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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  開会前に、熊谷委員と西田委員、若干遅れる連絡が入っております

ので。 

 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） それでは、本日は改革プログラムの 91 ページ、第５章。対策後の

財政収支見通しについて。まず第１節から説明を受けたいと思います。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは 91 ページ、第５章、対策後の財政収支見通しで

ございます。第１節、普通会計の財政収支見通しでございます。再建期間内に第４章の改革プ

ログラムに掲げました、再建対策を実施した場合の普通会計の収支見通しをお示ししていると

ころでございます。これは表 81 になりますが、一応対策実施後の試算の前提条件といたしまし

て、基本的にはプログラムの 25 ページに現状延長型の試算を示してございます。それに、第４

章でお示しした対策項目及び対策効果額、これを単純に増減したものが 92 ページ、表 81 で示

した対策実施後の収支見通しということになります。 

試算の前提としましては、91 ページですけど、歳入。町税では超過税率の効果額、それと収

納率の向上対策の効果額を反映してございます。町債につきましては、19 年度に借りておりま

す退職手当債の借り入れ分。これをプラスしてございます。使用料・手数料におきましては、

収納率向上対策分の使用料等の効果額と使用料・手数料の見直し、それから保育料の改訂の部

分、この辺の効果額を反映してございます。財産収入につきましては、町有財産の売却部分、

これを反映してございます。また、歳出、人件費におきましては、職員数の削減、特別職の給

与削減、一般職の給与削減、議員定数等の削減、これを反映してございます。公債費は退職手

当債の借り入れに伴う元利償還金の部分を反映してございます。物件費につきましては、事務

事業の見直しの効果額、ここで反映してございます。補助費等につきましては、病院の不良債

務解消にかかわる繰出金。病院に対する繰出金はこれは、繰出金の項目ではなくて、補助費等

という項目になりますので、ここで反映してございます。繰出金の項目につきましては、病院

以外の各会計への追加繰出金、これを反映させてございます。投資的経費につきましては、投

資的経費の削減効果額を反映してございます。また、最後に積立金でございますが、対策額の

うち剰余分を財調基金に積み立てるということで、積立額を反映してございます。 

そうしますと、92 ページの表 81 でございますが、基本的に普通会計につきましては、下か

ら３番目でございます差引額は基本的にはゼロと、赤字は出さないということです。なおかつ、

他会計の繰出金を基本的に５千万円単位としておりますので、端数につきましては、積み立て

るという形になります。その数値が表 81 の下から２番目になりますが、この部分が積み立てる

ことによりまして、財調基金等の残高につきましても一番下になりますけど、若干ふえており

まして、平成 28 年度には約５億 5,000 万円程度の財調が結果として積み立てられるというよう
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な状況になります。以上で第１節は終わります。 

○委員長（及川 保君）  第５章の第１節について、今、説明がありました。普通会計の財政

収支について、何か質疑がございましたらどうぞ。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つは、平成 21 年度以降の地方交付税の算定根拠。

これをどういうふうに見ているかということなのです。当然病院の問題はまだこれからですか

ら、そこまでは言いませんけれども、少なくともこの根拠、どういうふうに交付税の根拠。例

えば、21 年度、33 億 8,400 万というふうに見ておりますけれども、この算出根拠が、細かくは

いいです。こういう根拠で出しているのですとわかればいいですから、何ぼか違ったからどう

のこうのと、そういうことを言っているのではないです。そこの点が一つ。 

それから、20 年度につきましては投資的経費、これは当然ごみ燃料化施設のことがございま

すから、これだけ多いのですけれども、21 年度から 24 年度くらいまでが約９億台ということ

なのですけども、投資的経費が。このうち港に対する投資的経費を、第３商港区ですね。それ

に対する投資的経費がいくら、第３商港区が何年までで、いくら見ていらっしゃるのか。そこ

の金額は具体的にお示しを願いたいというふうに、とりあえずまずそこの二つ、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） まず１点目の地方交付税の算定の根拠といいますか、こ

の辺につきましては、地方交付税につきましては、普通交付税と特別交付税ということがござ

います。まず特別交付税につきましては、平年ベースということで、２億 8,000 万円。これを

毎年同額で計上してございます。それと、普通交付税につきましては、まず病院のお話出まし

たけど、病院につきましては、現有のベッド数、92 床をそのまま確保するという前提によって

交付税を算定しておりますので、病院にかかる交付税の増減は基本的にはないという考えで行

っております。また、普通交付税を算定するに当たりまして、基準財政収入額、いわゆる収入

の部分と基準財政需要額、歳出の部分がございます。まず、収入額におきましては、基本的に

は町税ですとか譲与金関係。これは、この現状延長型で推計した町税の額。あるいは、譲与税

の額、これをベースの収入額を算出しております。ということは、町税は基本的にだんだん減

るような収支見通しにしてございますので、基準財政収入額におきましても、どんどんこれも

減っていくというような傾向になってございます。また、歳出にあたる基準財政需要額におき

ましては、基本的には人口を基礎にして計算するものと、それから例えば道路の延長ですとか、

そういった別の要素によって算出するものがございます。まず、人口につきましては、基本的

に厚生労働省の外郭団体である人口問題研究所。そこで出している人口推定をもとに普通交付

税の人口は、あくまでも国調人口によって５年ごとに変わるということになってございますの

で、その５年置きの数字を推計しまして、その推計人口で計算してございます。また、それ以

外の部分につきましては、同じ国調人口、いわゆる国勢調査が行われる時点をとらまえて、そ

の時点での道路の延長がどうなっているかという部分をある程度推計した上で、それに基づい

て算出しているということでございます。あと、もう一つ大きな要素として公債費。公債費も

基準財政需要額に入ってきますが、公債費につきましても、今後の発行する起債。既に発行し
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ている既発債と言われるもの。これに関わる元利償還金、これを算出しまして、それに一定の

充当率、交付税措置率を掛けて公債費のほうも算出してございます。 

それからもう一つ、投資的経費のうちの港湾に係る経費をどのように見ているかというご質

問でございますが、21 年度以降、負担金４億円ということで見てございます。26 年までなので

すが、基本的に４億で見ているのが 25 年まで、26 年は１億数千万円、最終年度ということで

見ております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。そうしますと、４億で見るということは、21 年から

25 年までは投資的経費がほかに使えるものは約５億ということになりますよね。ここで、５億

の中で見ている大きな、例えば突出した事業。26 年は１億数千万だというから、これは結構で

す。25 年までそういう大きな事業で見ているものは、何かございますか。  

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策推進室主幹（大黒克己君）  基本的に、一応現課に対して、今後の計画の部分を

聞き取りしてございます。なおかつ、一定の投資的経費を確保しなければならないということ

から、ある程度その部分を額として確保しているという部分がございます。例えば、道路につ

きましても今後滑空場線は基本的に 22 年で終わる予定でございますが、ただしその後も道路関

係としてどのような事業を行うかという部分は、ある程度固まっていない部分がございますの

で、その額をそのまま推計値として入れているという部分がございまして、基本的には道路と

いう部分では滑空場線、竹浦２番、ポロト社台線と、このような事業を想定した中で、おおむ

ね２億から３億円程度の額を見ているというようなことでございます。それから、公営住宅に

つきましては、まだ今後の建てかえの計画というものは、お示ししてございませんので、住宅

の改修という部分で 2,000 万円程度見ているということ。それから、そのほか学校につきまし

ても、あくまでも必ず行うということではないのですけど、耐震ですとか、そういった部分で

の大規模改修を想定した上で、3,000 万円程度の額を一応推計値として見込んでございます。

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） 投資的経費、そういう形で動いていくということになれば、今の状況

でいけば 26 年ぐらいまでは基本的には維持管理の部分で、新たな大きな事業は起こさないとい

うような受け止めになるのかなというふうには思います。そこはそこでわかりました。それと

もう一つ、この間も聞いたのですけど、まだ出ていないのだろうと思うのだけども、病院はま

だいいのだけれども、それ以外の率が大体解消可能資金不足の比率が決まりましたよね。それ

が決まって、現実的にここの見直しの部分というのか、出てきますよね、現実的にいろんな部

分で。それはきちんとするのはいつまでできますか。要するに今議論しているのだけど、そこ

のところが何ポイントぐらいのものが減るのか。減った部分については、この間も同じことを

言ったけど、借金減るわけではないけど、対策額としては減るのです。だから、そこのところ

がわからないと、どうも詰まっていかないような気がするのだけど、何ポイントぐらい下がり
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ますか、土地と下水の関係で。そこをどう見ますか。10 年間で割り返した金額でいいのかどう

かということを含めて。 

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 最終的に国の基準というものは示されて、現在 19 年度の

決算統計、これの作業を今行っている段階でございまして、その数値と一緒にこの指標を算定

するという形になってございます。現実的には、まだ作業中でございますので、正式な数値と

いうものは、今段階ではお示しできないですけど、７月には決算統計の数値も固まりますし、

速報値として 19 年度の見通しの部分、指標の部分、この辺についてはお示し、速報値というこ

とでまだ概算でございますし、確定でございませんけど、その辺はお示しできるのかなと思っ

てございます。ただ同時に、この数値を指標も含めて監査委員にお示しして、そこで審査を受

けるという形になりますので、最終的にはその辺の段取りを済ませた上で、９月末で町として

の正式な数値という形になろうかと思います。では、どのくらい減るのかという部分はござい

ますが、この間、前回ご質問があったときに、下水道の解消可能資金不足額につきましては、

当初１億 8,000 万円程度という部分で見込んでいるものが、実際のところ２億 5,000 万円程度

の、約１億円弱のプラスになっているというような状況があります。また、土地についても、

そう大きな違いはございませんが、若干のプラス要素というものがあるかなと思っております

ので、それを含めて１億 2,000 万から２億円弱にしても２ポイントから３ポイント、このぐら

いは下がるのかなという想定はしてございます。以上です。  

○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、次に進みます。

91 ページの下段です。第２節、特別会計、企業会計の財政収支見通しについて説明を求めます。

93 ページ、工業団地造成事業までやりましょうか。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、第２節の特別会計、企業会計の財政収支見通

しをご説明いたします。第１節と同様に、債権対策を実施した場合のそれぞれの表 82 から表

88 で収支見通しをお示ししてございます。基本的には、79 ページから 85 ページにかけての特

別会計等の独自の対策による効果額。それと、一般会計からの繰り出し額、これを合わせたも

のを現状延長型の数値に増減したものが 93 ページからお示しする、それぞれの各会計の収支見

通しになってございます。まず、93 ページの国保会計でございます。国保会計につきましては、

基本的には現在の赤字額、おおむね２億円。これにつきましては、一般会計から繰り出して整

理しますということにしてございますが、今後の赤字等の部分につきましては、国保税の見直

しあるいは今後国保会計の努力によって、赤字を出さない運営をしますということになってご

ざいます。ただ、この表を見ますと、28 年度で差引額、マイナスの 9,100 万円ということにな

ってございますが、この部分については、トータルとしては一般会計繰り出しをするという考

えで、このプログラムは作成してございますが、今年度中に検討する国保税の見直しの部分、

この辺の額とどうなるかという部分が今後の検討ということになります。２番目、公共下水道

事業会計でございます。これにつきましても、今年度は一般会計からの繰り出し１億 1,800 万

円以降、基本的に 5,000 万円程度の赤字対策の繰り出しをすることによって、28 年度にはすべ
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ての赤字を解消できるという形になります。それから、３番目の工業団地造成事業会計。これ

につきましては、今年度１億から１億 5,000 万円程度の繰り出しを毎年行うことによりまして、

これも 28 年度で赤字が解消される見込みでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 特別会計、企業会計の財政収支見通しについての 93 ページの部分で

ございます。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。公共下水道でちょっとお尋ねをしたいのですけど、

