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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、おはようございます。白老町財政健全化に関する調査特

別委員会を開会したいと思います。 

（午前１０時０１分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の審議については、第４章の第３節（歳入）についての審議で

ございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、町のほうから説明を求めたいと思います。そうしたら、一つ一つ説明を願います。

大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 69 ページ、歳入の確保というところから説明さ

せていただきます。 

 まず１番目としまして、収納率の向上でございます。ここでは、町税その他の収入の過去５

カ年の状況を表 59 で示してございます。この推移の中ではですね、町税及び国保税、保育料で

収納率は上昇しているものの、その他の収入金については、ほぼ横ばいの状況でございます。 

 また、次ページの表 60 では、町税の収納率の類似団体との比較を行っております。ここでは、

類似団体との平均値で比較しますと、平成 18 年度の現年度分では 0.5 ポイント、本町が上回っ

ておりますが、現年度分と滞納繰越分との合計では１ポイント下回っているような状況でござ

います。 

 このような状況から、今後一層の適正かつ厳正な収納の確保に努めるため、昨年５月に庁内

に収納率向上緊急対策会議を組織しまして、全庁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。これによりまして、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、その他の収入金については１ポイントの収納率アップを目標といたしま

す。対策内容及び目標額は以下のとおりでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 歳入部分の収納率の向上について、今、説明がありました。この部

分について、ご意見がありましたらどうぞ。ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。70 ページの対策内容で、滞納対策の④の住宅使用料及び学

校給食の法的措置について。先般も私、お話して、そのときまだ具体的に内部処理が終わって

いないみたいでしたけど、先般の室蘭民報を見ると、豊浦町も裁判起こしてですね、訴訟受け

てですね、滞納者に明け渡し求めているということで、よその町村は現実にやっているのです

よ。先般まだ決裁とっていないと言っていますけど、それからまた約２週間かな、今、協議や

っていて。その後、内部調整して方向性は見えましたか。いつから実施するか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 私のほうからお答えいたします。 

 まずですね、学校給食費に関しましては、５月９日に教育委員会を開催いたしまして、その

中で要綱、要領につきましては、既に決定をしまして、既に施行をしている状況でございます。 
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 それから、住宅使用料に関する部分につきましては、これはちょっと給食とは足並みがそろ

っておりませんが、これはどういうことかと申しますと、現在ですね、住宅使用料の、これま

でも住宅グループにおきまして収納対策を講じてきてございますが、今後、さらに裁判所に対

する申し立て等を含めて、厳正なる対応が必要になってくるという状況からですね、今、これ

までの体制をさらに強化し、なおかつ、収納を進める上での資料と、その辺の整理をこれまで

行っていた状況でございます。それで今、その辺がある程度整理できましたので、６月中には

ですね、施行の運びとなるということで今、進めている状況でございます。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） 状況わかりました。過去の話は私も承知していますから言いませんけ

ど、ぜひやってほしいということと、もう一つですね、教員住宅とか職員住宅の有効活用をす

るという話がここで今、上がっていますけども、ここでの収納対策の部分でその部分について

は、具体的に検討されているのかどうか。そして、いつ頃をめどにして実施されるのか。 

○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、もちろん事務事業の見直し

の中で対策項目として入っているものでございますが、現在ですね、実は住宅グループと、そ

れから職員住宅等を所管している総務課、こちらと今、協議を進めているところでございます

が、住宅グループとしましても今、職員・教員住宅の空き住宅に関しまして、一応、公営住宅

と同等の扱いで対応するということの話し合いは既に終えております。ただし今後、いわゆる

公営住宅の建てかえですとか、まだ具体的には示してございませんが、その辺のいわゆる代替

の、もし新たに建てて、新たに建てたところに引っ越す場合にですね、その代替の、いわゆる

一時的な住宅の確保というのも必要になってきますので、その辺でどういったあり方が必要か

というようなことについても今現在、協議しているところでございまして、具体的にはですね、

今年度中にその辺を整理してですね、来年度から一応貸し付けできるような形で今、進めてい

るような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。収納率の向上ということに対しては、もうずっと議

会等も収納率のアップに対して、全庁かかわる課が力を合わせてやるべきだとかいろいろな意

見が出ていたと思うのですが、19 年度５月に新たに収納率向上緊急対策会議というのを設けた

ということなのですが、今までもその取り組みをしていたわけですけども、これができたこと

で、こういった点が違うのですという何かそういったものがあるのかどうなのか。今までも全

部、全庁的にわたって収納率の向上に対してはやってきていたと思うのですが、この対策会議

ができるということでどういった面が変わってくるのか、その点を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 私のほうからお答えいたします。 

 まず実は、この収納率向上の強化対策という部分につきましては以前からやられていたわけ

でございますが、このような全庁的な会議、いわゆる収納対策会議的なものというのも実は前



 - 5 - 

から組織されていた状況でございます。ただし、全庁的な対策ということになるとですね、な

かなかその会議自体、機能していたのかどうかという部分につきまして非常に疑問なところが

ありました。それで今回、この会議を立ち上げた当初の目的は、やはり財政状況が非常に厳し

いという中でですね、やっぱりここを一生懸命やらないと町民に対してもなかなか理由づけが

難しいというのもございます。それでやはり、ここは町がまとめて同じ方向を向いてやらなけ

ればならないという共通の認識をそれぞれ持たなければならないということで、会議において

も担当者レベルの幹事会、それから課長レベルの緊急対策会議という、２つの会議を持ちなが

らですね、幹事会におきましては 10 回程度の会議を開いた中で、今までのいろいろな問題点を

洗い出してですね、その対策等も含めてやってきました。その中の一つとして、いわゆる月に

１回ですね、それぞれの情報を持ち寄って滞納対策ですとか、その辺の方策を検討するという

プロジェクトチーム的なものもこれまで行ってきておりますし、または、公営住宅、学校給食

の今回の取り組み、この辺もやはり単独の現課だけの動きではなかなかできないわけなのです

けど、これをやはり税務課を中心として収納体制というような中で今回このような対策を講じ

ることができたという部分ではですね、大きな進展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） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ずっと言われてきて、財政がかなり、やっぱり厳しく、緊迫したとい

うことで新たに向上を目指しての会議を設けられたということは、これもまた、いい成果が出

て、期待できるのかなというふうに今、思って聞いていたのですが、ただ一点、私、これを今

回、読んでいましてね、収納率を町民税と、それから国保税にあっては 0.5 ポイント、その他

の収入源については１ポイントの収納率アップを目指すということなのですが、もちろんされ

ていると思いますけども、ここには出していないのですけども、月ごとの金額の、何ていうの

かしら、今まで何年来、この月にはどのぐらい入ってくるというパーセント的なものは出てい

ると思うのですよ。そういったものと、今年度の 20 年度なら 20 年度の入ってくるお金って決

まっていますよね。税収にしても、もう決定しましたよね、６月過ぎているから。そういった

ものを月ごとにきちんと対照して、今月の収納率はどうなのかと。去年 19 年度までは 10％、

この月に入ってきたけれども、今月は少ないからどうするのだと、そういう具体的な数値を出

してのチェックをきちんとできるような体制づくりができているかどうかということをちょっ

と伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君） それでは私のほうから。今、言われましたように、月ごとの数字

につきましては、税と住宅、保育、それぞれ出ています。月別に出ていまして、さらに地区別

にも出ています。あくまでも、前年同月対比という形で。収納率、前年対比の金額も率も出て

います。それに伴って各課がそれぞれの手法を使って対策を講じております。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） 今、住宅とか出しましたけど、全部の、そういう収納のかかわる課は

全部それを出しているということでとらえていいのですね。そして、それに対して、やっぱり
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チェック機能を生かすということは、１年経ってから 0.5％伸びましたとかそういう結論では

なくて、そういった検討会議を設けてやるわけですから、それでは収納率が今どうなのだろう

か、それでは低いのは何だろうかと、要因をきちんと見極めてやっていかないと、決算時期に

なってから、やっぱり足りなかったですとか、１ポイントはやっぱり無理でしたとかそういっ

たことにならないためにこういう会議を設けたのだと私は思っています。ですから、具体的な、

各収納にかかわる課ごとに、きちんとした月別の前年度、５年なら５年さかのぼっての比較が

できると思うのですね。そういった中でのチェックをきちんとしながら収納の向上にやってい

かなければ、収納がどうのこうのというのは、そういう具体的なものになっていかないと収納

率というのは上がっていかないのではないだろうかなというふうに思うのですけども。私、素

人の考えになってしまうのですけども、その辺どうなのでしょうね。 

○委員長（及川 保君） 野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君） 私、税務で押さえている数字としましては、もちろん税と住宅、

保育の３つに関しては、一応、今、言われましたように、情報については押さえております。

そして、あとの水道関係については、多分個々にやられていると思うのですけども。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 下水道使用料あるいは水道料についてもですね、対前年の同

月比、こういうものをきちんと押さえた中で収納率の確保を図るように管理している状況です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今お聞きしていてもね、対策会議をもう 10 回ぐらいされてきているの

に、その課がどうやっているかというのはちょっとわかっていないですよね。今、見ていて思

ったのですけど。やっぱり、そういう会議の中で、そういった報告が常に出されてね、そして、

こういう状況だということが検討されていくようでないと、どういう会議をやっているのかな

とちょっと思ってしまうのですね。だから今まで、こういう経済状況、財政状況が厳しくなっ

たときに、チェック機能をきちんとしていこうと、議会ももちろんそうなのですが、行政側も

やっぱりチェック機能をしっかりしていかなければ、収納にしてもいろいろな収入に関しても、

それから出ていくものに関しても、やっぱりきちんとその時々に応じてチェック機能をしっか

りしていこうという話が出ていましたよね。そういうことからいくと、検討会議がせっかくで

きているのに、収納に対してそういうものがきちんとできあがっているかどうか、全体でやっ

ているわけですから全体が見えなければおかしいのではないかなと思うので、今後やっぱりそ

ういうことを含めての具体的な対応が必要ではないかなというふうに思うのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 委員のご指摘はもっともでございますので、この収納率向

上緊急対策の中で、その項目としては、１の④の白老町収納対策特別チームの設置というのが

ございますので、これも設置されております。それでその中でですね、きちんとした横の横断

のあり方等についてはですね、委員のご指摘のとおり早急に進めたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 斎藤です。69 ページから 70 ページの表を見ていまして、現年度分の

収納なんかはかなりいい成績をあげて努力をしているということがわかるのですが、70 ページ

の滞納繰越分の白老町の収納率というのが極端に低いという、よそのまちに比べると極端に低

いというのは、これは何か理由があるのか。精一杯今までやってきたはずなのに、この数字と

いうのはどうして出てくるのかね、そのあたりを伺います。 

○委員長（及川 保君） 野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君） 滞繰の額ということなのですけども、どうしても本町の場合、や

っぱり他の上がっている地区と違いまして、産業形態、これが違ってきていると思うのです。

それで、どうしても白老町の場合は、どうしても現年優先。各市町村も同じだと思うのですけ

ども、現年優先でいきまして、それで、余裕のあるときには古い分の１年分でも２年分でもと

いう徴収の仕方をしているのですけども、なかなか現年が限界という状況ですので、どうして

もやっぱり滞繰までには徴収がいかないという、そういう状況になっております。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の、現在の経済状態の中では、どこのまちへ行っても大体同じよう

な経済状態ということだろうと思う。だとすれば、現年優先というのは、どこのまちも同じで

はないのかなという気がするのですよね。現年度を優先させながら、滞納していった部分をど

うするのかと後で考えるという、そういうことだと。それにしても、あまりにも滞納繰越分の

収納というのが悪いなという感じがするのですよね。決算のときなんかを見ると、滞納繰越の

額というのは相当大きい。これが何とかなれば、すごくいいのになという感じはするのですけ

どね。この数字では、今の答えで、現年度優先だからという理由ではちょっとおかしいなとい

う感じがするわけですよね。それで、先ほどから話が出た、収納率向上緊急対策会議の中で、

各課の人が集まって、この会議をやっているのだろうというふうに思いますが、問題は、払え

るのに払っていないという悪質な滞納者がどんなふうになっているのか。経済状態が悪い人の

分を洗い出してみてもどうしようもない部分というのがあるわけですけども、払えるのに払わ

ない部分を全部きちんと押さえているのかどうなのかということ、この会議の中で。そして、

この会議をやっている中で、そこの課に任せるだけではなくて、それでは、ここの悪質滞納者

の対策をきちんと理由をはっきりさせて対策をとろうと、役場をあげて対策をとろうというよ

うな、そういう感じの会議になっているのかどうなのか。そのあたりはどうなっているのか伺

いたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 委員のご指摘のとおりですね、悪質の特定をし、個別の事

例についてですね、そこまでの状況にはなっていないということでございます。そういうこと

でありますので、今後については、先ほど吉田委員から指摘があったとおり、横の連携を密に

しなければ、その部分というのは当然押さえにくくございますので、その部分につきましても

ですね、あり方等につきまして、今後ですね、早急に詰めてまいりたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 
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○委員（斎藤征信君） 今、話があったように、一つの部分がよくなっても、必ずどこかほか

の課のところが落ちてしまうというようなことがあって、バランスの問題だろうというところ

もあると思うのですよね。横の連携があって初めて誰が払えるのに払わないのかということが

はっきりしてくるということではね、そのあたりにきちんとポイントを置いてやってほしいな

ということが一つですね。 

 それから学校給食の問題、法的な措置をとるという。これは公住にしろ、学校給食にしろ、

法的措置というのは必要なのかなという気もするのですが、心配するのは児童への影響といい

ますかね、そういう強制的な手段をとることによって、児童への影響というのはどういうふう

に押さえられるかね。心配ないものなのかどうなのか。学校給食も２割ぐらいの繰越分の収入

というのがあって、これもかなり努力をしているのだろうなと思うのですけども、やはり法的

な措置を取らなければならないという件数や何かは押さえておられるのかどうなのか。そのあ

たりは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） 本日、学校教育課長が出席しておりませんので、私のほ

うから代わってお答えいたします。 

 まず、学校給食費の部分で実際どういった方、どういう状況の方が滞納をされているのかと

いう部分については、もちろん給食センターのほうで把握しているというふうに聞いておりま

す。ただし、その方々が即、法的措置をする人になるのかどうかというのはまた別問題でござ

います。斎藤委員がおっしゃられたように、いわゆる悪質な滞納者なのか、本当に払っていた

だけない滞納者なのかという部分も十分見極めなければならないと思いますし、その観点では、

やはり事前に収入等の調査というのも必要になるかと思いますので、その辺を十分、勘案した

上で最終的に法的措置に臨まざるを得ないかどうかというのを決定するというふうに考えてご

ざいます。 

 また、そこに至るまでの過程ではですね、やはり、この方が該当しているから、すぐ法的措

置だということではなくて、やはり何度も何度も足を運んでですね、何とかお支払いしていた

だけるようなことを十分やった上での法的措置かなというふうに考えてございます。 

 また、その前段でちょっと、児童、生徒への影響という部分でございますが、法的措置に関

しましてはもちろん氏名等を公表するとかそういうことは全く考えておりませんので、また、

我々としてもですね、外に漏らすというようなこともないものですから、実際、児童への影響

というのはほとんどないかというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ちょっと一点お尋ねしたいのですけど。19 年度から

この改革が始まっているわけですよね。１年度目が 19 年度なのだけれども。19 年度の予算が

もう締まっていると思うのですけれども、この収納率の関係で大きな変化があるところがある

かどうか。まず、これが一点。 

 それと、向上対策でメインになっているというふうに思われるのは法的の措置の部分なので
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すけれども、法的措置以外の部分で収納率を上げるための具体的な手だて、これを考えていら

っしゃる部分があれば教えていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 後段の部分でお話をさせていただきます。いわゆる法的措

置以外の実施ということでございますが、収納緊急対策の中で掲げておりますのは、対策内容

の２番目の滞納対策の部分です。この部分を一層強化することによって収納率を上げようと、

こういうことでございます。ですから、５番目についてはですね、まだ実質的な検討段階にま

で具体的にはいっていませんが、それは種々、影響がかなりあるものですから、これについて

は慎重を要すると思いますが、ほかのものの、例えば給水停止処分の強化等々に含んでですね、

これをトータル的にやっていこうとこういうことでございます。 

○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） 予算編成が実際始まりますのは 10 月ぐらい、19 年度の 10 月

ぐらいから始まっております。それでまず、経常費を固めてから、臨時事業費というふうに入

っていきますので、その時点ではですね、収納対策の部分をどの程度カウントするかという対

策会議等の効果を見据えた中の収納率のアップ、その部分は全くカウントしてございません。

とにかく、税務課のほうからですね、19 年度と比較した中で 20 年度はどのくらいいけるのだ

というようなことでですね、ここに私、Ａ４版の一覧表を実は抱えてございます。それで町民

税だとか、固定資産税だとかですね、20 年度と 19 年度の状況を比較しまして、個々にすべて

ピックアップしましてですね、その数字一つ一つ査定の中でとらえてございます。そういった

中で見ますと、例えば平成 20 年度ではですね、全体の収納率が現年度で 98％、滞繰で 7.5％。

それに比較しまして、19 年度の決算見込み、それでいきますと、現年度が 97.6％ですから、コ

ンマ４％アップと。それから滞繰ではですね、逆に 0.1％落ちているということで、19 年度が

7.6％ですね。20 年度が 7.5 ということで 0.1％落ちてございます。そういうことでトータルし

ますと、19 年度 90.1％に対しまして、20 年度 89.9％ということで、実は数字上はコンマ２％

落ちた数字になってございます。そういう結果の査定の中で 20 年度予算は編成してございます。

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。ちょっと私の聞き方が悪かったと思うのですけれど

も。19 年度の決算が確定しつつありますけれども、19 年度からこの計画がスタート、今、議論

しているけれども、71 ページの一番上には各年度目標額というのがございましてね、ここで 19

年度の目標額も出ているわけですよね。第一年度目ですから出ているのですけれども、この分

について、19 年度がもう締まったと思うのだけれども、実績が、この目標額との関係でどうい

う状況で押さえていますかということを聞いたのです。すみません。 

○委員長（及川 保君） 野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君） 19 年度におきましては、あすで一応、出納閉鎖、締まりますけど

も、先週末の大体的な数字を見ますと、大体いっているかなと。ただ、保険税につきましては
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クリアしていますけども、町税に関してはちょっと当初予定よりは落ちている状態です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） これはもう現実的に今、始まっているわけですよね。当然、これはこ

とし、例えば目標がいかなかったら、その分はオンされていくという格好にならざるを得なく

なりますよね、全体のことを考えると。そこら辺の対策がきちんととられないとだめだという

ことで、私さっき言ったように、法的措置をとるのは、それで税なんかの場合ね、若干、法的

措置の影響が出て少し進んだというような情報も聞いたのです、私自身は。それで、そういう

状況になるとね、町税から介護保険料までの目標がきちんといかないと、結果としては次の９

年間にオンされて、いった分については減るけど、いかなかった分についてはオンされていく

わけですから、そういう対応策まで今度は考えなくてはいけないということになりますでしょ

う。ですから現実問題として見たときには、ここがいくということ、それは法的措置から、無

理なことから、いろいろなことが出てきてしまうのだけども、そういうところの分析がまず 19

年度きちんとやっていかないとだめではないかということの視点で聞いているわけなのですよ。

ですから町税については、今、聞きましたようにね。ただ、それでもね、法的措置がこれ以上

ものすごく強化されるのかどうかよくわからないのだけど、強化されたにもかかわらずいかな

いとしたら、新たな手を打たなくてはいけないということになるわけですよ。それでさっき、

法的措置以外の新たな具体的な手だてはどうなっているのかと、一般的なことではいかないの

ではないですかと聞いたのはそういう意味なのですよ。だから、そこら辺ね、例えば住宅料か

ら、保育料からずっとあって、19 年の目標というのはあるのだけど、その結果がどうなってい

るかということを聞きたいと、こういうことであります。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 19 年度の実績の総体的なものはまだまとめておりません。

それで、委員がおっしゃったとおり、当然、横の連絡等含めてですね、19 年度を締めまして最

終的な数値が出、その部分についてはきちんと分析をし、そして、収納対策をやると。それで、

20 年度の対策はそれに基づいてやりますよと。対策項目については、先ほど言ったとおり、総

体的なものでやっていくということで、最終的には法的措置が一番きついわけでございますの

で、その法的措置に移行というか、そこまでに至るまでの間というのは当然、納税相談含めて

ですね、着実にやっていく必要がありますから、それは横の連絡を取りながら、先ほど斎藤委

員がおっしゃったとおり、重複している氏名があるのかどうかを含めてですね、その部分につ

いては十分やっていきたいというふうに考えておりますのでご理解をお願いしたいと思います。 

○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。わかりました。すみません、その 19 年度がまとま

るのは、大体、どれぐらいの期日、いつぐらいになりますか。正確でなくて結構です。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 出納閉鎖が終わりましてから、約２週間ほど必要とします

ので、大体６月中旬ぐらいにはまとまると思います。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは次に進みます。71 ページ、２番の使用料・手数料については、今、総務文教常任委

員会において議論の最中でございます。この部分については除きたいと思います。 

 それではめくっていただいて 72 ページ、３番、下水道使用料の見直しについて説明を求めま

す。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 72 ページ、３番、下水道使用料の見直しでござ

います。この見直しにつきましても、下水道会計の赤字の解消という部分がございますが、使

用料は一般会計からの繰入金と、汚水処理費に充てる他の財源との関係を見ながら、適正規模

となるようにしていかなければならないことから、平成 21 年度に 10％から 15％の料金改定を

実施するものとし、以降、４年ごとに料金改定を行い、経営の健全化に努めていくものでござ

います。 

 目標額のところでございますが、21 年度、4,200 万ということで、４年間この効果が見込ま

れると。その後、25 年から４年後の見直しということで、ここにつきましては 10％の、いわゆ

る見直しという部分を仮定しまして、効果額を算出してございます。 

 また、21 年度の見直しにつきまして、10 から 15 ということでございますが、積算上ですね、

真ん中を取って、ここは 13％で計算した額を目標額としてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、下水道使用料の見直しについて、質疑のございます方はどう

ぞ。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） まず一つは、改定するにあたって目標額を立てて、かなりの伸びを見

せるわけですけども、この値上げというものがどこまでいくのかと。こういうふうに苦しい状

態の中で次々に上がっていかないのかという心配、住民の不安というのはそこにありますよね。

これは、これで十分間に合うという計算になるのかどうなのか、その辺わかりませんけどもね、

そのあたりはどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 下水道使用料の見直しなのですけども、参考までに過去の見

直しの経過を申し上げますと、平成に入りましてからは、平成元年・５年、その後しばらくあ

きまして平成 13 年・17 年ということで、最近では４年ごとに見直しを行っている状況です。 

 それで、基本的な考え方といたしましては、この下水道使用料というのはですね、汚水処理

にかかわる経費を一応、町民の方に負担していただくと。その汚水処理の部分で一定のルール

もありまして、一般会計から繰り出しを受ける部分を除いてですね、その足りない分について

は負担していただくとそういう考え方でおります。それで、一応 28 年度までに２回、ことしと

25 年度ですね、２回見直しを行うことによってですね、一応、下水道会計としての単年度の不

足額については解消していけるのではないかと。一応そういう見通しの中でこの計画を立てて

いるという状況です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 見直しについてはわかりました。それで、いただいた資料の中の件で
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ちょっと伺いたいのですが、資料６番目の部分で、水洗化率の問題なのですが、水洗化人口に

対して、せっかく下水道を使えるのに使っていない未水洗化率というのが出ているわけですけ

ども、例えば虎杖浜の 32％、北吉原の 24％、社台の 15％、かなりこの辺は大きいわけですけ

ども、せっかく使えるのに使っていない人口がこれだけ多いという、その理由は何かというこ

とと、もう一つは、そうだとすれば、自分で処理をしているのかなという気もするし、温泉と

関係あるのかなという気もするし、衛生上はどういうことになっているのか。そのあたりはど

う把握されているのか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 水洗化率の低い地区ですけれども、社台は特定環境保全公共

下水道ですね、虎杖浜は公共下水でやっているのですけども、ここについては最近、水洗化と

いうか、下水道の環境が普及してきた地区ということで、普及までにまだ十分至っていないの

かなとそういう状況はございます。この地区についてもですね、いろいろ働きかけを行ってお

りまして、徐々に利用者が増えてきて、今、こういう状況だということで一つご理解いただき

たいのですけども、まだ水洗化されていない部分については、浄化槽あるいは従来の汲み取り

方式でされている、そういう家屋があるということです。ただ、実際、本管のほうはですね、

幹線のほうは整備されても末端のほうで十分まだ一定の戸数がまとまらないということで、ま

だ多少そういう整備に至っていない、地区の要望もちょっと低いという部分もありますので、

その辺は働きかけしながらですね、これを上げるような努力をしていきたいというふうに考え

ております。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 本管が通っていて、まだ枝が出ていないという、そういう普及がされ

ていないということではわかるのですけども、虎杖浜なんかの 32％というのも、これもやはり

そうなのですか。虎杖浜、北吉原のこの数字の高さというのは、これもやはり同じように考え

るのですか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） この部分ですね、詳細に、ちょっと地区的なもの、後でちょ

っと確認したいと思いますので、きょう間に合えばきょう、ちょっと間に合わなければあした

ですね、ちょっと説明させていただきたいと思いますので、ご了解いただければと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） それでは後で結構です。いいのですけれども、素人で考えて、前に話

をしたときに、下水道の関係というのは、白老の場合、温泉を流して、別に流しているとか、

そういうような状況があってというような話があったように記憶しているのですよね。それで、

温泉を持っている人は、自分で別なところで流す、それから、それが下水道の中に入ってきた

らどうなるのかというような問題、いろいろ問題があると思うのですけどね。虎杖浜あたりと

いうのは温泉が多いから、温泉で流しているのかなというような、別な管で流すのかなという

ことですけども、そういうことというのはあり得るのですか。 
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○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 排水管についてはですね、基本的に常時、温泉なんかを利用

