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平成２２年白老町議会白老町財政健全化に関する調査特別委員会会議録 

 

平成２２年 ９月２７日（月曜日） 

   開  会  午前１０時２９分 

   閉  会  午後１４時０７分 

                                           

○会議に付した事件 

 （１）新財政改革プログラム改訂版の説明について 

                                            

○出席委員（１３名） 

 委 員 長  及 川   保 君    副委員長  近 藤   守 君 

 委 員  本 間 広 朗 君    委 員  前 田 博 之 君 

 委 員  西 田 祐 子 君    委 員  山 本 浩 平 君 

 委 員  玉 井 昭 一 君    委 員  斎 藤 征 信 君 

 委 員  大 渕 紀 夫 君    委 員  土 屋 かづよ 君 

 委 員  松 田 謙 吾 君    委 員  氏 家 裕 治 君 

 委 員  吉 田 和 子 君    議 長  堀 部 登志雄 君 

                                           

○欠席委員（１名） 

 委 員  熊 谷 雅 史 君 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名 

      副 町 長    目 時 廣 行 君 

      行財政対策室長    山 口 和 雄 君 

      総 務 課 長    田 中 春 光 君 

      財 政 税 務 課 長    大 黒 克 己 君 

      収 納 対 策 室 長    野 本 裕 二 君 

      都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

      上 下 水 道 課 長    須 田 健 一 君 

      総 務 課 主 幹    小 関 雄 司 君 

      産業経済課主査    久 保 雅 計 君 

      産業経済課主査    大 塩 英 男 君 

      産業経済課主査    太 田   誠 君 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 
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      事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

      参      事    千 石 講 平 君   
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 白老町財政健全化に関する調査特別委員会を開催いたします。 

                                 （午前１０時２９分） 

                                           

○委員長（及川 保君） お手元に資料が示されております。本日もこの資料もございますので、

それらを含めて説明を求めたいと思います。目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） おはようございます。財政健全化に関する調査特別委員会の冒頭にあた

りまして私のほうから一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。平成 19 年度からスタートしま

した新財政改革プログラムに基づくさまざまな対策を実施して３年をたとうとしております。その

間、町民の皆さま、そして町議会の議員、そして関係各位のご理解とご協力、また町職員の努力に

よりまして当初計画以上の良好な改善が図られてまいりました。しかし新たな行政事業の発生や国

の制度改正により財政収支の見通しに乖離が生じていることや、一定の計画期間が経過しているこ

となどで対策の見直しをする必要があり今年度において今後の収支、見通しを含めたプログラムの

見直しの作業を行ってまいりました。このたび、第１次改訂版の案が策定いたしました。現段階に

おきましてもすべての赤字解消がされたわけではございません。今後も健全財政を目指して赤字の

解消に向けた対策を引き続き講じていかなければならないものと考えております。町民をはじめ、

議会議員、各位のさらなるご理解とご協力をお願いするものでございます。なお、第１次改訂版の

内容につきましては順次担当職員から説明をさせていただきますので、当特別委員会におきまして

十分なるご議論をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） それでは資料に従って説明を求めます。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは私のほうから今回のプログラムの第１次改訂版について

順次説明をさせていただきたいと思います。まず、事前にお配りのプログラム（案）の第１次改訂

版、これを先に一通りご説明をさせていただきまして、その後本日配布してございます給与関係の

資料、それから第三セクター等改革推進債の概要の資料、それと水道料金の関係、この三つの資料

をお配りしてございますが、一通りプログラム（案）を説明したのちに、こちらのほう詳細につい

て説明をさせていただきたいと思います。まず、プログラムの説明に入る前に、今回のプログラム

につきましても前回よりは若干中身精査をしてございましてボリューム的には若干少なめというこ

とになってございますが全部で 64 ページということで一つ一つ説明をするとかなりの時間を要す

るということで事前に資料等もお配りさせていただいている関係もございまして要点、概要のみと

いうことで今回説明をさせていただきたいということでよろしくお願いしたいと思います。 

 まず、第１次改訂版の今回の構成について前段で説明をさせていただきます。まず目次をお開き

願いたいと思います。当初プログラムにおきましては、最初に新財政改革プログラム策定にあたっ

てという項目が１番最初にあったのですけども、今回は第１次改訂版についてということになりま
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す。それと、第１章、第１次改訂版では、これまでの取り組みと効果ということで記載してござい

ます。当初プログラムにおきましては、出たての地方財政健全化法の法律の説明を載せてございま

した。第２章につきましては、財政の現状と財政収支見通し、これは当初と同じ章立てになってご

ざいます。それから、第３章でございますが、当初プログラムで財政悪化の要因ということを詳し

く説明をしてございましたが、これは今回につきましてはある程度整理をして最初の第１次改訂版

についてという中に概要を説明しておりますので、この章立てについて今回は削除してございます。

新たに第３章としては前回当初の改革プログラム、これが１章ずれてございますが同じような内容

になってございます。それから当初の第５章、それから今回の第４章、対策見直し後の財政収支見

通し、これも同じ内容になってございます。第１次改訂版で新たに追加した、第５章これが今後の

課題ということで、これについて掲載してございます。あと、最後の第６章については行財政運営

のガイドラインと進行管理、これについては当初プログラムと同様の内容になってございます。 

 それでは１ページをお開き願いたいと思います。新財政改革プログラムの第１次改訂版について

ということで、１ページに記載してございますが中身については５つの項目になってございます。 

 まず１つ目として上段については、当初プログラムの策定の主旨、目的について記載しておりま

す。２つ目の２段目です。これについては財政悪化の要因の概要、当初プログラムで第３章でお示

しした内容についてここで概略を述べてございます。３段目におきましては、当初計画以上の良好

な改善が現在図られている内容。４番目につきましては、今回の改訂版策定の主旨について。最後

は町のプログラム推進の責務について。この内容で改訂版についてということを述べてございます。 

 続きまして、２ページになります。第１章、これまでの取り組みと効果。第１節、再建対策の実

施状況ということで、ここにおきましては平成 19 年度からスタートしたプログラムの財政再建のた

めの具体的な対策の総括的な実施状況を示してございます。まず、１番目の歳出削減対策としては、

（１）人件費対策、これについては計画どおり実施しており見込み以上の削減効果があったという

こと。それから（２）の事務事業の見直しにつきましても、おおむね目標に達しているということ。

（３）の投資的経費の見直しにつきましては、これも当初では投資的経費の一般財源を 5,000 万円

削減する目標に対し、目標を上回る効果となっているところでございます。２番目の歳入の確保対

策につきましては、まず（１）収納率の向上ということで、当初プログラムでは町税の目標収納率

を 88.8％ということで設定してございました。これにつきましては、現在 90％と大幅に収納率が向

上している状況になってございます。また次の（２）使用料・手数料の見直しにつきましては、当

初手数料等で一般廃棄物処理料金の改定で増収を見込んでございましたが、これは若干目標に達し

ていない状況でございます。次のページ、（３）下水道使用料の見直し、平成 21 年の４月から約 13％

増の改定を行い、おおむね目標を達してございます。次に（４）町有財産の売却につきましては、

目標を上回る販売実績を確保してございます。（５）超過課税の実施でございます。これにつきまし

ては、固定資産税、法人町民税 21 年４月からの条例の改正により実施してございます。固定資産税

におきましては 21 年度実績で課税客体の増により効果額を上回っている状況でございます。（６）

赤字会計に対する一般会計の財政支援においては、これまでも何度か説明をしてございますが赤字
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を解消する目的で若干の財政剰余金、それから財政調整基金とも繰り出しをしながら健全化比率を

下げるためにかなりの繰り出しを行ったというような状況でございます。 

 続きまして、第２節の健全化判断比率の状況ということで、３ページから５ページまでこれは数

字を載せてございます。この表につきましては９月の決算審査特別委員会におきましてプログラム

の進捗状況調べという中において説明をしてございますので、これについては今回説明を省略させ

ていただきたいと思います。 

 続きまして、６ページをお開き願います。第２章、財政の現状と財政収支見直し。この第２章に

つきましては項目は当初プログラムとほぼ同様のプログラム内容になってございまして基本的に当

初プログラムでは平成９年から平成 18 年度までの 10 年間の状況を述べてございました。今回の第

１次改訂版におきましては、19 年から 21 年の３カ年を追加して平成 12 年度から 21 年度までの 10

年間、この 10 年間の中でどのような状況になっているのかというのをそれぞれ項目別に説明をして

ございます。まず１．歳入の状況でございます。この表には載っていませんが町税については平成

９年度の約 28 億 6,200 万円、これがピークでした。これからどんどん減っていった状況でございま

すが 19 年度からサミットへの改革による税源委譲の関係、それから 21 年度による超過課税の関係

により町税については向上してございます。また、地方交付税についても、この表によりますと平

成 12 年度をピークに減少傾向を示してございますが近年の状況におきましては、地方の一般財源を

確保するという状況で若干増加傾向を示していることになってございます。次に７ページ、２．歳

出の状況でございます。人件費につきましては、平成 11 年度以降減少しておりましたが、さらに

19 年度以降につきましては職員数の削減および給与削減等、かなりの減少を示してございます。ま

た公債費につきましても、これは近年は減少傾向ということになってございます。また、繰出金に

つきましては、先ほどもちょっと述べましたが平成 20 年度に大幅な繰り出しを行って収支の赤字の

解消を図っているという状況になってございます。次のページをお開き願います。８ページは投資

的経費の状況でございますが、この投資的経費で 18 年度と 20 年度が若干平年ベースより増加して

いる状況でございます。18 年度については消防庁舎、それから 20 年度についてはバイオマス施設

というようなことで当初経費の増になってございます。９ページにつきましては、主な公共施設の

整備状況を示しております。次に３．給与費及び定員管理の状況ということで、次の 10 ページをお

開きいただきたいと思います。平成 12 年度から 22 年度までに、この 10 年間で 102 名減少している

状況になってございます。また、②の類似団体との比較。類似団体とは 11 ページの２万人台のまち

でございますが、これとの比較を示してございます。これにつきましても、８町の平均職員数に対

して本町はこれに比べて 10 人少ない状況でございます。また、一般行政職員の１人当たりの住民数

では 108 人ということで、実際は表によりますと白老町町職員１人当たりの住民数というのは 75

人となっておりまして、その横に括弧をして 108 名となってございますが 75 人というのは、これは

消防や町立病院を単独行っているというようなことから８町平均においては 120 名程度少ないこと

になっていますが、それを除くとほぼ平均値に近い数字になっているというような状況でございま

す。次に（２）給与費の現状でございますが、先ほども申しましたとおりこのグラフで示したとお
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り 20 年度に大幅に減少になっている状況でございます。次、12 ページにまいります。４．基金と

