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平成２０年白老町議会白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 

 

平成２０年５月３０日（月曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ３時３３分 

                                         

○議事日程  

調査事項 

１．第 4 章第３節（特別会計）の審議について  

                                         

○会議に付した事件 

調査事項 

１．第 4 章第３節（特別会計）の審議について  

                                         

○出席委員（１５名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 鈴 木 宏 征 君      委  員 玉 井 昭 一 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     経 営 企 画 課 長    高 畠   章 君 

     経 営 企 画 課 主 査    高 尾 利 弘 君 

     産 業 経 済 課 長    岡 村 幸 男 君 

     町 民 課 長    丸 山 伸 也 君 

行 財 政 対 策 室 長    山 口 和 雄 君 

     行財政対策室主幹    大 黒 克 己 君 

     行財政対策室主査    岩 本 寿 彦 君 

     行財政対策室主査    池 田   誠 君 
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     病 院 事 務 長    安 達 義 孝 君 

     水 産 港 湾 課    岩 崎   勉 君 

     上 下 水 道 課 長    辻   昌 秀 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 



 3 

                                         

◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君）  昨日に引き続きまして、白老町財政健全化に関する調査特別委員会

を開会いたします。 

（午前 1０時００分）  

                                         

○委員長（及川 保君）  昨日の特別委員会終えた後に小委員会を開きまして、協議された案

件がございますので、大渕紀夫小委員長から報告を受けたいと思います。10 番、大渕小委員長。

前のほうでお願いします。 

○委員（大渕紀夫君） 今、ご報告ありましたように、昨日、小委員会を開催いたしました。

そのご報告をいたしたいと思います。 

 一つは、今後の日程、スケジュールの確認をいたしました。特に６月 24 日、25 日、27 日の

町民報告会に対する対応の協議を若干いたしました。 

 次に、町側より町立病院の方向について説明をしたい旨の申し入れがありましたが、これを

受け、本日の会議の冒頭で説明をしていただくことで確認をされましたので報告をいたしたい

と思います。以上で小委員会の報告を終わります。  

○委員長（及川 保君） はい。小委員長から今、報告がありましたとおり、町のほうから町

立病院の関係で、皆様に議会のほうへ報告したいと。こういう旨のお話がありまして、本日の

冒頭にお話していただこうというようなことに決定いたしましたのでご報告を申し上げます。  

はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今、町立病院の方向性についての説明を受けるということになって、

説明をいただくのですけれども、内容について若干、委員会のほうでこういう項目だよという

ことを言っていただかないと、その内容によっては、きょう町長いないのですよね。今までの

大きな政策課題の報告に見えるのに。目時副町長がどうかという意味ではないですよ。それを

抜きにして言っていますので。その辺に対して、きょう町長もいませんし、今までの議論して

いる中でも、再三委員のほうから「町長、どうだ。」という話も出ているのに、こういう大きな

５年越しの結論が、中身ちょっとわかりませんけれども、今、出ようとしているものを、副町

長のほうから説明を受ける・・・。  

大きな町長の政策課題ですよ。それを小委員会で、町長もいないのに、直接町長のメッセー

ジを受けられないというのはどういうことですか。  

○委員長（及川 保君） 今、前田委員のご意見はもっともなことでございますけれども、実

は、これはまちが決定しましたよということではないのですね。こういう案を、実は皆さんに、

事前に、できるだけ早く報告したいと、申し上げたいということだったので、町長ではござい

ませんけれども、副町長にお話をいただこうということでございますので理解をしていただき

たいなと思っております。はい、２番。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） ですけれど、方向性ということは結論か、何点かの案を示されるとい
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うことでしょ。それは町長の政策を決定したいということでしょう。病院の方向性を３案なら

３案でも。そうすれば、きょう、この委員会が１カ月以上前から日にちが決まっているわけで

すよ。町長の日程を見たら港湾大会で那覇ですよ。そうであれば、当然、日程の事前調整でき

るはずではないですか。そういう大きな課題を、先ほどいったような形で処理されるというこ

とに対して、議会として・・・、それ以上言葉を慎みますけれどもね。ちょっと考え物ではな

いですか、皆さんで諮ってみてください。それでよしとするなら私はいいですけれども、私は

個人的にはそう思います。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員の今、ご意見がございました。皆さん、小委員会で

はこれを受けようということに決定したわけでありますけれども、皆さんいかがでしょうか。  

 今、皆さんに諮ってほしいということがありましたので、伺いをしたいと思います。７番、

玉井委員どうぞ。  

○委員（玉井昭一君） はい、７番、玉井です。どんなことかわかりませんから、一応案だと

いうことでございますので、聞くだけは聞いて・・・。私は聞くべきだと思いますけれども。  

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕委員どうぞ。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。私、小委員長でございますので、お話をしたいと思

いますけれども、私は、町理事者が決定をするということではなくて、お話をされるというこ

とにつきましては、町理事者、まして副町長は病院の担当ということで、今まで責任を持って

やられてきたということでいえば、その議論をきょうするかどうかは別でございます。私は、

そういう方向を聞くということに対して、小委員長という立場で「いい」という判断をしたと。

私、町理事者ということで考えれば、副町長が担当で今までやられてきたということを聞いて

おりますので、そういう形で、小委員会として受けたと、こういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） 皆さんいかがでしょうか。ほかにありませんか。それではこの小委

員会で決定したとおり、承ろうということで進めたいと思います。はい、９番斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。聞くのはいいのですけれども、やはり長い間の懸案である

ということで、町の責任者が話をするというのが筋だろうとは思うのですが、途中の経過とい

う形で報告を受けるというようなことではいいと思うのですが、最終的に町長が全責任を持っ

て提案をするというのはいつになるのかということを、その辺、明確にしておいてください。  

○委員長（及川 保君） 今、副町長がそのあたりも、きちんとお話あると思いますので・・・。

今、誰か、もう一方おりましたね。同じですか。はい。そのように副町長にお願いをしたいと

思います。目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） どうも、おはようございます。 

 まず、町立病院の今、検討している内容について、途中経過ということでお話をお聞きして

いただきたいと思います。 

 ４月の 10 日でしたか、北海道の自治体病院等広域化連携構想の中で白老地区検討会議の報告

を、説明をさせていただいたところでございますが、その中で、新聞等では白老町については

診療所化が望ましいという報道がされて、町民の皆様にはいろいろ、この町内の医療について
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不安を抱かせたというようなことで、町としては非常に申し訳ないと。このように考えており

ます。その中で課題が２点ほどありました。まず 1 点目は救急医療をどうするのか。それから

医療難民の問題がございました。こういった課題をどうのように解消していくのか、解決して

いくのかということで、新たに３点ほどシミュレーションが報告書の中ではございました。そ

の中には一般病床が 38、療養病床８の 46 床の病院が一点ですね。２番目として 19 床の診療所

がありまして、３番目として診療所の無床という形で、この報告書で検討されております。 

 今、検討している内容につきましては、先ほど言いました救急医療、それと医療難民を解消

するための病院の形態をどうするかと。こういった検討でございますが、まず、60 床の登録を

した形で運用は 50 床。これは今、現在ある病院の２階部分に設定をすると。３階部分について

は、現在、療養型の病床になっていますが、これを改めて３階部分に医療機関併設型の小規模

老人保健施設、これは 29 床未満になりますが、こういった形態の病院を進めてはどうかという

ような内容で検討を進めております。このことによって、今、粗筋の形で試算しておりますが、

10 年後を見越した赤字の数値が１億円以内に収まるだろうと。あくまでも今は概算で計算して

おります。平成 19 年の実績に基づいた試算でいきますと、10 年後までの赤字は１億円以内で

収まるだろうという形で試算を進めております。  

 資料につきましては、お手元に配布しておりません。整備でき次第改めて資料を配付させて

いただき、細かい内容について説明させていただきますが、現在のところは資料がございませ

んので、あくまでも口頭で説明をさせていただきたいと思います。  

 大体概要でございますが、こういった内容で今、検討を進めております。今後、病院改革プ

ラン、こういったものも進めながら、また、病院の特例債、これについては今年の 10 月に国等

からの説明がある予定をされておりますので、これらも含めてプランを作成して、細かな部分

の肉付けをしながら決定に向けて作業を進めていきたいと、このように考えております。とり

あえず、概要についてはこの程度で、あと細かい質問については、質問承りたいと思います。

また、６月の 27 日にこの特別委員会の最終日、予備日を設けておられますので、これまでに集

中的にご審議をいただきたいと、このように考えております。  

○委員長（及川 保君） はい、副町長から、町立病院についての方向性といいますか、まだ

決定ではございません。今、報告があったとおり、こういう内容で検討に入っているという報

告であります。はい、12 番、松田謙吾委員どうぞ。  

○委員（松田謙吾君） はい、12 番です。私、今、副町長からお話を聞いて、まずは一安心し

たなと思いました。というのは、今、副町長がお話したのは、北海道の検討委員会もやったし、

それから議会の特別委員会の報告もあったし、吉岡センターのシミュレーション報告もありま

した。今、吉岡センターの 58 の 16、C パターンというのがありましたよね。あれを選んだの

かなと思っていましたし、私は、この財政事情、様々な町立病院の状況からいって、おそらく

診療化を選ぶのかな。このことだけは絶対避けなければならない。そう思っておりました。 

それから、相談員の高畠さんかな、あの方が先日委員会で、２年間の相談した経緯をきちん

とまとめて、委員会で報告して、一番病院に近付いて、間近で見て、身近で見て、それから、



 6 

職員の状況、医師の状況、患者の状況、一番知っているあの方の、あの思いも、やはり吉岡セ

ンターの C パターンを選んでほしいということが、私はにじみ出ていたなと思いました。  

そのようなことで、病院のこれはぜひその方向で進めていってもらいたいと思いますし、ま

ずは、先日の我々委員会として、町立病院を視察させてもらったのですが、なんとしても病院

の改築を、今やらなければなりませんよ。私は、先日見に行って、冗談半分に「あと 10 年、ど

うしても頑張らなければならないのか。」とこのようなことを言ったけれど、私は、港をやめて

も、凍結しても、町民の健康を守るには、町立病院はすぐに手をかけるべきだと。あの病院の

改革なくして病院の再建はならないなと、改めて思ってきたのですが、この病院の再建計画、

建築計画というのは、町長どのように考えているのですか。  

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 病院はですね、大体、建てかえに 15 億円くらいかかるだろうと。

今、資材関係高騰しておりますから、もう少しかかるかもしれませんけれども・・・。方向は、

病棟を先に建ててやる方法ですね。老健の部分と一般病棟を先に建ててやる方法が、まずあり

ます。これでいきますと約８億円くらいで済むだろうと。診療部門は既存のものを使いながら

と、こういう方法もあるかと。 

あともう一点は、全部建てかえすると。この場合は 15 億円以上かかるとすれば、あとは補助

金の道をどういうふうに考えていくかと。これも今、いろいろ探しております。一番補助率の

高いのは、これは本当にものになるかどうかわかりませんが、防衛省の関係で補助金が得られ

るかどうか。大体７割くらいの補助金だろうというふうには押さえていますけれども。それを、

今後の財政改革プログラムの関係とのすり合せで何年後にできるのか。５年後にできるのか、

５年くらいは今の病院も何とか持つだろうと。こういうようなことをきちんと計画的に積み重

ねていく必要があるだろうと、このように考えております。  

○委員長（及川 保君） はい、12 番、松田謙吾委員どうぞ。  

○委員（松田謙吾君） 本当に、町立病院の建築なくして、私は町民が、患者が安心してかか

るには、どうしても病院を先に直さなければならないと思います。 

 それから、もう一つ私が心配しているのは、病院の看護師さんだね、特別職の。この方々が、

腕のいい、能力のある方々は、やはり今の給与 20％カットというのは不満を持っていると思い

ます。医療のことですから、やはり不満を持ちながら患者に携わるというのは、これは失礼な

話だし、病気もよくならないと思うよ。ですから私は、この特別職の看護師の給料だけは、も

う１回見直したらどうかと。元に戻すのも一つだし、それから５％になるか 10％くらいのカッ

トに抑えるのも一つだし、この 20％カットをやっていたのでは、いい看護師はいなくなる。私

はこういう心配をしているのですが、これだけはあえて給与の見直しをするべきだと思うのだ

が、どうですかね。 

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） はい。確かに今、約 20％削減しているという状況で、やはり２人く

らい４月に入ってから辞められたというようなことがありますので、一般職員との関係もあり
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ますので、ただ上げるというのもちょっと考えものかなと。お医者さんの給料は、今、高すぎ

るという部分もありますので、これも当然、病院改革プランの中に盛り込んでいかなければな

らない部分だというふうに考えています。 

 今、インセンティブ方式というのですか、いわゆる実績に基づいて給料を上げるというので

すか、そういう方法があるようなのです。看護師の場合は、そういうものを導入していくとい

う方法も考えられると思います。お医者さんの部分も、ある程度下げて、その実績に基づいて、

加算するような、そのようなことも検討する必要があるというふうには考えております。  

○委員長（及川 保君） いいですか。はい、ほかございませんか。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 27 日でしたか、この件について集中審議される予定ですね。きょうの

説明だけでは、私も細かい質問というのは持ち合わせておりませんでしたので、そのときに細

かい質問はさせていただきたいなというふうに思っておりますけれども、しかしながら、非常

に急転直下に決まったという印象はぬぐえないのですね。今までの方向性、これはまだ発表も

されていませんでしたけれども、例えば、家庭医の研修視察なども議員も行きましたですよね。

ああいうような方向制で診療所化されるのかなというような印象だったのですけれども、そう

ではなくて、今のお話ですと診療所ではなくて町立病院として存続するということだと思うの

ですけれどもね。先ほど質問にも出ていましたけれども、町立病院でやるとすれば建てかえが

あるということですよね。５年後ですか､何年か後・・・。建てかえ費用をどうするのだという

のが。非常に私は大きな問題ですね。 

 それで、町民の安心・安全というのは、もちろん確保しなければならない、医療難民を出し

てはいけない、こういう命題はわかりますよ。命題はわかりますけれども、今まで長年議論し

てきたのは、赤字のまま続けていっていいのかということなのですね。それが大きな問題で、

長年引っ張ってきた町立病院の問題だと思うのです。財政再建なくして、町立病院は存続させ

なければならないなどということには、私はならないと思います。町立病院をなくすべきだと

言っているのではないですよ。27 日の説明で、細かいところをお尋ねしたうえで、お聞きした

うえで、いろいろと質問させていただこうかなと思いますけれども、今までいろいろと打ち合

わせをしてきた相手もあったと思うのです。あとは、北海道のほうでの指導があって、その検

討委員会もありましたですよね。ここに資料はないのですけれども、利用率が低いところに対

して、強制的ではないかもしれませんけれど、指導しなければならないような数字も、前に新

聞にも出ていたと思うのですけれども、その辺をどうやってクリアしていかれるのかとか。そ

ういった問題たくさんあると思うのです。ですから私は、町立病院をどうしても残さなければ

ならないのだとすれば、それなりの、財政再建抜きにして町立病院の存続ありきだなどという

ことにはならないと思います。その辺に関しては、じっくりと、27 日で結構なのですけれども、

お尋ねしたいと思います。まず、ゆくゆくの建てかえ費用、本当にどうやっていくのかと・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 19 床の診療所にしても、10 年後には１億 5,000 万円の赤字が想定

されているわけです。それと、建てかえするにしても、診療所は７億 5,000 万円という形で、
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これも建てかえが必要になります。これは当然考えております。それから、診療所にして家庭

医を３人。これを想定した場合、指導医１人に研修医が２人の３人体制という形で、今、２万

人の都市で、町立の診療所で、果たしてやっていけるかどうか。この患者の数からいきますと、

ちょっとパンク状態になるだろうというような想定をしております。 

 そういうことを考えると、ちょっと診療所では対応しきれないという、これは結論として出

しております。トータル的に検討した結果、こういう 50 床で老健の 29 床になると。これは一

番望ましいだろうと。老健のほうに今、准看護師が何人かいますので、そちらに回すことによ

って、病院の赤字が大幅に削減することができると。これはある程度の試算で出ております。 

○委員長（及川 保君） はい、５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） もう一点お尋ねします。一般会計からの単年度の持ち出し、今の状態

でそのまま続けていくと、もうすぐ３億円に近いような、２億 5,000 万円以上の持ち出しです

よね。単年度で赤字になるという状態。今度、この新しい体制をとることによって一般会計か

らの単年度の持ち出しはどのくらいで試算されているのですか。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まだ細かい計算はしておりませんが、19 年度の見込みとしては、交

付税も全部試算しますと、町からの持ち出しは実質的には２億円くらいの赤字になるのです。

これが、21 年度から、先ほど申し上げた病院形態で進めていきますと、初年度は交付税が減り

ませんので、約 6,000 万円くらいの赤字と。交付税がだんだん減ってきますから、10 年後には

約１億円程度の、それくらいの赤字で済むと。この赤字はなぜ解消できないのかという部分は

ありますが、これにつきましては救急医療と、小児科がありますので、これにつきましてはど

うしても不採算部門ということで赤字を抱えなければならないという、こういうような状況に

なってきます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一点お尋ねしたいのですけれども、今のお話の中で、

療養病床を小規模老健施設に変えることによってメリットがあるのだというお話がございまし

たけれども、現実的に、これは例えば 29 だとか、今の 16 のベッドの数で、満床とかというこ

とではなくて、１ベッド当たりの単価というのは、どれくらい違うもので、どういう形になっ

ているのかというのはわかったらちょっと教えてください。 

○委員長（及川 保君） はい、山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 今、町立病院の療養型をやっていますが、１日のベッドの

収益が約 5,800 円でございます。老健に変わりますと介護度によって若干変わりますが、平均

すると 9,000 円ちょっとくらいの介護報酬が入るだろうという積算になりますので、大きく丸

めて言いますと、1 ベッド当り２、から 3,000 円の増収が見込めるのではないかというふうに

考えてございます。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、今の療養病床をなくして老健にすると、そこに准看護
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師さんが回ると。そうすると、ある意味で准看護師さんの給料というのは、ここから出すとい

