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平成２０年白老町議会白老町財政健全化の調査検討小委員会会議録 
 

平成２０年７月３０日（水曜日） 

開  会  午前１０時０３分 

閉  会  午後 ２時２４分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．特別委員会中間報告のまとめについて 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．特別委員会中間報告のまとめについて 

                                         

○出席委員（６名） 

 小委員長 大 渕 紀 夫 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委員外議員 山 本 浩 平 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副小委員長 鈴 木 宏 征 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     町民課国保・年金Ｇ主幹    小 関 雄 司 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○小委員長（大渕紀夫君） ただいまから、白老町財政健全化の調査検討小委員会を開会いた

したいと思います。 

（午前１０時０３分）  

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） 最初に、今の状況では昼までかかるかなと思っているのですけれ

ど、かかったとしても、各自それぞれめいめいにしますか。それとも頼みますか。そのような

ことを聞いても仕方ありませんよね。それでは各自で、もし昼まで行ったら、各自で食べてい

ただくと。昼で終わるかどうかわかりませんので、そこら辺。きょうどうしてもやらないと、

１日に報告ができませんから、１日の報告がございますので、きょうはきちっと意思統一でき

るまでやるというふうにはしたいと思います。 

 最初に、一つは、固定資産税の超過課税ですけれども、評価がえを行った場合、いくら下が

って、実質いくらの効果額になるのかというあたりが、議論と質問の中で出ておりました。こ

れにつきましては、局長が担当課の了解を得て、資料をつくってもらうということで、行財政

対策室長のつくった資料でございます。読んで調査をするとか、質問をするとかということで

はなくて、評価がえをした場合どうなるのかという中身でございますので、そのことについて

少し目を通していただき、局長のほうから若干説明をしていただきます。  

○事務局長（上坊寺博之君）  超過課税の議論になりますので、その前段として、考え方とし

て押さえておかなければならないということがございます。プログラムの中の 76 ページの超過

課税の考え方では、３年に１度の評価がえで、固定資産税の土地家屋は８％減収になるという

ことが書かれています。行革のほうから資料をいただきまして、プログラムをつくる前段とし

ての、積算した根拠をいただいてきましたので、それに基づいて説明をいたします。  

２ページになりますけれど、これは固定資産税の評価課税によるものでございまして、実質

的な増額ということに書かれています。今、町の提案では 1.7 にしまして、おおよそ 20％、税

率で換算しますと 20％上がるというような提示をされていますけれど、先ほど言いましたよう

に、評価がえがあるということから、基本的に結論から先に言いますけれど、一番最後に書い

てありますとおり、20 年度と 21 年度に超過課税をやった場合の現実が、実質的な負担ですね、

増減額は、10.7 にしかならないということです。ですから、20％上げるのですけれど、実質的

な町民負担は 10.7 しかならないということでございます。逆に、議論のあるとおり、税率を

20％ではなくて半分に相当すると、実質的負担の効果額がなくなるということになるかなとい

う気がいたします。これが固定資産税です。ただし、評価がえを行わなくても、償却資産が上

がるのですね。上がるというのは、大手企業による設備投資があるものですから、実質的には

それほど減少になりませんけれど、これは今回の負担額の換算には加えなくてもよろしいので

はないかなと思います。  

次に町民税の関係ですが、これも均等割、法人税割、それぞれおおよそ 20％ずつ上げるとい
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うことでございまして、これは企業の収益等によって変わってきておりますが、現実には３ペ

ージの上の段のように、21 年で超過税率を働かせても、現実には税額相当は 15 年の税額相当

とそれほど変わらないという部分でございます。実質的には収益が落ちていまして、毎年減額

しているのが現状なのかなという気がいたします。均等割だけを見ますと、大きな影響 20％で

すけれど、額的にはそれほど大きな金額にはならないのかなと。１号法人で該当するのは、日

本製紙。これは資本金の額と従業員の数で決まってございますが、額的にはそれほど大きくな

らないのかなという、担当のほうでは押さえているようです。  

固定資産税合わせますと、４ページの表になってございます。 

最後は国保の部分でございますので、国保のやつはまた後でご説明したいと思います。以上

参考です。  

それと一番前の表は、７月 25 日付で庁内に示された数値です。19 年度決算における各比率

でございます。これを基に監査を受けるということになっているようでございます。連結実質

赤字は、プログラム案で示しておりました 23.0％を相当下回って、16.59％になる見込みと。

これは早期健全化基準をも下回るということでございます。実質公債費比率でございますが、

これはプログラム案では 14.4％ですけれど、実質的には 14.9％になる見込みだそうです。それ

から将来負担比率につきましては、プログラム案では 249.6％になってございましたが、

184.1％と軒並み数値については下がっているようでございます。これは 25 日付で示されたも

ので、参考にお配りしておきます。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） ただいまの件で、質問等々ありましたらどうぞ。  

 21 年度から固定資産を対象にした場合は、４ページに書いてある差額対前年度比２億 5,179

万円の効果があるという意味で、この部分はいいのですか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  そうだと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） ということは、これからいくと、改革プログラム案では固定資産

の部分で２億 5,600 万円見ているのですね。法人税では 2,000 万円でしたか。だから、ほとん

ど変わらないということですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。ただここで見ているのは、先ほど言いましたように、

償却資産では大手企業の伸びを相当見ていますから、実質的な土地・家屋の伸びは、それほど

大きくないはずです。前年度から数値を引くと、土地で 5,000 万円、家屋で 5,000 万円くらい

しか伸びていないのですよ。ですから実質的には、１億円ぐらいしか土地・家屋では伸びてい

ないと。この大きな２億円の伸びは償却資産、大手の投資の部分です。  

○小委員長（大渕紀夫君） わかります。ただ、相当たる改革プログラムの計画から見ると、

ほとんど落ちていないと。２億 5,600 万円が２億 5,200 万円に落ちたから、総額でいうと、効

果額としては 400 万円ちょっとしか落ちていないということですよね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  効果額としては、そうです。  

○小委員長（大渕紀夫君） だけれど、土地と家屋の試算で言えば、20%見ているけれど、実

質は 10.7 しか見られないと。  
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○事務局長（上坊寺博之君）  というのは、増減で少しわかりにくいのかもしれませんが、今

後の収支見込みというのを前で立てていますよね。それでは既に、評価がえの影響額というの

をマイナスしてあるわけですよ。今後の見込み額ですから、当然見ていますから、償却処分の

部分は見ています。ですから、実質的２億 5,000 万円の対策額としていますけれど、正味１億

5,000 万円ぐらいしかないと思います。落ちて見るですから。ここで対策額、効果額２億 5,000

万円は非常に大きいような金額に見えますが、既に現状のままで行ったときの収支見込のほう

で落としてしまっているから、これを理解しないと実質的な部分は出てこないかなと。それを

あらわしたのが、実質的 10.7 になるよというところなのですよ。プラスとしては 10.7 ですよ

と。税率は 20 上がるのですけれど、町民の 20 年度と 21 年度の負担はマイナスになって上がり

ますから。  

○小委員長（大渕紀夫君） 10.7、10％しか町民には影響がないということですね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  そうです。プラスのほうだけ見ると、マイナスのほうが欠けて

しまいますから、その辺を見ていかないと、実質的な負担というのは見えてこないだろうとい

うことです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 質問、再度。わかりましたか。 

 及川委員。 

○委員（及川 保君） ということは、今、前回の委員会、特別委員会中でもそうなのですが、

この超過課税の部分で何とか議会としての考え方を、大きな部分ではこの部分が主題となるだ

ろうということで議論してきたのですが、どうもそのあたりが怪しくなってくるような感じが

しないでもないのですが、いかがでしょうか。その点は小委員長どうですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） それは、これからの議論ですよ。そのことを理解して、どういう

ふうにするかということを決めるというか、方向を出すのがここですから。それは、それぞれ

の考え方の中で発言してください。 

○委員（及川 保君） 私は、この部分やっぱり、非常に問題として、町民の直接の負担の部

分では大きいなと。町に改善を願うというのは、この部分は非常に大きいなということで、私

としてはとらえているのですけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今、局長が説明した中身のことをよく理解して議論しないと、変

な方向になりますから。実質町民負担は、上がる分については 10.7 ですよと。評価がえで評価

が下がりますから、その分が全体として８％云々とどこかに書いてあるのだけれど、その分８％

評価額が下がった分についての影響は、20％上がるのだけれど、10.7 しか町民には上がらない

よと、こういうことなのですよ。ですから、そこのところを一つ理解することと、次のページ

の４ページにありますけれど、効果額が２億 5,179 万円ありますよというふうにはなっている

のだけれど、町の試算では初めから評価がえをしたということで、その分落としてあるからそ

うなりますけれど、実質的には半分しか上がらなくても、効果額としてはこれだけ出ますよと

いうことで表示されるわけですよ。だから、そこのところを理解して議論しないと、そこのと

ころを町民にも理解してもらわなければだめなのだけれど、違った議論の方向にならないよう
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に、今のところをよく理解してもらってから議論をしないとだめだということを言ったので、

局長の説明もそういうことなのでございます。そういうことですね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そうです。試算では、マイナスが 8.7 なのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 評価がえで 8.7%下がると。実質的な収入で 9.3 下がると。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ですから、評価がえで１億 6,000 万円落ちるのですよ。既に１

億 6,000 万円の減額した部分は、現状の収支見込みの中に盛り込まれているのですよ。今後の、

現状のままで行ったら、収支が落ちて行くよという中には１億 6,000 万円減った分で見込まれ

ているのですよ。ただ、対策額としては、20%掛けますから２億 5,000 万円効果として出てき

ますよという。減と効果を別々に表現しているのですよ。ただ、現状の今後の収支見込みの中

では、減したものがきちっとここの中で表現されていませんので、あたかも２億 5,000 万円負

担があるように見えますけれど、１億 600 万円落ちているよと。ですから、差し引くと 10.7

の負担にはならないよということなのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） ２億 5,600 万円から１億 600 万円を引いたら、１億 5,000 万円の

効果額しかなくなりますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは試算のときに使ったと言っていましたから、若干は違う

かもしれませんけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） こちらが正確。 

 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  特別委員会を重ねてきたときに、町側の説明が何回かあったと

思うのですけれど、そのときには今回始めて出てきた説明というのはなかったですよね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  評価がえがありますよというのは言っているのですよ。 

○委員外議員（山本浩平君）  中身的にも言っていましたか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  これは説明はしていないです。  

○委員外議員（山本浩平君）  していないですよね。となると、全く新しい議論になってしま

うのかなという感覚になってしまいますよね。頭の中整理していかないと、今までは少し考え

方違うところもあるのかなと。 

○小委員長（大渕紀夫君） 丸々上がると思っているからね。ここの部分を我々がどういうふ

うに見ていたかなのですよ。対前年度比で８％の減収になる見込みと書いてあるのですよ。だ

から、この部分が評価がえで下がる分だという意味ですよね。「固定資産税は、土地・家屋につ

いて前年度比で約８％減少になる見込みです」と書いています。ここのところが、やはりきち

っと、説明の中では数字で出てこなかったことはこなかったですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  実質的な負担は 20 ではないですよという話はしている。  

○委員外議員（山本浩平君）  それと、これが約８％の全体的な減収の見込みかもしれません

けれど、それぞれの個人にとっては税率が違ってくる可能性というのはないですか。平均的に

下がりますかね。例えば、評価というのは場所でも違うだろうし。  

○事務局長（上坊寺博之君）  実質的には、ばらつきがあると思います。古い建物と新しい建
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物では当然違いますし。だから、コンクリートと木造も違うだろうし。  

○小委員長（大渕紀夫君） コンクリートと木造は評価年月が違いますからね。 

○委員外議員（山本浩平君） だから、清風クラブさんから 1.55 にすべきだとか、具体的な数

字が出ていましたよね。それは、これらのことをあの段階では加味していないと思うのですよ。

全く 20％上がるのであれば、それは少し行き過ぎだから、1.55 だとか 1.5 と。こういう資料が

今、出てくると、新たな考え方どうしたらいいか整理していかないといけないかなと。私は今、

正直なところ、迷っているところですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。近藤委員。 

○委員（近藤守君） 近藤です。私は今、説明を受けて、やはり、本当に山本委員外議員と同

じく迷っています。このぐらいだったら、腹の中ではこのまま通してもいいのかなという気も

若干出てきた気はしていますけれど。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） このことはやはり、あそこの議論の中では徹底されていないとい

う認識ですか、皆さん。  

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、吉田議員は言っていましたけれど。評価がえがあるので、

実質的には上がらないですよと。  

○小委員長（大渕紀夫君） 割合がどれだけかと、彼女は聞いたのですよ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  計算式とすれば、100 から８%落ちるから、100 マイナス８で

92 ですよね。それの 20%アップなのですよ。だから、18.何ぼですよね。計算でいくと、110.