されているところについては、温泉が下水道に入りますと温度が上がって、いろいろ管理の問

題が出てくるということで温泉のみの排水というのは基本的に受け入れしないと。生活排水と

いうことで、炊事等の部分、そういう部分については基本的に受け入れしていると、そういう

状況にはございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。答弁漏れについては、あす行いたいと思います。

ほかございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つは、もしわかれば、今まで４回下水道の使用料

が上がっていますけれども、それぞれ、そのときの上がったパーセント、何％上がったか、わ

かれば教えてください。 

 もう一つ、ルール分以外は、これは 28 年度という意味かはわからないけれども、使用料で解

消できるというふうな答弁があったと思うのですけれども、それは何年の段階でそうなるのか。

ルール分だけを町が出せば、起債等々の関係ですね、あとは全部ね、使用料で賄うことができ

るのかどうか、そこをはっきりしてください。 

 それから３三つ目に、例えば平成 25 年に 10％程度の値上げを考えているということなので

すけど、そうすると、資料５の全道平均からいくとどこら辺までいきますか。もちろん、あと

５年か６年かありますから、その間にまた、ほかの町村が上がるということはもちろん考えら

れるのだけど、現段階で考えたらどこら辺までいきますか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） まず、過去４回といいますか、平成に入ってからということ

ですけども、４回の見直し状況ですけれども、これはですね、一月に 20 トンですね、20 立方

メートル、排水量がある家庭を想定してということで計算しているのですけれども、平成元年

度は 34.5％。平成５年は 14.8％。平成 13 年は 22.0％。平成 17 年についてはちょっと低くな

っておりまして、4.4％。ちょっと 17 年は低いですけど、一応そういう状況になっています。 

 あと、一般会計からの繰り出しについての２点目の質問ですけれども、基本的にこの 28 年度

までに下水道会計の赤字を解消すると、そういうようなことでの対策としてですね、一般会計

からについては赤字解消のための基準外繰り出し、これについてもですね、この 28 年度までの

間で一応、合計５億 1,800 万円くらいの繰り出しをちょっと加算していただこうと。一応そう

いう対策を含めてございます。基本的には、下水道使用料の見直しと一般会計からの赤字補て

ん、さらに建設事業費の縮減とか、あるいは先ほどご質問のあった水洗化の促進によって赤字

は解消できるというような見通しの中で計画を立ててございます。 

 あと、全道の水準ですね。これについてはちょっと、実際まだ想定しての部分で出していな

いものがありますので、これは後ほどご回答させていただくということでちょっと保留させて

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。 
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○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。確認したいのですけどね。28 年度に赤字がなくなる

のは理解しました。それで、町からルール分のお金を繰り出ししてもらえば、使用料金だけで、

今いろいろなこと、対応策をやったことによって、使用料だけでルール分だけ町から出しても

らえれば運営できるということですね。そういうことでいいのですか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 先ほどもちょっとお話しましたけど、この改定だけではちょ

っと不足分が出てきます。それで一応、対策項目の一つとして、一般会計からの赤字補てん繰

入ですね。一応これも対策の中で見込んでおりまして、その額については、28 年度までの間で

合計５億。これはルール外のことです。 

○委員（大渕紀夫君） いやいや、わかる。28 年の後ね、ルール分だけ出せば使用料で賄える

のかということを聞きたいの。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 対策後の見通しというのは 93 ページに載ってございますけれ

ども、28 年度まではゼロということですけれども、この追加繰入がないとどうだという、29

年度以降のお話だと思うのですけれども、ちょっとそこまでの試算は今、持ち合わせておりま

せんので、その辺もうちょっと確認して後で回答させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） いいですね。ほかございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の大渕委員の関連の質問になりますけども、先ほど平成に入ってか

ら４回の改定を行っていると。これが月額 20 立米当たりを一つの基準にして、こういったパー

センテージが出てきていると思うのですけども。今回の 21 年度の改定の、13％が目標額として

定められたということですけども、これも同じく月使用料 20 立米を基本とした形の中でのパー

センテージなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 一応、試算としてはですね、排水量一月 20 立米ですね。一応

それで引き上げ率を計算してございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは次に進みます。４番、町有財産の売却について説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 72 ページです。４番、町有財産の売却です。こ

れの対策につきましては、昨年度に引き続きまして、未利用宅地の売却を進めるとともに、行

政財産、普通財産を問わず、行政目的としての活用が今後見込めない土地についても積極的に

売却処分を促進するものでございます。ここでの対象の土地につきましては、特別会計で所有

している販売土地は含まれておりません。 

 73 ページに見直しの内容及び目標額を記載させていただいておりますが、効果額につきまし

ては、毎年度 2,000 万円ということで、これはやはり相手がいるということで、最初の目標額

としてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  それでは、暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時５６分 

                                         

再開 午前１１時１０分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 まず、先ほどの答弁保留部分がありますので、２件ですね、上下水道課長から説明をいたし

ます。辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 何点か答弁保留させていただいた部分についてですね、ご説

明させていただきたいと思います。 

 まず、下水道料金改定後の全道でのランクですね。これは別紙で配っている請求資料一覧の

19 ページ、資料５の部分の表をちょっとお開きいただきたいと思います。まず、20 年度に予定

しておりますけれども、10 から 15 ということで試算上は 13％料金改定するとですね、20 トン

使用した場合の下水道使用料は 3,990 円になります。これは 21 番目の遠軽町とほぼ同じぐらい

の水準になろうかと思います。右から２つ目の一番下の遠軽町ですね。さらにその後、10％料

金改定を行いますと、4,389 円という試算になりまして、７番目の赤平市と８番目の釧路市の

間ぐらいになろうかなと。ということで、よろしいでしょうか。 

 それとあと、大渕委員からのご質問の 29 年度以降の繰り出しの関係ですけれども。財政改革

プログラムの 93 ページをちょっとご覧になっていただきたいと思いますけれども、93 ページ

には対策後の財政収支見通しということで真ん中の２番、公共下水道事業会計のところに 28

年度までの収支見通しが載っておりますけれども、21 年度以降ですね、27 年度まで追加の繰り

入れ、ルール外の繰り入れ 5,000 万円をずっとみて、そして、最後の 28 年度で 7,300 万円繰り

出ししていただき、さらに先ほどからご説明している料金改定をするとですね、累積の赤字は

一応ゼロになるとそういう計算です。 

 それから、29 年度以降についてはですね、どういうような形の対策をとるかは別に、やはり

単年度の不足額というのはどうしても、追加繰り出しに近い金額が出てくる試算になろうかと

思います。ですから 29 年度以降、それが繰り出しするか、料金改定するか、それはその時点で

やはり単年度不足額をどう解消するかというのは検討が必要になろうかと思います。 

 それとあと、斎藤委員からの虎杖浜地区の水洗化率が低い理由。資料の６番目、21 ページに

なりますけれども、虎杖浜地区というのはですね、町道の整備がちょっと十分されていない区

域、いろいろ地域の所持者の考え方でほかの地区よりは町道がちょっときめ細かく入っていな

い区域になってございます。そういうことで下水道管環境の整備も基本的に町道に入れるとい

うことでやっておりますので、すぐ近くまで来ていないという状況の方が結構おられるのかな

と。仮にそういう方が下水道管を引っ張るとなればですね、やはり距離的に自分が負担する、

引き込みの管渠の負担が長くなる、あるいは他人の方の土地を通していただく、そういうよう

な条件が出てきますので、そういう状況からですね、今のところちょっと水洗化率が低い状況

もあるのかなと。一つの要因としては、そういうことも考えられるかと思います。 

○委員長（及川 保君） これに関連して何かありますか。９番、斎藤征信委員どうぞ。 



 - 16 - 

○委員（斎藤征信君） そうしますと、心配なのは衛生上の、どういうふうにそれを流してい

るのかということでね。町道が狭いということ、狭ければ狭いほど衛生上の問題というのがあ

るのではないかと思うのですけども、それはどんなふうにしているのかわかりますか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 考えられるとしたら、公共下水道が整備されるまでの状況で

ですね、浸透升で雑排水を処理しているとか、あるいは個人の浄化槽で処理しているか、そう

いうような状況ではないかと思います。汚水にしても汲み取り方式ということもあろうかなと

思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） あと一回だけ。そうなると、自分で浸透升をつくっているのはいいの

ですけども、流してしまう、そのままになっているという状況、本当に自分で浸透させてしま

うという方法で、昔のような、そういうような形で済ませているというふうに押さえていいの

ですか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） ほかに汚水を持っていくということは、基本的になかなかそ

ういう状況は考えられないので、下水道普及前の状況で浸透升、あるいは浄化槽でという対応

をされているのかなと思います。合併浄化槽ではなくて、個人での浄化槽ですね。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。町有財産の売却の説明は、実は受けたのですが、

ちょっと丸山町民課長が午後から公用で札幌のほうに行く予定になっておりまして、事前に国

保の、77 ページ８番の国民健康保険税の改正、この部分について先に説明を求めて質疑に入り

たいと思います。これを終えて、後に先ほどの説明の部分を行いたいと思いますのでご了承願

いたいと思います。 

それでは８番、国民健康保険税の改正について説明を求めます。大黒主幹どうぞ。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 77 ページ８番、国民健康保険税の改正でござい

ます。国民健康保険会計につきましては、非常に厳しい運営を強いられている状況でございま

して、そこでですね、安定した財政運営を継続させるために、応能応益の平準化のための税率

改正を進めるというものでございます。ただしですね、平成 20 年４月から導入されております

後期高齢者医療制度、これらの影響等を十分把握した上で税率等を設定するとしていることか

らですね、改正につきましては、21 年４月からということで計画をしてございまして、現時点

ではこの部分の効果額、目標額は定めないものとしているものでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは８番、国民健康保険税の改正について質疑を行いたいと思

います。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 先日の議会でもですね、この保険税の改正が議案に出ましたよね。様々

な質問も出されたわけですし、それから、保険税の値上げの考え方も先般お聞きしました。そ

れから、保険税の特別徴収というお話も先般お聞きしました。それで、同僚議員からも保険税

の最高額はもうこれ以上払えないのではないかと、無理ではないかという意見が出たのですが。
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先般の質問を繰り返すようですが、私は大変厳しい状況になるなと思っていますし、それから、

特別徴収がですね、年金者から強制的な特別徴収をする。特別徴収をするのはいいのですが、

現時点でも銀行振り込み、天引きやっていますよね。この方々は、言うなればですね、20 歳か

ら所帯を持てば国民健康保険税を払わなければならないですよね。20 歳から 60 歳までは年金

がありませんから、振 り込みか徴収になるわけなのですが。60 歳以上のもらっている年金者だ

けは強制的な特別徴収される。私はこれ、大変不公平だと思うのですが、先般もいろいろ話が

あったのですが、丸山課長としてですね、本当は町長、副町長がいれば、考え方をもう一回聞

きたいのですが、どう考えても、あれから帰って考えてみたのだけどね、やっぱり不公平だな

と。取れる人からだけ取るのだと、そういう物の考え方をもう一回お聞きしたいのですがね。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 個人の考えということもあるのですが、町民課長という立場で言

えばですね、やはり答えは前回の議会の中でお話したとおりでございまして、国として特別徴

収を 65 歳から 74 歳までの方しかいない世帯で年金収入が一定度あれば、天引きをするという

方向でこれは決まっております。これはもう全道、全国の自治体、どこでもやりなさいという

ふうに来ておりましてですね、町民課長としましてはですね、やらざるを得ないというような

ことでございます。 

 また、不公平であるか、ないかという問題につきましてもですね、考え方としましては、普

通徴収であれ、特別徴収であれ、税金は納めていただくという立場になるものですから、支払

い方法は手法がどうあれ納めていただくということには変わりはないということで、何とか特

別徴収についてもご理解をし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） いいですか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も理解できないですけども、やはり天引きするということは、本当

にいや応なく取るわけですから、やはり払わなければならないものでありながらね、個人の判

断というものを奪うような方法というのはやっぱりよくないなという感じはしてみています。 

 私が聞きたかったのはそんなことではないのだけども、応能応益の平準化の問題なのですけ

どね。これは白老が頑張って、応能のほうが若干高かったはずですよね。今でもそうかなとい

うふうに思いますけども、それを 21 年からは５対５にしてしまうということなのだろういうふ

うに思うのですよね。それで実際には、現在どんなふうな状況で、それを５対５にすることに

よってどれほど上がる部分が出てくるのか。そういう試算はしてありますか。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 応能応益の割合につきましては、委員ご指摘のとおりですね、応

能のほうが大きくなっているのは事実でございます。数字につきましては、ちょっと後で報告

したいと思います。 

 もう一つは、それでは応能応益を平準化することで何があるのかということになりますが、

平準化することによってですね、今、６割・４割の軽減を行っています。これが７割・５割・

２割の軽減にすることによってですね、国から来る調整交付金の額が実施した年度の３年後か
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ら増えます。その額につきましてはですね、まだ詳細は計算しておりませんが、おそらく 1,000

万円から 3,000 万円程度の増収になるものではないかなと考えています。したがいまして、そ

の分だけでも国保の財政が、少し余裕ができてくるとこういう形になります。したがいまして

ですね、制度に基づいて実施することによって、最終的には国からくるお金が増えるものです

から、例えば税率改正を行う際もですね、その分だけ少し余裕を見て、例えば均等割、あるい

は平等割等も下げることも可能になるのかなと考えてございます。具体的には、数字はまだ試

算してございません。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 国の指導によって平準化するというのは大分前から出ているのですけ

ども、それによって交付税が増えて、町の財政的な部分についてはゆとりが出てくるというこ

とはわかるのだけども、町としては増えるのだけれども、払う側としては負担をしなければな

らないと。住民にそういう負担をかぶせておいて町が有利になると、こういう仕組みだという

ふうに考えていいのですか。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） それはちょっと誤解かなという気がします。調整交付金が増える

ことによってですね、最終的に総医療費に占める保険料の額が設定されてきます。そして、そ

れに国から調整交付金が入ってきますから、最終的に保険税額をいくら集めるかということに

今度なるわけです。そうすると、今、平成６年から 14 年間も見直ししていませんが、その都度、

見直しをしていくときに国からくるお金も当然入れるということで計算ができればですね、保

険税を上げる率も当然下げていくことができるだろうという考えなのです。国から来るお金が

増えるから、一般会計の持ち出しが少なくなるということでの考えではございません。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 78 ページの国保の関係で、基本的なことを聞きたいのですけども。上

段、「ただし、20 年４月から導入された後期高齢者医療制度の影響」とありますけども、私、

制度的にはあまり詰めていませんけど、概念的というか、原則的には、国保会計から引き離し

て後期医療制度をつくるということですよね。そうすると、その辺がどういう影響出てくるの

か。そして、効果出ないと言っているのですけど。79 ページでですね、国民健康保険事業会計

が出ていますけども、この中に影響額、この辺の整合性はどういうふうに議論を積み上げてき

たのかということを聞きたいです。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 78 ページで言っています、後期高齢者制度による影響、これは一

番影響が多分出てくると思って見ているのですね、収納率になります。ということはですね、

詳しく分析はちょっとできていないのですけれども、比較的高齢の方の納付率というのは非常

に高いという認識を持っています。特に 70 歳を超えると医療機関にかかる率が非常に多くなり

ますので、そういった方々につきましてはですね、保険税の納付も非常にいいというぐあいに

認識を持っています。ただ、その数字がどういうふうかということについてはちょっと押さえ
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ていませんが。それはですね、75 歳以上の方が後期高齢にいって国保から抜けてしまうと。そ

うすると、保険税の中でも比較的収納率の高い方々が国保はいなくなってしまうと。そこでで

すね、収納率にどういう影響が出てくるのかということについて、ある程度見定めをしないと

ですね、例えば今後の、あした、またお話があるかと思いますが、収納率の向上を図っていく

ときに、その影響をどうやって見ていくかということも一つの今回の考えで、税率改正の中で

も一つのポイントになろうかと思っています。これが例えば 91％で見るのか、90％で見るのか、

あるいはもっと高い数字で見るかということになると、当然、集まってくる税収の額に違いが

出てきますので、その辺も今回の改革プログラムの中ではちょっと重要なポイントになってく

るかなと思っています。その辺の影響がどういうふうに出てくるか、少し見極めをさせていた

だきたいとこういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） いいですか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。２つお尋ねします。一つはですね、応能応益の関係

なのですけれども、応益割と応能割とフィフティー・フィフティーにしたいという考え方はわ

かりますけれども、それをすると当然、低所得者層に影響が出ると。そうすると、収納率に影

響が出ると、私は個人的に思うのです。それで、そういう対策をきちんととらないと、結果的

には収入は若干増すけれども、負担がくるのは、高額ということではないですけど、要するに

低額所得の方々の影響が極めて大きくなると、私は言っていいと思うのだけれどもね。そこら

辺をどう見るかということが一点。 

 それから、資産割をどうするのかと。今までのことはいろいろありますけども、その議論は

ちょっとここではしません。要するに資産割をどう考えるかと。この応益応能を変えるときに

ね。資産割をどう考えていらっしゃるのか。この２点お尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まずですね、応能応益を平準化するということは、今あります均

等割、平等割、一人当たりいくら、一世帯当たりいくら、この額が当然上がってくる。そうし

ますと、所得のない方はそれだけを判断しますと、上がってくるのは間違いのない事実だと思

う。ただ今、６割軽減かかっているものがですね、７割軽減になりますので、そこの部分でい

かに低く抑えることが可能なのかどうなのか。これは、本年度の住民税の状況等も見ながらで

すね、一度シミュレーションをしてですね、極力、７割軽減かかる方々にあまり負担をかけな

いような形で最終的な税率も考えていきたいとこういうふうに考えています。まだ具体的に税

の試算が上がってきていませんので、これの出てくる見込みが多分早くて７月頃になろうかと

思っています。この辺についてもですね、先般、国保の運営協議会が開かれまして、それにつ

いてもですね、当然、低所得者はどうするのだということについてですね、議題にも、話題に

もなっておりましたので、それも運営協議会とも十分に相談をしていきたいと思っています。 

 それと、所得割の考え方ですが、これはもう運営協議会の中で実は諮問をしてございます。

所得割を残すのか、残さないのか。残すとすれば、どういう位置づけでやるのか。その辺も含

めてですね、資産割につきましては運営協議会の中でも検討していただきたいと思っています。
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ただ、運営協議会に予断を与えることになるかもしれませんけれども、町民課としましてはで

すね、今、先般の議会でも説明しましたとおり、実態を調べるのは多額の経費がかかると。そ

れと、既にもうわかっているだけで 24 団体が、３割がなくなっている事実もありますので、市

町村がやめているという事実もありますので、その辺も総合的に運営協議会の中で判断をして

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） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。１点目の部分について言えばですね、７割軽減にな

ることによって、平等割と均等割が上がると、その差がどれくらいでるかということなのです

よね。６割から７割に上がる分でね、その分がカバーできるとはちょっと考えられない、私自

身はね。だから、当然、上がるわけですよ、低所得者の部分が。その上げ幅が１割アップ、６

割から７割にすることによって減る分との関係でいえば、どういう関係になるのかと。もちろ

ん、まだパーセント決まっていないからね、言及することはできないのだけれども、そこはや

っぱり十分気をつけていただきたいというふうに思うのですよね。それから、例えば資産割を

なくしたことによって、もちろん資産のない人がかからなくなるということだから、それはや

っぱり資産のある人にとって有利ということで考えていいのですか。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、低所得者に対する影響につきましては、まだ試算ができて

いない段階で、今ここで影響額がどれくらいかということはちょっと言えません。ただ、今お

話があった点につきましてもですね、運営協議会のほうにきちんとお伝えをして、議会の中で

はこういう論議があったということについては検討していただきたいと思っています。 

 それと、資産割がなくなることによってですね、資産を持っている人が有利になるのか、不

利になるのかということでございますけども、現実問題として、資産を持ってですね、その資

産を運用されて何らかの所得を得ている方についてはですね、あるか、ないかと言えば、若干

あるのではないかなというふうには考えます。ただ、多くの実態としましてですね、国保に入

っている方が比較的高齢ということであれば、当然、自分の住居にお住まいになっていて、自

分のお家に入っている資産でもって資産割がかかっている状況になります。ですからその分、

資産割がなくなるということになればですね、応能の所得割の部分で多少の影響はあろうかと

思いますけれども、基本的にはそんなに影響はないのかなというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 一点伺いたいと思います。今いろいろなお話を伺っていて、平準化、

それから後期高齢者の保険制度の割合、それから各種収納率からずっとやってきたのを今、伺

っていましてね。ほかのほうは、もう 28 年度まで具体的な目標、それから改正、上げ率とか全

部具体的に出てきているのですが、今、国保税に関しては後期高齢者の関係と、それから与え

る影響も何千人という方に影響があるということで、そういったことから見直しを、今ちょっ

と状況を見ているということなのですが。ただし、ここの中に 21 年度４月から改正を行います

というふうになっていますよね。ということは、もうある程度、やっぱり町民説明をきちんと



 - 21 - 

していかなければならないことも含めると、もうそろそろというかね、出てこなければいけな

いのかなと。ただ、後期高齢者の部分がまだちょっと今、国もちょっと変わってくる可能性も

ありますのでね。そうなると、最終的にはいつ頃まで改正案というのを出さなければならない

というふうにお考えになっているのか、その点を伺っておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） これはですね、財政改革プログラムもですね、ほかのいろいろな

税の改正を見据えながら、同時進行をしている状況になります。今、行財政対策室長からお話

を受けているのは、当然、９月の定例会の中に改正案、税率も含めて、まず出して、それで、

議会の中で論議をいただくというふうに指示を受けておりますので、国保の運営協議会のほう

にも９月に条例改正提案をできるよう審議を早めにやっていただきたいということで考えてご

ざいます。当然、それに必要なシミュレーション、税率を改正した場合の影響等についてもで

すね、今、住民税等の情報は所得の情報が確定次第ですね、すぐシミュレーションをかけてで

すね、様々なパターンを出して運営協議会の中でも、まずもんで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） いいですか。ほかございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと何点かお聞きしたいなと思います。これからも税率について

は、この一年間かけて来年度からという話なのでしょうけども。どうしても医療費の負担と国

民健康保険会計というのは、すごく密接な関係にありましてね。例えば、今、白老町としても、

いろいろな健診率を上げてね、メタボリックにしても何にしても、生活習慣病のそういった健

診率を上げて、そして、それが国保会計に反映されていくのではないのかなと思うのです、私

は。そうしていくことがやっぱりこれからの国保会計の運営の安定化にもつながっていくのだ

ろうと。やはり、そういった目標をちゃんと掲げていかなければいけませんよね。例えば、国

保会計の安定している新潟県だとかというのは、やっぱりそこに住んでいる方々の健康に対し

ての意識がすごく高いと言われていますね。例えば人間ドックにしても何にしてもですね、そ

こに住んでいる方々の本当に７割方だとか８割方の方々がそういった健康に意識を持って健康

管理に努めている。そうした結果、国保会計の安定につながっているというようなね、そうい

ったデータも出ていると聞きます。白老町もそういったことにこれからやっぱり向かっていく

のだろうなと思うのですけども、そういったものも含めた目標額または健診率の設定をしてい

くのだと思いますけども、その辺についての考え方をちょっと一点お聞きしたいと思います。 

 それと先ほど出ていました、後期高齢者医療制度。これは今、国が推し進めているものです

から、ここでいくら議論しても仕方がないと思うのですけども。きょうの読売新聞でしたか、

全国だったか、全道だったか、ちょっとそこまで詳しく目を通さなかったのですけども、後期

高齢者医療制度の中で７割方の方が今までの国民健康保険料よりも低く抑えられる、税として

ね。７割方という数字が今、各市町村、各自治体に。これはある新聞社の調査事項として出て

いましたけども、実際、白老町内の中でそういった数字的なもの、どういった高齢者に対して

の負担がかかっているのか、また、後期高齢者に移ったときに軽減されているのかというです
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ね、その割合、率というのはもうはじき出されているというか、調査済みなのか、その辺をち

ょっと伺いたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず３連携を一生懸命やることによって医療費を低減させる。こ

れにつきましては、もう３連携の取り組みの中で、いろいろな議会の中でもご質問を受けてや

っているのは事実でございます。ただ残念ながらですね、医療費総額は減る傾向にはありませ

ん。白老町の高齢化が進むことによって、医療費総額が増えています。そういう実態にありま

す。ただ全道、全国から見るとですね、医療費の伸び率が、先の議会でもちょっとお話させて

いただきましたが、予算議会でしたか、説明をさせていただきましたが、伸び率がやっぱり全

道から見ると鈍っていると。全道の上がり方から２％ぐらい低いということでございますので、

そういったことも３連携をきちんと進めていくことによって、全道の伸び率よりももっと低く、

そして３連携の中で５カ年間の目標も決めていますし、10 年後の目標額も具体的に決めていま

す。それに到達できるようですね、３連携についても、その時代、時代にあった見直しをしな

がらやっていきたいと思っています。具体的には例えば、国保の様々な事業も、もう国がやら

ないという事業もありますので、13 事業の見直しもやっぱりやるということと、それと当然、

中間で一度、今年度は一度総括をやってみようと。それで、取り組みの少ないところについて

はですね、21 年以降また別な取り組みもやっていく必要があるということで、それがどういう

事業になるのか、これについてもやっていきたいと思っています。 

 それと、後期高齢者へ国保から移った場合はどうなのだということについてはですね、実は

試算をしてございます。一人世帯、夫婦二人世帯の場合についてですね、数字が出ております。

もしよろしければ後で資料等をお出ししたいと思うのですがよろしゅうございますよね。全般

的に言えることはですね、今の一人世帯の場合ですと、国保から後期に移ったほうが、後期保

険料のほうが安くなるというような傾向になります。夫婦二人世帯の場合ですと、130 万円を

超えると国保よりちょっと高くなると、こういう傾向になってございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 130 万円を超える部分に関しては若干負担が増になってくるという話