うふうになると。ということは、その分は病院の荷が軽くなるというふうな理解でいいですか。 

○委員長（及川 保君） はい、山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 病院の一部療養型を廃止し、老健に具体的に検討できるに

至った経緯というのもあるのですが、病院の病床を厚生労働省は医療費を削減するということ

で、介護保険の適用の老健施設に転換しようというのが、18 年に出てきております。それで転

換するに当たって、なかなか手を上げる施設がないということで、今年の３月３日になります

けれども、社会保障審議会に厚生省が諮問し答申が出てきておりまして、一層の規制緩和が図

られたということなのです。その規制緩和の内容は、エレベーターの供用ができるだとか、今

までは完全分離しないと、老健と病院というのは併設であっても、構造的に別々にしなさいよ

という、いわゆる入口が別、階段別、エレベーターも別にしないとできなかったというのがこ

れが規制緩和大分されまして、併設であっても供用できるという、こういう規制緩和がされて

きたということから、具体的に老健の検討ができる状態になったという形になります。 

その答申を受けて４月 10 日に、厚生省では基準の 1 部改正を行って、実質的には５月１日か

ら施行されているという状況です。ですから、本格その適用に当たっては今年の５月１日、つ

い最近に適用開始されているものですから、そういうことを検討するとこういう形になったと

いうことです。その中の規制緩和の一つとして、職員の病院の活用もできると。いわゆる専属

に設けなければならないのは、看護師と介助については専属で老健に置かなければならないの

ですが、相談員であるとか、栄養士であるとか、いわゆる併任ができるという形も認められて

きておりますので、そうすると一体的に利用することによって、職員の一部有効活用と言った

ら語弊ありますけれども、というのも可能になってきているということを総合的に勘案すると、

一町立病院のそういった老健を転用できることが可能になってきたということでの状態が生ま

れましたので、具体的なものが出ているとこういうことです。したがいまして、介護報酬の部

分については、そういった職員を一部病院のほうから移動するということによって、当然、実

質的には病院のスタッフも減るという形になりますので、病院の人件費が減少すると。その部

分のものについては介護報酬で賃金を支払うと。こういう形になってきます。  

○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） ということは、今説明あった中身で 10 年を見通せば、19 年度の実績

で、10 年後でも、工事費以外の分でいえば町の持ち出しは１億円以内で済むだろうと。逆に言

えば、僕の言っていることが適切でない部分もあるかもしれないけれども、町立病院にかかる

患者さんが増えれば、そこは減るというふうな理解になりますか。単純にそうなるかどうか、

お医者さんの数とかいろいろなことがあるのでしょうけれども、今までよりも患者さんが増え

ればそこは減るというふうな状況にはなるのですか。赤字がですよ。単純にはそうはならない

と思うのだけれども・・・、要するに患者さんが増えれば・・・、例えば今、療養病床 16 だけ

れども 29 になるわけでしょ。29 になれば当然そこが、満床とはいわなくても 25 床なら 25 入

れば、今までより多くなりなりますよね。スタッフがどうなるのかはわからないのだけれども。
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そういうことだとか、患者さんが単純に増えれば、今度療養病床ないのだから、患者さんが増

えればそれは収入増になると、僕は思って。赤字を減らすことができるのかという意味です。  

○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） そのとおりでございます。基本的に療養病床が減ります。

その分は一般病床で活用できると、こういう形になります。一般病床ですと、今、１日平均が

２万 3,000 円くらいになりますので、それが 5,800 円から更に一般病床の転換部分の収益が増

えるという、こういう形になりますので、その利用の仕方によって、当然病院の収益も増える

という形になろうかと思います。  

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） きょう、こういうふうに示されたわけですけれども、27 日に集中審議

をするということで、先ほど松田委員から質問があったように、病院の特別委員会でも、救急

と出された項目はかなり考えられているのではないかということでは、私もよかったなと思っ

ているのですが、ただ、吉岡さんが示されたものとは、また違ってくると思うのですね。とい

うのは、療養型病床群の国の考え方が変わりましたので、その数値的なものの、基本的なもの、

大体考えてできあがってきているのではないかと思うのですけれども、議論をするためにそう

いったものを提示していただきたいということと。 

 それからもう一点、病院の改革プログラムを作成することで特例債を財政の再建のためには

使っていくということになるのではないかと思うのですが、それを８年にわたって返していか

なければならないという負担も増えてきます。それで、10 年後には１億円の負担で済むという

ことなのですが、そういった見通しをどういう考えで立てられたのか、私は診療所にすること

で、病院のベッドに対する交付税というのですか、それが 700 万円の診療所になると落ちてし

まうという・・・、今回の見直しで少し期間延びましたけれどね。だけどそれは当然、目先に

きていることですので、私もちょっと気になっていることでしたので、そういったことの違い。

診療所になるとこういうふうになる。今の形でやっていくとこういうふうになるといった形の

こと。それから看護師体制、７対１ということが、今後そのことがきちんとした確保、証明さ

れていくのかどうなのかということも含めて、ある程度資料的なもの、そちらのほうで検討さ

れた資料で議会に提出できるものがありましたら、私たちも特別委員会で勉強しまして提示し

ておりますので、そういったことを土台にして、また議論がきちんとできると思いますので、

27 日より 10 日くらい前に提示していただければ、なお助かると思います。前の日とか、その

前の日では、自分たちの勉強もできませんので、できれば１週間くらい前には出していただけ

れば、もっともっときちんとした、町にとって必要な病院の体制ということについては、議論

がきちんとできるのではないかというふうに思いますので、その辺よろしくお願いしたいと思

いますが。  

○委員長（及川 保君） はい、山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 事前に資料の提出はしようと思っております。ただ、10 日

前となるとちょっときついかなというところもありますので、なるべく委員の皆さんが眼を通
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す時間を確保できるような形でお出ししたいと思いますし、精力的にやっておりますのでご了

承願いたいと。その努力で進めております。当然、議論していただくわけでございますので、

資料なしで論議というのはできませんから、それは従前から用意しようというふうに思ってお

りますので、そういうことでご理解お願いしたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も、一つだけ確認させていただきたいのですけれども。町長が今ま

で苦労されて、いろいろ調査したり、交渉したりしてきたのだろうと思います。その中に、広

域化ということで苫小牧の病院などの関係で医者の派遣だとか、医療の機能分担だとか、いろ

いろ模索をしてきたのだろうというふうに思うのですね。これから先々行くのに、今までの苦

労がどのように報われるのか、医者の派遣だとか、そういうような形である程度の成果が見え

たのか、それともまったくその部分については断念せざるを得なかったのか、そのあたりの経

過も少し教えていただきたい。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、広域に関しては苫小牧医師会との関係で、苫小牧医師会では

診療所化にすると非常に困るということがあるわけです。苫小牧で入院されて２週間たって行

き場所が、先ほど説明した形態では安心はしていただいているというふうに思います。１次医

療と２次医療はきちんと役割を広域の中できちんとしなければいけないと。これはある程度整

理はできるというふうに思いますので・・・。 

 まず、この広域化、連携構想の目的というか目標である部分は、ある程度整備できたという

ふうに思います。それから医局の関係は、これまでどおりきちんと保っていかなければならな

いだろうというふうに考えております。  

 また、家庭医の関係について、これはやはり専門医と家庭医が一緒の病院の中に入っていく

ということは、これは非常に難しい部分があるものですから、これについては今までお願いし

てきた部分がありますので、これはきちんとお話をして、きちんとという部分はまだ完全では

ありませんけれども、事前にそういった部分の意向は確認はしております。これは、町長のほ

うからある程度の意向は確認はしております。今の段階ではそういう状況にあります。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 政策決定の方向性の内容ではなくて、議会として、きょう説明を受け

るという話だったのですよね。それで、具体的な議論に入っていますけれども、この議論で先

ほど 27 日に資料をいただいて議論をすると言っていますけれども、きょうの健全化特別委員会

の審議方法の中に、今後における病院の方向性を示すことについての財政力と言っていますけ

れども、今この大きな方向性を示されたことについても、この特別委員会の中で、議会として

それを受けて議論をして結論を出すことまでに、この中になっているのかどうか、その辺を整

理していただかないと、私はよくわかりませんけれども、前回、全員の委員で各地に視察に行

って議会としての方向性も出ているはずなのです。そういう整合性も議会として責任もありま

すし、受けてそれに対してかなり具体的な話をされているのですけれども、そういう議会とし
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ての今後の取り扱いをどう整理するかということが、僕は先決だと思うのですよ。それによっ

て、ここにいる議員さん方も、この 27 日までの間にこの施策を正式に取り上げて議論してこの

中で報告されていくのかどうか、その辺の方向性によって私もそれなりに学習したり質問する

時間ありますけれども、その辺はどうなのですか。  

 今からいけば、27 日集中審議する時間がないと思うのです。このような大きな問題が・・・、

その辺どのように取り扱いするのですか。このあとまた、自由討議の中でやるというのなら別

ですけれども。その辺どう・・・、整理しておいてください。  

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕ですけれども、この特別委員会ができるときに確認されて

いるのは、病院問題も含めてこの中でやるというふうになっていると思います。それでやらな

いのは、使用料・手数料の問題は総務文教常任委員会でやりますので特別委員会でやりません。  

 しかし、それ以外のこの懸案の事項につきましては、すべてこの特別委員会の中でやるとい

う確認がされておると思いますので、今、前田委員から質問があったように､これはこの特別委

員会の中で、例えば 27 日だけではなくて、必要であれば 27 日以降何度でも特別委員会を開い

て、町とのやり取りをしながら議会は議会としての考え方を示していくと。こういうふうに特

別委員会の中で示していくと、こういうふうになると思いますけれども、それは一番最初のと

きに確認されたというふうに私は理解しておりますけれどもいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） いや今、大渕委員の言うとおりでございまして、今後詳しい中身に

なっているという指摘もありましたけれども、きょう、皆さん、まったく今、とにかく早めに

報告だけでもさせてくれという町側の意向もありましたので、まったく知らない中で来月の 27

日に、突然きょうのような形になってもまずいという部分で、きょう急遽報告してもらうこと

になったのですけれども・・・。 

 今、大渕委員からもお話ありましたように、この病院問題については、まちにとっても町民

にとっても最大の懸案事項でもありますし、この特別委員会の中で議論していくというのは当

然のことかなというふうに思いまして・・・。ただ、今、前田委員がおっしゃっている部分に

ついても、後にきちんと皆さんと、どういう形で進めていくかというのはきちんと議論して決

めていきたいと思います。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私、（1）で、今後における云々と言いましたけれども、この中で今言

ったように具体的な政策提言を受けて議論するという話までは、個人的に承知されていなかっ

たはずなのですよ。あくまでも病院の方向性を、まだこれを決めた時点では決まっていません

から、どういう形で議会がやっていくかということは取り上げるという話でしたが、今、具体

的に方向性が見えたのですよ。そこまでも、だからそれも踏み込んでやるのかということです。

だめだとかというのではなくて、それも入るという解釈でいいということですね。委員長とし

ては。 

○委員長（及川 保君） 当然、そういうことになると思います。はい、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 27 日の集中審議ということですけれども、やはりこれ本当に大きな問
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題でございますから、この町立病院というのは財政悪化を招いた大きな一つですから・・・、

私はそう思っていますから。この前の行革審議会の中でも、財政悪化の要因の一つとして、議

会の責任論まで飛び出しているわけですよね、これは本当に重要なことですが、27 日の審議会

の前に、少しでも早く資料を議員に対して提出をしていただきたい。当日配付で、その中で審

議するといっても、これは精査する時間がございませんので、最低でも 10 日なり、２週間なり

前に提出していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい。先ほど吉田委員から出ておりますので、必ずや提出してもら

うということで「最大限努力します。」と、室長の言葉もありますので・・・。 

○行財政対策室長（山口和雄君） はい、します。 

○委員長（及川 保君） 室長よろしいですね。はい、14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 日程の確認だけしたいのですけれども、６月 27 日に特別委員会でこ

の病院の件を集中審議するという話ですから、今回の定例会の中では、この病院の件に関して

は、質問はすべきではないという話なのですよね。 

６月 27 日に今回のこの病院の件の集中審議をしますよね。今、とりあえずはどうなるかわか

らないけれども、報告は示されましたよ。今回の６月定例会の中での質問事項に、例えば病院

の関係というのは、やったところで、また 27 日の集中審議の中での・・・、分けなければなら

ないと僕は思っているのです。はっきり言ったら時間のむだでしょうよ。例えば、特別委員会

でこの病院の件、報告がありましたと。資料に関しても特別委員会の、27 日の１週間か、何日

か前になるかわからないけれども資料が示されますよと。そこで集中審議をしましょうと、今

なっているのであれば、定例会の中ではどうなのかなと。どこまでの範囲でやるのかなと思っ

て・・・。  

○委員長（及川 保君） きょう、非常に時間がかかっておりますので、この後にどういう形

にするか、議員討議もございますから、その時間内で皆さんと議論して決定したいと思います。 

はい、何かありますか。12 番、松田謙吾委員。  

○委員（松田謙吾君） 今、一般質問どうのこうのという話があったけれども、一般質問をし

て町長の姿勢をただすというのは、これは議員の特権であって、特別委員会がやるからそうい

うのはすべきではないとか、するとか、そういう話をする自体おかしいですよ。これは議員の

特権なのだから、質問するのは。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

○委員（松田謙吾君） 町議会議員になって、365 日町民と接して、たくさんの患者と接して、

自分の目で病院を見て、そして考え方を聞いて、これで一般質問をしないのならどこでするの

ですか。ですから、私は一般質問をする予定ですから。そのようなことを言わないでください。 

○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、前段で言ったのですよ。27 日に審議をするということは、

今、副町長が言われたことを答申として受けたということでしょ。そうすると今、松田委員が

お話しましたけれども、特別委員会とか委員会に所管事務事項としてかかったものは一般質問
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できないのですよ。それ、きょう取り上げて 27 日にやるということは、これを項目に入れたと

いうことは、質問できないはずですよ。その辺の見解、きちんと整理したほうがいいと思いま

すよ。それによって、町長はどこで正式に町民に向けて、今の案を表明するのですか。委員会

の中でいいのですか。議会に向かってだけで・・・。副町長もいるのだからやったほうがいい

のではないですか。大事な話ですよ。その扱いをきちんとしておかないと・・・。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前 1０時５２分 

                                         

再開 午前１０時５３分 

○委員長（及川 保君） 再開いたします。委員長職権で、この議論このまま続けるというこ

とになりませんので、この特別委員会で審議しようとしている本日の議題、これを終了したあ

とにきちんと議論をして決定したいと思います。それでご了解願いたいと思います。  

 特にほかございませんか。ございませんね。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の議題に入りたいと思います。 

 79 ページ、特別会計、第４章第３節の特別会計の対策について、一つ一つ進めてまいりたい

と思います。それでは１番、国民健康保険事業会計についての説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） はい、それでは 79 ページの特別会計・企業会計独自の

対策というところをご説明させていただきます。 

 まず１番目、国民健康保険事業会計でございます。対策項目といたしましては、１番目とし

まして収納率の向上を掲げてございます。0.5 ポイントアップを目指すというものでございま

す。２番目、内部管理経費の見直しでございます。３番目としまして、保険給付費の削減。い

わゆる３連携の推進による給付費等の削減でございます。それから４番目としまして、一般会

計からの追加繰入。これにつきましては現在、国保会計が抱えている赤字額相当分を繰入する

ものでございます。５番目、繰上充用額の縮減ということで、これにつきましては結果的に生

じるものでございまして、対策を講じることによりまして毎年収支が改善しますので、その部

分の差額が出てきますので、その部分を一応効果額としてカウントしているものでございます。

各年度の目標額は、表 71 のとおりでございますが、この中で一点だけ、収納率の向上が 20 年

度から、若干、効果額減ってございます。これにつきましては、後期高齢者医療制度が４月か

ら導入されたことによりまして、調定額が減少してございますので、その分による効果額の減

ということになってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 審議の前に、昨日の、大渕委員の質問の報告事項がございますので、

説明を受けたいと思います。丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） はい、資料お渡りかと思いますが、ここで後期高齢者の保険料、

どれくらい下がるのかということで、特に所得の低い層につきまして、所得が 30 万円、80 万

円、130 万円。１人世帯の場合、夫婦２人世帯の場合について試算をしてございます。 
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 比較の条件ですが、３点ございます。１、２点は共通なのですけれども、65 歳以上の世帯で