何ぼにしかならないはずですよ。こういうふうにきちっと、計算でいくと、110.4 ぐらいにし

かならない。ただそこまで細かく町は説明していなかったかもしれない。  

○小委員長（大渕紀夫君） それと、国保の件も少し説明してください。  

○事務局長（上坊寺博之君）  最後に国保の表がついておりますが、これも資産割の減が話題

に出ておりましたので、考え方としては国保の算出というのは、総額確保しなければならない

ということになっているのですね。ですから、調定額の一番最後の７億 6,000 万円、18 年度で

いけば、確保していなければならない。これからバックしていくのですよ。それで税率を決め

るのが、本来の国保のやり方なのですが。応能、応益が通常 50 対 50 にしなさいという国の指

導がありまして、その応能というのが、所得割、資産割なのですよ。応益というのが、均等割、

平等割。要するに、益でもらうか、能力でもらうかということで。今、資産割を外せば、当然

所得割、資産割が応能ですから、ここの中で確保しなければならない。だから、基本的には所

得割に賦課しなければならないのですよ。 

ただし、今、白老町の現状を見ますと、応能で今、63.38 ですか、上２つ足すと。下２つ足

すと、36.62 なのですよ。この率をそのままにして、資産割をなくすと、所得割にかかります

から、所得のある人が増額になるということは間違いがないのですよ。但し、今、町は 50 対

50 にするという考え方を示しておりますので、50 対 50 にすると、上が 62.何ぼありますから、

応能を減らさなければならないのですよ。単純にいきますと、所得割だけで 54 ですから、乱暴

な言い方かもしれませんが、資産割を取り払うと、資産割を取り払った分だけ均等割と平等割
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で賦課しなければならないという計算になります。これを押さえて、資産割を外すか外さない

かという議論をしなければならない。町は、今の賦課割合の率をそのまま使うのであれば、所

得を持っている人にドンと。9,000 万円近いお金が、所得の持っている人に行ってしまうと。

所得が高くて限度額に近い人は、それほど影響が出ないでしょうと。所得の低い人も、それほ

ど影響が出ないでしょうと。ただ、中間層にすごい負担がかかるというような感じになるので

はないかなと思います。これも参考に、今、町税の年報から抜粋しましたけれど、そういうよ

うな考え方になります。  

○小委員長（大渕紀夫君）  この点わかりましたか。要するに、資産割を廃止すれば、8,800

万円お金が浮くということです。今まで資産割で取っていた分、8,800 万円減るということな

のです。その分を応能、応益、所得割、資産割を変えなかったら、全部資産割にかぶります。

所得割と資産割、均等割と平等割を 50、50 にすると、8,800 万円は全部均等割と平等割にかか

ると。こういうことになるのですよ。8,800 万円は全部そこにかかるというふうになりますか

ら、ですから、ただそこでそういうふうにかかるのだけれど、結果としてみればどうなるかと

いうと、所得の低い人は、今度は、７、５、２の減免措置がありますので、そこの部分は資産

を持っていても減免になりますから、ですから、そういう人達は、資産割をなくしたことによ

って資産税の上昇は防げると。こういうふうになるから、8,800 万円ですから、これが丸々同

じく資産持っている人かかっているわけだから、個人が、国保の人だけですよ。会社かかって

いませんから、そうすると、町民の個々人から 8,800 万円国民健康保険税の分が減額されると、

所得税が上書きになっても、上がらないということになるわけですよ。所得税はふえるけれど、

国保で資産は減るから。そういうふうになるということですよ。その金額が合計金額で 8,800

万円あるということですよ。8,800 万円ということは、約３分の１ですね。1.7％でいうと、0.1％

分が約8,800万円ぐらいなのですよ。３掛ける８は24 だから。２億 5,000万円の効果率だから。

そういうふうになるのですよ。ただそれが、今度は応能、応益、５分５分。要するに、所得割

と均等割、平等割を５分５分にして、資産割を廃止するとどうなるかというと、所得割のとこ

ろにドカッと上がるという可能性がありますね。  

○議長（堀部登志雄君）  今、委員長が言っている、総額の全額は確保しますよね。それで、

全額免除というか、軽減、それで軽減されてしまったら、一般の町民は少ないけれど、保険料

そのものが少なくなるということですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 総額確保だから、その分はどこかで確保しなければならない。 

○議長（堀部登志雄君）  どこかで確保するわけですよね。何かそうすると、均等割、平等割

のほうに例えば行ったとすると、これは一律均等割、平等割だから、低所得者にもかかってく

ると、今度そちらのほうにしわ寄せがあるのではないですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） どれくらいの割合で上がるかというのは、今の段階ではよくわか

らないのだけれど。 

○議長（堀部登志雄君）  そういう形になりはしないかと。今、言ったように、詳しく計算し

てみないとわからない部分があるのだろうけれど。  
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○小委員長（大渕紀夫君） 可能性はないとはいえないと思います。ただ、今、国保は資産割

なくするということで、余り言えないのですが、運協に掛かっているのですよ。 

そうしたら、私がきょう一番議論したかったのは、そういうふうになるのであれば、いずれ

にしてもやるわけだから、そうしたら資産割の部分が減るのだったら、こちらの影響が減るの

であれば、そういうものを利用させてもらわなかったら、私が言っているのは、議会としての

対案など出せないと。8,800 万円減ったら、資産割丸々なくしたら、8,800 万円減るのだから。

1.7 から 1.6 になっていると同じ意味だから、どちらかで上がるだけで、意味わかりますか。  

だから、どちらにしてもなくなるのであれば、私はそういうふうに考えるべきではないかと

いうふうに、考え方としてですよ。ただ町が打ち出してしまったら、こちらは間に合いません

から。それでは下げるという根拠をどこにもっていくのかと。もう具体的な話をしないと、１

日、５日の２回しかないのですよ。それで私は、8,800 万円というこの数字、この数字は明ら

かに固定資産税見合い分で、下がる分なのですよ。だから、そういうところで議論をきちっと

し尽くしておかないと、これを町がバンと出してしまったら、それで町の方針ですから、今、

出せば、議会が言えば、議会が出した方針と町の出した方針とダブるわけですよ。そういう意

味のことを、私は言っているのです。この資料についてありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 国保の場合、全世帯が資産割を持っているわけではないのです。

その部分の１割、半分から６割ですね。それは国保の場合というのは、大きいのですね。例え

ば 10 万円かかっている人は、国保の税額として６万円負担しなければならない。二重に負担し

ているのですよ。それを取り払うということを、先ほど大渕小委員長が言われたように、国保

税を仮に税率を上げたとしてもの負担は、片一方で軽くなるのですよ。その下げた分は、全員

で負担するのですよ。要するに、資産を持っている人も、持っていなかった人も。というのは、

固定資産税だけでやると、固定資産税で持っている人の賦課割合が上がるのですよ。多分ここ

の 8,800 万円は、20％上がりますので、これ 20％上がるのですよ。逆に言えば、どこかが下が

るということなのです。だからそれは、資産を持っている人を軽くして、国保世帯全員で均等

に負担をすると。そうしたら、固定資産税を持っている人の負担が少し軽くなる。国保で負担

を、総額確保するというのは変わらないわけですよ。全員で負担するか、固定資産税持ってい

る人で負担が重くなるかという違いだけですよ。固定資産税持っている人にはいいでしょうし、

持っていない人には負担になるのだけれど、全員で、要するに、6,000 世帯あったら 6,000 世

帯で全員で均等に負担しましょうと。どこか下げればどこか上がるのは、これは間違いない。

どこに負担を均等にやるか。固定資産税持っている人だけに負担がかかるかというだけ。20％

上げると、間違いなく国保のこれも 20 上がっていくのですよ。国保に上がるということは、総

額確保ですから、総額７億 6,000 万円だとしたら、どこか下げなければならない。  

○小委員長（大渕紀夫君） 資産割なら所得割を下げることができると。  

○事務局長（上坊寺博之君）  そういう国保税の仕組みなのですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） これは、減免に国かどこかからの補助はないのですか。減免に対

する補助。 
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○事務局長（上坊寺博之君）  調整交付金で、計算複雑なのですよ。 

○小委員長（大渕紀夫君） 正確に見ているのですか。減免で正確に見ていれば、減免上がり

ますから。これ基本的には 50、50 ちょっとでもいいけれど、応能、応益、50、50 にしないと、

７、５、２にならないのですよ。それでうちは６、４なのですよ。うちは 63 対 37 くらいだか

ら、６、４の減免しかできないのですよ。50、50 に近づければ、今度は７、５、２の減免が入

るから。それが国からなら国からの補助があれば、その分だけ国から多く来るから、低所得者

にとっては有利になるわけですよ。そういうふうになるわけです。減免が７割になるから、１

割ふえるからね。それでとんとんということは考えられない。少しふえるかもしれませんが。  

○議長（堀部登志雄君）  今、ざっと聞いて、私が頭に浮かぶのは、要するに、例えば国保に

入っていて、国民年金と土地を持っているために、資産割で保険税が一番高いですよ。周りが

そういうグループだから、そういう声をよく聞くのですよ。そうなってくると、収入内で国保

が高ければ、どうしても今度滞納のほうにつながりかねない部分があるのですよ。結構皆払っ

ているようだけれども。この資産割をなくすると、国保で 80 万円か 90 万円しか年金もらわな

いで資産を持っているものだから、それで保険税だけは無茶苦茶高いと。青息吐息になってい

る部分があるから、そういう人達はいいのですよね。ところが何も資産がなくて所得だけ、年

金だけ二百何十万円もらっている人は、今度は上がってくるというようなことなのですよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） 土地も固定資産もないやつは、上がってくるから。 

○議長（堀部登志雄君）  上がってくると。大体そういう人というのは何もないから、言われ

た税金は大体皆さん払うから。 

○小委員長（大渕紀夫君） 所得あるからね。 

○議長（堀部登志雄君）  ある程度収納率とかそういう面でも、やはり逆にいい方向にいくの

かなと。ただ満遍なく均等割のほうがふえていけば、均等割、平等割ふえていけば、一律「何

ぼ」で、あと、所得のある人は特別応能で払うという形になるから、本当にこれは内容を見て

みないとわからないけれど、今、局長が言ったように、皆さん平等に平均的に払うよと。特別

資産を持った人だけ余分に払うというのはなくなるよということでは、ある意味では公平な部

分はなきにしもあらずですが。今、正直言って、資産として売れるとか、換金できる時代なら

ばいいけれど、全く換金できないで価値がどんどん下がっていく中で、それに今度税金をかけ

て取る、保険税をかけて取るというのも、これもまた酷なような気がするのですよ。今、言っ

たような形で。考え方ですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） だから、資産を持っている人は、固定資産税でも上がる、保険税

でも上がるわけですよ。だから、そういうふうにしないようにするには、今、私が言ったよう

な形で町がやろうとしているわけだから、それに乗っからないと、今、言わないと、町がやっ

てしまったら、それで私達対案というか、根拠などないですよね。  

○議長（堀部登志雄君）  超過税率も、正直言って今、土地とか固定資産税とか、質問した人

頭にくると思いますが、それがぜんぜん動かないで、換金したいと言っても、全然できない状

況ですから、本当に塩漬けみたいになっているやつに税金をかけられて、現物で納入したいと
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いうぐらい、税金払わなくとも最後になって私が死んだら、みんなその土地持って行ってくだ

さいというくらい極端な人もいないでもないわけだから。本当にこれは考えどころだなと思い

ます。価値があるものであれば、いつでも換金できるのであれば、どんどん売ってしまって払

っていけばいいのだけれど、全然だめですよね。そういうことも考える必要があるのかなと。  

○小委員長（大渕紀夫君） 逆に言えば、20％上げて、町民負担は 10％なのですよ。実際上が

るのは 10％なのですよ。そういう頭で今まで議論していないですよね。20％上がるという頭で

議論をしているから、８％下がるということを評価がえで評価額が下がるということを、我々

の頭の中に入っていればいいのだけれど。８％と下がるのではないかという意見はあったし、

あるけれど、いくら下がるかということは全然わからないから。それが計算してみたら、実質

町民負担は 10.7%いうことであれば、約 10％下がるということです。それを例えば 1.55 にし

たら、実際効果額は１億円ちょっとは出るけれど、実際に町民負担は上がらないと。評価がえ

で下がる人がいるから。もちろん今まで評価がえしたら下がるわけだけれど、それが下がらな

いというだけの話だから。そういう状況だということであります。  

 それで、そこまで一定限度そういう話があって、私がきょう問題提起をしたいというふうに

この間言って、認められましたので、お話を少ししますと、超過課税については、先ほど言い

ましたように、国保の所得割を廃止。これは、薄く、浅くかかりますから、プラス、マイナス

が出てきます。そこはもう少し見極めなければだめですけれど、議会の側の根拠としては、18

年度の試算によると、資産割の部分で払っているのは 8,800 万円なのですよ。これは全部個人

ですから、国保の人だけですけれども。そうなると、ここの部分で約 0.1％、1.4 から 1.7 に上

がる分の 0.1％を下げなくても、そこだけ見たら、実質下がるという形になるのですよ。わか

りますか。対案として、これが広く、浅くで、調整交付金で少し来れば、私はこの対策という

のは、１％下げられる、改革プログラムを全くいじらなくても、まず下げられる部分です。 

もう一つ。1.7 から 1.55 にするという案があります。1.6 の場合は今の分でいきます。1.55

にする場合は、これは 4,000 万円とか 5,000 万円当然足りなくなります。その分については、

今の状況でいえば、案として計画に盛り込めるものは、皆さん一致しているのは、土地の売却

計画のプログラム分。「外でも内でもいいから、売却計画をつくれ」と皆さん言いましたよね。

そのうちの 5,000 万円なら 5,000 万円は、毎年毎月、必ず売れと。その分をここに入れるか。

町の計画にはないのです。2,000 万円はあるけれど、それは工業団地と臨海部を除いた分だか

ら。私が言っているのは、「臨海部と工業団地で 5,000 万円売れ」と。「計画に入れろ」と。こ

れも乱暴な話なのですけれど、ただ、つくるとしたら、港の問題では港は一致してないわけだ

から、今、いくら議論をしてもどうにもならないですよね。そうしたら、あとは何かといった

ら、港の議論とかいろいろなことがあるけれど、「今からバス上げて」と言っても、そんなもの

今から上げて計画など盛れないのだから。今、改革プログラムつくるのだから。そうなったら、

あと「町が検討して」というのは、振興公社だけなのです。これは計画にないから。だけれど、

振興公社などやっても、一年間で 1,000 万円なんて出ないですよね。いくら頑張ったって。だ

から、それは本当に寄せ集めの部分ですよ。そうすると、いくら超過課税を下げると言っても、
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対案つくると言ったら、これしかないと私は思っています。皆さん方から意見があれば受けま