20 年度で単年度収支がそれ以降プラスになるのですけど、値上げをした結果、こうなるという

ふうに押さえるのだけど、実質赤字がなくなったあと、28 年に赤字がなくなりますよね、町か

らの繰り出しで。そのあとは繰り出ししなくても、このままいきますか。それから、28 年まで

は今１回上げたら、もう上げなかったでしょうか、それだけ。 

○委員長（及川 保君）  辻上下水道課長。  

○上下水道課長（辻 昌秀君） 下水道料金の関係ですけども、一応 2１年度に料金改定とい

うことで、上下水道運営審議会にお諮りして、まだ最終的なお示しはしていませんけども、10％

から 15％程度の引き上げということで、今回の試算上は 13％の引き上げで見ております。その

後、25 年度にさらに 10％程度の引き上げということで、この部分では試算してございます。あ

と、29 年度以降なのですけども、この 25 年度に引き上げをできれば、収支的にはあっていく

のかなと、そういう感じで押さえておりますけども、ただその後の推移によって、やはりある

程度期間経てば料金改定が必要かどうかということも含めて、検討していかなければいけない

場面も出てくるかと思いますけれども、一応 25 年度の引き上げをもって、赤字については解消

できると、そういう見通しで立てております。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。もちろん普及率の関係とか、いろんなことが出てく

るのだろうと思うのだけれども、例えば 20 年度単年度収支で黒になるというのは、一般会計か

らの 1 億 1,800 入ってくるようになるという意味ですね。一般会計から入らなければ、もちろ

ん赤だから。例えば 13％上がった段階で、この間出された資料の関係で、胆振管内で一番高く

なりますよね。北海道でも1 けた台の順位だったような記憶なのです。25 年に再度上がったら、

もう下水道使用料もちろんわかるのだけども、そういうことが本当に町民の中で受け入れられ

るような中身になるのかどうかというあたりが・・・。このままいったら夕張より高くなって

しまうのではないかと思うのだけど、そういう配慮や議論はされなかったのですか、このプロ

グラムつくるときに。気持ちはわかるのだけど、その辺の配慮はあったかどうか。 

○委員長（及川 保君） 辻上下水道課長。  

○上下水道課長（辻 昌秀君） 皆さんにお示ししている全会計合わせての新財政改革プログ

ラム。さらに具体的なものとして、公共下水道事業特別会計単独の新財政プログラムの案とい

うのを一応つくっておりますけれども、基本的な考え方としては、すべて料金改定ということ

ではなくて、累積の部分については一般会計からの繰り出しと。ただ、その辺の金額的な配分

の中で、やはり利用者にも負担いただく部分としては、今お話した 21 年度については 10 から
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15％、一応 13％の試算。さらに 25 年に 10％とそういう部分はどうしても必要かなということ

での試算になってございます。ただあと、町民負担という部分でいきますと、これは極めて施

策的な部分になりますけれども、その後 25 年度、例えば改定見送るとすれば、ではどういう形

で累積の部分、縮まっているとはいえ、埋めていくかという部分については、もし見送ればそ

れは一般会計からの負担で埋めるか、税で埋めるか料金で埋めるかと、この辺はやはり施策的

な議論になっていくのかなと思いますけれども、今回の新財政プログラムの中では、すべてを

料金改定ということではなくて、税あるいは一般会計の負担、そういう部分とのある程度の応

分の負担で埋めていこうという、そういう考えです。結果的には、今お話があったように、道

内でもかなり上位クラスの料金改定、いまの段階ではなると。ただこの後、料金改定というの

は下水道事業の施設整備やっている、特に市町村については、市に比べると大分あとから整備

していますから、そういう意味では他の自治体については、やはり料金改定というのは予想さ

れますので、その中の順位等も見比べて、最終的に 25 年度どうするかという議論になってくる

かと思います。 

○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。例えば、国保も公共下水道も特別会計自体は、ここ

でとんとんにするということは、基本だということは、私は理解しないで言っているわけでは

ないのですよ。それはわかるのですよ。ただ、では同じ自治体に住んでいて、札幌が 2,000 円

行かない下水道料金だと、ここは倍とか３倍になってしまうと。条件が違うというのはわかり

ます。だけど、本当に自治体のあり方というのは、そういうことでいいのかという問題が一つ

出てくると思うのです。住んでいる所によって全く違うわけだから。倍も違うということが、

恩恵受けているのは同じ中身ですから。そこの考え方をどう整理するかという問題。あなた白

老に住んでいるから仕方がないのだよということが。自治体の果たす役割というのは、それで

本当にいくのかどうか。それは私も疑問に思っているし、議会の中でも議論しなければだめだ

し、何も町がだめだとか、そんなことを言っているのではないです。そういうことをちゃんと

考慮しながら議論して決めていかなければだめな問題だということが一つ。 

もう一つは、考え方として工業団地。明らかに町の失政ですよね。というのは、何が失政か

というと、私が言うのは売っても原価が取れない。何億という赤字を町民が背負わなくてはだ

めだと。その反映として、公共下水道や国保だとか、例えば町が具体的に出せない部分になっ

てしまうという、そういう形になっていくわけです。ですから、町が悪いとか、そんなことを

言っているわけではない。そうではなくて、そういうことを町民にどう理解してもらうかとい

うところがないと。議論をきちんとして、そういうところが積み上がっていかないと、僕はや

はり自治体、ここから白老を出ていくと、夕張みたく。そんな住みづらいところ。隣、苫小牧

行ってみてください。錦岡で下水道は白老の半分以下だから。だから、条件はわかる、初めに

やったとかわかっています。平たんだとか、人口が集積しているとか、わかっていますよ。だ

けど、それで本当に自治体が成り立っていくのかどうか。それで僕は、地方自治体というのは、

一番最初のときに、町長来たときに聞いたのは、地方自治体の果たす役割というのは、一体何
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なのかと。そういう根本議論が議会や町でもっともっと闘わされて決められていかないと、町

民はやはり苫小牧に住んで白老に通ったほうが最終的には楽だなとなって、結果として工業は

残った。日本製紙も残るかもしれない、港の関係で考え方違うけど。だけど結果として、苫小

牧からみんな通勤するとなったらどうなるかということなのです。本当にそこまで考えて議論

していかないと、やはりだめではないのかなと思うのだけど。工業団地の国保や公共下水道の

関係をどう見るかという問題なのです。そこら辺は、室長なり副町長なり、どう考えますか。 

○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） 委員のおっしゃること、わからないわけではないのですが、

ただ相対的に町の住みやすさというのはそれだけではなくて、例えば福祉の問題だとか、環境

の問題だとか、そういったもろもろのものが全部総括されてくるわけです。そうすると、その

中でトータル的にどうなのか。各自治体によって地域事情だとか、そういったものによって施

策がかなり違うと思います。町民だとか、その住民にどういう形での満足があるのか、また不

満足があるのかという形の中で、町民あるいは住民がそこで定着し、満足が得られるという、

こういう問題だろうと思います。そうすると、町としても住民の満足度調査を毎年度やってい

ますけれども、そういったものをある程度反映させる必要もあるということは、それは間違い

ないなと思います。ただ、きょうの財政改革プログラムでは、当然満足度を今後高めるために

も、一刻も早く赤字が消したいというのが、今回の財政改革プログラム。従いまして、当然そ

の中では受益者負担を求めるものも出てきますし、その範疇はどうなのかということで、当然

住民にも説明していますし、広報等でも理解をお願いしていると、こういう形になると思いま

す。従いまして、その論議を避けて通れないということはもちろん十分承知ですし、論議も必

要だというふうに考えています。その中で、どうやって白老町のまちづくりを、財政を安定さ

せながら進めていく、これが基本的になろうかというふうに思ってございます。そういう中で、

今回はこの財政改革プログラムについては、先に財政を安定させたいということでお示しして

いると、こういうことでございます。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ここでその議論をいくらしても同じですから、そういう議論をしよう

とは、僕は思っていないのです。ただ、基本的な考え方がきちんとしてぶれないようにしてお

かないと困るということなのです。例えば、28 年度以降、それでは財政安定して、好転するか

どうかはわかりませんけれども、安定した段階で、当然町民に負担のかかった分については、

見直せる部分は見直すのだというような範囲があると考えていいですか。 

○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）  前々回の委員会で、そのようなことが大渕委員からご質問

があって、それにお答えしておりますが、10 年先のことはわからないというところはあります

が、情勢が変われば当然のことながら論議の対象という形になろうかと思います。従いまして、

これが 10 年の財政改革プログラムですが、その中で種々条件が好転して、そこまでのものがあ

るといえば新たな論議が当然あると。従いまして、項目的には見直しもあるでしょうし、また
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違う施策を打ち出すこともある。それは、ある程度めどが立って、８年目になるか９年目にな

るかわかりませんけれども、そのときには当然改めてこの問題については議論になるというふ

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） そこはわかりました。当然私は役場の職員の皆さん方が 20％切ってい

るということは十分考慮に入れて議論なのです。当然これは、遅い時期か早い時期かは別にし

て戻さなければだめなのです。戻して普通なのですから。ですから、そういうものを全部視野

に入れて質問しているのです。別にこっちだけのことを言っているのではないのです。だから、

そうなったときの財政状況含めて全部考えて、役場の職員のやつは元に戻るけれども、戻さな

ければだめですよ、当然。ほかのやつは一切戻らないよと。町民の負担はそのままだよという

ことでいくかというのは、これはやはりかなり大きな議論になる部分だと思うのです、現実問

題として。それでちょっと聞いたのです。ですから、そこはやはり、今言われたように、何年

か前からきちんとした議論を積み重ねていくのだということであれば、それはそれできょうの

時点は納得しますけれども、そういうところをきちんとやっていかないと計画つくっただけで、

ものごと全部うまくいくかといったら、絶対そうではない。それは、今までの財政計画がそう

だったのです、全部。町の計画が平成 10 年からずっとつくってきたのです。３回もつくったけ

れど、結果的には全部だめで、ここまで来たのです。そこのところの教訓をどこまで学ぶかと

いう問題なのです。そういうことで言えば、そこのところがきちんと検証していく仕組みもつ

くっていく必要があるというふうに思うのですけど。 

○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）  繰り返しになるかもしれませんけれども、基本的には事業

事業によっては事業者負担等、それとのバランスという事業もありますし、当然ながら税を投

入したほうがいいだろうという事業も当然あります。項目的にはやはりそれぞれ見ていかなく

てはいけないのかなというふうに、最終的になると思います。ですから、一概にこの負担を求

めたから職員の給与も含めて全部元に戻すのだという、10 年後の議論にはならない。そこは事

業ごとできちんと明確にしていかなければならない。そこは整理をかける必要は当然あるとい

う認識はしています。当然、この問題に関しては、毎年毎年監査し、議会に報告していくわけ

でありまして、その中ではきちんと検証していかなければならない。今までそれがちょっと何

年かで財政改革プログラムを今回審議になりますけど、その前も十分検証されなかったという

ことを踏まえてございますので、それは法的にもやりますし、当然法を離れてもそういうもの

はやっていくのだという、従前のやり方を繰り返していくと。こういうやり方になりますので、

その辺は十分やっていきたいというふう考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、大渕委員のお話を聞いていて、大事な部分だなと私は聞いており

ました。白老の財政改革プログラムつくっているのは、結局身の丈に合わない事業をやってき

たから、今こうなっていると。しかしながら、今お話聞いているけども、この財政改革、新プ
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ログラムもそうですが、これだって身の丈に合うかどうかわからないのですよね、今やってい