あることがまず一つでございます。それと、65 歳になりますと介護保険が１号になりますので、

国保のほうから合わせて引かれる介護保険料の部分がなくなりますので、そういった条件で比

較をしてございます。65 歳を過ぎると 75 歳の後期高齢者と保険料的には同一条件になると。

それと、国保税の資産割分をもたないということ。資産割分がありますと、これが応能の分に

なってきますので結構、試算が、条件等ができないということでやってございません。 

上のほうに移りまして、１人世帯の場合ですが、所得 30 万円、具体的には年金収入のみの場

合ですと 150 万円までの方が、国保税の場合は１万 8,400 円。この方々は６割軽減がかかって

ございます。今の国保税の中では１番税額が低い額となってございます。この方が後期に移り

ますと、どうなりますかというと、７割軽減を受けて１万 2,900 円になってございます。所得

が 80 万円、年金収入のみですと 200 万円の方、国保税が９万 7,600 円です。この方については、

ここでの軽減は受けないと。しかし、後期高齢者保険料の中では、２割軽減を受けて７万 9,700

円となります。１人世帯 130 万円の場合、これ年金収入で 250 万円以上の場合になりますが、

国保税は 15 万 2,600 円。後期が 13 万 6,500 円となりますので、おおむね、所得で 130 万円の

方は国保税よりも後期高齢者保険料のほうが安くなるという傾向になってございます。 

 次に、夫婦２人世帯の場合ですが、これ様々なケースがあります。この中でモデルとして、

だんな様に年金収入の大部分があって、奥様は所得としてはカウントされないという想定で、

実はやってございます。だんな様が所得 30 万円、奥様がゼロという場合は、国保税につきまし

ては６割軽減がかかりまして２万 6,000 円。後期につきましてはお二人とも７割軽減がかかり

まして２万 5,800 円。若干高くなってございます。夫婦２人の場合、だんな様が 80 万円、年金

収入の場合ですと 200 万円、そして奥様の場合年金収入で 50 万円と。この場合は国保のほうは

11 万 6,600 円。後期のほうが７万 9,700 円と３万 4,500 円の２割軽減ずつとなって、11 万 4,200

円となります。それと、だんな様が 130 万円で奥様ゼロという場合、これは年金収入 250 万円

と 50 万円の場合ですが、国保の場合ですと 17 万 1,600 円。後期のほうが 17 万 9,600 円。初め

てここの部分で夫婦２人の場合ですね、国保より後期のほうが高くなると。こういうような状

況になってございます。 

 それと実際、後期高齢者における軽減世帯数や人数がどうなっているのかということで調べ

ました。表の７割、５割、２割軽減の下に軽減なしと書いてございますが、訂正していただき

たいと思います。これ、その他と直していただきたいと思います。その他の理由は､後ほど説明

します。この表は、実は白老町が保険者のデータをもとに４月１日現在でまとめた数字になっ

ております。残念ながら後期高齢者のほう、医療広域連合のほうから具体的な世帯数について

きていないものですから、手作業で拾った数字になりますので、概算ということでご理解をい

ただきたいと思います。 

 ７割軽減を受けています１人世帯の方が 1,090 名、全体の率からいきますと 36.2％。７割軽

減を受けている２人世帯が 282 名ですから 141 世帯になりますか。これが人数比でいきますと

9.4％。７割軽減を受けている３人世帯はございません。合計で 1,372 名、45.6％の方が７割軽
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減を受けてございます。５割軽減につきましては１人世帯が 15 名で、0.5％。２人世帯で 82

名、2.7％。３人世帯３名、1.0％。合計で 100 名、3.3％。いずれも被保険者の数の割合です。

２割軽減が 77 名、2.6％。２人世帯の場合は 118 名、3.9％。３人世帯につきましては２割軽減

は 0.1％、３名。合計で 198 名、6.6％になっています。その他でございます。その他につきま

しては、先に数字を申し上げますが、１人世帯 706 名の方がおられます。23.5％、２人世帯が

20.9％、３人世帯が 0.1％、合計で 44.6％、1,337 名となってございます。その他の内訳でご

ざいますが、実はこれがはっきりしておりません。というのは、今まで被用者保険と、被扶養

者になっていた方の数が、実は確定できないで今現在おります。推定では、350 名から 400 名

くらいになるだろうということで推定をしてございますが、この方、被用者保険の被扶養者だ

った方、10 月まで保険料の徴集なしということですので、1,337 名の中から 350 名から 400 名

くらいの方は、10 月までは保険料ゼロと、その後８割軽減になっていると。こういう状況にな

ってございます。総体的にいいますと、減免もしくは軽減等を受けている方、総体で、推定で

すが 68.6％くらい、約７割近い方が軽減もしくは減免になっているであろうというような推定

がされてございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。はい、14 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） はい、氏家です。きのうの質問の中で、読売新聞の調査報告が出てい

た、その７割軽減。７割の方々がこういった軽減を受けているという、あの調査はまんざらう

そではなかったのだなということが一つ確認できたというだけの話なのです。 

 今回、この白老町の中で、これだけの高齢者の方々が軽減を受けて、いままでの国から報道

であると、何か随分高齢者いじめであるみたいな話を、こういった制度なのかなと僕も勘違い

をしていた部分があるので、その確認だけのためにこの資料をいただきました。ありがとうご

ざいました。わかりました。 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議を進めたいと思います。暫時休憩いたします。 

休憩 午前 1１時０５分 

                                         

再開 午前１１時１６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。 

 国民健康保険事業会計について質疑を行いたいと思います。質疑のございます方はどうぞ。

ありませんね。はい、２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ２番、前田です。きのう丸山課長が途中でいなくなって、79 ページ別

と言われたので、きのうのと関連がありますからお聞きします。71 表に、確かに後期高齢者医

療制度による影響額によって把握できませんよということで、対策額に入っていませんけれど

も、これは当然、28 年までですから見直ししていきますけれども、いつの時点でこの額が、ア

ップした額が出てくるのか、それによってこの項目の中に見直しという部分で数値が入ってき

て、その財政対策の部分にどう並行してくるのか、いつ出てくるのか。 

○委員長（及川 保君） はい、丸山町民課長。 
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○町民課長（丸山伸也君） はい。きのうもお話させていただきました。まず後期高齢者医療

制度に関して、比較的納税意欲のある方が後期高齢者に行かれて、その影響が若干どうなるの

かわからないという要素があって、最終的には額が出ないという話をきのうさせていただいた

と。基本的に、行財政対策室長ともお話をしているのですが、言われていることは、少なくて

も単年度収支は均衡させてくれと。基準で繰り出しているものについては、これは基準どおり

に出すけれども、税をひっくるめて、単年度収支はプラスマイナスゼロにということはきちん

と言われています。従って、そこをきちんとやっていくことによって、そのほかに、例えば収

納率を向上させるとか、内部管理経費を下げていくことによって、更に一般会計から累積赤字

になっております２億円分については、繰り出しをいただくということであれば、28 年度まで

に、最終的に会計そのものはプラスマイナスゼロになるというふうな考えでございます。 

 もう一つは、運営協議会の中でもお願いをしてございますが、実は 14 年間も税率の改正につ

いて諮っていなかったという事実があります。これ、事務局の怠慢といわれてもしようがない

と思っていますが、今、事務局レベルで考えているこれをやっぱり、きちんと３年おきくらい

に見直すシステム、この際つくっていく必要があるのではないかと思っています。当然、医療

費削減を一生懸命頑張れば、３年後には保険料を下げられると。上げるのではなくて下げると

いうことも可能になるかと思います。そういったことも含めて、ある程度保険料の改正につい

ても、介護保険が３年ごとに事業計画をつくって見直しをやっていますので、国保もやはりそ

ういった考えをいれて、少しでも上がらないように、できれば一生懸命頑張って下がるように

やっていきたいと。こういうことも含めて運営協議会のお話をしていただきたいということで

お話をさせていただいております。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） 確かに、14 年のときは収支黒字になっているはずなのですよね。です

から、そういう部分でぜひやってほしいと思いますけれども、私、今言ったように、そうすれ

ば、見直しした額の数字というのは、これ 21 年から実施ですけれども、いつ頃までに出ますか。

数字は。今、取り組んでいると思うのですけれども、21 年ということですから、こういう改正

の見直しの数字になりますよということが議会にいつ頃示されるのかということ、当然、町民

にもそうですけれども・・・。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） はい。９月に条例改正案を上げたいということでやっていますの

で、当然シミュレーションができて、条例改正する時点で裏づけとなる数字の根拠についても

お出ししなければならないとなりますので、遅くても条例改正時には議会のほうに、単年度こ

ういうふうになりますと。３年間見込んでこうなりますという形ではお示ししたいというふう

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。この収納率の向上とか対策の中で、（３）

保険給付費の削減ということで、４連携、ここでは３連携なのですが、３連携による健康づく
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りのことで医療費の抑制と削減を図りますというふうにあります。この中で特定健診というの

が大きな位置を占めるというふうに私はとらえているのですが、大体、28 年度まで 8,000 万円

の目標ですから、年間 900 万円の医療費の削減をしていくということになりますね。今までは、

成人病健診ということで無料でした。今後は 1,300 円かかりますね。そういった中で今年から

始まっておりますけれども、確か対象者にははがき等の通知が行くと思うのですけれども、対

象人数がどれくらいなのかと、それから出足の状況がどうなのか・・・。大体始まって１、２

カ月が経っていますので、今までと比べて出足がどうなのか。その辺押さえらてれているのか

どうか。この目標を達成するためには、その辺見ておく必要があると思うのですが、どういう

ふうにとらえていますか。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 対象人数につきましては、今、調べさせますのでお待ちください。

出足ですが、まず６月議会が終わる前後くらい、20 日頃から集団をやっていきたいと思ってい

ます。現在、集団の申し込みについてやっておりますが、数字についてはまだ出ていないです。

それと７月１日から３月 31 日までの間ですね、これ町内の各医療機関さんにお願いをして、個

別にやっていただくということで今、調整をしてございます。それに関しましては既に苫小牧

医師会のほうへお願いをしまして、契約等も済ませてございます。最終的に目標 25％と見込ん

でございますが、どの程度になるかについてはまだちょっとわからない状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） これは５年後になると、受診率が低いとペナルティーがありますよね。

そういったことで、苫小牧市だったと思うのですが、無料に・・・、補助制度か何かしたよう

な・・・、新聞で見たような気がするのですが、苫小牧市はこれに対する対応策をやっている

と思うのですね。白老町も５年後の結果を見てから、その 65％行かないでペナルティーがつく

ようになってから、何か考えをするのか、この 8,000 万円というのは 10 年スパンですよね。で

すから、そういったことで 900 万円の結果を出すために、これを無料化にするといったら、人

数わからないのですが、それ以上の経費がかかると思うのですね。そういった意味では、かな

り啓蒙に対して、それから意識改革をさせていかなければ、厳しい数字ではないかと私はとら

えているのですが、一つ一つの目標が達成しなければ国保税としての目標が達成しないわけで

すよね。ということは財政プログラムの目標が、どこかにまた負担がかかるということになり

ますので、こういった地道な、きちんとした計画性が必要ではないかなと思うのですが、その

ペナルティーを含めての考え方を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） はい。まず先に、対象人員どのくらいいるかということでござい

ますが、本年度の対象人員は 5,075 名になっています。６月中旬で行います集団について、既

に 500 名程度の申し込みがきているというふうにございます。そのほか７月からやる各医療機

関の個別が約 4,500 名くらいの方にはがきで発送する予定になってございます。 

 それとペナルティーの問題です。５年間たって目標値が達成できないとなると、国保の調整
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交付金の中で減額をするという話になってございます。減額の率については、まだ確定してい

ないと聞いてございます。間違いなくペナルティーについては、達成できなければ何らかのペ

ナルティーがくるというふうに理解をしてございます。 

 従いまして、初年度、1,300 円自己負担をいただく。今回の特定健診については 1,300 円の

個人負担をいただきましょうということでスタートしてございます。最初から無料にしてはど

うかという意見も、確かにございました。それは、前のときにもお話したかと思いますが・・・。

３連携の中で話をしていたのが、原則として自己負担はありますということについては、これ

は理解をしていただこうと。ただそうはいっても、最終的に目標が達成できない。目標が達成

できないということは、この３番目の保険給付費削減にもつながらない可能性も当然出てきま

すから、それについては２年目以降、きちんと見直しをして、場合によっては大胆に無料とい

うことも考えながらやっていかなければならないと思って考えています。今の時点で、２年目

から無料にするとかどうするとかという考えは言えませんけれども、委員のご指摘のあった部

分を踏まえて、今後検討していきたいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 簡単に１点だけお尋ねします。19 年度の収納率の向上と保険給付費の

削減 600 万円ずつ見ているわけですけれども、この実績・実態・状況、どういうふうになって

いるかお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） ちょっとお待ちください。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午前 1１時２７分 

                                         

再開 午前１１時２８分 

○委員長（及川 保君） 再開いたします。そのほか意見ございましたらどうぞ。ございませ

んね。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午前 1１時２８分 

                                         

再開 午前１１時２９分 

○委員長（及川 保君） 再開いたします。丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） はい、現時点ではそういうことになると思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。それでは次に進みます。80

ページ、２番、公共下水道事業会計について質疑を行います。質疑のございます方はどうぞ。

ごめんなさい。説明を願います。大黒主幹。  
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○行財政対策室主幹（大黒克己君） はいそれでは、80 ページ２番目、公共下水道事業会計で

ございます。まず対策でございますが、一つとしまして下水道使用料の見直しでございます。

これにつきましては、昨日、72 ページの歳入の部分で説明したとおりでございます。  

それから２番目、収納率の向上、これにつきましてもきのう説明させていただきましたけれ

ど、１ポイントアップを目標額としております。  

それから３番目、水洗化の促進ということで、既に整備している整備済み地区内の水洗化普

及に努めるというものでございます。 

それから４番目、職員給与の削減。これにつきましては、公共下水道会計は給与費を独自に

もってございますので、一般会計と同様、平均約 20％の給与削減の部分がここでカウントされ

ております。  

それから５番目、建設事業費の縮減及び見直し等ということで、現状延長型で出した収支見

直しに対しまして、事業費の縮減という部分で効果額を出してございます。 

それから６番目、公的資金補償金免除繰上償還の実施ということで、これにつきましては平

成 19 年度より３カ年にわたりまして、年利５％以上の政府系の資金の補償金免除の繰上償還が

認められております。それによるもので、効果額は記載のとおりでございます。 

それから７番目としまして、一般会計からの追加繰り入れでございます。  

８番目、繰上充用金の縮減。これも結果として効果額として出るものでございます。各年度

のそれぞれの効果額につきましては、81 ページ、表 72 のとおりでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、説明が終わりました。質疑のございます方はどうぞ。10 番、

大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。昨日の報告の中で、解消可能資金不足額５年から

45 年になったという報告がございました。これでは実質赤字は何も減らないわけですけれども、

しかし、連結実質赤字比率のことでいえば、どの程度の数字なるのか。 

もう一つ、これで公営企業における資金不足比率。この比率との関係でいえばどうなるのか。

45 年になったことによって、資金不足比率がクリアできる状況になるのかどうか。この２点、

お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  それではまず１つ目の解消可能資金不足額の関係でござ

いますが、当初、プログラム上５年間の遡及ということで見ておりましたのが 45 年ということ

になりまして、その５年で見通した部分につきましては、約１億 8,000 万円程度というふうに

プログラム上は見てございますが、45 年にしますと、あくまでも 18 年度の決算に基づく算定

でございますが、おおむね２億 8,000 万円。いわゆる１億円のプラスというような、今現在の

ところの算定でございます。それによりまして、資金不足比率がどうなるかということでござ

いますけれども、基本的に 45 年の償還ということで変わったということになったとしても、下

水道会計の部分で 20％クリアするということには、現時点ではなってございません。以上です。 

○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） そういう状況の中で、20 年度、一般会計から１億 1,800 万円繰り出し

することになっておりますね。20 年度、この１億 1,800 万円繰り出した段階でも、解消可能資

金不足額が２億 8,000 万円になって、１億 1,800 万円繰り出しても、公営企業の資金不足比率

はだめですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  具体的に数字でお示しできればよろしいのですが、今、

その数字を持ち合わせてないのですけれども、基本的に１億円プラスになったとしても、なお

かつ 20 年度の追加繰り出しをしたとしても、やはり赤字額がその時点で相当残ってございます

ので、資金不足比率の対象にはならないということであります。 

○委員長（及川 保君） はい、辻上下水道課長。  

○上下水道課長（辻 昌秀君） 資金不足比率ですね、試算していますので参考までにご説明

しますと、18 年度決算でも解消可能資金不足額、これを控除しての資金不足比率は 52.7％とい

うことで試算してございます。 

 19 年度、まだ決算終わっていませんけれども、見込みの中で行くと 65％くらいに上がると

いう状況ですから、先ほど大黒主幹がご説明したように、繰り出しの追加がまだしばらくは資

金不足比率の関係 20％のラインはかなり超えた水準で経過するのではないかと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今、資金不足比率の関係が出ましたけれども、逆に私は建設事業費の

見直しのですね、20 年度マイナス 300 万円、それ以降 4,600 万円かな、まず１点として、これ

の積み上げた根拠を教えてほしいのと。それで資料の 12、31 ページにですね、緑泉郷、石山温

泉郷については、計画を見直ししたよと。この効果見ていますが、これが反映されてくるのか、

それとも以前に計画決定してしまっているので、それがすっぽり落ちているのか。それと、そ

の下に合併浄化槽の整備が３億 8,100 万円見ています 424 戸ですね。この部分がこれから持ち

出しになりますけれども、これも先ほどいった事業見直しの中にプラスマイナスの根拠の上乗

せで入ってきているのかどうか、その辺伺います。  

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。  

○上下水道課長（辻 昌秀君） まず建設事業費の根拠という部分ですけれども、下水道事業

の内容ですね、若干ご説明しますと、環境の整備、それと処理場の整備、それと 19 年度から本

格化していますけれども、白老地区の合流改善事業、大きくいうとその３つの事業になります。  

 それで、環境整備については、現在、公共としては柏洋団地のまだ行き渡っていないところ。

あと特環という区域については、ゆうかり団地を現在やっておりまして、今後はこれについて

は、ある程度利用者の意向も聞きながら、順繰り順繰りやっていくということで、事業規模は

かなり縮小してございます。  

 ただ、処理場については老朽化しているということもありまして、今後１億円から多い年で

３億円くらい。年によって増減するのですけれども、ある程度やらなければならない箇所を拾

って積算しているということでございます。  
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 合流改善事業については、25 年度まで完成させるということで積算してございまして、これ

が 22 年度から 25 年くらいにかけては集中的に目標年度定められていますので、やらなければ

ならないということで２億円から３億円くらいの事業は事業費を計上しなければならないとい

うことで、それらを合わせて事業費を出しまして、過去の整備事業費の水準からいうと、これ

くらい縮減できるのではないかということで積算してございます。 

 あと、資料 12 の関係でございますけれども、合併浄化槽の関係につきましては、これは実は

下水道会計の事業ではなくて、一応一般会計の事業ということで計上してございますので、比

較の意味で、町全体の中で差し引きして、見直しによる町負担の軽減額、いくらくらいになる

のかということをやってございますけれども、ここの部分については、合併浄化槽については

一般会計事業ということで、特に下水道の計画には盛り込んでいないという状況です。 

 それと２点目、ご質問のあった、計画区域見直しによる部分の事業費については、これは盛

り込んで事業費の積算してございます。  

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） この対策額の中に、事務事業の見直し等が入っていないのですけれど