すけれど、まずはそういう形で議論をしていかないと。「ありますか。みんな寄せ集めてありま

すか」などと言っていても、はっきり言えば、明後日まで議論などできないと。まずここが一

つ。そこだけぎっちり押さえてやると。私はそういうことで議論ができないのだったら、もう

それ以上はどうにもならないと。夜中までやってもいいですけれど、対案なくてやるのだった

ら、そのような雲をつかむような話は、議会としてもしようがないのですよ。そこが一つ。 

次、２つ目。下水道料金のアップ。これは水道料金のダウンで見ると。これがいいかどうか、

皆が。これは通さなくてもいいのですよ。なぜかといったら、プラスの部分見ていないのです

よ。５億円の水道のプラスの部分は計画に見ていないですから、これはやろうと思ったら、で

きないことはないです。保育所料金。根拠は極めて薄いと思っています。100 万円とはいって

も、根拠は何にするかという問題です。なぜかというと、これは町が努力をして、２年遅れを

やめたのですよ。だから、町は２年遅れを全部やめて上げると言ったのを、300 万円ですよね。

それをこの計画の中ではそうやって言ったのだけれど、結果としては、町の考え方としてこの

間の説明で 100 万円に抑えたわけですよ。その根拠を突き崩すだけの理論的なものがなければ、

はっきり言って、私は出すのはなかなか難しいだろうと。私は下げてほしいという考えありま

すよ。だけれど、私が言っているのは、その理論的な根拠をどうやってつくるかということで

すよ。そういうことを議会としてできなくて、「ただ下げて」というのであれば、どうにもなら

ない。「100 万円の出どころを探して」と、私は言っているのではないのです。なぜ 100 万円を

下げなくてはいけないのか。少子化を救うというのであれば、その根拠をきちっと出さないと

だめ。これで本当に少子化を救えるのかと。もっと違う方法があるのではないの、というあた

りの議論になるという意味です。だから、そういう理論的な裏づけがなければ、私はなかなか

薄いのではないかと思っています。試案を出してと言われるので、一応出します。  

それから、これはあれですけれど、プログラムは全部と言ったらだめだということになった

から、プログラムについては、総合的な見直し修正を３年ごとに行うこと。これ、日常的な進

行管理は、毎年やります。いくら厳しくなってもいいです。しかし、全体的な総合的な見直し

修正は３年ごとに１回きっちりやると。これは、町はそうなっていないのですよ。指標を持つ

というのは、出してもいいですけれど、こちらから指標を出せるかどうかという問題です。何

の指標を出すのかと。そこは根拠がなかったら出せないですから。  

それで、最後に病院、保育所、プールのまちの判断は、私は評価すべきだと。これは全く私

見です。ただ、これはプログラムに入る問題ではないから、そういう議論の上に立って成案を

つくってもらうと。議会として、病院と保育所とプールについてのまちの判断は、私は評価す

べきではないかと。これは議会の意見を入れていますから。だから、これはプログラムに入る

中身ではないですけれど、そのことは、議会としてはきちっと押さえて、成案をつくってくだ

さいと。評価のところは、きちっと評価してあげましょうと。  

病院と、保育所と、プール。保育所２年遅れやめると言ったのを、やめなかったわけだから。

ある職員と言ったらすぐわかりますけれど、わかる人ですけれど、こういう案もありますとい
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うことで、一つだけ影響がないのをプラスで考えられるかなと。議会からは全く出ていません。

出ていない意見としてあるのは、21 年以降退職者 36 名。このうち 20 名でも半分でもいいけれ

ど、前倒しで、要するに、希望退職を募るという意味です。前倒しでやると。浮いた金は、役

場の職員の給料を１％でもいいから下げると。これはどこも影響しないのです。影響の金額分

だけ、削減率を下げる。  

○議長（堀部登志雄君）  20 を 19 にするとか。  

○小委員長（大渕紀夫君） そうです。これは議会でも私でもございません。職員の方が、こ

ういう案もあるのではないのですかということで、示唆をされました。それで、「なるほどな」

と私思って、こういう議論を議会でしていなかったなと思いまして、少し付け加えておこうか

なと思って付け加えました。今、私がない知恵を絞って考えるのは、１、２、３、４、５、６、

この６点しかないと。これでまとまらなかったら、１日はもう知らないと。 

○委員（近藤 守君） すいません、最初のほう、もう１回。 

○小委員長（大渕紀夫君） ゆっくり言いますか。固定資産税の超過課税については、1.7 か

ら 1.6 にするには国保の資産割の廃止。19 年度比ですけれど、ここで 8,800 万円。それから 1.7

から 1.55 にするには、この資産割があってもなくてもどうやってもいいけれど、要するに、こ

の国保の資産割が、土地の売却計画をここに組み入れると。5,000 万円にすれば資産割はやら

ないとだめだし、１億 7,000 万円ぐらいで考えれば、国保の資産割をやらなくても・・・。少

し無理ですね。やはり 5,000 万円ぐらいしかどうにもならないのではないですか。この超過課

税の部分について、プラス意見として議会として出せるとしたら、振興公社の見直し分。土地

売却と振興公社の見直し分。これはなぜかといったら、町に計画がないから。あとについては、

我々が出している意見については、全部あります。  

 次、下水道料金のアップ。これは別項目です。水道料金のダウンで見ると。これも影響ない。  

○委員（氏家裕治君） 水道料金のダウンというのは、５億円ある積立金みたいなものの取り

崩しということで考えていいのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうです。それしかないです。これは相当抵抗しますよ。「うん」

とは言わないと思いますが、対案としては理論的に成り立ちますよね。  

 保育所料金、100 万円だけれど、これについては皆さんで議論していただいて、私はちょっ

とこれは根拠が薄いのではないかというふうに思っていると。ただし、これは私の勝手な考え

ですから、皆さん方のご意見でどうするかと。 

 それから、プログラムの総合的な見直し修正を３年ごとに行うと。それから先ほど言った、

最後の 36 名中という話。これで５点になって、あと病院、保育所、プールについては、この町

の判断については評価をすると。プログラムには議会の意見としては盛り込めないけれど、こ

の上に立って成案をつくってもらうということについては、極めて評価できると。これは成案

に対する対案としては出せないけれど、私はこれは入れて、少しでもいいから、最後でなくて

今回言ったほうがいいかなという気がしているのですが、それは最後に言ったほうがいい。ま

とめのときかもしれないけれど。  
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そういうぐらいのことしかないということで、私の考え方で、一応問題提起をします。これ

プラス何かありましたら出していただくのと、考え方について少し議論をしていくというふう

にしたらいかがでしょうか。  

ということで、暫時休憩をします。 

休憩 午前１０時５３分  

                                         

再開 午前１１時０６分  

○小委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

 ６点、一応問題提起をいたしましたけれど、これに付随することでも、またこれ以外のこと

でも結構です。出していただきながら１日の特別委員会の中でどういう提起をするかというこ

とになりますので、その点についての議論をしていきたいと思います。まずこれ以外に案を、

こういうことを改革プログラム案の成案をつくるときに載せるべきだというようなものがござ

いましたらどうぞ。 

 及川委員。  

○委員（及川 保君） それ以外と今、小委員長がおっしゃいましたが、これ以外にはござい

ません。私の会派としては、議論をした中で提案している以外にはありません。今、ここで小

委員長が示されたこの中で議論をしていくべきだというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  特別委員会の中で、プラスの要素として出てきた中で、私ども

の会派のほうで少し申し上げたのですけれど、軽自動車税の見直しですね。これらにつきまし

ては、今回の税金アップに関しましては、比較的固定資産等、償却資産等が結構ある人、ある

いは法人にとって非常に厳しいものになるなというようなことで議論をさせていただいていた

のですが、やはりある程度平たくするためには、そういったこともやはり検討していただきた

いなというふうに思っておりますので、少し皆さんのご意見を諮っていただきたいなと。これ

は公明党さんから出されていましたけれど、非常にいろいろ活発に議論をしていたと思うので

すよ。ふるさと納税の件ですね。これらもまた再度公明党さんの考え方があると思いますので、

私は特別委員会の中では、いろいろと精査しないとそれがマイナスに作用する場合があるので

はないかという議員さんの意見に賛同したほうなのですけれど、再度検討してみる余地がある

のかなというふうにも思っております。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 今、山本委員外議員からふるさと納税についての話がありました。き

のうの道新ですか、苫小牧市あたりも今、インターネットを通じて取り組んでいると。ただ、

その把握するものというのは、あくまで未知数だという結論づけです。ただ私は、これはやっ

てもやらなくても、条例化しようがしまいが、やる人は他市町村にやるのですよ。例えば条例

化することによって、白老町もその中の一つの枠の中で平等の立場の中でやっていけるのでは

ないかなと。その代わりこれはしっかりとしたアピールが必要だし、広報活動が必要だし、情
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報提供、発信が必要だということを頭に置いてやらないといけないことなのですよ。ただやれ

ばいいというものではないと私も考えています。ただ、何か今、白老町がこれだけ全国的に発

信している一つ一つの事柄のことを考えると、そこに活路ではないのですが、白老をもっとも

っと知ってもらう一つの材料にはなるのではないのかなと。私はそういう考え方の中から、こ

のふるさと納税の条例化、また寄付条例の条例化というのについては、確かに山本委員外議員

が言われるように、マイナスの要素もなきにしもあらずですが、それをやったから、やらない

からと言っても、結局はそういったものは出てくるような気がしてなりません。ですから、も

しやるのであれば、そういったふるさと納税を町民全体に、また全国に発信することで、意識

が少しでも高まっていければ、私はそこに期待するし、町民皆が一丸となってやっていけるよ

うな一つの方策になるのではないかなと、そういうふうに考えています。 

 それから今、小委員長が言われた、これ以外にという話でしたけれど、私もまずはこのプロ

グラムの３年ごとの総合的な見直し、それと、この下水道料金の積立金の５億円の切り崩し、

先ほど言った土地売却のプログラムを行政につくらせるのは、それは簡単なのかもしれない。

例えば「5,000 万円売りなさいよ」と言うのは、簡単かもしれないけれど、これはなかなか私

は難しいような気がするのですよ。ただ、例えば５億円の水道会計の中で積立金があるとすれ

ば、それを例えば３年ごとの見直しでやるのだとすれば、それを３年ごとに 5,000 万円なら

5,000 万円、毎年切り崩していくと１億 5,000 万円ですか。そういった形の中で、何かプログ

ラムの中で反映させていくことができないのかと。このプログラムというのは、あくまで実質

的なものであって、効果額というか、経済効果や何かは全然入っていないプログラムですから、

その３年後にどういった経済状況になっているかということは、まだまだ見えない部分はたく

さんあります。ですから、３年ごとの見直しの中で、例えばこの５億円の水道料金の積立金の

切り崩しが可能・・・、私はそこしかないと思っているのですけれど、そういった形の中で、

例えばこの資産割額の 8,800 万円がどういう形の中で町民に反映されてくるのか。これはあく

まで国民健康保険に加入している人方だけにかかっていることであって、社会保険にかかって

いる人方は全然影響ないわけです。国保に加入している方というのは、こういう言い方という

のは少し失礼なのかもしれないけれど、低所得者の方々が多いと私は考えていますから、そう

いった部分では資産割の影響をどこかで、例えばそれが負担増になってくる人もたくさん出て

くるかもしれない。それをどこかで補ってあげられる部分というのは、この水道料金の切り崩

しを含めた考え方ではないのかなと、私は考えます。 

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私の会派ではこのとおりで、あとは何もありません。ただ一つ、皆さ

んにまた、大変叱られるかもわかりませんけれど、今、50 万円、100 万円のオーダーで議論を

しているのですけれど、我々の報酬はもう既に何％かは削っているのですけれど、さらに何％

かの報酬の削減というのは考えられないのかどうか、皆さんの意見を聞きたいのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 今の超過課税ということではございませんけれど、それに対する

対案として、１つは軽自動車税、それからふるさと納税、それから議員報酬の削減、それから
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水道会計の基金の取り崩しですね。その案が今、少し出されました。 

軽自動車税でいえば、平成 19 年度で台数が 4,436 台。100 円上げて 44 万円。これはパーセ

ントで取るのですか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  総税額が 2,400 万円しかない。  

○小委員長（大渕紀夫君） 100 円上げて 40 万円。1,000 円上げて 440 万円。4,436 台。 

○事務局長（上坊寺博之君）  2,394 万 8,000 円。 

○小委員長（大渕紀夫君） 税総額。納入ではなくて、調定額が 2,394 万 8,000 円。 

 それから、ふるさと納税については・・・。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは、例えばふるさと納税をやることによって何千万とかというの

は、はっきり言ったら見込めないわけですよ。これは、別なところの議論なのかなと。 

○小委員長（大渕紀夫君） これは、まとめの中の最後の部分の議論になってしまうのですよ。

今回のこれに具体的に載せるというふうには、なりづらいなというふうに思っているのですよ。 

○委員（氏家裕治君） 私もそういった考え方で、最終的な総合的なまとめの中でこういった

方策を取った形の中で、例えば３年後の、１年ごとでもいいですけれど、そういったものが、

もしお金が出てきたときに、それをどう充てるかとかね、それを、ふるさと納税というのは、

結局集まったお金をどういった事業に転化していくかということも、これは町民全体で考えて

いかなければいけない話なのかもしれないし、あくまで何かを立てるだとか、病院会計だとか

いろいろなものに転用できるのかもしれないけれども、そこまで私もまだまだ勉強していない

のです。ですからこれはあくまで今後のまちづくりの一環としての、方策の一つとして、考え

ていくことなのかなと、私も考えています。 

○小委員長（大渕紀夫君） それから、議員報酬の削減。これは具体的になりますよね。10％

下げればいくらとすぐに出ますから。これは反映がすぐにできます。 

 水道の基金の取り崩し。下水道料金を上げないための方策というふうなことと同時に、ここ

のところをこの改革案の中では全くプラスでは見ておりません。影響を受けるのは、連結支出

赤字比率の部分が上がっていくと。取り崩した分だけ上がってきますから、基金がなくなるか

ら。だから、そういうところの影響しかないと思いますけれど、そういう案だと思います。そ

こら辺含めて、少しご議論願えればと思います。意見ある方どうぞ。 

 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 今、議員報酬の削減についての話が出ましたからあれですけれど、私

はやはり、今の議員報酬自体議会改革の中でも取り組むことになっているかもしれませんけれ

ど、今の現状をこれ以上崩してしまったときに、例えば議会として、まだまだこれからやって

いかなければいけないことがたくさんあると思いますけれど、私は今の水準というのは、固持、

確保していかなければならない問題ではないかと、私は考えます。皆さんはどう考えるかわか

りませんけれど。例えば今の 10％を下げることにしたとしても、これを元に戻すというのはな

かなか難しいことだと。私は１回下げたものというのは、なかなか元に戻せるとは思っていま
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せんから。ですから４年、８年、10 年かかった形の中で、議員定数がこれからどういう形にな

ってくるかという議論もしていかないといけないでしょう。ですから、そういう形の中で考え

たときに、これ以上今、報酬を下げたときに、これから３年後また改選時期になります。その

時に、やはり限られた枠の人間の方々しか出てこられない状況は、今、私はつくってはいけな

いと思うのですよ。ですから、近藤委員の言われることは、本当によくわかります。わかりま

すけれど、私達は、そういう考え方を持っています。それは前の議論から、今回 10％下げると

いう議論のときから言っていることと同じことです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  議員報酬の件なのですけれど。私も今、氏家委員と全く同じ意

