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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会いたします。 

 （午前１０時３７分） 

                                              

○委員長（及川 保君） このことにつきまして、先般の特別委員会のあとに、この特別委員会の

小委員会が開催されまして、その中で、今回のこの新財政改革プログラム案の第１次の改訂版につ

きまして、「どのように進めましょうか」ということで、議論をした結果を、大渕財政健全化に関す

る調査特別委員会の小委員長にご報告をお願いしたいと思います。 

 10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 10 月５日に全員集まりまして、小委員会を開催いたしました。その結果報

告をいたしたいと思いますけれど、きょう渡されたレジメの２枚目を見ていただきたいと思います。

そこには記載されているのですけれど、これプラス若干のことについて報告をいたしたいと思いま

す。 

調査方法ですけれど、１番目に特別委員会の調査方法とございます。（１）新財政改革プログラム・

第１次改訂版の全体について調査を行うというふうにいたしました。２点目に見直しの部分、新た

な対策と論点を示し重点的に議論する。これは、先日の会議の中で出されて論点、これを箇条書き

にしたものでございます。７項目ございました。①として定数削減、抑制による人件費の見直し。

それから２点目に、一般職の給与削減、３点目に管理職手当ての削減、４点目に下水道料金の見直

し、５点目に超過課税の実施。これは継続、効果額の修正等々です。６点目に第３セクター債と改

革推進債の活用、７点目に水道料金の算定方法の見直しということで、この７点が論点整理として

出されたものでございます。 

次に（３）として議員報酬の独自削減のあり方は、この特別委員会で直接議論をしようと。４番

目に特別職の給与削減。これも特別委員会において議論を行うと。こういうふうにいたしました。

その他、改訂版に出されたもの以外の問題につきましては、随時この特別委員会の中で議論すると。

例えば、歳入および歳出での財政規律の問題、病院会計の運営のあり方と繰り出し基準の問題、今

後の課題項目についての考え方、議会のチェック機能としての役割等々も出されましたけれど、こ

れは直接改革プログラムには関係ございませんけれど、このことも含めて議論をしていくというこ

とでございます。 

次に特別委員会の調査期間ですけれど、町に対する質問・質疑、おおむね２日間といたしたいと

思います。第１章から節ごとに、具体的な見直し案等は個別ごとに行うということでございます。

それから、議員同士の自由討議、おおむね３日間ぐらいを予定してはいかがかということでござい

ます。10 月 15 日審議終了後、小委員会を開催して、こういうことを決めたということでございま

す。 

その下に今後の審議日程が記載されてございます。10 月 25 日につきましては、議会運営委員会

が予定されておりましたけれど、審議の都合上この日を財政特別委員会に充ててはいかがかという
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ことで、お話し合いをしまして、そういうふうにいたしました。 

スケジュールの問題がございます。この財政改革プログラムは、議決事項ではございません。議

決事項ではないものですから、資料を出していただいた関係で言えば、約９項目ぐらいに渡って議

案が随時上程されてくるということになります。この改革プログラム事態は議決の必要がございま

せんので、随時議案が出てくるということになるわけです。この改革プログラムの中で言うと、お

おむね議会の審議をまったく無視して考えた場合は、11 月中から末あたりまでにこれを上げなけれ

ば、この改革プログラムそのものは全体が生きてこないと、こういうことになります。そこらあた

りの議論を、かなりいたしました。結果といたしまして、11 月の末あたりをめどに、審議の努力を

みんなでしましょうと。合意形成が図られるかは別ですけれど、審議はそこを目指してやろうとい

うことが、５名の小委員会のメンバーで確認をいたしました。しかし、無理やりそこまで上げなけ

ればいけないとか、そういうことではございませんから、ここは誤解のないように。審議はきちっ

とするということであります。しかし、そこをめどにやってはいかがかということです。ですから、

やれる範囲で最大限の努力をして、どんな形かわかりませんけれど、議会の審議を終わらせていき

たいと。12 月 20 日ぐらいになりましょうか。それくらい。11 月 20 日ぐらいをめどに審議を終了で

きるものであれば、そこまで集中的に審議をしたいということでございます。そういうスケジュー

ルのお話も出ました。しかしこれは強制でも何でもございませんので、議会の審議の経過を見なが

ら、そこは決めると、こういうことでございます。以上で小委員会の報告を終わります。ありがと

うございました。 

○委員長（及川 保君） 小委員長ありがとうございました。今のご説明でおおよそ状況がおわか

りいただけたかと思います。それともう１点つけ加えますが、ここにも書かれているとおり、10 月

15 日、次回の特別委員会終了後に再度小委員会を開きまして、再度この進め方について協議をする

のだと、こういう取り決めもいたしておりますので、ご承知おきをお願いしたいと思います。 

 12 番、松田謙吾委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 今、小委員会のお話を聞いたのですけれど、その中の（３）と（４）、議

員報酬の独自削減のあり方、特別委員会によって議論を行う。それからもう１点、４点目の特別職

の給与削減は、特別委員会において議論を行うと。こういう２つあったのですが、私はこの特別職

の削減は特別委員会において議論すべきものかなと思うのです。特別職の削減というのは、町長の

選挙公約なのです。町民に選挙のときに、「私の給与は、特別職と町長職と副町長と教育長の給与は

削減いたします」と。30 から 35％。これは選挙の公約でありますから、私は、４年間これは町民と

約束した町長の公約でありますから、議会で議論すべきものではないと。これは町長自ら町民に説

明をして変えるのであれば、そして、町長の考え方を述べて、そして町民の賛同を得てやるものだ

と、私はこう思います。ですから、これは議会で議論すべきものではない。それから、もう１つ議

員報酬のあり方も、これは私の思いでは、確か、議長含めて 15 回ほどこの報酬のあり方はやってい

ます。それから報酬審議会から答申、21 年２月と確か 22 年３月、二度答申を受けている。にもか

かわらず、議会はそれに対して今の段階、財政状況からいって、町長の諮問に対してきちっとした

答えが得られなかったと。私はこの議員報酬というのは答申をして諮問されているわけですから、
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であれば、町長の考え方できちっと議会に提案をして、個々の議員が上げていいのか、下げていい

のか、個々の議員がきちっとした議案に対して討論をして、議論をして決めるべきものであって、

改めてこの特別委員会で上げる、下げる、これは決まるはずがないのです。ですから私は、この特

別委員会でやるべきものではないと、こう思うのですが、これは私の考えです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） １点目の特別職の報酬の問題なのですけれど、これについては、もちろん

おっしゃられるとおりの部分があると思います。そういうことも含めて、特別委員会で議論しては

いかがかということであります。ですから、我々が何パーセントと決めるかどうかということも、

これはそういうことができるものかどうかということもございます。しかし、議会運営委員会の中

で議論する、また、まったく議論しないということになるのかどうかということはいろいろござい

ますので、そういうことも含めて議論していただければという、そういう中身でございます。 

 それから２点目の部分は、報酬を上げるということではなくて、今、議員が自主削減しているも

のをどうするのか。議員報酬の独自削減のあり方、今、７％ほど、正副議長は別ですけれど、正副

議長はパーセント違いますけれど、削減しております。この削減のあり方を今まで議会運営委員会

で議論をして、そして議員提案で自主削減をしてまいりました。これについては議会運営委員会で

はなくて、全員の中で議論をしたほうがよろしいのではないかと、こういうことでございますので、

報酬を上げるということではなくて、自主削減をどうするかという議論でございますので、そこだ

けは１つご理解願いたいというふうに思います。小委員会の皆様でもし補足することがありました

ら、補足をしていただきたいと思います。小委員会の中で議論されたのは、そのようなことだと私

は理解しておりますけれど。 

○委員長（及川 保君） 副委員長、補足はないですね。 

 12 番、松田謙吾委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 私は自主削減議員７％しています。この大きな理由は、財政状況が悪化し

て、それから職員も 20％削減して苦労していると。それから町民負担も多い。ですから、継続され

ていると思うのです。私は町民を納得させるのには、納得していただくには、今、鈴木議員はお気

の毒だけれども、亡くなって１名欠員ですね。もう来年選挙です。ですから、私はこの議論をする

ならば、やはり今、１名減でこの議会をずっと見ていても、何ら１名減で大きな議会運営に対して

大きなものはなった。そのことからいくと、定員の１名削減ではなく不足でやっているわけですか

ら、しかも議会に何ら支障もない中であれば、この議員削減と含めて、今、議員が削減している部

分も協議をするのであれば、それを含めてやるべきだと。ですから、セットで私はやるべきだと思

うものですから、伸びているのです。私はそうあるべきだと思います。 

○委員長（及川 保君） 松田委員の考え方はわかりました。 

 10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 今のご意見はご意見としてあるかと思います。しかし、新財政改革プログ

ラムそのものをどう議論していくかということが、小委員会に託された中身でございます。そうい

うことからいいますと、我々は松田議員の考え方はあるとは思いますけれど、新財政改革プログラ
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ムそのものを議論するときは、そこの部分はまた別の理念で議論をしなくてはいけないと、私は思

っております。ですから、そういう視点で、この財政改革プログラムの中に理事者の皆さん方の削

減の問題と、議員の削減の問題が記載されているということから、審議方法はそのようにやるべき

であろうという結論を小委員会が出したということですので、その点は１つご理解を願いたいと。

そのご意見は受けたまわらないとか、そんなんではなくて、特別委員会の中で、それが必要であれ

ば、議論をするのは構わないと思います。小委員会はそういう結論を出したと。この議論の中で、

そういう結論を出したということですから、そこはご理解を願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 松田委員、小委員長の全くそのとおりなのです。そういうことでご理解