も、処理場の、ある民間会社に委託していますけれども、その部分は時勢に合ったような見直

しを行っているのかどうか。そして、見積もりは多分随意契約だと思いますけれども、十分に

その辺、職員の給与も下がっていますけれども、かかる経費の部分についても適正な形になっ

てきて、その部分、事務事業の見直しで出てこないのかどうか。その辺お聞きします。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。  

○上下水道課長（辻 昌秀君） 処理場の管理委託につきましては、毎年予算編成段階で、相

手方からの見積り、それに対してこちら側としてのある程度積算できる、見直しできる部分、

協議しながらやってきているということですけれども、もうそういう民間委託にして、しばら

く年数が経つ中で、かなり見直し項目については少なくなってきていると。そういう状況です。

これには、盛り込んでございませんけれども、毎年毎年、そういう改善項目がないかというこ

とでやってございますけれども、処理場が老朽化してきているという部分もあって、なかなか

維持経費、修理関係、そういうものを含めて金額が増えつつあると。特に今後の部分について

は、燃料費についてかなり厳しい状況ということもございまして、ここには載せてございませ

んけれども、毎年毎年、見直しできるものは改善していきたいと。ただ目標額を出すには、老

朽化してきて非常に運営上厳しい施設になるというようなことでございます。  

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほかございませんか。３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） いただきました資料７と資料 12 なのですけれども、資料７に将来推計

人口というのがでているのですけれども、それと下水道計画のほうの計画人口の変更というこ

とで出ているのですけれども、これ数字が違っているのですけれども、どちらが正しいといっ

たら、聞き方が変ですけれども・・・、これ、下水道計画のほうがシビアに見ているのか、将

来推計人口のほうがシビアに見ているのかわからないのですけれども、この辺の考え方随分違

ってくると思うのですけれども、その辺はどのように受け取ったらよろしいのでしょうか。 
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○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 将来推計人口、この件につきまして経営企画課で資料出させ

てもらっていることから私から説明いたします。  

 将来推計人口につきましては、いろいろな方法がございまして、今回、委員会から求められ

ましたこの資料ですけれども、これはあくまでコーホートを用いまして、一般的に新聞等、そ

れから広く公表されている日本全体の人口推計、その中の白老分として取り上げた部分を資料

として提出させていただきました。これ、厚生労働省の外郭団体の日本人口独立行政法人の人

口調査研究所というところの算定方式、それにより位置づけしたものであります。  

 ですから、下水道で使用しておりますものは、基本的に都市計画と合致させるということで、

都市計画マスタープランに基づきます人口推計、それを基本とするということで、これ事業の

認可等を取るときにはそういうルールのもとに事業の認可を取るというふうに、国土交通省の

ルールのもとでやるものですから、どうしても違いは推計方式によって出てくるのです。  

 ですから、コーホートでやる場合は、ある期間５年間の期間、国勢調査の中で５年間やった

期間、それを将来にトレンドしていくものですから右肩下がりで行く場合は、ずっと右肩下が

りで行くのですね。都市計画の場合は、そういったものを加味した中で白老町独自の人口はど

のくらいになるかと計算するものですからその差は出ます。以上です。  

○委員長（及川 保君）  はい、辻上下水道課長。  

○上下水道課長（辻 昌秀君） 若干補足しますと、下水道のほうは平成 23 年で１万 8,900

人と。今そういう人口になっていますけれども、これはあくまでも町全体の人口ではなくて、

下水の処理区域、下水道の計画区域の人口で１万 8,900 人。これにほぼ合うものとしては、将

来推計人口資料７番の資料でいくと平成 20 年１万 9,856 人ということで、ちょっと先ほどの下

水の数字多くなっていますけれども、こちらは町全体の人口ということで、下水の計画区域の

人口イコール町全体の人口ということにはなりませんので、その辺の区域の違いということで

ご理解いただきたいと思います。 

 例えば、飛生とか下水の入っていない区域については、この下水の計画区域人口には入らな

いと。今回見直しかけた部分では、例えば石山の温泉分譲地ですね。これ計画区域から外れて

きていますので、そういうものも外れてきているということでございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 下水道のほうは、それでは、この出された数字は計画区域の人口とい

うふうに・・・、わかりました。  

 そうしましたら、これから先、高畠課長にお伺いしたいのですけれども、これらのプログラ

ムの中で、人口推計を見ていくときには将来推計人口で見たらいいのか、それとも今言った都

市計画の人口推計で考えたらいいのか、その辺ちょっと悩むものですから、もしできれば都市

計画のほうの人口推計の資料をいただければありがたいなと思ったのですけれども・・・。 

○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） 都市計画関係の下水道人口、それから総合計画。これ前回の
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第２次総合計画を立てたときに一致させて、そういうことで総合計画の人口イコールというこ

とで 22 年に２万 1,500 人にという人口を推計しております。それは、このコーホートとは違う

方法なのですけれども、コーホートで下がってきますと。だけれども白老町は、こういう努力

をすることによって、この下がりを食い止めましょうというような部分で上乗せをして、22 年

で２万 1,500 人にという人口を設定しております。 

 ですから、このままの人口で推移していけば、もう限りなくゼロに近付きますよね。50 年と

か 60 年とか・・・・。そうなると地域自体がなくなってしまいますから、常にそういうふうに

ならないように努力するのが行政の仕事だといったことで、総合計画の中でいろいろな施策を

どんどん盛り込んで。こういうことで 22 年には２万 1,500 人にという人口にしましょうという

ことで計画というものは立てるのです。ですから、実際にそうなるという部分と、計画してこ

うなってはいけないからこうしようという部分で、やはり差が出ますよね。だから、計画人口

とこの推計人口とは違う。これはあくまで、今減っていく状況を推計したらこうなりますよと

いう人口を資料として出しているのです。資料７とは何もしない場合。何もしないといったら

変ですけれども、過去５年間で行ったことをそのまま黙って、同じ状況でやった場合はこうな

りますよと。だけれども、総合計画とかそういう中に示されている計画をやることによって、

こういうふうにしましょうという人口。その差が出ます。そういうことで、我々が行政サービ

スを展開する意義がそこにあると思うのです。だから、計画人口と推計人口はそういうことで

違うということでご理解いただきたいと思います。 

人口の資料ですけれども、課に来ていただければいつでも出せますし、前回、総合計画を立

てたときに、議員の皆さん方にも配布しているはずなのですけれども、その人口の説明という

のは十分しているところなのですけれども、今、この委員会の中で提出していただきたいとい

うのであれば、それは提出いたします。よろしいですか。 

○委員長（及川 保君） はい、３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） それでは、あとで資料をいただきにまいります。  

 もう一つですけれども、それでは、今回のこのプログラムは、どちらの計画の人口でつくら

れたのでしょうか。その１点だけ教えてください。  

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  基本的に、すべてのプログラムの項目に対して人口がす

べて合致するかどうかというのは別にしまして、例えば、交付税の積算等につきましては、こ

ちらの資料７のほうで出している人口推計を使用して算定してございます。以上です。 

 すべて、計画人口は使っておりません。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは次に進みます。81 ページ、３番、工業団地造成事業

会計、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３番目、工業団地造成事業会計でございます。
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まず対策の１つ目としましては、土地の貸付単価の見直しでございます。  

 それから２番目としまして、維持管理費の見直しということで、維持管理計画を策定して見

直しによる削減に努めるというものでございます。 

 それから３番目としまして、一般会計からの追加繰り入れ。これと４番目としまして、その

結果による繰上充用額の縮減ということで、各年度の目標額につきましては 82 ページ表 73 の

とおりでございます。 

土地の売り払いにつきましては、きのうご説明させていただきましたが、工業団地会計の健

全化計画。これでは、毎年度売却していくということで、努力目標を設定してございます。し

かし、土地の売却が計画どおりに進むかどうかというのは、やはり相手側がいることでござい

ますので、精一杯努力したとしても、確実に実行できるわけではないという考えをもってござ

います。そのような状況の中で、本プログラムを着実に実行していかなければならないという

ことから、いわゆる最悪の場合を想定しておりますので、本プログラムでは売却効果額として

算定しないこととしております。以上です。  

○委員長（及川 保君） はい、工業団地造成事業の会計についての説明が終わりました。質

疑のございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） 今の土地の売却については、本プログラムでは効果額としては算定し

ないというふうに書いてはいるのですけれども、昨日までの歳入という問題のところで、結局

は町民の税金を上げましょうとか、下水道使用料を上げましょうとか、いろいろなことで収入

をふやそうと努力をしている中で、やはり１番ネックになっていた工業団地造成と臨海部土地

造成会計、これ２つ合わせると 20 億円以上の収入になりますよね。これを全く入れないという

考え方というのは、私はいかがなものかなと思うのですよね。  

 確かに相手方があるから、売れる、売れないはそのときの運任せというやり方は、私はいか

がなものかなと。少なくともここの金額の中の、最低でも３分の１は売り切るぞと。そういう

ようなシミュレーションとか、意気込みがないで売れたらもうけ物という考え方自体、このプ

ログラムの最大の欠点ではないかなと思っているのです。 

 やはり、一番この金額が財政再建団体になるかならないかとか、最後までもめた部分ですよ

ね。そこのところの部分が効果額としては算定しませんというふうに、あっさりと書かれただ

けで、なかなかこれは理解できないのですけれども、その辺はどうして、これいきなり全額算

定しませんとなったのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

○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） 昨日もお答えしたと思うのですが、今も主幹からご説明さ

せていただきましたけれども、これがここ何年間に売れる見込みがあれば当然組み込みます。

予想があればですね。ですけれども、ここのところが見込めない限り、それを算定しますと、

プログラム自体の数字が実質的に達成できるかできないかという、こういう形になってきます。

そうしますと、では達成できないときにはどうするのということは、ほかに財源を求めると、

こういう形になります。ですので、そういう形から考えますと、基本的にはここでは見込まな
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いほうが、着実にプログラムを実行し、確実にそういうことが遂行できるのではないか。そう

いう視点に立って、こういうプログラムがつくられておりますので、そこのところはご理解を

していただきたいと思います。あくまでも、これが歳入が見込めるよということであれば、当

然見込んでいきますし、現段階では見込めない段階でありますのでそういう扱いをさせていた

だいたとこういうことでございます。 

 ですので、職員の土地を売る姿勢と、その姿勢があることによってこのプログラムが組める

かというと、そうではないということです。ですから、職員が十分その部分は努力していきま

す。当然のことで先ほどから、先日も言わせていただいておりますが、職員は売るということ

については十分努力をするのです。なおかつそれでもやはり、10 年後のプログラムを見たとき

に着実にやっていきたいと。その収益が上がったものについては、８年なり９年なり早く終わ

らせたい。こういう考え方のもとでプログラムをつくっておりますので、再度ご理解をお願い

したいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） このプログラム自体の整合性を図るために数字を入れなかったという

考え方は、多少わからないわけではないのですけれども、でも現実問題といたしまして、やは

り物を売るときの目標額というか、そういうものがほかのところで一切説明がないのですよね。

それ自体、私はこのプログラムが、本当に実行していく中で白老町の財政をどう思うのだと。  

 町民一人一人が、やはりこれがきちんとやってもらえるのはありがたいけれども、でも肝心

な一番売れないといけない土地の部分のシミュレーションというか、そういう計画というもの

が一つも示されていないということに対しては、やはりちょっとおかしいのではないかと私自

身思っています。ですから、このプログラムに入れられないなら入れられないように、きちん

と工業団地、臨海部、両方の売上目標額を設定して、どのような形で売っていくのか、そうい

う計画的なものもはっきり言って、ここにはないのですよね。私はそのことを指摘しているの

ですよ。やはり一番売ってほしい、努力をしてほしい、もちろん町も売りたいと思っている部

分ですから、ここのところの、この中に入れられないものであったなら、せめてきちんとした

別の形のプログラム、そういうものも提示できないのかなと、そういうふうに思うのですけれ

どもいかがでしょうか。  

○委員長（及川 保君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 先ほど、プログラムで金額を見ていないということは室長か

らお話があったとおりでして、実はこの会計自体は平成５年から赤字が発生してございます。

いわゆる赤字が 15 年間、埋め戻されなかったために繰上充用という形の中で、今年度も約 13

億 6,000 万円ほどの赤字を計上して繰上充用を行っているという、こういう実態でございます。

ですから、当然私どもも、これを解決していくための努力はしていかなければならないと思っ

ておりますし、昨年は、そういう中では約 4,000 万円を越える土地を売却することができたと

いうことで、努力をしているということをまずご理解いただきたいと思います。 

 それと今般、今の計画という部分についていえば、当然、資金不足比率の関係ですとか、資
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金不足額の関係からいって、健全化のための計画はつくることになります。それで、現在の中

で最終的に、これは特別会計ですから、そういう資金不足率を見ながら、きちんとした計画を

つくっていかなければだめなのです。ただし、その努力目標に向けて、職員、現在のところ頑

張ってございますけれども、やはりそれを 10 年間で解消していくのか、最終的に更にそれをも

う少し期間を延ばすのかということの詰めは、もう少し残ってございます。その部分がまとま

り次第、最終的な計画としてまとめたいというふうに思ってございますのでご理解いただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 補足させていただきます。委員がおっしゃっているのはそ

の表現をどこかで見られないのかと。こういう話だというふうに・・・。そういうことではな

いのですか・・・。 

結局プログラムの中では、本編としては先ほど言ったとおり、こういう形になりますよとい

うことです。ただ、委員がおっしゃっているのはその目標額をこれとは別に、どのような表現

かでできないかということですよね。努力しているよというのはわかるけれども、そういった

表現がどこにも出てこないではないかと。こういうことですねプログラム上。ですので、その

部分については、どういう表現にするかはまだ考えていませんけれども、どの部分に盛ればい

いのかも、まだ決めかねておりますが、ただ、この最後のところの第６章になりますけれども、

財政運営のガイドライン等々あります。この中では、新しい検討手法等含めておりますので、

その辺で表現ができるかどうかというものを検討したいというふうに思いますのでご理解をお

願いします。ですから、具体的に言いますと、どういう表現にするかはこれから検討しますけ

れども、何らかの形で表現をしていきたいというふうに思います。  

○委員長（及川 保君） よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後１２時０３分 

                                         

再開 午後１２時５９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。引き続いて工業団地造成事

業会計についての質疑を行います。はい、３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほどの話の続きで申しわけないのですけれども、先ほど資料みたい

なものをつくるというふうな検討をしていただけるということだったのですけれども、それは

いつごろまでに提示していただけますでしょうか。それだけお伺いしたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 誤解を与えているといけませんので再度ご説明しますけれ

ども、何らかの表現をこの財政改革プログラムの中でしますと。ただ、この財政改革プログラ

ムの中での目標値であるとか、そういうものについては、入れると整合性が取れなくなります
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ので、努力をするという。土地を売っていきますよという表現をどこかで盛らせていただきま

すと。こういうことでございますので、そういうことでご理解をお願いしたいということです。

ですので、資料という形ではなくて、そういう表現でプログラムには表現を加えたいと。こう

いうことです。それで、当然、成案化を図っていきますので、最終的に修正したときに、議会

へも当然報告する形になりますので、その時期までに合わせて、そういったものを調整して表

現していくと。こういうことです。  

 議会のスケジュールをお示ししていると思うのですが、８月をめどに成案化しますというお

話はさせていただいておりますので、その時期に合わせる形になると思います。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つは、この工業団地造成の特別会計の中での現時

点での実質的な販売、土地を売るときの金額、それがいくらなのか、実質販売額ですね。総額。  

それから、国が見た金額がありますね。比率で出した。今回新たに出した、比率で出した金

額。それがいくらか。簿価がいくらか、この３通りの金額、わかりましたら工業団地造成会計、

団地の全体の金額わかりましたら教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、未分譲用地でございますけれども、これにつきまして

は石山工業団地内で 10 万 5,885 平方メートル。現在、販売単価は 5,000 円です。それから未造

成地につきましては２万 166 平方メートルで、単価としては 3,500 円で、これを合わせまして

約６億 6,000 円という形になります。 

 さらに、石山工業地区につきましては未分譲地が１万 7,069 平方メートル、単価として現状

で販売しているのが 5,600 円でございますので、9,558 万 6,000 円。合わせまして、６億 9,559

万 2,000 円が、現在、販売可能な金額というふうに押さえてございます。 

 それと、いわゆる健全化法の中でどのくらいの金額が見られるのかというのは、このプログ

ラムの中の 37 ページに記載してございまして、これはあくまでも今の段階での推定でございま

すが、それぞれ記載してございますが、これはいわゆる相続税の倍率単価に基づく計算という

部分でございまして、記載のとおり工業団地の評価額に対する 1.1 倍を掛けてさらに 1.25 倍掛

けるという、そういうような数字になってございまして、これを合わせて７億 4,529 万 4,000

円というふうになってございます。ですから、財政健全化法の指標を計算する場合は、今売り

出している価格よりは若干高く売られるのではないかということで想定はしてございますが、

それほど大きな違いはないということでございます。 

 それと、いわゆる簿価額ということのご質問でございますが、簿価額につきましては、現在

詳細について、私どものほうの会計自体で、やはり健全化を進めていかなければならないとい

うことで、簿価額について再度、平成元年から含めて調査をして最終的な簿価額について検討

したいということで進めてございますので、現段階では数値的には押さえてございませんので

ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 今まで、町が資産評価していた額、正確な簿価額でなくて結構です。

町が工業団地特別会計で、これだけ赤字ですよと持っている分ありますね。その分がイコール

になるということではないのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 今お話しましたとおり、今回の繰上充用させていただいてい

ます 13 億 8,679 万 1,000 円。これがいわゆる実質の赤字という部分でございます。ですから、

今回、うちのほうで販売できるだろうという価格を引きますと、約６億 9,100 万円ほどの実質

の赤字が生じると。これが資金不足額に当たるということになります。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 実質赤字が今言った金額から引きますと６億 9,100 万円ということに

なりますね。国が見ているのが７億 4,529 万 4,000 円と、こういうことになります。当然、こ

れでは 20％。どっさりオーバーしているということですね。ということは、全部売れたとして

も６億 9,100 万円は町の一般会計から補わなければいけないと、こういうことになりますね。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） そのとおりでございます。ですから今、私どもが直接販売し