見でございまして、町民の中にはこういう財政が厳しい状況になると、議員はボランティアで

もいいのではないかという方々も中にはいらっしゃいますし、そういう方々の声だけが大きく

広がっているように一見みえますけれど、実はそうでもなくて、よく、「登別だとか、苫小牧の

議員報酬から比べて全然低いのに、あなた達出番も多いのに、よくそれでやめないでやってい

るね。合わないのではないのですか。」という声も、結構、逆に、実際あるのですよね。先ほど

のお話のとおり、これ以上やれば、本当に出てこられる方々というのは、限られてくるという

のは間違いないですし、現状の中で仕事と両立されている人達は、実際に、もし究極にどちら

か取らなければならないかみたいな選択になってくると、考える人も中には出てくると思いま

すね。そういったことも考えると、やはり、４名減らして、なおかつ自主的に議長、副議長を

入れれば 10％以上やっているわけですから、これは十分努力はしているというふうに、私は議

会としては努力していると、評価できるというふうに思っております。  

それと、先ほどの軽自動車税の話なのですけれど、いわゆる大企業も中小企業もそうなので

すけれど、今の世の中の大きな流れ、特に北海道は今、大きく変わろうとしていますよね。国

からの支援、特別の支援もあったものが、もうそういう方向ではなくて、開発局までもいらな

いのではないかという議論になって、大きく北海道自体が自主自立をしなければならない状況

の中で、中小企業、大企業もその狭間の中で、事業転換をうまくできるところは生き残れるで

しょうけれども、生き残れないところも結構出てくると思うのですよ。そういった中で、法人

税、固定資産税、大きく固定資産持っているところが、ずっとこのまま白老でそういう事業を

続けていくのかとなると、それは企業の戦略で、例えば中小企業であれば、後継者がいないの

だから、これ以上赤字を出すのであればやめたほうがいいという選択が出てくるところもある

でしょうし、大企業にしても、今、旭化成さんなんかは、建材の部門は本当にどんどん縮小し

てきておりますし、本当に白老に残って、工場を残すことに意義を持っているのかどうなのか

というところもですね、非常にあると思うのですよ。私は絶対に旭化成さんは白老町にとって

は残っていただきたい大切な企業であると思いますけれど、そういったことを考えると、今ま

で頼っていたようなところからの税収も、本当に世の中の流れで、見込めるのかというと、そ

うでない可能性も近い将来あるのかなと思っているものですから、そういった観点からも、税

収というのは浅く、広く、受益者負担の見地から、やはり上げるときは、こういった機会に若
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干でもいいですから、上げるべきかなというふうに考えます。基本的にはそういう考え方で出

させていただいています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 先ほど、この小委員長が出されている議論、前回の小委員会の中でも

議論された中身でありますけれど、このぐらいしか今、ないだろうという考え方でございます。  

 それともう一つ。議員報酬の件ですけれど、これもまたこの場で、特別委員会の場でこれを

蒸し返してくると、非常にまとまるものもまとまらなくなってしまうなという思いがあるもの

ですから、これは別に議会運営委員会等々があるわけですから、その中で発言していただきた

いなというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） いずれにしても、対案といいますか、いろいろ６項目出た中で、本当

に少ない金額から大きい金額があるわけですけれど、議員は一生懸命やっているのを、みんな

認めているのですよ。さらに減らされているのというのも、みんなよく町民知っています。だ

けれどここで、やはり議員としてやることが、町民に対するあれではないかなという思いで、

皆さんの意見を聞いたわけなのです。ですから、これはまた、いろいろな機会にやってもらえ

ばいいのかなと思っていますけれども。  

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  １点だけ、及川委員に確認をさせていただきたいことがありま

す。先ほど小委員長から提案された案でいいというお話だったと思うのですけれど。  

○委員（及川 保君） 議論のですね。  

○委員外議員（山本浩平君）  １点だけ確認というか、会派の考え方の中で調整できるかどう

かという部分でのことなのですが。対案の形として、土地の売却計画 5,000 万円という話が出

てきていますよね。それを例えばやるとすれば、ある程度町側にとっても自由とまではいきま

せんけれど、価格の交渉にあたっては、当然土地は相手がありますから、その価格交渉の際で、

ある程度余裕を与えなければ、なかなかこちらの方から「買ってください」とお願いするとき

は、下げられるのが通常ですから、その辺のところで、やはり町側にある程度、議会としても

幅を持たせてあげなければならないと思うのですよ。しかし、今回定例会の中で、たまたま質

問、最終的にあれしましたけれど、町有林の売却がありましたよね。町民の財産に関しては、

一定の歯どめをして、金額も面積も幅をもう少ししっかりしたものをつくって、議会にすべて

出して、それで、町民の財産なのだから、決定してもらいたいと。こういったお話が清風さん

から出ているものですから、この土地の売却云々に関して若干異論が、もしかしたら出てくる

のかなと考えられるものですから、この点について少し、いかがですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） たまたま前回の特別委員会の中でこういう話が。実は、清風として提

案もしているのですね。町有財産の売却については、議会をきちっと通すルールをつくるべき

だということで、出しているのですけれど。今回の説明の中でもあったように、実は、町の基
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準ではなくて、市のルールで、うちのまちは運営しているのですね。できれば低く、もう少し

下げて、通常の町のルールにのっとって、この問題をきちっと議会に通して処理すべきだと。  

もう一つは、問題というか、課題としてあるのは、保安林として山林はあるわけですよね。

保安林としての役目もあるわけです。洪水を起こさないとか、いろいろ細かく言ったらそうい

うことなのですけれど、そういう大事な保安林を、もう少し議会に乗っけて議論した中で処理

すべきではないのかということがもう一つの点であったのですよね。ですから、やみくもに財

産全部売ってはいけないよと、残しておきなさいよということでは、実はなかったのです。こ

の間の話の中では、確かそういう話も出たように思いましたので、現実にはそういうことでは

なくて、議会にきちっと諮って処理すべきだという考え方が出ているものですから、余りそれ

にこだわる必要はないというふうに私は感じております。 

○委員外議員（山本浩平君）  わかりました。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

 どういうところを載せていくかということはございますけれど、大方の意見が出たと思いま

す。それで、ここに整理できるところから整理していくというふうにしないと、これはいつま

でたっても終わりませんので、まずそういうふうにしたいと思います。いいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） まず第１点。成案に盛り込む文章ではないですけれども、先ほど

からの議論の中で、やはり議会がどういう役割を、改革プログラムをつくる過程においてどう

いう影響を与えたかということでいえば、病院、保育所、プールについては、議会の意見を町

が取り入れて、主導的に行ったということなのですよ。主導は向こうにあったのですけれど、

事実、しかし、これは議会の意見を取り入れたということなのですよ。ですから、成案を変え

るのは、これからこの３つについては、町が変えてきます。しかし、議会の意見を取り入れた

ということで、私は今回、これは改革プログラム案の中間報告の中に評価として入れ、「成案は

こういう形でつくってください」ということを載せるべきだというふうに考えています。なぜ

かというと、これがなければ、議会の果たしている役割というのは、ないのですよ。今の私の

言い方少し悪いかもしれませんので、もう少し議会事務局と相談しますけれど、要するに、議

会がこのことを言って、町が主体的にこの改革プログラム案を成案化するのだよというような

ことなのですよ。ですから、今、できるのは評価しかないのだけれども、そういう形で、最終

案ではなくて、今回載せるべきだというふうに考えていますけれど、いかがですか。  

及川委員。  

○委員（及川 保君） 私も、これは中間報告の中できちっと、町の３つの出された結果につ

いては、評価をしてあげるべきだなというふうに、実は、考えております。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブも、この３点についてはこのとおりだと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 公明党です。私も評価する部分と相対して、こうすべきであるという
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中間報告のまとめについては、そのとおりでよろしいと思います。先ほどから言っているとお

り、最終的な報告の中には、いろいろな、例えば、今回プログラムに含まれない部分も、３年

後を見通した形の中での意見というのは、当然必要なことだと、私は考えております。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  中間報告については、全く異論はございません。ただ、この病

院につきましては、建て直しが含まれてくる場合の財源確保というのは、絶対これは必要なこ

とでありますので、これは最終報告なり、また違った形になるのかもしれませんけれど、必ず

議会としては、ただ「よかった、よかった」ではなくて、これはしっかり今後の押さえていく

課題だなというふうに思っています。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 大方の意見そうですので、議長よろしいですか。  

○議長（堀部登志雄君）  今、一応、小委員長から出された対案的なものが６項目ありました

よね。これを特別委員会でまた議論するという形になると思います。 

私、一つ。下水道料金の関係、いろいろな形の中で、それぞれの会計が、収支バランスを取

っていくという中で、やはり下水道の料金を、今回は、中ではアップしないで、水道会計の黒

字を取り崩すのだという形で、果たして皆さんいろいろな面で、ほかの面で言っていることと、

それと別な感じがしないかなと。例えば国保税なんかも、国保でやっているところで何とか収

支バランス取れるように、料金上げたりなんだりしていくのだけれど、下水道料金も、下水道

の会計というのは、赤字も一番大きいのですよね。そういった面で、適正な形で、今度アップ

しないという形で、今回見送るということになるのか。アップしないという形で、しないで、

黒字を取り崩してやりなさいよという形を、町にぶつけていくときに、議会としてそれがどう

なのかなと。もう少し皆さんで議論する、議論するためのたたき台として出すのだから、それ

はそれでいいとすれば、いいのですけれど。その辺は十分考慮して、特別委員会で議論をして

いただきたいなと思います。それでないと、ここの部分だけは特別で、下水道料金というのは

水道料金と違いますから、やはり受益者負担、ある人もない人もいるわけですよね。全部が全

部、町民全体が、水道というのは全部皆かかっていますよね。しかし下水道というのは、やは

り、入っているところの人しか使っていない部分があると。その中で、くどいようですけれど、

適正な形で、額を上げるということについて、見直していくということについては、議会とし

て、それも、「そちらの黒字がある分は、それは絶対だめだよ」というような形になるのか、な

らないのか。その辺十分考えて、議論していただければなというぐあいに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私先ほど、私が言ったことについての、多分話だと思うのですけれど。

私はこの水道料金の基金の切り崩しというのは、例えば、今、はっきり言ったら、すべてが上

がるわけですよ。すべてが上がっていく中で、例えば３年後に見直すという話があるわけです

から、３年間据え置きできないかという話が、例えばその部分だけでもですよ。そのかわりそ

れは、あくまでもこれから白老町が乗り切っていかなければいけない比率の問題があります。

その比率の問題があるので、その辺の整合性を考えた中で、もしできるのであれば３年間の据
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え置き。そういったことを含めた考え方の中で、先ほど私、少し言わせていただいたことであ

りまして、ですから、もしそれができるのであれば、本当に今、すべてが上がる中で、この部

分については、３年後の見直しの中でということができるのか、できないのか。それはやはり、

もう少し比率の関係をしていかなければいけないことだと思っていますので、私の言った意味

合いは、そういうふうです。  

○小委員長（大渕紀夫君） ここで結論出すわけには行きませんので、そういうこと、今、言

われたようなこと含めて、当然水道の普及率 92％ぐらいで、下水道の普及率 70％ぐらいだから、

92%のお金を払っている人が 70%の分の赤字、上がる分払うわけだから、そういう矛盾は、今、

議長が指摘したように、絶対あるのですよ。そのようなことは、はっきりしているのです。だ

けれどそれが、今の状況の中で許される中身なのかどうか。理論的にきちっと整理できるかど

うか、というあたりなのですよ。それはここで議論しないで、隣でやったほうがいいのかなと、

私は思うのですけれど。そういう視点だと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の議論は、「下水道の赤字に対して水道からのお金を持ってこ

い」という議論ですよね。これは、多分難しいと思います。ですから、方法としては、下水道

を上げるのですよ。そのかわり、水道の使用料を下げるのですよ。これしか議論の方法はない

のではないかなと思います。多分、企業会計ですから、お金をすんなりこちらに動かすという

ことにはならないと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ましてや、片一方公営企業会計で、片一方は特別会計ですから。  

○事務局長（上坊寺博之君）  上げざるを得ないのです。上げて、こちらをどのくらい下げる

かわかりません。  

○小委員長（大渕紀夫君） だけれど、一応私、一番最初に、正確に、下水道料金のアップ、

水道料金のダウンで見られないかと、ちゃんと言ったのですよ。 

○議長（堀部登志雄君）  何でも上がるから、短絡的と言わないけれど、上げるのは全部そち

らに、「抑えた、抑えた」と。「負担がかかるから、かかるから」と言うのではなく、もう少し

全体を見て、議論をしてもらえれば、おのずといい結論が出てくると思うのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） それをやったら、20％の水道料金下がった人は、もうかるのです

よ。下水使っていないから。そのようなことをいったら、議論にならないから。 

 先ほど、先に言いました評価の仕方は、評価と言わないで、議会の提案したことを、町がこ

れに盛り込んでもらえるという意味での、そこら辺うまく考えてほしいのだけれど、そういう

形で、先ほど言った、病院、保育所、プールについては、無条件ではないけれど、少なくとも

議会の意見をきちっと取り入れて、これをつくっていっているということでの表現は、中間報

告に入れると。これはいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 次に、プログラムの総合的な見直し修正を３年ごとに行うと。こ

れは、この計画書の中にないのですよ。毎年の進行管理は、当然やります。そこで、大きな見

直し。病院の建てかえだとか、下水道料金を上げるのは、大きいのがあります。そういうもの
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は、この大きな中できちっとやるという提起を。  

 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  ちょうど３年というのは、改選時期にもあたると思うのですよ

ね。ですからこれはやっぱりやるべきですし、特別委員会の中でも副町長が３年ごと見直しを

しますということで示唆をされていますので、これはぜひ盛り込むべきと思います。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか、これ。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。議長どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君）  確認なのですけれど。これは非常にいいことなので、ぜひやるべき

だと思うのですけれど。その範囲というのは、今、プログラム、10 年スパンでやっていますよ

ね。病院とか新たに入ってくるものあったり、これはよくなったといって、やめるものもある

のか、ないのかわかりませんけれど、やはりこれすべてを見直すという意味なのですか。１か

ら 10 年のスパンのやつを、３年たったら。  

○小委員長（大渕紀夫君） 私の認識は、そうはならないと思います。  

○議長（堀部登志雄君）  ということは、３年たったら、要するに、今、やっている職員の給

与カットも含めて、そういうのを含めて、全部一たんここで検証して見直すと、チェックする

というところまで、これは含んでいるのですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  例えば、職員の給与カットの問題が具体的に出ましたので、こ