町債残高の推移ということで、まず基金につきましては 13 ページ、18 年度末で合わせて５億 7,300

万円だったのが、21 年度においてはそれが若干回復し６億 2,500 万円というような状況になってご

ざいます。また、町債の現在高の推移でございますが、これも普通会計、特別会計を合わせて 18

年度においては 289 億 9,200 万円、これがピークでございました。これが 21 年度におきましては

279 億 8,000 万円ということで、これも減少傾向を示してございます。続きまして 14 ページ、５．

財政の硬直化ということでございます。これにつきましても、歳入、一般財源が交付税、町税を含

めて近年延びているという状況から弾力的に活用できる財源も伸びてございます。ここで若干説明

を要するのは表 18 の 21 年度の１番下の投資的経費充当一般財源ということで６億 700 万円と、一

気にここふえてございますが、これにつきましては 21 年度に国の経済対策の交付金が５億ぐらい入

ってきておりましたが、これがいわゆる決算統計上、一般財源扱いということになっているもので

すから、この部分数字がふえているというような状況になってございます。次に 15 ページです。主

な財政指標の推移ということで、財政力指数については本町においては、ほぼ余りそれほど変更あ

るものではございません。経常収支比率が 18 年度の 101.8 と 100 を超えた状況でございましたが、

現在 21 年度では 87.4％ということになってございます。それから実質公債比率については 17.1％

でございます。次に財政指標の比較ということで類似団体の比較でございますが、財政力指数にお

きましては本町においては、七飯町が１番高いのですけど、本町においては高いほうから順に３番

目という数字になってございます。経常収支比率につきましては当別町が１番高くて、次に白老町

と 90.1％と、これはあくまでも 20 年度の決算ということでございます。それから実質公債費比率

については七飯町が 15.0％で低いのですけど、白老町が低い順から３番目ということになります。

また、将来負担比率については逆に高い当別町の次に位置しているというような状況になってござ

います。次のページ、16 ページになります。第２節 普通会計の財政収支見通しということで、ま

ず財政収支見通しをたててございます。この見通しにつきましては、既に 19 年度から対策を実行し

ておりまして、この対策を引き続き今後も実施した場合、これを当初対策実施後ということでこれ

から使わせていただきますが、この場合どうなるかということで見通しを立ててございます。前提

条件については記載のとおりでございます。次の 17 ページ、財政収支見通しということで 18 ペー

ジに表 21 で表を示してございます。まず、歳入面では町税が若干の減収、普通交付税についても国

調人口が減りますので緩やかに減少していくだろうと。また、歳出面においては高齢化の影響によ

り扶助費の増加が見込まれるというような状況でございます。また、投資的経費につきましても補

助事業は今後減少していくものと思われますが、既存の老朽化した公共施設等の計画的に修繕を行

っていかなくてはならないということで、これについては単独費がふえていくだろうと予想してご

ざいます。また、公債費につきましては、25 年度までは 17 億円程度で推移するものの、その以降

は緩やかに減少する見込みでございます。これらを踏まえた中におきまして当初対策を引き続き着

実に実行していくこととすれば、毎年２億円程度の剰余金が確保できるという見込みでございます。 

次に 19 ページ、第３節、特別会計・企業会計の財政状況でございます。これにつきましては 20 ペ
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ージをお開き願います。表 22 の各特別会計の決算状況ということで、これにつきましてもこの３年

間におきましてかなりの一般会計からの支援があったということで、特に今後財政状況が危ぶまれ

ておりました国保会計、それから下水道、工業団地、臨海部ですね。これらにつきましても 20 年度

以降はまだまだ赤字はあるのですけど、単年度収支では黒字を出しているというような状況になっ

てございます。あと中身につきましては 21、22 ページ、それから 23 ページで示してございますが

この辺につきましては省略させていただきます。ちょっとつけ加えまして 23 ページのまず 13 の水

道事業会計です。これにつきましては、平成 20 年度におきまして一般会計に対して４億円の貸し付

けを行っておりますが、そのため利益剰余金というのは減少しておりますが４年間で返済する予定

であり今後も安定的に推移する見込みとなってございます。また、病院会計、これにつきましても

記載のとおりでございますが、21 年度におきましても経営努力及び一般会計の支援により不良債務

は発生しておりません。次に 24 ページでございます。一般会計からの繰出金の状況ということにな

ってございます。これによりますと 20 年度が 25 億 6,200 万円ということでかなりの繰出しを行っ

てございます。ここで１点ちょっと説明をさせていただきますけど水道会計、下から２番目の 21

年度の１億という部分につきましては、これはあくまでも水道会計に対する支援ではなく４億円を

借りた分の返済の部分でございます。ただ、これも会計上、繰出金扱いということになりますので

一応ここに数字が出てくるということでございます。次に第４節でございます。特別会計・企業会

計の財政収支見通しでございます。ここではまず学校給食会計及び墓園会計は普通会計に含まれる

ということで示してございません。それから 19 年度から 21 年度までは実績、22 年度以降は決算見

込みとして示してございます。まず、25 ページです。１．国民健康保険事業会計、当初プログラム

におきましては一般会計からの繰り入れにより平成 26 年度に黒字化ということでしておりました

が、あとでも詳しく説明申し上げますが、平成 25 年度から新たな制度へ移行するということで平成

24 年度で赤字を解消する予定でございます。次に２．老人保健会計、これにつきましては本年度を

もって廃止となります。３．後期高齢者医療事業会計、これにつきましては歳入、歳出同額で支出

するということで見込んでございます。３．公共下水道事業会計、これにつきましてはあくまでも

現状延長型ということで、当初プログラムどおり 25 年度に下水道使用料のおおむね 10％増を見込

んだ場合に 26 年度に赤字が解消されるという見込みになってございます。続きまして、26 ページ

の５．工業団地造成事業会計、これにつきましても当初プログラムどおり繰り出しを今後行ってい

き、現在約８億の赤字を解消し、28 年度までには黒字化するという見込みです。６．臨海部土地造

成事業会計においても工業団地と同様の手法でございます。次の７．港湾機能施設整備事業会計、

これにつきましては基本的に一般会計の繰り入れにより収支がゼロ、赤字は出さないということで

進めておりますが、あとでも説明いたしますが約 5,000 万円程度 24 年、25 年度で第３商港区供用

開始のための施設整備を予定しております。次の 27 ページにつきましては８．介護保険事業会計、

９．特別養護老人ホーム、10.介護老人保健施設事業会計、これにつきましては基本的には赤字が出

ない会計ということで説明は省略させていただきたいと思います。次に 28 ページ、11.水道事業会

計でございます。先ほども申しましたとおり、平成 20 年度に一般会計に対し４億円を貸し付けたこ
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とから資金剰余金は減少しておりますが返済後は安定した財政運営は見込まれます。また、老朽化

している浄水場等の改築、これにつきましては一応 25 年度を予定してこの収支見通しを立ててござ

います。次に 12.国民健康保険病院事業会計、これにつきましても基本的には 21 年度策定の経営計

画に基づき試算してございますが、現在医師が４名体制であることからこのまま４名で推移すると

いう見込みの中で収支見通しを立てておりまして、経営努力及び一般会計支援により収支金を保っ

た運営をしていくということでございます。29 ページ、医療の収支見通しから一般会計からの繰入

金は以下のとおりとなってございます。ここでも水道会計の 21 年度から 24 年度までの各年度の１

億円につきましては返済金ということになってございます。また、その下の表 38 におきましては赤

字解消のための繰入金につきましては以下のとおりとなってございます。 

 続きまして、30 ページ、第３章 改革プログラムということになります。まず、第１節、財政再

建に向けた基本方針ということで第１章、第２章で述べたとおり財政状況は改善の方向に進んでい

るということでございます。よって財政再生団体の転落という危機は一応回避でき、当分の間この

状況を維持できるということを踏まえてございます。そういう中におきまして今後の状況を緩和し

ながら対策の中身を見直すことが必要であるということになります。まず、１．改革の目標でござ

います。当初プログラムで計画期間内に早期健全化基準内の数値にすると、これにつきましては今

回の改訂後においては同じでございましてこの目標は継続いたします。次に（２）計画期間内の早

期の赤字額を解消と、当初プログラムにおきましては計画期間内に赤字を解消ということでござい

ましたが今回は早期にということでこの言葉をつけ加えてございます。計画期間は当初同様 28 年度

までということにしてございます。第２節、全会計の再建対策と目標額の見直しということで、こ

こに対策目標額を示してございます。変更後におきましては 109 億 2,100 万円ということで、この

内訳につきましてはこれ以後それぞれ説明をさせていただきたいというふうに思います。次に 31

ページ、第３節、具体の再建対策の見直しということでございます。第２節で示した目標額 109 億

2,100 万円につきましては、この第３節及び第４節新たに講じる追加対策及び第５節で示したもの

の合算額ということになります。まず、歳出の削減でございます。１．定員の削減・抑制による人

件費の削減、これにつきましては今回を見直しをさせていただきます。ここにも記載のとおりでご

ざいますが、急激な町職員の定員の削減・抑制により、町民サービスの低下が懸念されること。さ

らに複雑化・多様化する町民ニーズに対応しなければならないことから、定員数の見直しを図りま

すということでございます。当初対策ということで、まずここには職員数は 28 年度で 242 名、うち

特別職を除くと 239 名ということで計画を立ててございました。見直し後におきましては 239 名に

対して28年度246名ということで若干削減の人数を緩やかにしていきたいという見直しでございま

す。次のページでございます。表 41 が修正前と見直し後の比較でございます。28 年度においては

７名の逆に増ということになります。見直し後の効果額につきましては、当初プログラムで示した

効果が修正前ということになります。それに対して、今回増分を職員の平均給与額 600 万円と想定

し、その人数を掛けた部分で効果額を差し引いてございます。そうしますと今後この 10 年間で１億

1,400 万円の逆に増ということになります。次に、２．再雇用による人的資源の有効活用というこ
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とで、これについては特定嘱託職員制度の関係でございまして、これにつきましては新たな職員が