をお願いしたいと思います。 

 ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 小委員会から報告がありました。整理されましたので、非常にこれから議

論しやすいと思います。それは別にして、10 月５日に小委員会を開いたということで、その前にこ

こで議論をされて、どういう論点で行くかということで、何点か委員からも話がありました。その

中で議会、この改革プログラム改訂版について、議会で、特別委員会で審議していないのだけれど、

それと同時進行に、町側が町民説明会も開くべきでないかと。そして、９月の末に行った議会懇談

会でも、私の班では各３カ所やったけれど、３カ所ともやはりそういう状況を知らせる必要がある

のではないかという意見もありましたし、この小委員会でそういう町側も説明すべきでないのかと

いう意見は出なかったのかどうか、その辺だけちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。その件については議論をされ、町側に確認をいたしまし

た。その結果、11 月初旬になる予定ですけれど、旧来の町政懇談会の中で３地区に分けて、この説

明は行うという確認を得ました。ただ、そのときに議会側は、それをもう少し早くできないのかと

いう話もいたしましたけれど、その話はそこでとまっております。しかし、３地区に分けて説明は

行うという確認は得ております。報告に漏らしました。申し訳ございません。そういうことが確認

されております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 ほか、ございませんか。ありませんね。 

 それでは先ほど申し上げた、若干訂正部分が発生しておりますので、大黒財政税務課長、説明を

お願いします。 

○財政税務課長（大黒克己君） 訂正箇所がございますので、ちょっとお願いします。 

 ６ページをお開き願います。６ページの表の中段の９、町税、地方交付税の推移の中で、21 年度

の下２つ、歳入決算額と比率、これはちょっと誤りがございましたので、訂正をお願いします。 

 まず歳入決算額。9896 とあるのを 10499、9896 が 10499 になります。その下です。63.4、これが

59.8 でございます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 先ほど小委員長のほうから説明ありましたように、今回の特別委員会の審議にあたっては、節ご
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とに議論を進めていくと、こういうことで心得ておりますので、委員長としましてこの節ごとに進

めてまいりますので、よろしくご審議を賜りたいと思います。 

 まず第１章。これまでの取り組みと効果。この中で第１節、２ページから３ページまででござい

ます。３ページの（６）ですね。この中で町側にお聞きしたいことがありましたらどうぞ。 

 ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 個別的な質問の前に、副町長がいますので、ちょっと単純なことを伺いま

す。よろしいですか。 

 改訂版も含めて、これまでの３年間の改革の検証も含めながら、多分町民負担解消なり、サービ

ス向上目指して、さらに１日でも早い財政健全化目指すようにして、委員の皆さんは提案的な質疑

をしたり、建設的に出てくると思います。過去にもいろいろな議論をされているのですけれど、こ

の改訂、委員がいろいろ質問する、そして答弁されますけれど、私も前に一般質問で言いましたけ

れど、聞きっぱなし、言いっぱなしという部分があるのですけれど、今回も非常に今、大事なので

すけれど、この改訂版のプログラムが、これから委員が熱い議論をすると思うのですけれど、こう

いう議会、委員の意見が、この改訂版に、先ほど小委員長が 11 月までに議会として上げるといって

いますけれど、その後、また後で質問しますけれど、町として最終版出てくると思うのです。そう

いう場合に、本当に単純な質問なのですけれど、そういう意見が、この改訂版に反映されているの

かということだけ、副町長に再確認しておきます。言葉がおかしいけれど、一緒に議論をして、結

果的に「町ではこういう考えだ」と言われてしまえば、非常に議論された部分が、あまり同じ言葉

を使いたくないので使いませんけれど、充分にこれから今、ここに大渕小委員長も議会として７項

目集中的にやっていきますけれど、こういう部分が委員の皆さん、積極的に建設的に意見があった

ときに、「やはりこれ、町民のことを考えたら修正すべきだな」と、そういう部分は積極的に取り入

れて、最終的なプログラムに行くということに、前提にしてよろしいかどうか。答弁願います。 

○委員長（及川保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 中身がどういうふうになるのか、予想ができませんので、はっきりなか

なか申し上げづらい部分ではあるというふうには思います。当然全体の歳入と歳出のバランスの関

係がありますので、その辺で許容できる部分とできない部分がございますので、その辺充分検討を

させていただいた中で、できるものはそういった中でご意見を取り入れると。ただ、いろいろと複

雑な部分もございますので、この辺時間も要する部分もあるかと思いますので、できる部分とでき

ない部分、ここは当然検討させていただいた中で、取り入れる部分は取り入れさせていただくと。

どういった部分が出るか予想がつかないので、あまりはっきり答弁できない部分がございますが、

町長部局のほうで「これは大変重要であるので、取り入れなければならない」ということになれば、

これは修正することも考えられるというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 それでは、この第１節の中で質疑がございましたらどうぞ。（１）から大きく２つに分かれていま

した。歳出削減対策、２つ目に歳入の確保対策。この２つに分けてのことでありますけれど、ござ

いませんか。 
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 よろしいですね。 

 それでは次に進みます。次に第２節です。健全化判断比率の状況です。ページ数は３ページから

５ページ全般まで。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。４ページの将来負担比率の件で、ちょっとお尋ねをいた

します。ここに「第三セクター債への損失補償に対する将来見込みが増加したことで、比率が上昇

しています」と、ここに書かれています。当然この後もこうなっていくわけですけれども、ここは、

かなり大切な部分で、今後連結実質赤字比率よりも、私はこの将来負担比率が、白老町の財政がど

ういう状況になっているかということを見抜いていくためには、ここが一番大切だと私は思ってい

ます。それで、今までの認識では、赤字だとか、債務負担行為だとか、そういうものは全部将来負

担比率に入っているというような認識だったのです。ですから、例えば第三セクター債が発行され

たり、それから損失補償している、しかしそのことによって、今までもカウントされていたのでは

ないかなと思うのだけれど、そこら辺もうちょっとわかりやすく、なぜ将来負担比率が上がるのか

というあたりが、そこがわからないと、この部分理解できないと私は思うのです。ですから、もう

少しわかりやすく、なぜ将来負担比率が上昇したのかというあたりをちょっと。この後のこともあ

るのですが、とりあえずそこのところをわかりやすく説明してください。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） まず将来負担比率の、いわゆる分母のほうの、いろいろ項目がご

ざいまして、その中で連結実質赤字額というものがございます。連結実質赤字額を標準財政規模で

割ったのが、連結実質赤字比率ということになるのですけれど、その連結実質赤字額というのは、

皆さんご承知のとおり、あくまでもそれぞれの、特に特別会計の赤字が主になって、いわゆるマイ

ナスになっているのですけれど、しかし、工業団地および臨海部の土地については、当初いろいろ

な法律ができる段階で議論ございましたが、これについては、最終的には黒字カウントされるとい

うことで、現在この連結実質赤字についても、全体の赤字が減ったことによって、その、まだ土地

は売れていませんけれど、これが黒字要素として残っているものですから、これは比率もゼロとい

うことに現在なっている状況でございます。しかし、現在のいわゆる法律上の解釈をそのまま当て

はめますと、その黒字カウントされていた土地の部分について、今回第三セクター改革推進債を借

りるということになりますと、その部分がいわゆる後年度負担ということで、起債残高として残っ

てきます。今まで黒字カウントされていたのですが、今回残高として残るということは、これは将

来負担比率の数値として表れてくるということなのです。そのことから、今まで出てこなかった土

地の部分が、今回借りることによって出てくるということで、将来負担比率も上がってくるという

ことになります。確かに「それはおかしいのではないか」と。今まで同じものが、やはり黒字であ

ったものが、起債に振り返ることによって何か赤字みたいな格好になるという部分につきましては、

現在道のほうに照会をしている最中でございまして、「こういう場合どうなのか」ということで、ま

だ道のほうから正式な回答は来ておりませんので、現在はそのような状況で、このプログラムのほ

うもつくっているということでございます。以上です。 
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○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。理屈としてはわかります。だけれど、何も変わっていな

いのです。資産もあるわけです。ですから、今、道に照会しているというから、それはそれで理解

しますけれど、要するに第三セクター債を借りて起債で見るということは、資産はあるわけです。

その分今まで差し引いていたけれど、今度は借金になったら、赤字の場合は見るけれど、借金にな

ったら見ないよということですよね。うんと優しく言えばそういうことですよね。それで将来負担

比率が上がると。全く条件同じなのに、何もしないのですよ。それで将来負担比率が上がるという

のは、私は、そこは納得できないわけです。納得する、しないは、国の基準だから、仕方がないの

だけれど。ただそこは、正確にしていかないと、我々自体が判断を間違ってしまうのです。ですか

ら、これを審議するときに、まずそういうところがはっきりしていて、やっていかないと、全く今

と同じ状況で、赤字のときは資産として見ていますよ。起債になったら、その資産は見ないよとい

うことだから。うんと優しく言えば、そういうことだから。そんな国のやり方自体が、私は全くお

かしいと思うのです。ですから、何度も言うようですけれど、道にかけているならいいけれど、や

はりそういうところが正確にわかるように、その都度そういうものがあったら説明をしていただき

たいなと。例えば、下水道の解消可能資金不足額、それだって実際には資産として見ているから、

減価償却が 10 年の部分と 20 年の部分で、20 年で見るなら見るよというふうになれば、それだけ比

率は下がるのですよね。そこは、将来負担比率には影響がないのですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 下水道の部分については、特に今回三セク債借りる内訳の中に入

っておりませんので、特にそれの影響はございません。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ということは、一般会計からお金を繰り出して、下水道