は、それはもうわかっているのです。白老町の中でね、そういった方々がどれだけの数いるの

かということを後で教えてください。資料に出してもらえばいいです。 

 それとあと、３連携の関係でね、３連携を推し進めることによって国保会計が安定しないと

いうのは、どこかにやっぱり原因があると僕は思うのですよ。ごめんなさいね、僕もちょっと

まだまだ勉強不足で、もう皆さん知られているのかもしれませんけども、例えば健診率、健診

を上げていくというところの目標年齢と言ったら変ですが、例えば 50 代、60 代に目線をあて

るのかね。それとも 30 代からあてるのだという考え方とね、その辺の考え方というのは今まで

の白老町の中ではどうだったのでしょうか。ちょっとその一点だけお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 健診の種類によっても違うと思いますが、例えば生活習慣病健診



 - 23 - 

でいいますと、ことしの３月までは 40 代以上というくくりでやっていました。75 歳、今回、

後期にいくということでずれてしまいましたけれども、先ほど言いました、見直しの中にもで

すね、もう少しターゲットを絞っていく必要があるのではないかという論議は、実は出ていま

す。それで特に、新聞等でも出ていますが 30 代をターゲットにしてやったらどうかという話も

出ていますので、これにつきましてはですね、例えば 30 代の部分に限っていいますと、なかな

か補助も出ないというような状況もありますけれども、多分その辺も制度が若干変わってくる

のではないかなというふうに見ています。それと特に 40 代、50 代、60 代前半はですね、例え

ば節目健診をもっとぎりっとやっていくとか、そういった手法も考えながらですね、受診率あ

るいは特定健診等の実績も、やっぱり実数も上げていきたいと。それについてはですね、やっ

ぱり一工夫も二工夫もやっていかなければならないというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） やっぱり北海道の医療費というのは全国に比べて３割増し。全国平均

が一人当たり 70 万円前後の医療費だとすれば、北海道の場合、突出していますよね、100 万円

以上になっているでしょう、きっとね。そういったものというのはやっぱり、道民一人一人の

意識の持ち方だと僕は思うのですよ。それで、今、言われたね、３連携の例えば対象者、対象

者と言ったら変なのだけども、例えば 40 代以上ですよというのが大半の考え方なのではないの

ですか、きっと。でも、やっぱり国保会計が安定している、例えば県だとか、まちだとかを見

るとね、30 代ぐらいからやっぱり、しっかりとした健診率のアップに努めているのですね。で

すから、それを白老町でやったからどうなるかというのはわからないけども、でも、３連携を

推し進める中で国保会計を安定させるのだと、ここにしか僕は絶対相互関係がないような気が

するのですね。だから、３連携をしっかりやることによって国保会計を安定させる、ここに目

標をおいたときには、それでは３連携というのはどこの範囲でやるのか、どういったことを目

標に、どういった健診を。確かにそこでお金かかるかもしれません。30 代となったら、いろい

ろな制度的なものもないですからね。でも、例えば医療費がかかったにしても国保会計が安定

する、僕はそれでいいような気がするのですよ。いや、それでいいような気がすると言ったら

変だけども、すべてがよければいいのでしょうけどもね。医療費もだめ、国保会計もだめなん

ていう話になったらですね、それはとてもじゃないけど、すべて、やっぱり町民につけ回しに

なってきますからね。ですからそういうことを考えると、３連携の基本的な考え方をもう少し

深く見つめ直すことが必要なのではないのかなと。30 代からやっていくのだと。そして、例え

ば 60 代超えてまた後期につながっていく段階ではね、やはり、そういった症状を抑えるだとか、

緩和するだとか、大きな病気にかからないような予防対策がその 20 年、30 年の中でしっかり

やっていくことが、やはり国保会計を安定させることにつながっていくと僕は考えるわけです。

ですから今、丸山課長が言われたとおりですね、そういった３連携の目標とするもの、それか

ら、対象にする人方の年齢層、そういったものにまでやっぱり踏み込んでですね、これから考

えていくべきではないかなと思いますけども、その辺について一点だけ聞いて終わります。 

○委員長（及川 保君） 丸山町民課長。 
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○町民課長（丸山伸也君） 氏家委員のおっしゃるとおりだなと思っています。ただ、地域特

性でやっぱりいろいろあると思います。比較的、国保が一生懸命頑張っているというのは、若

い人が入っているというのは、やっぱり産業構成も白老町とかなり違うなという状況もありま

す。ですから、そういうことは必要ないということではないのですけども、当然そういった産

業構成だとか、職場の健診が十分ある事業所が多い地区と、またそれは違うということですの

で、白老は白老にあった目標を、ターゲットを定めてきちんとやっぱりやっていきたいと思っ

ています。それについてはやっぱり大胆に見直しすることもですね、今年度も考えていきたい

なと思っています。ただ漫然と３連携の推進方針を立てて、計画をつくったから、これでただ

ずらずらと５年間いくということには当然ならないというふうに考えていますので、委員がお

っしゃるとおり、基本的にはやっぱり考え方も時代、時代、そのターゲットを絞りながらやっ

ていきたいとこういうふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは、前に戻ってください。72 ページの４番、町有財産の売却について説明がありまし

たので、ここの部分についての質疑を行いたいと思います。どうぞ。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 町有財産対策関係をお聞きしますけども、ちょっとですね、これに絡

んでの関連がありますので事前にお聞きしますけども。今まで、きょうも前回もそうですけど、

財政改革プログラム等々について、今、質問して、理事者はいませんけども、決定しなければ

いけないもの、あるいは理事者判断しなければいけないものがありますけども、それについて

は、行財政対策室長はこの後、理事者に説明をし、それなりに指示を得るということをやって

いるのだろうか。理事者がここの部分の会議録を見ても、きょう、あした、出ないわけですよ。

理事者はいませんけども、事務担当として理事者とどういうすり合わせをしているのか、まず

聞きたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 全体的なお話をさせていただきますけども、改革プログラ

ム作成の、皆さんにご提示しているというのは、当然、部内のまとまったものですから、理事

者含めて了解をしております。それで、今回の出てきている問題につきましては、議会とも打

ち合わせしていますが、理事者答弁が必要なものについてはまとめてですね、理事者答弁をい

ずれかの機会でやりますよというお話はしています。したがいまして、当然のことながら、そ

の部分の課題が残った分は理事者にも説明しておりますし、当然、それの理事者の考え方もあ

りましょうから、その辺は十分打ち合わせをしていると。それで、今回、そのほかの部分につ

いて、事務担当レベルあるいは担当課長含めてですね、自分で答える部分については、当然、

責任を持って答えているという形になっていますので、その辺についてはご了承をお願いした

いというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 財産の部分をお聞きしますけども、73 ページでは目標額 2,000 万円み

ていますけど、私、議会に来る前にですね、大々的にこの財政改革プログラムの前のプログラ
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ムで町民説明会をやってですね、10 億 9,000 万円の財産収入をやるから財政再生団体にならな

いのだということで、自信を持って町民に説明会をしていましたけども、その辺の額がすぽっ

と抜けているのですけども、その辺の総括というのはどういうふうにされているのか。まず一

点お聞きします。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 昨年の８月、９月にかけまして町民説明会を、再建のた

めの骨子というもので説明をさせていただきました。その骨子の中で町有財産の売り払いとい

うことで 15 億 9,000 万円という額を掲げてございました。その 15 億 9,000 万円という額につ

きましては、ここのいわゆる町有財産の売却とは違いまして、あくまでも特別会計で保有して

いる販売土地、こちらをいわゆる売っていこうという計画でございます。その当時、まだ健全

化法の詳細が出ておりませんで、いわゆる販売土地が資産として黒字要素とカウントできるの

か、それとも本町の場合、単なる赤字額として計上されるのか。その辺がまだ定まっていない

状況だったものですから、いわゆる最悪の状況を考えて、いわゆる赤字として見た場合にその

15 億 9,000万円の土地を何としてでも売らない限りは再生団体になってしまうというような状

況でございました。そのようなことからですね、この土地をいわゆる売っていくという方向性

の中で骨子を作成したものでございます。それで現在ですね、健全化法の詳細が固まりまして、

いわゆる販売土地につきましては黒字要素としてカウントできるということになりましたので、

実際のところ、その土地が売れようが売れまいが、その部分は赤字額から既に控除されている

状況でございます。ということから、今回のプログラムでは、その販売土地を売っていくとい

う目標は今回示しませんで、実際、それを売ったとしても比率に影響でるものではございませ

んので、その部分は売るという状況を外して計画を立てたものでございます。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） ２番、前田です。私も 12 月に一般質問していますけども、ですから、

あくまでも数字をクリアするための黒字予算であったのかということですよ。現実に資料の 31

ページでですね、これだけの一般会計分、普通財産あるわけですよ。そういうものも、ただ、

努力目標だけしておいて数字を入れないということになったときに、それでは、あれだけ町民

に説明してね、ただ再生団体、再建団体にならなくなったからね、載せなくてもいいのだでは

なくて、現実に資産を有効活用しましょうとうたっているわけですよ。そうすれば当然ね、28

年度までではなくて、25 年計画に短縮するとかね、そういう発想努力、ものに立たなければ、

数字のために指標が左右されるということ自体が、民間の経営再建する場合はそういう話にな

らないでしょう。もっと、やっぱりそういう部分を詰めていくのもどうかということと、さっ

き言ったように、総括についてね、それだけではちょっと納得しませんので、後ほど理事者か

らちゃんと答弁をもらうようにしますけども、その辺どうですか、担当者として。ただ再生団

体とかをクリアするためにしなくなったから売らなくてもいいのだという発想になるのですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 骨子の作成の段階におきましては、前田委員おっしゃら
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れるとおり、数字合わせかと言えば、確かにそういう部分もあるかと思います。というのは、

再生団体を回避する、これが唯一の目標でございました、当時は。それで、いろいろな売却、

土地を売るという以外の、例えば職員の人件費等も含めた対策を十分講じたとしてもですね、

やはり土地を売るという、その財源が出てこなければ再生団体になってしまうという状況でご

ざいました。それを黙って指をくわえて見ているというわけにいきませんので、それはあくま

でも努力目標ということになるかもしれませんけど、その額をクリアしない限り再生団体にな

ってしまうという状況を骨子に一応掲げて、町民の皆さんに説明したところでございます。 

現在のプログラムにつきましては、先ほども申しましたとおり、土地が売れても売れなくて

も比率等には影響がないということはご理解いただけるかと思いますが、ただし、それでは、

実際のところですね、それをもちろん現課のほうの計画では、毎年、一応目標額を掲げて売っ

ていくという計画にはなってございますが、それが本当に確実なものであるのかどうかという

部分につきましては、相手があるものでございますので、その部分を 100％効果あるものとし

て計画に掲げることについてはですね、やはりちょっと厳しいところがあろうかなというとこ

ろで、今回その部分を外してございます。ただし、これが実際売れることによって、比率には

影響ございませんが、当然、赤字の解消にはつながるものでございますので、これがもし売れ

ることによって、今回の 10 年間という期間がもしかすると８年になるし、そういう短縮という

ことは非常に我々としても期待しているところでございますので、その辺はご理解いただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 総括ということは、その数字に載ったというのではなくてね、あれだ

け町民説明やっていますから、現実にはやっぱりあのときもですね、ほかの話を聞いてもこん

なに売れないだろうと今の状況でいけば。それなのに、あえて上げているのですよ、数字を。

だから、その辺の部分の総括はどうかということを私お聞きしているのです。当然、先輩議員

方がね、私が議会に来る前にそういう部分で質問したりですね、それでは責任の所在はどうな

のだということで質問されているかわかりませんけども、それがわからないからちょっと聞い

ているのです。これは大きな問題なのですよ、約 12 億というのは。そしてこの 73 ページを見

てもですね、たった 2,000 万円しか見ていないのですよ。そして他会計なんて、もう土地売払

収入は何も見ていないのですよ。それによって、かなり大きな一般会計から繰り出ししていく

という、そういう会計の運営上の問題というのはかなり疑問感じるのですよ。確かに私もそう

思いますよ。売れたときにね、それを充当して、少しでも早く短縮するということは、それは

可能だと思いますけども。だけどこれだけもう大きな財政改革プログラムやっているときに、

約 14 億、売れる、売れないは別にして、そういう部分の対策が何もされていないということ自

体をどうなのかと。過去の話はしたくないけども、そのときに町民の方はそれによって期待持

っているわけですよ。多分この下の 15 億 9,000 万が数字的にはクリアできたからいいというけ

ど、そうしたら何で振り変わったのですか、計画やったときに。私、知っていますけど、あえ

て質問します。その 15 億 9,000万が、新財政改革プログラムの中でどの数字に成り変わったか。 
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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） 15 億 9,000 万の、若干、額は違いますけど、いわゆる土

地を当時売ろうとしていた額につきましては、現在、この試算の中の土地収入見込み額という

黒字要素としてカウントされているものとなっております。ですから、当時は赤字というカウ

ントで、それを売らなければなりませんということなのですけど、今回のいわゆる法律が明ら

かになった時点では、今回その土地は売れても売れなくても黒字要素としてカウントできると

いうことなものですからその額の対策としては、ここには入っていないということになります。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ちょっとかかりますので、昼食の休憩に入りたい

と思います。 

休憩 午後１２時０１分 

                                         

再開 午後１２時５９分 

○委員長（及川 保君） 少し早いのですが、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、先ほどの続き、４番、町有財産の売却につきまして、質疑を受けたいと思います。

どうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。町有財産の売却というところなのですが、この新プログラ

ム、ずっとやっているのですが、大きく言うと、上げるものは上げて、取るものは取って、売

れるものは売る。私はこういうふうに、このプログラムを見て、この審議を見てね、そう思う

のですが。町有財産の売却というのは、昨年の町政だよりからずっと白老の土地を買いません

かと町民の目にとまっているのですが、私は、それはそれとしてですね、竹浦 501 番地の町有

林、いうなれば保安林ですね。これも売却の対象になってですね、130 万 5,000 平米。しかも

敷生川を挟んで、あそこに町有地があるのですが、あれも全部売却しているのですね、去年の

３月に 1,350 万で。私は、平成 14 年にあそこの択伐で 2,700 立方売りますよと議案に出たとき

にですね、本当は 13 年に売りたいと山本助役と今の飴谷町長、私に、私は議長だったものです

からね、これを売りたいのだと。しかし私はですね、こんな素晴らしい 100 年も 200 年もした

丸太を択伐でどんどん売るというのはいかがなものかと。こんな 2,700 万の金が欲しいのだっ

たら、ふくろうの巣にしたらどうだと、こう言ったことがあるのです。そう言って、一年遅れ

て次の年に売ったのですが。今度は土地も売っているのですね。この町有地の売却のとおり。

それで、今後も白老町は町有林というものが 700 ヘクタールぐらいあって、天然林が 480 かな、

そのぐらいあるのですが、ここは天然林を 130 万 5,000 平米ですよね、売っているのは。言う

なれば 130 町分５反だよ。これまでの土地を今、水源を守らなければだめだ、それから土地を

守らなければだめだ、それから環境を守らなければだめだ、それから木は孫子の代に残さなけ

ればだめだと、こう常に言っている中で 130 町分５反もですね、議会に諮ったかどうか私はわ

かりません、それから財産管理委員会に諮ったかどうかわかりませんがですね、この後もちょ

っと見ると、石山地区も今、択伐でどんどん売っていますよね。こういう財産の売却という考

え方はですね、ちょうど副町長が来たからあれなのですが、これからも売るものは売るのだと
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いう考え方でずっと進めるのかどうかということをまず一点お聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） ご承知のとおり、売れるものは売っていきたいという基本的な考え

は持っております。松田委員がおっしゃったですね、この土地についてもですね、日鉄鉱業さ

んですか、ここで買っていただきました。ここは水源かん養の指定を受けているところという

ことで、日鉄鉱業さんで買っていただいて、自然保護しながら管理をしていくということでご

ざいますので、この辺については買っていただいております。また、そのほかの町有林につき

ましてもですね、買っていただけるところがあれば、当然きちんと森林管理をしていただける、

そういう会社等に買っていただくというような考え方で、今後も売却を考えながら進めていき

たいと思っています。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 考え方は今後もということでありますがね、価格や何かはですね、そ

の考え方は、私は一般質問でお聞きしたいと思っているのですが、しかしながら、当初、財政

再建団体に落ちないために、阻止するために、先ほども話あったが 15 億 9,000 万の土地を売っ

ていくよと。しかしながらですね、先ほどのご答弁の中では、工業団地の土地もそうですし、

臨海部の土地もそうですね、財産として認めるよと。だから今回抜きますよということで。そ

れは、売れなければ売れなくてもいいような・・・。先ほどちょっとそういう。売れないのな

ら売れなくてもいいのだ、ではなく、しゃにむに売らなくてもという言葉がありましたよね。

そうであればですね、私はやっぱり自然林をですね、今、目時副町長がどんどん売れるものは

売っていくのだという考え方はですね、私は町民の合意が必要だと思うのですね。これは町民

の財産ですから。今、まちの目の前がですね、あした、どうなるかわからないからね、目の前

だけを見てですね、あの素晴らしい自然をどんどん売っていく。売っていったからといったっ

て白老である土地だから変わらないのですけども、今度、民間にいくとですね、町有林の占用

状況もがらっと変わるのですよ。全部切るのも自由だし、それから択伐なんていうこともしな

いのも自由だし、土売るのも自由ですよね。土そのもの売るのも。それから石を売るのも自由

ですよ。そうするとですね、今、保安林指定になっているところだって、保安林指定になって

でさえ売っているわけですよね。白老町の保安林指定になっているのはあそこだけですよね。

あとはなっていないのですよね、石山もどこも。その保安林を売るようではね、私は行くとこ

ろまで行ってしまったのだなと思っているのだけども。私は目先のお金のことばかりでね、白

老の四百何十町の、200 年余りの卓抜ある財をどんどん売っていくというのは、町民のきちん

とした合意が必要だと思いますよ。それでこの 130 町分 5 反だってね、議会だって議事録だっ

てほとんど残っていないような状況ですから、それなりの判断で売ったのだと思うのですけど、

このことは、私は一般質問で問いますからいいのですけど。私は先ほど言った、孫子の代まで

財産を残す、自然を残す、空気を残す、水を残す、こういうことからいってですね、どんどん

売れるものは売るという考え方はね、私は考え直すべきだとこう思うのです。お金を目の前ば

かりしてそんなことを言ってもね、私はおとといですね、ある方からこういう電話がきました。
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子どもの、萩野中学校の野球部ですね。グラウンドにですね、マウンドが低くて土を入れなけ

ればだめだと。それで町に、教育委員会に要望したら、お金がないからあなたたちで土を買っ

てくれと。こうなって、みんなでお金を出してマウンドをつくるそうです。こんなようなこと

にお金がないとか何とか、こんなところまで行くのならこうなっているのかもしれないけども

ですね。これだけの 130 万平米、このぐらいを売るときはですね、私はきちんとした議会の議

決とね、やっぱり町民の合意は必要だと思うのですがね。そんなことを抜きにして、どんどん

売りたいものは売っていくのだという考え方に全く変わりないのですか、副町長、改めて。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 町民の皆さんにこれから負担をお願いしていくわけですけども、少

しでも町民の負担を少なくするためにはですね、財産は、売れるものは売っていかないと、と

いうそういう思いでございます。確かに自然を保護するために町が持っていなければならない

部分というのもあります。当然、そういうジレンマの部分はございます。しかし、町の財政を

健全化にするためにはですね、これはやむを得ないというふうに考えております。そういう自

然の、環境のために必要な財産についてはですね、極力、それ以前に売るものがありますから、

そちらのほうを先行して売っていくというような考え方でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。今の話もさることながらね、私がお伺いしたいのは、

未利用宅地の売却を進めるとともに、行政財産・普通財産を問わず、積極的に売却処分を促進

し、財源不足を補てん財源としますというふうに個々に書いてありますが、大きいことではな

いのですけども、たまたま昨年来から私も町民に頼まれてですね、町有地、宅地にもならない

ような土地とかね、小さな土地とか、あるいは私の隣に土地があるので、その土地を取得した

いのだとかね。そういうのを何人かから依頼を受けてお世話したことがあるのですけども。こ

としに入っての話を一つ言いますとですね、「価格はどれぐらいなのですか。」とお伺いしたら、

「待ってください。価格を一週間後にご連絡いたします。」と言われて、待っておりましたけど

も、二週間たってもこないので私のほうから連絡して、それで聞いたら、「いや、売らないこと

にしました。」とこう言われたのですよ、突然。「えっ。」と。僕、話はまだしていないのですけ

ど、今まだ間もないことですから。どういうふうに話をしていいのかもちょっと困っていると

ころなのですけどね。もちろん、頼まれた人にも何も話していません。そんなことで、どうし

たらいいのかなと私は思っている。今、副町長が言われたことであれば、取得したい人がいた

ら当然、売ってもいいもの。今、松田委員が言われたようなことと全然違うのですよね。買う

人もいないような土地であって、そしてなおかつ、欲しいというのであれば、これは金額だっ

てね、少しぐらい下がったからって税金はいただけるわけだからずっと長い年月のうちには元

は取るのですよね。だから、売りたいのだと言っていながら、ブレーキかっているのですよ。

こういうことであれば、もちろん私も全然世話もできないし、私自身がお前何やっているのだ

と言われるしね。まちは何を今、財政困難のときになぜ、こういうことをしないのかという自

体が不思議でしようがないのですよ。だから今後どうするのかね。今、僕、言われたことをそ
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のまま受ければ、僕の言っていることはまるっきり矛盾するのだけど。何でそうなるのかなと。

おそらく、小さい土地もたくさんあると思うのですよ。家も建たないような 20 坪ぐらいの土地

が余った、10 坪ぐらいの土地が余ったとかというのもいっぱいあると思います。道路ができた

時点ではそういうところもいっぱい出てくる。そういうものを畑に使いたいから安く売ってほ

しいのだというのがあればね、全部が同じ金額にしていたのではいつまでたったって売れない

のですよね。だからいつかは税金に代わって元を取るということになるから、その辺をどう考

えているのかね。僕、今までそんな、各課に行って話をしていたから、こんな話は聞こえなか

ったかと思うけども、今、初めて公の場で言うのだけど。もう、どうしていいのかわからない、

私もね。それで私、今度、不動産屋も始めているから、うちの家内がね。だからいろいろなこ

とで問い合わせがくるのですよ。返答のしようがないのですよ。町は何を考えているのだとい

う、この辺の見解をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） とにかく基本的にはですね、売れるものは売りたいという基本的な

考え方です。ただですね、将来的に道路用地になり得る可能性があれば、それはやはり留保し

ておかなければいけないとかですね。あるいは、公共用地として確保しなければならない部分

がある。あるいは、その町有地を売ることによって近隣とトラブルが起きる可能性が見えた場

合についても、これはやはり、そこは売るわけにいかないという、そういう事情があると思い

ます。玉井委員がおっしゃった内容の具体的なことは、私はちょっと承知していないのですが、

そういったことがない限りは町有地を買っていただくというふうには考えております。将来的

にそういったものがない限りはですね、ぜひ、買っていただきたいというふうに考えておりま

す。こんなことでよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。それはわかるのですよ。ただね、私が話しに行った

のですよね。それで、「一週間後に金額を教えます。」と言われて、二週間たってもこなくて、

それで、「いや、売りませんから。」と言われたら、文章も何もないのですよ。説明もない。た

だ電話をで、うちがかけたら、「売りません。」と言われたら、さっき言ったように説明のしよ

うがないのですよ、相手に。頼まれた相手にね。だから文章で、こうこう、こういうことだか

ら、今、言われたようなことがあって、理由があって、今後、道路用地になるとかならないと

かね、そういうような話があって、それでその結果、故に売れないのですというのならわかる

のですよ。それが何もなくて、「金額教えます。」と言っていて、音さたなくてだよ、やぶから

棒に売りませんと決まりましたと。そんな話ってないでしょう。このことに私は腹立てている

のですよ。もう一度お願いします。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 担当者の不行き届きということでですね、後で玉井委員から具体的

なお話を聞いてですね、担当に十分注意をさせ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。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 町で持っている土地、町有地、未利用地、いろいろなところにあると

思うのですけども。例えば有償で貸し付けている部分、それと無償で貸し付けている部分、こ

れがもしあるとすればですね、例えば町の保有している未利用地の中で、町有林や何かは除い

て、町内の中での例えばそういった未利用地、有償と、それから無償での貸し付けの割合がど

のぐらいになっているのかというのがまず一点知りたいのです。 

 そして本来であれば、例えば有償で貸し付けていなければならないところに物が建っていた

り何か資材が置かれていたりですね、本来であれば、町としてはこれだけ今、緊迫している状

況ですからね、そういったところにもちゃんと目を向けていかなければいけない部分もなきに

しもあらず。場所がどうのこうのという話ではないです。これは憶測の話ですから、あれば、

そういった部分もちょっとお話聞かせていただきたいなと思います。まずその２点についてち

ょっとお伺いしたいなと思います。 

○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） 申し訳ないのですが、有償、無償の割合、そこのデータは今

ちょっと手持ちがないものですから、後からご答弁させていただきたいと思います。 

 それと、不法占用の部分ですけども、そこについても今ちょっとデータがないものですから、

後からご説明したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私の質問の仕方もちょっと悪いのかもしれません。ただ、私の一つ言

いたいことは、やはり今、様々な委員の方々からいろいろな話が出ているとおりです。やっぱ

り白老町の今の財政はこれだけ厳しいものですからね。もしそういった使い方をされていて、

それに町が何も手が打たれていないような状況がもしあるとすれば、町民に対しての説明がつ

かないと僕は思うのですよ。ですから今回こういった質問の仕方になっていますけども。もし

そういったデータがあるのであればですね、後で提出していただきたいと思います。 

○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） 過去に訴訟に至った件、そういった部分、それでまだ係争中

という部分もございます。今、承知している分はすぐデータとして出せるのはそういう部分だ

と思います。あとそのほかですね、全庁的にすごい規模で大なり小なり持っていますので、そ

の辺の占用のデータ、それは氏家委員が望むような形で出せるかどうかはわかりませんが、そ

の辺についても後ほどきちんとデータを出していきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もですね、白老町内をずっと歩いていますとね、例えば町内会単位

