

それを真に受けた町長にも責任あるし、それをやらせた町民がね、どんどん要求を出してやっ

てもらったと。これ、懐に入れたのだったらね、名前挙げて追求しますよね。だから、それと

はまた違ってね、今後、二度と起こしてはならないという言葉はね、やっぱりそういう町民の

要求があれば、見境なくやってやるということも起きたらだめなのだよということと、それか

ら、そのためにこそ基準を設けてね、それこそ議会が決めたチェックをしながら、経常経費比

率は何ぼ以上超えたらだめなのだよという基準を議会としてきちんと持とうではないかという

ね、そういうことをみんなで考えながら、これからの論議をしていこうと、こういうふうに考

えているわけですから。大体皆さん、それで一致できるのではないかなと思っています。 

○委員長（及川 保君） 真剣にということはそこなのですね。町長のやることはいいことな

のだという、そういうことだけでは議会の使命というのは果たせないということですね。 

 ほか、ございませんか。次回からもこういう自由討議というのは進めてまいりたいと思いま

すので、ぜひ、けんかではございませんのでね、大いに議論を高めて、深めていただきたいな

と。10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今は財政問題での責任論が議論されましたよね。僕

もそのとおりだと思うのです。もう一つはやっぱりね、今までの議会の責任論をどう考えるか

というのは、この次の自由討議でも構いませんけれども、それは、先ほど西田委員が言われた

ように６月 24 日までにはやらなければいけないことですよね。ですから、議会の責任論をどう

考えるかということも。今は執行側の責任の話でしたけれどもね。全部一概に言えるというこ
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とにはならない。だからといって、議会全体が全議員総ざんげすればいいのかと、そういうこ

とでもないような気が僕はしていますから、そういうところをやっぱり一度詰めておく必要が

ありますので、きょうは結構ですけれども、各委員の皆さん方、そこら辺考えて、ぜひ、もう

一度そこら辺、熱い議論をしたい。24 日までにしておいたほうがいいのではないかと。 

○委員長（及川 保君） そうですね。私もそう思っておりました。実はきょう、こういうふ

うに特別委員会を開かれて、多数の皆さん、それぞれ自分のご意見を述べられております。次

回にはですね、全委員さんのご意見をぜひ、この自由討議の中で、初めての試みでありますけ

ども、ぜひ、これを今後の白老町議会の改革という部分では非常に大事なことでありますので

ご理解いただきまして、そのように次回は進めてまいりたいというふうに思っております。ご

協力をお願いしたいと思います。12 番、松田委員、どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 私も７期目ですよね。６期議員やって、ずっと議会と町の立場を見て

きたけども、町長が、行政側が出した予算書、何日もかかって予算審査しますよね。一度も変

えたことありません、議会がいくら言っても。だから、町長の考え方を議会は変えられないの

ですよ。一度も変えたことありません。それで、この間たまたま共産党が差し替えやったので

すよね。あれは賛成５人いましたよね。ああいうのも初めてです。それで、私はですね、議会

も責任あると言うけども、そのために私は言っているのですけども、24 年間一度も予算書ので

きたものを変えたことありません、町長は。ですから、私は、こんなことを言って悪いけども、

町長を変えられなかったら、自分で町長に出てまちを変えるしかないと、こんな思いで私は町

長選挙に出たのですよ。ですから、議会の方々もね、やっぱりいくら言ったって変えられない

のです、町は。このこともね、やっぱり私は１回言っておきたかったのです。私は、白老のま

ちがこうなるのはわかっていましたから。倒産するのもわかっていました。ですから、このま

ちは自分で変えなければだめだ、こう思って私は出たのですよ。結果は結果としてね。やっぱ

りみんなね、議会に責任あると言うのだったね、町長に立ってみなさいよ。それぐらいの勇気

がなかったらだめだ、正直言って。 

○委員長（及川 保君） 本当にいい意見が出されました。そのぐらいの気構えで一人一人の

議員の皆さんがここできちんと議論を戦わし合うということがね、本当にこれからの町議会の

いろいろな面での向上につながっていくと思いますので、本当にご協力をお願いしたいなとい

うふうに思います。 

 それでは、４時も回ってしまいましたけども、次回、５月 16 日、10 時からでございます。

第４章１節から３節まで、歳出の部分ですね。この部分について質疑を行いたいと思いますの

で、それぞれ皆さん検証しながら臨んで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） 本日の会議、ご苦労さまでございました。 

（午後 ４時１６分） 