出るということではございません。これはこのままの継続ということになります。続きまして、３．

一般職の給与削減、これにつきましても見直しをさせていただきたいということでございます。当

初対策におきましては、平成 17 年度人事院勧告で示された地域の給与体系とするため、平成 20 年

１月から人事院勧告における現給保障をまず解除してございます。また、これが約５％程度引き下

げております。さらに月額給与を職員に応じて一律 13 から 15％、合わせて平均削減率は 19.2％、

約 20％という削減を行ってきました。しかし本削減につきましては本年 12 月末をもって３年が経

過していること。さらに 22 年度の人事院勧告や道内市町村の給与削減率を比較考慮した上で、22

年 12 月給与から削減率の見直しをさせていただきたいというふうに考えてございます。当初対策に

おきましては、今申しましたとおり平均 19.2％。ただし、現在 21 年４月から人事院勧告による給

与の繰り戻しも行っておりまして、地域給の現給保障解除プラス 11.5 から 13.5％の削減というふ

うに現在はなってございます。それが見直し後におきましては、地域給の現給保障解除につきまし

てはこれはこのままの削減、５％はそのままで変更なしでございます。さらに自主削減の月額給与

の削減率につきましては 1.8％から 2.2％ということで見直しを図りたいと、合わせて平均７％の削

減率ということになります。今年 12 月からの見直しということで考えてございます。効果額でござ

いますが、当初対策におきましては当初プログラムで示した効果額でございます。それに対して今

回の見直しにおきまして逆に年間、これは全職員でございますが約１億円の増というようなことに

なる見込みでございます。続きまして 34 ページになります。４．管理職手当の削減、これも見直し

をさせていただきたいということでございます。課長職・主幹職の管理職手当につきましては平成

15 年１月から 25％削減を実施してございます。しかし道内市町村の削減率の状況を考慮して見直し

を図らせていただきたいということで、見直し後につきましては 25％削減を 10％削減に戻させてい

ただきたいということでございます。年間約 300 万円の逆に増ということになります。それから、

５．住居手当の削減でございます。これにつきましては、継続でございまして効果額が若干見直さ

れるということでございます。これにつきましては、当初はまず持ち家手当の部分でございますが

8,500 円から 2,500 円と引き下げということで、それも５年間ということにしておりましたが 21 年

11 月からこれを全廃したことによりまして効果額が逆にふえたということでございまして、逆に

500 万円の削減効果が生まれたというようなことでございます。続きまして、６．特別職の給与削

減、これも基本的には見直しをさせていただきたいというふうに考えてございます。当初対策にお

きましては、町長、副町長 35％、教育長 30％の削減ということになってございます。見直し後の率

につきましては、ここに米印で記載しているとおり、議会での議論を踏まえ定めるものとし、見直

し後の率等は今回は定めておりません。よって、提示する本プログラム(案)につきましては当初対

策、この削減率のまま今回は確定しているということをご了承願いたいと思います。続きまして 36

ページでございます。７．議員定数及び議員報酬の削減、一部見直し。この一部というのは職員定

数につきましては継続ということで定員 16 名、そのままにさせていただきたいと。また議員報酬の

削減につきましては議員の皆さんのご努力によりまして自主的な削減をしていただいているという
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状況でございますが、これにつきましても見直しは必要と私どもは考えてございますが、これも先

ほどの特別職の給与削減を含め、議会での議論を踏まえて削減率を定めていただきたいというふう

に考えてございまして提示する本プログラムの収支見通しにつきましても、このままの削減率の状

況で今回策定しているということをご了承願いたいと思います。次に、８．対策後の一般職給与費

の推移ということで、これは見直しでございます。参考として載せているということでございます

が、まず表 49 の一般職給与費の推移の比較でございますが、あくまでもこの当初の現状延長の数値

というのは退職者を全員補充するという場合の数値でございまして、それが見直し後におきまして

はこのような数値になると、28 年度では６億円の削減になるという状況でございます。次に、その

下でございますが、９．対策後の総職員数の推移ということでございまして、これにつきましても

当初現状延長というのは退職全員補充というようなことで考えてございますので、それに対して 28

年度では 246 名ということで考えてございます。ここで大変申しわけございません、訂正をお願い

していただきたいのですが、ここの表 50 の括弧書きの中が【一般職給与費の推移比較】となってご

ざいますが、【対策後の総職員数の推移】というふうに訂正をお願いしたいと思います。対策後の総

職員数の推移でございます。大変申しわけございません。続きまして 38 ページになります。10．事

務事業の見直しということで、これも一部見直しでございます。事務事業の見直しにつきましては、

内部管理経費の見直しはもちろんでございますが町民サービスの伴う事務事業の見直しも町民の皆

さんのご理解・ご協力をいただきながら今回進めてきております。しかし、現段階における社会情

勢の環境の変化、事務事業の見直しについて効果額を含め見直しを図りたいというふうに考えてご

ざいます。当初対策につきましては、見直しの内容については、記載のとおりでございます。39 ペ

ージにおきまして、表 51 で当初の見直しの目標額を定めてございます。今回、見直し後においては

若干の追加項目がありまして、合計におきましては 40 ページに示した表 53 の目標ということにな

ります。ただし、若干ふれておかなくてはならない部分で 39 ページに戻っていただきまして、見直

し後というところの下の米印の３つです。まず、ふるさと体験館「森野」についてでございます。

これにつきましては、今年度の経営状況を踏まえ、平成 22 年度中に方向性を判断することとしてご

ざいます。また、循環福祉バスの料金改定でございます。バスの有り方を検討する必要があること

から町民の負担軽減も考慮し、次期見直しの間に検討することとしたいというふうに考えてござい

ます。それから最後に、高齢者大学の自主運営に向けた取り組みについてでございますが、大学の

運営自体につきましては自主的運営に移行されておりますが授業料の引き上げにつきましては町民

の負担軽減のため次期見直しの間に検討をしたいというふうに考えてございます。次のページでご

ざいます。40 ページの 11．投資的経費の見直しでございます。これは継続でございます。基本的に

投資的経費の一般財源枠を２億円ということで今後も引き続き行っていきたいというふうに思って

おります。ただし、削減目標額は事業の円滑な推進のため当初プログラムとおり、重点改革期間の

総枠管理とし、年度間の増減は弾力的に対応したいというふうに考えてございます。続きまして 41

ページ、歳入の確保、１．収納率の向上でございます。収納率の向上につきましてはいろいろと対

策を講じてきておりまして、平成 21 年４月から収納対策室を設置し、経済状況が先行き不透明な厳
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しい状況下にあって何とか効果を上げているというような状況で認識してございます。次のページ

でございますが、今後も引き続き収納率向上アップに向けて取り組んでいきますが、ただし書きの

ところでございます。前回当初プログラムでは目標額をいくらと設定しておりましたが、この効果

額の判定が極めて非常に難しいというような状況がございまして、今回は対策の効果の上乗せ額に

は含めず収納率のアップということを目標に掲げたいと。金額的にはいくら上げるよということは

今回の見直しでは特に出さないということで考えてございます。次に、２．使用料・手数料等の見

直しでございます。これも継続でございますが、効果額を見直ししたいというふうに考えてござい

ます。これも受益者負担の原則、ルールの統一化ということで３年ごとに見直しをするということ

で現在行ってきてございますが、平成 21 年度に大幅な見直しを行ったことで今後計画期間内での増

額を見込むことは極めて難しいかというふうに考えてございますので、ここにおきましても効果額

は定めないというふうに考えてございます。次に、３．下水道使用料の見直し（継続・効果額の見

直し）、この継続という部分につきましては下水道料金につきましても４年ごとに基本的に状況を見

直して料金改定を行うという、まず前提がございます。これについては今後も継続していきたいと

いうふうに考えてございます。ただし、詳細は第４章４節で後ほど説明をいたしますが、町民負担

軽減のため一般会計からの繰り入れと経営努力により料金改定の時期、平成 25 年度を２年間延長し

たいというふうに考えてございます。詳しくは後ほど説明をさせていただきます。次、４．町有財

産の売却、これは継続でございます。毎年度 2,000 万円の増の売却を目標としたいというふうに考

えてございます。５．超過課税の実施（継続・効果額修正）ということでございます。ご承知のと

おり、平成 21 年度から今回超過課税を実施しており、この結果平成 22 年度におきましては景気の

悪化に伴う税収入の減少を補うことができ財政状況の改善が図られたということでございます。し

かし、今後将来人口の減少、少子高齢化に対応した行財政運営が求められる中、町民サービスの水

準を維持するため、さらに第６章でも示してございますが、今後の課題に対する財源確保という意

味からも、今後も超過課税をこのまま継続したいというふうに考えてございます。次のページでご

ざいますが、法人町民税、それから固定資産税です。これもこのまま継続ということでございます。

ただし、固定資産税については課税客体の増によりまして実績につきましては増となっている状況

でございます。次に、６．退職手当債の活用ということで、これは既に活用している状況でござい

まして、このまま実施済みと、あとはこれを返済していくのみということになります。それから、

７．保育料の改正、これも継続でございます。平成 21 年度に国の基準に準じた見直しを行ってござ

います。ただ、保護者に対する軽減措置としての引き上げ額の上限設定、これにつきましては今後

も当分の間継続実施したいということで考えてございます。それから次のページです。８．国民健

康保険税の改正、これは見直しでございます。これはどういう見直しかと申しますと、平成 21 年度

からまず応能応益の平準化の改正を行ってございます。また、当初プログラムにおきましては、さ

らに単年度収支を均衡させるために歳入に不足が生じた場合は、保険税率の改正やむなしというこ

とで掲げてございました。しかし、現段階におきましてその状況が変わり、平成 25 年度から国民健

康保険制度に後期高齢者医療保険の被保険者が編入されるなどの制度改正が想定されるということ
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で、その間は税率の改正は見送るということで考えてございます。続きまして、９．赤字会計に対