れ今 20％ですよね。先ほどの議論の中で、早期の退職者の前倒しすることによって、１％だと

か、そんな話もありましたよね。ですから、その程度のことは、私は、３年ごとに今の 20 を

18 にするだとか、そういう議論が出てきてもいいと思うのですよ。どういうふうな形で、今、

日本製紙さんと旭化成さんしか大企業ございませんけれど、何らかの形の中で、何年間の間に、

大企業が来ないとも、絶対限らないと思うのです。そうなってくれば、税収も変わってきます

し、いろいろな面で変わってきますので、人口も変わってくると思いますので。全体的なこと

の、例えば 20％すべてということにはならないでしょうけれど、小さな項目に関しては、中身

を精査して、町民負担を減らせることができる内容のもがあれば、減らせばいいでしょうし、

また逆に、世の中がもっと疲弊した状況になって、上げていかなければいけないケースもあり

ますので、そういった意味合いでよろしいのではないかなというふうに考えますけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 私が思っているのは、根本はあると。この改革プログラムはある

と。その上に立って、「これは全部なしですよ、またもう１回、１からみんなつくるの。７年分

つくるの」と、そういうことではない。議長が言ったのは、そういう意味だと思うのです。私

はそうではなくて、これはこれとしてあると。これをベースに、しかし今、山本委員外議員が

言ったように、あるから絶対 20％やらないのかといったら、そうではなくて、状況によっては、

そこもやっているけれど、１％のダウンだってあり得ますよね。だから、ベースはある中での、

やはり見直しとしか私はならないと思います。そうでなくては、計画になりませんよね。  
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○議長（堀部登志雄君）  言葉じりつかむ限り、総合的に全部見直すとなると、その辺の皆さ

ん意思統一しておかないと。例えば新しく問題出てきたと。ある意味では、ずっと好転してし

まったと。そのときで一たん、きちっと再度見直して、負担かかっている分は多少下げてやっ

たり、これではとっても達成しないから、この分もう少しやらないとだめだよというような、

そのくらいのところまで、総合的にお互い見直していきましょうという意味でとらえていいで

すね。わかりました。 

○小委員長（大渕紀夫君） 皆さん、そういう認識ですよね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 言葉が適切なものがあればね。すべてを見直すということが指摘

されたものだから、総合的と一応したのですよ。全部すべてを見直すというのは、このベース

なのだけれど、年ごとに進行管理は全部やるわけですよ。だから、進行管理と同じではなくて、

やはり総合的に全体を見直すというか、どういうふうな状況になっているのかということを、

きちっと見直し、足すものは足す、引くものは引くと。こういうことだと思うのですよ。そう

いう意味で、言葉が総合的というのが正しくなかったら、どうぞいろいろな案があったら出し

てもらう。ただ、日常的に毎年やる進行管理と同じだという認識だったら、これはだめだと思

うのですよ。そこはやはり、ちゃんと３年間の総括をして、そして、これに基づいて新たな方

向を、残った７年をどうするかという、そういう形での議論になるというふうに考えています。

いいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 言葉については、見つからなかったら、総合的しかないけれど、

何かあったら言ってください。この２点については、いいですね。  

 次、保育所料金。なぜ保育所料金先にやるかというとね、保育所を評価するときに、矛盾が

出るのですよ。２年遅れをやらなかったという評価をしていながら、これは、「100 万円はなし

ですよ。ゼロにしなさい」というふうにすると、評価の部分から保育所は抜かなければだめな

のです。そういうふうになりますよね。理論的には、私はそうなると思っています。ですから、

ここの保育所料金については、私は下げてほしいのだけれど、そうも言えないのだけれど、要

するに、早い話が、そこの評価をどうするかということであります。ですから、百何万という

部分について、町は２年遅れをやめて、300 万円を 100 万円にしたのだけれど、ここの部分を

残すかどうかです。この点。向こうでかけるか、それともこちらで一定限度出してやるか。ま

た向こうでやったら、１から全部ですから、時間がかかってどうにもならないです。  

氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） これは、うちの会派からもいろいろ出ていた話です。特別委員会の中

で、ある程度の説明を受けて、そして議論が進んだと、私は考えています。ですから、議会が

提案し、それに対して町からの説明を受けて、町は譲歩してきたわけです。ですから、今後の

あり方も、これから考えていかなければいけない問題ですから、ゼロにするのが一番いいこと

だと私は思っていますし、うちの会派としての考え方ですから。ただそれ以上に、例えばこれ
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以上踏み込んだときに、今、委員長が言われたとおり、評価する材料がなくなるということが

一つありますよね。そう考えると、私は今の歩み寄りの中で、ここまで議会が示したことを、

例えば、町がのんで、今、こういうふうになったという部分では、私はこれで評価するべきで

はないのかなと、私は考えます。それをまた、特別委員会に持って行って、ゼロにする話を、

そこでまた議論するのかという話になってしまうと、何かすごく難しくなるような気がしてな

らないのですね。  

○小委員長（大渕紀夫君） そこら辺は自由に。向こうへ行ってやったほうがいいというので

あれば、それはそれで構わないですから。 

及川委員。  

○委員（及川 保君） 実はこれ、私ども提案していることなのですけれど、実は、ゼロにし

なさいということではないのですよね。先ほど来、全体の状況と同じで、一定の軽減させるべ

きだという考え方なのです。全くゼロにしなさいという話では、実は、ないということを、理

解してほしいのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 私のところも保育料百何万、タダにしなさいと、うちの会派は言

っているのですよ。書いていますから。ただ、今言われたように、２年遅れというのを、町は

譲歩して、最高限度額 3,000 円以上は上がらないようにというふうに、町はしてきたわけです

よ。そのことを、「だめだよ、それでは。もっと下げなさい」と、議会として言うのか、それと

も、下げたのだから、それで認めるというふうにするのかという、そこら辺のことなのですよ。  

○委員（及川 保君） そうなのです。だから、私は評価すべきだという意見です。  

○小委員長（大渕紀夫君） だから、そうなったら、これは消えるのです。どこからも何も載

らないと。これは抹殺です。あしたも言わない。何も載せない。中間報告に載せないのだから。

そうなると、評価の部分にはきちんと載ってくると。こういうふうになるのです。  

山本委員外議員。  

○委員外議員（山本浩平君）  私も特別委員会の中で、委員長から意見を求められたときに、

300 万円ぐらいだから、子育て支援の関係からいうと、ゼロにすればいいのではないかと。上

げる必要なしという意見を述べたのですけれど。町の努力をやはり認めて、今回のまとめでは

評価してあげるべきだというふうに思います。受益者負担の観点からいうと、例えば、これ、

プール通年になりますけれど、今まで取っていなかった、少年、少女から、お子さんから、料

金を多分取るような形になるのではないかなと、今、予測しているのですよ。これから会議あ

るようなのですけれど。ですから、受益者負担の関係からいうと、ゼロということにもなかな

かならない部分もあるのかな。そういうふうに考えますと、町がそこまで努力をされたという

ことであれば、議会は評価を、今回はしてあげるべきではないのかなと考えます。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 当初 300 万円が 120 万円になったということは、大変なことだと思う

のですよ。ですから、やはり評価すべきだというふうに思っています。  

○小委員長（大渕紀夫君） 議長どうぞ。 
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○議長（堀部登志雄君）  先ほど及川委員の会派で、議論も出たのですが。これは直接今回の

あれには関係ないようだけれど。要するに私が言いたかったのは、この保育料を取る、賦課す

る賦課の仕方が、サラリーマンは全部源泉徴収票でみんなやられると。一般の、例えば企業を

やっている人だとか何とかだと、ものすごくいいのだけれど、結局保育料ただみたいになる、

そういうのを何とか、そういう不公平さというものが何とかならないものなのかなと思って。

これは基準でちゃんと決まっているから、どうにもならないあれなのですよ。だから私は、「ゼ

ロにして」と言うのではなく、そういうところをもう少し公平に、何とかいい方法がないのか

なと言うのだけれど、これはないのですよね。そういう思いが、確かあったと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） それこそ資産割とか何とか、そういうのをつけることできないのです

か。本当ですよ。ただ、源泉徴収だけのあれでもって、高低が決まってしまうわけですよね。

だから、車乗って、松田議員が言ったように、結構いるのですよ。それは非常に不公平だなと

いう気がしています。  

○小委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それは、保育料の問題ではなくて、税制の問題ですから。税制

を問わないと、保育料でそういう話をすると、議論としては違うのではないかなと。  

○小委員長（大渕紀夫君） 気持ちはよくわかりますけれど、議論をする方向づけとしては、

今、局長が言ったような方向のようでございます。  

 この保育料金の 100 万円については、カットするということで、載せないということで。あ

さって、また意見出るかもしれませんよ。それはそれで、出たら、出たでいいと思うのですけ

れど。とりあえず、小委員会としては、保育所料金については、これは中間報告には載せない

という案で、本特別会議に臨むということでいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。それでは、これは載せませんよ。 

 それから、下水道料金のアップ、水道料金のダウンですけれど。これは局長が言ったような

形での話になっているのです。これについては、中間報告、この改革案に載せるということで、

どういたしましょうか。  

 及川委員。  

○委員（及川 保君） 非常に、特別委員会の中で、さまざまな議論を重ねてきたのですけれ

ど、やはり私は、この下水道と超過課税、小委員長のところでおっしゃった資産割の、この部

分しか残されていないと思うのですね。そうすると、何とかこの部分で、水道料の基金という

部分はあるのだけれど、話は具体的に出ているのだけれど。だけれど、それが厳しいなという

ことであるならば、逆に、近隣の市あたりから比べても、非常に高い水道料金になっているの

かな。そのあたりからすると、逆に、水道料金を若干下げるとかというような対策を、打てな

いものかどうか。このあたりを議論しなければいけないのかなというふうに思います。 

 それと、うちが提案しております、実はこのあとの会議の中でも出たのですけれど。効果が
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余りないよと。例の小さな部分の、この水源。本当にとめられないのだろうかということが、

また、実は出ているのです。だめだとは、効果が余りないというふうには、答弁はあったので

すけれど、このあたりもきちっとやはり、この厳しい非常時なのだから、一時休止するような

対策もすべきだというような案も出ているのです。このあたりも加味して議論していただけれ

ば、ありがたいなというふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  そもそも今回、国の見方が、今まで赤字会計でも目をつぶって

いた部分に関して、目をつぶらなくなったことによって、財政もこういったことになっていま

すよね。ですから、そういった考え方からいっても、これから国の考え方、私は変わらないと

思うのですよ。ここでやはり、少しでも赤字の部分を解消していく意味では、下水道は若干で

もアップして、黒字の部分の水道料、これは下げると。こういったことで、よろしいのかなと

いうふうに思います。以上です。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。 

 ここはやはり、１つ、２つは、町民の目線で。みんな町民の目線でやるのですけれど、私は

こういう提案をしないと。これは、町が受けるかどうかという問題です。受けないかもしれま

せん。しかし、整合性が取れるかどうか、いろいろな問題がありますけれど、理論的には成り

立つことですから、成り立たないということには、私はならないと思います。ですから、これ

は私は出すべきだというふうに思っていますけれど。もちろんここで出すというのは、隣に出

すということです。だから、そういうことで、これは中間報告に出したらいかがかということ

で、提起するということで、いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） ここで 12 時になりました。あと、超過課税と前倒しの件と２つ残

っているのですよ。いくらなんでも、遅くなっても、これは無理ですよね。ご飯を食べてから

やったほうがいいですよね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩とします。  

休憩 午前１１時５８分  

                                         

再開 午後 １時０１分  

○小委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

 午前中に、６項目中４項目は、一応、１日の特別委員会で話す中身としては、意思確認をい

たしました。あと、超過課税の関係なのですけれども、今、いろいろな意見が出ております。

一つは、国保の資産割の廃止の件。それから、土地の売却計画をプラスにするかどうかという

面。そして、振興公社の見直し分。軽自動車税のアップ。ふるさと納税については、まとめの

中でということになりましたので、それくらいの対応策を含めて考えながら、しかし、午前中

に行財政対策室から出された、実質固定資産税のアップ分、約半分になるということから、ど
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のような案を示せばいいかというあたりを、少し集中的に議論をしたいと。こういうふうに思

いますので、それぞれの各議員のご意見をたまわりたいと思います。どこからでも結構です。  

 及川委員。  

○委員（及川 保君） 議会としての修正も含めた考え方を、今、町に示そうとしているので

すけれど。この超過課税、町のほうからきょう示された、確かに効果としては、非常に効果額

の改定から算出すると、非常に効果が薄い状況になるということは、十分理解はしたのですけ

れど。数字がきょう示されたものだから、非常に苦慮しているところなのですけれど。 

町がやる、やらないは、実は、これは町の意思なのですよね。私達は、議会としての提示を

させていただくと。こういうことでありますから、例えば、1.5 だとか、1.55 というのは、き

ょう示された資料からすると、非常に厳しいなということはあるのですけれど、1.5 とか、1.55

というのは、逆に、論外だなと。これをやってしまうと、ほとんど中身のないものになってし

まうなというのは、非常に思うのですけれど。何とかこれを 1.6 とか、1.65 とか。1.65 という

のは、ほとんどあれかなとは思うのだけれど、1.6 ぐらいの感じで何とか、姿勢を示せないか

なという思いはあります。 

○小委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方どうですか。 

氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） ちょっとまだ、資産割の廃止の部分に関しては、理解できていない部