の会計に出して、結果としては、赤字が全部なくなると。解消可能資金不足額はゼロになってしま

います。だけれど、それは全く同じ状況なのに、そこは影響しない。こういうことで、そういう認

識でいいのですね。そこら辺が本当に国のやり方というのは、おかしいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 今回の三セク債の関係につきましては、平成 21 年度からの国の

新たな５カ年の限定的な制度ということで、健全化法につきましては、まず 19 年決算からとりあえ

ず、正式には 20 年度決算から施工されたということになりますから、当然 21 年度からの三セク債

の制度、これは今回このようなことを国のほうでも想定されてないのだろうというふうに私どもの

ほうも思っております。ですから、逆に、道のほうもかなり前に照会をかけておりますが、未だに

回答がないということは、恐らく総務省のほうまで話が行って、「こういう場合どうなのだ」という

ようなことで、かなり検討されているのかなという認識でおります。 

○委員長（及川 保君） いいですね。ほか、ございませんか。 

 ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の健全化判断比率の状況で話をしましたけれど、今、どなたか言いまし
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たように、これ、非常にマジック的なので、これだけの数字を見ても、町民の方から見れば、町長

もこれを見て普通町なったと言いますけれど、実際に我々この数字というのは、中身は論評してい

ません。皆さん知っていると思いますから。国がいろいろなテクニックで示していることで、そこ

数字で落ち着いていますから。だけれど、実質的な数字、実質的な赤字額を、本当はここの中に入

れて欲しかったのです。まるっきり入っていないのです。それで、ちょっと、確認だけさせていた

だきます。 

今後第三セクター債を借りて、それら赤字が解消になるということになっていますので、それで

は、この３年間で実際どれだけ赤字減ったのだろうということを、ちょっと確認させていただきま

すので。本当は課長のほうから数字言っていただければいいですけれど、私、数字言いますので、

間違ったら「間違った」と言って欲しいのですけれど。19 年度は赤字額が約 34 億円ですよね。こ

れ、一般会計の黒字分抜いていませんから、あくまでも特別会計等の赤字の額です。そして 20 年度

が、19 億円。21 年度が 17 億円で、３年間で実質的に 16 億 6,200 万円減っているのです。このうち

水道会計からの借り入れ４億円、病院の特例債から４億 5,000 万円ですから、８億 5,000 万円がほ

かから持ってきて赤字解消していますから、これを引くと８億 1,200 万円しか赤字減っていないの

です。これで間違いないかどうか、まず確認します。こういうもの、やはり一覧表にしてこの中に

整理して入れていただかないと、比率だけ言われても、本当に自分のかまどの数字出てこないので

す。それの確認をします。今、すぐ答弁できないのであれば、今、言ったことを数字にちゃんとま

とめて、資料として整理してほしいのです。また 15 日もありますので、それまでに出してほしいの

です。それまで審議のほう、委員長にお願いします、保留しておいてほしいのですけれど。それで

ちょっと議論していかないと、後々数字だけで見ても、わからないのです。そして第三セクターを

借りたときに、今度これを借りるわけです。そのときにどうなっていくという展開を見ていかない

と、パーセントだけ見たって、ちょっと数字わからないのです。私はその部分で議論していきたい

と思っていますので、それを出してほしいということと。どうですか、答弁。出なければ、今、ち

ゃんと表にまとめてほしいのですけれど。課長、これを見ても、改訂版見ても、正直な話出てこな

いのです。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） ３カ年の、19 年から 21 年度までの赤字の額というのを、58 ペー

ジの第３節、全会計の財政収支見通しという中において、この 21 年度までの部分が実績として残っ

てございます。そういうことで、今、前田委員の言われた部分につきましては、普通会計の黒字部

分は差し引いた部分でということでの数字をおっしゃっていると思います。この赤字解消の中には、

確かに今、おっしゃいました水道からの４億円と、病院特例債の４億 5,000 万円、これはこの中に

入ってございますので、実質今、８億円と申しました、こういった部分が、実質はそうだという部

分にはなろうかというふうに思ってございます。 

それともう１つは、この赤字分が全額第三セクター債に振りかわるわけではなく、あくまでも三

セク債は、あとでも議論あろうかと思いますけれど、工業団地臨海部、それから土地開発公社、こ

の部分の赤字額というようなとらえでございます。以上です。 
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○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 後段の答弁については、その数字からまた質疑をしますので。今、言った

けれど、その数字から引いたらいくら残るということをちゃんと整理しておかないとだめだと思い

ますので、それはそれでまた質問しますけれど。それでですね、今、言った数字、ここに出ている

のだけれど、それで、今、課長が言ったように、実質額８億 1,200 万円の減になります。この８億

1,200 万円の赤字を解消した主な財源、あるいは歳出で打ち出した額とありますけれど、おおむね

この８億 1,200 万円、８億円でもいいです。８億円に対して税がどれだけ、交付税がどれだけ、歳

出削減によってどれだけと。そういう部分が分けられているかどうかを教えてほしいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 今回のいろいろな対策の中で、職員の給与削減はもちろんのこと、

町民負担、歳出削減、それから税の超過課税というような対策を行って、赤字を解消してきたとい

うことでございますが、いくら分が歳出削減に当てているのかという部分については、特に色分け

はしてございませんので、全体、最終的に決算額としていくら剰余が出た、逆に赤字が減ったとい

うようなことでとらえてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 細かいことは余り言いたくないのだけれど、わからないのではなくて、逆

に３年間で給与削減がいくらと出ますよね。３年分の効果額。交付税であれば、19 年から 21 年度

引いたら２億 4,000 万円ぐらいしかふえていないのだけれど、そういう部分を出すと、これだけの

効果がありましたと。仮にトータルだけ出るはずです。15 億円とか 16 億円とは、８億円入ってき

たかどうかはべつにして、仮に 10 億円入ったとか、12 億円出たと思うのです。そのうち８億円は

その部分に当てましたと。あと４億円は普通の毎年度の予算の中でいろいろな部分で消化されまし

たよと。そういう部分の概略というのを、差し引きで普通出てこないですか。そういうものがなけ

れば、これから審議しても、混ぜにやっていったら、町民の負担はどれだけの部分が何にあたった

のだろうとか、そういう部分というのは、整理しておかないと、せっかく、プログラムつくってい

て、到達できる数字は、全部混ぜたらわかりませんという話になるかどうかということです。普通

ならそういう出し方をすると思うのですけれど、いかがですか。そうでないと、本当に町民に我々

が８億 1,200 万円減りましたと。これは、税金４億円入って２億円はこれに充てましたと。２億円

は皆さんの生活のほうに回りましたとか、国の地方に厚くする財源が出ましたよと。だから、交付

税がいくらふえたのですよと。この次いくらきます。それは、なければ、ただ全体の中で赤字解消、

８億円減りましたという話にならないです。そういう部分の整理がされているかということを、私

は聞いているのです。ただこの健全化比率では、すごく丁寧な数字が、パーセントは出てくるけれ

ど、本来そこが我々とすれば必要なのです。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 委員のおっしゃることもわかりますが、プログラムのつくり方は、

当初からそういうつくり方はしていないということです。財源的確保として給与削減いくらとか、

それから、超過税率いくらとか、こういうふうな形では当初のプログラムではお示ししています。
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ただ、トータル的に言いますと、例えば 20 年度の予算はこういうふうに、歳入歳出の見込みこうな

ります、歳出はこういうふうな形でございますという、そういう形の中でトータル的にプログラム

がつくられていると、こういう形になっていますので、だから、具体的に言うと、財源分がどうい

うふうに振り分けられているかということは、それはつくっても意味がないというふうに私は考え

てございます。プログラムそのものが当初からそういうふうに、例えばその浮かした分、給与削減

分、それから住民の超過税率、ふえた額、それを全部赤字に埋めて返済してしまうのだというので

あれば、それはそのとおりだと思います。だけれど、今のトータル的に見るということは、一般財

源的に、歳入はこれだけの見込みがありますと、歳出もこれだけの見込みがありますという形の中

でつくられていっているのが、プログラムの考え方だというふうに私は理解していますので、いわ

ゆる職員の部分が、赤字分がいくらで振り分けて、一般財源のいくらですよと。町民の超過税率が、

この部分が赤字で、この部分が一般財源ですよという、そういう分け方はしていないということで

す。だから、そういう意味で、それが果たして委員のおっしゃることが、いわゆる職員の削減額が

100 とすれば、これは赤字にいくら埋めて、こちらのパーセンテージは一般財源のほうに振り分け

て使っていますと。一般財源は不足していますから、町民も同じように超過税率で、この部分が、

赤字額が何パーセント、例えば２億何千万円ふえていますけれど、その部分の１億円部分が赤字の

埋め合わせで、１億何ぼが一般財源不足を起こしていますので、そういうふうに埋めていますと。

こういうつくり方をしていないということです。ですから、委員がおっしゃって、果たしてそれが

明確になるのかということは、例えば、町民からいただいた部分は、赤字にいくら埋めるとか、そ

ういうことは意味がないと。だから、トータル的にこの年度の財源的な歳入はトータル的につくり

ますと。歳出はこれだけのものをつくっていきますと。トータル的にバランスとして歳入歳出のバ

ランスをとっているというのがプログラムの考え方だと、こういうことです。 

○委員長（及川 保君） ２番前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、あるとかないとかではなくて、トータル的に３年間でどれだけの財源

があって、どれだけのものを支出して、そのうちに赤字の穴埋めをしたのはこれだ、とならない。

一般の家庭だって、600 万円の収入があるうちに、赤字の部分いくら赤字になっていて、残りは生

活費に充てたと。そういうのが、単純にわかるはずなのですよ。私はそういうことを言っているの

です。これだけの改革プログラムをやって、歳出削減をやって３年間でこれだけありますと。特別

に町が税率あって、これだけあったと。このうちに総額のうち、８億 1,200 万円の赤字回避に回し

ますと。それだけのトータルの数字、出ませんかと言っているのです。そうしたら、全体のこの部

分で町民３割、職員削減部分７割で充てているのだったら、そういう数字出てくるはずです。その

部分でどうかという、できる話です。 

○委員長（及川保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 現行の、平成 19 年スタートのプログラムにかかわる対策額、お