する一般会計の財政支援ということで、これも見直しでございます。当初対策では一般会計の責任

において支援策を講じることとし、一般会計から赤字補てんのための追加繰り出しを計画的に行う

こととしてございました。当初対策の部分については、表 62 のとおりでございますが、次のページ

見直し後におきましては、後ほど詳しく説明させていただきますが、基本的に下水道につきまして

は 22 年で赤字対策の繰り出しは終了。それから国保会計についても 24 年度で終了。それから工業

団地、臨海部についても、22 年度今年度で終了ということで考えてございます。この工業団地、臨

海部会計につきましては３セク債の活用ということで、これも次節で詳しく説明をさせていただき

たいというふうに考えてございます。続きまして、特別会計・企業会計独自の対策ということで効

果額修正でございますが、これにつきましては 48 ページまで記載してございますが、これは説明を

省略させていただきたいというふうに考えてございます。48 ページでございます。第４節、新たに

講じる追加対策でございます。当初プログラムで示した対策に加え、新たに対策を以下のとおり講

じ、安全かつ着実な手法により赤字を解消するとともに、赤字の解消を加速させることで少しでも

早く安定した財政運営を行い、新たな課題に対応できるまちづくりを進めたいというふうに考えて

ございます。１．一般会計の追加繰り出しによる赤字会計の赤字額の解消と。まず、先ほども申し

ました国民健康保険会計、これにつきましても 23 年及び 24 年度の２カ年で赤字を解消するという

ことで考えてございます。繰り出し額につきましては、49 ページの表 70 で示してございます。そ

れから下水道会計につきましても、今後の下水道使用料の適正料金を定める観点から早期の赤字解

消が必要であることから、本年度をもって赤字を解消することとし、下水道会計に対する追加繰り

出しの財源不足については、財政調整基金を取り崩すこともやむなしという中において、今回２億

円を追加繰り出ししたいと。それで下水道会計の赤字をすべて解消したいというふうに考えてござ

います。続きまして、２．第三セクター等改革推進債の活用でございます。これは後ほど詳しくは

別紙で説明いたしますが、これはあくまでも工業団地と臨海部造成事業会計の赤字を、その赤字解

消に必要な財源に充てる地方債を借り入れるということでございます。償還期間は 10 年間でござい

ます。これはあくまでも会計については廃止が前提、それからもう１つちょっと手つかず状態でご

ざいますが、土地開発公社の債務保証の額が２億 6,000 万円ほどございますが、これにつきまして

も今回この三セク債において、この解消を図りたいと。これも公社の解散が前提ということになり

ます。それぞれの土地につきましては、一般会計にすべて引き継がれるというようなことになりま

す。今回の借入額及び借入れ時期については、22 年度 20 億 4,800 万円を予定してございます。ま

た、この返済の利息分の一部について特別交付税の措置があるという優遇措置がございます。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午前 １１時２６分 

                                           

再  開  午前 １１時３９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。大黒財政税務課長お願いします。 
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○財政税務課長（大黒克己君） それでは、先ほどに引き続きまして、説明を続けさせていただき

ます。先ほど 49 ページの第三セクター等改革推進債の活用というところで説明を終わってございま

すが、次 50 ページをお開き願いたいのですけど、表 71 は借入額 20 億 4,800 万円ということで、あ

くまでも 23 年度以降元金均等償還ということになりますので少しずつ償還額が減っておりますが、

おおむね毎年２億円程度の償還になると、32 年度に終了ということになります。これに伴いまして

議会の議決を要する事項がここに記載のとおり３本ございます。許可申請にかかる部分と、それか

らそれにかかる補正予算、それから公社の解散についてということになります。この辺につきまし

てもスケジュール的なものを、後ほど説明をさせていただきたいというふうに思います。次に、３．

公的資金補償金免除繰上償還の実施ということで、政府資金、公的資金で借り入れた起債の繰上償

還というものにつきましては、本来は今後発生する利息分の訴訟額の補償金というものを払って繰

上償還できるというふうになってございますが、これまでも平成 19 年から国の政策の一環として、

この固定資金の保証金を免除して繰上償還を実施させるということが行われてきました。ただし、

本町で行われた病院会計と、それから下水道会計でございまして、一般会計においてもちょっと基

準をクリアできなかったことから繰上償還ができなかったのですけど、この基準が今回平成 22 年度

から緩和されまして繰上償還が可能となってございます。借入額５％以上の起債について繰上償還

が可能ということになってございます。この対策におきましては３カ年で１億円を見込んでござい

まして、これを財源を確保して繰上償還をさせると。これによって約 1,500 万円の軽減が図られる

というようなことになってございます。続きまして、４．水道料金の算定方法の見直しということ

で、これも後ほど別紙で説明をさせていただきますが、現行の水道料金の算定方法を見直しまして、

基本料金水量を高齢者世帯など使用頻度の低い世帯に配慮し、新たに基本水量５立方メートルを加

え、二段階方式の基本料金制度にするというのが、まず１つでございます。合わせて基本水量を５

立方メートル以上使用する世帯に対しましても５年間をめどとしまして月額の基本料をおおむね

200 円減額することとし、町民の皆さんの負担の軽減を図りたいというふうに考えてございます。

これによります、逆に増分というのは 51 ページ、23 年度から５カ年で年間約 3,100 万円程度と。

28 年度はすいません、棒線を引いてございますが、ここの考え方をあくまでも５立米以上の世帯に

対する５年間をめどとした基本料金の値下げというものは、あくまでも 27 年度までということで考

えてございますが、この二段階方式につきましてはそれ以降も継続する考えでございます。ただし、

その段階において料金がいくらになるのかというのはまだ試算できませんので、この段階において

は棒線ということで示させていただいております。それから次、５．下水道料金の改定時期の見直

しということで、先ほども申しましたとおり、今回平成 22 年度で下水道会計の赤字をすべて解消す

るという考えを示してございます。そういう中にあって、一般会計からの繰り出しの基準等も見直

し、さらに下水道会計の経営の努力、これも含めて料金改定時期、当初 25 年と言っていたものを２

年間先送りし 27 年度からということで考えてございます。これにおける増分につきましては 25、

26 各年 3,300 万円程度収入減というようなことになります。以上の追加対策を講じることによりま

して 52 ページにおいて、このような記載のとおりの対策額ということになって、この表 75 の普通
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会計及び表76の特別企業会計の対策額の合計が先ほどの示した109億2,100万円というようなこと

になります。続きまして 53 ページ、第５節でございます。財政運営上必要な対策ということで町債

残高の縮減及び町債発行額の抑制、これにつきましては当初プログラムと同様でございます。あく

までも一般会計においては７億円以内、建設事業に限るという部分で抑制することを目標と。それ

から下水道会計についても基本的に４億円以内に抑制ということで考えています。ただし、緊急を

要する公共施設にかかる改修事業、災害などやむを得ない状況が発生した場合にあっては事業を十

分精査するとともに、それに要する将来を見通した財源措置を担保した上で実施したいというふう

に考えてございます。また、目標額につきましても５年以内の総枠管理として年度間の増減を弾力

的に行っていきたいというふうに考えてございます。次に、２．民間委託・移譲の推進、これにつ

きましては当初プログラムと同様、かなり本町におきましては他の市町村より先駆けて民間委託・

移譲を行ってきておりますが今後の指定管理者制度も含めて、さらに検討していきたいというふう

に考えてございます。次に 54 ページになります。３．旧土地造成事業会計等が所有する資産の売却

計画ということで、これは先ほど申しました第三セクター債を活用することでその使用する土地に

ついてはすべて一般会計が引き受けるということになります。それによりまして、あくまでも工業

団地、臨海部会計の土地につきましては、今後もあくまでも目標という、いくら売れるということ

はここで記載できませんが目標という形でこれまで以上に積極的に販売活動を行っていきたいとい

うふうに考えております。また、土地開発公社の今所有する面積については、ここにある記載のと

おりの面積を所有してございますが、この中で基本的にそのまま公共施設用地として使用する部分

ございますので、その辺をきちんと精査した上で本当に公共施設として必要のない土地については

積極的に普通財産として販売していくということで考えてございます。 

続きまして、第４章、対策見直し後の財政収支見通しということでございます。まず、普通会計

の財政収支見通しということで、ここでは町債については三セク債の借入れ分を反映してございま

す。それから歳出のところで、先ほど申しました特別職給与、議員報酬の見直し分はまだ当初のま

まということで積算してございますのでよろしくお願いします。それと積立金につきましては、対

策額のうち剰余分をすべて財政調整基金等に積み立てるという前提で積み立て額を別に示してござ

います。56 ページにその見直し後の収支見通しを示してございます。ここで基本的に財調の残高に

つきましてはあくまでも見込みでございますが、28 年度では 11 億 6,000 万円。また、積み立て額

については 22 年度三角の 6,100 万円となってございますが、ここにつきましては下水道会計に対す

る繰り出しで財調の取り崩しもやむなしという部分の中で、ここはマイナスとなっているものでご

ざいます。続きまして、第２節、特別会計・企業会計の財政収支見通しでございます。まず、１．

国民健康保険事業会計につきましては、先ほど申しましたとおり、平成 24 年度をもって赤字は解消

ということになります。次のページ、２．公共下水道事業会計についても、本年度をもって赤字解

消でございます。３．工業団地造成事業会計、４．臨海部土地造成事業会計は、今年度で会計は廃

止でございます。臨海部土地造成事業は赤字は発生していないと。また、水道事業会計につきまし

ても、先ほどの基本料金の見直し等に対する減収がございます。しかしながら、そのため資金剰余
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金は減少しますが赤字が発生するという状況ではないということでございます。それから次の 58