ても。ですから 10 年後に、これは私の考えですけれども、25 年か 26 年まで、このプログラム

はもつのかなと、私は心配しております、常に。これを見ながら。今やっているプログラムを

果たして身の丈に合っていることをやっているのかという疑問を私は持っています。というこ

とは、なぜ身の丈に合わない。例えばこの間も町長にちょっと言ったのですけども、人口が減

ってくる、財政が減ってくる、町税も減ってくると。しかしながら、港だけはつくっていく。

これを背負っていく限りは、私はなかなかこの港をどんどん建設していくのは、私は身の丈に

合っていないと思っているから、私は今の財政プログラムが身の丈に合っているかどうか。私

は合っていないという、こういう考えを持って、いつも話しているのですが、一番大事なこと

は、この財政改革プログラムは、今これだけやっていて、しかし私 25，６年までもつかな。そ

こからまた新たなプログラムつくらなければ、今までずっとそういう繰り返しですから、健全

化計画をやっても何をしても。そんなことから言うと、本当にこのプログラムそのものが身の

丈に合ってやっているのかと疑問に思うのですけれども、どうですか。 

○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）  身の丈に合っているかというと、当然つくっているほうと

しては、身の丈に合っていますよと、こういうお話をさせていただくわけでございます。言っ

ておりますのは、これは 10 年間の計画になってございます。しかしながら、毎年検証は行いま

す。結果的には議会報告するわけでございまして、数値的にかい離あるいは実情的にかい離が

出てきたときには、当然その部分を何かの形で埋めていかなければならないという作業をする

という形になります。そうしますと、これは常にそういう状況が生じたときは、必ず見直しの

議論が当然出てきているだろうというふうに思っております。従いまして、その論議というの

は毎年この報告を議会にした後、この計画が果たして見直す許容範囲に入っているのか入って

いないのかという論議もあわせてやる形になるだろうというふうに思います。そのときに全体

的な議論の中で、ここのところはもう少し見直していったほうがいいのではないかということ

は論議していくものというふうに理解しています。ですから、10 年間何だかんだかい離してま

でも、これを絶対推し進めるというものではなくて、そこは報告しながら議会とも相談しなが

ら論議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）  ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。今までの議論を伺っていまして、同じような内容に

なるのですけども、先ほど室長から白老に住みやすいか住みにくいかというのは、全体的な施

策、いわゆる福祉のサービスですとかいろんな総合的なもので、それは町民が判断されるとい

うお話だったと思うのですけれども、私は、これは単純な話かもしれませんけれども、先ほど

同僚委員がおっしゃられたように、他の自治体と公共料金がどのくらい違うかということ、一

つの目安になるというふうに思っています。一つの例を上げれば、この間、６月の先般の議会

では、全員一致で可決いたしましたけれども、使用料・手数料の問題で、例えば印鑑証明書あ

るいは住民票。これら日本の社会の場合、契約社会でもありますし、この人物が本当にそこに
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住んでいるのか、本当にこの人物がその人なのかという確認のために、もう何回でも必要なの

です、住民票や印鑑証明。その都度その都度、特に金融関係は必要なのです、たかが 100 円の

話かもしれませんけれども、ほかの町村では 300 円なのに白老だけは 100 円と、一律 33％くら

い上げていったので、そのような形になったのだと思うのですけれども、やはり基本的には、

私は今の状況の中で、こういう細かいことで反対しても仕方がないから賛成の立場をとってい

ますけども、やはりそういうことも非常に住民にとっては厳しいお話にもなってきますし、あ

るいは固定資産税、これがアップになりますよね。きょうから議会側の町民の意見を聞くため

の会というようなものを、名称は違いますけど、今晩、虎杖浜からスタートするわけでござい

ます。非常に町民からは厳しい意見が出てくると思います。あなた方、議会側は何をチェック

してきたのだと。チェック機能果たしてなかったからこうなったのではないのだろうかと。20

人から 16 人に減らしても、まだまだそんなものは機能的にきちんとした責任果たしてきていな

いのだから、議会なんかはいらないのではないかぐらいの話も予測されますし、大幅に減らし

なさいぐらいの話もいろいろな話が、想像できないような話がきょうから出される。議会側に

対しても厳しいお話が来ると思うのですけれども、やはりこの 10 年間の中で、ある程度目標が

それに近いものが出てきたときには、一度上げた公共料金であっても、これはよその自治体並

みに戻す努力をしなければ、暮らしやすいか暮らしにくいかということになると、非常に僕は

暮らしにくいまちだというふうに町民は感じられるのかなと。今、国のほうでは議論していま

すけども、消費税だっておそらく 10 年以内に全く上がらないとは考えにくいと思うのです、国

の財政を考えた場合。ですから、すべてにおいて厳しい負担が町民にとって強いられてくる状

況でございますので、その辺は十分、やはりこのプログラムの進行の中で、１度上げたものは

そのままだではなくて、状況見ながらやはり他のまち並みに戻すくらいの努力は絶対にしてい

ただきたいと、このように思うのですが、同じような質問だったと思いますが・・・。 

○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）  基本的にサービス料金というのは、それは高いより安いと

いうのは、それは誰でも同じだと思います。従いまして、当然ほかの自治体並みといいますか、

それは求められることは確かだと思います。ただ、ご承知のとおり、項目ごとに全道の数値を

見ると、かなりばらけているのですね。それは、その地域の実情において、それなりの負担を

求めている、こういうものがあるからだろうというふうに思います。ですから、平均的な数値

は出てくるかもしれませんけれども、項目によっては高い部分もあれば安い部分もあったり、

公共料金ではなくて、サービスも福祉サービスが相談業務だったりいろんなことがあって、住

民にとって安心が保てるよう料金を反映させられないサービスというのもあるわけでして、そ

このところからバランスを考えていかなければならないというふうには思っています。ただ、

言っているのは、10 年後に必ず下げるとか、上げるとかいう話ではなくて、そこはそのときに

十分論議をしながら、そこは通常皆さんはできる料金体系も当然求められるわけですし、そこ

は住民と議会と十分論議しながら決めていけばいいのかなというふうに思っています。従いま

して、そのときはそのときでまた論議をしなければなりませんし、先ほど出た下水道使用料の
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関係もそうだと思います。そういったときに議論を深めながら十分納得できる料金体系といい

ますか、サービス体系を考えていかなければならないということは、十分前提でお話している

ところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。２番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今の同僚委員から話ありました。答弁は１年１年検証を受けて、監査

の意見も受けると。議会の検証も受けますと、こう言っていますよね。それが今まで身の丈に

合わないから議会も責任もあるのだということを、何回も繰り返し答えられているけれども、

その中で議会が意思を検証し反映したときに、その年その年でそれが施策変更をしたり、何し

て議会の意思がどこまで入っていけるか、監査の意見を付したものがもし町がこの計画とおり

ではない方向に行ったときに、議会が検証したときに、今までいろんな議論踏まえて、こうだ

よと議会がやったときに、それがどういう形で反映されていくのか、ちょっと具体的に一つ教

えてほしいということ言っているのです。それを基本的なこと議論しないと、常にできたもの

検証するからいいのではなくて、それが本当に議会の意思として反映されるのかどうかという

ことです。そういう手続きはそうなっているのか。まずそれを整理して考えていかないと、何

の議論をしても進まないのですよ、結果的に。それとあと一つ、細かいところ。93 ページの工

業団地の造成会計ですけれども、27 年の急に 27、28、４億台になってきていますけども、これ

の考えと今同僚委員言いましたように、28 年度の全部売っても６億、７億の赤字が出るのです

けど、その部分はこの中に見込まれているのかどうか、それはずっと残っていくのかどうか、

その２点だけお聞きします。 

○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）  まず、最初の質問です。当然ながら議会に指標に関しては

報告入れますよね。この指標が達成されているのか、されていないのかということは。指標が

余りにも違うということでは、どこか当然おかしいわけですし、計画どおりいっていないので

すよという、こういう論議になりますよね。そのときに我々も、そのときの検証はしますし、

議会としても検証はするわけです、議員の皆さんにおいても。ではそのときに議会としてはど

うしようとするのかというのは、それは議員さん個々の話の中で出るかもしれないし、議会と

してこういうふうにやったほうがいいのではないかと、議会でまとまってお話するかもしれま

せんし、それは議員さんでどういうふうに議会としてとらえていくかという問題だろうという

ふうに思います。ただ、そこでの論議というのは、あくまでも町側は議論していきますという

話でございますので、そういうことでご理解をお願いします。  

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） もう一点、工業団地の収支見通しの関係でございます。

まず１点目の、今年度に４億、27、28 と、こういうような繰り出しになっているがということ

でございますが、まずここの工業団地に対する一般会計からの繰り出しの基本的な考え方とし

ましては、前田委員がおっしゃられたとおり、すべて売ったとしてもこの会計というのは収支

ゼロというのではなくて赤字が残ります。基本的には残る赤字分を基本的には埋めていきまし
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ょうと。その埋めていく段階で土地が実際売れたとすれば、それはそれでプラマイゼロになる

状況でございます。ただし、このプログラムはあくまでも最悪を想定しておりますので、全く

売れなかったときを想定した収支見通しになりますと、やはり売れなかった土地も一般会計で

埋めていかなくてはならないということになります。その部分を最終的に今年度に持って行っ

たという考えでございます。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点目のほうわかりました。１点目については、数値の問題ばかりで

はなくて、先ほど大渕委員もお話したように、私も話していますけども、数字の財政対策ばか

りではなくて、根本に残っている赤字をどうするかという議論を並行してされると思うのです。

その部分が身の丈に合ったという言葉になってくると思うのです。当然並行的にやっていきま

すので、仮に押し切られるのか寄り切られるのかわかりませんけれども、そういう懸念はない

のかということを聞いているのです、町側として。いくらこちら側が一生懸命建設的な意見を

言っても、結果的に施策だからと押し切られたときに、10 年後に、では結果どうだったという

ことになったときにやはりまた同じ議論になってくるのです。議会の責任だ、町の責任だとな

るけども、その都度そういう部分が、今言った言葉が適切かどうかわかりませんけれども、施

策だということで押し切った寄り切るではなくて、建設的な議会の意見も十分反映されてやっ

ていけるのかどうかということを、これは担当より町長にお聞きしますけども、そういう部分

が一番肝心なのです。その辺の姿勢がなければ、結果的に机上に議論をして、ただ変わってい

くだけの話になってしまうのです。その辺をどうかなというふうにお聞きしたかった。それに

よってこれから私は積極的な意見、質問になるのかどうかわかりませんけれども、その辺ちょ

っと聞いておきたいなと思います。 

○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） 押し切るとか押し切らないとか、そういう話ではないと思

います。今回の財政改革プログラムも皆さんにご提案をして、これはまだ案の段階でございま

すし、それは議会としては、町民の意見をこれから聞いて、議会としてまとめられると思うの

です。そのときに予定としては、７月の下旬なのか８月の上旬ぐらいに議会として町に修正あ

るいは中間報告があればお出ししますという話をしていますし、町はそれを受ける形で、町は

その提案を検討し、どうなるのかということでまた議会に論議しますというふうに言っている

わけでございます。この姿勢というのは、来年になっても再来年になったとしても、その都度

変わるものではないということをご承知願いたいというふうに思います。従いまして、理解さ

れないのにまったく押し切るだとかそういう話ではなくて、財政改革を安定させるために一致

点を見つけていくのだということでご理解をお願いしたいと思います。  

○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） 今、いろんな議論されていますけども、財政の早期健全化計画という

ことは、策定されましたら議会の議決を経て、外部監査の請求の義務づけをして国に報告しま

すよね。毎年実施状況を公表するわけですけれども、公表するものというのは、これはもちろ
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ん国に出していきますよね。知事と総務大臣に提出していくわけですけれども、この数値的な