分があるのかなと思うのですけれど。例えば、先ほど局長が言われた部分で引っかかっている

のは、低所得者は低所得者。高所得者でも限界の部分まで行っている人方にとっては、さほど

の影響はないだろうという話がありました。確かに、低所得者層にとっては、それほどの影響

がないということであれば、この資産割の廃止含めて考えてもいいのかなと、私、思うのです。

ただ、中間層にほとんどの負担が、そこに集中してくるような形になったときに、それが一番

のネックではないのかなと思うのですよ。特に子育て世代、30 代、40 代前半。この辺にしわ寄

せが来るような形になれば、せっかくの・・・考え方はわかりますけれど、果たしてその政策

を議会として示したときに、この部分がはっきり見えてこないと、厳しいのではないかなと、

私は考えるのですよ。もともと理解が浅いせいで、そういう形で、断片的にしか考えられない

のかもしれませんけれども、私はなんとなくそんな感じがしてならない。  

それから、先ほども言いましたけれど、もしそういったことを反映させて、例えば 1.5％な

りの目標額を定めて行政に提示したときに、もしそれをやるのであれば、工業団地、それから

臨海部の土地造成に関しても、計画的な売却プログラムみたいなものをつくるべきだろうなと。

つくるべきということで、行政に対して提示していくことが妥当なのだろうと考えます。  

○小委員長（大渕紀夫君）  丸山課長に、そこら辺。我々だけが学ぶとか、そういう意味では

ございません。議論する上で、いたら聞いて。そして必要であれば、あさって、まだ説明を求

めるようなことが必要になると思いますので、少し聞きたいと思います。いるかどうかわかり

ませんが、来られるまで、ご意見ありましたらどうぞ。  

 問題は、この案が出されて、10％しか上がらないということに対して、一つは、我々がどう
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いう態度をとるのかということなのです。それと、その範囲での対応策、今、及川委員から 1.6

ないしは 1.65 という案も出たのですけれど。1.6 ということであれば、３分の１になりますよ

ね。ですから、そういうことを含めて考えなければだめだと思うのです。その結果を向こうに

持って行くのではなく、結果は向こうで議論するしかないのだけれど、しかし我々がまったく

そこら辺、何もわからないでやるわけにはいかないなという気がしているのです。私の認識も、

20%そのままという認識でしたから。そうなると、面倒かなと。対応策として考えられるのは、

今まで言っているように、国保の関係と、土地売却の分。これしかないのですよ。あとは振興

公社だとか、軽自動車税の関係ありますけれど、これはどれだけ見えるか全くわかりませんか

ら。新たな部分で提起はできますけれど。そうなると、どれだけのパーセントで、内容をどう

するかというあたりに絞られるということに、整理するとなると思うのです。  

 突然お呼び立てをしまして、申しわけありません。国保の関係の、資産割の件で、正確にし

ておきたいことがあったものですから、今、資産割を廃止するかどうかということを、国保協

議会の中で議論されているということは、承知をしております。 

 これは 18 年度の国保の状況が書かれているものなのですけれども、ここの部分で資産割

8,801 万 7,000 円というのがございますよね。19 年度分、8.76％というのがありますよね。こ

れをもし、この 19 年の例で廃止すると、今、町が目指している応能・応益、50 対 50 なのか、

いくらなのかわかりませんけれど、50 対 50 に近い７、５、２の減免認められる割合にしなが

らやると、この場合 8,800 万円の資産割をなくした場合は、まずどのようなことになりますか。

総額の７億 6,053 万 8,000 円、これは確保しなくてはいけないということになりますよね。総

額で。ということは、均等割と平等割と所得割が、相当数上がるということになりますね。こ

れは割合としては、どのようなことになるのですか。 

 小関主幹どうぞ。 

○町民課主幹（小関雄司君）  課長が出張しているものですから、私のほうで代わって。  

 今の、割合がどうなるかということなのですけれど、現実は、応能・応益の割合というのが、

50 対 50 が望ましいというふうに言われています。現実問題、今の平成 20 年度の賦課状況で見

ますと、今、60 対 40 になっております。60 の割合というのが、所得割と資産割が入った分が

60。あとの均等割と平等割、いわゆるどの世帯にも賦課されるという応益の部分が、40 の割合

ということになっています。基本的に、その中で今、例えば 20 年度の賦課状況の中で、そっく

り資産割を 8,800 万円抜いたとしても、その賦課割合というのは、極端に 50 対 50 に近づくと

いう形には、現実問題ならないと思います。60 の 40 が少し崩れるくらいの形にしか、今はな

らないと思っています。そういったもので考えますと、今までの所得割とか資産割に重きを置

いた部分が、６対４の形の中でありまして、基本的には均等割とか応益の部分をある程度上げ

ないと、50 対 50 には現実問題近づかないというような形になっております。その中では、資

産割というのが、基本的に運営協議会の中でも話されているのですけれど、今の時代、本当に

この資産割というのがあっていいものなのかどうかという議論まで行っていると。基本的に、

資産割を付加するということについては、固定資産税も既にきちっと、自分の資産としては持
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っていながら、それをまた、国保に課税になるということは、いわゆる二重課税だというよう

なことでも指摘を受けています。そういった部分では、運営協議会の中では、廃止するのが、

今の時代いいのではないかと。そういったことを受けて、うちのほうとしては、それに応じた

改正のあり方というものを、固めていきたいと思っています。ただ、先ほど言った、６対４の

割合というのが、いわゆる応能の部分に重きがあまりにも大きいものですから、資産を抜いた

部分で考えましても、均等割と平等割の応益の部分は、ある程度の額上げないと、確保できな

いというような形になるかと思います。答えになっているかどうかわかりませんけれど、そう

いう状況であります。  

○小委員長（大渕紀夫君） それぞれの委員さん、わからないところを含めて、ざっくばらん

にわかるところまで聞いてみたいと思いますので、どうぞ。  

氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 先ほども聞いていたのですけれども。資産割の 8,800 万円、これをな

くしたときに、均等割、平等割にかかる応能の部分ですか、ここに、そこでバランスを取って

いかなければならない形になるという話を、今、されていましたよね。低所得者と高額所得と

いうか、限界に来ている人方にとっては、さほどの影響はないだろうという感覚はするのです

けれど。逆に、どこに影響が来るのかというと、例えば、中間所得者、例えば 300 万円以上 400

万円以下だとか、その 400 万円前後、この辺にしわ寄せがくるのではないのかなという予測が

されるというか。そうなると、やはりその世代というのは、一番の子育て世代になってきます

よね。ここに対しての考え方は、果たして、どうとらえていいのかわからないのです。わから

ないので、今、お聞きしたいと思って、来ていただいたのですけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 小関主幹。  

○町民課主幹（小関雄司君）  今の運営協議会の中で話されているのは、今、言ったように、

当然所得割と資産割の部分が大きいということで、均等割と平等割の応益のほうを、基本的に

上げなければ、50 対 50 には近づかないということでは、我々の資料としても出しております。

その中で重きを置く、負担がかかるのが、やはり、低所得者よりも中間から上の方々が、現実

問題、負担が大きいのかなという形で、資料も提出しております。ただその中では、いきなり

急激な負担増というのは、やはり、運営協議会の中でも、「それは絶対だめだ」と。激変緩和措

置といったような、そういう措置を設けて、段階的に上げるのであれば、やぶさかではないけ

れど、いきなりの改正は認められないという回答も言っていますので、基本的には、ある程度、

３年なり４年なりの間で、改正額を徐々に上げていかざるを得ないのかなといった部分であり

ます。その中では、当然資産割が廃止ということになれば、その資産割についての保険税とい

うのは、負担がなくなると。基本的に、大体資産を持っている６割ぐらいの方が、今の年金受

給者といいますか、低所得者層に偏っているのですね。高齢化が著しいということで、そうい

った中では、低所得者から中間ぐらいの年金受給者の方々についてみれば、ある程度の配慮と

いいますか、軽減というのは、なされるのかなと。それと、50 対 50 に近づけることによって、

今の現在６割、４割の軽減が、７割、３割と。ある程度の所得の中間層の若干の階層に入るの
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ですけれど、２割の軽減をできるといった部分では、資産割がなくなるのと、軽減が１割上が

るということで、低所得者については十分な配慮ができているのかなと。そういう形には考え

ています。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） わかりました。その、低所得者に対しての軽減措置がなされるだろう

という、そういった予測はわかります。ただやはり、先ほど言ったとおり、中間層から高額所

得まで行かない、四百四、五十万円あたりまでの間の、そういった層に対しての考え方は、今

の激変緩和を取った形の中でやっていくと。そうすると、この３年なり４年の中で、上げ幅と

いうのは、段階的に上げていく、そういった手だてができるのだろうという話ですけれども、

段階的に上げていく上げ幅の・・・私達からいうと、今までいくら払っていた人達が、こうい

うふうになるのだというような感覚が、どうしても頭に浮かばないのですよ。激変緩和でもっ

て、一気には行きませんよと言いながらも、その辺の数字が、もし見えるのであれば。今、例

えば、年収 300 万円から 350 万円の方々が、今、実際はこのぐらいなのですと。激変緩和を使

ったときに、３年間の中で今の 50 対 50 に近づけていくのだという話になったときに、例えば、

１年後はこうなりますよ、２年後はこういう形になって上がっていきますよと。大体の試算は

出ているのですか。 

○町民課主幹（小関雄司君）  はい。  

○委員（氏家裕治君） 出ているのですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 小関主幹いいですよ。 

○町民課主幹（小関雄司君）  それについては、運営協議会の中で、きのうで第４回目終わっ

たのですけれど、その中で資料として、運営協議会のほうには提出して、それについて説明し

ている段階でございます。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） もしそういった資料が、確定的なものではないと言いながらも、例え

ば、国保会計のほうからそういった資料が出されているということであれば、今回私達の小委

員会の中でも、そういった疑問点が出てきました。そういった資料を少し見せていただきなが

ら、この点について詰めていくというのは、どういったものでしょうか。ここで詰める話では

なくて、特別委員会の中で、皆さんで。  

○小委員長（大渕紀夫君） 特別委員会の中で資料を配布するのであれば、要求してね。課長

なり誰かの許可が多分運協にかかって・・・運協終結していないのですよね。  

○町民課主幹（小関雄司君）  きのうで大体。 

○小委員長（大渕紀夫君） 終わったのですか。終わったのであれば、出せるかもしれません

ね。それは後で検討しましょう。  

○委員（氏家裕治君） わかりました。私の方からは、それだけです。  

○小委員長（大渕紀夫君）  ほかの委員の方。  

 少しね、いいですか。例えば、18 年度の例によれば、資産割をそのまま均等割、平等割に上
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乗せをすれば、応益・応能の割合が 55 対 45 になりますよね。そうすると、７、５、２はでき

るのですか。  

○町民課主幹（小関雄司君）  今の割合でしたら、ちょうどぎりぎり。  

○小委員長（大渕紀夫君） ぎりぎり。  

○町民課主幹（小関雄司君）  なります。できます。 

○小委員長（大渕紀夫君） 55 対 45 ぐらいまでは許されているのだ。  

○町民課主幹（小関雄司君）  それ以上の均衡を縮めるということで、認められます。 

○小委員長（大渕紀夫君） なるほど。ということは、基本的にいえば、この 18 年度の例によ

れば、資産割をすべて均等割、平等割にオンしなかったら、７、５、２にはならないというこ

とですよね。 

それで、もう一つ。７割軽減になりますよね。今まで６割の人が、７割になるというのと、

平等割、均等割、この 8,800 万円全部オンした場合は、上がるほうが多いですか。７割軽減で、

どれくらい上がるような計算になりますか。 

小関主幹。  

○町民課主幹（小関雄司君） 先ほど資料の提供と言われたのですけれど、その資料の中では、

個々の実質の収支に合わせたシミュレーションというのも何点か記載しています。その中では、

ほとんどの、いわゆるゼロ円に近い所得の方々というのは、おおむね軽減措置がされておりま

す。値上がりする人は、今の段階ではいないと見ております。  

○小委員長（大渕紀夫君） もう一つ。７、５、２の軽減措置がされた金額がありますよね。

トータル金額。その軽減額というのは、交付税だとか、それから調整交付金だとか、そういう

もので見られる部分というのは、あるのですか。 

○町民課主幹（小関雄司君）  財政安定化相当分というのが、交付税の中に一部ありまして、

その部分で若干。今の試算では、平準化になったことによって、1,700 万円ぐらい多くもらえ

るというような試算をしております。  

○小委員長（大渕紀夫君） それだけ。 

○町民課主幹（小関雄司君）  はい。  

○小委員長（大渕紀夫君） ということは、8,800 万円上げても、1,700 万円は国から来るから、

実質上がるのは、全部突っ込めば、7,100 万円と。 

 もう一つ。負担が一番かかるところで、平等割と均等割が上がる部分しかかからないのだか

ら、中途の所得割が、今の割合でいうと、とにかく 55 対 45 にしなければだめなのだから、こ

の例で言ったら、絶対に資産割は全部平等割と均等割にかからなければだめですよね。そうで

ないと、55 対 45 にならないのだから。そうなったとしたら、一番上がる人で、シミュレーシ

ョンで記憶があったら、一番上がる人で、どれくらい上がりますか。 

 どうぞ。 

○町民課主幹（小関雄司君）  定かでないのですけれど、１万円弱ぐらいかなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 年間、ひと月。 
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○町民課主幹（小関雄司君）  年間です。年間１万円弱。 

 基本的に、均等割と平等割を上げることは間違いないのですけれど、それだけでは当然、50

対 50 に近づかないので、そういった場合、資産割は廃止した分、またそれと同時に、所得割の

ほうも今、11%あるのですけれど、それが例えば９％とか、10％とか、それぐらいに若干下げ

ないと、平準化に近づかないというような部分で。  

○小委員長（大渕紀夫君） そうですよね。わかります。 

○町民課主幹（小関雄司君）  所得のほうは若干下げるということも視野に入れて、そういう

検討をしています。 

○小委員長（大渕紀夫君） それで７割軽減になって、低所得者の分はそれほど上がらないし、

最高上がる人でも１万円ぐらいしか上がらないのですね。 

○町民課主幹（小関雄司君）  はい。  

○小委員長（大渕紀夫君） どうぞ、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、委員長が言った 8,800 万円を、例えば、応益の部分に乗せたとき

の割合が、55 対 45 になるという話ですよね。今の 55 対 45 の考え方ですよね。そうですよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） だから、それだけでは、55 対 45 だから、まだまだギリギリ。こ

れは 18 年だから、今回新しくやったやつは、もっと所得割の割合が多くなって、ここで言って

いる 54.62 が 56 ぐらいだったらだめだから、それをもっと下げるという意味ですよね。 

○町民課主幹（小関雄司君）  基本的に今、後期高齢者の医療制度ということで、75 歳以上、

今まで国保に入っていた方は、丸々そちらに移られていますので、調定額そのものは、ぐっと

下がっていますし、このバランスもまた、そういう方々も資産割持っていれば、この額とはま

た、違います。ですから１億 6,000 万円ぐらい、調定額そのものが 20 年度は減っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 落ちている。 