ページでございます。７．国民健康保険病院事業会計でございます。これにつきましても、基本的

にはやはり不足分は一般会計繰入金により補填するということで不良債務は発生させない運営を今

後も行っていくという考えでございます。なお書きでございます。病院の改築については、平成 23

年度まで、この 23 年度というのは経営計画の最終年でございますが、までの運営状況を判断材料と

しながら平成 25 年度中に検討を行うこととします。改築費につきましては、おおむね 20 億円を要

することとなりますが事業費は財源確保を含め、次期見直し時に反映させることとし、今回の収支

見通しには盛り込まないこととしております。ここにつきましては、今後の課題ということで、第

５章においても説明をしておりますので後ほど説明をさせていただきます。第３節、全会計の財政

収支見通しということで、基本的に 24 年度ですべて黒字になるという予定でございます。59 ペー

ジ、第４節でございます。財政指標の見直し。これによりまして財政指標がどうなるかということ

でございます。もちろん１．実質赤字比率、２．連結実質赤字比率は、発生しません。それから３．

実質公債費比率でございます。これにつきましては、先ほどの第三セクター債の借入れがございま

すので、その関係上比率は上がります。ただ、早期健全化基準 25％には達することはないというこ

とでございます。また、４．将来負担比率につきましても上記同様、一時的に残高がふえますので

一気に 22 年度上がる見込みとなってございます。しかし、その後返済を残高が減っていきますので

比率についても減少していくというような状況になってございます。この将来負担比率の早期健全

化基準は 350％ということで、これには全然到達しないということでございます。また、５．資金

不足比率につきましては、問題の工業団地会計、これも 22 年度で廃止になることから、すべて資金

不足比率は発生しないということになります。第５章でございます。61 ページ、今後の課題という

ことで新たに設けた章でございます。現時点で見通すことが困難な事項、また今後検討が必要な事

項については、今後の課題として、今回の財政収支見通しや対策には盛り込んでおりません。下記

の課題は、次期の見通し時による第２次改訂版の中で反映させるよう検討を進めたいというふうに

考えております。まず、１．町立病院の改築でございます。先ほどでもふれておりますが、経営に

ついては努力をしておるところですが医師不足に加え、やはり建設から 40 年以上経過している老朽

化施設が原因ということで医業収益が伸び悩んでございます。よって、収益を改善させる一つの手

段としてはやはり病院の改築というのも必要であるというふうには考えてございます。ただし、20

数億円の財源確保という部分がネックとなることから経営形態の検討なども含めて、23 年度決算状

況を踏まえ、25 年度中に判断したいというふうに考えております。ただし、財源的な見通しが確保

された場合には早期に建設に向けた検討を進めることとしますということで、これは 25 年度を待た

ずに財源を確保する見込みがあれば速やかに検討に入るということでございます。続きまして、２．

学校給食センター改築、これにつきましても町立病院同様すでに建設から 40 年を経過し、老朽化が

著しい状況です。現在は修繕を繰り返しながら施設を維持している状況でございます。これにつき

ましても、財源の確保による改築は推進しますが財源が確保できない場合は、当分の間大規模改修

による現施設を維持させざるを得ないというふうな状況で考えてございます。それから、３．各種
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公共施設の改修等でございます。今回の見直しの中で学校の耐震化、それから公営住宅の修繕整備

など老朽化等に対応した経費につきましては基本的には盛り込んでございます。ただし、役場庁舎、

あるいは公民館などの集会施設、体育館などの社会体育施設等々改修が今後必要になる施設も数多

く残ってございます。さらに土木施設においても、橋梁の補修、架けかえなど、課題は山積してお

り、これに対応した財源の確保というのが本当に問題になるところでございます。現在、白老町公

共施設建築物等保全計画をはじめ、各種計画を策定しているところであり、各種計画を基本に財源

を確保した上で次期見直し時に盛り込み何ができて何ができないのか、財源がいくらなのか、その

辺を見通した上で計画的に実施していきたいというふうに考えてございます。さらに最後、４．各

種基金の積立でございます。基金は大きくわけて財政調整基金、町債管理基金、一般的には減債基

金とも呼ばれますが、これと特定目的基金がありますが、平成 10 年度以降、財源不足に充当してき

たことから、毎年残高は減ってきております。財政調整基金については、当初プログラム対策によ

り財源を可能な限り確保できたことから、現在、今段階で約４億円程度の基金を持っている状況で

ございますが、町債管理基金や特定目的基金はほとんど減少、もしくは枯渇している状況でありま

す。平成 16 年から厳しくなった国の三位一体改革による締めつけ、このような中でほとんどの市町

村も財政状況が厳しくなったというような中において、本町のような再建団体に転落するような状

況にならなかったのはやはりこの蓄え、財政調整基金がかなりあったというのが現状でございます。

今後は、先ほど申しました三セク債により、一般会計に移った土地の販売土地の売却収入を三セク

債の繰上償還財源、もしくは町債管理基金に積み立てることとしたいというふうに思っております。

また、剰余金が発生した場合においては積極的にこの基金や、すでに残高のない基金に積み増しを

して不測の事態に備えることとしたいというふうに考えているところであります。 

最後に、第６章でございます。行財政運営のガイドラインと進行管理ということで、ここにおき

ましては、一応１番目から８番目までの項目を記載してございます。説明は、当初と同じですので

省略いたしますが、ただ、64 ページの８．次期プログラムの総合的な見直しということで、次の見

直しについては 24 年度決算に基づき、25 年度に行うこととしております。あと、第２節、進行管

理と公表については、当初と同様、プログラム及びホームページ等を活用して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。以上でプログラムの第１次改訂版（案）について、簡単

でございますが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 １２時００分 

                                           

再  開  午後 １２時５９分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。本日配られた資料の説明求めたいと思います。

田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） それでは、私のほうからプログラムでいうところの 32 ページと 33 ペ

ージ、一般職の給与削減の見直しについてという部分の関連でご説明を申し上げます。まず、33 ペ
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ージの先ほどの話もあったのですが、上から４行目に、平成 22 年の人事院勧告であるとか、道内市

町村の給与削減率を比較考慮した上で、ことしの 12 月の給与から削減の見直しを図りたいと、こう

いうふうにしているわけでございますが、この関係の資料が先にお配りしております、お手元の給

与勧告の骨子ということで一綴りになっているものをご覧になってください。これに基づいてご説

明を進めていきます。骨子の一綴りになっているページの３ページ目をご覧になっていただきたい

のですが、横の様式になっております。本年の給与改定と見出しがありまして、これがことし 22

年の人勧の概要になってございます。まず１．月例給についてでございます。（１）にあるとおり、

55 歳を超える職員、具体的には 56 歳以上の白老町でいえば部課長職になりますが、こういった職

員に対しての毎月給、さらには管理職手当の支給率の引下げ、これがマイナスの 1.5％ということ

になってございます。（２）として、さらにの部分でございますが、中高齢層とありますが、これは

40 歳以上が基準になってきますけれども、40 歳以上の職員についての棒給表の引下げ改定というこ

とでございます。さらにいえば２．特別給、いわゆるボーナスでございますが、この関係では 0.2

カ月分の引下げ。要するに括弧書きにあるとおり、今現在は 4.15 月の支給になっているわけでござ

いますが、これをことしから 3.95 月に引下げになるということでございます。その結果、各個々人

マイナスの９万 4,000 円程度の削減支給になってくると、こういうことでトータルでいえばマイナ

スの 1.5％平均ということになってくるわけでございます。さらにいえば３．実施の時期の関係で

ございますが、実施の時期の上に書いているとおり、交付の日の属する月の翌月の初日ということ

で、12 月の１日からの運用ということになってくるわけでございます。従いまして、先ほどプログ

ラムの中でも 12 月の給与から見直しを図りたいという部分が、この人勧の影響を加味した中での

12 月からの見直しを図りたいと、こういうことにつながってくるわけでございます。それでは、続

きまして次のページになりますが、５ページになります。では、実際に一般職全体としてどの程度

の影響が出てくるのかというのをまとめたのが、こちらの表になります。まず、①とある部分が、

今現在の削減をしていないという中での、想定の中での本来給の額でございます。トータル額が右

に記載してあるとおり 17 億 2,454 万 102 円ということになっているわけでございますが、②にある

とおり、今回の人勧による影響を加味しますと、③で差し引きの額としてマイナス 2,275 万 9,993

円ということで影響額として出てくるわけでございます。逆にいいますと、これが削減の効果額と

いう形にもなってくるわけでございます。さらに今回のプログラム見直し案によります、１人 1.8％

が 2.2％の圧縮、これを掛けたときの給与額が⑤に示してございますが、⑥の中では人勧後の給与

額からこの削減の効果額を引いた部分で、マイナス 2,713 万 6,734 円としてございますので、１番

下段の⑦の部分でトータル、マイナス 4,989 万 6,727 円。約 5,000 万円の圧縮の効果額が発生する

という考え方になってくるわけでございます。次に、参考までに６ページにＡ３の縦長の表を記載

してございますが、それでは各個々人、各職席にどの程度の影響があったのだろうというのを書き

記したのがこれでございます。１番上段の 57 歳の部長職の欄を見ていただきたいのですが、平成

20 年度は人勧がございませんでしたので、ここを基点に考えた場合、昨年平成 21 年度と平成 22 年

度それぞれの人勧の影響額を加味して考えたときには、目を右のほうにずらしていただきたいので
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すが２カ年でマイナス 25 万 2,623 円程度です。個々人に対しての影響額が発生しているということ

の見方になってきます。さらに、これに加えたところで④の 3.7％の自主削減とありますが、先ほ

ど申し上げたとおり、2.2％の自主削減にプラスすることの 57 歳部長職に限っていえば、今回の人

勧から毎月給でもマイナス 1.5％加算されますので合計でトータルでいえば 3.7％の削減というこ

とになってきます。これを考えたときには、右の欄で見ていただければわかるとおり、さらにマイ

ナス効果が膨らんできまして、マイナス 27 万 3,966 円、こういった部分で影響が出てくるという見

方になってくるわけでございます。ちなみに⑤の１番下が現在の自主削減の状況でございます。以

下、54 歳、51 歳とるる、下段のほうに下りていくわけなのですが、22 年度人勧の影響を加味して

考えたときには 43 歳の主査職までは、ここ２年間で毎年昇給しているにもかかわらず給与の総支給

額としては、マイナスポイントとなっているということが見て取れるのかと思います。逆に 40 歳以

下の中堅から若手の職員に限っていえば、ここ２年間で人勧の跳ね返りを影響を見た中で順調に、

当たり前の話なのですが毎年給与額としては総収入でふえてはいるという見方になってきます。そ

こで参考までに１番下段のほうに過去の状況がどうであったかという部分を載せたわけでございま

す。参考とあります、その下になりますが、平成 16 年度当時は給与としては、旧制を用いたわけで

すが、この当時全く自主削減をやっていなかった当時の課長職のベースが載ってございます。年収

で見れば記載のとおり、約 900 万円程度の年収額があったのです。さらにはその１番下段ですが、

同じく旧制度を用いた中で 18 年度から自主削減４％を実施してございました。こういったものを重

ね合わせた中であっても年収ベースでいけば 860 万円程度の年収があったということに、比較しま

して、もう一度目を１番上の 57 歳の部長職の現状の自主削減率の部分を見ていただきたいのですが、

13.5％の削減になっている、今の現状の中にあっては、年収ベースでいえば 720 万円程度しかない

ということになりますので、雑駁でございますが自主削減を行っていなかった当時で 180 万円程度、

４％削減をやっている段階においても 140 万円程度の年収の開きが発生しているという厳しい状況

にあるということはご承知おき願いたいというふうに思うものでございます。そこで資料について

は以上なのですが、プログラムの 33 ページに戻りますと、こういったものを重ね合わせた中で、先

ほども説明いたしましたが見直し後の内容としまして旧制度改革による月例給の削減率マイナス

５％、さらには自主削減平均で２％、これを合わせた中での７％の削減の維持ということになるわ

けですが、これに 21 年、22 年の人勧を重ねて考えていくと２カ年で約４％の自動的な削減状況も

発生しているわけでございまして、７足す４で合わせわざの 11％は依然として自主削減率として残

したままで推移を行っていきたいというような考え方になってございます。雑駁でございますが、

給与の関係についての考え方は以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 次に、大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、私のほうから、プログラム改訂版の 49 ページにお示