でいろいろな話が聞こえてくるのですよ。果たしてそこが本当に町有地なのかどうかというこ

ともわからないままにね、ただ町有地なのだという話で聞こえてくるものですからね。別に何

の根拠もない話なのですけども、何の根拠もないとばかりも言っていられないことなものです

からね。実際、町で把握されている部分を提出していただきたいなと思います。以上です。 
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○委員長（及川 保君） 後日、資料を提出するということ。 

 ほかございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、土地売却の話がありましたし、売却の中にもですね、新財政改革

プログラムにおける財源不足の補てん財源としますとこう書いています。それで今、副町長も

積極的に土地を売っていくという話がありましたけども、いろいろ経過を考えるとですね、非

常に財政が厳しくなったのは議会にも責任あるというような言い方もされていますからね、そ

れでは、具体的にお話聞きますけども。ここで言っている財源不足の補てん財源にしますと言

う、担保という形でね、具体的に事務当局ではどういう形の財源補てんをするのだということ

を考えているかをお聞かせください。 

○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） 担保ということ、それは相手があってのことですから、非常

に難しいかなと思います。 

○委員（前田博之君） そういう意味ではないよ。仮に土地を売ったでしょう。売った財源が

入ってくるわけでしょう、その年度に。千円なら千円で土地を売却して収入が入ってくるわけ

でしょう。その収入を、極端に言うと、その年度の資金不足で会計の中に突っ込んでしまって、

消耗品行った、事業費行った、何行った、わからなくなる可能性があるのですよ。そのときの

財政運営によって。そうではなくて、売れた土地は担保としてどうやってこのプログラムに反

映するために、どういう確保をするのと。仮に財政調整基金にこれだけちゃんと積むとかね、

議会に報告するとか、１億売れたから、これは財政調整基金でこの枠を置いておきますとかね。

これは次の年に使うとか、そういう形の、ここで言っている財源不足の補てん財源としますと

言っているのだから、その担保をどうするのかということです。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） ここで言っております財源不足の補てん財源としますと

いうところにつきましては、あくまでも足りない部分に対してこの売却を進めながら、その財

源を補てんする意味でございます。それで、いわゆる売却の、実際どのぐらい売れたのかとか

そういった部分の報告につきましては、あくまでも改革プログラムの進行管理の中で実際、今

回、毎年 2,000 万という追加の売却分を見込んでございますので、それに対してどういう状況

だったのかという部分につきましては、議会には毎年ご説明する予定ではございます。 

 あと、この土地の売却代というのはですね、基本的には特定財源ではございません。一般財

源でございますので、これにつきましては、その財源をもってどこかに充てるとかということ

ではなくて、あくまでも一般財源として町民サービスとかそういった部分に使われるものとい

うふうに考えてございます。 

○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） それとですね、ことしの予算編成、その中でも歳入の中で 3,000

万、財産収入ということで見てございます。それも要するにプログラムに沿った形で。通常 800

万程度で毎年見ておりました。去年は特殊事情がありましたので、１億 3,000 万見ましたけど
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も、通常ベースでいきますと毎年 800 万ぐらいしか見ていないのですね。それをベースにしま

して、2,000 万上乗せしますよということで、平成 20 年度につきましては一般財源として 2,800

万、歳入の予算措置したということで、毎年そんな形で歳入の予算には組み込むということで、

決算で、それではそれがどうなったかという部分で明らかになりまして、それをわかるように、

今、大黒主幹が言ったように、明らかにするという措置は取りたいなと思っています。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私が言っているのは、仮に 2,000 万行って、ことし 2,000 万だけど１

億入ったよと、そうしたら当然繰り越しになるけど。私が言うのは、ここであくまでも 28 年ま

で 2,000 万見ているのだから、それ以上オーバーしたものは前倒しするための財源としてちゃ

んと確保できるのかという言い方です。それを担保できるのかということです。そのときの首

長によってですね、いやいや、これ以上この財政改革プログラム、20 年なら 20 年の計画どお

り以上行ったけども、それ以上も入ったよと。それでは、いやいや、その枠で今度、事業費拡

大して事業やるよとか、そういう部分に流用される可能性あるのですよ。だから、そういうも

のをちゃんとこの計画に、2,000 万なら 2,000 万以上出たものは、ほかのもののずれはあるか

もわかりませんけどもね、原則的にそのとおりいったときにちゃんと担保しておいて、28 年の

ものが極端にいけば 27 年に再建できたとかね。そういう担保するものをここで言っているのか

ということですよ。財源不足の補てん財源としますと言うことは。 

○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） その件につきましては、この土地収入だけの歳入のことに限

らないと思うのです。全部そういうことになると思います。ですから、ここで示している数値

以上のものが出た場合どうするのだというご質問と同じことだと思うのです。ただそれは、各

ですね、ここの見込んでいるもの、でこぼこありますから、ここの部分が例えば 2,000 万 20

年度に予定したのが 3,000 万になりましたと。その 1,000 万はどうなるかといった部分なのだ

と思うのですけども、そこの部分については、トータルで、それでは、ほかの部分では例えば

税収が落ちましたとか、この見込みより落ちましただとか、それでそちらの補てんの部分に充

てる部分も出てくると思うのですよね。ですから、そういった形ででこぼこがある中でのトー

タルの話ですから、だからそこだけつまみ上げて、オーバーしたところだけを積み立てていく

だとか、そういうことには、単純には、僕はならないのではないかなと思います。ただ、トー

タルで歳入が多かったと、その部分についてはきちんと明らかにして、財政調整基金に積むだ

とか、他会計の繰出金を増やしますよだとか、そういう形であらわしたいなと思っています。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 基本的には、財政運営上、それは理解していますよ。ただ、先ほど質

問したように、去年の８月に 15 億 9,000 万と言ったものがですね、数値に入ったからといって、

１年もたたないうちに消えてくるとかってね、そういう部分が出てくるのですよ。そして今、

課長が言ったような言い方をすると、もうこれをつくっている時点からね、当然、税収のでこ

ぼこあるのだという前提の上でつくったという考えになってしまうのですよ。多少の幅はある
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けども。僕は基本的な運営姿勢を聞いているのです。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 前田委員のおっしゃっているのは、この土地を売り払って 10 年です

か、１億 8,000 万、それ以上売れたときにその分をどうするのかと。新しい事業には使わない

で、何かあったときには、それを別なところに補てんするような、そういう仕組みを考えては

どうなのかと、こういう提案というふうに受け止めたのですが。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど言ったように、少しでも前倒しをできるような財政運営をした

らどうですかと言っているのです。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 基本的にですね、前々からもお話していると思うのですが、

財源的に余裕が出た場合については前倒しで、できれば 10 年というプログラムになっています

が、それを短縮する財源に充てるということは、全体的な大きなものとしては、ここばかりで

はないですけども考えていると。それで、そういうことで一刻も早く白老の財政を安定させた

い、これが基本的な考え方です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。臨海部と、それから工業団地の土地の関係で、さっ

き固まったとおっしゃったけど、結果として、国の方針は固まりましたか。この間からずっと

議論している率の問題。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 国からのですね、いわゆる基準等ですね、これにつきま

しては最終的に３月 31 日と、それから４月 21 日、２回に分けて基準、いわゆる告示という形

で正式に制定されております。それで、それを元にいわゆる各都道府県、市町村に対して、こ

ういうような形でつくってくださいという、いわゆるフォーマットと言われる作成要領も含め

たものにつきましては、５月 14 日付けで本町にも届いてございます。それで、今現在ですね、

もちろん 19 年度決算をもとに、その様式に沿った形で最終的に数値を出すことになりますが、

現在、まだ 19 年度決算が出ていない状況でありますので、実際その様式でどういった数字が出

るのかという部分につきましては、18 年度決算をもとに現在、策定中でございます。数値につ

きましては、出次第ですね、議員の皆さんにはお示ししたいと。あくまでも 18 年度決算ですの

で参考という形になりますけど、お示ししたいというふうに考えています。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。結果として、今、試算されているということなのだ

けれども、それは町が今まで見ていた金額、あらあら見ていた金額ありますね、それから見て、

増えますか、減りますか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） いろいろこちらのほうである程度試算する部分というの
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は多岐に渡りますので、すべてお答えするわけにはいきませんけど、具体的にはですね、まず

土地の収入見込額。これにつきましては、今回のこのプログラムではですね、相続税評価をも

とにした評価額というもので、基本的には評価額をもとに倍率等を掛けて出しているものでご

ざいますが、実はそのほかにですね、実際のいわゆる公表された販売価格、これを用いてある

程度式に当てはめて出すという方法も明らかになってございまして、その手法であれば、現在

のところですね、今のプログラムよりも若干高めに評価できるという状況になっております。 

 それから下水道等の資金不足額につきましては、当初の国からの情報で、いわゆる何年まで

想定するのかという部分につきましては、今のプログラム上５年ということで計算してござい

ますが、その基準ではですね、下水道については 45 年までさかのぼれるというような状況にな

ってございまして、現在の下水道の解消可能資金不足よりも多く見積もることが可能でござい

ます。 

 ですから、結論を申しますと、今のプログラムよりも逆にいい数字になるというのですか、

そういった状況になろうかというふうに考えています。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） 下水のほうは後でこっちにありますから、下水は後で聞きますが。土

地の関係だけでいえば、トータルの土地の話、さっきから出ていますから聞くのですけれども、

それだけ多くなるというのはわかりました。それで、ここの土地を売っていくというのは当初

の方針でしたけれども、それはね、見られるということでそうなりました。実際、売れたとき

に、今の国が見ている額との差というのが出た場合、どういうことになりますか。言っている

意味わかりますか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 実際ですね、ここで見ている評価額と、実際に売れる価

格というのは多分差が出てくるだろうと思います。ただし、土地についてはすべて資産として

黒字要素カウントしていますので、逆に売れたとしても指標には影響ございません。指標は変

わりません。評価額で黒字要素として、それは除いておりますので、除いた部分での、いわゆ

る価格の変動だけであって、実際の資金不足比率ですとか、あるいは連結実質赤字比率には影

響ございません。ただし、何が違うかといいますと、高く売れればその分赤字が多く減ること

になるという状況です。 

○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。高く売れた場合は赤字の解消になるというのはよく

わかります。例えば、今、見ている基準値ありますよね、それより安く売れた場合は影響ない

というのはどうしてないのですか。その分だけ引っ込むというふうにならないですか。収入が

実際にないわけだから。ちょっと違うのだろうか。だけど、土地が安く売れたらプログラムに

影響出ないのですか。出るのではないですか。だって高く売れたらそれだけ回収できるという

ことは、低く出たら絶対そうならなかったらおかしいでしょう。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 １時３７分 

                                         

再開 午後 １時４２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。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） すみません。説明がちょっと・・・。実際のところ土地

の売却分につきましては、効果額としてこのプログラムは見込んでございませんので、逆に売

れたときにはその部分は黒字カウントとされて、赤字解消の期間が短くなるということになり

ます。ただし、いわゆる解消される額が想定している土地の金額よりも少なくなったとすれば、

その部分、効果としては小さくなりますので、逆に例えば、全部売れて５年間で全部解消でき

るものが７年とか８年かかるとか、そういった形になろうと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、一般会計から繰り出して全部解決してゼロになるよう

な仕組みになっていますよね。今の工業団地なら工業団地の簿価があります。簿価と国が見て

くれるものの差がありますけれども、100％一般会計から出して見るということにこのプログラ

ムではなっているから、そこのところは影響は受けないという理解でいいですね。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） そのとおりです。 

○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） 73 ページの２表の町有財産の売却のところで、今後１億 8,000 万円の

売却をしていくということなのですけども、これは実際に白老町で持っている土地というので

すか、こういうふうにして売れる土地の全体の何％にあたるのかということを、まず一つお伺

いします。 

 それと現在、有償貸付を行っている土地についても借地権者と売買交渉を進めますというこ

とを言っておられますけれども、先ほどの氏家委員の質問とちょっと重複しているのかなと思

いながらも確認したくて質問するのですけども。実際に有償貸付をしている土地を売買交渉し

ていく、そういうような土地は一体どのくらいあるのか。それもお伺いしてみたいと思います。 

 それと３つ目にですね、前にもちらっと話したこと、ほかの議員さんが言っていたと思うの

ですけども、厚真のほうで土地をですね、町有地を年間ではなくて 50 年契約とかで長期契約し

て、そして、住宅を建てるような誘致をずっと進めているのですけども、白老町ではそういう

ような考え方はなく、完全に売却するという考え方なのでしょうか。その３つ、お伺いしてみ

たいなと思うのですけど。 

○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） まず最初のほうの今回の計画期間に売却を計画している土地

の割合ですね、全部の。現在、即そのままの状態で売れる土地、これがですね、価格にします

と５億 6,300 万円ほどあります。それに対して、今回１億 8,000 万円、それに 800 万円足しま

すと、２億 5,200 万円になりますから、大ざっぱに言いますと 50％ぐらいかなという数字でご
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ざいます。ただそのほかにもですね、全体で遊休地としてカウントしておりますのが、価格に

しますと 14 億円程度ありますので、それから見ますと約 20％弱かなという数字になります。 

 それとですね、現在、有償貸付を行っている土地に対して地権者に売却するという交渉、そ

の割合は今、押さえてございませんので、申し訳ございません、後ほどちょっと調べましてお

答えしたいなと思います。 

 それとですね、厚真の場合、移住・定住の一環でやっているということで、以前、分譲地と

して宅地造成した土地のところなのですね。そこがやはり売れづらいということで、貸して、

そこに家を借地として建てさせてという部分があります。ただ、白老町の場合はですね、そう

いった部分では民間のですね、ご存知のとおり、旭化成団地だとか、非常に広大な土地があり

ますので、貸し付けをしてという部分では考えてございません。ここにあるように、今、貸し

付けているものですら、売ろうとして何とかしたいと思っていますから、そちらのほうが有効

ではないかなと、同じエネルギーを使うなら有効ではないかなと考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 処分可能な土地と全体的にというと、大体、処分可能な部分では 50％、

全体的には約 20％弱ということなのですけども、この有償貸付の土地の分も含めてですね、白

老町の役場内でですね、やはり町の財産というものを、宅地にできるようなものを売却するた

めの、不動産を売却する力が弱いというかね、そこに占める能力を割く割合が私は非常に低い

のではないかなとずっと以前から感じていたのですよね。先ほどの玉井委員の質問にもありま

したけれども、私も前に町の土地、神社の横の土地をちょっと買おうかなと思いましたけど、

貸すとか貸さないとか、売るとか売らないとか、何だかかんだかと言われまして、約半年ぐら

いたっているうちに、そのうちに面倒くさくなってしまって、ま、いいかとか、正直言ってあ

りました。そうしたら今回、昨年なのですけど、私の弟も町の土地を買う、買わないと言って

いるときにああでもない、こうでもないと言われて、結局、最終的に町の土地を買わないで、

町の土地の隣の民間の土地を買って家を建てました。正直言ってですね、そのようなことがあ

ると、せっかく売れるものが売れないというのですか、やはり民間の業者さんを通して買った

わけではないのですよね、結局、私の弟も。ですから、もっとスピーディーに売れるような体

制を組むというのですかね、やはりそういうものがないと、私はこの 50％をせめて２億 5,200

万円くらい売りたいと。私は本当のことを言えば、処分可能であればね、５億でも６億でも売

ってほしいなと思うものですから、その辺の力をきちんと入れるべきではないかなと思うので

すけど、その辺いかがでしょうか。 

○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） まさにそのとおりで、町の場合ここの土地を欲しいと一般の

方に言われた場合ですね、即、売るために随意契約というのはなかなかできないのですね。隣

接している私の土地の隣の土地を欲しいだとか、そういったことになればちょっと話は別なの

ですけれども、そうではない限り、一般の土地、個々を欲しいといわれたときですね、やはり

公募というものが基本的に出てきます。それと、そこに売るための水道が入っていない、下水
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道が入っていないだとか、公道と隣接していないだとか、いろいろな条件がございます。そう

いったことをクリアするために一定の時間が必要だというのはご理解いただきたいなと思いま

すが、ただやはりですね、そういった中でも本当にスピーディーにですね、公募もですね、そ

うやって言われたときに、即、売れるような状態の土地であれば、公募も速やかにかけて、即、

売る手続き、そういうように迅速化は極力努めております。それで、６月号の広報にも町有地

の公表分譲地ということで一覧表を出させてもらいますけども、それでは、約１万 9,000 平米

で、価格にすると１億 5,200 万円ぐらいの分譲地を公募します。ここの公募されているところ

を欲しいといえば、すぐオーケーなのですけども、そうではないところになりますと、また公

募かけたりとかそういうものもございますので、その辺ご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） まさにそこなのですよね、公募しなければいけないとね。でも実際に

そこの土地が欲しい人が何らかの理由があるから、そこの土地が欲しいわけなのですよね。そ

れで、そこの土地を求めたいなと思ったら公募を待たなければいけない。３カ月、５カ月待っ

ているうちにね、極端なことを言ってしまったら、今、５月ですから、待っていると秋になっ

て、いざ契約をして実際に家を建てるとなったら暮れになってしまうとかね。年明けてしまう

とかね。はっきり言ってね、ものすごい長いスパンでないと、正直言って、買えない。極端な

ことを言ったら、一般の土地でしたらね、今お願いして、それの条件が合うか合わないか話を

して、簡単に言ってしまったらね、もう 10 月ぐらいには間違いなく住めますよ、家を建てて。

やはりそのスピード感がないところに、私はね、売れるものも売れないのではないかなと思う

のですよね。ですから公募ということがどの程度必要なのか、私は正直言ってよくわかりませ

んけれども、現実的に売ろうという気持ちがあるのだったら、最初から公募をばんとかけてし

まってもいいのではないかなと。極端なことを言ってしまえばですよ。やっぱりそういうふう

な大胆なことをやらないと、なかなか白老町のまちはですね、こことこことが売っているのだ

と、それを浸透するまでも多少時間かかりますしね、欲しいと思っている人はやはり公募に合

わせて買うわけではないのですから、家が欲しいから土地を求めているわけですから、そっち

のほうの視点をどこまで欲しい人の視点に合わせられるかという部分もぜひ必要なのではない

かなと思うのですけど。 

○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） 町のほうもですね、やはり、欲しいと思われるような優先順

番の高いところ、要するにインフラの整備が行われて、誰もがというか、多くの人がここだっ

たら即欲しいなと思われるところをチョイスして今回６月号に載せるわけです。ですから、で

きる限りですね、西田委員のおっしゃるような形で、できるだけ欲しいというような場所、そ

こを選定してやって、ですから、公募というルールがありますから、そこのところは外せない

ので、そういう欲しいと思われる場所を先に町のほうで優先的に売るという行為で、公募とい

う時間を短縮した形で先手を打って、そういう場所は広報にですね、これは広報の原稿なので

すけども、こういう形で載せると。ただ、この中から外れた部分、そこの部分については確か
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に時間かかってしまいます。ただ、その時間がかかる部分もできるだけ短縮した形でスピーデ

ィーに対応したいと思っていますので、そういうことでよろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。ぜひそういうふうにしていただきたいなと。

最後に一言なのですけども、６月の広報にというので、はっきり言って遅いです。もし家を建

てるのであれば、もう３月ぐらい出してもらわないと本当は困るので、その辺もぜひ考慮して。

早くやっぱり町民の方とか、町外の方に買ってもらえるような公募の仕方をよろしくお願いい

たします。 

○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） そのとおりだと思います。家を建てる計画というのは、大体

ゴールデンウィーク前後に基礎をやってだとかそういうことになりますから。ですから、今回

出すのは来年に向けてということで、そういうことでご理解いただきたいと思います。今回の

ストックの部分については、おそらく、これだけの面積がことし一年で売れるということにな

りませんので、ですから、これと同じレベルのものはもう来年の早い時期にもう一度出すと。

２月とか、１月とか、そのぐらいに出したいと思っていますので、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） いいですね。ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは 73 ページ。５番、超過課税の実施について説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 73 ページ、５番、超過課税の実施でございます。

超過課税につきましては、平成 14 年度に策定した第４次行政改革大綱で、町財政が急速に悪化

してきている現状、道内の類似団体８町との比較、それから今後、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。

このようなことを踏まえ、今回、本プログラムで示した改革前の収支見通しに対し、職員人件

費の削減を初め、その他の対策を講じ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、次のとおり、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します。 

 74 ページになります。? 法人町民税の超過課税でございます。法人町民税につきましては、

本町はこれまで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

うちですね、法人町民税の超過課税を実施している団体は均等割で 135 団体、法人税割では 173

団体と多くの市町村で実施されてきております。よって、他の市町村とほぼ同程度の負担をお

願いすることとし、法人町民税の超過課税を実施することといたします。実施時期につきまし

ては、21 年３月以降の決算期から導入ということで、税率につきましては、均等割につきまし

ては現在の 20％増、法人税割につきましては標準税率 12.3％に対し、プラス 2.4％の 14.7％、

これもおおむね 20％の増ということになります。目標額につきましては、各年度おおむね 2,000

万円で、合計１億 6,000 万円ということになります。 

 それから 75 ページ。? の固定資産税の超過課税でございます。ここでは、財源不足の対策と



 - 40 - 

して、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状況から、都市計画税の新設

と固定資産税の超過課税の２点に絞って検討を進めました。まず、都市計画税は道内 56 市町村

で導入されており、同規模自治体でもほとんどが導入しております。この税目は都市計画事業

を実施する市町村において、その事業に要する目的税として課税されるもので、原則的に課税

区域を市街化区域に限定しております。しかし、本町における都市計画事業は、今後も当分の

間は下水道事業のみで推移する見込みであります。さらに、下水道事業は市街化区域以外の調

整区域でも下水道事業計画区域を設定し、事業を実施していることなど、都市計画税の導入に

ついては課題が多い状況であると言えます。これに対しまして、固定資産税の超過課税は、近

年の地方財政の危機的状況により全国的に導入の動きが見られ、道内においても 12 市町村で導

入されており増加傾向にあります。固定資産税は使途が限定されない一般財源であり、超過課

税による税負担は、多くの町民の皆さんに協力をお願いするという趣旨も含まれております。

本町では、公共施設や地区施設などの整備は市街化区域の内外を問わず、必要な事業としてこ

れまで整備を行ってきていることから課税区域を限定せず、町内のすべての固定資産に広く課

税するという観点から固定資産税の超過課税を実施することとします。76 ページにまいります。

実施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月から導入することといたし

ます。税率につきまして、土地、家屋、償却資産ともに課税標準額の 1.4％にプラス 0.3％で

1.7％を予定しております。この額はおおむね 20％の増ということになります。考え方としま

してですね、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 0.3％と同率といたします。ただ、21 年度は評価がえがございますので、その減少分

の補てんとなる要素も含めております。また、固定資産税の対象となる資産は、土地、家屋及

び償却資産の３項目ですが、資産の種類を限った不均一課税はできないとされているため、超

過課税では償却資産も対象になります。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

くなります。目標額といたしましては、21 年度は２億 5,600 万円。以下、２億円ベースで推移

する状況でございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 73 ページ、５番、超過課税の実施から、この中で法人町民税、それ

から固定資産税、この部分の説明が終わりました。質疑のございます方はどうぞ。５番、山本

浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番の山本でございます。法人町民税と固定資産税の件であわせてお

尋ねをしたいと思います。当初、職員の人件費削減と一緒に、本当は町民に負担を強いるこれ

らも最初の計画ではですね、一緒にやろうというような計画であったと思うのですけども、ま

ず、みずから自分たちのところを整理して、それで、次に町民ということで約１年が経過いた

しましてですね、このような形で財政再生団体入りを避けるために、このような方策が出てき

たと思うのですけれども、そういったことを踏まえれば、全体的にはですね、これは理解せざ

るを得ないなというふうには私は認識しております。しかしながらですね、非常に残念という

か、非常にこれは厳しい内容。町民にとっては、とっても厳しい内容なのですね。両方とも端
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的に言えば、今の状況より 20％アップと。いきなり 20％アップということになるわけでござい

ます。まず、法人町民税のほうなのですけども、今まで 12.3％だと。この類似団体というのは

人口的に類似ということだと思うのですけども、類似団体は 14.7％でしたよと。それを今まで

取っていなかったので、このようなことになりますということなのですけれども、逆を返せば

ですね、もう少しソフトランディングをするようなことで、今までなぜ取っていなかったのか

なというふうにも逆に言えば思うのですね。非常に今、経済活動が厳しい企業が多いと思うの

です。大手を抜かせばですね。利益を出すのにも必死、あるいは、なかなか事業展開しても立

ち行かなくなって、その状況の中で廃業ですとか、いろいろなことを模索しているところもた

くさんある中でですね、この約 20％上がるというのは非常に厳しい。燃料がアップすることに

よって、すべての物価も上がり、そういった苦しい状況の中でですね、法人町民税が 20％アッ

プするということは町内の企業も大変厳しいなと受け止めざるを得ないと思うのです。ですか

ら、これから町民の前に出ていろいろ町としても説明をいたしまして、また、議会もですね、

町民の声を聞く機会をおそらくこれからつくると思うのですけども、はい、わかりましたとい

うことにはなかなかならない、厳しい意見が出ると思うのです。これを覚悟の上でこういった

ことだと思うのですけども。もう少しソフトランディングするような形の中で、例えば 10％ア

ップという形の中で、28 年度ということで、21 年度からでは８年間ですけども、10 年単位で

はなくてね、20 年単位の中で 10％ずつやるというようなことでは再生団体入りを避けられなか

ったと。極論かもしれませんけどね。こんなことも考えるとちょっと厳しい数字だなというふ

うに考えています。 

 それと、次の固定資産税ですね。これを見ますと、21 年度から 28 年度までの間で約 18 億円

の目標額ですね。約 18 億円のお金をここでつくるということになると。非常にこれは財政再建

上大きなことだというふうには思いますけれども、これも非常に町民にとっては厳しいことだ

というふうに思います。これもあわせて、もう少しソフトランディングできなかったのかなと

いうふうに率直に思うわけでございますけども、その点についていかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） これも委員がおっしゃるとおり、全くそのとおりなのです。