示しした対策額につきましては、今回の改訂版の 52 ページに、表の 75、76、普通会計における対

策額及び特別会計、企業会計における対策額ということで、それぞれの年度ごとの効果額、これを、

このようにカウントさせていただいてございます。52 ページの表２つ。 
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それで、この部分が、対策を行ったことによって出る効果額ということでお示ししておりまして、

実際この中から赤字分として、いくら、トータルとして赤字解消分として行ったかというのは、差

し引きすれば出てくることではございます。ただし、今、部長も言ったのですが、そのうち例えば

職員数の削減ですとか、給与削減のうちいくらとか、そういった部分については、特に当初のプロ

グラム上もそういうつくりはしておりませんし、今もこちらとしてはそういう算出はしていないと

いうような状況でございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

 ほか、ございませんか。ありませんね。 

 それでは次に進みます。第２章に入ります。第１節、第２章は、財政の現状と財政状況。このう

ちの第１節、普通会計の財政状況でございます。6 ページから 15 ページ全般までにかけて。ちょっ

と範囲が広いのですが、この中で質疑のございます方はどうぞ。 

 ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 10 ページです。職員数の推移ということが出ておりますけれど、今後職員

の定数も少しふやしていきたいというようなお話も、この中では出てくるというふうに聞いていま

すけれど、この職員数ですけれども、右のページにも類似人口のところの職員数出ております。正

職員の数はわかるのですけれど、臨時職員と嘱託職員の数の合わせたもの、これもやはり業務を行

っているわけですから、参考にしたいなというふうに考えております。それで、平成 16 年度から

21 年度、22 年度出るかわかりませんけれど、臨職と嘱託員数のトータルの数、これも出していただ

きたいのですけれど。今、わかれば、お尋ねします。わからなければ、またあとで資料としていた

だければと思いますが。 

○委員長（及川保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 今すぐは、全体の数としては、お示しできないかなと思いますので、

後ほど資料でご提供したいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

 それでは、後ほどの資料提出をお願いいたします。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ついでに。今のことなのですが、可能かどうかわからな

いから、可能でなかったらいいですけれど。要するに、七飯から当別までの臨職と嘱託職員の数。

直近の分でいいです。わからなければ、わからなくてもいいですけれど、もしわかれば、これはす

ごい差なのです。町民１人当たりで見ても、70 から 174 ぐらいまでの差があるのです。これはとっ

ても、正職員の人数比較だけで情勢判断ができるかどうかというのは疑問なものですから。非常に

これ、手間がかかるのであればいいのですけれど、１年間だけでも結構ですから、直近の１年間ぐ

らいがわかれば、非常に判断としてはしやすいなと思っていますので、努力できる範囲でしてほし

いなということで。無理ならいいです。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 今のお尋ねですけれど、手持ちの資料の中でそのような類のものがあ
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るかどうか、ちょっと確認をさせていただきますけれど、そこでない場合は、ちょっと不可能な状

況になるかもしれないということで、ご承知いただきたいと思います。 

○委員（大渕紀夫君） いいです。 

○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） 11 ページの、この各自治体の職員数出ていますけれど、この一般行政職の

職員の数字の出典はどこから出ているのか、ちょっと教えてほしいのですけれど。 

○委員長（及川 保君） 数字の出どこですね。 

山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 31 ページ、ちょっとお開きになっていただきたいと思うのですが。

下の米印、一番下の米印ですが、平成 21 年度総務省から出している定員管理調査というのが、これ

が総務省から出ているのです。これに基づく分類と職員数がここに出てきていますので、その部分

の資料を使っていると、こういう形になります。全国同じです。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私たち議員が議員研修したときに、道が市町村課で資料を出しているので

す。その数字でいくと、結構数字違うのです。よその町村もそう。白老も、今、言った定員管理調

査で言えば 186 だけれど、道の市町村課で町が資料提出しているのです。地域行政局の市町村課で。

これから行くと、210 なのです。よそも出典している数字から見ると、かなり少ないのです。そう

すると、うちあたり、我々が貰ったこの資料の数字でいくと、結構１人当たりの数字が違ってくる

のだけれど、この定員管理の部分は、国に出しているから、全国一律の同じ数字の出し方で出して

いるということですよね。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 総務省で出ているのは、総務全部出ているのです。企業会計等も

あるのですが、普通会計の全国一律の場合ですね、企業会計の部分は含まれてこないのです。いわ

ゆる水道だとか、介護だとか、国保だとか、分類上、ここにはその分は足してきています。その資

料は何かというと、総務省の資料からトータル的に出していますということで、この分類の仕方は、

消防職と病院職は除いていますから、そのほかの部分については、それをトータル的に足してきて

いる、いわゆる国保の部分だとか、水道だとか、そういうところで全部足しているのです。そうし

ないと、この比較が出てこないものですから、わかりやすく加工はしています。ですが、トータル

的な数字は、総務省の先ほど言った資料を使っていると、こういう形です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

 ありませんね。それでは次に進みます。 

次、第２節に入ります。普通会計の財政見通し。16 ページから 19 ページまで。及びちょっと跳

びますが、52 ページも同時に質疑を受けたいと思います。普通会計の財政見通しですね。将来の状

況を・・・よろしいですか。ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 17 ページの財政収支見通しの資産状況の中の投資的経費です。資料もらっ
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ていますけれど、この中で港湾事業が 26 年度までに２億円、27 年度、28 年度がそれぞれ１億円見

込んでいます。それの内容をもらったのですけれど、もうちょっとわかりませんので、具体的な意

味、もうちょっと町単費になるのか、国絡みの直轄事業の関係でどうなってくるのか、ここに書い

ているとおり、24 年か 25 年には供用開始するとなっていまして、そのあとは港の部分については、

あまり投資しないという話、そういえば前に町長がしていましたので、その後にこういう数字出て

きますけれど、その辺の部分が具体的にどうなっているのか、財源も含めて。 

それと、投資的経費見込んでいる主な事業が、道路改修事業、学校耐震事業、町営住宅、消防に

なっていますけれど、前に白老小と緑小の統廃合なったときに、あの時は緑小に移したいと。その

辺の改修工事が２億円だかいくらか入っていますという答弁があったのです。ここには抜けている

のですけれど、その辺最終的には、ここで考えられているものについて、これだけでいいのかどう

か、その２点を伺います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） まず港湾の関係でございますが、あくまでもここに、今回の積算

上投資的経費の財源を確保するために、現在示されている計画、今後予定されるであろう事業をあ

る程度整理した上で、それを積み上げて投資的経費を算出している状況でございますが、今回の港

湾の事業につきましては、あくまでも町の支出する負担金ということで積算してございます。その

うち起債が９割と。10％については、一般財源という中での積み上げで行ってございます。25 年度

以降、ここにも書いてありますけれど、一応供用開始以降も静隠度の関係、あるいは島防波堤の関

係を想定しているということなものですから、この辺も考慮しておりますが、ただし国の状況もま

だはっきりしないということで、とりあえずという言葉適正かわかりませんけれど、一応 29 年度ま

で見込んでいるというような状況でございます。 

 それから、小学校の統廃合の関係でございますが、確かに当初プログラムにおきましては、その

ような話が具体的に出ていたということから、その部分も積算根拠に含めてございました。しかし

ながら、その後小学校よりも先に中学校ということで、中学校を先行するというような状況に変更

したというような状況でございまして、現在小学校につきましても、中学校がほぼある程度の 25

年度という部分で見込めるというようなことから、現在検討を進めている状況でございますので、

具体的には、その積み上げの中には、現段階では入れてございません。ただ、ここに資料としてお

示ししたのは、あくまでも主な事業ということで、これ全部で、一般財源２億円ということではな

く、そのほかにももろもろの、例えば大規模修繕ですとか、そういったものを想定してございまし

て、そういったものも含めまして２億円という数字を算出しているところでございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） したがって小学校の部分は、積み上げがされてきていないということと、

中学校の部分は、この中に入っているのですか。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 中学校の部分につきましては、一応そんな大規模な部分ではござ

いませんけれど、一応カウントはしております。 
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○委員長（及川 保君） 以上ですね。ほか、ございませんか。 

 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。今、投資的経費の中で出ましたので、私もちょっと確認

を含めてお伺いしたいのですが。一般会計の投資的経費の中で、学校耐震化の経費も含まれている

ということなのですが、平成 21 年の優先度調査によって、学校耐震化の推進計画、予定が出されて

おりますけれど、ほぼ今回萩中の体育館と校舎の耐震化の改修が、また今年度で終わるのですが、

これは特別交付金でほとんどがされたのですよね。ですから、ほとんど１割負担ぐらいで済んだの

ではないかと思うのですが、今後この耐震化の計画、耐震度、耐震化診断をした後の計画、今まで

の計画でしたら、優先度調査の中では 25 年度以降でないとほとんど入ってきていないのですけれど。

今回の耐震化診断の結果、計画を見直すということで、ただ急ぐところの体育館は、虎杖小学校の

体育館は、平成 23 年度設計で、24 年度以降の工事が今年度終わるのです。ですから、そういった

ことでは、今後の耐震化の計画を見て、どういった点、先ほどいろいろなものを上積みしていって

２億円ということで考えているということだったのですが、今後この国の政策の中で、補正も今、

やっていますけれど、そういった中で今後、今までのような交付金が見込めるのかどうなのか、特

別交付金が見込めるのかどうなのか。そういったことを見込んだ上で、今後また計画に、ここまで

広げていくよというふうにして入れていくものなのか、その辺どのようにとらえていいのかなとい

うふうに思っていたのですが。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） ２億円の考え方は、財政改革プログラムの１つの考え方なのです。