ししました、第三セクター等改革推進債の活用というところで、今回別紙によりもうちょっと詳細

に説明をさせていただきたいと思います。お手元にお配りしました、第三セクター等改革推進債の

概要についてということでございます。まず、大きな項目として、第三セクター等改革推進債の創
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設ということで、平成 21 年度創設されて、あくまでも 25 年度までの時限的措置ということになっ

てございます。特例措置ということでございます。背景につきましては、ここにも書いているとお

りでございますが、やはり基本的には第三セクターが主だったのです。そのほかに地方公社、ある

いは公営企業という部分をつけ加わった中で赤字を解消していこうというようなことが背景にある

というふうに考えてございます。概要としまして、対象経費として、まず（１）公営企業の廃止を

行う場合に必要な経費ということで、これには現在抱えている赤字のほか、起債の残高、こういっ

たものも含まさってございます。それから次、（２）土地開発公社及び地方道路公社、これにつきま

しても公社の借り入れ等の経費が該当になります。また、（３）は今回当町のほうでは関係がござい

ませんけど第三セクターの損失補償となっている法人等の解散の場合、あるいは事業再生を行う場

合に必要となる経費というのが対象となります。これを推進債を発行するに当たっては、先ほども

申しましたとおり議会の議決が必要ということになってございます。また、都道府県知事の起債発

行の許可が必要ということになってございます。発行条件でございますが、先ほども申しましたと

おり年度は 25 年までの５カ年、償還年限は 10 年以内を基本とし、必要に応じて 10 年以上を設定で

きるということでございますが、すでにこの件については北海道の本庁とも若干打ち合わせをさせ

ていただいておりまして、昨年の国とのヒアリングの中では 10 年を超える償還年限を希望している

市町村はかなり厳しい状況だと。10 年以内であれば問題はないけれど、それを超えるとなればかな

り厳しい条件なり、ハードルが高いというようなことはおっしゃっておりました。資金は民間資金

でございます。充当率は 100％でございます。財政措置としては、支払利息の一部について必要に

応じて特別交付税措置を行うということで、現在のところ何％ということは示されておりませんが、

病院特例債の場合におきましては利息の 50％、半分については特別交付税で措置されているという

状況にはなってはございます。次のページでございます。これを発行するにあたりまして、それぞ

れ土地開発公社、臨海部と工業団地、実際当初プログラムで示した対策を講じた場合と、この三セ

ク債を活用した場合、どのような影響があるのかというものを、それぞれシミュレーションした表

でございます。ちょっと細かくてわかりづらいところがあろうかと思いますが、基本的にそれぞれ

シミュレーションを行いまして、まず１つ言えることは、あくまでも本町は 10 年間の償還というこ

とで考えていまして、その中であくまでも金利、利息については固定という考えを持っています。

それで現在かなり低金利でおりまして、10 年でことしの実績では 1.18％ということになって、10

年もので、1.18％ということになっております。そういった中で今後 10 年間その利率で借り入れる

という状況がまず１つの利点としてあると。それから、逆に当初プログラムで年度ごとに繰り出し

をして最終的に 28 年度で赤字を解消するといった場合は、まずデメリットとしては一借りで回して

いくという状況がありますが、これが今後どのようになるのかは今段階でははっきりしないという

状況があります。今の政府としては、この金利の安い状況は好ましいということでは思っておりま

せんので今後高くなるということは予想されることであると我々のほうも認識しているところでご

ざいます。それと後年次において、当初プログラムでは、例えば臨海部に２億 5,000 万円だとか、

工業団地においても２億円とか３億円という繰り出しを行って最終的にかなりの繰り出しを行って
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赤字を解消するというプログラムでございました。しかし、それが果たして今後の財政状況、社会

状況の変化によって、それが確保できるかどうかというのも懸念材料であると。そういった中にお

きましては、ここで起債を活用して 10 年間安全かつ着実に赤字は減らせるというようなことが活用

をするという１つのメリットであるというふうに考えています。それぞれ申しますと、まず土地開

発公社につきましては、これは先行取得のために一時借入金をそのままでまわしていった場合と、

今回特例債を借りた場合の試算をした場合に実質的には 3,200 万円の軽減になると。これは 1 番下

のところに書いているところでございます。また、臨海部と造成事業におきましても、これも 1 番

下に記載してございますが 5,800 万円の効果があると。それから工業団地におきましても 1,400 万

円の効果が出るというシミュレーションをしているところでございます。そこで今回三セク債を活

用するにあたりまして今後どのようなスケジュールになるかというのが５ページ以降に示したもの

でございます。まず本町としましてはプログラムに掲載するにあたりまして８月下旬に公社等協議

の上、三セク債を活用する方針を決定して、実際道のほうにも相談をしていろいろなスケジュール

等の打ち合わせをしているところでございます。土地開発公社の借入金の整理、起債可能額の算定

を行っております。また、最終的に総務省にいく資料でございますが、三セク債返済計画等の資料

作成をすでに行っております。９月上旬には事前協議ということで、すでに作成した資料は室蘭の

胆振総合振興局のほうにとりあえず送っているところでございます。今後北海道から国のほうにそ

れに基づいた協議があります。それに対して国のオーケーが出れば、今度は土地開発公社のほうで

理事会で解散の同意というのが必要になってきます。次のページになります。もちろんそれを受け

た上で今回のお示ししたプログラム改訂版が議会の承認を得た段階、仮定でございますが 12 月中旬

の 12 月議会において三セクの許可申請に諮る議決、それから三セク債にかかる補正予算、それと公

社の解散による議決が必要となってきます。その議決をとった後すぐに今度起債の許可申請という

ものを出すことになります。最終的にそれは事前協議を終えているということで申請をすればその

まま国のほうから許可がおりるということになって、これから借り入れの手続きに入るということ

になります。また、合わせて工業団地及び臨海部の特別会計の廃止条例を上程しなければならない

ということで、これが３月議会を予定してございます。現在、債務保証をしている、土地開発公社

としては一借りをしている部分の金融機関へ町のほうから代弁済をして、その対象土地を町が帰属

するということになります。今度は道に対して公社の解散認可の申請というのが必要になります。

その解散の認可が下りた段階で公社が正式に解散されると。これが４月の中ぐらいを予定しており

ます。今度は、またそれだけで済まないで、そのあと今度は登記関係の整理が必要になってきます。

５月上旬から解散及び清算人就任の登記申請もろもろ登記事項の届出とか行いまして、まずそれを

受理していただいて、その後２カ月間公告をして、ほかに債務がないかどうか、そういったものを

これは法律に基づいて行いまして、最終的に債権を確定した後で精算額が決定されるということに

なります。その後、残余金を処分し、清算決了の登記申請を行って、これを道に対してこれを届出

受理されて最終的に開発公社で精算の会議の開催を行って、これで最終的にすべて決着がつくとい

うことになります。それの関係を最終的に９月の議会のほうに報告を申し上げるというスケジュー
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ルで考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） 基本水量料金の減額見直しについてです。須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 私のほうから、プログラムの 50 ページにあります水道料金の算

定方法の見直しについて、お手元にＡ４版１枚の資料いっているかと思いますが、それについてご

説明させていただきます。基本水量料金の減額の見直しにつきましては、まず下水道料金なのです

が、平成 21 年度に 13％値上げさせていただきまして上下水道料金の町民負担というのは非常に大

きなものになっているということの中から住民負担の軽減、これらを考えた中で比較的安定した経

営を現在行っている水道料金の見直しを基本的に考えたいという中で検討しまして、そのうちまず

１点は基本水量２段階方式５立米と８立米の２つにしたいという考え方を持ってございます。１つ

のまず５立米の見直しにつきましては、現在基本水量８立米というふうになってございますが、現

在月基本水量を納めていただいている世帯の件数は約 7,000 件あります。そのうち基本水量までに

とどまっている使用者が 4,000 件になってございます。そのうち５立米を基本とした使用水量以下

の世帯が、高齢者等、単身世帯等を中心として約 68％に達してきているということで、まず適正料

金への見直しを考えたいということが１点でございます。そういったことで不公平感の税制をまず

１点ここで図っていきたいと。もう１点は５立米を超える８立米まで以上の方の基本水量全体を一

律 200 円の減額を５年程度進めていきたいということでございます。これにつきましては、一律 200

円につきましては下水道料金の平成21年度の基本水量の値上げの額が176円増ということになって

いたかと思いますが、そういった点を踏まえて、その程度の減額措置を講じていきたいということ

で一律 200 円の減額措置を講じていくこととしてございます。中段部に口径別の水道料金の基本使

用量単価というのをそこで示してございますが、口径については 13 ミリから 75 ミリまで全口径を

基本的には対象にしてございます。そこの表の見かたとしては現行の基本料金と見直し後の基本料

金で減額金額がいくらになるか。年間減額金額がどの程度になるかを示してございます。これにつ

きましては税抜きで示させていただいてございます。ちなみに 13 ミリ、一般的な使用の方で８立米

の基本の方については一応減額額が 200 円とした場合、年間税抜きで 2,400 円。５立米を新たに加

えて負担をみた場合、年間で 5,400 円ほどの現在の負担の軽減になるという試算をしてございます。

５立米の基本水量の金額の見直しの考え方は表の下にちょっと書いてございますが、現行８立米を

超える従量料金の１立米の単価、税抜きで 150 円。これの３立米分を現行の基本水量単価から差し

引くと 1,100 円になるということの試算の中で減額金額が月に 450 円になると。年間 5,400 円の税

抜きで軽減措置になるということになってございます。これらの減額措置を講ずる影響額等なので

すが下のほうに記載してございますが、一律 200 円の減額につきまして月 7,000 件ありまして、年

間８万 4,000 件ほどで 200 円を単純にあれしますと 1,680 万円、これが基本水量の料金として収入

源につながる部分でございます。５立米の基本水量の減額につきましては月 2,700 円、およそ対象

になろうかと考えてございます。年間３万 2,400 件で 450 円の減額ということになりますので影響

額としては 1,458 万円ということで、年間 3,138 万円ほど、５カ年で１億 5,690 万円ほど減額にな

るという予測でございます。こうした中で、あくまでも水道のほうの経営の中で収益的収支、これ
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につきまして 27 年、これまでについてはおよそ赤字が出る見込みがないだろうと。28 年度以降、