ている価格と、国が見てもらえる差額は約 5,000 万円ほどありますが、実質的には 5,000 万円

ぐらいの差額が数字上出る話でありまして、実際にはこれだけの赤字を一般会計から繰り入れ

ていただかないと、この会計自体はゼロにならないということです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。例えば今回、今年度ですか。一般会計から繰り入れされる

分がございますね。１億円ですか。この１億円というのは、７億 4,529 万 4,000 円との関係で

いうと、ここの部分が減るのか、それともここは減らないけれど６億 9,100 万円。これとは相

関はないけれど、その部分が相対的に減って７億 4,000 万円というのは残るのですか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、１億円を繰り入していただけるということになれば、

繰上充用額が減るということになります。ですから、今回の、20 年度で繰上充用させていただ

きました 13 億 8,600 万円ほどの額が、単純にいうと 5,000 万円もう入れていただいていますの

で、13 億 8,600 万円ですが、あと 5,000 万円追加になれば 13 億 3,600 万円くらいに下がると

いうことですね。 

 しかし、資産の価格というのは同じですからその分は減りますが、減って実質上数値も減る

ことになりますが、大きな変化は今のところない。今後、定期的に入れていただくことによっ

て、その比率がだんだん下がっていくということになります。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ということは、土地を売ると。この計画書では関係

ないけれども、土地を売ることができれば、当然実質赤字が減ります。それは、特別会計の赤

字額は減ると。もちろん国の指標の分も減りますよね。やはりそこのところをやらない限り６
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億 9,000 万円、約７億円の持ち出しはあるけれども、そこのところをやらないとこの会計自体

は回っていかないというふうになりますね。結果として。 

○委員長（及川 保君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） そのとおりでございまして、まず、このプログラムの計画ど

おり、基本的には繰り入れをしていただくということが前提で、なおかつ会計自体の土地を売

るということをあわせてやっていかなければ進んでいかないということでございます。そのと

おりでございます。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 当然そうすると、売ることによって特別会計の分が減りますから、町

からの繰り出しは減ると。町からの繰り出しは、これからいったら減るというふうに考えてい

いですね。  

○委員長（及川 保君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） そうなるのですが、しかし、いわゆる資産価格が、売れると

いうことは資産がなくなるわけです。ですから、そこは数値的には下がってはいきますけれど

も、やはり今の実質の赤字を減らしていかない限りは、実質のパーセントはなかなか下がって

いかないということで、当然売っていくということは必要ですし、繰上充用額は下がります。

下がりますが資産は減ります。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、結果としては土地は売らなければだめだけれど、土地

を売っても資金不足比率は下がらないから、一般会計から６億円分を繰り出さない限り、その

資金不足比率は変わらないから、そこは解決にならないということだね。ということは一般会

計も繰り入れながら、土地も売らなければだめだと。こういうことだ。  

○委員長（及川 保君） はい、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 委員のおっしゃるとおりで、そういう努力をしていかなけれ

ば、この会計については健全化に持ち込めないというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ありませんね。次に進みます。 

それではめくっていただいて、82 ページ、４番、臨海部土地造成事業会計について説明を求

めます。はい、大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 82 ページ、４番目、臨海部土地造成事業会計で

ございます。まず対策の１つ目として、土地貸付単価の見直しでございます。  

それから２番目としまして一般会計からの追加繰入。 

３番目としまして、対策を講じることによる繰上充用額の縮減ということになります。 

これらの対策の各年度の目標額については、下段表 74 のとおりでございますが、土地の売り

払いについては工業団と同様の考え方でございます。以上です。 
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○委員長（及川 保君） 臨海部土地造成事業会計について質疑を行います。はい、10 番、大

渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。すみません。今の３つの指標。売るほうと国で見てもらえ

る額と元の金額。その３つだけ、議論はさっきありましたので結構ですから、数字だけわかれ

ば教えてください。 

○委員長（及川 保君） はい、岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） お答えいたします。今、分譲している価格は２区画売れた中

では、平方メートル当たり 9,700 円と１万円でございます。今、分譲地として残っております

のが７万 2,870 平方メートルでございます。それが、本当の分譲価格といたしましては平方メ

ートル当たり１万 2,400 円でありますので、それでいけば分譲総額については９億 3,000 万円

でございます。これが平方メートル当たり１万円になると７億 2,800 万円ほどになるという形

でございます。 

 一応、国との試算でございますけれども、先ほど説明いたしましたとおり、37 ページに臨海

部としては４億 9,000 万円という形になっております。簿価につきましては、試算していない

のであとでお答えしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○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。83

ページ、５番、港湾機能施設整備事業会計について質疑を行います。はい、大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 83 ページ、５番目、港湾機能施設整備事業会計

でございます。対策の 1 番目、資本費平準化債の借り入れ。これにつきましては下水道事業と

同様、上屋に伴う元利償還金とその減価償却費の差額の部分を起債として借り入れるものでご

ざいまして、目標額は記載のとおりでございます。  

 ２番目、資本費平準化債借り入れに伴う公債費の増加ということで、ただいま、１番目の対

策、起債を借りることによる公債費が逆にプラス要素として出てきます。  

 それから３番目、同じく一般会計からの追加繰り入れ。対策をとることによる繰上充用額の

縮減が４番目ということになります。 

 各年度の目標額は、表 75 のとおりでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、説明が終わりました。港湾機能施設整備事業会計について質

疑を行います。ございます方はどうぞ。はい、10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これ確か、40 年なら 40 年、同じ状況で貸した場合

はプラスマイナスゼロになるということなのですけれども、当然 28 年までは、起債の償還があ

るからふえていくということでこういう処置を取られるのだと思うのだけれども、40 年でトン

トンになるということを前提にしたら、これは 28 年度までこういう一般会計からの繰り入れ施

策を取らなければどういうことになるのですか。 

○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）  はい、ここでこの資本費平準化債の借り入れと一般会計

からの追加繰り入れを行うことによって、既に平成 19 年度の予算等にも繰り入れ、入れてござ

いますけれども、それによってこの会計は収支ゼロにしております。その後もこのゼロを維持

するために、このような対策をとるものでございますが、もしこれらの一般会計からの追加繰

り入れや資本費平準化債がいわゆる対策として、今回行わなければ、基本的に元利償還金と収

入は使用料収入しかございませんので、おおむね 3,000 万円程度の差額は毎年増えていくこと

になって赤字が増大します。  

 ただし元利償還金の終わる年以降は、逆に収入だけになりますので、その段階からは徐々に

赤字が解消していくと。こういうような状況になります。ただしその赤字を前段でどんどん膨

らませるということについては、やはり連結実質赤字比率ですとか、あるいはこの港湾施設整

備事業会計の資金不足比率に非常に影響が出ますので、これについてはやはり収支は均衡を保

つよう対策を取らなければならないということで、このような対策をとっています。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。その意味はわかりました。それで例えば、起債が終

わればプラスに転じてきますよね。そこの金額がどれくらいになるか。平準化債はいいのです

けれども、一般会計からの繰り入れの分を、例えばぎりぎりまで、資金不足比率の 20％のぎり

ぎりまで一般会計の繰り入れを引っ張るというようなことはできないのですか。テクニック

上・・・。意味わかる。起債が終われば黒字に転換するわけだからね。黒字ではないけれど、

今度は赤字が減っていくわけでしょ。最終的には 40 年でゼロになるわけだから、そういうこと

でいったら 20％ぎりぎりまでで、一般会計の出す分を引っ張っていけないかと。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  はい、20％以内ということにつきましては、基本的には

やはり収支はマイナスということに毎年度なると思います。ということは、資金不足比率、い

わゆるこの会計の健全化という部分については 20％クリアできたとしても、その赤字分という

のはどうしても連結実質赤字のほうには影響になってきますので、これについてはやはり赤字

を残すということは好まないということで、このように考えたものでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。ただ、今の状況でいくと 28 年まで赤字を返すという

のはよくわかるのだけれども、どこかに出口がなければ、すべてがそうなっていっているわけ

ですよね。ですから、私が言いたいのは、この会計でいえば 40 年経ったら少なくても、貸して

さえいればプラスマイナスゼロになるということははっきりしている会計なのですよ。にもか

かわらず、一時的な部分で赤字だからどうしてもやらなくてはいけないというのは、理屈とし

ては私は理解できるのだけれども、そういう会計までもが全部そうなっていくというのは・・・、

ただ国が悪いというだけになってしまうのか、そこまで赤字全部直さなければだめだから、と

にかくやらなければだめだと。赤字をなくすためには、町民に負担がかかろうが何しようが、

とにかくやらなければどうにもならないのだよという、そういう理論、理屈になるのかどうか。
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これ黙っていて、貸してさえいれば、結果としてはゼロになるのですよ。そういうことすら配

慮できないということになるのかということですけれども、無理ですか。  

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  確かに、大渕委員がおっしゃることもよくわかります。

ただしこれまでの会計の運営が、特別会計が主にそうでございますけれども、赤字でも構わな

いというこれまでのそういう財政規律、この辺の緩みが今回の白老町の危機という部分になっ

たというふうに、我々深く反省しているところでございまして、ではどのくらいの赤字で保て

ばよかったのかというような議論もあるかもしれませんけれども、ここはやはり一般の家庭と

同じように赤字を出さない会計。こういう健全な会計で運営していくことが一番望まれること

ではないかというふうに考えております。そのようなことを考えれば、やはり多少の部分、目

をつぶるということも、考えとしては一部あろうかと思いますけれども、ここはやはり全部新

たな気持ちでといいますか、やはり健全な財政運営を行っていくほうがベストではないかとい

う考えで行っておるところでございます。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。この会計だけで議論するわけにはいきませんから、

私は総体的には政策的な変更ということをきのうも言ったようにあるのだけれども、この会計

でそのことを言っても仕方がないから言わないけれども、ただ私が言っているのは、少なくて

も将来的にゼロになる会計までもがこういう形になっているとしたら、その負担が結果として

町民に、例えばいくら町が反省したとしても、これは将来的にゼロになるのですよ。そのこと

すらみられないとなったら、その負担が全部町民にいく、皆さん方にもいっているということ

を考えると、甘くするとかではなくて、そういうものに対する手だてがあってこそ、僕は初め

て政治だし、僕はやっぱり議会だと思うから言うわけで。そういう点からいえば政策転換しか

ないのだけれども、そこのところはやはり一応言っ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。ございませんね。  

それでは 83 ページの下段、６番、介護保険事業会計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 83 ページ下段、６番、介護保険事業会計でござ

います。介護保険事業会計につきましては、基本的に介護保険料と、それから一般会計の繰り

入れ、それと国からの交付金によって賄われる会計でございまして、基本的に赤字になる会計

ではございませんので、介護保険事業会計のすべての対策ということではございませんが、ほ

かとの特別会計等の並びで、収納率の向上という部分がございますので、これにつきましては、

ここで年間 200 万円目標額として掲げておるところでございます。  

ただしこれが目標額に達成されたとしても、実際これが黒字になるということではなくて、

この会計がふえた分はそのまま基金として積み立てられるという会計でございますので、連結

実質赤字、連結の決算には影響がないということで、全体の効果額には含めていないというこ

とでございます。以上です。  

○委員長（及川 保君） ６番の介護保険事業会計については、こういう説明でございます。
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質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それではめくっていただいて、84 ページ、７番、水道事業会計につ

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） はい。それでは 84 ページ７番、水道事業会計でございま

す。これにつきましても水道事業会計、黒字の会計でございますが、ほかとの対策の関係で２

点、今回掲げてございます。  

 １点目は収納率の向上でございます。年間 400 万円の目標を掲げてございます。それから職

員給与の削減ということで、これにつきましても水道事業会計で給与費持っておりますので、

一般会計同様の削減を実施するものでございます。効果額は表 76 のとおりでございます。  

なお、水道会計の対策分についても、これは水道会計が黒字になった部分を一般会計に補て

んするという形にはなりませんので、実施後の収支見通しには含めておりません。以上です。  

○委員長（及川 保君） はい、７番、水道事業会計について説明が終わりました。質疑のご

ざいます方はどうぞ。はい、10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。収支見通しには含まないのだけれど、この会計は黒

字ですよね。これは連結収支赤字比率の部分の全体額から引かれるという認識でいいのですね。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  はい、そのとおりでございます。  

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは８番、国民健康保険病院事業会計についての説明を

求めます。大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  はい、それでは８番、国民健康保険病院事業会計でござ

います。ここでの対策につきましては、まず１点目、職員給与の削減、これは水道事業会計同

様、病院会計での給与費の部分で、一般会計と同様に実施するものでございます。  

 ただしここでは、病院の運営形態についてまだお示ししている状況ではございませんので、

21 年度以降赤字の発生しないものと仮定して対策を組んでございます。ですから、ここでの対

策というのは 20 年度末に予測される不良債務の額。この部分を、いわゆる解消しようとするも

のでございます。 

 ２番目としまして、一般会計からの追加繰り入れ、これは今言った不良債務解消分として繰

り入れるものでございます。各年度の対策額については表 77 のとおりでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、国民健康保険病院事業会計についての説明が終わりました。

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。特別会計すべて終わりましたが、第４節のこれはどうしまし

ょう。85 ページの表がございます。説明がありますね。はい、大黒主幹。  
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○行財政対策室主幹（大黒克己君） はい、それでは 85 ページのご説明をさせていただきます。

以上の対策を講じることによりまして、普通会計及び特別会計、企業会計における対策の合計

額を示したものでございます。普通会計につきましては、まず、下から３段目の小計、これら

の対策をとることによって、各年度、この小計の部分の金額、これがいわゆる効果額として出

てくるものでございます。それから一般会計から特別会計に対し繰り出すものを差し引くと、

実質の普通会計の効果額というのは合計の欄になります。これが、合計で 46 億 2,000 万円にな

ります。 

それから表 79 でございますが、これは特別会計、企業会計における対策額ということで、こ

の中には一般会計からの追加繰り出し分も含めての対策です。なおかつ先ほどの説明、それぞ

れ出てきております繰上充用金の縮減の効果額もこの中に入ってございます。実際合計として

は、下段の数値になっておりますが、その中から、いわゆる結果的に効果額と出る繰上充用金

の縮減部分を除きますと、合計で 61 億 4,400 万円というふうになります。 

そこから、後ろのほうで出てくるのですが、対策をとってなおかつ若干、財調に積み立てる

という金額をある程度確保してございますが、その部分が５億 7,600 万円。92 ページの対策実

施後という中の表の下から２番目に財調基金積立額と書いてございますが、合計額が５億

7,600 万円です。 

先ほどの、普通会計の累積の対策額 46 億 2,000 万円と特別会計の繰上充用金の縮減部分を除

いた対策効果額 61 億 4,400 万円から財政調整基金の積立金５億 7,600 万円を差し引くと、101

億 8，800 万円ということになりまして、これがいわゆる赤字額の解消額ということになります。

以上です。  

○委員長（及川 保君） 最後の表についての説明がありました。この表の中で何か質疑がご

ざいますか。ございませんね。はい、６番、鈴木宏征委員。  

○委員（鈴木宏征君） すみません。79 表の対策額なのですが、病院のところで聞けばよかっ

たのですが、タイミングを逸してしまったのですが・・・。  

先ほど副町長から今後の病院の方向性ということで説明を受けたのですが、そういう病院の

方向が見えてきて、ここのところがそれぞれに数字がきちんと載ってくると思うのですよね。

先ほどの説明の中でも、もし平成 21 年度から、今の対策を講じると赤字額が 6,000 万円でした

かね。そうしますとこの一般会計の中間繰り入れですか、そういうところも数字として変わっ

てきますよね。そういうふうな形で、ここのところの数字が変わった中で、全体の対策という

部分で見直しというのがされるのかどうか。もし、考えがあればお聞きしたいのですが。  

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  この対策額、病院の繰出額、ここでいう対策額とは別個

に、いわゆる新たな形態というふうなことになった場合、そこの赤字額と、現在このプログラ

ムで見込んでいるいわゆる実質の経営に対する繰入額、これの差違が出てくる可能性は十分考

えられると思いますので、その辺は整合性をとらなければならないと思いますので、その辺が

整理された時点では、この病院会計の収支見通しは変わる可能性がございます。 
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 もちろん、変えるとすれば、最終的に成案化する段階では盛り込むという考えは持っていま

す。ただし、今回のこの繰り出しの表 77 で示している対策額は、あくまでも現在、20 年度末

で抱えている不良債務を解消するための繰り出しでございます。ここが、もしかするといわゆ

る病院特例債に一部が変わるということになるかもしれませんが、ただし、この部分はやはり

解消しなければならない部分でございますので、多少のずれは出てくるかもしれませんけれど

も、基本的にはこの繰り出しの計画でいかざるを得ないというふうに考えています。  

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。  

○委員（鈴木宏征君） 今、説明のようにこの一般会計の追加繰り入れについては、今ある不

良債務を解消するための数字なのだと。この裏には、今までに一般会計が繰り入れた額という

のは２億 6,000 万円くらいですか。あるのですよね、この２億 6,000 万円という額が、先ほど

副町長さんがおっしゃったように、もしその 6,000 万円とか、そういう額で収まるのであれば、

その差額というのは出てきますよね。そういう額の使いみちというのは、今度考えていかなけ

ればだめな部分ではないかと思うのですよ。 

 それによっては、いろいろな対策、差額をどういう対策に使うかというところが一つ出てき

ますよね。そういう部分で、この全体、結構大きな額ですので、今まで対策として考えていた

部分の見直しというのですか、そういうものも出てくるのではないかなと思うのですが、それ

は出てみないとわからない部分ですが、そういう可能性はあるというふうにおっしゃったとい

うふうにとらえたのですが、そういうことでよろしいですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  はい、そのとおりでございますが、現状のプログラム上