このプログラムのつくり方というのは、ここの投資的経費、財政規律から考えて、逆に言うと、単

年度２億円分しかありませんよと、こういう話です。でありますので、当然それを見越しながら、

３年ごとに見直しをかけていきましょうというのが、１つの考え方です。ですので、当然その課題

的なものは単年度、単年度、予算繰りしていくときに「この事業を優先にしましょう」、「この事業

を優先しましょう」と、こういうのはあります。トータル的には積み上げて、「このぐらいはやっぱ

り必要だよね」という部分はありますが、逆に言うと、２億円に合わせてつくっている部分もある

という考え方です。でないと、その事業費を組んでいったときに、この事業も、この事業も、この

事業もといったら、２億円かなり突破する可能性だって出てくるわけでございまして、そうすると

歳入が間に合うとか、間に合わないとかこういう話にもなってきますので、そこのところのプログ

ラムのつくり方では、そうはなっていないということで、ご理解をお願いいたします。当然耐震化

の中で優先的にしていかなければいけないというのは、耐震計画の中に示されてきていますし、そ

ういった部分は優先的にやっていくというふうに思いますが、基本的に、だけれども単年度ごとに

違う事業が展開される可能性もありますので、もらっているけれども、トータル的にはやっぱり２

億円の根拠というのは、逆に言うと、歳入歳出見たときに、歳入の部分から見たときに、歳出はこ

れだけの投資経費は２億円分ということを設定してきていると。こういう考え方でございますので、

そこは理解していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 
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○財政税務課長（大黒克己君） 補足で説明をさせていただきますが、学校の耐震化というお話の

中で、萩中と虎杖小については、交付金、かなり国の補助率の高い交付金でということで、行わさ

せていただきましたけれど、今回の積み上げの場合は、これも今、部長が言ったとおり、それが必

ずしもその年度でやるかどうかという部分ではないという前提ではございますけれど、やはりそう

いう、逆に交付金を当てにすると、またそれがつかなかった場合の財政状況がまた厳しくなるとい

う状況でございますので、ここにつきましては、あくまでも通常の補助制度を使って、逆に起債が

多くなりますけれど、そういう制度に基づいてやった場合ということで、積算積み上げを行ってい

るという状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、ちょっと個別の例を挙げて聞いたのですが、あくまでも投資的経費は

２億円であって、その年、その年、単年度で、もしかしたら交付の率がよかったり、そういったこ

と含めて、これからいろいろな、きょうも燃料タンクが漏ったとか、そういうことが出てきますよ

ね。そういった中で、単年度、単年度で、２億円を限度として、今の町財政の中では限度として、

そのとき、そのときの動きを見ながら、あらゆる計画を見て、必要度の順位を見ながら、積み上げ

ていくのですよということなのですね。ですから、その年度によっては、今回の耐震化みたいに、

かなり経済対策臨時交付金みたいな形で出てくると、もし１割負担で済むようなことがあれば、ま

たその１割負担を積み上げてできる範囲内での工事、ほかのものもそうですけれど、そういった特

別な交付金があった場合には、それを積み上げていって、でも町としては２億円が限度なのですと

いうことで、積み上げていくということでとらえていいのですね。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） ただし書きでは、基本的にはそうだという考え方です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。17 ページの財政収支の見通しなのですが、この字句の中で「２

億円程度の余剰金が確保できる」と、こう書いてあります。私は今、白老の財政がこれだけ悪化し

て、町民要望がすべて、町民みんな我慢しているのです。さまざまな我慢をしている。それから、

病院もそうですし、港も私は 24 年度に完成を見るときに、チップのヤードや石炭のヤードだって必

要ですよね。そして、例えば、きょう終わったらいってみてほしいのですが、私は土木に電話して

いるのだけれど、北吉原西通り線という線があるのです。日本製紙の西側に。あそこの草は、白老

の町の管理用地が草ぼうぼうです。そして、大型が来ると、こちら側乗用車にぶつかる、すってい

くのです。ああいう状況も、みんな白老の財政が苦しいから我慢しているのです。そんな中で、今、

港もそうですが、余剰金が２億円ほど余るなんて、こういう書き方していたら、私はこれだったら

病院もつくればいいし、それから 45 年たった町営住宅 50％あります。こういうのに投資するとか、

こういうものの書き方をすると、町民読んだらどう考えるのかなと。私も大変この字句を見て疑問

に思ったのですが。余剰金は何のお金が余るのですか。そんな２億円も余るのだったら、何の部分

で金が余るのですか。 
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○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） これにつきましては、あくまでもこの財政収支見通しというのは、

現在の現プログラムの対策をそのまま講じた場合ということでございますので、これから委員の皆

さんにも議論していただくということなのですけれど、もちろん職員の約 20％の給料カットも含ま

さっての収支見通しと。そういうような中におきましては、一応２億円程度、歳入歳出差し引けば、

そういう程度の財源は確保できるという状況になっているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） ちょっと補足します。寸足りずかもしれないのですが、現状の見

直し後の対策を考えてやっているのではなくて、現状の見通しとしてはこうなりますという、こう

いうことです。ただ、それが果たして表現的によかったかどうかというのは、また別問題として、

現状を理解していただくために、「現状としてはこうなっています」と、こういうことですので、そ

こは誤解のないようにしていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） これは町民に聞かせると、とんでもない話です。私はこのプログラムの改

訂版でとんでもない話、ここだけだと思ったのです。あとは、そんなにとんでもないことはないの

です。これだけ２億円余剰金が出るなんて、よく書けたなと思って。それならば町民還元もしなけ

ればいけないし、町立病院もつくらなければいけないし。ですから、私は、本当にこの字句だけは

驚きました。それでいいけれど。わかりました。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 ありませんね。 

 暫時休憩をいたします。再開を 13 時といたします。 

休  憩  午前 １１時５５分 

                                            

再  開  午後  ０時５９分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続いて、会議を開きます。 

 先ほどの第２節です。財政の将来見通しについての項でございます。そのほかございませんね。 

 次に進みたいと思います。次に第３節、特別会計、企業会計の財政状況、19 ページから 24 ペー

ジの下段中段までの間でございます。ここで質疑のございます方はどうぞ。 

 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。24 ページ、一般会計からの繰出金等の状況の部分で、

ちょっと質問させていただきたいと思います。病院会計なのですけれど、確かに今、21 年度までの

ここには表の繰出金等の状況が出ております。今後例えば、医師の不足だとか、それから常勤医が

不足しているだとか、いろいろな状況は考えられると思うのだけれど、現状ですね。本当に医師が

１人足りないことによって、病院経営が安定しないのか。例えば、よく言われますよね。病院が古

いから、本当にそういった部分で、入院される方の環境もよくないので、病院経営が安定しないの

か。この辺を長期的に、町の考え方というものをしっかりしていかないと。この間の新聞、見させ
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ていただきました。接遇の改善、病院の中でしっかりやっていると。それが、病院関係者すべてが

それに参加してやっているという、ああいった記事を見ると、すごくがんばっているのだなという

のは、わかるのです。わかるのですが、これからの白老町の、この財政の一番の根幹をというか、

一般会計からの繰り出し、どこのラインまで持っていくのか、そういったものを町民に対しての説

明、そういったものもこれからは出てくるのではないかと私は思うのです。そうしないと、この財

政改革プログラムの改定、これをいくら数字で表したとしても、毎年、毎年、この部分だけは、繰

り返し、繰り返し検証し、「何故だ、何故だ」の繰り返しになってくるような気がしてならない。そ

こについての考え方を、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 大きな問題だというふうには思っています。実は、この財政改革

プログラムの中で、歳入と歳出が一番わかりにくい、読めないというところが、病院の運営なのか

なというふうには、財政当局としては一致した見方なのですが、ただその中で、委員がご指摘のと

おり、ドクターが今の計画は常勤医５人でつくられています。それが現在４名ということで、病院

というのは診療所と違って、お医者さん１人で診れる患者数というのが決められていますので、で

すので、入院だとか、そういうものが確保できない。これが大きな原因になろうかと思います。お

医者さん１人当たりで実は、診療報酬に換算しますと、１億円から１億 2,000 万円ぐらいは稼げる、

稼げるという言葉は表現悪いですけれど、実質的にそれだけ診て、それだけの収入を上げて初めて

お医者さんの効果が出てくると、こういうふうに認識をしています。今の段階でお医者さん５名と

いう形なのですが、ただ、町立病院に医師免許があるから連れて来るという話ではないです。やは

り公立の病院を持っている意味合いからすると、当然町民の方に信頼され、愛されなければ、それ

は収益向上にはならないというふうに思っています。事務長なんかにも聞きますと、実は、「医者の

売り込みはある」と。いわゆる地理的条件といいますか、札幌からも比較的近いだとか、そういう

ところから見て、結構売り込みみたいのがあるらしいのですが、ただ、町立病院の診療方針ですか、

そういったものにも、実は合わないところもあるのだという、こういう話も伺ってございます。 

おととしに病院の方向性を示したとおり、病院の必要性というのは、当然町としては認識し、「直

営でやります」というのは、方向性でお示ししたとおりです。それに基づきながら、そうはいって

も、病院に繰り出しを無制限にやるというわけにはいかないので、そこは計画性をもってやりまし

ょうということで、昨年から安定化計画をつくって、３年間実施して、それと併せて特例債を借り

て、赤字を全部解消して、いわゆる使えるお金、流動資産ですけれど、それのマネーを動かす、使

いやすくもしたのですが、いかんせん、ドクターの関係でなかなか上手くいかなかった。 

それともう１つは、よく聞くのが、病院が古くなって、やはり町場の人からすると、いわゆる居

住環境の悪いところにどうしても入院させたくない、また、したくないという部分があるよと。 

もう１つは、診療報酬がご承知のとおり変わりまして、本人負担が加わってきているのと。それ

から、給食費についても本人負担と。こういう形の中で、なかなかそこがネックになって、入院し

たがらないという部分もあるというような、もろもろのものを考えたときに、今の状況が生まれて

いるのかな、というふうに思っています。 
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プログラムでも述べているとおり、病院のそういった要素を加味しながら、居住空間が悪いとい