赤字になるおそれもあるということで、このたびは限定で５年間程度ということにさせていただい

ているということでございます。一応、水道の料金の減額の見直しの考え方につきましては、今ご

説明させていただいたとおりになろうかと思います。資料にはないのですが、次に 51 ページのほう

の下水道料金の改定時期の改定の関係でちょっとご説明させていただきたいと思います。下水道料

金については、21 年に値上げをさせていただいて、25 年にさらに 10％値上げをするということで

ございましたが、現在 23 年から 26 年ほどまで下水道会計の単年度の収支見込で 3,000 万円から

5,000 万円弱程度の単年度黒字が出るということもありまして、その中で当然一般会計の繰り出し

により赤字も解消されるという観点から基本的には２年間の延長をさせていただくという考え方で、

現在のところでは考えてございます。ただ、あくまでもこの辺何かあったときについては、今一般

会計からの繰り出しについては総務省からの基づいた繰り出し基準に基づいて繰り出しをいただい

てございますが、当然今後においてはその繰り出し基準の見直しと町独自のものの一般会計と協議

をしながら進めていって、できるだけ住民の負担をかけないで、できるだけ経営に努力して進めて

いきたいというのが考えでございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 本日示されたプログラム全般にわたっての改訂内容が案という形で説明

がございました。今後のこの改革プログラムの案につきましての質問につきましてどのように取り

扱いをしていくべきか。これはあとでまた皆さんにお諮りをしたいと思いますけども、本日質疑も

受けますという形で皆さんにご案内、実はさせていただいております。そういう部分で何かまだ今

回の説明の中で不明な点がございましたら、まず皆さんのほうから出していただきたいというふう

に思います。どうもまだわかりにくいという部分がございましたら受けたいと思います。12 番、松

田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。これは今中継されていますか。そうすれば、あしたから議会懇

談会があるのです。そうすると聞いている人がたは下水道会計も第三セクターの質問も出ると思う

のですが、きょう中継を聞いている方々はです。中継をしていないのならないだろうけども、して

いるのならあるのかと思いまして、いろいろなことが出ますから。それならあとで議論すればいい

話です。しているのなら、恐らくいろいろ出るものだから心配して今聞いたのです。 

○委員長（及川 保君） 中継はしておりませんのでその辺はないかと思います。まず、中身で今

聞いておきたいということがございましたらどうぞ。ございませんか。おおよそ概要わかりました

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、今後の取り扱い、この特別委員会の進め方、どのように進め

たらよろしいでしょうか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 説明を受けましたし、ある程度内容的にも資料の説明が整っていますけど

も、もっと具体的に求めたい資料等が出てくる可能性があるのです。これから精読すると。そうい

う資料については委員長のほうに資料請求、要求してもいいのか。それは受け取ってくれるのかど
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うか、その辺をちょっと確認しておきたいと思います。ということは、仮に先ほど給与の問題も説

明がありましたけど人勧に絡めていますから、そうではなくて別な形の今までの制度と人勧ときち

んとそういう部分を整理した数字を求めたいと思ったりしていますので、そういう部分が出てきま

すので、そういう部分の資料請求はよろしいですか、どうですか。ほかの委員も必要になってくる

場合もあるかもわからないと思います。私ばかりではなくて。いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 今、前田委員のほうから、この改革プログラム見直し案の中身について

資料提出を求める部分が出てくるという考え方でございますけども、この取り扱い正副委員長に。

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。決算審査特別委員会みたく、ある程度時間を決めて、そして要

求をするという形にしてほしいということです。ですから、これを読んで１週間なら１週間、10 日

間の期間を与えていただいて、こういうような資料をさらにほしいという要求をしたいと、それを

取りまとめていただけないかということです。ですから、そのつど云々ではないです。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 異議なしとの声もありましたが、この議論を進めていく中での資料請求

でございますので、もしそのようなことがあれば期間を決めて各委員の皆さんから出された請求に

ついては出さすように取り計らいというふうに思います。特に今ここで質疑ございませんか。なけ

れば町側の皆さまは退席をしていただきたいというふうに思います。ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 １３時３６分 

                                           

再  開  午後 １３時３７分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 この改革プログラム案、改訂版ですけども、この議論をどう進めていきましょうか。当初のプロ

グラム３年経過の見直しであります。大変、重要な案件でありますので各委員の皆さまのそれぞれ

のお考え方も含めて、きちんとやはり議論して進めていくべきだというふうに考えるわけでありま

す。12 番、松田謙吾君。 

○委員（松田謙吾君） 前のこのプログラムは小委員会というのをつくりましたね。小委員会でや

ってもまた同じことをやるわけですから、今回は全員委員会でやったらどうですか。私は、小委員

会というのはつくらないので、このまま全委員でやったらどうですか。 

○委員長（及川 保君） 小委員会でこのプログラム案を議論するのではありませんから、今まで

の経過というのは特別委員会の運営をどう進めていくか。日程等も含めて、そういう役割を果たし

てきたわけでありますけど、今松田委員のほうから小委員会はつくらないでいいのではないかとい

うご意見だと思います。いかがでしょうか。ほかに皆さん考え方はありませんか。それでは、山本

委員。 



 24

○委員（山本浩平君） 恐らく皆さんそれぞれ質問したいことも、きょうは出なかったですけども、

ざっと大雑把に説明を受けたわけですから、今後直接やはり担当課に聞きたいところも出てくるの

かというふうにも思いますし、特に給与改定に関しましては人勧の関係で 12 月１日からどうのこう

のという、賛成、反対もいろいろあるかもしれませんけども、その辺も踏まえてスケジュールを組

んでいって、もう今度 10 月ですから早めにこれはやっていったほうがいいのではないでしょうか。

進め方については、皆さんの意見を聞いてください。 

○委員長（及川 保君） わかりました。近藤副委員長どうですか。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。進め方につきましては、前回は小委員会をつくって進め方

をやったのですけども、先ほど松田委員が言いましたように全員で、これは前回から来られれば２

回目となりますので要領は得ていると思いますので、そのような形のほうがいいのかと私は思いま

す。 

○委員長（及川 保君） おおよそ聞いていきましょう。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。先ほど、私は松田委員が言われたのはちょっと違う観点

だと思うのです。多分、全員で議論するのは全員で議論することだと私は思いますので、それはそ

う受けとめますけれども、進め方についてはやはり小委員会の中で期間だとか資料請求、先ほど前

田委員も各議員から多分これから出てくるのかもしれませんけども、そういった資料請求も含めて

小委員会というものを一つの進める進行の部分で取り上げたほうがより明確に、この特別委員会が

進んでいくような私は気がするのです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 特別委員会は全体でつくっていますので、議論はもちろん全体でしなけれ

ばいけないというのは原則です。ただ、一つは期限を切らなければ、これを読む範囲においては現

実的には期限が切られます。それを切らないでやるというのかどうかわかりませんけれども、少な

くてもこれを見れば期限が切らざるを得ないという中身なのです。一つはそういうことでいえば期

限が切られている中身があるということ。それからもう一つはやはり論点整理をきちんとしてやら

ないと何を議論するかということが、何かありませんかという議論の仕方では、これはなかなか終

わらないという気が私はしています。ですから、そういうことでいえば期限の問題、要するにスケ

ジュール期限の問題と論点整理をきちんとして、きょうはこのことと、このことについてきちんと

結論を出しましょうとか、ここまでやりましょうとか、いうようなことが整理されて臨まれるほう

がいいのではないかということで、事前審査だとか全体審議をやるという意味ではない、進行をき

ちんと行うための小委員会というのは私は必要ではないのかと思っています。そのことが、このま

までいくと 12 月１日ということになれば、11 月の末ぐらいまで上げなければだめだと、だめだと

かいうか上げる期日がそういう期日としてつくられているのです。私も２回か３回読んだのですが。

だからそうなると、そこのところがきっちりされたほうがいいのかというふうに思いますので、そ

れで効率的な議論ができるようなことを考えられてはいかがかと。それは事前審査するわけではな

いですからたくさんの人数はいらない、小委員会をつくって、もちろん正副委員長が入られて、そ
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して小委員会をつくるというようなことをされればいかがかというふうに私は感じていました。 

○委員長（及川 保君） 先ほど申し上げましたけども、今後さらに 25 年にまた見直しという説

明もありました。むこう３年間の大変重要な計画だという考えでおりますので各委員の意見をお聞

きしますと、その他まだございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は先ほど言ったのは、きょうのプログラムの説明を聞いていて大きな論

点は３点ぐらいしかないと思うのです。職員の給与と第三セクター債、それから職員定数、これは

今度多くなっている。大きく分けると、この１点だけです。水道の町民負担の軽減と。ですからそ

んなに論点は私はそのぐらいしかないと思っているものですから、どうせなら、ここでみんなで争

点も決められるわけです。こことここでいこうということで。そうすると私はいいのではないかと

いう考え方で先ほど述べたのです。 

○委員長（及川 保君） そういう意見がさまざまでありますけども、委員長としてはここで皆さ

んに諮って日程等々も含めて決めてはいけると思うのですけども、全体でどうしますか。今、松田

委員がおっしゃったように大きな論点としてはそんなに幅広くはならないと思うのです。ならない

とは思うのですが、先ほどの前田委員の要望もあったようにやはり資料請求を求めるという部分も

ありますので、こういった取り扱いを含めて進めるとなると、やはり期間設定だとかいろいろ、そ

の資料請求も当然していかなければならないとなれば、どうでしょう。一応、小委員会を設定する

ということで進めてよろしいでしょうか。多数はそういう意見のようなふうに見受けられますので。

それで回数を多く重ねるというような状況ではないと思いますので、ある程度の役目を果たしても

らうという小委員会が、そういう形で進めるということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） では、そのように進めたいというふうに思います。異議ありますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） この小委員会の選考方法なのですけども、正副委員長に一任していただ

いてよろしいでしょうか。異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今までのはいいのです。今、松田委員から出ました論点の問題