ものの見直しをして出してきたときに、それも議会の議決を経ないと出していけないものなの

ですか。毎年議会の議決をきちんと経ないと出していけないものなのかどうなのか、それが一

点と、もう一点は、財政健全化ですので、全体を見てお話しているので、町民の説明会が終わ

ったわけですよね。その中で、町側の説明の話を聞いていると、最初に出していくこととして、

まず職員の削減をしたと。それと、もう一つは給与の削減をしたと。そういった大きな削減か

ら、大きな痛みをこうむって出発していますよと出されてしまうと、町民の人たちというのは、

そういう犠牲の中でできているもので、すごい痛みをこうむっている者に対して、あとその間

にいろんな町民の負担がありますよというときに、そのことに対して意見がスムーズに述べら

れているような状況にあったのかなと、私はどうしても出られなかったので出ていないのです

が、町民側に何かそういった私もこうしているのだから、あなたたちもこうですよと持って行

くような方向性の押しつけ的のような要素みたいなものはなかったかどうかということを、雰

囲気としてどういうふうにとらえたのかなと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） 私から、まず１点目の早期健全化計画の議会の議決とい

った部分でご質問かと思います。ちょっと確認しておきますけど、今回の新財政改革プログラ

ム。これにつきましては、あくまでも自主的な再建計画ということでございますので、これは

基本的に議会の議決というのは必要ないというふうにとらえております。ただし、これはあく

までも法律に基づくものではございませんので、これは議会の議員の皆様のご意見をいただき

ながら了承していただくというような格好になろうかなと思います。もう一点、法律に基づく

早期健全化計画あるいは再生計画と言われるもの。これにつきましては、一定の指標が一定以

上に到達した場合には、これはイエローカード・レッドカードとかいうふうになりますけど、

これを策定するに当たりましては、もちろん外部監査にかけて、なおかつ議会の議決というの

が必要になります。これにつきましては、もし修正等が途中であるとすれば、もちろんその修

正部分について、議会の議決を経て、国に報告という形になろうかと思います。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）  ２点目のお話ですが、町民に説明会をやったときに、過度

に先に町職員の給与を減額しただとか、人員を削減しただとか、そういう説明の仕方はしてお

りません。あくまでも、皆さんにお配りをしたと思います概要に基づいて、そこを淡々とご説

明したと思っています。ですから、それによって今後発生するであろう固定資産関係の新たな

税の部分について、だからあなたたちはのんでくれというような話はしていませんし、そこは

そういうやり方をしてこなかったということはご理解をお願いしたいというふうに思います。

ただ、今回の町民の説明会をやっていて感じたことは、１つの増税の話を説明しておりますが、

都市計画税を今回の固定資産関係の話をして、こういう形でこういう新税の方法を選んでいま

すよというお話も町民にはしています。その中では、増税に関する質問というのは話というの

は、ご意見というのはなかったというのは事実です。ですから、そういう意味からすると、原
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因はともかくとして、町の今の状況ということは出席した皆さんにはご理解をしていただけて

いるのかなと。それは去年から広報等でも十分ご説明をしていますし、その原因については住

民説明会をやっています。今回住民説明会、これに関しては２回目になりますので、そういう

ことでは理解をいただいているのかなというふうに思います。ただ、やはりこういう間違いは

繰り返さないでくれということは当然町民からは言われていますし、そういうことについては

十分今後とも反映はしながらやっていきたいというお話はしていますので、吉田委員の町から

のそういう失礼はしていないということでご理解をお願いしたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  暫時休憩します。  

休憩 午前１１時０３分  

                                         

再開 午前１１時１５分  

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員を再開いたします。 

ほかございませんか。ございませんね。 

次めくっていただいて、４番から７番までの 94 ページ、95 ページの後段までになります。

特別会計の全部でございます。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 94 ページ、４番目の臨海部土地造成事業会計で

ございます。表 85 でございます。臨海部会計につきましては、工業団地と同様、まず実質赤字

の部分を最初に一般会計から繰り出して、最終的には 27 年度に３億円という高い額になります

けど、最終的には土地を売れないと仮定して繰り出しを行い、28 年度にはすべての赤字を解消

するというものでございます。 

それから５番目、港湾機能施設整備事業会計、表 86 でございますが、この会計につきまして

は、平成 19 年度に一般会計から 6,000 万程度の繰り出しを行って、収支をゼロにしてございま

す。その後は、資本平準化債と一般会計の繰り入れによりまして、収支均衡を保った財政運営

が可能となります。 

それから６番目、水道事業会計、表 87 でございますが、この会計につきましては、職員人件

費の削減と水道料の増収によりまして、１番下の資金剰余金という部分がプラスに働くという

ような見通しになってございます。 

95 ページ、７番目の国民健康保険病院事業会計、88 表でございます。病院につきましては、

今年度中に公立病院改革ガイドラインに基づいた町立病院の改革に関するプランを策定し、そ

の中でまず不良債務の解消に向けた取り組みを行うこととします。また、この改革に関するプ

ランにつきましては、単に不良債務の解消だけではなくて、数年後には黒字に転じなければな

らないという部分がありますので、運営上やはり病院会計として赤字を出さない運営が求めら

れます。そういうことになりますと、病院だけの努力という部分以上に、一般会計として実際

病院を支援できるのかどうかと、その辺が重要になってくるというふうになってございます。

ここの試算でございますが、まず 21 年度以降の不良債務額は 20 年度数値で押さえておりまし

て、このプランが確定のみ、この辺の収支見通しを見直すということにしてございます。基本
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的にはこの不良債務はすべて一般会計からの繰り出しにより解消するということで、一番下の

文章、25 年度にはとなっていますが、申しわけございません、26 年度ですべての不良債務を解

消するということにしてございます。それからもう一点、ちょっと補足でご説明いたしますが、

前回、前々回で病院特例債の関係でございますが、ご質問が出てございまして、その段階では

ちょっとお答え的な中身がわからないというお答えをさせていただいておりましたが、この辺

の国からの通知がございまして、まず病院特例債は病院会計で借りるという形になります。そ

うなりますと、いわゆる建設改良費に充てる地方債というのはございません。建設改良費以外

のものに充てる地方債という位置づけになりますので、資金不足比率を出す、いわゆる資金不

足額を出す計算式には、これは赤字額というふうにとらえられるのですね。だから、基本的に

は借りますので、不良債務額はその分、借りた分だけ解消するということになるのですが、資

金不足比率を算定する計算式では、その不良債務の額プラス建設改良費以外の地方債の残高も

プラスするということになっています。だから、これも一応赤字だというふうなことなので、

基本的には変わらないと、そこでは借りても借りなくても変わらないということなのです。た

だし、施行規則の中で、この建設改良費以外の地方債の残高を解消可能資金不足額にプラスす

るという条文がございます。ですから、非常に回りくどいのですけど、基本的に借りて不良債

務下がります。しかし、借りた分はあくまでも赤字地方債なので、それも赤字に含めますよと。

だから、ここで同じなのです。だけど、解消可能資金不足額にこの額を入れますよということ

なので、それを差し引かれますよと。だから、結局借りることによって、資金不足額は下がる

という結果になります。ちょっと、説明が悪くて申しわけございませんが、基本的に借りた分

だけ、その分最終的には率は下がりますよということになります。だから、借りたほうが資金

不足比率もそうですし、連結支出赤字。これも借りた分だけ下がるということになります。そ

れともう一つは、交付税措置の関係でございますが、特例債を借りることによって、利息の部

分については、特別交付税で処置しますよということで言われてきましたが、最終的には支払

利息の一部について特別交付税措置を講じるというふうになりましたので、この一部というも

のがどのくらいの率になるかというと、まだここら辺は明らかになってはございません。全額

ではないということになります。以上です。 

○委員長（及川 保君）  特別会計全般の説明が今終わりました。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） 町立病院の関係でお尋ねをしたいと思います。せんだって集中審議と

いうことで、町長からも方向性が出されまして、診療所ではなくて町立病院として残していく

というお話でございました。いろいろ議論も出たと思うのですけども、町立病院として残す以

上は、これは、私は町民に愛される病院に変えていくためには、今の老朽化した建物ではもう

お話にならないというふうに思っているわけでございます。診療所であればベッド数等ですと

か、いろんなことを考えた場合に、あれをうまく利用できるのでしょうけれども、町立病院を

残す以上は、これはもう絶対に建てかえというのは必要になってくるものだというふうに考え

ているわけなのです。 
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その時期的なものなのですけれども、ほかの大きな事業計画の中で、港湾そしてバイオマス

があると思うのですよ。港湾につきましては、企業誘致ですとか雇用の拡大あるいは大企業が

白老に存在することの意義を考えた場合には、これは私としては、議員それぞれ考え方は違う

と思うのですけども、計画を変更せずに着々と進めるべきだという考えを持っています。また、

バイオマスにつきましては、一般廃棄物の町の処理場の延命を考えた場合でも、これはやはり

計画変更すべきではないと思いますし、想定外のリスクは初めてのことでございますので、想

定外のリスクはつきものだと思いますけれども、この計画もバックするわけにはいかない計画

だというふうに思っています。その中ではいつ頃建てかえ、もしするとしたら計画できるのか

ということになると思うのです。余り長い、例えば 10 年後になるのか、それとも 10 年以内の

中でそれも行っていくのか、その辺非常に大切なことなのかなと思うのです。例えば、患者さ

んに対する、この前ホスピタリティという話をしましたけれども、迅速にしかも親切に対応す

るような状況にスタッフの方々もいろいろ努力はされていると思うのですけども、評判のいい

民間病院並みに改革されたとしても、建物を建てかえなければ、僕は町民に愛される病院には

なかなかなっていかないと、このように思っているわけです。ですから、この建てかえについ

ての考え方の時期についてお尋ねしたいと思っていました。 

○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）  先の審議の中で、町長も一つのめどとしてお話しているの

は、いわゆる７年後あたりが一つのめどになるのではないかというお話をしております。当然

のことながら、本来であれば一刻でも早くと。財政的余裕があれば、町長もそのときは病院建

てかえに関しては、今補助金がないですよという話の中で、何か補助金が見つかれば前倒しで

やる可能性もあるのだけどということを話しながら、一応当面は７年ぐらいがめどになるので

はなかろうかということで話していますが、いずれにいたしましても、今の病院の機能では不

十分だという認識を持っていますし、昭和 41 年に建てた建物でございますし、かなり老朽が進

んでいるということも承知はしております。そういうことからして、財政改革プログラムを見

ながら臨みたいというふうに考えているところであります。 

○委員長（及川 保君）  ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 冒頭にお話したのですけども、他の大きな施策や計画の変更をせずに

それは行えるということでよろしいですか。  

○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） おおよそ７年ぐらいがめどになるのではないかというのは、

港の関係が一応事業としては終わるという時期にもなりますし、そういったことを参酌しなが

ら考えると、財政改革プログラム上は７年ぐらいが目いっぱいなのかなというところでありま

す。建設に当たっての、仮に起債で建てるとすれば、５年間は据え置き、利息だけは払って、

元利が５年後から発生するという、こういう形になります。寿幸園は３年からだったのですが、

病院は５年から元金が発生するという、こういう問題ですので、そうしますと 7 年後となれば

元金償還始まるのが 12 年後という形になりますから、そういう意味からすると、この財政改革
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プログラム上でもそれほど影響を与えなく、次の段階で元金の返済に当たっては新たなプログ

ラムをつくる形になりますので、めどか立つのではないかと、そういうことまで想定しながら、

大体７年後ぐらいにせざるを得ないのかなということで考えております。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 水道課長にちょっとお聞きしたいのですが、太平洋団地ってあります