の現状延長型の収支見通しで、基本的に 21 年度以降赤字が発生しないものと仮定していますと

言いながら、それはこのまま現状で進むという考えで、いわゆる繰り出し額を見ておりますの

で、ここの考え方は病院に対しては年間２億円。そのうちの交付税措置についてはおおむね１

億 4,000 万円、実質の持ち出しが 6,000 万円という収支見通しを立ててございます。ただそれ

が、実質の 6,000 万円が今回もし新たな経営形態の見直しによって、新たな病院の運営が始ま

ったときに、実質の持ち出しが 6,000 万円で済むかどうかという、ここが問題になります。こ

こが変われば逆に、減ればほかの対策に回すということも可能でしょうし、逆に足りなければ

その部分を別な財源で確保しなければという対応が出てくるかと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかこの表の中で何かございませんか。はい、10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 病院のことなのだけれど、今言われた特例債が借りられたときに、前

の説明ではそれで病院の資金不足比率が好転するのではなくて、一般会計かどこかに入るから、

それはそこには影響しないという話があったように記憶しているのですけれども、そうなると、

今の答弁でいうと、この 21 年、23、24、25、26 で一般会計から繰り出す分に、この特例債を

充てて、午前中質問があったように、7,000 万円ずつ７年間で返せばいいと。こういう形にな

るという理解で、先ほどの答弁なのですけれどもこれでいいのですか。 

○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）  申しわけございません。基本的には、この部分を一部に

なるかもしれませんけれども、特例債を借りて、それを今後 7,000 万円ずつ７年間で返す。お

おむね５億円借りるということに、今の情報の中では考えてございますが、ただし、いわゆる

起債を借りることによって、それが赤字とみなすのかみなされないのかという部分については、

まだ国からの情報がきてございません。 

 基本的には、不良債務であった場合はこれは赤字とカウントですけれども、起債を借りた場

合であっても、起債を病院会計で借りるのか、一般会計で借りて病院に繰り出すのか、この辺

もまだはっきりしていませんし、なおかつ基本的に資金不足比率を出す段階で、起債について

もいわゆる赤字地方債的な起債についてはそのまま赤字と見るというような書き込みもありま

すので、この特例債がどのような影響を与えるのかというのは、申しわけございません、まだ

私のほうでも把握してございません。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ございませんね。それではめくっていただいて 86 ページ、１番で

すね。４節の財政運営上必要な対策についての中で、１番、町債残高の縮減及び町債発行額の

抑制。この部分についての説明を求めます。はい、大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  86 ページ、４節、財政運営上必要な対策でございます。

まず１番目として、町債残高の縮減及び町債発行額の抑制ということで、現行の財政改革プロ

グラムでも投資的経費に係る起債発行額を一般会計で８億円台としてきましたが、今プログラ

ムにいても、20 年度に計画している大型起債事業があるものの、やはり近年の起債発行額の平

準ベースである７億円以内という部分に抑制することを目標と掲げたいと考えております。 

 また、下水道につきましても、処理場の改修など緊急を要する起債事業が計画されておりま

すが、基本的には４億円以内に抑制するという考えでございます。 

 この目標額につきましては、事業の円滑な推進のため５年以内の総枠管理として、年度間の

増減は弾力的に対応したいと思います。それで、実際の改革実施後の地方債の現在高見込みは

表 80 のとおりでございまして、18 年度 289 億 9,400 万円が、28 年度においては約 90 億円近い

残高が縮減されるというような状況の見込みでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、町債残高の縮減、それから町債発行額の抑制、この部分につ

いて質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。起債が平準ベースで一般会計７億円ということなの

ですけれども、あと何年間かは､今の町の方針でいくと港の事業をやられるということになって

いますけれども､ここに実際には一番最初にかかる分での金額はいくらくらいでしょうか。起債

を借りる金額。ことし含めて、26 年くらいまでだったかな、港の計画があるのは・・・。当年

度起債で借りる金額というのはどれくらいになる予定をして見ていますか。 

○委員長（及川 保君） はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） ことしでみますと 14 億2,200 万円が起債を借り入れる額です。
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その中でバイオと同報無線入れますと７億 2,000 万円になります。通常ベースに戻すとその２

つがいらなくなるということで､半分の約７億円ベースになります。そういう試算で推移してい

くというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 第３商港区が完成するまでの港の起債の借り入れの予想額というのは、

いくらくらいになっていますか。  

○委員長（及川 保君） はい、岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） お答えします。一応、平成 24 年にマイナス 11 メートル岸壁

の供用開始を目指しております。それ以降も、大体２年間くらいは事業が続く予定でございま

して、一応、今のところは平成 24 年までは年間起債、負担金は４億円ベースという形で考えて

おります。25、26 年度につきましては、その半分くらい、大体年間２億円ベースの負担金でや

っていくという形で今のところは計画しております。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ということは、平成 24 年度までは４億円の負担金

だと。これ全額起債になりますか。26 年度までが２億円とおっしゃったのかな。負担金が２億

円というのも、全額起債になりますか。 

○委員長（及川 保君） はい、大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  基本的にはプログラム上は通常の充当率９割を見込んで

ございますので、４億であれば３億 6,000 万円という起債の額で見積もっています。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） ということは、３億 6,000 万円ということは７億円の半分は港にいく

ということになりますよね。一般的に仕事ができる金額は、これはもちろん年度間バラバラに

して多くしたり少なくしたりというのは、書いていますからわかっていますけれども、ならす

と結果としては 24 年までは３億 4,000 万円くらいの事業しかできないし、26 年までは１億

8,000 万円かかるから残った分しかないと、こういうことになりますか。そういう計画でいく

ということですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  おっしゃるとおり基本的にはそのような形になります。  

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） もちろん、政策的なことですからこれからの議論になりますけれども、

きのうも出ていましたように、萩野中学校のマウンドをつくるにも父母にお金を出してやって

もらうという状況の中で、このことは町長がいたときに議論をしたほうがいいのかもしれない

から、そういうふうにしたいと思うのだけれども・・・・。  

ただ、政策的にとは言っても、私いつも言っている政策転換の話なのだけれども､本当にこれ

で町民が、この中身をすべて町政報告会の中で、こういう中身まできちんと話をした上で町民

の合意を得るという考えかどうか。この点どうですか。  
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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） なるべくお話はかみ砕いてわかりやすいようにしようと思

っています。ただここまで話しきれるかどうかですね。実質的には２時間という枠を設けてお

りますので、ここまで十分、住民が理解していただいて説明しきれるかどうかというのは、ち

ょっと読めないところであり、物理的にはどちらかというと無理かなというところがあります。 

 ただ、総体的枠の中で、町の今の財政はこういうふうになっていますよということでの、大

枠の中での説明は十分してい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） きのうからずっと出ていますように、町民に対する負担というのはす

ごく大きいわけですよね。そうすると、町の事業の見直しをどこでやるかということが問われ

ているわけです。当然これは町としての政策上の問題ですから、我々はどういうふうに考える、

町はどういうふうに考えるということは十分承知しております。 

 しかし、その前提として、やはりここまでの中身が、もっとあるかもしれませんけれども、

ここまでの中身が町民の中で理解される。それはなぜかというと、７億円しか起債で仕事がで

きない。もちろん７億円あれば 14 億円なり、もっと仕事ができるというふうな理解はできます

けれども、しかしそういう中で、町民にこれだけの負担をかけながら港湾を続行するというこ

とに対する町民への説明が、私はやはりこの部分では必要ではないかと思うわけですよ。 

 病院の問題で、一定の案が出されました。私も非常によかったなと思っております。そうい

うものとの整合性を、この部分でも私はとらなくてはいけないと思うのだけれども、これ以上、

町長のいない中でやるのは妥当かどうかということもございますので・・・。もうちょっとこ

の辺、どのようなものでしょうかね・・・。考え方として、町民にここまで知らせるかどうか。

私はこのことを町民に知らせなければ、やはり、違うのではないかと思うのだけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 港の部分を続行してやるかどうかという部分。おそらく町民の方か

らも、そういった内容のものが出てくると思います。その部分で、当然説明をしなければなら

ないと。まちづくりのうえで、当然この港は途中でやめるわけにはいかないと。その辺の説明

をしていく必要はあると思います。  

４億円をかけてどれだけの効果があるのかというこういったことをきちんと町民の皆さんに

理解をしていただくということと。港がなければ日本製紙が白老町で操業していくかどうか、

そういう存続の問題もかかわっているというふうに思っていますので、住民説明のときには町

長も出席しておりますので、町長からそういった説明がなされるというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。はい、６番、鈴木宏征委員。  

○委員（鈴木宏征君） 前に総合開発計画の前期、後期の説明を受けたときに、起債の発行額

の抑制の話になりまして、前期では大体平均９億円くらいだったと記憶しているのですが、結

局はいろいろな課題となっていた消防ですとか、寿幸園だったか、そういうことが入って９億

円のベースを維持することができなくてかなり出ていたのですよね。これをどうするのかとい



 40 

ったら後期に調整すると。そういう話をされていたのですよ。今、後期の話というか、これか

ら 10 年、28 年までの話が出て、今年度は別としまして来年度以降は大体７億円ベースでとい

う話なのですが、そのときもお話が出たのですが、多少の出入りはあるよと、その出入りにつ

いては今年度で調整するのだと。10 年経ったらトータルして、割ってみたら７億円になったよ。

そういうような抑制の仕方をしていくという説明を受けたように記憶しているのですよね。 

 今回 20 年度では、バイオや何かがあるので 14 億円ですね。来年度はそういう部分がなくな

るので７億円ベースでいけるのではないかというのですが、それだと全部をトータルしたら 14

億円の７億円が出た分はずっとそのまま７億円でいってしまいますよね。調整しないままいっ

てしますよね。必要な部分はやるという町長の姿勢ですから、それはそれでいいのですが。必

要な部分が必要でやるのであれば、どこかで抑制をしなければだめだと。それをしないと今の

ベースを守っていくわけにはいかないわけですよね。ここら辺のルールというのをきちんとや

らないと、いくら机上で７億円で抑えていきますよといったって、そこら辺のルールがきちん

としないと、出るときは、やるときは仕方がないからやるのだというような、これから病院だ

とかいろいろな問題が出てきますよね。そうしますと、そこどうしても出てしまいますよね。

何か、ここら辺の抑制策というのかな・・・、そういうルールというのか。出たときは次年度

で・・・、やはり 10 年終わって、足して１0 で割ってみるとやはり７億円でしたよと。そうい

うルールがきちんとしていないと、なかなか抑制できないのではないかと思うのです。 

 今の町長が、町長になったときも、かなり起債を借り過ぎてこういうふうになったと言って

いたのですよ。５年間たったらどうかというと起債は増えているのですよね。５年間で少し減

ったのかなという感じをしたら、やはりふえているわけですよ。やはりそういう･･･、そのとき

にいろいろな課題があったから、こうならざるを得なかったって、その当時の町長さんだって、

まちのこういう課題があったから、それをやっていたらこういうふうになってしまったのだっ

て、何か同じような形になってしまうので、今、そういう説明を受けたのですけれども、それ

を抑制する策として何か考えているのかということ。もしあればお聞きしたい。 

○委員長（及川 保君） はい、この件について。はい、山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 委員のおっしゃるルールですが、このプログラムがルール

だというふうに考えています。基本的には７億円以内で、でこぼこがありますから５年を平準

化しながら、５年を見ながら７億円ベースで考えていきますよということは、これは基本的に

ルールに基づいて財政執行側も臨時事業をやる場合も、当然その部分は考慮して、ランクづけ

をし、執行していただけるものと思いますし、また、執行していただかなければ完全にプログ

ラム狂ってきますので、そのプログラムを変更するというのであれば、当然議会にご説明をし、

その部分は当然処理していかなければならないというふうに思っています。 

ですから当面、この 10 年間の基本的なルールの考え方としては、７億円以内をベースとして

いくということでございます。 

○委員長（及川 保君） ６番、鈴木宏征委員。  

○委員（鈴木宏征君） 説明はよくわかりましたし、計画つくるときは、総合開発計画ですか、
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実施計画をつくるときもそういうルールとして、これがルールなのだとつくるのですが、実際

終わってみると、やはりそのルールがきちんと守られていないという部分が見受けられますの

で、これは本当に・・・、議会側も今後、いろいろなことでチェックを強化するということも

考えていますし、やはりそこら辺はもっともっと厳しく、出た部分はどこかで引っ込めるとい

うような努力を、お互いにしていかないと・・・。  

 せっかく、ルールといって、これはルールですというのは、本当にわかるのですが、今まで

もルールだと出されたものが、なかなかルールどおりいないものがよく見受けられますので、

この件は、今、室長がおっしゃったようにこれがルールだというのであれば、私たちもルール

にのっとってきちんとやっていく姿勢というか、姿勢とやっているかどうかというチェックも

きちんとしていかなくてはだめだとよくわかりました。  

 ルールだというのですから、これをルールとして私は認めますので、ぜひルールどおりやっ

ていただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 一応、７億円以下という歯どめはあるのと。あと大事なのは、毎年

の返済額がどういうふうに変化して、例えば、病院をやるときにはこれだけの起債を借りて、

返済額の上積みがどういうふうになるのか、こういう返済の見通しを立てながらその事業を起

こすと。こういったことを合わせてやっていかないと、一時的に返済額がドンとふえたり、そ

ういう危険なことはしないと。そういうふうなことも考えながら、当然これはやっていく必要

があるというふうに考えています。 

 これから、いろいろ給食センターだとか事業はあることはあるのですが、そういったことを

見越しながら、いつの時点でやれるのか、そういうことを見ながら計画を立てる必要があるか

なと、こういうふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） はい、６番、鈴木宏征委員。  

○委員（鈴木宏征君） 先ほど、言葉足らずで申し訳ありません。数字が高くなったからとい

って、今おっしゃったように、要するに返済額の問題ですから、いい起債を借りて、返済を変

わらないような形にすれば、元の金額が高くなっても、それは高いからだめという話にはなら

ないのですが、やはりそこら辺はお互いに起債を借りるにしても、いい起債を借りるという部

分と、ルールはきちんと守っていただいて進めていただきたいとそういうふうに思います。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） はい、２番、前田です。この中で、７億円以内に抑制すると（建設事

業に限る。）とこううたっています。今まで、質問等々聞くと、非常に言葉が悪いですけれども、

皆さんが責任を取らないような物の言い方をしているわけですよ。  

 それでですね、見解を伺います。建設事業に限ると言っていますけれども、今までこれずっ

と、91 ページ以降も財政見通しが出てきますけれども、この中で財源対策債等、過去に３億円、

４億円借りているのですよ。その分多分抜けているのですけれども、全体の事業が、会計が赤

字になると、そういう部分に走ってしまうと、事業費は７億円に抑えても、そのベースが増え
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てくると起債が増えるのですよ。  

 そういう質問をすると、それは交付税に入っているから云々というけれども、そういう議論

は別にして、返済するものは返済しなければいけないのですよ。その見解を聞くのが１点と。 

 今、担当室長がルールだと言っていますし、７億円以内と言っています。その見解を踏まえ

て、今後の問題になると思うけれど、別なページの 92 ページの町債を見たら、21 年度以降７

億円を超えているのですよ。そして最終的に 10 年で帳尻合わせているけれども、27 年、29 年

といったら４億円ベースですよ。どなたが町長をやっているかわかりませんが、このルールで

いったら仕事なくなるという話ですよ。港云々を別にして・・・。 

 今後、議論をするからいいけれども、今言った７億円以内ですけれども、財源対策債等の赤

字対策にかかる起債の借り入れの考え方をお聞きかせください。 

○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） 私、先ほど大渕委員のときに正確にお答えすればよかったの

ですが、財源対策債、今、その借り入れはございません。これからも・・・。  

 基本的には、ことしに限っていえば、臨時財政対策債この部分ですね。この部分が大きなウ

エイトを占めるわけです。これが２億 3,700 万円、これは前にも説明したように国の交付税会

計の赤字分、それを国と地方で半分ずつ借りましょうと。そしてあとからその穴埋めについて

は、100％交付税措置しましょうというルールのもとで行っています。 

 ですから、ことしの２億 3,700 万円、この部分についてはまったく交付税と同じというふう

に考えていただければ、ことしの借りた分については平準ベースに戻せば５億円というベース

になります。ですから、その辺、考えていただくと可能な額なのかなと思います。 

臨財債、この部分については、国から交付税の代わりにあてがいぶちでくるものですから、

その部分は当然借りていきます。  

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 中身の議論はしたくないのですけれども、それは交付税が書いていな

いから、そういう措置をして全額戻すのですよね。それで、よその市町村は、今課長がいわれ

たような見解で借り入れていないのですよ。自分のところの財政を見て必要かどうかで借り入

れを起こしているのですよ。そういう部分でいくとこれは非常に、いくらこれプログラム立て

ても、きのうも言ったけれども、税がかなり落ちた、仮に交付税が落ちたときに、当然またこ

こに臨時対策債、事業債を借りなさいという国の指導も入ってくるのです。 

だから、我々今まで、議会のときに説明されていたのは、国がそうしているから借りている

と。だけれど、結果的に７億円ベースでやっても総額では膨らむのですよ。返済同じであって、

利子がかからないだけであって・・・。そういう部分で、もう少しその辺を整理しておかない

と、結果的に将来またこういう問題になったときに、議会の責任なり町の責任になってくるの

ですよ。ここで整理しておかないと、こういうあいまいな文言でやってしまうと、非常に厳し

い財政運営で、結果的に借り入れになって、さっき鈴木委員が言ったように開いてみたらオー

バーしていたということになってしまうのですよ。  
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ですから、私はこの辺をきちんと議会も議論すべきだし、町当局もただそういう交付税が入

ってくるからとか云々ではなくて、もっとトータル的な数値を見た意味合いの中で議論しなけ

ればいけないのかなと思うのですけれども・・・。  

○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） 臨財債、いわゆる臨財債というのは、まったく建設事業の裏

負担の一部に充てるだとか、そういうことではないですよね。まるきりの一般財源として、交

付税と同じような感覚で充てがわれるわけなのですよね。 

 ですから、そこの部分については従来の、例えば港をつくるのに起債を借りました。返済す

るときの元利償還金にですね、交付税が充当されますよと。そういうものとはちょっと異質な

ものなのですよね。だから、前田委員が心配なさる部分わかります。わかりますけれども、こ

の臨財債についてはそういう性格のものではございませんので、そこのところを理解していた

だきたいなと思います。  

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 元金償還するのは間違いないね。それだけ答えてください。だから、