なのですけど、もし議論を、松田委員が大体言ったのですがそれ以外の部分でこういうところをや

はりきちんとやるべきだというのがあったら小委員会ではなくて、今ちょっと皆さん事前に届いて

いるわけだから読んでいると思うのです。そうなれば私はやはりそういう意見をここでもらったほ

うがいいのです。そうでないと、例えば正副委員長がやられるにしても論点整理をするのは松田委

員の意見しか出ていないのですから、それはいろんな意見を聞いて、これでいいというならそれで

いいのですが、そういう意見を私は今聞いておいたほうが非常に審議、小委員会でそれをやるより

もここで聞いておかないとだめなのです。私が思うのはです。それでないと、何か小委員会が作為

的につけたとかなりますでしょう。だからきちんとここで論点がこういうことも議論するべきだ、
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これが重要だということを、事前に配布されているわけですから、何度も呼んでいるわけですから

やはりそういうことを出してもらったほうがいいのではないですか。私が先に出しますから。松田

委員が言われたことについては、そのとおりだと思います。同時に私はこの改革プログラムを運営

するためには１つは、入る部分と出る部分が固定的であってはならない。これに全部、これだけで

議論すべきではないと思っているのです。どういう意味かというと、例えば歳入でいえば、今考え

られているこの改革プログラムの大きな歳入減というのは何かといったら住民負担と職員の賃金カ

ット７対３で、それしかないのです。そうではなくてもっとほかの歳入を出る方策が本当にないの

かどうか。ここらあたりは新たな町主導の改革プログラムではなくて、議会がきちんと主導できる

ような改革プログラムにするためには歳入、土地を売るというのは１つあるけど、それ以外のもの

でないのかというあたりは議論しておくべきだと私は思います。１点。それともう１点、出るほう

の問題でいえば問題は公債費です。起債と職員の人件費だと思うのです。もう１つこれから私はこ

の 28 年までの中に非常に大きくなるのは、一部書いているのだけれどもライフサイクルコストだと

か、それから公共物公共施設建築物保全計画と書いているのだけれども、私はこれはもう、すぐ出

てきます。この間の答弁の中にも橋は来年から２つぐらいずつ出ると言っているのですから、そう

いうことがこの中に本当に盛り込まれなくていいのかどうかというあたりは私は議会で検証すべき

だろうと。だから 28 年まで建てかえるのは病院と給食センターだけでいいのかというあたりを議会

としてやはり、町の立場ではなくて議会の立場で議論をしていく必要がないのか。例えば、全部の

対応年数がどこまできていて、どの建物がどこまでの対応年数で、あと何年もって、どういうこと

をやればもっともつのかとか。そういうことはきちんとやはりこの中で盛らないと 28 年までの計画

にはならないのではないかと私は思っていますので、その２つはぜひ議論の中に深くなくても結構

ですから入れていただきたいというふうに思っています。論点の中に議会として。というふうなこ

とを、ほかの委員の方にもお尋ねして、なるべくたくさん、たくさん出たらそれを整理したほうが

いいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はそこまでもし、今大渕委員の言われたとおりなのです。この改革をや

るときは財政再建のときは、町民に説明をしているのです。今回はやはり水道もそうだし、第三セ

クター債も 20 億、年間２億ずつ払っていくわけです。それから職員給与値上げ、単純にいっても２

億なのです。職員の数が１億円ぐらい、それから職員給与の削減改正が１億ぐらい。４億円ぐらい

余る金なのです。３つ合わせると。こういうことからいくと本来行政もそうだし、議会も町民の意

見を聞くというのが議論する上で本来大事なのです。ですから私は今回行政側がやはり町民にこう

いうことの説明をした上で本来はやるべきなのです。私は思うのです。それをしないで議会だけで

議論をしても私は本当の町民の声は吸い上げていないと思うのです。ですから行政側にやはり本来

町民にきちんとした説明が必要なのです。今言った４億円のお金がどこから出てくるのですか。私

はそういう説明が必要なのです。それまでいくとなると。ですから議論するといっても本来はそこ

のところが１番大事なのです。 
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○委員長（及川 保君） 14 番、氏家祐治委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は先ほど松田委員言われた論点の部分は、それはそのとおり

だと思いますし、今回大きくこの財政改革プログラムの中で左右される部分ですから、それはその

とおりかと思いますけど、私はもう１つ忘れてはいけないのはやはり病院会計のことだと思うので

す。確かに前回からの議会の中での一般質問等々の中でも出ていましたけども、インフラの整理と、

これだけ老朽化した建物を整備しなければいけないのではないかとか、いろんな話が出てきました

けども、やはりそれについても議会としてのしっかりとした考え方を示していくべきだと私は思う

のです。特に小樽の市立病院などもそういった例が今北海道の中ですごく大きな話題にもなってい

ますから、運営主体も含めた行政側の考え方もしっかり聞いておくべきだと私は思います。そうい

った面でも、これから３年ですから 25 年までには行政側もそれについての見通しは出していきたい

はずです。それはあくまでも財源確保ができた部分だと思いますけど。でも、この例えば一般会計

からの繰入金などの見込額を見ても、ずっと３億 6,000 万円から３億ぐらいの、それには国からの

補助金なども入っているでしょうけど、ただそういった額で推移していくということを考えてみる

と一般会計からの繰出金というのがいくらが妥当だと考えるのかということも議会として議論して

おくべきことだと私は思うのです。ですからこの病院会計のこと、また先ほど言われていた水道会

計も当然そうですし、また職員の給与の部分、こういったものが１つの大きな論点になってくるの

かと考えます。 

○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。きょう職員の方がいらっしゃる中で本当は一つ一つ、こ

れは第１章から節ごとに分けて第何節までとかといって質問を受けるのかというふうに実は思って

いたのです。進め方としてです。そういう形を取らないで、取らないと言ったら失礼ですけど、全

般的にありませんかというお話でしたから、たくさんいろいろとチェックはしていたのですけども

何か聞きにくかったです。やはり議論をしたいと思います。それと、今氏家委員がおっしゃったこ

と、これは本当に大事なことでありまして、では本当にこの町立病院が建てかえてきれいな新しい

ものにしたからといってどれだけの利用率が高まるのだという、そういう根本的なところもやはり

議論していかないと私はだめだと思うのです。町民の意見をいろいろ聞くと、これは議会全般とし

ては、これはもう町立病院は命の問題だから絶対なくしてはいけないものなのだと、赤字であって

もなくしてはいけないものなのだと、そういう声は確かに大きいですし、行政側も町立病院は絶対

残すべきだという立場にたって始めから言っていますけど、町民の声はこれだけ持ち出しで税金の

垂れ流しをずっと続けて、しかも利用率がこれだけ低い病院を本当にやるべきなのかどうなのかと

いう声も町民の中に相当、私は正直言って半分ぐらいあると思っています。ですから、この辺も含

めて先ほど氏家委員もおっしゃったように、では毎年毎年繰り出す、一般会計からの補てんはどの

くらいをめどにしてやるのか、そして今後どうするのかという、そういう根本的なところをやはり

私は議論すべきであると思います。単純に医業収益に関しましても、これはちょっと私が調べたや

つなのですが平成 16 年では９億 9,000 万円ほどあったのが、21 年でもう５億 2,000 万円。もう半
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分しかない。それだけ利用していないですし、せっかく残したベットも半分もいっていないぐらい

の利用率しかない。これはもちろん老朽化というのが１番大きな問題もありますけども、そのほか

にもいろいろな事情があると思うのです。というのは、ここはもう陸の孤島ではないということで

す。各病院がいろいろなところにあって、専門分野に皆さんも、それこそ命のことだからかかるよ

うな状況になっているわけです。その辺も含めて、根本的に私は１番最後に載っている、第５章の

今後の課題とありますね。これは病院の問題から給食センターからいろいろ公共施設の改修等、い

ろいろライフサイクルコストとかいろいろあります。こういったことをやはり今後の課題について

もしっかり議論していくべきなのだというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今まで述べたものがあるのですが、１番はこの財政改革プログラムをつく

るときに議会も議論をした固定資産等の法人関係の超過課税の部分の検証をきちんとすべきではな

いかというふうに思うのです。このことについては触らないということで説明がありましたけれど

も、この点をもう１回きちんと検証をしておくべきだと思います。それと国民健康保険のほうの関

係が収支がかなり厳しいということで、25 年までは後期高齢者の保険制度の、医療制度が変わるこ

ともあってつぶれないということですけれども、応益・応能の平準化をして改正を行ったけれども

やはりさらにそれは厳しいものがあるということで、これから今後今高齢化率が 33％を超えて、今

後社会保障費、扶助費の関係でかなり負担が多くなってくる部分があると思うのです。そういった

こともちょっと検証をしながら、今後のあり方をきちんとみていかなければいけないかと思うので

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） 今まで言っているとおりだと思います。それと町民説明については、これ

はやはり小委員会の中で町が同時進行を町民にすべきだと思います。そういう意見を踏まえた中で

議会も議論をしていく必要があるのではないかと。その辺は強く要望をしたいということと、今吉

田委員も話がありましたけども、これを見たら前回 2007 年の 10 月１日に議会検証で財政再建に向

けた取り組みとあるのです。この中でさらにやはりこれから中身ばかりでなく、今後それができた

ときに議会が逆にどういうふうにチェックしていくかということも項目に入れておいていただきた

いと思うのです。今まで見ると結構プログラム以外の支出が突然出てきたりして出ているのです。

そういうことが今まで、中では何人かの議員さん質問もしていますけど、結構見逃してきているの

です。そういう部分が、せっかくここにうたっていますから、それらの形も必要だと思います。そ

れともう１つは、今後の課題について給食センターと病院しか入っていませんけども、これらにつ

いて学校の小中学校の統廃合の問題も小学校はどうするかということが、前はその部分の１億

5,000 万円が載っているとか何とか言っていましたけど、その辺の町側の整理をしていただきたい

という部分の議論をしたいと思います。それと当然、今山本委員からもありましたけども、各章ご

とにここで議論はしていくのですね。それからまた問題が出てくると思います。論点整理だけのみ

に終わらないでほしいと思います。 
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○委員長（及川 保君） おおよそ出ましたか。いかがでしょうか。ただいま、各委員の皆さんか

ら出されたさまざまな意見がございました。このことについて当然資料を出してもらわなければな

らないという部分も出てくるでしょうし、小委員会の中でそのことも踏まえて進めてまいりたいと

いうふうに思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 小委員会の各委員のメンバーにつきましては、正副委員長に委任いただ

いたということで進めたいと思います。それでは時期はまた小委員会の中で決めさせてもらいます

のでよろしくお願いをしたいと思います。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議をこの程度で終了したいと思います。 

 それでは、この会議を閉会といたします。ご苦労さまでした。 

                                 （午後１４時 ７分） 