○町民課主幹（小関雄司君）  はい。こういうことが今、現状としてはあります。  

○小委員長（大渕紀夫君） あさって１日が、特別委員会なのですよ。いよいよまとめの段階

に入ってきているのです。それで、これが一つの大きなウエートになっているものですから、

出せる資料と、この場合は、今までとは違った議論になります。あくまでも、議会が町に提言

するためのものです。そういうことで、資料提供と説明を１日の日にお願いできないかという

ことは、課長と話しておいてください。当然議会の事務局のほうからは、そういうふうに出席

要請をしてもらうように、まずお話をしますから。 

 ほかの方どうですか。主幹に何か聞いておくこと。おおむね理解できましたか。細かいこと

は後で資料を基に。ここでまた資料を見てしまうと、隣との関係がありますので。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは小関主幹、緊急に呼び立てまして、すいませんでござい

ます。ありがとうございました。  

 続行します。今の話を聞いてどうですか。おおむね理解はできたと思うのですけれど。  

 氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 私は、この資産割が減るというか、消えることによって、例えば、所

得割が上がったり、均等割、平等割全部にかかってくるのだなという感覚をしていたのですけ

れど、よくよく数字を見れば、そのとおりですよね。確かに、所得割と資産割の割合が大体 62％

ぐらいあるわけですから、そのうちの 12％を、逆に応益のほうに持っていくとすれば、当然所

得割も下がるという、下げなければならないという話ですから。その辺の応益負担の分も、今、

話を聞くと、ほとんどの低所得者の方々が、恩恵を受けるのだという話も今、出ていますので。

今の話の段階の中では、やるべきなのだろうなと。ただ、中間層の問題がありますから、その

資料の提示を、特別委員会の中で少し見せてもらって、そこでその議論は１回させてもらいた

いなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今の主幹の記憶が間違いなければ、一番上がる人で年間１万いく

らというのだから。 

○委員（氏家裕治君） それで今、激変緩和の部分も、措置を取るという話もしていますから。  

○小委員長（大渕紀夫君） だから、均等割、平等割は、かなり上がるのですよ。応益の上が

った分、全部こちらに来なかったら、55 対 45 にならないのだから。だけれど、そこが全部来

たとしても、７割軽減になれば、上がらないのですよ。引っかかるから。だからそうなると、

この場合は、資産を持っていても関係ないから、所得だけだから。だから、資産は固定資産税

で払っているから、こちらは軽減しましょうということなのですよ。 

暫時休憩します。  

休憩 午後 １時３２分  

                                         

再開 午後 １時３５分  

○小委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

それでは、超過課税の関係、国保の関係は、資産割廃止の方向で町も動いているようですの

で、その資料及び説明を１日に求めて、これは今までみたいに上げたらいいかとか、下げたら

いいかとかではなくて、中間報告に直接関係ある部分で認識を深めるという意味で、町側に説

明を求めると。そして、皆さんが納得されれば、この分、19 年度比で 8,800 万円ですけれど、

今のお話ですと、少し下がっていますから、それで 5,000 万円というのが。私が聞いたとき、

5,000 万円と言われたのです。後期高齢者の分が抜けてしまっていますから。だから、5,000

万円ぐらいはダウンできるということになると、半分の２億 4,000 万円のうちの１億円ちょっ

とが実質下がる分で、残る１億円のうちのこれを導入することによって、5,000 万円ぐらい下

がると。こういうことになるのですよね。あと、何％にして、土地の部分でどうするかという

あたり。実質の部分との整合性をどう取るかというあたりのご議論を願いたいと思います。国

保の部分を除けば、割合いくら下げるか。5,000 万円だったら、1.65 まで行っていると。そう

いう提起をしても、大丈夫ですね。1.6 にすれば、実質下がる金額よりも、もう少し上がるこ

とになるのですね。ここについては、小委員会としては、1.6 ぐらいは目指すという話は出た

けれども、１日の特別委員会の皆さんの意見に割合は任せますか。こちらで 1.6 とか 1.55 とか
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言っても、小委員会では無理ですよね。  

この説明を受けて、国保の説明を受けて。実質がこれだけで、国保の説明を受けたら、これ

から 5,000 万円また下がりますよね。その説明を受けて、パーセントどうしたらいいかという

ことと、小委員会の案としては、その穴埋め分については、先ほどからの意見を集約すると、

5,000 万円程度。5,000 万円以上無理だから。年間 5,000 万円程度の土地売却の分については、

こちらに入れると。そしてあと振興公社の見直し、軽自動車税の関係。ここら辺をプールしな

がら、パーセントは全体で考えると。対策は、そういう対策でどうだと。この国保と、土地の

売却と、振興公社と、軽自動車税と。この 4 本柱。軽自動車税は 100 円上げて、約 44 万円。

それぐらい以上行きますか。どうですか。 

皆さんの意見は、現状でいいと言った方、ほとんどいらっしゃらないのですよ。対応策さえ

あれば、「もう少し町民の負担を軽減して」というのだから。軽減する方向では検討したけれど

も、パーセントは行かないと。なぜかというと、このことがあるからだということにして、こ

れを説明してもらって、今の対応策で 1.55 にするか、1.6 にするか 1.65 にするかというあた

りの議論をしてもらうと。どうですか。  

いいですよ、山本委員外議員。 

○委員外議員（山本浩平君）  根拠が、少し見つからないですよね。私も気持ちとしては、及

川委員がおっしゃったように、1.7 ではなくて 1.6 ぐらいが望ましいのではないのかなと思う

のですけれど、根拠が見つからなくて、それで、少し困っているのですけれど。 

 全体の委員会の中で、皆さんの意見を聞いた上で、定めるべきかと思いますが。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員、そのようなところでいいですか。どうぞ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 軽自動車税ね。税金というのは、自動車というのは、年に１回ですよ

ね。100 円。 

○小委員長（大渕紀夫君） ごめんなさい。100 円上げた場合ですよね。 

○委員（近藤 守君） 200 円ぐらいにしてもいいのかな、という意見なのですよ。100 円でも

200 円でも、今からそんなに、あれだと思うのですよ。そうすれば、ほかのほうもちょっと緩

和できるのかなという気がするもので。  

○小委員長（大渕紀夫君） 例えばの話で、すいません。そこら辺含めて。 

 そのような形で、あと２回ありますので、あしたの説明で、町の説明は終わりにしますけれ

ど、この説明と、国保の説明だけを願って、そして、あさって集中して、意見集約をしてもら

うと。それでしたら、超過課税の分については、そういうことでいいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 最後。21 年度以降の退職者。これを前倒しにして、浮いたお金は

職員給与削減に入れるというのが、少し考えたのですけれど。改革プログラムの 54 ページをお

開きください。これに、20 年から 25 年まで辞める人で、35 人くらい定年になる人がいるので

すよ。退職というところ。それで、ここの部分で、ここの部分ということはないのですけれど、

全体ですよ。オールでもう１度、希望退職を募ってみてはいかがかと。おおむねこの 21 年から
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28 年までの間に定年になる方 36 名ですから、そのうちの 20 名ぐらいを前倒しで、勧奨退職を

募ると。もちろん、そうでない人もいらっしゃる。そのことによって、ざっと計算しても、半

分ぐらい辞めたら、これは結構な金額になるのです。5,000 万円ぐらいになるのかな。職員削

減数、早期退職３億 9,000 万円だから。そこで辞めた分の人の分を、パーセントの上置きにす

れば、給与削減の内訳で、単年度約３億 4,000 万円ですね。３億 4,000 万円だったら、5,000

万円だったら、何％下がりますか。７分の１だから、３％ぐらい下がるのですか。ただこれは、

提案するだけで、あれですね。目標額は出ないのですね。考え方としてこれを提起して、「この

分下げられるようにしたらどうか」というふうにしか言えないのですね。  

山本委員外議員。  

○委員外議員（山本浩平君） 寿幸園と同じように、保育所の民営化によって、また、来る方々

というのも、結構いらっしゃると思うのですよね。その辺もやはり考慮して、数字の中に入れ

ておいたほうがいいかなと。丸々36 人ではなくて、もっと。その分ふえていくと。ふえるとい

うか、36 人もいない格好になってくる可能性ありますよね。その辺考慮すべきことが１点と。 

もう１点は、今、このタイミングで、議会の意見としてね。みんな思っていると思うのです

よ。職員の給与 20％カットは、できるだけ早いうちに、10 年間でなくて、少しでも早い年数の

うちに、解消したいという思いは、議員の皆さんあると思うのですけれど。議会がそれを町に

提言したとなると、町民から見てどうなのかという部分もありますよね。その辺、どうなので

すかね。町民に対して今、これから痛みをやろうとしているこのタイミングのときに、給与削

減に関しては、町側からの提案ですよね。議会が提案して、20％はやりすぎだったから、18％

や 17％に変えたいのだということではないですよね。タイミングとしてどうなのかなと。意見

としては、やるべきだとは思いますよ。少しでも戻すべきだと思います。というのは、職員の

やる気の問題ですよね。特に若い人達の。これはやはり、どこまでキープできるかという、希

望が全くないまま 10 年間も行くのと、そうでないのとは、全然違ってきますから。そういうふ

うに少し感じているのですけれど。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も、ただこの 36 名の方々が、勧奨退職がもし可能であれば、それは

進めていくべきだなと思います。ただ、目標額として、どのくらい設定できるかということが

一つ大きな問題だと思うのだけれど。私が今、一番大きな問題は、職員の給与削減 20％、今や

っていますよね。それはいいと思います。だけれど、例えば 40 代以降の人方の、子育てしてい

る人もいます。何している人もいるけれど、そういった人方と、逆に、入って５年目だとか、

そういう人方も同じく 20％削減されているわけですよね。そういうふうになると、民間と比べ

たときに、これからの世代の人方、民間より今、低いのではないですか。給与体系的な部分で

考えると、その変どうなのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 57 ページの一番上。平均削減率というのが出ていますよね。給与

月額の。だから、上に行けば行くほど、削減率は高いのですね。だから、平均パーセントで 19.2％

という意味ですから。 
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○委員（氏家裕治君） そうですよね。大体 13％から 18％ぐらい、３、９ぐらいまでとか。も

しそういった財源が確保できたときに還元するのであれば、私はそういったところに還元すべ

きではないかなと思うのですよ。例えば、３年の中で見直したときに。そういったものができ

るだとかなったときに。なおかつ、まだいろいろなものがこれから出てきたときに、全体的な

部分での振り分けというか、そういったものが必要になってくるのではないかなと思うのです

よ。給与の今、20％という一つのラインの中で話をしていますけれど、まず手をつけなければ

ならないところがあるだろうと。そこにまず手当をしなければ、若い人方、多分そうなってい

かないような気がするのですよ。我慢はする、決意してやっているわけだから、そのようなこ

とを私達が考えることはないのかもしれないけれど、でもやはり、手当しなければならないと

ころというのは、あると思うのです。ですから、それが全体でやるのか、それとも 30 代前後の

人方に対して１％でも減らしてあげることが大事なのか。それはこれからの議論になってくる

のでしょうけれど、考え方からすれば、そういう早期退職の方々がもしいらっしゃれば、そこ

で上がってきた財源については、そういった職員に対しての還元というのが望ましいのではな

いのかなと思いますけれど。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 私は、今の前倒しをして、少しでも職員の給与を改善させてあげると

いう部分で、確かに山本委員外議員がおっしゃった部分は、議会として、本当に町民に対して

どう説明するかという部分が出てくるのですけれど。ただ、議会もここについては、非常に、

私達も含めてやってきましたよね。やはりきちっと町民の目線に立てば、職員が多いという。

何とか身軽にならなければいけないということで、そういう部分では言ってきたのですけれど、

その部分でいえば、この前倒しの分についても、私は十分町民に説明できうるというふうに判

断するのですけれど。これをそれでちゅうちょして、ここでできないなというような部分では、

私は余り考える必要ないなというふうに思うのですが、皆さんどうでしょうか。逆に、この特

別委員会が、そういう部分できちっと考えているよと。議会もこの部分については、考えてい

るよということを、しっかりと言えることになるのではないかなというふうに思うのですけれ

ど、いかがですか。言われていることは、十分わかります。確かに、率直に、感情からすると

ね。やるわけですから。退職をまた、前倒しで募るわけですから、それは十分。 

○小委員長（大渕紀夫君） 論理的に言えば、私はこういうことになると思います。町民の皆

さんの固定資産税については、下げましょうと。こういう議論になっているわけです。それは、

そういうふうな状況になりつつありますよね。当然町が考えたこと、固定資産税も町が考えた

ことなのですよ。議会が考えたことではないのです。それから、職員の皆さんの給与削減、人

員カットも、町が考えたことなのですよね。しかしその割合を見ると、いろいろなことがあっ

ても、この計画書に出ているのは、60 億円ぐらいが 10 年間で職員のカット。一方、固定資産

税の超過課税分は 18 億円という状況ですよね。そうなると、その 18 億円の部分を「下げて」

というわけですから、これはもちろん手当をどこかでしようということを考えて、動かさない

でやれれば一番いいということで、やっていると。ということは、職員の給与を何％とかでも
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戻すのも、違うところから財源を持ってくるといったら、そういう議論になるのだけれど。こ

こで人員をもう少しスリムにしたほうがいいというご意見も、議会の中であるとしたら、その

ことと、これをリンクすることは、理論的には私は成り立つなというふうには思っているので

すよ。だから、スリムにするという意味が、嘱託職員も臨時職員も全部含めて、トータル的に

含めてということになるのかどうかということはありますけれど、そういう意味でスリム化す

るということを生かすのであれば、そこで生かして、その分は職員の部分を元に戻すというの

は、論理的には成り立つなというふうには、私は思っているのですよ。だから、そうでないと、

どこかをいじくらないとだめになります。今の案というのは、いじくらなくてできる案なので

すよ。そこが少し、考え方としてはいいかなというふうに思っているのですけれど。整理する

と、そういうふうになるのかなと思うのですけれど。 

 及川委員。 

○委員（及川 保君） これは、実は、特別委員会の中でも、意見として出ているのですね。

スリム化も当然、総意としてするべきだと。しかしながら、職員の給与体系は、やはりきちっ

ともとに戻すべきだろうという意見は、しっかりと出ているのですよ。そこを考えたら、何も

臆することというか、考えることは何もないなと、今、小委員長の説明のあったとおりだと思

うのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） ただ、これをやっても、退職者がいなかったら、どうにもならな