ただ、従前から申し上げている考え方というのは中期的に 10 年間を想定してですね、その中で

の対策をどうやって、やっていくのかということでのつくり方という形になってございます。

したがいまして、できるところから始めていますけれども、最終的に町民に負担をお願いせざ

るを得ないということでのつくりになってございますので、その辺で理解をお願いしたいなと

いうことでございますし、また、町民説明会においてはその辺のことを十分参酌しながらです

ね、ご説明申し上げたいというふうに思ってございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほどちょっとお尋ねした中の一つとして、もう少し前に、いわゆる

類似団体の超過税率を同じように、なぜできなかったのかということも先ほどちょっとお尋ね

いたしましたのでお願いいたします。 
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○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） これも従前から検討はしていたところなのですが、今まで

やらなかったというのは、一般財源ですね、これを重視して考えていたと。今般、特別会計含

めての連結決算になってきましたよという、こういうことでの中でですね、どうしてもそこま

で踏み込まなければならなかったことでございます。ですから、国のシステムが変わりました

ので、それまで何とかやれてこられたものがやれなくなる、こういう形の中で踏み込まざるを

得なかったということでございます。したがいまして、あわせまして固定資産税の関係も同じ

でございますが、法人税に関しても同様の考え方でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 類似団体にしてもですね、国の制度が変わる時期は全く一緒のときで

ございます。そういった中でよその町村はやっていたわけですよね。ところが白老はやってい

なかったと。これは逆に言えば、町民に対して、あるいは町の企業に対してありがたい部分も

あったのかもしれませんけれども、やはり先を見越してもうちょっと前にやるべきだったので

はないのかなというふうにもね、ちょっと受け取れるものですから、このような質問をさせて

いただきましたので、もう一度ちょっとお願いしたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） この辺のところは、前のほうで触れていますけれども、そ

のとおりでございまして、それが悪化の要因を招いた原因にもなってございます。したがいま

して、当然、対応をもっと早くすべきところをしてこなかったと、これも一つの要因としてと

らえておりますので、書き方はこういう形になってございます。そういうことでご理解をお願

いします。十分、反省をしつつ、今回のこういう対応にならざるを得なかったということでご

ざいます。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１２分 

                                         

再開 午後 ２時２５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。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） まず、固定資産税のことについて伺います。固定資産税は町税の収入

の中に含まれておりますので、固定資産税としての収納率というのは出されているのかどうな

のか。これは償却資産を除いた個人の土地、家屋の収納率というのはどのようになっているの

か、一点伺いたいと思います。 

 それからもう一点は、ちょっとここは理解できないので教えていただきたいと思うのですが、

償却資産を有しない一般町民というのは私たちのことだと思うのですが、都市計画税と同等の

負担となるというふうな説明が載っているのですが、どういう意味なのかちょっとよく理解で

きないのですが、その点を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 
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○行財政対策室主幹（大黒克己君） 固定資産税の収納率につきましては、今、プログラム上

で見込んでいる収納率を、今、お示ししたいと思いますので、それはちょっと今、資料を探し

ていますのでお待ちください。 

 それで、後段のほうの質問でございますが、ここではですね、都市計画税につきましては、

課税対象が土地と家屋ということになります。多くの都市計画税を導入している自治体の上乗

せ税率というのが 0.3％で、基本的に固定資産税は、標準は 1.4 なので。例えば苫小牧にして

も、登別にしても 1.7％になっています。それを本町に置き換えて、固定資産税の超過課税で

ございますが、一般の町民の方は償却資産というのは持っておりませんので、基本的には土地

と家屋の部分の課税ということになって、これはほぼ同じ、同等の負担ということで考えたも

のでございます。 

 それから、１点目の収納率につきましては、土地、家屋ともにですね、現年分ですけど 97.2％

という収納率を使って税の収支見通しを立てております。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） 今、0.3％の値上げでおおむね 20％増ということなのですが、固定資

産税に関しては、町税とか、それから他の国保税、他の税の負担というのは収入に応じて決ま

りますよね。ですけど、この固定資産税だけは家を建てたら３年ごとの評価がえというのはあ

りますけれども、評価がえでもそんなに下がらないと思うのです。それで私、税率の中でも上

がって一番厳しいのはこれかなというふうに思うのですが、結局、収入に関係なく、家族形態

が変わっても、もしご夫婦２人で、ご主人がいても、ご主人が亡くなって１人になったとして

も家はなくならないですよね。すると、固定資産税というのは同じ金額でかかってきますよね、

収入に関係ないわけですから。そういった部分での負担割合というのはかなり高いものになる

のではないかなと、ほかのものに比べて。もし下水道料が上がったとしても、それは節約とか

いろいろな努力をすれば減らしたりとか、いろいろなことができるのですけど、この固定資産

税だけは個人の努力ではどうしようもないという一つの大きな要因がありますよね。こういっ

た点をどの辺まで考慮されたか。年金に変わった方、ましてやさっきも言ったように、２人い

て、いなくなったとか、子どもたちもいて応援してくれたけども、子どもたちもみんな出てし

まったとか、それから、土地が白老にあったり、もしかしたら家屋があって、そこの主がいな

くなって地方に行っていて、その収納率というのはどういう状況になっているのか。その辺の

ことを２点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 吉田委員おっしゃられるとおりですね、この固定資産税

の課税につきましてはですね、やはり個人の努力ではどうしようもないと言いますか。逆に言

えば、かかるものはかかるという厳しい負担ということは十分承知しております。そういった

中でですね、やはり確実に対策額を出すというそういう考え方からすればですね、やはり新た

ないろいろな税金という部分も考えられなくはないのですけど、近々の問題として効果額をす

ぐ出してプログラムを策定しなければならないというような状況の中ではですね、先ほどプロ
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グラムでも説明しているとおり、都市計画税か、この固定資産税の超過課税ということの２点

に絞って検討したという状況でございます。そういった中で固定資産税の超過課税を今回、導

入するという部分については、本当、町民の皆さんにとっても大変な負担ということで我々と

しても大変申し訳ないというような気持ちではございますが、何せこのような対策を講じなけ

ればですね、やはり赤字の解消というのは非常に厳しいと。ほかに何か代替のですね、このぐ

らいの効果を出せるものがあるとすればですね、そのようなものももちろん検討していきたい

というふうには考えていますが、今の現状としましては、このような対策しかないという町の

ほうの考えで、大変心苦しいのですがお示しさせていただいたというような状況でございます。 

 それから、この超過課税によりましてですね、私が聞いている範囲でございますが、白老町

の土地を持っている方で、いわゆる町外に住んでいる方というのが半分ぐらいいらっしゃると

いうことで聞いてございます。半分ぐらいということで申し訳ないのですけど。ですから、本

町の財政危機という部分につきましては、一定の町民の方はご理解いただけるものと考えてご

ざいますが、逆に町外の方というのは、はっきり言えばですね、白老町のことというのはあま

り関心がないというような状況も考えられますので、収納率につきましては、やはりこれまで

と同等の率を維持するというのは厳しい状況になるかもしれないというのは、私どもも想定し

てございます。ただし、それはやはり、町民以外の方であってもご理解いただいて、粘り強く

ご理解していただくということしかないのかなというふうに考えています。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） 今、答弁を聞いていまして、座っていらっしゃる方々も、もしかした

ら影響するのではないかなというそういう立場で、ただし、今は役場の職員だということでそ

ういうお話になると思うのですが、決して喜ばしいことではない、苦しい思いでこういうこと

にされるのだということがわかるのですが。そこでちょっともう一点伺いたいのですが。８年

で 17 億 9,4000 万円になりますよね。これは事業主の分を除いた分、個人のものになるとどれ

くらいの金額になるのですか。この中の割合はどれくらいになるのかなと。かなり、やっぱり、

それだけの負担をどうしてもしていただかなければ、この財政改革プログラムの推進が遅れる

ということであれば、個人のというのは、事業主を除くとどれくらいの金額になるのかなとい

うのが一点と。 

 それから、先ほど収納率の向上の中で収納対策としていろいろやっていくということなので

すが、町民の方には財政厳しいことは理解してもらえるかもしれないけど、町外の方にはなか

なか理解してもらえないので収納率が下がるという心配をされているようですが、私はかえっ

て、町外の方ですので、厳しく取り立て方法を考えて、町民の方には柔らかくと言ったら怒ら

れますけれども、町外にいる方々こそ、財産としてあるわけですから、白老に。その辺の対応

をきちんと厳しくするべきかなというふうに思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君） 町外の方への対応ということですので、今、委員が言われるよう

に、町内の方と同様、同じような対応で進めていきたいと思います。 
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○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。失礼しました、大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 個人にかかわる、いわゆる土地、家屋に関する割合でご

ざいますが、おおむねですね、約 70％が土地、家屋になりますので、21 年度で約１億 8,000

万円というような数値になります。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） 吉田です。17 億 9,400 万円ありますよね。本当にそういう大変な、収

入も伸びない中で、決まった金額は取られるわけですけども、17 億 9,400 万円というのは本当

に大きな金額と思うのです、町にとっては。だけどその 17 億円のうちの、事業主を抜いた個人

の分というのはどれくらいの割合を示すのかと思って、知っておきたいと思ったのですけど。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 数値的には出しておりませんが、先ほど大黒主幹が説明し

た、土地、家屋については 70％、償却資産については 30％ですから、70％までいかないことは

確かでございます。この 70％の内訳が個人と法人に分けられますので、その範疇の率というの

は出してございません。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） やっぱり町民の方に説明するときには、個々の負担というのは大きい

と思うのです。ですから、これだけ財源として必要なのですということを説明するときに、全

体で見るのではなくて、個人の方の負担は大きくなるけれども、これだけ占めているのですと

いうことをきちんと説明できるようにしておいたほうが私はいいと思うのですが。以上です。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 住民説明会に臨むときには、今、考えておりますのは、何

とおりかのケースを考えて、モデルをつくりまして、実際にこのぐらいかかっている方につい

ては、このぐらいになりますよという具体的な例示を示して理解を求める作業を今、進め、そ

ういう形の説明を行いたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 個人に対しては、それは本当に親切な方法だと思います。ただ、先ほ

ど言ったようにね、収入が上がらないのに取られるものはずっと決まって、収入が減っていこ

うと何しようと同じ金額で、評価額以外は変わらないでいくわけですから、その大きな負担を

町民の方々にしていただくという部分では、占める割合というのはこれだけの金額があるので

すというのはやっぱり説明すべきだというふうに思います。以上です。それは後で説明のとき

に言っていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） いいですね。ほかございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） この固定資産税についてはですね、今、実情価格というかね、まちの

中で売られている価格は、一部は捨て値、投げ値、本当にもう諦め値、こんな値で今、取り引

きされていますよ、まちの中は。ですから、まちが今、もくろんでいる 10 年で固定資産税、個

人で１億 8,000 万円と言っているけれども、私は町民の心がそうなってくれば、まるっきり、
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まちが崩壊に近くなってですね、そして、町民の心が小さく小さく。先ほど言ったように、捨

て値、投げ値、逃げる、こういうことに間違いなくつながっていっているのです、今も。話を

聞いていると。私はいろいろな方と、例えば温泉地区あたりの高齢者のあたりに行ってもです

ね、もう投げてよそへ行く。ですからね、決して、この固定資産税 1.7 に上げて収入をもくろ

んでもですね、これは間違いなく、今、外れますよ。 

 それから、評価価格でやっているけど、それは実情、本当に評価価格が今いいか。例えば、

温泉あたりを４万円で買った人が、今、１万円で売っている時代だ。それから 2,000 万円で建

てた家が 300 万円。こんなような世の中でね、必ずしも固定資産税を上げたからといったって

ね、そのように間違いなくいかないなと私は思っているのですが。そういうことは役場の職員

ですから把握していると思うのですが、そういうような声は全然聞かれていないのですか。町

民のそういう声。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 町民のいろいろな声は聞こえてきます。それで実質的に、

私は以前、福祉の仕事に携わっておりましたので、実際、例えば新興地の温泉地の後から入っ

てきて１人でお暮らしできなくなりましてですね、そして、息子さんのいるところに行くだと

か、そういうのが結構あるということも承知していますし、また、まちの中を回ってみますと

ね、そういうところを回ってみますと、特に冬なんか行きますと、足跡もついていないで雪が

積もっている、そういう状況も見聞きをしていますし、実際、委員がおっしゃったとおりの状

況があるのだろうなということは実感として感じております。ただ、これの試算に当たっては、

それはそれとして、やっぱり今のベースでつくらざるを得ないところもございますので、確か

に実態とですね、何年か走りましてですね、検証かけたときにずれが出てくる可能性もありま

す。その場合につきましてはですね、当然のことながら毎年進捗を確認しながら、状況を確認

し、その後の不足財源をどうするか含めてですね、時々の手を考えなければならないかなとい

うふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） なかなか難しいと思うのですが。私は先ほど大黒主幹がね、財源を生

むための代替が浮かばないのだと言いましたよね。私はいつも思っているのですが、今一番、

補助金多い団体は、社会福祉協議会、それから観光協会、それから商工会、やっぱりこの辺の

ね、こういう白老の実情、こういう財政のかまどなのだから、ここの今言った３点ぐらいの補

助金をもう少しきちんと締めればね、かなりの金が出てくるような気がするのですよね。締め

るところはここしかないなと思っているのです。もちろん大きくいうと、第３商港区を凍結す

れば一番いいのだけど、生むのだけど。だけども、今はその話ではないからあれだけれども。

今言った３点もね、この話とは違うのですけども、やるところないと言ったら、私はやるとこ

ろあるのなら、ここしかないなと常に思っているのです。ですから、この辺のもっと締めると

ころも締めてみないとね。締めるべきだなと思うのだけど、どうですかね、その辺の考え方。

それしかないのです。 
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○委員長（及川 保君） どうですか。山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 今般ですね、委員のおっしゃったとおり、外部団体という

言葉が適当なのかどうかわかりませんけれども、補助金を出している団体に関しましては、人

件費相当額も相当削らせていただきました。それとまた、人員の見直しに関しても一部ですね、

減らすところは減らしていただいたところもあります。そういうことでかなり今回、職員の人

件費と合わせる中でですね、町の職員の給与に準じますけど、実質的に低いという部分があり

ますものですから、そういうところを参酌しながら切り込んでおります。それで、やるべきと

ころも、やはり協力をお願いしながらですね、今回 20 年度からもう既にスタート切っている部

分もございますので、常にやっぱり委員おっしゃったとおり、ここばかりではなくて、見直し

するところは逐次見直ししながらですね、事務事業がこれで、このプログラムに載せたからい

いのだということではなくて、常に見直しをかけて、やっぱり削減できるところは削減するの

だと。それで、財源を生み出す工夫をしてですね、なるべく、やはり、前から言っているとお

り、10 年を９年にするとか、８年にするとか、そういう努力は常々やっていきたいなというふ

うに思っていますのでご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今までの話を聞いてね、本当に難しいのかなという気もす

るのですが、状況としてすべてのものが上がると。今まで何回も出てきていますけども、本当

に税金から何からみんな上がっていく、そういう中で私たちのまちが定住を促進させていくと

いうね、そういう願いからもマイナスになるだろうなと。かなりの大きなマイナスだろうなと

いう気がするのですよ。そんな観点からね、それでも、それでもしようがないのだと。かぶせ

るものはかぶせなければならないというような、そういう考え方でいいのかとね。まちの活性

化のためにいいのかなと。法人町民税の超過課税を今までやってこなかったというのもね、や

はり企業を育てていくという、そういう観点から今までしてこなかったわけでしょう。そうい

うあれからいうと、今、守らなければならないのは誰なのかと。住民のほうを守らなければな

らないのではないのかと。そういう観点からいうと、何とかこれを少しでも守っていくという

観点がどこかに見えなければだめではないかと。そうだとすれば、この固定資産税の超過課税

も軽減措置だとかね。やはり、今、社会的な状況の変化で独居の人だとか何とかという、そう

いうものが相当出てきている。そういう中で軽減措置というものがこの中では考えられないの

かどうなのか。家を持っているから税金を上げるではなくてね。軽減措置というものも一緒に

考えなければならないのではないかという気もするのですが、そのあたり検討しているかどう

か伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 軽減率は検討しておりませんし、多分できるのかどうなの

かもちょっと押さえておりませんが。いずれにしましても、住民説明に臨むときには、よその

まちは従前からやっぱりいただくところは課税をして取っていたと。わが町は取ってこなかっ

たよと。こういうことの説明をし、そして、ほかのまちから比べたときに極端に高いのではな



 - 48 - 

いのだよということも理解をいただきながらやっていかなければならないのかなというふうに

思います。ただ、委員がおっしゃるとおり、時期的には非常に悪い時期だというふうに認識を

しております。これだけガソリンが上がり、穀物価格も上がり、生活費にかなり打撃を与えて

いるのも、まさしく事実でございますので、そのところはやっぱり懇切丁寧に理解を求めるし

かないのかなというふうに思っております。そういうことの姿勢の中で臨んでいきたいなとい

うふうに思っておりますので、ご理解をお願いするしかないのかなというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） よそのまちと比べてみて、その分優遇してきたのだと。決して高くは

ないのだと。これは理解するのですよ。だから、よそのまちと比べて大体同じ程度だから、こ

のぐらいまでは我慢できるだろうではなくてね、やはり、今まで抑えられていたものを上げる

という場合に、比べるものがほかのまちと同じだからいいのではなくてね、やはり、そうせざ

るを得ない中でも、そこに政治的な配慮というかな、そういう姿勢というものがなければ納得

するというね、ああ、そうですかというふうにはならないのではないかと。やはりすべてそう

だと思うのですが、今、住民を守るといったらね、本当に特に住民のうちの弱い部分を守ると

すれば、そういうきめの細かな分析をしてみなければならないのではないかと。確かに難しい

のだろうなという気はします。今、考えて、こうすればいいではないかという案がすぐには出

てこないということは、かなり難しいだろうなという気はするのですけども。でも、上げる場

合には、そのあたりのことも配慮してみるのが政治というものではないのかなという観点から

言えばね、ぜひ、そこまで踏み込んでみてくれないだろうかと。どうしようもないのであれば

ね。ということを言っておきたいなという気がするのですよね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 同じ答弁繰り返しになりますけども、お願いするしかない

のだということなのですよ。ただ理解していただきたいのは、財政再建団体になると町独自の

事業ができないわけですよ。そうすると福祉施策に対しても横だし、上だししているもの全部

なくなるよと。これは避けたいということなのです。弱者対策、そういうことで白老町はかな

りやってきていると思います。そういうバランスを考えたときにですね、このお願いをせざる

を得ないということも含めて住民には十分説明していきたいというふうに思っております。そ

ういうことで対応してまいりたいと思いますので重ねてご理解のほどお願いしたいと思います。 

○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。まず第一点。今のお話で言えば、やっぱりある意味

で言えば、政策転換。これは理事者側がどう行うかということなのですけれども、政策転換を

する以外にないであろうと、私ははっきりそう思っております。もちろん、きょう、その答弁

を求める気はございませんけれども、私は政策転換をすべきと。これはもうそれしか、これを

回避する手だてはないであろうというふうに理解をしています。その上に立って、そうすべき

だということも含めて私は思っていますけれども。その上に立ってですね、例えば税金を増や

すというのは、全世界的にそうかどうかは別にして目的がきちんとある。例えば都市計画税も
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目的税でございます。目的がきちんとある。例えば教育をこうするから１％上げてくれと、こ

れはわかるのですよ。非常にわかりやすい上げ方ですよね。みんなが負担をして、教育をこう

いうふうにしたいから、皆さん１％税上げてくださいよと。これは理解しやすいのですよ。と

ころが今の目的は、今も言っているように、財政を再生するためだという目的でございますね。

そうなると、それでは７年で財政再生ができたら、元に税率を戻すのかという議論になるわけ

ですよ。こういう議論まできちんとされて、町民の皆さんに、７年なら７年は目的税として頑

張ってくださいと、しかしこの固定資産税の超過課税は７年たったら下げますよと。初めの政

策転換とは別ですよ、この政策転換は。別ですけど、そこまでの政策的な配慮をされて考えて

いらっしゃるかどうか、まず伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） この計画に対しての期間内でこれだけのものをやりますと

いうことでございます。したがいまして、29 年度以降の状況がどうなっているかによって継続

するのかしないのか。もしくは 10 年計画でありますけれども、先ほど言っているとおり９年、

８年で終わったときどうするかという問題についてはですね、その時点で、何年か前に議論を

し、周知したいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） なかなか名答弁だなと思って聞いておりました。否定はしなかったと

いうふうに受け止めました。ただ、一般的に言えばですね、あり得ないことなのですよ。一般

的に言えばですよ。しかし、その選択をする可能性が 20％でも 30％でも、僕はあるとしたら、

それはやっぱり白老の方針というのは、この固定資産税の超過課税の方針というのは、また、

ほかの町村とは違うと、私はそう見ます。ここの部分で言えばですよ。ですから、あり得ない

ことかもしれないけれども、例えば臨海部の土地と工業団地がどんと売れてしまったと。そう

すれば早まることは明らかですよ。そうすれば、それでは 1.7 のものを 1.4 に戻す可能性が 30

でも 20 でもあるというような答弁に聞こえたのだけれども、それでよろしゅうございますか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 可能性の問題でありますので、そういうことでのご理解で

結構だと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そういうことで言えばですね、若干ちょっと議論の仕方が変わってく

るのかなと思います。政策転換がもちろん私は必要だと思いますけれども、初めの部分の政策

転換は必要だと思うのだけれども、しかし、可能性としてそういうことがあるのであれば、こ

れはやっぱり町民の皆さんですね、いろいろな問題あります、例えばですよ、下水道料金を上

げたら、下げるというわけには多分いかないと思うのですよ、これとは違って。逆にこれも難

しいかなと僕は思っていたのだけど。そういうことで言えば、全部が上がるわけです。担当課

長さんがおっしゃったように、ガソリンも上がる、今、消費税も導入するかもしれないと言っ

ているのですよ。もうこれね、生活できないしね、どなたかが言ったように、出て行かなけれ
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ばだめになるのですよ。 

それで、資料の中を見てわかりますようにね、よほど厳しいところでも、例えばラスパイレ

スは 90 を維持しているのですよ。うちのまちは 20 年から 80％台になりましたよね。役場の職

員の皆さんが血を流しているということはよくわかるのです、これを見たら。ただ、それだけ

全体がこれから、後ろにいらっしゃる保育所料金までいきますよ。そうしたらね、このまちに

いたいと本当に思うかどうかということなのですよ、厳しいのは。努力しているのはわかるけ

ど、努力しているからいいかと、そんなことにはならないのですよ。そうであれば、例えばで

すよ、この固定資産税の超過課税だけでもですね、これは目標達成したら、この後また検討す

るかもしれないけども、一たんは戻すよという方針というのは、僕は極めて必要だと思うので

す。ですから、これ以上ここの答弁はいりませんけれども、理事者で本当にここは議論してほ

しいと思うのですよ。そうでなければ、政策転換しか僕はないと思っていますから。そこのと

ころ、この２億 5,000 万円というのはいろいろなことが今までに議論ありましたけれども、こ

れはやっぱり金額が金額です、これがあるとないでは、まちがつぶれるか、つぶれないかとい

うものですからね。ですから、その点あたりはよほどきちんとやっぱり考えてやっていただき

たい。ただ、方向づけがなければだめではないかと思いますけれども、理事者の考え方はいか

がですか。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） この固定資産税の超過課税ですね。まず、平成９年と平成 18 年を比

較すると、６億円ぐらい下がっているのですよね。下がった原因は所得が下がってきているこ

と、それと評価額が下がってきているということで、その比率はよく調べていませんけども、

右肩下がりでずっと下がってきているという状況ですよね。そんなことで今、そういう連結実

質赤字比率が職員の給料、人員削減によってですね、ある程度 40％超えているものが 30％台に

なっていると。さらに、内部の事務経費等を削減しながらですね、このプランでは 23％台まで

もってきたと。しかし、これはまだ平成 20 年度の関係でございます。21、22 については、さ

らに厳しくなるだろうというようなことで、いろいろ使用料・手数料についても町民の皆さん

にお願いをし、かつ、また、一番多いですね、これが財政改革プログラムのメインとなる、固

定資産税の超過課税、これについては本当に申し訳ないと。そして、これを導入しないとです

ね、このプランがまず、うまくいかないというような。委員の皆さんもよくご承知だと思いま

す。しかし、町民の皆さんにこれだけ負担をかけていいのかと。先ほどいろいろお話が出まし

た、原油高騰だとかですね、諸物価が上がっていると。まして、今これからですね、そういっ

た物価上昇があらゆる商品にも転化されて上がっていく。あるは、公的負担も相当上がるだろ

うという予測があります。そうすると、所得が上がらない中、負担率が上がってですね、こう

いう固定資産税の超過税率が上がったときにどういった影響があるのか。これを理解させるた

めにはどうしたらいいかと。まず、期限を切るという方法もあると思います。３年なら３年、

とりあえず３年間はお願いするという方法。期間は導入して８年間という形になりますが、果

たして８年間お願いしますということが通るのかですね。これはやっぱり内部でもっと慎重に
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協議した中でですね、私はできれば３年のスパンで、３年でうまくいかなければ、再度ですね、

あと何年間延長させてくださいというようなやり方でないと、なかなか理解はしていただけな

いのではないかという感じはしております。とりあえずは、再建のためにお願いしますという

ような考え方でいければなというふうには考えていますので。お答えになったかどうかはわか

りませんが、私は今そのようなことで考えております。 

○委員長（及川 保君） ほか。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） このプログラムの一番最初の議論で 10 年スパンという話をされたとき