よね。あそこはとにかく水圧が少なくて。例えば車洗っていれば御飯が炊けないし、ご飯炊く

とぎ汁の水圧もない。もちろんあそこは、風呂は全部温泉ですから、風呂には使っていないの

ですが、とにかく水圧がないのはわかっていますか。 

○委員長（及川 保君）  辻上下水道課長。  

○上下水道課長（辻 昌秀君） 萩野の太平洋団地の水源地というのは、虎杖浜も地下水が水

源になっているのです。虎杖浜の地下水については、竹浦の鉄北と萩野・北吉原地区の鉄北で

すね。こういう形で配水しているのですけども、一応その末端が太平洋団地ということになっ

ています。圧のかけ方等で調整している結果かなというふうには理解しいるのですけども、た

だ実態として、利用者から具体的に、いま松田委員がお話の部分というのは、直接はそれほど

そういうお話は入っていませんので、持ち帰って検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は３軒から聞いたのです、３世帯から。どこも同じです。とにかく

車洗ったら洗濯の水が出て来ない。洗濯しながら御飯を研ぐほどの水圧もない。これは前から

言ってあると言っていますけども、何度も何度も。これだけはなぜか納得いかない。私もこの

間行って、随分やき入ってきたけど。全く水圧がないみたいです。いずれにしても水圧がなく

て、大変不満を持っている。下水道料金も上げることだし、１回見に行ってください。 

○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。一つは臨海部の関係なのだけれど、これはもちろん

売れなかった場合ということになっていますよね、計画のつくり方が。ですから、これは売れ

た場合減るのかどうかと。前の説明で何だかわからないような説明があったものですから、こ

れは例えば売れた場合は、その分この会計については減るかどうか、土地が売れたら。それが

一つ。 

２つ目、港湾機能の関係だけど、いろいろ今まで議論あったのだけど、40 年でしょう。それ

で、そこまでいったら、ずっと例えば、今だって 100％入っていますよね。100％貸しています

よね。100％貸しているわけだから、ふえないけれども、今のままずっと 40 数年間いったら、

プラスになる計画だったと、僕は記憶しているのです。そうしたら、今入れたお金というのは

出てくるのかどうか。バックするのかどうか。40 何年間、全額使われてお金が入らなかったら

だめだけど、入ったとしたら、それはプラスになって出るのかどうかという点が２つ目。 

３つ目は、水道関係の会計でいえば、現実問題として、ここではプラスの部分が健全化団体

や再生団体になるときのプラスの指標にしかならないですよね、この会計の果たしている役割

は。ただ、そういう意味で、例えば 24 年なら 24 年に浄水場を買いつけするのに下ろしてしま



 ２０ 

ったと。利益使ってしまったと、例えばなった場合、そういうことが考えられるでしょう。現

実的に 10 年間まったくこの計画が会計どおり最終的には７億 4,000 万プラスになっているのだ

けど、28 年に。これでいくかどうかというのは、途中でどこか壊れたり直さなければならない

となったら使いますよね。使った場合は、今の計画で響かないかどうか。例えば全額使ったと、

浄水場つくるのに使ったという場合は響かないのかどうかということをお尋ねします。 

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、臨海部土地造成事業の関係でございますが、この

収支見通しにつきましては、基本的には全く土地が売れないということを前提につくっている

ということでございますので、逆に順調に売れたとすれば、何が違うかといいますと、一般会

計から追加繰り出し、これが必要なくなるということになります。逆にその部分がプラス要因

として今年度は働いてくるという状況になります。ですから、前にもその辺は皆さんにも答弁

しているのですけど、その辺逆に土地を売ることによってプラス要因が働けば、逆に計画も前

倒しで終わるということが可能になってくるだろうということをお話申し上げてございます。

それから、港湾機能の収支見通しでございますが、基本的にはずっとゼロでいくと、最終的に

は元利償還金が終わりますと、もちろんその部分で一般会計の繰り出しも終了するということ

になるかと思いますが、逆に使用料ということでは、これがいわゆるプラスの要素として入っ

てきます。ただし、全額ということではなくて、ここで資本平準化債というものを現在借りて

いますので、その償還も実際はまだまだ続くという状況にはなります。ただし、今の見通しで

は全額使用料の部分が全額資本平準化債の元利償還金になるかというと、そうではございませ

んので、若干のプラス要因というのは出てくると思っています。ただし、その部分が一般会計

に回すとかいうことは、実際のところ考えてはございませんので。というのは、港湾機能施設

はあくまでも上屋。これについては今後やはり維持補修という部分の当然のごとく出てくるか

と思っておりますので、その辺の修繕費に充てる経費というのは、現在何も見ていない状況で

ございますので、その辺の財源として、やはり使われてくるのかなというふうに考えてござい

ます。それから、水道事業会計につきましては、まずこの資金剰余金の部分がほかの建設改良

費。浄水場の建てかえ等に使われた場合に、どうなるかということでございますが、確かにこ

の部分については、連結実質赤字比率を出す数値として、プラス要素としてカウントされてご

ざいますので、これがあるいはゼロになるということであれば、この部分はその率は落ちる。

率が上がるというのですか、逆に言えば悪くなるということになります。ただし、このプログ

ラムの目的でありますもう一方の赤字を解消するといった部分。これにつきましては、水道会

計の黒字要素というのは入れてございません。この辺の黒字部分が減ったとしても、赤字解消

には何ら影響のない計画であるというふうに考えております。以上です。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました、そこまでは。例えば臨海部土地造成でいえば、当初計

画をつくったときに、15 億売らなければだめだという計画のときは、国が見ていないときはす

ごい一生懸命売るための努力をされたような気がするのですよ。安くても売っていいかどうか
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というのはいろいろあるけれども。ただ、現段階としてはそうなって、一応大丈夫だというふ

うになったら、そこのところが何か余り表に出て来なくなってしまっているという気がするの

です、はっきり言って。これ、一生懸命売れば下がるのですよ、安く売らなかったら。工業団

地と違うところがあるから、だから私はもうちょっと根性込めて売ったらいかがかなと、はっ

きり言って思うのだけど、それが１点。 

それから２点目、港湾機能、結果として、この上屋をつくったときは、もちろん維持管理費

は見なくてはだめなのだけど、これについては一般会計から出さなくても、ほとんどとんとん

で。もちろん、今の説明だと、今追加で繰出金出している分を修理に充てると。最後とんとん

だったら、それはそういう必要がありますよね、理屈で言えば。そういう形で理解をしていい

のかどうかということです。要するに何のために建てたのか。わかるのだけど、建てた経過が、

そんな話をしたってしょうがないからやめるけど、僕はこれ７億もかけて、なぜこんなことや

って、こんなことなるのかなと。まちにプラスならないのならおかしいのではないかと、すご

く思ってずっと何回も質問しているのです、このことは。そういうことでいえば、出した分が

戻ってこないというのはおかしいのではないかというふうに思うのです、この部分は。これは、

修理するというのはわかるけど、今まで町が一般会計から繰り出した分についてはそこに充て

るという理解になりますか。 

○委員長（及川 保君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） １問目のことについお答えします。臨海部の土地をこのまま

繰り入れしていけば、売る元気がないのかというお話だと思うのですけど、それにつきまして

は、今はもう早く土地を売ろうという形で、水産港湾課の職員はある程度今回来られた企業さ

んとの情報とか、そういう形の情報収集しながら営業はしております。なるべくそういう形で

一般会計に負担をかけないような形で何とかやっていきたいということで、臨海部については

土地の販売について頑張っていきたいということで考えております。 

○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） 工業団地の販売についても同様でございまして、今膨大な赤

字でございますけど、やはり土地を売らなければならないと。早くこれを売っていくことによ

って、一般会計からの繰り入れというのを極力下げていくことができるというふうに考えてご

ざいますので、これからについても積極的に努力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）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） ２番目の港湾機能の関係なのですけども、一応今平準化債入

れると、当初 59 年くらいで赤字が解消になる予定だったのが、大体 42 年ごろに赤字が解消に

なるのではないかと想定しております。それ以降につきましては、修繕とかも出てくるかもし

れませんけれども、極力使用料の上がった分につきましては一般会計に充てんしていきたいと

いうことでは考えております。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。病院の関係でさっき何かよくわからないような話だ
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ったのです。要するに今の状況でいけば、例えば４億 9,000 万くらい借りられるのかどうかと

いうことが一つ。借りられる可能性があるのかどうか、病院で。起債ですよ。それは、借りら

れたとしたら、全額入れられるのかどうか。入れられるというのは、不良債務の解消になるで

しょう。そうしたら、それは落ちるのかどうか、率から。中身大体わかったのだけど、そうい

うことの理解でいいですか。 

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） まず、特例債借りられるのかどうかというご質問でござ

います。これは、基本的に条件が整えば借りられるということでございます。その条件は、一

つ大きなものとしては、いわゆる改革プランをつくるということが大前提でございます。その

中では数年後に黒字になるというような計画の中でつくられていれば、この特例債は借りられ

るということになります。 

それともう１点は、いろいろとわかりにくいご説明を先ほどしてしまいましたが、基本的に

は結果として借りた分だけその率は落ちると。不良債務の部分から落ちるということで考えて

いただいて結構かというふうに思います。もう１点、付け加えてご説明させていただければ、

基本的に 19 年度末と平成 15 年度末との不良債務の差額分。これが特例債の額ということにな

ります。現在、おおむね３億 6,000 万という数字になります。ただし、それに若干の増減とい

うのがありまして、例えば今白老町の場合、病院かかわる交付税措置というのは、約１億 4,000

万ぐらいあるのですけれども、その１億 4,000 万入っているのもかかわらず、例えば１億円し

か病院に繰り出していないとすると、4,000 万円は逆に一般会計がもうけているということに

なりますよね。この 4,000 万円分は特例債から差し引かれることになります。これは、16 年か

ら 19 年の累積になりますけど、それと逆に、これはこういう言い方しているのですけど、逆の

パターンで１億 4,000 万だけど２億円以上病院に繰り出ししている。それが、不良債務の計画

的な解消に充てるために、特に繰り入れが認められる場合、これはちょっと難しいですけど、

この辺が認められれば、逆にその部分はプラスで借りることが可能になるということになって

ございます。ただし、プラス要素になったとしても、限度額は 19 年度末の不良債務額、これが

限度ということになります。以上です。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ということは、基本的にはベースは３億 6,000 万と。

プラスマイナスになるかどうか。うちは１億 4,000 万以上出していますから、これは減らされ

ることはないと。増やしてもらえる分はどれだけあるかということになりますよね。それは、

まだわからないのですね。同時に、３億 6,000 万は今の段階では借りるという考え方で進めて

いるかどうか、これどうですか。 

○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） その辺のところは、今参酌しているところです。というの

は、条件的にどうなのかという部分がありますので、従前からお示ししている考え方は、借り

る前提で進めていますよというふうにお話しています。ただ、もう少し精査する必要がありま
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すので、いずれにしても８月ぐらいが一つのめどとなりますので、そこまでには精査を終わら

せて、何らかの結論を出すということになると思います。前提としては、繰り返しますけども、

借りる前提で今作業を続けているということでございます。  

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ということは、３億 6,000 万をベースに、もし借り

ることでやっていますよね。借りたとしたら６ポイント下がるのですよ。６ポイント下がると

いうことは、当然病院の資金不足比率。あれも引っ掛からなくなりますよね、当然。ですから、

そうなると、借金そのものは、何度も言うけど、減らないけど、そこで言えば、３億 6,000 万

借りて６ポイント下がれば、ある意味で言えば財政再生団体の部分を、平成 24 年度、25 年度

クリアできる状況になりますか。借りたら。 

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） もし、特例債を借りるということになれば、今室長が申

しましたのは、いろんな条件等も検討しているということなのですけど、今までは考え方とし

ましては、全部利息分は特別交付税で見られるということだったものですから、いわゆる借り

ても何ら持ち出しはないというふうなことで考えておりました。しかし、先ほど申しましたと

おり、利息分の一部ということになっておりますので、借りることによって、やはり多少持ち

出しは出てくるということになっています。ですからその辺で、実際今収支見通し、また 19

年度の決算状況をもとに率がどのようになるかという部分、作業を進めている段階でございま

すが、実際 20 年度において、それが借りる必要があるのかどうかという部分、その辺を含めて

検討しているところでございまして、実際３億 6,000 万借りるということになれば、当然のこ

と 20 年度においても早期健全化団体もクリアできるというふうには踏んでおります。基本的に

はこのあとのご説明になりますが、実算赤字比率につきましては、20 年度が 23. 9％という、

これが一番高い数字なのです。それからは下がるという見込みでございますので、この 20 年度

の 23.9 が実際どうなるのかという部分でございます。ですから、単純にこれがこの通りになる

と仮定して３億 6,000 万借りられれば、当然のことながら 19.4 はクリアするというふうになり

ます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。  

それでは第３節です。95 ページ後段です。第３節の全会計の財政収支見通しについて、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 95 ページ、第３節。全会計の財政収支見通しで