い話なのですよ。そこら辺が、今までとは違った状況なのですよ。今までは、健全化計画をつ

くるという、これをつくるという目標ですから、だから、役場の職員が辞められたことが、自

分達の給与戻ったことになるという、自己矛盾みたいなことが、職員の中には出るだろうね。

当然私は、出ると思いますよ。ほかの人の犠牲の上に、はっきり言えば、給与が上がるわけだ

から。そういうところもある中で、どれだけの方が応募していただけるかわかりませんが、し

かし、ゼロということもないとは思うのです。やはり、スリム化ということで言えば、そうい

う方向づけも、一つは方法かなと思うから。この問題、特別委員会で提起だけはしますか。 

近藤委員どうぞ。  

○委員（近藤 守君） 確認したいのですけれど。今回の人員削減のときに、特定嘱託制度と

いう制度で、何人か定年退職しましたよね。あれは、今回１期限りですか。ないのですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） ないという話でした。  

○委員（近藤 守君） そうすると、今回この立場の人方がなると、今度その処遇がどういう

ふうになるのか、非常に心配されるのですよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 特定嘱託との関係が。 

山本委員外議員どうぞ。  

○委員外議員（山本浩平君）  小委員長に少しお伺いしますけれど。例えば、今の話、ざっく

ばらんにお尋ねしますけれど。組合だとか、そういったところとの何か協議というか、あった

のかどうなのかですね。というのは、例えば、10 年間で 10％を、９年間にするのも一つですよ

ね。もとに戻すという説ですね。ですけれど、そうなれば、若い人達はそういうふうになるか
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もしれませんけれど、あと３、４年で退職される方達は、それをやったって自分達がいる間、

何も 20％カットのままではないかという話になってきますよね。その辺もあると思いますので、

この給与カットに関しては、町側から出てきている話ですので、組合とも協議された中で出て

きたことだというふうにも聞いていますので、その辺のところざっくばらんにどうなのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５８分  

                                         

再開 午後 ２時０５分  

○小委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

 文章はどういうふうにつくるのか、考えなければいけませんけれど、21 年度以降の退職者が

いらっしゃるわけですけれども、この中での勧奨退職による前倒しを行うと。それはあくまで

も行政のスリム化を前提としたものとして、何人辞めるかはわからないですから、お金は計算

できないけれど、少なくてもここで財源を生み出すということで、一つの定義を行うと。それ

が全体の中でオーケーになるかどうか。使途についてはいろいろございますから、見直しの中

できちっとするというような定義の中で、この問題を提起すると。これはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは一応６項目全部終わったわけですけれども、このほかに

何か議論しておくことがありましたらどうぞ。 

山本委員外議員。  

○委員外議員（山本浩平君）  冒頭に言い忘れましたので、皆様方に再度意見を拝聴したいの

ですけれど。今のことにも少し関わってくるとは思うのですよね。  

 うちの会派から出していたことで、これに関しては皆さん余り異論がなかったような気がす

るのですけれど。外部団体に出している人件費の削減の問題ですね。これこの前、広報広聴常

任委員会の分科会で、産業厚生常任委員会という形の中で、社協と懇談会したのですね。非常

に温度差を、皆さん分科会の人達は感じたと思うのですよね。と申しますのは、今までの地域

の福祉のことを担ってきたのは、社協しかなかったわけですから、ずっとそれでやってきたと

いうことは、歴史的な背景はよくわかるのですけれど。今や非常に、民間を育てるのではなく

て、民間と争っているような状況に、福祉サービスに関しましては出ていますよね。事業をど

んどん展開して、事業そのものが膨れ上がっている状況。これはやはり、議会のほうは若干異

論がいろいろ出ていたと思うのですけれど、懇談会の中で非常に、何と申しますか、相手方と

考え方の温度差があったのですよね。これは仕方ないことかもしれませんけれど、温度差があ

りました。社会福祉協議会ばかりではなくて、商工会あるいは観光協会、いろいろなところが

あると思うのですけれど。これだけ財政が厳しい状況の中で、そういった活動している団体も、

今、白老町がこういう状況なのだということを理解していただくためにも、もう少し。削減は

していますけれど、さらに、そこは削減をして、協力をしていただくような体制を取っていっ

て、そして、先ほどの職員の給与を上げていくことにもつながるとも思いますし、そういった
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ことはやはり、必要じゃないのかなと。まとめの中で差し支えなければ、入れさせていただき

たいなと思うのですけれど。皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 新風さんの意見と、私どもの意見と、全く同じだというふうに確信し

ております。実は、この部分についても、私ども提言させていただいておりまして、大型人件

費を含む大型補助金、この部分についてはきちっと、責任ある状況をつくるべきだと。それも

早急につくるべきだというのは、実は、超過課税の部分で、私どもの会派では議論をしてきた

のですよね。これが今回盛り込まれないとなると、少し不本意だなという思いは持っていたの

ですけれど。今、新風さんのほうからきちっと出されましたので、このあたりの議論をぜひ、

私、皆さんお聞かせいただきたいなというふうに思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私はこの問題については、先ほどから出ている行政のスリム化という

方向性の中で、考えられていくべきことだなと思います。これがないと、例えば、今まで行政

がやってきた、これは行政がやってきたことだからということでもって済まされてしまえば、

何も変わらないですよ。役割として、行政がやってきた役割、それが今、目的を達成し、そし

て今、民間にもし譲っていけるものがあれば、譲っていこうという考え方でもって、今までず

っと来ているわけですから。私も今、山本委員外議員が言われたとおり、この間産業厚生常任

委員会の中で、そういういろいろな懇談をさせていただきました。その中で感じた矛盾という

のは、その１点なのですね。ですから、果たしてきた役割というのを、絶対否定するものでは、

何物でもないですから。ただ、そのまま、このままずっとこれからもこういう状態で持ってい

くのかというのとは、また別だと思うのですよ。あくまで行政のスリム化ということで、１点

で考えるのであれば、限られた人間の中からどうしても出さなくてはならないと思えば、出さ

なければならないかもしれないけれど。例えば商工会にしたって、どこにしたって、本来もう

出せない状況のやつを、はっきり言ったら、無理やり今、出していますよ。そんな話がこれか

ら、来年、再来年、また同じような状況が続くのかと言ったら、決して違うと、私は思います。

これだけ白老町の財政が厳しい中で、きちんと独立してやっていかなければいけないところは、

独立してやっていってもらうと。それでできないというのだったら、私ははっきり言って、い

らないような気がするのですよ。確かに商工会の会員数も、だんだん今、減ってきている状況

にありますし。いろいろな状況はあると思いますけれど、その中でもって、切磋琢磨して頑張

っていかなければならないことというのは、絶対あると思うのですよ。なおかつ、私達が見て

も、細かいことは言いませんが、はっきり言って、むだがあります。会議一つ取っても、むだ

があると思います。そういったところは、自主的に改善していかないと、何か町から見守られ

ているから、やれるのかなという感覚が、まだまだ抜けていない。行政の今の必死さというの

が、まだまだ伝わっていない部分があるのかなと思います。その辺については、私は先ほど言

ったとおり、行政のスリム化というこの１本の筋からしても、その辺についてはしっかり意見

を言っていくことだなと思っています。  
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○小委員長（大渕紀夫君） なぜ私がここに入れなかったかということなのですよ。それは、

この改革プログラムに盛り込ませるのと、まとめで言うのとは、私は全然違うと思っています。 

改革プログラムの場合は、例えば、こういうことです。社協さんの場合は、私は同じ考えで

すよ。同じ考えなのだけれど、これは相手との合意が必要なのですよ。こちらが一方的にやる

というわけにはいかないのですよ。ですから、今、出せるとしたら、こういうことなのです。 

例えば、商工会に出向している町の職員については、これは引きはがすと。人が足りないの

だから。こういう提案を盛り込めというのであれば、それはいいのですよ。だけれど、社協の

補助を、「320 万円のやつを 220 万円にして」と言ったら、何が根拠だと、こうなるわけです。

だからそれは、相手との話がない中で、議会で提案したら、議会の横暴だと、必ずなります。

町にはいくら言ってもいいのですよ。だけれど、改革プログラムに載せるときは、私は合理性

と相手とのことを含めて。ですから、高齢者大学のこと、それからバスのことは書いていない

というのは、それと同じことで、書いていない。ただし、まとめで、特別委員会が終わるとき

に、まとめの中で、そういう議論をどんどん載せていくというのは、私は全然構わないと思い

ます。ただ今回、これに載せるときは、「補助金をなるべく減らしなさい」というふうには載せ

られないと、私は思っています。商工会に出向しているのでだめだというのはいいのだけれど、

そうでないのについてはどうなのでしょうか。それはあくまでも私の考えです。ですからそこ

の根拠をもう少し、理論的に整理できるのであればいいとは思うのだけれど。そこがちょっと。 

○委員外議員（山本浩平君）  小委員長、質問なのですけれど。振興公社はどういう表現をさ

れるのですか。廃止ですか。どういう表現をされるのですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 振興公社は、町が改革案を出していないただ一つのものなのです

よ。だから、私が言っているのは、出しなさいということなのですよ。補助団体については、

改革案が全部向こうから出てきているのですよね。こういうふうにやるとか、資料も全部出て

きているのですよ。振興公社だけ、何もないのですよ。振興公社何も手をつけないで、何もや

らないのかと。おかしいのではないかと。こういうことなのです。そこで出たお金は、ここに

入れるよと。へ理屈みたいですけれど、一応私はそういう理論的な根拠をもって、やっている

つもりなのです。  

私はそう考えていると。皆さんあったら、言ってくださいよ。そんなことではあれですから。  

○委員（及川 保君） ということは、最終まとめの中で、きちっと大型の補助金の場合は、

最終的にやるべきだということでよろしいですね。  

○小委員長（大渕紀夫君）  それは入れるべきだと思いますよ。そのときは、たとえば、港も

やめてという意見も出ていましただとか、書いていいものは全部書くと。そうでないと、これ

しか議論していなかったなどとなってしまうと、何十回もやっているのに、おかしいですよね。 

ただ今回は、港のことにも一切触れないというのは、全体の意見でないから、私は触れないと

いうことなのですよ。 

 ほか。なければ１回確認します。一つは病院、保育所、プールについては、町の判断を評価

しつつ、プログラムとの直接的なかかわり合いがないのだけれど、評価をして、その上に立っ
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て成案をつくってくださいということを言う。この趣旨は何かというと、議会が提案して、少

なくとも改善をしていただいた点も部分としてありますから、そういうふうにすると。 

 プログラムは、総合的な見直し修正を３年ごとに行うと。下水道料金のアップについては、

水道料金のダウンで整合性を取ると。超過課税については、現状の説明をまずしていただいて、

実質上がるのがどれくらいか、きちっと確認した上で、1.6 前後の、このパーセントについて

は、１％にするか、1.5 にするか、0.5 にするかというのは、皆さんの意見も聞くというふうに

したいと思います。そういう中で、一つは、そういうふうにダウンをするということについて

言えば、一致をしたいと。その中で国保税の資産割の廃止、これは 4,500 万円から 5,000 万円

というふうに聞いていました。この説明も受けます。足りない分については、土地の売却計画

を 5,000 万円以内で改革プログラムに組み込むと。これは、臨海部土地造成と工業団地の部分

です。組み込むと。根拠は、当初は少なくとも 15 億 8,000 万円売るということになっているわ

けですから、その意志はどこへ行ったのだということでやると。それから、振興公社の見直し

分。軽自動車税のアップ分。軽自動車税については、案としては平均 200 円ぐらい、全部押し

鳴らして、平均で 4,400 台掛ける 200 円ぐらいでどんなものかという、意見としてはあると。

ほかのことについては、まとめで行うというふうにしたいと思います。  

 最後に、平成 21 年度以降の退職者 36 名について、前倒しで勧奨退職を募ると。それは、役

場のスリム化をより一層図るための処置とすると。  

この５点で、一応あさって提起をして、中間報告、成案に盛り込む部分として議会で議論を

してはいかがかと。ついては行財政対策室、次に、町民課からの説明を受けた後、この議論を

行うということで、いかがでありましょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

 及川委員。  

○委員（及川 保君） 特別委員会、１日、10 時から行われるのですけれど、今、小委員長が

説明されたとおりに、これは進める。皆さんの意見を求めて進めるわけですけれども、そこで

決定していくわけですよね。これはレジメをきちっとつくって、その辺をお願いしたいなと。  

○小委員長（大渕紀夫君） 細かなものはできませんけれど、箇条書き程度でやりながら、若

干説明をして、箇条書き程度で皆さんに配布すると。これと運協の資料については、オーケー

が出れば、これと運協の資料は出してもらって、この説明を受けるというあたり。これはあく

までも成案をつくるためのもので、質疑のためのものではないですから、質疑はやるけれど、

成案をつくるための説明だと。そこは、はっきりさせてやる。どこら辺までかわかりませんけ

れども、事務局と相談しまして、最低箇条書き程度のものは、整理をしたいというふうには考

えています。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

 それでは、１日終わって、そこで問題が出れば、４日に小委員会をやります。予定になって

いると思いますから、そこのあれに入っていますから。４日の 10 時から。必要であればですよ。

必要であれば、１日の議論を聞いて、４日、午後からはだめなのです。午前中しかできないの

です。午後から視察か何かあります。それで、これ皆さん見たら出ていますから。４日の 10

時から。ダブれるのです。全部議運ですから。ダブれるのです。違う場所でやりますから。 

○委員（及川 保君） 小委員会だからいいのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうです。ダブれるのです。確か私、根拠があってやった。必要

なかったらやりませんよ。５日もどうなるかわかりませんから。委員長わからないですよね。  

○委員（及川 保君） ５日はまだわからないです。１日の進行で。 

○小委員長（大渕紀夫君） １日の進行状況を見て、必要であれば、小委員会どこかでやらな

ければだめになったら、５日に向けてやります。都合が悪かったら、いろいろ少し考えますか

ら。今、決定したわけではないけれど、一応案としては、そういうふうに持っているというこ

とで、ご理解願いたいと思います。 

 終わってよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、財政健全化の小委員会を以上で閉会といたします。 

ご苦労さまでした。 

（午後 ２時２４分） 