うのは、最終的に働く人の環境も悪いという、こういう形になりますので、一説には医療スタッフ

を見つけるには、居住環境、それから、働きやすい条件、そういったものも整理していかないと、

なかなかスタッフというのは見つかりませんと。こういう話も、一方では論議されています。そう

いうこと、もろもろからするとやはり、最終章で課題というふうに載せてきていますけれど、病院

の、いわゆる財源的な裏打ちができたときには、やはり建て直しをしながら病院再建を図っていか

ないと、ちょっと難しいのかなという認識もあります。ただ、今の財政状況から行くと、そこまで

の余力がございませんので、そういう認識を持ちつつも、やはり町長も言っているとおり、ほかの

財源、何か財源が、いい条件のものがあれば、そういったものを見つけながら、検討していきたい

という考え方もあります。いずれにしても、そういった課題を認識しながら、町民から信頼される

病院、あるいはそういった病院運営を目指していかないといけないのかなということでは、基本的

には考えているところでございます。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今、部長の言われたことは、本当にそのとおりだと思う

のですけれど。今の白老町の現状だとか、これからの高齢化社会に向けての白老町の目指す、そう

いった医療、また介護も含めて、町立病院の役割というのは、私はすごく大きなものになってくる

と思うのです。ただ、財政状況がこういう状況で、例えば、今、言ったとおり、インフラではなく

て、建物だとか、そういった環境はわかっているのだけれど、ここを直せば、スタッフだとか、入

院患者のためにもなるというのはわかっているのだけれど、今、そこにはなかなか手をつけること

ができないという現状を踏まえながら、町民にその現状を示していくということも、私は大事なこ

とではないかと思うのです。 

というのは、なぜ私が今、そういうことを言うかというと、いろいろな問題はあるのですよ。い

ろいろな問題はあるけれど、これからの白老町にとっての町立病院のあり方、どうあるべきなのか。

必要なのか。必要でないのか。なぜ必要なのか。そういうことも町民に示しながら、この繰り出し

なのです。今の状況では、これだけのものが、これが、これぐらいは皆さんに協力してもらいたい

と。そして何とかここまでの期間は、何とかこの状況の中で頑張っていきたいと。そして、ある程

度の夢を持たせないと、町民は納得しないと思うのです。ですから、そういった面については、将

来的な展望で私、聞こうと思ったけれど、将来的な展望も含めて、町立病院のあり方を、やはり町

民の前に、議会で議論することは大事なことだと思うけれど、やはり町民に示していくということ

は、私は大事なことだと思うのです。その辺についての考え方だけを聞いて、終わります。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 財政の立場でお話するのが妥当なのかどうか。病院は、病院の立

場が、というのは当然あると思いますが。基本的には、これだけのいわゆる繰出金ですね。ただ、

その中では普通交付税、特別交付税で、かなり総務省の考え方も変わってきて、支援的には、そち

らのほうのお金もかなり入ってきていることも事実です。単費的には、当初から見れば、相当数減

ってきていることも確かですが、その辺のところも加味しながら、病院サイドとよく話をしながら、
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財政は財政の考え方を示しながら、住民説明、十分わかるような形でお願いするというか、協力を

求めながら、病院のあり方については進めていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

 ありませんね。 

 それでは次に進みます。第４節、特別会計、企業会計の収支見通し。24 ページから 29 ページ全

部です。ご質疑のあります方はどうぞ。特別会計、企業会計です。よろしいですか。 

 それでは、今度は第３章に入ります。実質の中身に入っていきます。改革プログラムの中身です。

第１節、財政再建に向けた基本方針 30 ページです。第１節、30 ページの中段までです。改革の目

標。計画期間内の早期に赤字額を解消、それと、計画期間です。よろしいですね。 

それでは第２節、全会計の再建対策と目標額の見直し。これも 30 ページです。下段のほうです。

第２節、ここで質疑のございます方はどうぞ。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 30 ページの対策の目標額ですけれど、変更前の改訂版を見たら、ある程度

詳しく書いてあるのです。それで、今回は、変更後 109 億円 2,100 万円しか載っていません。この

内訳ですね、前回みたいに財源不足いくらとか、特別会計の企業赤字解消いくらとか、合わせてい

くらとなっているのでしょうか。52 ページにもうたっているのです。ちょっとみればわかるのです

が、具体的に項目で。前回みたいに、課長のほうから、普通会計の財源はいくら、この 109 億円の

内訳をちょっと示してください。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 52 ページの表にも示してあるとおり、普通会計においては対策額

合計で 51 億 9,200 万円。特別会計、企業会計におきましては、同じく 57 億 2,900 万円。足して、

109 億 2,100 万円という内訳となってございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほか、ございませんか。 

 ありませんね。次に第３節です。具体的な再建対策の見直し。歳出です。１、定数の削減、抑制

による人件費の削減、見直しです。31 ページから 32 ページの中段までです。当初の表にあります

けれど、見直し後の。 

 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。31 ページの人員の見直し後のことなのですけれど。１

つは、ここに「見直し後の職員数は、類似団体の職員数を基本として設定する」と書いているので

すけれど。これは、これでわかるような気はするのだけれど。やはり、白老町独自として、こうい

う考え方があって、こうだ、というようなものが、これは財政改革プログラムですから、そういう

ものがなかったのかどうか、これが１つ。 

もう１つ、役定が今、59 歳でしょうか、これの見直しの中で、こういうものが机上に上らなかっ

たのかどうか。この２つ、お尋ねをしておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） まず役定の話からですが、プログラムの中では、外としては残っ
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ていません。ただ、別な場面では、どうする、こうするという論議があることは、事実でございま

す。 

それから、定数見直しの関係でございますが、白老町の考え方でございます。この見直し推移を

どういうふうに検討したかということを、まずご説明しておきたいと思いますが。類似団体の職員

状況というのは、これ、総務省から出ていまして、20 年の４月１日状況で、人口規模において１万

人当たりの職員数というのが出てございます。それを白老町の人口に置きながら、白老町の 28 年度

の人口をどのくらい見ていくかという形の中で行ってございます。現在は大まかに言うと、２万人

規模で、28 年度は１万 8,500 人を想定しながら、それはつくられてございます。その中で、トータ

ル的にはその中で、国で示されている単純値と修正値というのがありまして、単純値というのは、

その自治体の大まかな類似団体のものの平均が示されていると、こういう形です。それから、修正

値というのは、各項目ごとの、例えば、総務系の職員が何人、税関係が何人、企画が何人と、こう

いうふうに別れているのが、それと照らし合わせて、職員数はどうあるべきかと、個別に分析を加

えているものがございます。それと類似しながら、単純に白老町がそこに類似するから、平均こう

でしょうという話ではなくて、それを参酌しながら、白老町と類似団体との産業構成も違いますし、

そういったものも加味しながら、大体こういうぐらい。ただ、類似団体より多くなるという職員数

の設定というのは、やはりある程度の財源問題からいっても、やはり支障があるということもあり

まして、その辺を加味しながら、今回ご提示していっていると、こういう形になってございます。

ですので、当然産業構造が違いますから、トータル的には、ここの部分は何人だけれど、白老町の

事情からいって、今、港をやっているとか、そういうものをプラスαの部分だとか、そういったも

のを加味しながら、あるいは全国、この場合は１万 5,000 人から２万人の団体使って平均出してき

ていますが、当然全国規模で見ると、アイヌ問題というのはないわけで、そういったところを加味

しながら、これは今回ご提示していると、こういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） おおむね理解しました。１点目ですけれど、当然のことながら、これは財

政的な影響があまりないというふうに理解をしていいのですか。あとは、組織上の問題と。人数が

変わるわけではない。役職者が元に戻っても、ふえるわけではないから、財政的には影響がない。

そういう町政運営上の問題だというような理解でいいかどうかが１つ。 

それから、後段のことについては、わかりました。私はそういうことがきちっと加味されて、定

員問題というのは、例えばふえたにしても、きちっと説得力のある裏づけのあるものであれば、そ

れはやはりみんな認めていくものだと思うのです。そういう裏付けがきちっとあって、やはりこれ

だけの数と。もちろん将来的な、役場としての運営の問題まで含めて、組織形態まで含めてやられ

るべきだと思うわけです。それで聞いたのですが、そういうような理解でいいですね。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 役定を実施するか、しないかによって変わるというのは、管理職

手当ての部分が出るか、出ないかという、こういう部分ですので、それほど影響は出ないという形

になります。 
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 それから、職員の問題について言えば、人口がこれから減るだろうということは、当然予想され