ございます。これにつきましては、表 89 で、96 ページでお示ししているところでございます。

最終的に全会計の赤字額がどのようになるかという部分を示した表でございますが、これらの

対策を講じることによりまして、28 年度には赤字額はすべて解消するというふうな計画を立て

ているということでございます。ただし、この見通しの条件としましては、国の地財計画ある

いは骨太の方針など、現時点で判断できるものについて、この見通しの中で反映させておりま

すが、今後国の動向、どのような形になるかまだつかめない状況もございますので、その辺は
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やはり若干の見通しの変更というものがあり得るという部分がございます。ただし、このプロ

グラムの全項目を実行するということはもとよりも、職員が危機意識を共有して、このプログ

ラム以外の分野にかかる行財政運営についても継続して改革改善の取り組みを行っていきたい

というふうにしてございます。また、この収支見通しは、一定の時点をとらえて推計している

ということで、推計する時点が変わればどんどんこの数値も変化してございますので、しかし

ながらこの収支見通しをもとに算出した対策額を目標として、やはり進めなければならないと

するものでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 全会計の財政収支見通しでございます。質疑のございます方はどう

ぞ。ございませんね。 

 それでは、第４節。財政指標の見通しについて、説明を求めます。１と２、96 ページ、97

ページの説明を求めます。大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、96 ページ第４節。財政指標の見通しでござい

ます。このプログラム対策を実施した場合の財政収支見通しがどのようになるかという部分を

示したものでございます。まず１番目として、実質赤字比率でございます。一般会計等に関わ

る部分でございますので、これらにつきましては、基本的に一般会計は収支全部不足分を補う

という形になりますので、実質赤字比率はゼロという形になります。２番目の連結実質赤字比

率でございますが、ここでお示しした表 91 は土地収入見込み額あるいは下水道会計の回収不能

額を除いている部分で数字を出してございます。実際 98 ページになりますけど、この収入見込

み額等を差し引いた部分が表 93 ということになります。これによりますと、先ほども出てきま

したが、平成 20 年度で実質赤字比率が 23.9 という数字。これが一番悪い数字になりますけど、

それ以降少しずつ改善しまして、平成 25 年になりますと実質赤字比率がプラスに転じるという

ものでございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  １．実質赤字比率。２．連結実質赤字比率について説明がございま

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。これとこれでは、もちろんあれは入っていないです

よね、税の部分。固定資産税の超過課税の分入っていませんよね。これの下の線と入った段階

で金額が同じだとしたら、このままでいくとなるというのは、ちょっとよく理解できないので

す。意味が。これだって 20 年度は固定資産税の超過課税分は入らないのですね。ということは、

早期健全化比率を 20 年度クリアできれば、あとはクリアできるというふうに理解していいです

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） 基本的に、この超過課税分。これを基本的にこのまま対

策としてできれば、20 年度を何とかクリアできれば、21 年度以降はこのままでいけば非常に楽

になるというふうなことで見通しております。 

○委員長（及川 保君）  10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。というと、これのＢ´プラス２億 2,000 万でそうな
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ると、これとの数字と違う、この曲線が違うのですけど、どうして違うのですか。それは後で

いいです。説明してもらえればわかりますからいいです、それは。それで、ということは、今

の奥の方針が全部突っ込んで、それでも早期健全化基準は、20 年度は無理ですか。無理だとし

たら、20 年度は病院の起債を借りないでクリアする方法はありますか、早期健全化基準のほう。 

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 今のご質問ですけど、我々もそこが非常に重要なところ

かと思っております。先ほどの室長の答弁にもございましたとおり、やはりそこで病院の特例

債を借りるか借りないかという、これが、一番実質赤字比率が早期健全化基準を十分クリアで

きる数字になるのかならないのかという部分が、やはり今後まだまだちょっと詰めなければな

らない部分かと思います。実際、まだ確定的な数字ではございませんが、19 年度の決算の数値、

この辺が若干このプログラムの数値よりもいい方向に推移しております。ですから、その流れ

をくめば 20 年度も、今年度の財政、これからの財政運営にもよりますけど、その流れをそのま

ま引き継げば、20 年度もここまでの数字にはならないかなという部分がありますので、それを

踏まえた上であるいは交付税の状況ですとか、そういった部分も踏まえて検討したいというふ

うに考えております。ただ、非常に微妙な部分かと、今の段階としては我々としても微妙な部

分なところかなというふうに考えてございます。ただ、特例債につきましては、基本的には借

りるという前提で作業を進めておりますので、実際借りないと決定した後に、早期健全化にな

ってしまったというのも、非常に困る話でございますので、その辺は慎重に行いたいというふ

うに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） その数字が固まるのはさっき言ったように、病院の関係含めて８月の

めどを含めて決定ということを言いましたけど、そこの数字が固まってはっきり決まるという

のは、８月前後ということになりますか、そういうことでいいですか。そこまでいったらはっ

きり 20 年度分の早期健全化基準がクリアできるかどうか。また特例債をどうするかによって、

そこが決まるという、きっちりわかる期日。 

○委員長（及川 保君）  大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 問題は、特例債を借りないとしたら、借りなくても十分

早期健全化基準をクリアするという我々の考えということになりますので、その特例債を借り

る借りないという判断する日がこのいわゆる実質赤字がどうなるかという部分をはっきりさせ

るという部分になります。日にちにつきましては、特例債を借りる最終的な国に借りるという

期限は９月末ということになっておりますが、北海道としてもいろいろヒアリング等もござい

ますので、我々としても遅くても８月の上旬にはその辺の決定をしなくてはいけないというふ

うに押さえておりますので、その時点がその辺の見通しがどうなるかという部分もはっきりさ

せるというタイムリミットというふうになるかと思います。  

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。  

暫時休憩いたします。  
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休憩 午後 ０時０２分  

                                         

再開 午後 １時００分  

○副委員長（近藤 守君） 会議を開きます。及川委員長が所用で退席しましたので、代わっ

て務めさせていただきます。よろしくお願いをいたします。  

では、２番まで何かご質問ございませんか。よろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（近藤 守君） では、次に進みたいと思います。３、４最後までよろしくお願い

いたします。大黒主幹どうぞ。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、最後になります 99 ページ、実質公債比率でご

ざいます。これにつきましても、現状延長型の収支見通しで算出した実質公債比率の推移。38

ページになりますが、それに対し今対策を含めて、改革実施後の収支見通しで算出した実質公

債比率でございます。ここで①の元利償還金については、これは一般会計でございますけど、

退職手当債を 19 年度に借り入れたことによる公債費。これにつきまして、ここでプラスしてご

ざいます。それと、②番目の準管理償還金でございますが、赤字会計に対する一般会計の繰り

出しということで、下水道と臨海部土地造成事業会計に対する元利償還金分の、この部分がプ

ラスということにしてございまして、実際現状延長型で出した数値よりも高目に推移している

状況ではありますが、ただ、５は最低基準 35％、早期健全化基準 25％ということなものですか

ら、この辺については、全く問題がないというような数値になってございます。 

 続きまして４番目、将来負担比率でございます。これも実質公債比率と同じような算出方法

に基づいております。表につきましては、100 ページ表 95 に示してございますが、ここで大き

く変わっているのが、カタカナのホの部分で、いわゆる退職手当にかかる負担が将来負担額。

これにつきましては、職員の人件費をかなり削減してございますので、その分退職手当負担金

の将来負担額も下がってございます。それと、あとはト。ここの部分につきましても、連結実

質赤字額でございますので、これにつきましても対策を講じることによって、連結実質赤字額

が減ってきますので、このところも減少しているという状況でございます。基本的には、現状

延長型平成 24 年度から 350％超えるとしていたものが、今回対策を講じることによってこのよ

うな最終的には 200 を切るような数値になると。健全化基準は大幅にクリアできるというよう

な結果になってございます。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） ３番、４番の説明が終わりました。質問のある方はどうぞ。10 番、

大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ここまではわかりました。第５章の公益会計と特別

会計の部分の例の比率の関係。あれはいまだ同じ状況で、比率変わらないで総務省から指示と

か全くありませんかということが一つと、病院はさっきお聞きしたことで、起債を借りること

によって不良債務がなくなるということであれば、借りた段階でそれは病院会計はオーケーに

なると思うのですけど、下水と工業団地と臨海部、この３つがどういうふうな状況になるのか。
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今のままでいって、実際に外部監査が入らなければならなくなる状況なのかどうか。それは、

わからないとしたら、いつわかるのか。国も変な話だと思うのだけども、そんなことがわから

ないでやれというふうになるのか。どんな状況ですか。 

○副委員長（近藤 守君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 資金不足比率の算出方法については、最終的に４月の 26

日付の告示によりまして、国からの通知はすべて終わっております。ただし、その考え方をも

とに３点フォーマットという表をつくって、そこに数値を入れたらこうなるよというものが膨

大にあるわけなのです。その表がいまだかつていろいろ修正がかかっている状況なのです。で

すから、最終的なこの辺の数値が出るというのは 19 年度の決算、いわゆる決算統計。この数値

を出して、それをもとに算出した指標。これを出す調査表があるのですけど、それを道に提出

した段階で、道がチェックして、おおむね速報値として出せる時期が最終的な確定の時期にな

ろうかと思います。ただし、実際我々としましても、このプログラムを確定するに当たって、

ある程度その辺の数値は確定数値ではないまでも速報値としては出していかなければならない

というふうに考えていますので、それにつきましては４月の末ぐらいにある程度数値がまとま

るのかなというふうに考えてございます。ただ、今の、今後まだ変わる見込みがございますの

で、確定的な数値はここではお答えできませんけど、考え方としましては、我々として押さえ

ている部分としましては、下水道、工業団地、臨海部、病院につきましても実際特例債を借り

たとしても 20％切るというのは厳しいかなというような、今ある程度押さえをしてございます。

以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。おおむね理解しました。これで、ここが引っかかっ

ているとしたら、外部監査は入るというか、そういうことをきちっとしなくてはだめだという

ふうに、やはりなるのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 基本的に法律上は外部監査を入れなくてはならないとい

うことになっておりますので、これを入れないで内部監査で済ますということにならないかと

思います。ただし、この外部監査につきましては、毎年のこの指標について監査するわけでは

なくて、この特別会計、いわゆる公益会計における経営健全化計画を策定する段階でというこ

とになっておりますので、平成 20 年度の決算というのは 21 年度の秋ぐらいになりますので、

21 年度に経営健全化計画をつくる段階で外部監査にチェックをしていただいて計画として策

定すると、こういうような形になろうかと思います。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） ほかよろしいでしょうか。６章はあすの予定になっておりますけ

ども、皆さんいいですか。 

 では続きまして、第６章に入りたいと思います。よろしくお願いします。第１節、お願いし

ます。大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） それでは、最後の章でございます。第６章、行財政運営
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のガイドラインと進行管理でございます。第１節、行財政運営のガイドラインということで、