交付税目当てといって、仮に交付税が 30 億円だったのが、交付税目当てが３億円きたから、３

億円は将来云々というのではなくて、３億円は裏負担見るか見ないか別にして、償還はすると

いうことだね。10 年なら 10 年とかって・・・、それきちとんと・・・。 

○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） 間違いなくそれはします。  

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは次進みます。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１０分 

                                         

再開 午後 ２時２６分 

○委員長（及川 保君） それでは休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。  

 同じページの下段です。２番、民間委託・移譲の推進、（１）、（２）について説明を求めま

す。はい、大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  それでは２番目の民間委託・移譲の推進でございます。  

 まず１点目の公共サービスの担い手というところでごいざますが、公共サービスにつきまし

ては、従来は行政が実施するものと考えられてきましたけれども、実際、今の時代になりまし

て、公共サービスは行政が独占的に提供するものではなく、多様な主体の中から、「最も効率的

で効果的な実施主体」が担う時代となってきたというところでございます。 

２番目としまして、民間委託等を推進する背景でございますが、まず１番目としまして、行

政と民間のコストの差ということで、民間委託による経費削減で職員数の抑制・削減や組織の

スリム化が可能となるということです。次に２つ目としましては、増大する行政需要というこ
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とがあります。また、３つ目として公共サービスの担い手となりうる受け皿の成熟という部分

がございます。これらのことから、いわゆる、「民間でできることは民間に」という考え方を基

本に、「最も効率的な効果的な実施主体」にゆだね、より一層スリムで効率的な行政運営を行っ

ていくことが不可欠だとしてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい。ただいま説明がありました。質疑のございます方はどうぞ。

ございませんね。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい、それでは 87 ページの下段、（３）民間委託等を推進する基本

的な考え方について、90 ページの最後までになります。説明を求めます。はい、大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君）  それでは 87 ページの下段です。（３）番目の民間委託等

を推進する基本的な考え方でございます。ここでは民間委託等の推進において、最もコスト削

減効果が大きいのは人件費であります。今後、定年等により減少していく職員の補充は極力最

小限に抑え、定員管理計画と整合性をとって民間委託や民営化を推進するものとしております。 

 民営化を検討する事務事業ということで、まず１点目としては、法例等の改正により、行政

等が直接実施する必要性が失われ、または減少しているもの。２点目として、民間において同

種のサービスが提供されており、町が撤退しても十分なサービスの量と質が継続して確保され

るもの。３点目として、民間のノウハウや資源を活用することに、効率性とサービスの向上が

期待できるものとしてございます。 

 また、民間委託を検討する事務事業では、定型的業務、専門的業務、あるいは時期的集中業

務、企画運営業務、施設等管理運営業務などがあげられます。指定管理者制度の活用も考えら

れますが、これにつきましては、本町において平成 17 年度に指定管理者制度に関する指針を策

定し、翌 18 年度から体育施設や公民館などの指定管理者制度を導入してございます。また、こ

れらの指定管理機関につきましては、平成 20 年度末に満了することになりますので、現在、平

成 20 年度中に検討作業を進めてございます。また、町が直営としている施設についても、指定

管理者制度導入の可能性について検討を行うこととしております。 

 最後ですが、民間委託等推進基本方針の策定ということで、これらの状況を踏まえ、平成 20

年度中に全庁的検討会議を設置しまして、今後、民間委託等を進める上でのガイドラインとな

る「（仮称）民間委託等推進基本方針」の策定作業を開始するものとしてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい。第４節、財政運営上必要な対策についての中の最後の部分に

なりますけれども、主に民間委託とか移譲の推進ということで、指定管理者制度の部分につい

ても説明されましたけれども、質疑のございます方はどうぞ。はい、５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。86、87 ページにも民間委託ということなの

で、またがることだと思いますけれども、精神的なものはよくわかるのですけれども、内容と

しては漠然としていまして、例えばこの財政改革プログラムにおいて、具体的にこういったと

ころを民間委託するから、効果額がこれだけありますよという内容のものではないと思います。 

 今の状況の中で、どこか思いきって、こういうところを民間委託しますよというような何か、
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議論がなされているものがあるのかないのかをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 現在のところ、検討しつつあるのは保育所の委託でござい

ます。大きいところですね。他のものについては具体的に俎上には上っておりません。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。以前、定例会の一般質問等でも出たことが

あったと思うのですけれども、例えば給食センターですね。給食センターの民営化みたいなこ

とも視野に入れることによって、財政上どうなのかということも議論してもいいのかなと思う

のです。ただ給食センターとなりますと、今度、振興公社の存続とかその辺にもつながってき

ますので、そう簡単な話ではないかもしれませんけれども、せっかく改革プログラムで、いろ

いろ財政運営を豊にするためにやっているわけですから、議論として載ってきてもいいのかな

と。するしないは別にして。そのようなことは、今のところ議論はされていないのでしょうか。  

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 今、給食センターの関係が出たのですが、確か、給食センター、全

面的な委託は問題があるということで、調理部門については今、半民間みたいな形で振興公社

に委託していると。よそのまちではまだ、直営でやっているところが結構あるというような状

況ですから、先ほど言いましたように、全面的な給食センターの民間委託は、子供たちの栄養

の部分とか、衛生管理の部分とか、どうしても役所が管理しなければならない部分があるもの

ですから、全面的な民間委託は厳しいものがあるというふうに考えています。それ以外で、民

間委託できるものはこれから抽出して検討してきたいというふうには考えてはおります。  

○委員長（及川 保君） はい、15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 民間委託の基本的な考え方について伺いたいと思うのですが、最後の

ページに「（仮称）民間委託等推進基本方針」というのを立ち上げていくということなのですね。

これは全庁的な検討会議ということで、その前のほうに、営利企業による外部委託だけではな

くて、ＮＰＯ法人や町民活動団体の活用なども考えながら「行政パートナー制度」の活用もと

いうふうなことで考えられているということなのですが、私は、そういう民間委託をしていく

ときに、ここにずっと書かれていますように、コスト面での差がかなり大きいと。サービス面

ではそれほど違わない。技術的なものそれからいろいろな面で町民の中にそういう力がついて

きているという判断をされているのですが、私は一番大事なことは、国が地方にいろいろなも

のがいくときに、権限はいっているのにお金はなかなかついてこないというのがあると思うの

ですね。コストが削減されるということは、これは大きなメリットがあると思いますけれども、

受けた側がやっていける状況かどうか。  

だから私、この行政パートナー制度という、民間の受ける人たちの意見をよく聞くという。

ＮＰＯ法人などはサービスがほとんどで、本当にもらったお金で大変だという思いで、「これは

ボランティアが半分以上だね。」と、やっているところもあるやに聞いております。十分なお金

をやればいいということではないのですが、最低限必要な単価制度だとか、そういったものを
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きちんと見ていく中で、意見を集約しながらやっていく必要があると思うのですが、この立ち

上げる中での民間の方々の、またＮＰＯ法人とか町民団体の意見を聞く場というものを、この

民営化に向けていく中で、具体的には保育所くらいしかないのですけれども、小さな部門でも

あると思うのです。課によっては、この部分は民間にやってもらうとか、ＮＰＯにやってもら

っているところありますよね。そういったことを、意見を集約したりしてやっていっているの

かどうなのか。もう民間委託にしたところ、ＮＰＯ法人などでやっているところは本当にボラ

ンティアの部分が多いと思うのですが、本当に運営がスムーズにいっているのかどうなのかと

いうことを聞いた中で、基本的な方針の中にそのことも含めてやっていかなければ・・・、受

けた側が苦しんでいかないような方法というのを、必要ではないかと考えるのですが、その辺

の基本的な考え方を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） 委託の考え方ですが、基本的には町の考え方があります。

委託を受ける側でも委託を受けるに当たっての考え方があると思います。当然、受ける事業に

ついては、これだけの責任を持って委託先というか、業務を行うわけですから、運営資金とい

うものもそこでは議論されなければならないというふうに思っています。そこでは、町側と委

託を受ける側との、当然、話もあるでしょうし、ものによっては入札でやる場合もありますし、

形態はいろいろだと思います。 

 やはり、運営をお願いするからには、その意向も聞かなければならないというふうに考えて

ございます。当然、その資金がなければ運営できない。劣悪な状況をつくっていく。そういう

話ではないと思います。ですから、その辺は十分協議をしながら、委託のあり方、または委託

を受けた場合の運営の仕方等々お話をしていく形になると思います。総体的に委託の考え方と

いうのは、そういうことでご理解をお願いしたいというふうに思います。  

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。この第４節全体をとおして、この改革プログラムの基本的

なものの考え方というものだろうというふうにとらえまして、それで、町側のこの姿勢につい

て、抽象的になるかもしれないけれど一言だけお聞きしたいと思いますが・・・。 

今の世の中、格差が拡がるだとか、貧困が拡がっていくだとか、そういうようなことが一般

に言われている。その起こりは何だったのかといったときに、ここにたくさん言葉として出て

きます「民間にできることは民間に」いわゆる小さな政府にして、そしてコストを優先に考え

ていくと。こういうような物の考え方、そして民間力の導入。競争の原理。そして市場原理の

導入と。こういうようなことをたくさん書いてあるわけですけれども、これ私、全面的に否定

するわけではないけれども、これ、小泉総理の時代に全部打ち出した物の考え方ですね。 

 いわゆる、まちでいう新自由主義経済の考え方という形でできたもの。その結果として、今、

私たちの暮らしがどうなっているのかといえば、大変な、誰が考えても少しおかしいのではな

いかというような、そういう状況というのはたくさん出てきますよね。  

 その物の考え方が、そのままここの町の考え方として全部入ってくるということになるわけ
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で、その考え方でいくと、今、私たちが生活がだんだんしづらくなっていくような、そういう

方向で進められてこないだろうか。財政事情が優先されて、そして、住民生活がそのままおか

れてしまうというような、そういうものにどんどんつながっていかないかという心配を、どう

しても私はするわけですよ。だから聞きたいのは、そのようなときにこの論理を全部、全面的

に実行していくために、では、町の姿勢として何を大事にしなければならないかという、その

基本的な部分を一つお聞きしたいということ。 

 それと、88 ページに書いてあります白老は「都市に隣接する地理的特性などから、消防や病

院などを単独で持っていること」なのだと。そして、「市街地が分散しているため保育園などは

地域ごとに設置しなければならない必要が生じた」と。逆に言うと、これは白老町のよさです

よね。本当に、細長い地域に一つずつつくって、町民のサービスを優先させようという考え方

からこのようになってきた。そういうものが全部消えていくのではないか。そういうものを詰

めて、詰めて、何とか財政的に生き延びなければならないというような、そういう物の考え方

になってしまいますよね。 

 今、本当に、これを進めていくにあたって大事にしなければならないものは何なのかという

ことと、それからそういう白老のよさというものが、どんどん消えていってしまわないかと。

事情が事情だから、私はそれを承知の上で物を言うわけですけれども、そういうものがどんど

ん消えていく。そういうものに対して、町はどういうふうな物の考え方をしていかなければな

らないのか、そのあたりの姿勢についてお伺いしたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 委員のおっしゃることも理解できるのです。理解できない

話ではないのですが、ただ、今言われていることは、財政でそのコストをかけることが許され

るのか許されないのかという論理も片方であるわけです。当然、財政力豊であれば、そういっ

たことも配慮しながらできる部分があると思います。ただ、ここまでの財政になったときに、

果たして許容範囲はどこまでなのかということも片方の論議ではあるわけでして、その辺も参

酌しながら進めざるを得ないというところもあるわけでございます。 

例えば、片方、学校の適配の問題もありますが、いろいろ論議あることも承知しています。

そういったことが一つには子供さんの育成だとか、そういったことも考えたときにどうなのか

という論議もあることはありますけれども、保育所の問題も基本的に、今、起きていますけれ

ども、そういう問題だと思います。確かに地域に一つずつあればいいという意見もあれば、も

う少しコストがかかるのだから統廃合をしてもいいのではないかという、そういう論議もあり

ます。そういうことを参酌しながら、町の今の財政状況を見ながら、考えていかざるを得ない

と。その部分については十分論議しながら、その許容範囲というのを見定めながら決めていか

ざるを得ないのだということで、この辺で答弁を許していただきたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 民間委託の関係で、やはり今、格差社会の関係で問題はあるという

ふうには認識はしております。ただ、町民からの税金を有効に使うという、行政としての責任
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は当然あるだろうし、民間に委託して、行政より民間が安いということはそれだけ安い賃金で

使用しなければならないという、そういう部分は当然あると思います。 

 逆を考えると、その分の雇用が生まれるということも、一つの考え方もしなければならない

部分ではあると思います。それから、地域に今まであったものがだんだんなくなってくると。

これは、今までいろいろ住民の皆さんの要望をきめ細やかに取り入れながらまちを整備してき

た。しかしながら、経済情勢が変わってきて、また、その施設が、利用率が下がってきた、あ

るいは子供たちが少なくなってきたということで、そういう再編はやっていかないと、このま

ちはやっていけないという、そういう時代にきたのであれば、これはやはりスクラップもやむ

を得ないのではないかというような考えはしております。また、その地域の活性化については

別な面で考えていく必要があるかなというふうに考えております。  

○委員長（及川 保君） はい、９番、斎藤征信委員。  

○委員（斎藤征信君） 今のような経済状態の中でやらなければならないこと、踏み切らなけ

ればならないこと、いっぱいあるだろうと。それくらいは私も承知の上で、削るものそしてつ

くり上げていくもの。そういうものというのがあると思う。  

そのような中で、先ほど、私、大事だなと思うのは、こういう状況の中で､視点を一つにだけ

定めてずっと行ってしまうと、財政面だけにしてしまうと歯どめが効かなくなってしまうとか

ということも起こりかねない。そういう意味でいうと、先ほどルール等の話も出ましたけれど

も、やはり一定のルールというものを、どこでどういうふうにつくるかということが、ものす

ごく大事なことになるのだろうというふうに思うのですよね。今、こうやって慎重に審議する

のも、その一つのルールをつくっていくということなのだろうということで、私はそういうル

ールを明確にしていくということが極めて大事なことだし、今、生きていくためにどうするか

ということを優先に考えなければならないのだけれども、ただ、私が一番心配するのは、この

まま行くと本当に夢のないまちになってしまわないかと。こういう財政状況の中でも、「夢の持

てる白老でよかったな」という、「ここに住んでいてよかった」と言われる、みんなの苦労して

いる姿が、町民に理解してもらえて、「苦しいけれどもここで頑張っていこう」という､そうい

うまちづくりをしなければならないのだろうと。  

本当に、今までのこのプログラムが、そういう夢のあるそういうまちづくりをしなければな

らないのだろうと。本当に今までのこのプログラムが、夢のある、そういうまちづくりの一貫

として理解してもらえるかどうか。そこら辺が一番心配なところで、やはりそういうところで、

町民優先という形で､町民の生活を今守らなければならないという形を絶対に忘れないでほし

いなと。こういうことで申し上げたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 斎藤委員のおっしゃるとおり、やはり夢の持てる町にしていかなけ

ればならないと思っているところであります。 

 職員も一生懸命やっていますし、町民の皆さんにも十分理解をしていただきながら、一定期

間だとは思うのですが、本当に苦しい思いはしていただかなければならない。そういったこと
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を理解していただきながら、この新財政プログラムを確実に進めていったその結果が、本当に

よかったなと思える、そういう町にしていき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。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 89 ページの④の指定管理者制度の活用について、１点伺います。中段

のほうに競争制度の導入による民間企業参入の可能性などを見極めてきたよと。そしてコスト

削減やサービス向上が図れるかは、その反省を踏まえて 20 年度に検討しますよと。こう言って

います。これは、私が理解しているのは、行財政対策室かな、鳴り物入りでいろいろな事務手

続を要約して管理者制度を導入しましたけれども、きょう、朝来たら白老町財政改革プログラ

ムの歳出削減の事務事業見直しの中で、プールの原価計算というのかな、そういうのが出て、

４カ月間閉館するよと言っていますけれども、本来からいけばですね、お聞きしたいのですが、

指定管理者制度は一つの法人が経営方針の基に経営を努力して営業していくはずなのですよ。

しかし今、こういうものが出てきたということは、指定管理者と町との関係、整合性というか、

こういうものが閉館するという、議会に公に出てきましたけれども、これは指定管理者がもう

受託事業で「やれないからだめだよ。」と言われたのか、あるいは行政側がコストを考えたら「も

う閉館するより仕方がない。」行革１本やりで押し通したのか、その辺の今後の指定管理者のあ

り方も問われますので、具体的にその一つの例として見解を示していただきたいと思います。  

○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） 現課の課長来ていませんので、私がお答えいたしますが、

指定管理者というのは、あくまでも委員がおっしゃったとおり、事業計画を立てて、例えばプ

ールであれば、プールの有効活用をし、その中である程度の収益を上げて維持管理していくも

のだろうというふうに思っておりますし、そのために指定管理者制度を導入し、指定管理者に

したと、こういうことでございます。基本的な考え方はそれだというふうに思っています。 

しかし、利用の状況を見ていきますと、プールに関しては、実質的には伸びていないという

ことから、実質的にその部分をどうするのだということでの検討がされたというふうに承知を

しております。ですので、そういうことから４ヵ月間の休館をしてはどうかということが俎上

にのぼったというふうに理解をしております。そういうやり取りの中で、そういう話が今回の

事務事業の見直しの中で出てきていると。 

従前言っているとおり。前にも常任委員会でお話したこともあるのですが、当然その中で、

収益が上がってさらに維持管理ができるというのであれば、公共施設というのはそのためにつ

くられているものでありますから、プールに関していえば、プールを利用し、いわゆる健康を

増進させるだとか、体力を増進させるだとか、そういう意味合いのものでございますので、そ

れに活用されればそれはそれで絶対的に、それのためにつくった施設ですからそれは第１に考

えるべきものというふうに、今でも思っています。  

その道が開かれるよということであれば、それは当然、事務事業にあげていますが、今、現

課のほうでもその部分、検討しているというふうに言っておりますので、その検討結果を持ち
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ながら、更に行財政対策室としても考えてまいりたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） はい、２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今、総務文教常任委員会で議論していますけれども、担当のほうから