ます。人口が減るということは、地方交付税も減るという。それから、税収も減るという、そうい

う意味合いを持ちます。ですので、当然歳入が減る部分で職員だけを現状維持という話には、これ

はならないわけでございまして、そういうものからすると、当然そういった問題も加味しながら、

組織づくりをどういうふうに進めていくかが、常に見直しながら、そういった中でやって行かざる

を得ないと思います。ですので、「白老町の場合、委託がかなり進んでいますよ」という、それは比

較すると、やはりそうなのです。教育部局なんかは、指定管理者でかなりやっています。そういっ

た状況をこの類似団体と比較しますと、かなり教育委員会の職員数は少ないという部分もあります。

ただ、多い部分もありますから、そういった部分を加味しながら、やはり町にあった総体的な人数

はいかにあるべきかを踏まえながら、やはり職員数の定員管理をしていかないといけないと。こう

いうふうに思っていますので、そこのところで出してきているということで、ご理解をいただきた

いと。ただ、前回の定員管理、最初のプログラムのときは、やはり財政問題ありきの中でどうして

もつくらざるを得なかったという事情もございますので、そこのところはちょっと考え方が遊離し

ているのではないかとご指摘があれば、そのとおりですが、やはりある程度の職員数を確保しなけ

れば住民サービスのあり方というのも、当然加味してきますので、この辺も参酌すると、やはり類

似団体を見ながら、あるいは、わが町の産業構成を見ながら、それから人口構成を見ながら、こう

いうふうにつくらざるを得ないかなというふうには思ってございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこで今、理解できたのです。できたのだけれど、ただ、前回のプログラ

ムと今回のプログラムの、私はふえたからだめだとか、減ったからいいとか、全然そういう議論で

はなくて、その違う根拠は、私はきちっとしておかなければいけない。これが、やはりこのプログ

ラムをつくっていく上で、考え方として一番大切なのは、そこの部分です。変える場合は、根拠が

何なのかということを明確にしておくということなのですけれど、今、若干部長から説明がありま

したけれど、もしそこで話をしてくれることがあれば、そこのところだけは、前回のプログラムを

つくったときと、今回つくって差が出ている部分の根拠を何と見ているか。そこだけ。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 前回のつくり方というのは、５年間は職員を凍結し、それ以後の

28 年までのものについては、退職者に対しての２分の１の採用ですと、こういう説明でございます。

それは、いわゆる財源的にはこれだけのものしかないのではないかという、そういった財源をつく

りたいという、そういった、いわゆる財政的な危機というのは、それほど強かったというふうに認

識をしています。ただ、そのときのつくりというのは、一般事務職だとか、それから病院だとか、

そういったもの、なかなか考慮に、数字では出ていますが、考慮に入れにくかったのではないのか

なということで、当然消防職員については、これだけの救急車を持って、それから定員も法的に決

められていますし、病院なんかも 13 対１あるいは 10 対１だとか、そういう決め方がありますが、

一概に減らないという形になります。退職者が出たとしても、やはりその部分は補充していかなけ

ればならないという問題が生じます。そうすると、一般職員でいわゆる行政職、それで全部その減
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らす人数を対応できるかというと、そうも、なかなかいかない部分があります。そういったことで、

今回は、類似団体を見ながら、いかにわが町の職員構成はどうあるべきかということを加味しなが

ら、やはりある程度全国の類似団体がそれだけやっているということは、それだけ行政サービスに

必要な人数はこれだけですというのが、平均的に示されてきている１つの根拠だろうというふうに

思いますので、そこ等を見ながら、わが町の状況に今回提示させてきていただいているということ

でございます。それで、今回の具体的例示として、どういった数値をもとにして根拠を出してきて

いるのかというのは、米印で出典ですね。いわゆるこういったものを参考にしながら今回つくられ

ていますということで、米印でお示ししているところでございます。そういったことで、ご理解を

お願いしたいというふうに思います。詳細、これ、ずっとやってくれば、説明に相当時間を要する

ことも確かでございますので、この出典の根拠と、それからそのベースになっているのは、人口だ

とか、そういったものですということで、ご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） この部分で、私も関連したような質問になるのですが。私は、この職員の

定員管理というのは、非常に大事だと思います。白老の財政が危機的になった原因の１つに、この

定員管理が置き去りにされた。私ははっきり言って、管理をきちっとしていない。今、人口がどん

どんと、部長が言っているように、１万 8,700 人ぐらいに見ている。産業構造が違うというけれど、

白老のまちがよその町より極端に大きな産業構造が違うわけではない。よその町だって、農業のま

ちへ行くと、牛から馬から豚から、いろいろな産業があります。白老のまちは、指定管理だって相

当進んでいるし、保育所の統合も、もう一歩、また進んでいく。それから、中学校の統合だって、

進んでいく。こういうことからいくと、この３年間で給与費だけでもこの財政再建で今、やってき

たのが、10 億 7,000 万円あるのです。給与費だけでも、この３年間で。ですから、この定員管理の

給与費というのは、ものすごく私は大事なことだと思うし、私は白老の職員が、仕事ができるか、

できないかわかりません。これだけ人口が減ってきて、さまざまな指定管理が進んでいる中で、そ

して、先般退職した職員の大ベテランが 17、18 人もいる。職員以上の職員がいるわけです。こうい

うことを見ていると、決して職員をふやす状況になんか私はないと。減らす状況ではないかなと、

こう思うのですが、ここの部分はどうも、私は納得がいかないのです。町民の説明も、私はなかな

か、この部分はしづらいのではないかなと思うのですが、この辺本当に職員ふやさなければならな

い状況、人口と合わせてですよ。産業構造含めて。どういうわけでこういうことになるのか、私は

本当にわからないのです。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） まず 31 ページになりますが、見直し前と見直し後という人数が

書いてあります。見直し後を見ていただきたいと思うのですが、平成 22 年度 270 人、これが４月１

日現在の、現わが町の職員数、こういう形です。28 年度は当然人口が減りますから、職員数のつく

りは減らすのです。今、想定しているのは、246 人ですと、こういう形です。ただ、前回のプログ

ラムと合わせたときに、上のほうに書いてありますが、見直し内容という形で、当初プログラムの
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掲載というふうに書いていますが、そこでもプログラムでは平成 20 年の 277 人です。現在のほうが

７人下回っています。逆に言うと 28 年は 242 人で、見直しのときよりも４人少なくなっていると、

こういう状況です。ですので、当初のプログラムと人数を重ね合わせたときに、現在は人数の少な

い状況でやっていますが、28 年度はもう少し緩やかに、職員数の減らし方を、ペースを若干変えよ

うと、こういう形です。ですので、当然人数は減っていく中にあって、職員数を今よりふやすとい

う話ではないということで、ご理解をお願いしたいと思うのです。 

そういった中で必要な行政サービスを展開する中で、必要な人数は必要ですと。それを、類似団

体を見たり、それから、道内の類似団体を見たり、そういったことで比較してくると、やはり、わ

が町の行政サービスを展開するのに、このぐらいは必要ではないかということで、今回出してきて

いますので。ですから、委員がおっしゃっているように、人口問題を全く無視しているとか、そう

いう話ではなくて、それから、今後保育所についても、やはり職員を直営で抱えないで、指定管理

にするのか、民間移譲にするのか、まだ決めてはございませんが、そういったことも見直しながら、

これだけの人数削減は引き続きやっていこうと、こういうことでございます。「ふやす、ふやす」と

いう言葉が先行していますが、逆に、28 年は相対的に現在から見ると減る状況にございますので、

そこのところはご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 数字から言えば、そうなのです。大ざっぱに見ると、インフラ整備が進ん

で、きちっと進んできて、土木だってほとんど仕事がないですよね。あれだけいた土木の職員が。

水道だって、8,000 立方メートル使っていたやつが、今、5,000 立方メートルで、全く半分です。そ

ういう管理にしても。それから、先ほど言った保育所の統合や、こういうことを見ていくと、それ

から町立病院だって、かつては 12 億円の働いていた病院が、今は６億、７億円話です。そうすると、

なぜ人だけがいるのか、それから、前から言われてきたのですが，ＯＡ化です。どんどんＯＡ化し

たら、人が減る。ものすごくＯＡ化が進んでいます。１回ぽんとやれば、計算をしなくても全部出

る時代。何故そんなに人がいるのか。私は今でも 50 人多いと思っています。これは町民誰でも、人

が多いと思っている。その中で今、言ったいろいろな財政運営の中で、どうも人が多すぎる。職員

が仕事できないのですか。できる人が辞めて、いなくなったのですか。町民はそう言っているので

す。うわさの話はまた、懲罰委員会かかるから、うわさの話は。町民は、そう言っている。ですか

ら、もう少しこの数字は、現実的に眺めてみると、どう見ても、私はそうなのです。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） １つの根拠は、定員管理者を持たせなければいけないと思います。

それで今回見直して、根拠数を類似団体等々の使用に基づき、あるいは人口問題を加味しながら、

今回はつくっていると、こういう形です。確かにＯＡを含めながら、今まで仕事量が、逆に減って

いるというのが適当かどうかわかりませんが、作業スピードは早まっているのは、これは確かだと

思います。その中で前回示されているのは、現在は、当初から見たら 100 人ぐらいは職員数が減っ

ているというのも、これ、また事実です。ですので、その状況を見ながら、やはり職員数というの

は、適正に管理して、必要のないものは採用しませんという、こういう姿勢も当然必要になると思
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います。しかしやはり、ある程度の根拠を持ちながら、説明をしていかなければ、それは住民にも