第５章の対策後の収支見通し。これを現実のものにするためには、確実に目標額を達成しなけ

ればならないということで、そのための次に掲げるガイドラインを定めまして、今後の行財政

運営の規律と透明性を高めたいというふうに宣誓しているわけでございます。 

まず１点目としましては、このプログラムの位置づけでございますが、いわゆる本町におき

ましては、施策の方向性をあらわす総合計画基本構想というのがあり、これは議会の議決を受

けて決定しているものでございます。また、施策を分野別にまとめた実行計画というものもご

ざいます。しかし、今後の行財政運営を考えたときに、やはりこの新財政改革プログラムとい

うものは、この総合計画を推進するための財源を確保しつつも、一方で財政の健全化を図る計

画として位置づけるものとし、本町のすべての計画や行政運営に対し、財政的制約をかけるも

のであるというふうにしてございます。このため、災害などの緊急的な事業を除き、進行管理

に影響を与える場合は議会で十分説明、協議することとしたいと考えてございます。 

２番目、ライフサイクルコスト総計試算による事業決定システムの導入ということでござい

ます。これまで箱物をいろいろやってきた結果として、このような状況になったという反省を

踏まえまして、公共施設の建設を決定する際には、建築する経費のほかに維持管理費、修繕費

等、解体処分、これまでも含めた総経費を算出して、将来必要とする経費を計画的に基金に積

み立てるなど、施設建設の決定の可否を議会で十分説明、協議することとしたいというふうに

考えてございます。 

それから３番目。起債発行額の設定。これにつきましては、第４章、第４節に記載のとおり、

起債発行額の枠を設けて町債残高を縮減していこうとするものでございます。 

４番目、スクラップ・アンド・ビルドの徹底ということで、まず１つ目としては、必ず事業

については終期を設定するということ。それから、サービスについても一般財源に限度額を設

けるほか、特定の受益者がいる場合は、一定の負担を前提に事業化することを原則とするもの

でございます。 

102 ページ、５番目、上乗せ・横出しのサービスの廃止ということで、社会的弱者を除き、

この再建期間中は、原則上乗せ・横出しサービスはしないことといたしたいというふうに考え

ています。 

６番目、町独自の健全財政のための財政指標基準の導入でございます。これにつきましては、

健全化法に基づく財政指標の公表。これはもちろんでございますが、従来からありました財政

指数、経常収支比率等、これにつきましても同じような形での公表をしていこうとするもの。

また、そのほかにも新たな財政指数を研究して、財務規律を高めて町の財政を安定的かつ健全

に運営したいというふうに考えてございます。 

最後７番目でございますが、組織機構の見直しと政策決定でございます。まず１つ目としま

しては、今後職員数を計画的に削減していくことから、効率的な行政運営を行わなければなら

ない。また、町民サービスの低下を最小限に行わなければならないと、このような中でやはり

組織の機構改革等を見直しが必要であるというふうに考えています。また、今後の行財政運営



 ２９ 

は、危機的財政状況を招いた要因を踏まえて、財政再建を中心に据えた運営をする必要がある

ということでございますが、それに当たっては政策決定における責任と体制を明確にしていき

たいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 第１節、行財政運営のガイドラインの説明が終わりました。ご質

問のある方はどうぞ。ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今の 6 番目の町独自の健全財政のための財政指数基

準の導入ということは、実は昨年の我々議会報告をした前回の中にもこれを入れているのです。

健全化条例の検討を行うだとか、議会としては。財政運営に対する白老町独自の歯どめの数字

を設定するということ。財政的な裏づけのない政策選択については今ありましたけど、ここで

言っている財政力指数や経常収支比率。そして、ラスパイレス何かについては、これは今まで

やられていますよね。ここで言っている新たな財政指数を研究すると、こうなっているのだけ

ど、これの案というか、構想、考え方みたいなものがあるかどうか。それと、議会で言ってい

る歯どめの数値を設定して、そこを検討してほしいと言っているわけなのだけど、議会側とし

ては言っているのだけれども、それが例えば起債の制限などというのはそこの部類に入ると思

うのですけど、そういう歯どめの仕方というか、そういうことはこれ以上この表現以上に何か

ありますか。 

○副委員長（近藤 守君） 大黒主幹。  

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 正直申しまして、具体的な部分というのは、現在持ち合

わせてございませんが、ただこれは本町だけの考え方ではなくて、全国的に見ても各自治体こ

のような新たな試みというところを示している自治体がございまして、具体的には岐阜県の多

治見市、ここでいわゆる市独自の指標をいろいろな数値を使って、こういう物を出していると

いうところがあります。ほかも何カ所かあろうかと思うのですけど、これらの先進自治体の規

則等を参考にしながら我々としましても調査研究をして数値を出していきたいというふうに考

えてございます。  

○副委員長（近藤 守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。そこはわかりました。議会で議論したときも、実質

的にこういうことというのは余りないのです。例えば我々がわかるというのは、経常収支比率

だとか、そういう部分しかないのです。それで、新たな部分指標というのは、多治見なんかは

どういう新たな指標をつくっているのかはわらないですけれども、そういうことだとか、起債

制限枠をつけるだとか、そういう範囲なのですよね。その範囲で、本当にこういう今のような

経済状況になるということを防ぐことができるのかどうかというあたりが、ちょっと見えてこ

ないわけです。だから、もちろん町の借金がなくなればそれを維持すればいいということにな

るから、そういうベースで物事を見ればいいのかもしれないけれども、しかしそれだけでは多

分自治体は事業をしていかないのではないかと思うのです、今のままでいったら。厳しくなる

ばかりで、国からの締めつけの中で厳しくなるばかりでどうにもならないわけだから、やはり

そういう新たな身の丈にあった財政運営というのは、いったい何なのかというあたりは、よほ
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ど議会ももちろん努力するけども、町側もそういう形での議論はされなければだめだと思うの

だけれど、そこら辺の深みはどうですか。そういう考え方で、これが一段落したらそっち行く

のだよとか、そういうものというのはありますか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  正直今のところ、持ち合わせておりません。しかし、時期

の恒例が一段落して、どの時点で正確にめど立つかわかりませんけど、10 年スパンでまずやっ

ていますので、その中での中としては、めどがついたときにはやはりそういった論議も含めて、

少なくても１年や２年その問題やるとすれば、どんどん論議を重ねなければなりませんし、当

然のことながら議会とも相談しながらその方向性、これを決めていかなければならないと思っ

ています。あくまでもそういった問題というのは、まちづくりにも関係してくることでありま

すので、そのことは十分協議しながら検討したいというふうに思っております。 

○副委員長（近藤 守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。政策決定における責任体制の明確化とうたっている

のですよね。実質的にやるのは、これはかなり大変だと思います。今までも一定限度そういう

ものはあったはずなのです。しかし、その枠はとっぱらわれて身の丈に合わない形での政策決

定をした。その身の丈に合わないというのは、先ほども同僚議員も言ったけども、どこまでが

身の丈に合わないのかと。今だって身の丈に合わないのではないかという議論だってあります

よね。そういう中で、政策決定における責任と体制を明確化するということは、町民の要望や

極端なことを言えば理事者の強い意志があっても、政策決定における責任体制、そこをチェッ

クする体制でなければだめなのです。理事者も町民の要望も含めてチェックできなければだめ

なのです、これは。そういうことを仕組みとして考えないと、制度として考えてつくって明文

化するというか、だから町で言っている名前はどうかわかりませんけども、白老町財政健全化

条例の制定を目指すよというのは、そういうことを含めて言っているのです。そういうふうに

ならないと担保されないと思うのだけど、そういう議論はどうですか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  行財政に関するいわゆる推進協議会だとか、そういうとこ

ろでのある程度のチェック体制は、また別の面ではできているのかなとは思うのです。ただ、

それが今後これをやることで、いわゆる財政改革プログラムを推進し、あるいはまたこれが終

わったことを、システムをつくっていくかというのは、それはまたその場面で検証しなければ

だめなのかなというふうには思ってございます。もしくは、協議会とのあり方等含めながら、

これは検討しなければなりませんし、また既存のもの新設のもの含めて総合的に検討していっ

たほうがより明確になるのだろうというふうに思います。ただ、ここで述べているところは、

あくまでも先に言ったランニングコストを含めて箱物については明確にしていくと。こういっ

たものは明らかにしながら責任度合だとか、そういったものを明確に。最も言い方としてはこ

ういったものは１から６含めてやることによって７番目につながると、こういうことでござい

ますので、それはトータル的に判断をする形になると思います。いずれにしても、今回の新財
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政改革プログラムにおいては、その反省にたってなっているわけですから、それを二度と繰り

返さないためには、複合的なシステムというのはもう少し研究しながら、これはやっていかな

ければならないと思っています。ちょっと時間を要するのかなと思っていますので、そこはな

るべく早い機会に含めて、議会とも相談しながらつくり上げていかなければならないものとい

うふうに認識はしております。 

○副委員長（近藤 守君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。まったく今のところだと僕は思うのです。現実的に

同じ誤りを繰り返さない仕組みをつくらなかったら、今いくら言って、前のが悪いとか、いろ

んなこと言っているのだけど、それをいくら言ってもだめなのですよ。だから、今つくるもの

は何かといったら、前の反省に立って、では身の丈に合ったとは本当にどういうことなのか、

それを数やらせたらどうなのか。できないようにするにはどうするのか。ではこの政策決定に

おける責任を明確とは、言葉で書いたらこれだけだけど、これを制度化するというのは至難の

わざだとはっきり言って思います。議会だって質問するわけだし。質問というのは要望です。

町民はこうやって言っていると、要望するわけだから。だから、そういうことをきちんとでき

るだけの自治体の力をちゃんとつけて、その中で整合性とって理論的にきちっと整理しなけれ

ばだめでしょう。そういうことを、今室長が言ったように、きちんとつくり上げるというあた

りが今回のこの財政改革プログラムの最も大切な部分。要だと、僕は思うのですよ。そこが抜

けてしまったら、10 年経ったらまた同じことが起こってしまうということになり兼ねないので

す。そこのところを、ぜひまちにやれというだけではなくて、我々も研究しますけれども、そ

ういう議論をもっともっとできるような仕組・システムをつくるべきだと思うのですが、いか

がですか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  全く委員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、言って

いますのは、この新改革プログラムによっても決算状況は議会にも報告する形になっておりま

す。そこで一つは、明確になる部分のあるだろうなというふうに思っています。ただ、それだ

けで果たして十分なのかというと、新たな事業を起こすだとか、そういったときには決算は決

算として報告でありますから、それは一つのチェック機能となるわけですが、新たな事業を起

こすときに、ではその問題をどう含めながらこのプランに乗っけていくのかという問題もあり

ますから、そういうものからすると、やはり何らかの形でチェックできるような形。予算を上

げれば、それは議会でもまた通るということでございますので、それもまた一つのチェック機

構だと思いますし。ただ、一般住民から見ると、やはりどういう論議を踏まえながら、どうい

う政策決定がされるのかということも一つの重要課題であります。協働のまちづくりというの

もその視点のところですから、そういうシステム的にはいろいろあるわけですが、これをトー

タル的に、体系的にどういうふうに位置づけていくのかということも重要でありますから、そ

の辺は１回整理しながら、位置づけの中でどういうふうにやっていくのかということを検証し、

トータル的に考えていかなければならないものというふうには、答弁的には繰り返しになるか
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もしれませんけれど、そういう認識をしているということでございますので、その辺の整理で

も若干時間を要するかなというふうには思っています。  

○副委員長（近藤 守君） ほか第１節について、ご質問はございませんか。  

では次に進みます、第２節お願いします。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。第２節、進行管理と公表。