に、本当に 10 年ではなくて 20 年とかもう少し緩やかにですねという話をさせていただいたの

ですが。今、聞きますと５月 14 日ですか、最終的なフォーマットというのですか、そういうの

が町のほうに来てですね、今、数値を入れて、最終的にどういうふうになるかということの 18

年度の決算の数値を入れて試算をしていると。それで入り口というのは、このプログラムをつ

くった当時のあり得るいろいろな情報を入れてですね、限りなくそれに近い数字を試算した結

果を入り口にしていますよね。これは今、最終的に５月 14 日いただいたフォーマットによって

ですね、きちんとした平成 18 年度の数字というのが出てきますよね。そうすると、以前にこれ

をつくるときに試算した数字と、18 年度の実質的な数字と言いますか、それが出てきます。そ

れにぴったりならいいのですが、それに差異がある場合ですね、多くなるということはあまり、

数字が大きくなるということは考えられないのですが、私はよくなるというのですか、私たち、

まちにしては有利に、18 年度のこのプログラムをつくった当時よりはいい数字に出てくるので

はないかという、先ほどの話もちらっとあったのですが、そういうふうに期待をしているので

すね。そうしますと、試算をした数字が入り口ですから、試算した数字から追っていってです

ね、ずっと 19 年以降の推移をしていますよね。そうすると、出口の数字が変わってくるという

ことは、歳入・歳出の、今、対策として考えている数字、そういうものが変わってくる可能性

はありますよね。そのままいくと、もしよくなればですね、今、８年、９年かかるものが７年、

６年になるかもしれません。そのままやっておけばですよ。私はそうではなくて、もしそうい

うふうになったときに、それでは、今の対策というものを見直すという考え方があるのか。そ

れとも、もしそういう数字が出ても、今の対策については見直さないでこのまま、この対策は

実行するのだとそういうような考え方でいるのかどうかということを、ちょっと確認をしたい。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） フォーマットに入れて何が変わるかというと、連結赤字比

率の、比率の数値だけが変わるということなのです。実態の赤字額というのは減らないのです。

その比率に一喜一憂してですね、それを元にして緩やかにするという考え方もありましょうし、

ただ、実態問題として赤字は減らないよと。変わらないわけですから、その実態を見てどうい

う対策を一日でも早く打ってしまうかと。これが一つの考え方の違いはそこにあると思います。

それで、わがまちの考え方としては、なるべく早く赤字額を実質的に減らしてしまおうと。も

しくはゼロにしてしまおうという考え方であります。そうすることによって、後年にツケを残

さない形で新たなスタートを切れるのではないかと。まちづくりも新たに切れるのではないの
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かと。そういう思いもありまして、なるべく早くそういう対応をしたいという考え方でござい

ますので、そういうことだということをご理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） それはすごく理解はできるのです。それで、ピークが 24、25 年にきて

ですね、それをクリアするために一生懸命、今、まずは一つの目標としてこういう対策を考え

たということはよくわかるのですが。ただそうは言ってもですね、それは赤字を解消するとい

う、それが目標だというのは、それもわかるのですが、やっぱりそうは言っても、今の指標が

再生団体にならないとか、健全化団体にならないようになるための対策として、これを考えた

ということも間違いないわけですね。そうすると、ピークの 24、25 年、これを過ぎてからです

ね、まず一つ、段階としてはそういう団体にならないという目的がありますよね。それは、そ

ういう団体にならないための対策として考えると。それで、それを過ぎてからの話は、きっと

それを過ぎますといろいろな、起債の問題だとかいろいろな問題が好転して、今までの対策を

取らなくてもですね、それを維持しながら少しずつ赤字を減らしていけるという、そういう要

素がですね、これは一つの考え方ですから、私の考え方ですから。そういう考え方に持ってい

ったらですね、今、同僚委員が言ったように、やっぱりある程度のところまでは負担が大きく

て申し訳ないと。だけど、こういう段階になったときにはですね、この負担を、今、1.4 を 1.7

にしたのだけども、元に戻すまではいかないのだけども、1.55 ぐらいにするとかですね。何か

そういうめり張りと言ったらおかしいですが、どうしても 10 年の間に赤字をゼロにするという、

そういうところの考え方というのがあまりにも町民に負担を大きくする部分だと思うのです。

ですから、町民も赤字はゼロにしてほしいという、そういう気持ちはあると思うのですが、何

で 10 年で、これだけ負担を大きくして、私たち町民に負担を大きくして 10 年なのだという町

民だっていると思うのですよ。何も 10 年で赤字をゼロにしなくたって、まちは健全化団体にな

らないでやっていけるのであれば、もっと緩やかにですね、町民に負担をあまりかけることな

く、まちを運営していっていただいたほうが町民だって負担は少なくなって、まちの財政だっ

て段々赤字ゼロに向かっていくわけですから。それを 10 年で切るからこういうことになるので

はないかなと僕は思うので、ここら辺の考え方というのをもう一つ考えていただいてもいいの

ではないかなと、町民の負担のことを考えればですね。やっぱり、こういう一つのめり張りと

言ったらおかしいのですが、ここまでは大変だから我慢してくれよと。ここからは、こういう

ことにもう少し緩やかに負担をしたいのでという、そういうことであれば町民の方も納得して

ですね、大変な負担をしていただける一つの目標というふうになるのですが、10 年間同じよう

な負担を出していただくという、そういうお願いをしますと、10 年間といったら、今、高齢化

社会で、いや、おれの時代ではないなみたいな話になってしまうのですよね。そうしたら、大

変だなということになってしまうので、なるべく目先が見えるような負担ということをお願い

したほうがお願いしやすいのではないかと。これは私の意見ですが、一つそういう意見もある

ということでお願いしたいのですが。もし、そういう考え方を持てるということでちょっと答

弁をいただきたいのですが。 
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○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 町の答弁としては先ほどお答えしたとおりございます。た

だ、委員のおっしゃっていることも十分理解した上で町の方針を立ててございますので、委員

の意見は委員の意見としてお聞きしておきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ２番、前田です。固定資産税の関係ですね、今、同僚委員も話しまし

たが、私もですね、今、これだけの厳しい時代、将来、白老はどういう展望を持てるまちにな

るのだろうかと。こうなればですね、やっぱり、この超過課税の部分でいけばですね、住民感

情が非常に厳しい部分になってくると思いますので、先ほど答弁もらっていますけどもね、や

っぱり時限立法を選択の視野に入れるぐらいやっていかないと住民は納得しないのではないか

とこう思うのですよ。それで、これを見ているとですね、やっぱり基本的には財政改革プログ

ラムのために導入しているのですよ。本来でいけば、もっと早く導入しているべきでね。もっ

と、まちづくりをつくっているべきだと思うのですけど。目時副町長いますから、その辺の弾

力的な考えがあるのかどうかということと、もっと基本的な数字の置き換えについて、ちょっ

とお聞きします。これはやっぱり中身を十分に議論していかないと納得できませんので。 

それで一つとしてですね、ここで言っている法人税の部分ありますよね。これについてはで

すね、今、厳しい時代ですので、当然、盛衰というかな、事業をやめたり、倒産させたり、い

ろいろあると思うのですよ。そういう部分を今の商業統計書というのかな、企業統計調査みた

いなものの中から分析して、その分を基礎数値としてはじいてきているのか。そして、多分、

平均的な法人税があると思いますけど、それの額を今の基礎ベースにして、10 年度どういうベ

ースで落ちていくのか、増えているのか、そういう部分をまず見ているのか。それとですね、

後で最後のほうで聞きますけども、ちょっとここで聞いておきます。私、将来の推計人口をい

ただいたのですけど、今から見るとですね、約９年後には 1,800 人ぐらい減るのですよ。そう

すると、ここに住民税が当然減ってきますし、企業が少なくなる、あるいは景気が悪くなって

くると賃金が安くなると。そういう部分をマイナス要素として積算して、後から出てきますの

で、そのときまた議論しますけども、そういう部分で差し引きした数字としているのかどうか。

その辺、２点お願いします。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） この法人町民税の超過課税の単年度の 2,000 万円という

試算については、平成 18 年度決算をもとに、この率を 2.4％ないし均等割 20％増掛けて算出し

たものでございます。これを基本としまして、あくまでも単純にそれが毎年 2,000 万円効果額

としてあるということで見積もったものでございますので、そういった今後の状況を踏まえた

上での試算ではございません。逆に言えば、単純な試算ということでご理解いただきたいと思

います。それと、法人町民税等のですね、個人町民税も含めての今後の推移ということでござ

いますが、これにつきましては、確かに人口減、あるいは景気の低迷等を考慮すればマイナス

要因が強いかなという部分もございますけど、これは今後、将来のことにつきましては、法人



 - 54 - 

についてもですね、どの時点かわかりませんが逆にプラス要因ということも考えられなくはな

いということも考えてございます。今、企業誘致も行っておりますので、逆にその部分の進出

企業による法人町民税の増ということもまったくなしというわけではないと思います。そうい

うものを考慮すると、やっぱり実際としてはプラスマイナスゼロと。両方の部分を考慮しない

で基本的に収支見通しを立てている状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 時限立法的な。先ほどの大渕委員へのお答えの中にもお話しました。

３年ぐらいの区切りというようなことで、とりあえずですね、そういうようなことで検討はし

たいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の数値の部分、聞いたのですけどね、前の固定資産税の関係でもち

ょっと、数値の出し方が疑問で質問ありましたけども。やっぱり、極端な言い方だと、前年度

というか、その当時の決算をベースにやっているみたいなのですよね。これは非常にですね、

悪いけど、私の経験上、危険です。ですから、やっぱり、町の職員であればですね、そういう

町内の経済情勢をある程度把握して推計した中でですね、僕は計算しないと、先ほど、高畠課

長言いましたけど、ずれが生じてくると思いますよ。そういう部分であって、今、大黒主幹言

いましたけど、仮にそういう好転の要素があった場合、さっきの土地と同じで、それはおまけ

みたいな形でね、再建を前倒しするために充当する数字であって、もっとやっぱり現実的な面

を直視した基礎数字をはじいていかないと大きな、この 10 年スパンであっても狂いが大きく出

てくるのかなと。僕はそういう可能性あると思いますので、その辺十分に検討する余地がある

のではないのかと。これはまだ後段出てきますので、そのときに議論します。 

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

休憩 午後 ３時１８分 

                                         

再開 午後 ３時３０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。 

 それでは、先に答弁保留がありますので、答弁を願います。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 先ほど、氏家委員からのご質問で答弁保留させていただいた

部分でございます。まず、土地の貸し付けの部分で有償、無償の貸し付けの割合ですけども、

有償が 90％、無償が 10％、こういう割合になってございます。 

 それと、本来なら有償であるべきところを不法に占用されているといった部分の状況ですけ

ども、全件調査はしてございませんのでちょっとその辺は今データとしてご提示することはで

きません。それで、通報などいろいろなそういう部分で対応しているという状況でございます。 

 それからですね、現在、有償で貸し付けしているところに対する売却可能な割合と申します

か、そういった部分ではですね、現在、個人の部分ですけども、31 名に２万 4,537 平米貸し付

けしてございます。ここは、交渉としては、売却交渉はできるということでございます。それ
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と、法人や団体等にはですね、32 件、合計 29 万 5,570 平米貸し付けしてございます。ここも

基本的には、買ってくださいという交渉は可能かなと考えてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員、よろしいでしょうか。これに対して何かありますか。14

番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。90％のうち、個人と企業の、貸し付けされていての有償の

部分の面積というのはわかりました。ただ、有償の土地であって、それを例えば不法というか

ね、昔からそこにもう、物を建てているのだと。例えば測量区画みたいなものが入ったときに

ね、ここは町の土地ですよとなっているところとかというのはないですか。そういったところ

のね、例えば、それは移動してもらわなかったら困りますよとかね。そういった政策というの

は、町のほうではちゃんととっていらっしゃるのかどうかね。僕が言いたいのは、そういった

ことが町として、例えばちゃんとやられないと、これから町民説明会に行ってですね、こうい

った町の有償地があるのだけども、そうしたら、あそこでもこんなことをやっているから、お

れらも使っていいのだみたいな話になったときにはね、やっぱり町としての、これから進むべ

き方向性が段々変わってきてしまうというような感じがするのですよ。小さい話かもしれない

けども、そういったところでもって、しっかり行政としての対応ができるか、できないか。そ

こが一番の問題だと僕は思っているのですよ。その辺についての、もし回答があれば。 

○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） 以前はですね、やはり、例えば道路を新設したことによって、

きちんと測量したと。そういった結果ですね、町有地に物置がはみ出していた。あるいは河川

の用途配置が終わった後にですね、きちんと測量を入れたら、河川敷地の中に入っていただと

か、そういったものはございます。私の経験上。それで、そういったところにつきましては、

占用願いを出していただいて、そして、有償でお願いしますという交渉はやってございます。

ただ先ほど申しましたように、数にして、膨大な数を抱えてございますので、全件調査してみ

ないとその辺はわからないのですけども、わかった段階では確実にですね、その辺は指導して

いきたいなと考えております。また、そういった規律ですね、町の管理する規律、そこのとこ

ろはやはりきちんと、今の与えられた能力の範囲内では最大限やらなくてはいけないとこのよ

うに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） いいですか。それでは、超過課税の部分については、このあたりで

よろしいでしょうか。 

 次に 76 ページ中段下の６番、退職手当債の活用。この部分について説明を求めます。大黒主

幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 76 ページ、６番、退職手当債の活用でございます。これ

につきましては、平成 19 年度末の職員の大量退職によりまして、北海道退職手当組合に支払う

積立金が平成 22 年度に約２億 9,000 万円を負担しなければならない状況でございます。このよ

うな状況下においてですね、この負担金の増に備えるために退職手当債を活用するというもの

でございまして、これにつきましては既に 19 年度において借り入れ済みでございます。77 ペ
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ージに目標借入額ということで２億 2,000 万円。これは既に借り入れたものでございます。以

上です。 

○委員長（及川 保君） 退職手当債の活用の部分について、質疑のございます方はどうぞ。

ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっとわからないので。55 ページのね、平成 22 年の目標額の中で、

このときに 5,800 万円。ほかのところ３億 5,000 万円とか２億 5,000 万円なのだけど、という

ときに、退職手当組合に２億 5,000 万円というふうな説明があったのだけれども、これとの関

係はどういうことなのですか。ちょっと、これがわからないものですから。 

○委員長（及川 保君） 保留ということで後ほど答弁いたします。ほかございませんか。ご

ざいませんね。 

それでは次に進みます。77 ページ、７番、保育料の改正について説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 77 ページ、７番、保育料の改正でございます。

保育料につきましては、従前から２年遅れの国の保育料徴収基準額を基本としているというこ

とでございまして、今回、適正な受益者負担の観点から国の基準に準じた検討を行うというこ

とで、平成 20 年度に検討し、21 年度から段階的に見直すものでございます。目標額につきま

しては、以下のとおりでございまして、21 年度から３年ごとに段階的に見直していくというも

のでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） このことについて質疑のございます方はどうぞ。よろしいでしょう

か。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。極めて単純なことでごめんなさい。資料の 14 ペー

ジ。当然、これは６、７階層、もちろん、６、７階層、３歳未満児、国の基準は８万円ですよ

ね。それで白老は６万 6,300 円。３歳児になると７万 7,000 円で４万 4,300 円と。これは、全

く段階的にやらないでそのままね、１年遅れずつやるとか何だかとかというのはどこかで読ん

だような気がしますけど、現実的に父母の皆さんの了解を得るという手だてはもうお済みでし

ょうか。それから、どういうふうにしてやるか。これは、保育所に預ける人がいなくなってし

まうのでないかと。こうやって見たら、まともにやっているところも結構ありますけれども、

そうではないところも結構ありますよね。これこそね、白老町から、例えば登別、苫小牧はな

いのだけど、そちらに引っ越して預けたほうがいいとならないですかね。これなら、べらぼう

なことになってしまうのではないかと思うのだけど。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今回の改正につきましては、11 年に値上げをして以来 10 年近

く見直しをしていないということもありまして、見直しを検討しているところです。ではあり

ますけれども、現実、白老町の保育園に入園されている世帯の状況から言いますと、お手元の

資料にもあると思いますが、大体１階層から３階層ぐらいまで。所得税がかからないで所得割

ぐらいまでの世帯が大体半分ございます。また、その反対にと言いますか、６階層、７階層、

所得が多くて、所得税を多くお支払いいただいている層のところの町の保育料の軽減額と言い
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ますか、それが逆に大きくなっております。そういうようなところから言いますと、見直しを

する際には、できるだけ公平感を持つような、不公平にならないような保育料の設定というの

は必要であろうというふうに考えております。 

 それと、今、父母の了解が得られているのかというところなのですが、もちろん、今このプ

ログラム案の中でお話をしている段階ですので、保護者の方に具体的に保育料が上がりますよ

というようなお話は現状の中ではしておりません。当然、この後、地域のほかに保護者を対象

にした説明会は別に実施をしていかなければならないというふうに思っております。 

 それと、保育料につきましては、どのように値上げをしていくのかということなのですが、

プログラム案の中では激変緩和ということを考えて３年おきにということで、今、21 年から 23

年までは 300 万円、その後は 600 万円、その後が 900 万円という形にはなっておりますが、現

状、現課といたしましても、十分、保護者の方の負担というものは軽減ということも考えなが

ら、激変緩和はもちろんですけれども、今このプログラム案でお示しをしている、この数字ど

おりではなくて、もう少し今はまだ具体的な数字をこちらのほうとしても検討している最中な

ものですから、その数字をもう一度検討し直しながら、具体的に数字が出ましたら、もう一度

委員会のほうにお示ししたいなというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） よくわかりました。これを見ればね、段階的にやるというようなこと

だとか、年度別に金額違いますから、激変緩和とりながらやるというのはよくわかりました。 

 それで、現実問題として、国の基準というのがあるのですけれどもね、それで今の保育料の

払えない人との関係。これは、高いから払えないというばかりではきっと、ないと思うのです、

払えない方は。だけど、そういうものもよく考えて、上げたはいいけど収納率がどんどん、ど

んどん下がるなんていう状況や、共働きをみんな辞めてしまうだとかという状況になると、こ

れは何もならないのですよね。保育所のそもそもの意味というかな、やっぱり保育に欠ける児

童を預かるということなわけですから、当然、今の社会で言えば、共働きというのは普通です

からね。そういうことがきちんと担保されるようなものと、父母の理解が、この両方がないと

ですね、この行政だけは、ただ国の基準だからといって全部そのまますればいいというふうに

はならないと思うのですけれども、そこら辺も考慮されるお考えでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 滞納率でいいますと、大体２階層、３階層、４階層と、どうし

ても所得の低い層に滞納世帯が多いという状況にあります。もちろん、生活をしていく中で急

激な変化がある場合には減免措置というのをとっておりますので、申請をいただいて、それを

審査した上で決定をさせてはいただいております。そうではありますけれども、やはり生活を

日々していく中で、ある程度の保育料というまとまったお金というのですか、それを一回でお

支払いするというのが難しいという家庭もあります。そのときにはもちろん相談をしながら、

誓約書を交わしながら、計画的にお支払いをいただくという方法も取っておりますが、どちら

にしても、これから保育料の額の改定をするにあたっては、その低所得と言われる層の方々に
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十分配慮して、負担の大きくかからないように、その辺のところの額の検討もあわせてしてい

きたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。この保育料の改正でお母さん方からよく聞くことは、

女性の労働人口は今すごく必要になっていますよね。働きに出るのですけど、なかなか子ども

さんがいると正規の社員にはなれないと。すると、パート料金と保育料金を見ると、保育料金

のほうが高くなるという可能性の人がたくさんいるということ。そういう社会進出ができない

ということ。保育に欠けるとかいろいろな状況をかんがみると、一番最初の１行目の理由とし

て２年遅れの国の保育料を基準ということをうたっていますけれども、白老町としてできるサ

ービスであれば、私は、これにこだわらずに白老町にとってどういった形が必要なのかという

ことはきちんと持つべきではないかと反対に思うほうなのですけれども。そのあたり一点お伺

いしたいことは、さっき国保税のほうのことでちょっとお伺いしましたけど、21 年４月からも

う値上げをやっていくということで、それで、この表、プログラムは、21 年度からもう 300 万

円というのは計上されていますよね。父母の方々にはまだ値上がりのことは言っていないとい

うお話なのですが、先ほどの説明では、大体値上がりのするものは９月の定例会に上げていき

たいという話がありましたけど、保育料は別になるという考えでいるのかどうなのかが一点。 

 それから、もう一つは、民営化ということを将来的には考えていますよね。それで、民営化

によるものはこの後にもあるのであれなのですけど、やっぱり民間と行政のコストが違うのだ

よということが大きな理由として取り上げられていますよね。そして、民間と行政のサービス

の状況も変わらなくなってきていると。そういったことからコストの違いというのがあって、

民営化ということを挙げていますよね。そういった中で段階的には、でも、段々上げていくわ

けですよ。確か 22 年、23 年ぐらいから、もう民営化の見直しをしていくはずですよね。そう

いったときに、民営化になっても、この値上がりということはイコールになるのか。その辺ち

ょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 最初の質問の 21 年からの値上げにつきましては、考え方として

は、ほかのプログラム案のものと同じように進めていきたいというふうには考えております。

ですので、当然、地域説明会のほかに保護者には別に１度、２度になるか、回数は別ですけれ

ども、それは説明をして、別にご理解をいただきたいというふうに考えております。 

 それと民営化の部分になりますが、保育料というものにつきましては、民間であるから、町

立であるからということはないものですので、保育料としては、町が徴収をしてということに

なりますので、民間になったとしても、このプログラム案の流れというのは変わらないという

ふうには思っております。ただ、先ほどもお話しましたが、この案自体がこのままであるとい

う考え方は、もう少し検討をこちらもしたいというふうに思っておりますので、その時点で提

示をもう一度させていただきますので検討いただければ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。 
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○委員（吉田和子君） 保育料は町で決めていくものだから民間になろうとそれは変わらない

ということなのですが、受ける側の町民側からすれば、民営化にするということはコスト削減

ですよね。コストが削減になるのに、どうしてそれが保育料に反映されないのだろうかという

議論にならないですか。それは保育料とは関係なしにコストは下がりますけれども、それはほ

かのほうの経費が削減になることであって、私の言っている理論がちょっと違うのかもしれま

せんけれども、そういった議論になってくるのではないかなというふうに思うのですよ。町民

の方々が民営化していいよというのは、やっぱりそういうコスト削減とかそういった部分での、

サービスが変わらないでそういうふうになるのであればということで受け入れるのではないか

というふうに思うのですけれども、そういった部分でいくと、民営化にはなっていきますけれ

ども、サービス面では、サービスというものの中には保育料の高い、安いということも入って

くるのではないかと思うのです、受ける側からすれば。そういった面の説明というのは、納得

いく説明というのは、今、聞いていて私、そうなのだろうかなというふうに思いながら聞いて

いたのですけど。もちろん町で決めていくことであり、そういう国の基準があるわけですから

そういったことにはなるのですけれども、それでは、本当の民間で、苫小牧市あたりの民間の

保育所というのはやっぱり市の保育料の基準に従ってやっているということですか。保育料が

民間だから安いということではないということですか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 認可の保育園であれば一律になっております。ただ、無認可の

保育園の場合には、そこ独自の運営方法に合わせて保育料の園独自の保育単価という形になり

ますので、そこのところでは民間になったからといってその分が、コストが削減になったので

保育料も下げられるのではないかと、そこのところはちょっと考え方が違うかなというふうに

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） 他市町村ではね、いろいろな、こういう財政的に厳しくなると、もち

ろん職員の給与を下げたり、町長みずからも給与下げたりして、それでなおかつ、その中で一

つ救いは、子育てにかかっているお母さん方のものはサービスをもっと上げるのだという、そ

ういった何か大変な中で救いがあることをやっているところもあるのですね。だから、どうの

こうのすれということではないのですけど。せめて、２年遅れであるかもしれないけれども、

民営化をすることでコストが下がるのであれば、そのことを勘案してね、町の保育料の決め方

をもうちょっと、さっきも言っていましたけど、一気に上がらないように激変緩和も考えなが

らやるということは言っていますけれども、そういったことも十分考慮しながら、２年遅れだ

からどうのこうのではなくて、白老町の今の町民の、そして、働いている子育てしているお母

さん方の実態をきちんと掌握しながらどうあるべきかということを検討してもらいたいなとい

うふうに思います。コスト下がる面を、そういったことも勘案できるような方法を考えてもら

いたいなというふうに思うのですけども。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 
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○行財政対策室長（山口和雄君） 保育料の関係でございますが、民間委託の考え方でコスト

が下がるのではないかというふうにお話がありますが、現実的には少子化になっているのです

よ。それで例えば、この町の基準に合わせたとしてもコストが確保できないという形になりま

すので、大部分のところは逆に言うと、その部分を町の補助金で補てんするという形が出てき

ます。それで、白老町も実質的に今の状況で保育所を全部民間委託するとすれば、補助金でそ

の部分を補うという問題が発生します。したがいまして、コストを下げて、この保育料を下げ

るという話にはならなくて、コストに見合ったものということになると、保育料を逆に相当上

げなければならないと。ですから、国の基準に相当合わせていかないと、コスト確保はできな

いという形になりますので、その辺は十分検討を加えながらですね、検討せざるを得ない、そ

ういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） どうしても一点だけ聞いておかなければならないと思うのですが。少

子化対策をどう考えているのかということなのですがね。国の基準に沿う、横並びすると言わ

れれば、もうどうしようもない。財政難だから、これもしようがないと言われてしまえばしよ

うがないのだけども、だからといって画一的に全部こうやって上がっていくということを考え

れば、私、前から言っている中で、大変な財政難の中で白老が特に力を入れなければならない

部分はどこなのかということが見えるような、そういう政策というのはやっぱりあっていいの

ではないかというふうに言っていたわけですけれども。保育所自体が、子どもがどんどん少な

くなっていく、そして、おまけに今の状況の中で働いているお母さん達、若い人達が本当に総

収入 200 万以下の世帯がどんどん増えていっている中で、これで本当に将来の見通しというの

が立つのかなと。少なくても、子どもの数からいうと、2030 年の数でいうと、今の半分になっ

てしまう。ということは、本当に将来に対して何の明るい展望もないということですね。そう

いう中で白老町は子どもの子育てに力を入れますと。どんな状況の中でも、大変な中だけども、

子どもたちを健やかに育てていくための政策は何とかしてとっていますというようなことが胸

を張れるような、そういうことができないのか。それも一律、財政再建のためにすべて同じ並

びですと言ったらね、やっぱり保育所にやるのも金がなければやれないのだというようなこと

にまでつながるかどうかはわかりませんけども、やっぱり金のないものが保育園にも通わせら

れないというようなことになれば、本当に将来的に大変な話だろうと。やっぱり、親は大変だ

けども、子どもは何とか保育所に入れることができますというふうなことで子育てのところに

は何とか優遇するというようなことが一つの大きな政策ではないのかなという気がするのです

けどね。そういう姿勢はとれないのかどうなのか。これは基本的な問題としてね、ご答弁いた

だきたいなという気がするのですが。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 質問の趣旨をこういうふうにとらえていいのかどうなのか