も意見聞いていますし、きちんとした答弁いただいているのですけれども、今、室長が言った、

この関係について議論しているということは、指定管理者から所管の担当課に上がってきて、

そこでもんだものが行財政対策室に上がってきて、行財政対策室がこのプログラムに採用した

という部分ですか、その辺の流れの関連を教えてください。総務文教常任委員会でこれから審

議する部分で、公式にここで整理しておかないと、担当課長だけに言っても困りますから・・・。 

○委員長（及川 保君） はい、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５６分 

                                         

再開 午後 ２時５７分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） うちの行財政対策室として承知しているのは、現課と、当

然委託指定管理者との協議の中で上がってきたものというふうに承知をしております。という

のは、うちのほうでこれをこういうふうにしますよという話ではなくて、経費節減のためにど

ういうものがありますかということでの、行財政対策室と現課の問い方になっておりますので、

当然、そこから上がってきたものについては、その辺のところは協議されているものというふ

うに認識をしております。 

○委員長（及川 保君） はい、ほか。はい、10 番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。１点だけお尋ねします。民間委託・移譲がされます

と、当然、これ職員の皆さんが減ったからやるという部分と、減らすためにやるという部分と

両方あると思います。そうなると、地方自治体の果たす役割が一体何なのかと。どこまでの範

囲なのかということが問われてくると思います。 

 当然、130 億円の予算が、今 90 億円台になりました。一番多かったのは 130 億円くらいあっ

たと思うのです。２万 4,000 人の人口が、今２万人でございます。当然それに見合った形の自

治体になっていくということはわかります。もちろん、サービスが増えていこうとも。ですか

ら、そういう意味でいうと､では、組織や機構、それが人口や産業状況や仕事量に合わせた形で

の役場組織になっていくのは当たり前だと私も思います。その上で、民間委託・民間移譲がさ

れるということになりますと、地方自治体が、何をこれから、何の仕事をするのかと・・・。

民間移譲して全部裸になってしまったと。残った自治体は一体何をするのかというところなの

ですよ。そこのところをきちんと、私はしておかないと役場の職員の皆さんが減っていくとい

うことと、この民間委託・民間移譲との整合性を取るというのは、そういうところで取らない

とだめだと、僕は思っています。 

 ですから、これからの地方自治体の果たす役割。先ほども出ましたけれど、小さな政府にす

るならするということなのだけれども、それはどこまで、何を自治体がするのかという、ここ
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のところを、僕は明確にしてここをやっていかないとだめではないかなと。単なる民間委託・

民間移譲では、僕は理論的には成り立っていかないだろうというふうに思っていますけれども、

この点での見解はいかがですか。  

○委員長（及川 保君） はい、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） はい。自治体の役割というのは、当然、地域住民に対するサービス

と。サービスにはいろいろあると。民間にできるものは民間にという基本的な考え方。民間で

はできない部分というのが相当あると思います。それは政策的な部分、あるいは民間では管理

しきれない部分という。その部分については当然役場が直営で進めていかなければならない。

今後のまちづくりをどうコントロールするかとか、そういった部分については、職員がきちん

と人材育成をしながらやっていくと。 

 そういう、職員でなくてもいい部分については、これは当然民間でやると。しかし、これは

はっきり、きちんと分けることはできませんので、今後、そういった部分について、いろいろ

検討しながらある程度区分けするといったらおかしいですけれども、できる部分とできない部

分、それと時代の流れがあります。  

 北海道が道州制とか、そういったことで権限委譲の部分も出てきます。職員は、このプログ

ラムでは 80 数名減らすという形になってきていますから、それと年齢構成の問題があって、将

来の人材をどう育成していくかという、そういったこともトータル的に考えながら、しかも民

間に委託できるものは委託しながら、人材補充をどうしていくかという、総合的な考え方をき

ちんとまとめていかなければならないというふうには考えております。  

 なるべく早く、そういったことも含めてしっかりしたものができるかどうかわかりませんけ

れども、ある程度のものはつくる必要があるのかなというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私も、ある一定限度、今の副町長のお話と一致する部分があるのです

よね。それで、政策立案機能、これはやはり役場が絶対やらなければいけないことだと思いま

す。同時に、町民との政策を実施していく上での調整機能、これはサービスも含まれると思う

のですけれども、そういうことが最終的には自治体の果たす役割。もちろん、国からの権限委

譲がどんどんどんどん進みますので、国もそうやるわけですよ。地方にどんどんどんどん落と

し込んでくるけれども、財政は持たないという中で・・・。 

 このことをやるというのは、職員の皆さんも大変なのですけれども、しかし、必要最小限の

ところを明確にして、きちんと町民が理解できる。要するに町民との調整機能がきちんと確保

され担保されるということと政策立案機能、これは議会との議論の中で進んでいくのだろうと

思うのだけれども、そういうことが一定限度、今言われたように、ここからここまでと線は引

けないだろうとは思うのだけれど、そういうことが町民にわかるような組織にならないと、町

民はそこに協力をするという形になっていかないのですよ。  

 ですから、さっき、政策議論のことを若干いたしましたけれども、そういうことを町民の中

へきちんと落とし込んでいけるよう形をつくっていかないと、私はやはり、職員を減らすとか、
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民間に委託するということが、町民へのサービスの低下イコールになってしまう・・・。その

ことをきちんとしておかないと。ここのところは、私は民間に対する委託と移譲の中で、最も

大切な部分だと思っておりますので、その点はそのような認識でいいかどうか、その点。  

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 大渕委員のおっしゃるとおりで、私も同感で考えております。今後

もそういった方向で、きちんと進めていくように内部協議を進めていきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） はい、ほかございませんか。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の予定されていた審議につきましては、すべて終了

いたしました。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０４分 

                                         

再開 午後 ３時１５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。  

２日間にわたっての議論でございましたので、皆さん大変お疲れだろうというふうに思いま

す。もう少し頑張っていただいて、次に控えているのは自由討議です。今回４回目になります。

それぞれの委員さんが考えられている、なかなかこういう場というのは大事だなというふうに

私は考えておりまして、毎回、非常にいい意見が、自由討議がされているなというふうに感じ

ておりますので、本日もまた実施したいと思います。 

本日の質疑、随分交わされているとは思いますけれども、それぞれの議員さんの思いがござ

いましたら、ぜひお聞かせいただきたいと。はい、14 番、氏家委員どうぞ。  

○委員（氏家裕治君） 自由討論に入る前に、今般、朝一で行政側から、町立病院の今まで経

過報告というのを聞かせていただきました。 

 その中で、特別委員会に入ってから、僕、質問をしてしまったのですけれども・・・。この

病院の関係の、例えば質問、これ一般質問でするか、しないかとか。例えば、財政を含めての

特別委員会として設けている事項として、本来であれば、ルール的には一般質問できない部分

ですよね。  

○委員長（及川 保君） 勘違いされては困るのですけれども、ルールには実はないのですよ

ね。そういう申し合わせてというか、そういう状況ですね。ルールではないです。  

○委員（氏家裕治君） ルールではないって、慣例の中で今までやってきましたよね。そのた

めに特別委員会を設けて、財政の面についても、病院の関係も取り上げたのですよね。それを、

やっていいのならやるけれども、やるのだという人もいるしね・・・。その辺をきちんとすみ

分けしないと･･･・、自由だといわれるのなら自由でいいのだと思うのだけれども、これは議会

運営委員会でもきちんと調整を取るのか、特別委員会でやるのか、その辺の見解だけはしない

と、多分、何でもありの世界になるのではないですか。  

○委員長（及川 保君） ご説明申し上げます。今朝、前田委員からもお話ありましたときに、
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私はこの委員会が終了したあとに、きちんと皆さんと相談して決めますというお話をしました。 

 実は、先ほど議運の委員長とお話しまして、この件について議会運営委員会を開催してきち

んとこのあたり整理したいなというふうに考えておりますので、ここで議論するとか、しない

とかという形は避けたいなというふうに、きちんと議運の中で整理したいなというふうに考え

ておりますのでいかがでしょうか。ご理解願いたいと思うのですが。よろしいでしょうか。 

○１４番（氏家裕治君）  はい。  

○委員長（及川 保君） それでは、そのように取り扱いをしたいと思います。 

 それでは本来の自由討議に移りたいと思います。局長からページを区切ったらいかがかとい

う話がありましたので、どうですか、全般・・・、特別会計ですからいろいろ一つ一つやって

もいいのですけれども、私は全般でいったほうがいいかなというふうに思いますので、どうぞ。  

はい、14 番、氏家委員どうぞ。  

○委員（氏家裕治君） 僕、工業団地会計の部分の話がずっと出ていましたよね。15 億 9,000

万円という数字がこのプログラム上では反映されていないと。これをどこかでやらなければい

けないと思うのですよ。どこかでやらなければいけないということは、結局このプログラム出

る前、白老町の財政を立て直すという部分では、この 15 億 9,000 万円、売るということの中で

やってきたことですよね。確かにこのプログラム上では反映されていない部分かもしれないけ

れども、これは絶対、営業努力なのです。行政側の説明をずっと受けているけれども、来年２

社やります。再来年５社やりますみたいな、そのような目標を立てられない話なのだけれども、

でもやると言った以上、町民説明会でも言っているわけですから、やると言った以上は、やは

り１年に１回でも、半年に１回でも、例えば今までやってきているというか、検査ではないけ

れども、そういったチェックはどこかでしていかなければいけないと僕は思うのです。 

これは、この財政プログラムの中ではできない話なので、どこか違う別機関で、例えばこれ

が特別委員会になるのかどうかわからないけれども、どこかでやっていかなければいけない問

題だと思っています。 

○委員長（及川 保君） この件については、皆さんいかがですか。室長からは、理解したと。

何らかの方法で、これ案ですけれども、成案の中ではきちんと盛り込みたいと。数字はきちん

と出るか出ないか・・・、多分数字としては出せないという部分あるのでしょうけれども、ど

ういう体制で、氏家委員がいわれたようなチェックは果たしていかなければいけないなという

思いは私も同じです。皆さん同じだと思います。14 番、氏家委員どうぞ。  

○委員（氏家裕治君） 今、委員長が言われたことは、行財政対策室から言われた言葉という

のは、この中に盛り込む文言の話ですよね。そうですよね。  

○委員長（及川 保君） そうです。  

○委員（氏家裕治君） それは、先ほど西田委員から言われて、文言の整理はしますよという

話はしていた。僕の言っているのは 15 億 9,000 万円という、この工業団地の売り払いに関して

は、やはりどこかでしっかりチェックをしていかなければいけないと、そういうことですから。  

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。皆さん、これは多分同じだと思いますね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。ほかご意見ありますか。 

 私はこう思うのだけれども、皆さんはどう思うかという話でもよろしいです。それが本当の

自由討議なのでしょうけれども・・・。ございませんか。大変時間が押し迫って・・・、促す

ようでございますけれども・・・。はい、14 番、氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） １点だけ、今回これだけの財政改革プログラムを立てていくと、いろ

いろな同僚議員からの意見があるように、例えば政策転換をしていかなければいけないものな

のか、それとも、産業経済を守りながら、また雇用の創出だとか、いろいろなものを視野に入

れた形の中でこの財政改革プログラムというものを押し進めていかなければ、この２つの考え

か方に分かれると思うのですよ。 

 ですから、その辺について、やはり、皆さんどういう意見なのか・・・、この財政改革プロ

グラムに対しての意見というのが・・・、出されたらどうなのかと思うのですけれども・・・。  

○委員長（及川 保君） そうですね。私もそれを希望します。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、変な話ですけれども、やはり、この白老町内における企業だと

か、こういった産業がしっかりと根ざしていかないと、白老町というのは成り立たないと思っ

ている一人ですから。それでも町民に対しての負担というのは、少しでも減らしていかなけれ

ばならないという立場の中で、この財政改革プログラムというのは見せてもらっていますけれ

ども、やはり２つの考え方があると思うのですよ。  

例えば、大きな公共事業を凍結しても、やっていかなければいけない。町民を守らなければ

いけないという立場と、大きくはこの２つに分かれるのではないかと思います。ですから、そ

の辺の意見が、多分あると思いますので、僕は後者のほうで、産業経済を発展させながら白老

町を守っていくという考え方でありますので。 

○委員長（及川 保君） はい。氏家委員のおっしゃっていることも十分理解できますしね・・・。 

本当は、このあたりの議論がされれば一番、私としても本来の自由討議かなと期待をしてお

るわけでありまして、それがない限り、このまま成案として進めるべきではないかという方も

当然おられるでしょうし、町が厳しいときに、当然、町民として協力するのは当たり前だろう

と。こういう考え方の議員もおられるわけでしょうから、ぜひそのあたりも出していただけれ

ば、非常に議論も活発化するかなというふうに思っております。 

だから、委員会として、どういう町民サービスをいかに負担を減らすか、かけないかという、

こういう、当然我々の委員会の大事な役目であると思いますし、そのあたりができるかできな

いかも当然、この委員会にかかっている部分だと思うのです。そこをどう進めていけばいいの

か、きちんと意見を、皆さんの考え方をお聞かせいただければありがたいなというふうに思っ

ております。はいどうぞ。14 番、氏家委員どうぞ。  

○委員（氏家裕治君） 総括的な部分の話ですよね。大きく２つでしょうという話はね。僕は

そう思っているのだけれど、だけどこれって、６月 27 日のそういったものも受けて、総体的に

判断していかなければならない問題なのかもしれないですよね。 
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○委員長（及川 保君） ただ、時間が限られているのです。特別委員会それほどずっとやっ

ているわけではないですから・・・、そういう意味では今からしっかりと・・・。  

○委員（氏家裕治君） それでは今までの話の経過の中での、僕の意見として聞いてください。 

○委員長（及川 保君） わかりました。はい、２番、前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 今、氏家委員からお話ありましたけれど、確かにある程度議会として

の、町民懇談会が開かれれば、今言われたような意見が町民からも出てくると思いますよね。

当然、政策転換なり、事業の取捨選択なり、そういう意見が出てくると思いますから、そうい

うのは僕は必要だと思います。 

 ただ、これ平成 19 年９月 14 日に白老町財政健全化に関する調査特別委員会、委員長同じ及

川委員長ですけれども、委員会報告を出しているのですよね。この中でいくと、財政健全化に

関するガイドラインの検討とか、財政運営に関するシステム構築等、結構議会として足かせし

ているのですよね。 

 これらについても、合わせて議論というか方向性を連動させてやっていく必要があるのかな

と思うのですよ。それによっては、質問とか議論の仕方が違ってくると思うのですよ。僕は多

少そういうことを頭に入れて言っているのですけれどもね。そういった話、積み上げてきた根

拠聞いていますけれども、それは個々のとらえ方だから論評は避けますけれど、いろいろある

と思うのですよ。そういう部分で、今言った 27 日で終わってしまうということになるのか、今

朝大渕委員はまだ時間があるから大丈夫、時間をつくってやればいいのだからという話だった

けれど、そういうことをやるのならそれでいいのですけれども、そういう部分の整合性を図っ

ていく部分も必要になってくるのかなと思うのですけれども、その辺はどうなのですか、委員

長として。 

○委員長（及川 保君） はい、10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今、前田委員が言われたことはそのとおりだと思います。そういう形

で議論をしていかないと、これは継続性といっても、そのときだといっても、少なくても議会

として結論を出しているわけですから前田委員の言われたとおりだと私は思います。そういう

ことを考慮しながらやらないと議会ではなくなってしまいますので。 

 ただ、私が思っているのは、27 日終わったあと、確か言ったと思いますけれども７月に入っ

たら集中的に議会としてのまとめを行うと。そして、それが８月の成案になるときに、きちん

と盛り込まれるかどうかは別です。盛り込まれないかもしれないけれど、少なくてもそういう

形で、７月の第１週、第２週あたりで、そういうことがきちんと皆さんが納得できるまで議論

したほうがいいと思っています。私は。そういう時間をいっぱいとって、そこでまとめの部分、

ですからきょうの自由討議というのはやはり、限定は何もないけれど、きょう行われたことが

中心となって行われるのかなというふうに私は理解しているのですよ。 

 ですから、その対応策というのは、27 日のあとに議論を、それこそ皆さん納得できるまでや

る。議会としてのまとめをするわけですから、そういう形がいいのかなというふうに私は思っ

ております。ですから、今、前田委員が言われたことはそのとおりでございまして、そこは十
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分配慮して我々は発言しているつもりですし、発言していきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） はい。委員長として、実はこの委員会が発足した１日目の冒頭に、

私が申し上げたとおり、前改選期前に出しました委員会報告、これを無視して、この特別委員

会があるわけではありませんということで、必ずその中の報告の部分についても、きちんと整

合性が取れるような形でやっていきたいというような、冒頭に私、申し上げた経緯があります

のでご理解いただきたいと思います。はい、５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 今、大渕委員のおっしゃられたことに賛同いたします。やはり、27 日

の病院の審議のあとに再度詳しく議論をするということでよろしいのではないでしょうか。本

日、日程的にも、先ほど氏家委員から提起された問題で、若干お時間をいただいて 10 分か 15

分くらい議運も開きたいですし、そのあと総務文教常任委員会もあるということでございます

ので、きょうの自由討議はこのくらいでおさめてはいかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） ただいま、山本委員から動議がありました。賛成委員はおられるで

しょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。賛成委員がおられますので、成立しますので、ただいまの・・・。

いかがでしょうか皆さん、そういう形でよろしいですね。今後も当然、きちんと議論をしてい

くよということで約束を申し上げますのでご理解をいただきたいと思います。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） そでれは、本日はこの辺で委員会を終了したいと思います。ご苦労

さまでした。  

（午後 ３時３３分）  