財政改革プログラムにつきましては、毎年度進行管理を行いながら、着実に実行していくもの

でございます。この取り組み状況については、ここに記載のとおり、仮称でございますが、プ

ログラム進行管理実施要綱等を制定しまして、この要綱に基づいて議会および行革委員会に報

告することをルール化しようとするものでございます。また、この辺の状況につきましては、

町民に対しましては、広報元気ですとか、ホームページ等を活用し、わかりやすく説明責任を

果たしていきたいというふうに考えてございます。また、プログラムの変更や見直しでござい

ますが、プログラムの進行の遅れが生じた場合には、プログラムの補強措置という形で修正し

ていきたいというふうに考えてございます。しかし、補強措置したとしても、例えば大幅に計

画数値に変更が生じたりですとか、あるいは限度額以上やむを得ない支出が発生したですとか、

そういった部分につきましては、やはりこのプログラムの改訂といいますか、そういった形も

あろうかと思います。その辺につきましても、毎年度の進行管理を行いながら議会の議員さん

と一緒にご議論いただきながら進めてきたいというふうに考えております。以上です。 

○副委員長（近藤 守君） 第２節何か。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 大体プログラム、ずっときたのですが、行政も町民とこのプログラム

についてご相談をした。ご相談をしたけれども、わずか３地区ですよね、やったの。そこに集

まった人が 15 名ないし 20 名、20 数名だと聞いております。これだけの町民の数で十分に行政

側としては、このプログラムを説明したと、このような認識でいるのかどうか。それから、議

会としては、議会は町民の代弁者ですから、16 人いる議員がおっしゃっていることは自分の考

えもあるし、町民のいろいろな日ごろの、このプログラムについても、新聞についても、今の

財政状況についても、そのことをお話しているのだと思います。議会もきょうから町民と意見

交換をするというのですが、これも何人来るかわからない。ですから、今の町民の町が説明し

たこれで、行政としては町民に理解してもらった。ですから、もう進むのだという考え方、こ

の辺がどうなのかお聞きしたいと思うのですが。これで十分なのかどうかということ。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  十分なのか、どうなのかという問いからすれば、ちょっと

難しいかもしれませんけども、とらえ方としては一段落したというとらえ方だと思います。た

だ、十分か十分でないかというと、説明しきれていない部分もあろうかと思います。その場合

については、町内会長会議でも言いましたし、説明会の席でも言いましたけれども、出前講座

を十分に要望があればやっていきたいと。町民が、講座ですから５人以上集まっていただいて、

いついつ来ていただけないかということであれば、それは町としては質を上げて説明にまいろ

うというふうに思っています。また、これから推進するに当たっては、個々の問題については
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例えば出てきます、国保の問題だとか、そういった問題は改めてまた住民説明会なり、広報等

を当然やっていかなければならないと。大まかなところでは、これで一段落をさせたいという

ことでございます。個別の問題については、これから説明が必要なものについては随時手法を

考えながらまちのほうに出ていきたいというふうに考えています。  

○副委員長（近藤 守君） 第２節何か。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、町民説明会やるよという、町民に公表して、そして何人来るか。

ですから、さっき言った 10 人からこの程度ですよね。ですから、このことばかりではなく、住

民に徹底させる方法というのは、新たな方法というのは考えなければならないと思うのです。

ただ、今何でもそうなのですが、我々の議会の懇談会もそうですよね。10 人来るか何人来るか

わからない。これで説明終わったという感覚ではなく、これは町民も悪いのです。町民も来な

いわけですから。しかし、町民がもう少し耳を傾けて集まって、そしてたくさん来られるよう

な方法と、今までのものと変えたほうがいいのではないかなと。例えば町内会。例え我々の６

区町内会とあるのですが、この６区町内会の役員だけでも 15 人か 18 人ぐらいいるのです。区

だけでもいろいろな役員いるのです。こういう人方はぜひ来るようにとか。それから、何か集

め方の方法をもう少し考えないと。ただ通り一遍ですっとやったら終わったという。ですから、

終わった後もくすぶるのはそういうことではないのかなと、私は思うのですが。いずれにして

も、こういう大事なことはもう少し町民を集める方法というか、聞かす方法というか、この方

法をもう少し考えるべきだと思うのです。いずれにしても、３カ所でやって、集まったのは６、

70 人でしょう。町民は有権者１万 7,000 何百いる。世帯 9,000 何百あるうちの６、70 人に説明

したから、このとおりいくのだということになるのかなと。ですから、またくすぶるのです、

いろいろ。この辺の説明の仕方というのは、やはり新たな考え方あったら、変えるべきだと思

うのですが、何か本当にいい考え方はないものか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  いろいろ企画はするのですが、委員おっしゃったようにな

かなかいい名案がないのも実情でございまして、御提案があればうちのほうもこんないい方法

あるぞということをお聞きしたいところであります。虎杖浜が若干今回の説明会多かったので

す。そうすると、町内会から１町内会何名出てくれないかというそういった手法もやったとい

うような話も聞いて、虎杖浜はちょっと多かったなという思いもあります。そんなことで、強

制するわけにいきませんし、その辺のところは町内会連合会さんともお話をしながら、手法的

なものを本当にその部分ができるのかどうなのかとご相談しながら、やっていかなければなら

ないのかなというのは改めて感じておりますので、そういうことでちょっとご理解をお願いし

たいと思います。  

○副委員長（近藤 守君） ５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） ５番です。この進捗状況のチェックというのが非常に大切なことかな

というふうに考えております。その中で、その進行状況を報告することのルール化を進めると

いうことでございますけれども、この今お考えになっているスケジュールをお知らせしてもら
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いたいと思います。と申しますのは、我々一番町民から求められているのは、やはりチェック

機能ですね。議会としてのチェック機能はどうだったのだというお話に必ず行き着くところは

そこに行くわけです。そういう意味合いで、例えば今の行財政改革プログラム。実際にスター

トしたのは今年の４月１日というか、今からスタートか、それくらいだと思うのですけども、

これをスタート地点から考えて、町が考えている進捗状況の報告は年に１回ぐらいで考えてい

るのか、それとも半期に一度なのか、それとも今の定例会の月にあわせて３、６、９、12 の年

に４回にするぐらいにお考えになっているのか、その辺ところ、どういうふうなことで考えら

れているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  基本的には年に１回になると思います。というのは、決算

数値が固まって、それをもとにして指標として起こして報告していくという、こういう形にな

りますので、全部がまとまらなければ、進捗のあり方というのは検証できない形になりますの

で、そういう意味では年に１回になるというふうに思います。ただ、その個々の問題からいっ

てどうなのかという個々の事例が出てくるかと思います。そのときは、その都度その都度の事

例によっては対応になるのかというふうには。個々の事例です。町全体のまとめとしては、年

に１回の予定をしていますが、個々の問題については事例発生しながら、これは協議していか

なければならないことがあれば、協議していきたいなというふうに考えてございます。 

○副委員長（近藤 守君）５番、山本浩平委員。  

○委員（山本浩平君） 今、個々の事例に関してはその都度ということでしたけれども、事情

によってはチェックが遅れたばかりに、この部分に関しては手を打てばよかったとか、変更す

ればよかったのではないかというような話になってくる場合もあると思うのですね。そういっ

た意味合いですと、年に１回というお考えということでございますけども、せめて半年に１度

ぐらいに。中間報告みたいな形をとれないのかどうなのか。希望としては何かそれくらいのこ

とをやっていただければ議会としてはよろしいのかなと考えるわけですけれども、いかがでし

ょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  ９月の年に１回については、これはもう公的なことですか

ら必ずやらなければなりませんし、その数値をもって総務省に上げていく形になりますので、

そういった意味では町としては責任をもってやる形になります。半年に１回というのは、相対

的にまとめて半年に１回やるというのは、非常に難しいと思います。数値が固まっていない中

で、ではどういうような出し方があるのだという話になりますと、なかなか難しいと思います。

ですので、事例的に個々のもので必要度合いに応じて、対応できるものについては対応してい

きたい。例えば、ここで問題になっているのは、いわゆる一つの例でいけば収納率どうなって

いるのだ、年度途中でと。こういうものであれば事例的には、９月末だとか 12 月末までこうい

う状況でいっていますよという話とか、そういったものについては出していけるのかなと。あ

るいは、定例会は通年議会ですからあれですけども、９月議会でありますとか、12 月議会等々
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含めて、こういうものがあれば、そのごとに数値を出していこうという決め事ができれば、こ

れは当然おのずから項目によってはできていくというふうに思います。ですので、そのところ

についてはどういったものができるのかは検証しながら、議会の中でもこういうものをこうい

う時期に出せないのかというものがあればお示しを願いながら、そういう形で行革するものに

出すものについては、出していきたいなというふうに思っております。そんなことでご理解を

よろしくお願いします。 

○副委員長（近藤 守君） ほかございませんか。３番、西田祐子委員。  

○委員（西田祐子君） この間、６月６日の町民説明会のときにいただいた、この財政改革プ

ログラムは当日配布されたのだと思うのですけども、今後これから年に１回検証していくとい

う上で、正直言って当日これをいただいても中身を説明していただいて、見て、これについて

どうのこうのというふうなのは、非常に判断しづらかったというような意見もありましたし、

私自身やはりこれを読んで、はいとすぐ理解できるのではないと思うのです。そうなってきた

場合、議会は早目にいただくことはできますけれども、こういうようなものを、やはり町民に

早目にお渡しできるような方法とか、また説明するに当たって、町のどこに行ったら、こうい

うものを事前にいただけるのかとか、説明終わった後もやはりこういうものをいただけるとか、

そういうようなことを、きちんとぜひ考えていただきたいなというのが一つです。 

もう一つ、今回連結決算ということで、こういうような決算は一般会計のやつなので、18 年

度決算。今後これについては、余り必要がないみたいなこともちらっと言われたような気がし

たのですけども、現実的にやはりこの決算書というのは、これから先も必要になってきますの

で、この辺はただありますというだけなのですけれども、こういうものについての説明とかと

いうのは、今後はどうなのでしょうか。その辺、ちょっとお伺いしてみたいなと思うのですけ

ど。19 年度のこれはいつできるのですか。 

○副委員長（近藤 守君） 高尾主査。  

○経営企画課主査（高尾利弘君）  今の決算カードというものなのですけども、先ほど来から

話をしているように、決算統計といいます作業を進めております。その決算カード自体はなく

なるものではありません。多分、おっしゃっておられるのは、経常収支比率とかその部分の比

率が今までより余り注目度合いが下がるとか、そういう意味での部分で、決算カードとか決算

統計自体は今後もずっと続けられると思います。それにつきましては、うちのほうの作業が６

月いっぱいぐらいまでやりますので。ただ、実際には本編が出るのは、９月とか 10 月になるの

ですけども、うちの速報値としては７月末ぐらいには出ます。 

○副委員長（近藤 守君） 山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君）  資料の配布の仕方のご質問ですが、あり方については、ち

ょっと検討をさせていただく形になろうかというふうに思います。事前的に配布できる方法が

あるのかどうなのか含めて。本編についてはホームページ等には載せてきているのですが、そ

ういったことも含めながら手法等々検討させていただきながら、事前にホームページ上に載せ

るとか、そういったことでありますとか、希望者がいれば配布の仕方についても、広報に載せ
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て希望者についてはしますよとか、そういった手法を若干考えたいというふうに思います。 

○副委員長（近藤 守君） ほかございませんか。  

 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 １時４６分  

                                         

再開 午後 １時５５分  

○副委員長（近藤 守君） 会議を開きます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○副委員長（近藤 守君） 以上をもちまして、財政健全化に関する調査特別委員会を終了い

たします。どうもご苦労さまでした。  

 （午後 ２時０２分） 