わかりませんけれども、保育料の金額をある程度低く抑えれば、少子化対策になるのではない

かという、こういうとらえ方でいいですか。 
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○委員長（及川 保君） 斎藤委員、どうですか。 

○委員（斎藤征信君） 大筋ではね。そういう機械的なものではないだろうと思いますが。 

○委員長（及川保君） どうぞ。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 町として保育料の関係については、それなりに配慮を現在

もしていますし、先ほど課長が答弁したとおり、ある程度の配慮は今後とも続けていきたいと

いうお話を答弁させていただいております。それで、総体的に少子化対策イコール保育所料金

が安ければ、それで済むだけではないなと。トータル的に白老町の少子化対策がどうなってい

るかを全体的に見なければならない問題だと思います。例えば、今回、寿幸園跡にファミリー

サポートセンターをし、子育て支援をやっているだとか、それから、保健師さんが全世帯に新

生児訪問に行って、お母さん方の悩みに対して懇切丁寧に話を聞きながら、子育てのしやすい

環境をつくっていると。こういったことも少子化対策の一環ではないかというふうに思ってい

ます。ですから、トータル的に見ていただいて、少子化対策をしていかなければならないもの

だろうというふうに理解をしております。ですから、そういう意味からすると、保育料の関係

もその一環としてのバランス性を考えながら進める必要があるというふうに考えておりますの

で、その辺は今後、課のほうから提出されるであろう保育料の改正案を見てご論議いただきた

いなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の保育料の考え方の中でですね、やはり私もいただいた資料の７と

いうものの 23 ページのところを見るとですね、平成 17 年度で年間平均 141 名ずつ、単純に割

ってですけどね、ゼロ歳から４歳までということで勘定すると 141 名。ところが平成 27 年にな

りますと、大体一年間に 115 名程度生まれてくると。単純計算ですけどね、これは。こういう

形になっていきますとですね、非常に子どもさんが少なくなって計算されている。この資料が

正しいか、正しくないかはね、また別の問題だと思うのです。果たして、この数字どおりにい

くのか。私の予想ではもっと減るのではないかなと、個人的には思っておりますけれども。そ

ういう中で、やはり斎藤委員もおっしゃっていましたけど、少子化対策の一環として、やっぱ

り保育料の値上げというのは、私は正直言ってあまり賛成ではない。むしろ、こういうような

状況の中でやっぱり生産人口を残していくということも非常に重要なことですし、また、まち

の中にですね、やはりこういう子ども達がいるということ自体がまちの活性化につながってい

くので、２人目は生んだけど３人目どうしようかというときに、それでは、もう１人生んでも

保育料安いから生んでみようかと、正直言ってですね、この改定案を見ましたらね、苫小牧市

と比べたら高いところでは１万円以上違いますよね。１万円違うということはね、新婚世帯と

か、子育てやっている世帯にとっては大きい金額かなと正直言って思います。ですから、やは

り今回の財政改革プログラムの中で、はっきり言って町民負担も必要だと思いますけれども、

そこの中で白老町としてここの部分だけは、先ほどから何回も言っていますように、ここだけ

はぜひ守ってほしいという一線は、私はどうしてもここなのですよね。それを守れないようで

あれば、白老のまちが暗くて寂しくてね、子どももいない、子どもの歓声も聞こえないまちに
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住みたいなんて誰も思わないのではないかと。そういうところだったら、やはり町民の皆さん

方もね、そこに税金をかけることには理解してくれるのではないかなと、私はそう思うのです

けども、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 先ほど山口行政対策室長もお話していましたが、保育料だけが

子育て支援なのかということでいうと、白老町としては子育て支援を今までも努力はしてきて

いるというふうに思っております。当然、お子さんが多くまちの中にいて、保育園ですとか、

幼稚園ですとか、そういうようなところに活気のある、にぎわいのある声が聞こえるというこ

とは、それは本当にまちにとっても、まちの活性化によく、いきいきとしたイメージを持てる

いいものであろうというふうには思っています。それでは、保育料をいくらにしたら、１人生

んでいる家庭が２人生み、３人生みになるのかというようなところで言いますとね、本当にい

くらであっても・・・。もちろん無料であれば・・・。ただ、無料であったとしても、お子さ

んをお持ちにならないところはならないでしょうし、保育料が高くてもやっぱりお子さんを何

人も抱えていらっしゃる家庭もありますのでね。その辺のところでは保育料だけが少子化対策

のと言われると、なかなかこちらとしても答弁が難しいところではあるのですが。ただ、でき

るだけまちにお子さんがいるように。ですので、３人目はもちろん国としては一割負担ですけ

ども、町としてはこれまでと同じように無料でというような考え方も今、案の中には入れなが

ら検討しておりますので、その辺のところもご理解をいただいて、検討をして数字を提示させ

ていただくまでお待ちいただければというふうに思いますが。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 子育てはそればかりではないというふうにおっしゃっていましたけれ

ども、最近、北海道内で限界集落ということが北海道新聞なんかで大きく紙面に載っていまし

たよね。はっきり言って、高齢化世帯ばかりで 10 年度には消滅してしまう集落がかなり多いと。

幸いなことにね、胆振管内はそういう集落が少ないのですけれども、それでは 20 年後、30 年

後は、そこの集落はあるのかといったら、ないだろうと。10 年後は大丈夫だけど、20 年後は保

障できない。こういう中でね、本当に真剣に考えていただいているのかなと。現実に白老町に

職場がありながらね、やはり苫小牧のほうが水道料安いから、家賃安いから、保育料安いから、

苫小牧に行きますという若い世帯がいっぱいいらっしゃるのですよね。それを私たちは直接耳

で聞いていますしね、もちろん役場の担当のほうも聞いていらっしゃると思うのですけども、

私は町長がね、子育てしやすいまちづくりをしたいというふうにおっしゃって確か５年前に立

候補されて、前回のときにも安心・安全のまちづくりとおっしゃっていましたよ。子どもに未

来を託すためと。ですから、もう答弁いりませんけれども、理解はできません。以上です。 

○委員長（及川 保君） 答弁はいいですか。よろしいですか。山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 改正はまだ提示していないのですよ。それで、今まで答弁

しているとおり、保育料そのものが子育てのすべての対策ではないかもしれないけども、それ

は一つの要因でもあるので、その辺は十分参酌しながら提案させていただきますというお話を
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させていただいていますので、全くやらないということを言っているのではなくて、国の基準

どおりやるという話をしているわけでもございません。そういうことでご理解をいただきたい

ということと、子ども課長が言っているのは、提案を見て、またご論議をお願いしたいという

ふうに言っておりますので、そういうことでご理解をお願いしたいということでございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。21 年度から 23 年度までは 300 万円ずつと一応予定

していますよね。それでこの 300 万円、単純にですね、保育園児というのは、資料にも出てい

るとおり、約 750 名ぐらいいるよと。そうですよね。そうすると、単純計算すると 300 万割る

750。無料の人もいるから一概には言えないけど、例えば、これを割れば 0.4 ということは 4,000

円になるわけですね。そうすると、私の頭の計算では 4,000 円になるよと。そうすると、月に

すれば 400 円弱。三百何十円という計算で。大よそ私はこういうふうに計算しているのだけど、

その辺の理解でいいかどうか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今の子どもの在籍数からいいますと、750 とおっしゃいました

よね。750 まではいないのです。大体、今、今年度で 250 名程度。町立と民間と合わせて 250

名程度ですので、簡単に言いますと、この表で言いますと負担は３倍ぐらいになるということ

になります。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは、８番終わっておりますので、78 ページ、９番、赤字会計に対する一般会計の財政

支援について質疑を行いたいと思います。ございます方はどうぞ。失礼しました。説明をお願

いします。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） ９番入る前に、先ほど大渕委員からご質問のあった退職

手当債の関係の答弁の保留についてですね、ちょっとお答えしたいのですが。76 ページの退職

手当債の活用の部分の上から５行目に、「この大量退職に伴う追加負担金約２億 9,000 万円を」

という、これを 22 年に負担するということになっておりまして、先ほどご質問のあった 55 ペ

ージの 22 年度のいわゆる控除した分、差し引いた分というのが２億 5,000 万円というお話をさ

せてもらいました。この違いはどうなのかというご質問だと思いますけど、76 ページに記載し

ております２億 9,000 万円というのは、この年に支払う追加負担金の見込み額ということで、

この追加負担金については、３年間に一度追加負担金を支払うということになっていますので、

３年間分の退職者の部分が入ってございます。それで 55 ページの部分につきましては、この２

億5,000 万円というのはあくまでもここで対策としてとった早期退職した職員 38 人分というこ

とで見込んだ２億 5,000 万円でございまして、55 ページの表 39 で掲げている、あくまでも対

策で早期退職を募集した 38 人分の退職の見込み額からその部分の追加負担金２億 5,000 万円を

差し引いたのでこの数字だよということで、いわゆる、対象が早期退職で募集した対策に伴う

ものなのか、それとも、単純にそれ以外の退職者も含めての追加負担金なのかという部分で、

その部分が 76 ページに示した２億9,000 万円ということになっているということでございます。 
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○委員長（及川 保君） 大渕委員、これについて。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、２億 9,000 万円の中には早期退職者の分も入っている

のですか。入っているのね。わかりました。 

○委員長（及川 保君） それでは、最後の部分について説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、最後でございます。78 ページ、９番、赤字会

計に対する一般会計の財政支援ということで、これにつきましては、一般会計で剰余分を出し

た部分からですね、赤字補てんのために追加繰り出しを計画的に行うというものでございます。

目標額については、以下の表の 70 のとおりでございますが、ちょっとここでミスがございまし

て、区分の一番下のその他のところで 28 年度 91 となってございますが、これも実はいわゆる

予備の部分、予備費ということで確保している部分ということで、これも歳出ということにな

るので、三角になります。申し訳ございません。ここに三角をちょっと書き込んでいただいて、

28 年度の合計額は三角の 694、６億 9,400 万円ということになります。さらに、その上段の目

標額の合計でございますが、44 億 1,100 万円が 45 億飛んで 200 万。4502 ということになりま

す。申し訳ございません。修正をお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。質疑のございます方どうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 特別会計の繰り出し、そして平成 20 年から 28 年まで予定の繰り出し

目を書かれている。特別会計というのは、その会計をわかりやすくするために、それから、そ

の事業に向かってそれぞれが努力をする、予算に対して努力をする。これが私は、特別会計の

意義があると思うのですが。もちろん財布の中は白老の財布ですから、後先書いても、書かな

くても、最後には繰り入れもしなければいけない場合もあります。そして、さらにですね、固

定資産税、町民税がピークから 12 億円あまりも落ちている、この現実を踏まえてですね、それ

もあるわけなのですが。最初から特別会計に繰り入れをずっとね、先の見通しまで繰り入れて

おくということは、入れた分間違いなく、先ほど言った、財布の中身が一つですから、一般会

計の経常費が削られますよね、少しずつ。ですから、先ほど私が言った、萩野中学校のマウン

ドね、野球のマウンドに土も入れなくなったと。削られるからですよね。それで、やっぱりこ

ういうことをやると、相当一般会計の経常費の中がどんどん削られていくのですが、こういう

目標を立てて一般会計と特別会計の区別の値があるのですかね。どう思っていますか。こうい

う繰り入れの長期見通しでずっと入れて。特別会計はやはり、先ほども言ったけれども、特別

会計なりの自助努力というのはあるわけですよね。例えば臨海部土地造成、それから港湾機能

整備、それから工業団地にしてもね、やはり赤字だからもう少し売らなければだめだ、高く売

らなければとこういう努力をするのが特別会計なのですよね。この辺の考え方はどうですかね。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 松田委員のおっしゃるとおりです。そのための特別会計で

ございます。その諸般の事情によって、それができないから一般会計から繰り出しをせざるを

得ないし、また、そういうものを計画していかざるを得ないということでございます。当然の

ことながら、特別会計ごとに種々工夫して赤字額がそこの会計で賄っていけるよということで
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あれば、当然これだけの繰り出しをしなくて済むわけでございますので、その辺は委員のおっ

しゃるとおりでございますし、会計ごとの自助努力を、これはこれとしてですね、日ごろから

やっていただくことが重要なことになるだろうというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が言いたいことはね、やっぱりいくら財政が厳しくて、再建団体転

落阻止だと、これに向かっていると言ってもですね、必要なものはやらなければならないと思

うのです。先ほどからくどいようだけど、萩野中学校の子どもらのクラブでやる野球のマウン

ドにね、その金も出せないのだというようなね。そして、みんなにお金出してくれと言って、

土買ってやるそうです。やっぱり必要なところには金は必要なのですよ。やらなければならな

いものは。ですから、やっぱり 10 年間繰り入れていくのだと、繰り入れてもいいのですよ、先

ほど言った、財布の中身一つ、困ればやりくりするのは当たり前。しかしながら、やっぱりど

うしても必要なところに、お金かけなければならないところにはやっぱり金をかけていくとい

うことも私は大事なことだと思うのです。その考えを聞けといったってあれだから、当たり前

の話しか出てこないと思うけどね。全くこれでは、夢も希望もないですよね。一般会計だって、

これだけ繰り入れたら、どうしても必要な経常費がこれだけ減るということなのだから。これ

は大変なことですよね。本当はこういうものを副町長や責任のある方から聞きたいと言ってい

たのはこういうことなのですよね、我々が言っている。 

○委員長（及川 保君） 松田委員ね、町長の出席する部分もきちんと今、設定しますのでね、

そのときに。ほかございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 単純なことをお伺いしたいのですけど、78 ページのこの表のところな

のですけど、まず１番目、22 年度の繰出額が１億 6,000 万円、前年度の５億 1,000 万円から急

に減っているのが、まずどうしてなのか。22 年度はどうしてこういうふうな少ない金額で、21

年度はこんなに多いのかということ。 

 それと工業団地会計なのですけれども、26 年度まではいいのですけど、27 年、28 年で２年

間ですね、８億 600 万円の繰り出しをするというのですよね。臨海部会計は 27 年度に３億円。

これはどういう考え方でこういう金額になっているのでしょうか。その辺ちょっとお伺いさせ

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） まず１点目のですね、22 年度の繰出額が極端に少ないと

いうご質問につきましては、これは先ほども出ましたとおり、一般会計から一般会計の赤字、

いわゆる対策をとることによって、一般会計の赤字を、まず不足額を補てんして、なおかつ剰

余分をこの繰出金に充てるということが前提になってございます。それで、22 年度の対策額が、

先ほど出ました退職手当組合への、追加負担金が２億 9,000 万円ございますので、その部分が

通常よりも多く支払わなければならないということで、この部分が効果額として減ってしまい

ますので、実際、繰り出しのほうに回る額が少なくなるということでございます。 

 それからもう一点。工業団地あるいは臨海部の後年度にかなりの多額の繰り出しになってい
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るけどどういうことかという部分でございますが、基本的にですね、いわゆる繰り出し分の財

源、これは別にルールがあるわけではございませんので、どれに充てても構わないということ

になります。ただし、早く赤字会計を減らしたいというのがまずは一つございます。それと、

もう一つはですね、工業団地と臨海部につきましては、実際、今、抱えている土地をすべて売

ったとしても、いわゆる赤字が出るという状況でございます。それで、まずはその必ず売れた

としても補てんしなければならない赤字額をまず最初に少しずつ埋めていきましょうと。そう

いう中で少しずつ土地も売れていけば、それは逆にカバーできると。それで、このプログラム

は、最終的に土地は安全パイといいますか、土地を売れない前提でつくっておりますので、そ

の部分が最後にやはり売れなければ、後年度にこのぐらいの繰り出しをして、その土地の赤字

分も埋めてしまおうという考えの中でこのような数値になっております。以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、臨海部と工業団地について４億円とか３億円とか出

ていますけども、実際に売れてしまったら、ここはなくなると、そういうふうに単純に考えて

よろしいということですね。わかりました。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは、本日の全日程につきまして、すべて終了いたしました。引き続いて、議会の自由

討議ですね。きょうが三回目になりますけども、実施したいと思います。 

 説明員の皆さん、ご苦労さまでした。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時２５分 

                                         

再開 午後 ４時３７分 

○委員長（及川 保君） 少し時間が早いのですが、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 これ以降は、議員同士の自由討議という形で、きょうが３回目になりますけども、皆さんの

活発な討議を期待したいと思います。 

本日の歳入の部分の一般会計、あすは特別会計をやりますけども、本日は一般会計の歳入の

部分での自由討議を行いたいと思います。どこからでもよろしいです。ございませんか。それ

では、歳入の確保から本日は始めたのですが、一つ一つ区切ってやりましょうか。69 ページの

歳入。70 ページまでかかっていますけども。71 ページの中段まで。歳入の部分で私はこう考え

る、こう思っているというようなことがありましたらお願いいたします。１番、収納率の向上。

町はこういう考え方でいくという説明がありました。それで、議論もされました。他の町村と

比較しても滞納繰越の部分が非常に低いなという質疑もございましたね。この部分ではござい

ませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 緊急対策会議のことについても話されたのだけども、本当にどういう

メンバーでどういう形で話されているのか、よく見えなかったのだけどね。今までも、この向

上対策は随分言われてきて、一生懸命やってきたはずなのですよね。そして、ある一定の成果

をあげてきたというのは事実ですよね。その上にさらに対策会議を開けばね、何らかの方針が、
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方向が出てくるのか、すごく心配なのですよ。毎年これだけの、何百万かの収納向上が図れる

のかどうなのかとね。本当にきょうの話では、あまり明るい展望というのはなかったような気

もするのですけどね。このあたり、皆さんどういうふうに考えましたかね。やはり、私も本当

にこの滞納繰越分の白老町の低さというのが何なのかとね。確かに白老町の経済的には苦しい

部分が多いということはよくわかっているのですけども、それにしても、ほかのまちとこれだ

け違うというのは、倍ぐらい違うというのはね、相当の金額になるわけでしょう。ここの部分

を本当に向上できれば、相当な改善ができるなという気がするのですけどね。これが今までも

手を抜いて、こういう数字になっていたはずではないはずですよね。毎回、議会の中でその部

分については、決算のときなんかも相当やっているわけですから。どうしてこういうふうにな

ったのかね。現年度優先というような答えが出ていたけどもね。それだけはないだろうなと。

だから、本当にこれが現実的な数字なのかどうなのかというのは、ちょっと疑わしいなという

感じがしてしようがないのですけどね。 

○委員長（及川 保君） 皆さんも今の収納対策についてはどうでしょうか。15 番、吉田和子

委員。 

○委員（吉田和子君） 私、一番最初に言いましたように、対策会議とかいろいろなものを持

つのはいいのですけれども、さっき斎藤委員も私も朝、言いましたけど、いろいろなことをず

っと言われてきて、具体性がないのですよね。どうしていくのかという。現年度分の 0.5％ア

ップを目指すと、滞納繰越分は１％目指すと、それでは、金額でどれぐらい違うのか。私はこ

れ、金額できちんと示して、そしてチェックポイントをきちんとしていくべきだというふうに

思います。その辺をきちんとしないと、なんか集まって、この間聞いたようにね、全体のこと

を会議でちゃんとチェックしているのかといったらしていない、各担当課ごとですと。それで

は、何のための全体の庁内の会議なのというようなね、ちょっと首をかしげるような現状があ

るわけですから、本当に職員数が少なくなった中で新たなそういう会議を立ち上げるというの

はすごい負担だと思うのですよ。ですからやっぱり内容のある、それから実効性のある、そし

て成果の出せる、そういった会議の持ち方をきちんとやってもらいたいというふうに思います。 

 それともう一点ね。私これ、対策の内容が枠の中にありますよね。これをずっと見ていった

のですけど、一番大事な、町民が一番知りたい部分を、まだちゃんと検討して言えない状況に

なっているというのが、私ちょっとね、行政サービス制限の実施とありますよね。これはもし、

滞納したりしたら、何かきっとペナルティーがかけられるのかなと思うのですけど、こういっ

た部分をきちんと明確にしないと、こうやってやったらサービスがされなくなるのですよとい

うようなことだけがぼんと出てきてしまってね。何カ所かそういうのがあるのですけど、やっ

ぱり具体的にきちんと町民に納得できる説明をできるような形を早くね。もう来月の早々に町

はやるのですよね、説明会ね。それで、議会が今ここまで来て、この説明でまだ何をするかは

具体的な実施状況についてはなっていないという話を言っていましたよね。私、こういうこと

はね、やっぱり町民が一番関心を持つことだと思うのです、この中では。何がサービス制限さ

れるのだろうと不安に思うこと。それでなくても、いろいろな値上げの中で制限だけがぽんと
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出てきてしまうと何なのだろうと不安を持つと思うのですよ。だから、きちんと具体的に示す

べきだと思います、同時に。出すときには、ある程度のことはきちんと。町民はこのまますっ

と受けてしまうのですよ。だから、それをきちんとやっぱり示すべきだというふうに私は思う

のですけども。 

○委員長（及川 保君） なるほどね。かなり心配な部分なのですね。質疑の中で問いただし

てほしかったですね。当然、機会はありますから。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の件ですけどね。行政サービスの制限、これは要するに法的措置と

れない部分、水道なら水道を止めるという意味でしょう。 

○委員長（及川 保君） それはまた別個にありますからね。それとほかに何かあるはずなの

ですよ。その辺を皆さん、聞き漏らしていますから。別途またやりますから。２番、前田博之

委員。 

○委員（前田博之君） この行政サービスの制限の実施について、今、吉田委員からありまし

たけど、私も本当は質問しようと思ったけど、あまり質問しても何だなと思ったのですけど。

これですね、一つのほうとすれば、仮に公営住宅に入りたいよと言った人は、税金納めていな

ければ、まず申請できないのですよ。そういう制限とかあるのです。ただ、もっと具体的にい

うと、ここで言っている収納率を強化したときに、公営住宅に入っている人がだよ、一つの例

ですよ、税金納めないで、払わないで、この強制措置をされたときに、今度逆にそうしたら、

ほかに町税があった場合とか、その兼ね合いというのが出てくるのですよ。だから、その辺を

やっぱりちゃんと整理しておかないと。それでは、住宅料は強制措置したけども、税金は国税

措置法でやられるから、それは差し押さえされるのだけど、それでは、どっちを優先するとか

ね。出て行くのだけど、税金は払わないでそのままだよとかね、いろいろあるから。ほかにい

ろいろな行政サービスってあるのです。保育料にも逆に・・・。だから、そういうことを今、

話したけども、ある程度やっぱり多分持っていると思いますけど、具体的に整理をしておかな

いとだめだと思います。 

○委員長（及川 保君） 水道料から何から全部絡んでいるのだよね。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今のは、そのとおりだと思うのですね。ただね、今、僕はすごく危険

だなと思うのは、ここに書いている法的措置と給水停止というのが収納率を上げるための最後

の手段になっているのです。だから、これが多用されるとね、どんどん使われると、それで収

納率を上げようというふうに考えてしまうとそれではなかったら上がらなくなるでしょう、今

度。ことしより来年、来年より再来年厳しくなる。いや、同じ量しか上げていないから厳しく

はならないのかもしれないけど、実際としては、払っていない人がいれば、そういう措置を多

用することに、多く使うことになると思うのです。ここはね、気をつけないと僕はやっぱり生

存権の問題、それから、憲法第 25 条でね、文化的で最低限度の生活を営む権利を有するという

部分に今度引っかかってくると思うのですよ。もちろん悪質滞納者についてはやらなくてはい

けないけれども、そうでない部分に波及していくとね、収納率向上だけでやるとね、僕はやっ

ぱり非常に危険な側面を持っているのではないかなと。それはやっぱり議会としてはね、一度
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はどこかの場で言っておかなくてはいけない部分ではないのかなと私は思いますけど。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） それで私、前回、住宅使用料とか学校給食の部分については要綱でき

ていましたけどどうですかということでね、今、大渕委員言ったことは当然ですよ、それを前

提にして私はしゃべっていますから、そうすると、今言ったように、収納緊急対策会議がただ

入っているのだけど、そのときに本当にすぐ上の決裁で実行できるかどうかという問題なので

すよ、これね。それと、要綱をそういう部分で今言ったように、水道の場合はいろいろ皆さん

質問しているから聞いていると思いますけど、行政サービスの制限についてもね、ある程度や

っぱりそういう要綱の中でですね、議会もチェックできるようにやっていけばある程度セーブ

できるのかなと思っていますよ。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 前にあった話だけども、いろいろな料金がこうやってストップさせて

しまう家庭というのは一つだけではなくて、あらゆるものが滞納されていく。それで、何とか

ならないかと言ったら、１万円持ってきたと。それでは、それをどういうふうにするかといっ

たら、役場で振り分けをして大事なところから埋めていくと。その大事なところというのは何

なのかとね。これは生活権の問題で、本当に水道料金なんか止められないようにしなければ、

あしたからすぐ生きていけなくなってしまうわけだから。そういう部分のあれというのはきち

んとしなければならないということが一つね。 

 それから、きょうの話の中で悪質滞納者って、そういう言葉というのはあまり私は好きでは

ないのだけども、払えるのに払わないという家庭や何かが、そういう家もいろいろと理由をつ

けて、例えば給食なんかは義務教育だからただでいいのだろうと、だから払わないのだと胸を

張って言うというね、最近そういう状況が出ているのだけども。今、意見の違いやら何やらも

含めて、払えるのに払わない家庭だとか、悪質な家庭だとかというね、そういうものの整備が

きちんとされていないとさっき話をしたよね。まだ、全部それがと。だけども、今までそれを

ずっと言われてきてね、本当にそれがつかめないのかどうなのか。まず、そこが基本ではない

かと思うのですよね。本当に貧しくて払えないのかね、払えるのに払わないのか。そこのとこ

ろをどうやって押さえるかと、これが運営上の一番の基本ではないかと思うのだけども。それ

が今ね、まだそれはきちんとつかまれていませんなんていうような、そんな答弁というのはな

いような気がするのですよ。その辺もっとはっきりしなければならないなと思うのですけどね。 

○委員長（及川 保君） 確かにね。この件については、もう本当に長年ですよね、毎回、決

算では提言してきているのだよね。６番、鈴木宏征委員。 

○委員（鈴木宏征君） 収入の確保の一番最初に、収納率の向上とあるのだけども、やっぱり

住民に負担をお願いするときにね、これからいろいろな、きょう、この後にいろいろな固定資

産税だとか国保税だとかいろいろな税金が負担になってきますよね。ところが、全会計の滞納

額を足すと 10 億円以上はありますよね。そうしますと、この滞納さえなければ、この対策って

いらないのではないですか。だから、ここのところは非常にね、町のほうもきちんと説明しな
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ければ、負担をお願いするところの一番ネックになるのはね、この収納率の向上だと思います

よ。やっぱり、ここのところの説明をきちんとしないと、負担をお願いするところで、何で滞

納している人の滞納をきちんとしないのだと。それさえすれば、おれたち、この負担しなくて

もいいのではないかみたいな話になったときに、非常に行政としては困ると思うのですよ。で

すから、ここのところの理論武装というのは非常に僕、大事だと思っているのですよ。僕はこ

の町の収納率がですね、やっぱりすごい努力して、今この大変な社会情勢の中で収納している

と思うのですよ。思うのですが、一方では、先ほど言ったように、車を何台も持っていて、家

庭に一人ずつ携帯を持っているような家庭の人がですね、滞納しているのも事実なのですよ。

だから、やっぱりそういう人たちに対するペナルティーみたいなものをきちんとやっていかな

いと、やっぱり払うほうは非常に不公平感って逆に感じると思います。やっぱりそこはきちん

とやるのだという姿勢を見せていかないと、なかなか次の住民の負担のところの説明をすると

きに非常に苦しいのではないかと思いますので、やはり、もっとここは本当に力を入れて、こ

れから滞納処理をこういうふうに厳しくやるのだという部分を前面にぼんぼんと出していかな

いと、なかなか次のところで負担をお願いするという部分では非常に難しい項目なので、ここ

はもっともっと力を入れて厳しく、そういう本当に取れるところから取るのだという姿勢をや

っぱり貫かないと厳しいと思いますので、これは非常に大事なところだと僕は思っています。 

○委員長（及川 保君） 全会計のね。何ぼほかのところで穴埋めしようとしたって追いつか

ないわけだよね、結局は。皆さんの不信感も本当は説明員のいる中でやってほしかったのだけ

ど、次の機会にまた、これはきちんとやりましょう。皆さん模範的にこうやっているのだけど

も、よろしいですか、今のこの部分での。いいですね。 

 それでは次に進みましょう。使用料・手数料はオーケーですね。オーケーと言いますか、今、

総務でやっていますから。72 ページ、３番の下水道使用料の見直しですね。この部分について

はいかがでしょうか。いろいろな自由な意見を出してください。21 年度予定としては今 13％、

25 年度 10％という、こういう今、一応予定として示されました。特にございませんか。疑問点

なんかも、きょう出されましたよね。 

 それでは次へ進みます。４ 番、町有財産の売却。これは結構出そうな感じかな。どうですか。

ここのいろいろ意見出されたところなのですが、きょう、意見述べられていない方、もし何か

ありましたら、ここで聞かせていただければありがたいなと思います。ございませんね。 

 それでは次へ進みます。73 ページ、超過課税。これは法人、固定資産税、大きくこの２つで

すね。まず法人町民税ですけども、皆さんもいろいろと意見を出されていますから、この非常

に厳しい物価高の、先のことはまだまだわかりませんね、これは。こんな中で企業が存続して

いけるのかと非常にそういう心配も皆さんされていましたけどもね。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） ここの件に関しましては、僕は先ほど意見の場で述べていないのです

けども、皆さんのいろいろな意見を聞きながら考えたときに、例えば水道料金だとか、この前

段の収入増の部分に関してはね、使わなかったら済むというものですよね、変な話。でも、本

当にこの固定資産税というのは、先ほど同僚委員も言っていましたけども、自分がいくら努力
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して何をしようがしまいが、収入がなかろうがあろうが、そこから持っていかれる部分ですよ

ね、この部分に関しては。だから、今回この財政改革プログラムをつくるのは大事なことだと

僕は思っています。思っているけども、町民がこれに耐えられるだけの体力があるかないか。

だから、町民を殺してでもまちを残そうとするのかね、それとも、町民を生かしながら、こう

いう改革プログラムを、手をつけていかなければいけないということになると、ここの固定資

産税という見方というのは、本当に僕は大事な部分だと思うのですよね。それで、確かにこの

財政改革プログラムをつくる上ではね、先ほど大黒主幹も言っていましたけども、本当にもう

どうしようもないような部分なのだというような言い方をしていたけどね。だけど、ここの部

分に関しては本当にもうちょっと何かいろいろな意見を出し合いながら、ここのパーセンテー

ジを少しでも下げられるような対策がとれないのかどうかということは、何らかのやっぱり対

策を講じるべき問題がここにあるのではないのかなと私は思いました。本当に弱者と言われる、

例えば本当に最低年金で暮らしている方々にとってもね、財産があるためにというか、家を持

っているがためにね、なおかつ、そこからまた、今、すべて持っていかれてしまうみたいな話

になったときに本当に生活していけるだけの体力がそこに残るのか残らないのか。そこは本当

に真剣に考えていかなかったらならないと僕は思いました。 

○委員長（及川 保君） そうですね。今、氏家委員の意見がありましたけどもね。今、２人

でそろってお元気でおられる方々はまだあれなのですけども、もう１人になって、さらに一軒

家に住まれている方が本当に多くなっているのですよね。だから、その方々のことを思うとね。

遺族年金で暮らさなければいけないという部分、当然あるでしょうしね。いや、本当にもう少

し血の通った状況にできないものかね。これは松田委員の先ほどの部分にもつながってくるの

ですけどね。どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどね、滞納の部分も話が出ていたけども、そこさえなければ、こ

ういったところまで手をつけなくても本当に済むのだろうなと思うぐらいね。ただそれを今言

ったところでもうどうしようもないのですよ、はっきり言ってね。そこはしっかりまたこれか

ら取り組んでいかなければいけない部分なのでしょうけども。ただこれが決まってしまったら、

もう完全に本当にそれこそ収入のないところ、ないといったって、本当にわずかな収入の中か

ら今まで以上に持っていかれる。固定した部分になってしまうのでね。だから、この部分に関

しては本当にやっぱり僕たちは真剣に考えていかなければいけない部分なのだなと。 

○委員長（及川 保君） そうだね。それでも白老に住みたいという人もおるわけですからね。 

○委員（氏家裕治君） どこに出て行ってもですね、これぐらいの税金は取られますみたいな

話になったときにはね、それはもうどうしようもないですからね。でも、今まで白老町を支え

てくれていた人方が、今、白老町に厳然として生きていてね、今、その人方に対しての、本当

に努力しようのない部分でしょう、それは。それでは、それを売ってね、あなたたちどこか行

きなさいみたいな話になってしまっているのですよ。そこまでは言えないだろうと。だから、

そういった、ここまでやっても体力のある人方が白老町にどれだけいるのかということも真剣

に議論しなければいけないけども。その辺はやっぱり本当に真剣に考えなければいけない部分
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だろうなと思いました。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、どうぞ。 

○委員（前田博之君） 法人町民税の超過課税ね。固定資産税の超過課税。こういう案が出て

きていますけども、トータル的にいけばね、仮にここである程度率を下げたりして何しても、

どこかでやっぱり調整とらなくてはだめなのですよ。だめだ、だめだと言われても。ただ、今、

氏家委員も話があったけども、法人町民税の人は工場を持ったり何かしているのですよね。生

産しますから、する人は。そうすると、その下は土地で固定資産税の土地代かかる、機械があ

れば償却資産かかるから、ここで言っている、今こういう白老の状況があるときに、こういう

人方が頑張ってもらわなければ困るのですよ。それなのに三重苦が来るような部分があるから。

美しい言葉ではないけども、やっぱり我々もうちょっとね、別な収入源を求めるようなどこか

あるか、あるいは事業を縮小するとかね、そういうことをはっきり議論していかないと。それ

は当然、理事者と合わせていかないと、やっぱりこの辺ちょっとね。そして、法人町民税でも

結構、地元の頑張っている企業がかなり払っているところあるのですよね。だから、そういう

部分が若干不満なんかを持ってくるとね、地元の企業努力というかな、企業にやっぱり影響あ

りますのでね。やっぱり議会としても忌憚のない議論する必要があるのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） そのとおりだと思いますね。６番、鈴木委員、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 今、皆さんの意見を聞いていてですね、先ほどもちょっと言ったので

すが、やっぱり今、町の計画というのは 10 年スパンですよね。だからやっぱり、その 10 年ス

パンで本当に皆さん、それでいいのかと。もう 10 年スパンが決まってしまったような感覚で、

向こうで私たちの計画は 10 年だという。 

○委員長（及川 保君） 鈴木委員ね、この 10 年のスパンというのは国が示している、合わせ

ているものだから。これは前回の委員会の中で説明ありましたよね。 

○委員（鈴木宏征君） いや、そうではないですよ。合わせているから 10 年以上は延ばせない

ということではないのですよ。 

○委員長（及川 保君） 規定で決まっている、何かそんな説明だったのですよね。 

○委員（鈴木宏征君） 違う。決まっているのは、７年とかというのがですね、健全化団体だ

か何かになったら７年とかってあるのだけども、うちはそういうところではないところで推移

するから、そういうところに何年でやりなさいというものはないという話だったのです。それ

で、10 年スパンだから、やっぱりこれだけ負担が必要になってくるわけですよ。だから、それ

を 15 年とか 20 年とかに延ばせばね、もっと負担が軽くなりますよね。もしかしたら、今みた

いな法人町民税ですか、そういうものは本当に少ないですから、そんなものは本当に見なくて

もいいかもしれませんよね、逆に考えればですよ。そちらは上げなくても、負担増やさなくて

もいいかもしれない。固定資産税だって一気に 20％上げるのではなくて、緩やかにですね、先

ほど誰かも言っていましたけど、緩やかにもっと 10％ぐらいの率で上げてもクリアできるかも

しれないではないですか。やっぱり、そういう 10 年というふうなことで今、固定して考えてい

るからそういう話になるのだと思うのですよ。だから、15 年とか 20 年になったときに、それ



 - 73 - 

では、この負担にどういうふうになるのだという、そういうものをやっぱりやってみて、そし

て、これだとこんな負担もいらないのではないかみたいな話、ここまで負担を求めなくてもい

いのではないかみたいな話をしていかないとですね、きっと今の話につながっていかないと思

うのですよ。やっぱり 10 年でやるのなら、どうしてもこの負担が必要なのだと。だからという

数字を出してきているわけですから。これを、負担を少なくとか、負担をなくするためには、

前田委員が言ったようにですね、別な財源を見つけてくるか、それか、10 年というスパンを 15

年とか 20 年のスパンで考えると、そういう方法しか僕はないと思うので、やっぱりそこら辺を

議論していただいて、やっぱり町民の負担を少なくするとなれば、やっぱりそこら辺の議論は

大事かなと僕は思うのですよね。 

○委員長（及川 保君） 鈴木委員の今のスパンの話が出ているのですよ。鈴木委員は前回か

ら実は町にただしているのですけどね。だけど明解な答弁をいただいていないというのが実は

現状でして。ほかの皆さんどういうふうに、これについてはありますか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうできれば私もいいと思います。ただ、24、25 を見ますとね、今の

対応策をとらない限り、今度は財政再生団体になる可能性が出てきますよね。まだ決まってい

ないところが若干ありますけれどもね。一つそこのネックがあると思いますね。それをクリア

した後に延ばすというのなら話わかりますけれども、そうでないとそこの部分をどうされるの

か、どうするのかということが一つ出ると思います。 

 それと、法人町民税の関係なのですけどね。現時点で見たら、そういう今、皆さんがおっし

ゃったことを言えると思うのですけど、180 町村のうちね、やっていないのは７町村なのです

よ。昔のことを言うなと言ったら、それでだめだけどね。議会だって何回も取り上げているの

ですよ、やれと。そういうことが問題にならないことが僕はおかしいと思うのですよ。だって、

180 のうちね、やっていないところ７つしかないと。それだって、沼田、長沼、初山別、下川、

当麻、鵡川、白老ですよ。人口考えてみてくださいよ。ですから、私はやっぱりね、こういう

ところ。いや、また前の話をしたらだめだというから、だめかどうかわからないけどね、僕は

やっぱりそういう視点がないと違うことになってくるのかなということが一つあるのですよ。

それで、法人町民税の場合は言われたとおりです。対応策がなければ、これは下げると言った

って下げようがないのですよ。ですから、どなたかもおっしゃいましたけれども、私はやっぱ

り政策的転換が必要だと、私は述べているのです。それは今の段階ではね、まだ議会としての

意思は固まっていないわけですから、私はやっぱりそういう政策的転換がね、少なくてもこれ

に変われる部分があるのではないかと私は思っております。ですから、そういうふうな議論に

なっていかないと、これはやっぱりおっしゃられたとおり対応策がなくて、いくら高いからだ

めだと言ってみても難しいです。 

 ただね、僕は、皆さんおっしゃっている、今回、期限は切らなかったけれども、少なくても

３年ぐらいで見直すということが町の口から出たというのはね、これはやっぱり、きょうの議

論の、僕はね、すごい大きな成果だと。これは怒られる。 

○委員長（及川 保君） これ町長と多分ね、大変な状況になりますよ。 
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○委員（大渕紀夫君） そうなるとは思うけど、少なくても言質取ったと。議事録に残る公式

発言ですからね。ですから、私はやっぱりそういう点で言えばね、今、松田委員言ったように

そのとおりだし、対応策なかったらだめになるのだから、僕はやっぱりそういうことで言えば、

対応策をきちんと議会で出せばいい。 

○委員長（及川 保君） そのとおりだね。本当に皆さんの言われていることがね、議会とし

てやっぱりこれに対案できるぐらいのものを示さないと何の説得力もないのですよ。結局、こ

れでやるしかないということになりますからね。６番、鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 大渕委員の今の話と相反する部分もあるかもしれないのですが。私も

法人町民税とかをやったらだめだとかという話ではなくて、やっぱりタイミングだと思うので

すよ。21 年の４月からですか、３月決算と言いましたから。３月、４月になんでもかんでもで

すよね。今回、対策するものについては全部一緒に上がるわけですよ。こういうタイミングで

いいのかどうかという話を僕はしているのですよ。ですから、今まで上がってこなかったのだ

から、今こういう状況なのだから、なんでもかんでも上げてもいいというそういう考え方でや

るとですね、本当に三重苦でないのですけども、これもこれもこれもかと、みんなこういうふ

うになってしまいますよね。だから、それは将来的には上げる必要はあるかもしれないのだけ

ども、どうしてもこの時期でないとだめなのかという部分もやっぱり考えてですね、やっぱり

対策を考えないと企業だって生き物ですから、そんなに税金高いとですね、本社がどこかへ移

ったほうがいいとかいろいろ企業って考えますよね。そうなったら、どこが不利益をこうむる

かと言ったら、本社が移ることによってですね、やっぱり本社機能がある法人のところがです

ね、税金が本社のほうに行ってしまいますよね。やっぱり、そういうことも全体を考えてやら

ないと、対策はそこで対策を講じないとだめなのだから、絶対そこでないとだめという話にな

ってしまうと、やっぱりタイミングってあるのではないかなと。全道で７つしかないかもしれ

ないけども、やっていないところが。何で、それでは、21 年３月から用意ドンで全部この対策

をしないとだめなのだというそういうところもやっぱり考えないと、やっぱり企業だって、今

言ったように、ここでたくさん働いている町民がいるわけですよね。ここで頑張ってもらわな

いと。それでなくても生産人口少なくなっているわけですから、ここが頑張ってもらわないと

白老町は生きていけないのに、やっぱりそういうところも考えていかないとだめかなと。やっ

ぱり上げるタイミングというのもあるのではないかなというふうに考えますし、さっき言った

ように 24、25 年がピークですから、それをクリアするための対策というのは絶対これは、僕も

さっきも言っていたのですが、これは一つ目標として必要ですよね。その後でもいいですけど

も、やっぱりそういうめり張りのきいたですね、もうずっと 10 年間そういうふうにいくのでは

なくて、やっぱり時限立法みたいな、ここまでは３％なのだけど、ここへ行ったら 1.5 にする

よとかですね、そういう対策も一つ必要ではないかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 僕もちょっと今、大渕委員が言われたことと相反する話になってしま

うのかもしれないけども。僕も今までずっとこういう形の中で収入のことでもって話を聞いて
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いく中で、固定資産税だとかいろいろなことの中でね、これ以上町民をいじめてどうするのだ

みたいな話だと自分では思っているのです。ただそれを、それでは、防ぐためには政策転換が

必要になってくるだろうという話になったときに、今の白老町って、この経済活動をストップ

したら成り立たないと思うのです。いくらこういったプログラムをつくったとしてもね。やっ

ぱりこの経済活動、法人の方々にやっぱり、今、鈴木委員が言われたとおり、頑張ってもらわ

なければいけない。そのために例えばいろいろな投資をしている会社もあるでしょうしね。そ

して、進出した企業もあるでしょう。この辺のバランスをやっぱり考えなければいけないと思

うのですよ。ですから、政策転換というのがどこまでの範囲の政策転換のことを大渕委員が言

われたのかはちょっとわからないけども、ある一面ではね、部分的にはそういった部分も考え

られるのかなと思うけども、今の経済活動だけはやはり、それにしたって今、右肩下がりで下

降ぎみですよ、はっきり言ったらね。でも、それを何とか維持しながらでもバランスをもって

こういったプログラムの一つ一つに取り組んでいかなければいけないのだろうと私は思います。 

○委員長（及川 保君） 全くそのとおりだと思うね。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） もうちょっと具体的に言えばですね、例えば法人町民税の関係でもそ

うなのですけれども、固定資産税も同じなのですけどね。私が言っている政策転換というのは、

予算委員会で出させてもらった政策転換のことですよ。これははっきりしています。ですから、

例えば法人町民税を上げないとしても、それはそれなりの対策が必要なのですよ。上げない分

だけの対策が必要ですよね。それで、同時に町民の場合は、今のままでいったらですよ、固定

資産税も下水道料金も使用料も保育所料金も全部上がるわけです。いくつも上がるわけですよ。

ですから、私は町民にそれだけ多くの負担がかかるのであれば、また、皆さんがおっしゃるよ

うに、本当に今、法人の方々がそういう形で白老で人を雇用してね、もっとやっていこうとす

るならば、やはりそこが抜け落ちてもやれるだけの対案がなければ私は議論にならないのでは

ないかなということなのです。ですから、法人の場合は確かに三重苦ということで３つになる

かもしれません。しかし、町民はもっともっとあるのですよ、たくさん。ですから、私が言っ

ているのは、そういうことを解決するには、今の案というのは法人町民税も固定資産税も取っ

てこれだけだということだから。そうなれば、私はやっぱり、そういうことを考えて対案をき

ちんと示さないとだめだろうし、それがなければ、やっぱり説得力が、議会としての説得力が

なくなるのではないのかなと。そうしたら 2,000 万は、例えば対案だから落とすとしたら、そ

れでは、どういう対応策をとるのかということが迫られますよ、直接。やっぱりそういう議論

になっていかないとね、だめではないのかなと思うのです。 

○委員長（及川 保君） ただ高いとか、上げるとかということではだめなのですよ。それは

皆さん理解していただけますよね。15 番、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 無理のある話なのかもしれませんけども、前田委員がさっき質問しま

したよね、財産の売却対策 15 億 9,000 万円の対策がプログラムには載っていないですねと。そ

れはね、この比率には関係ないからプログラムには載ってこないということだったのですけど。

でも、町民説明会があったときに、議会もそうでしたけど、この 15 億 9,000 万円の土地が本当
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に 20 年度の間に売れなければならないのだという、何か目の色が変わったというかね、すごい

決意で何かをしなければというものがあったと思うのです。それがすぽんと飛んだような気が

するのですよね。それで、最後にありましたけども、特別会計のところに年間４億とか、多い

時は７億のお金を一般財源から繰り入れなければならないという。もしかしたらこの土地がね、

別かもしれないけど、でも、現金として入ってくるわけですから、そういったものの対策、対

案になるかどうかわからないのですけど、行政側もすっかりそれが飛んでしまって、すごい心

配な部分が抜けてしまってぽんと穴が開いているような気がするのです、私にすると。これを

やっぱりもう一度ね、議会もそうなのですけど、やっぱりこれをしっかりとどういうふうに。

だって、20 年で売ると言って、やると言ったのですから。やると説明をしたのですから、これ

を何とかせにゃいかんではないですけど、何とか議会側も必死になって、このことはね、きち

んとやっぱり。前田委員が言ったとき、それは比率に関係ないという感じですっとよけていく

ような感じがありましたけど、私は、それはやっぱりね、もっともっと徹底して議論して、売

れると言ったものは売るべきだと。20 年度で売れると言ったではないかということはもう一回

きちんと再度そのことを確認しながらやっていくべきかなというふうにはちょっと思っていた

のですけども。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 今、特別会計のほうまでいってしまったのですけども、特別会計の議

論ではやっぱりそういうことが必要だと僕も思っています。それで、やっぱりさっき、これを

やめたときに収入をどうするかと言っていましたけども、もし、ここで臨港だとかですね、工

業団地 5,000 万でも売れるというふうに出たら、ここで足したら１億ですよね。１億の収入っ

て出てきますよね。そうすると、１億分の町民の負担というのが減ることができますよね。や

っぱりそういう議論ってしていかないと。減らないということはよくわかります。あとは私の

言ったように延期するというね、10 年を 15 年で延期すれば。やっぱりそういう対案を出して

いかないと、なかなか行政側もうんと言わないと思いますよ。今言ったように、このまま行っ

てしまうと思います。そして、やっぱりその議論の中ではですね、僕もぽんと抜けたときにね、

この部分で努力しなくてもいいというような部分がね、行政の楽になる部分が一つぽんと出て

しまってですね、それでは、この部分は何もしないのかみたいな話になってしまいますよね。

あなた方、この売る努力って、この間何も考えないのとそういうふうに思わされるのでね。や

っぱりここら辺はね、特別会計入ったときに、あしたですか、やっぱり議論して、これをやり

とりしていくと、さっき言った、こちらで減らす財源がどこかで見えてくるかもしれませんの

で、あした、大いにしたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） そうですね。期待しています。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の特別会計の部分なのですけども、これは９番に飛んでしまったら

だめなのですかね。赤字会計に対する一般会計の財政支援。 

○委員長（及川 保君） ちょっと待ってください。ほかありませんか。 

 それでは次に進みましょう。固定資産税の部分はいいですね。６番の退職手当債ですね。こ
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れまた大きな部分なのですけども、ここで何か皆さん、自由な意見ありますか。大体もう終わ

ってしまっていますよね。それでは保育料にいきましょう。７番、保育料の改正。ここもいろ

いろと意見出されましたけどね。 

 午前中に終えた８番、国民健康保険税の改正についてはいかがでしょうか。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） これは、あしたやるのですよね。 

○委員長（及川 保君） そうです。 

○委員（前田博之君） 私、この 78 ページで言いましたけども、全然、改定の額って見ていな

いのですよね。ですから、当然さっきの説明でいけば、想定された額というのは出せるはずな

のですよ。それによって何割を計上するかどうかということを議論していかないと、ここでま

るっきり現時点で目標定めないということは、次の 79 ページまるっきり議論できないのですよ。

ただ数字の出入りだけの話なのですよ。示していないから。あしたやりますけどね。やっぱり

そういう部分は、今、鈴木委員から意見出ていましたけど、特別会計なんかはかなり厳しくや

っていかないとね。松田委員も話していましたけど、全部一般会計でしりぬぐいしてしまって

ね、一般会計何もできないという話になってしまうから。やっぱり独立採算制が原則ですから。 

 そして、先ほどの土地のほうに戻るのだけど。きのう、おとといかな、議会でやって、繰上

充用みんな土地を売ることになっているのですよね。そして、財政改革プログラムには一切書

いていない。それはやりくりの話だからへ理屈になるのだけど。だけど、財政改革プログラム

では一切土地はもう売りませんと言っているのに、繰上充用では土地を財源にしているのです

よ。だから、そういう部分では矛盾出るのですよ、会計運営上は。だから、そういうことをや

っぱり意識してやる必要があるのかなと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） そうですね。最後になりますけども、これも今、議論されましたね。

ごめんなさい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田ですけれども。ここのところで言われている追加繰り出しのとこ

ろですけども、27 年、28 年度で、工業団地と臨海部で、工業団地は８億 600 万円ですか、臨海

部は４億円ですか。ところがこれ全体を見ますとですね、まるっきり売れなくてもいいという

形で繰り出しするという形で書いているのですよね、計画では。売れればと言っていますけれ

ども、本当にね、売る気がないように。私、申し訳ないですけど、もし、町民の立場でこれを

見させていただいたら、これ売る気ないのだろうとしか見えないのですよ、どう考えてもね。

だから、やはり帳面上でただ合わせているのでしょうけれども、でも、これを見たらそういう

ふうな。それでは、ほかのところ、これを見たらね、この土地を具体的にどういう計画で売り

ますというのが特にないのですよね、特別会計のほうで。だから、ここまでこうやって出すの

であれば、反対にね、私としてはきちんと売る計画というものをシミュレーションして出して

もらわないとね。やはり、あすあたりはその辺きっちりしてほしいなと思います。 

○委員長（及川 保君） あす、またきちんと議論しましょう。ほかありませんか。特にあり

ませんね。ちょっと自由討議になりませんでしたけども、議員同士の討議にはなりませんでし

たけども、ご協力いただきましてありがとうございました。 
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◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 長時間にわたりましてありがとうございました。ご苦労さまでした。 

（午後 ５時２７分） 