理解されないと思いますし、その１つの根拠として、今回はこういうふうな示し方をしながら、ご

提示をさせていただいていると、こういう形です。当然、例えば、先ほど単純値だとか、修正値だ

とか言いましたけれど、例えば単純値の場合は、いわゆる保育所が減っても減らなくても、トータ

ル的に人数ぽんと、どこの自治体も同じなのですが、それを最終的に分析していくというのが、修

正値で、うちの場合、保育所がなくなったときには、その部分をほかに回しているというのではな

くて、当然ゼロカウントです。例えば、保育所が今、18 人ぐらい保育士さんがいますけれど、28

年の時にはゼロカウントで、それは、いわゆる民間に移譲、あるいは指定管理者になったときには、

職員数は置きませんということでの人数把握をしています。その部分を、18 名を余力としてどこか

に回しているという、こういう話ではないのです。ですから、それは類似団体で、税務課がほかだ

から、うちは保育士さん回したから、そこでプラスしようという考え方は持っていないで、そうい

う見方の中で、現状の税務職員を見ながら、それから、保育職員が民間委託したときには、ゼロベ

ースで見ていくとか。そういう形の中で、類似団体も比較しながら、今回割り出していますので、

そこのところは、当然住民の方にもご説明すれば、１つの根拠を持ちながら、納得していただける

数字なのかなというふうには押えているところでございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 西田祐子でございます。今の人員管理のことで、ちょっとお伺いしたいの

ですけれど。前にグループというのですか、つくって、組織として、グループで仕事をやりますと

いうことでやっていらっしゃるのですけれど、あれから何年間もたちましたので、実際に大量の職

員の方が辞められてから、それからもだいぶたちましたので、当然もう組織として機能していって

いるのではないかと。確か、前回のそのときの説明のときでは、足りない人数をお互いにグループ

の中で共有しあって、そしてやっていくのだという形で、私、説明受けていたと、記憶しています

ので、当然そうであるならば、あえてここで、さらに人数をプログラムの中でなぜふやしていかな

ければいけないのかというのが１つ疑問です。 

 もう１つ疑問が、線路の向こう側の役場職員の駐車場ありますよね。あそこの駐車場も６時くら

いになったらほとんどもう職員の車もないと。私なんかから見ると、それだけ、時間以内に仕事を

きちっと終わっているのだろうと。本当に忙しいのであれば、もうちょっとあそこに車がたくさん

並んでいてもいいはずなのに、なぜ、どうしてもふやさなければいけないのかという理由が、どう

してもわからないので、その辺をもう少し具体的に教えていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） まず、グループ制については、軌道に乗っています。当然、人が

足りないときには、繁忙期のときには、閑散期のところが手伝うとか、そういうようなやりくりも

していますし、さらに言えば、今、職員の支援制度といいますか、グループですと同じ課でのグル

ープ支援という形になりますが、課、部を横断したような応援体勢のシステムもつくって、稼動は

させてございます。ですので、そこのところは充分、そのところを加味して今回つくられていると
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いうふうにご理解をいただきたいと思います。 

ですから、そういった制度を何もやらないで、ただ閑散期に人が余っている状態、今の状況はそ

ういう状況ではないということです。当然、繁忙期のところには手伝いにも行っていますし、そう

いう役場の状況だということがまず 1 点です。 

それから、これは、１つには、時間外をやっている人間がいないから、職員が間に合っているの

ではないかとか、そういう論議というのは、また別の論議でございます。ですので、それは一概に、

確かに労働法、いわゆる労働の中で時間外が大体週何時間ですよとか、そういった法的なものを無

視しながら時間外やっていいという話でもありませんし、そこは、別論議の中で、ちっと整理すべ

き問題だというふうには考えてございます。ですので、当然定員問題と、時間外というのは、時間

外というのが逆に多すぎると、職員を逆にふやしましょうかという、こういう話にはなってきます

けれど、そういうところは少し論議の視点がずれる可能性がありますので、そこの論議というのは

適当ではないのかなというふうには思っています。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。整理して。例えば、駐車場がどうの、こうのとい

うのは、これ、ちょっと。 

○委員（西田祐子君） 言っている意味わかります。山口財政部長のおっしゃっていることは、よ

くわかります。私は、ですから、その辺を詳しく説明してほしいということなのです。だから、残

業しないからどうの、こうのということではなくて、一般の感覚として、グループ制もしっかりや

っていらっしゃって、なおかつ、みんなでこの組織もちゃんとできているはずなのに、なぜ人数を

ふやさなければいけないのかという、その具体的なところが、なんとなく理解できないというので

すか。例えば、こういうこと持っているのだという、具体的な例も何かないと、よくわからないと

いうことで、聞いているのです。 

○委員長（及川 保君） ちょっと今、私、指名していなかったのです。どうするか。 

○委員（西田祐子君） もう 1 回。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 現在のいる職員数というのは、270 名ですと。28 年は 246 名にし

ますということは、減らすのです。ふやすのではないのです。ここはよろしいですよね。ただ、プ

ログラムとの差異は何だと言われれば、先のプログラムの差異は何だと言えば、先のプログラムは、

22 年度 277 名です。現在はプログラムより７人少ない状況の中で運営していっているのです。28

年は逆に、プログラムでは、職員数 242 名になっています。ここのペースが見直しの中で 246 名に

していますので、28 年度においては４名、逆に言うと、そこでふえるという話はしますけれど、現

状から見ると、減らしていっているのです。そこのところの理解をお願いしますということでござ

います。 

ですから、その根拠は何かというと、類似団体と比較しながら、あるいはわがまちの産業構造等

を見ながら、そこは参酌しながらやっていますと。当然のことながら、先のプログラムというのは、

病院も減らす形になっていますし、消防も減らすような、そういうところもあったものですから、

そういう見直しをかけていますという、こういう話です。 
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○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今の論議をするときに、定数がどういうものでなければならな

いかと考えるときに、何人でもできるわけです。200 人でも 150 人でも、サービスがよくなるかど

うかということは別にして言えば。だから、我々は少しでも、人数はサービスがよくなるような方

向で考えていかなければいけないということが基本だと思うのです。そうやって考えると、一番基

本になるのは、病院が 13 対１で、13 人の患者に１人の看護師がついて診るというのと同じで、住

民が１人当たり、職員が住民何人を抱えてサービスに努めるかと。こういうふうなものの考え方が

必要ではないかと。そうすると、268 人が 246 人まで減って、人口が１万 8,500 人まで減ったとき

に、１人当たりの職員が減っていく中で、職員１人当たり、住民を何人抱えなければならないかと

いう数字をきちっと出さなければならない。そのあたりがよく出ていないのです。前のところで一

般行政職で言うと、108 人の住民を抱えていると。こういうふうにうたっているわけです。消防職

員、病院職員が先ほどの話でそんなに減るものではない。これ以上減らすことができないとなれば、

246 人の職員のうちで一般行政職が何人で、だから住民を何人抱えなけなければならないかと。も

う少し抱えることができるか、できないかと考えなければならないわけです。ですから、ここのと

ころで今、教えていただきたいのは、これだけ減ってきたときに職員１人当たり住民何人抱えてい

るのか。その辺の数字を聞きたいのです。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 先ほどは人口想定、お話しました。平成 28 年１万 8,500 人です

ということで、単純にいうと、それを職員数で割り返す形になります。たまたま計算今、しますと、

75 人ですので、今の住民１人当たりの、現在の職員数と同じという形でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 消防職員、それから病院職員も含めて、割り返して 75 人になるのですか。

問題は、一般行政職。消防職員、病院職員というのは、減らすわけにはいかないわけで、そうする

と、一般行政職が減っていくということになるわけだけれど、一般行政職で何人見るのかと。その

計算が出てきていないと、考えられないのです。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） お答えしますけれど、例えば、いわゆる職員数はそうなのですけ

れど、行政の仕事をどちらのほうにやっていただくかという考え方も、１つは加味しないと、一概

にはいかないのです。例えば、病院を「民間全部にやらせます」ということは、当然１人当たりの

職員数は減ります。それから、保育所の人数も、「全部直営でやります」と言えば、当然１人当たり

の職員数は減るのです。先にやってきている寿幸園についても、民間委託を、指定管理をやってき

ました。そうすると、職員数は減るのです。ですから、行政サービスをどこで展開するかによって

も、考え方が変わると、こういう形にはなります。ですから、どこで、いわゆる行政サービスをや

るのか、やらないのか含めて、その辺を充分加味してやらないと、この辺は、住民１人当たり何ぼ

だから適当なのだ、適当でないのだという、単純な論議ではないというふうには思います。ですの
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で、そこの論議というのは、果たしてどうなのかという、いわゆる視点としてどうなのかなという

形はありますが、ただ、これ以上に、逆に言うと、職員数をふやすということは、やはり財政に、

予算に占める人件費の率というのは、実質的にもふやすわけにはいかないのです。当然人件費を減

らすということは、町民のサービスの経費を減らすと、こういうことにつながりますから、ここは、

職員数というのは、ふやすわけにはいかないですよと。そこで、適当な職員数はどうあるべきか、

ということを検討していくと、類似団体を見ながら、１つの根拠を持ちながら、分析していかなけ

ればならない。定員管理していかなければならないということです。今回はそういうことに基づい

て見直しすると、こういう人数にせざるを得ないのですというか、１つには、そういう形です。た

だ、これがこれ以上に、当然見直しをしながら、委託できるものについては、そこは諸所工夫、あ

るいは、事務的なものを見直しながら、不必なもの、職員数を置く必要はございませんので、そこ

のところは充分加味しながら進めていくと、こういう形にならざるを得ないのかなというふうには

思ってございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。定員管理の議論、今、ずっとやっていますけれど、私は

もっと根本的な話。今回このプログラムに盛り込んできた、根本的な話をお伺いしたい。 

 例えば、平成 27 年をピークに 32 年ぐらいまでの間、高齢者人口がドーンとふえていく。この５

年を過ぎると、だんだん人口的にも高齢者も減っていくような状況になっています。平成 27 年に向

けて白老町が目指す、福祉に対しての、例えば職員をどう配置していくのか。今、政権が民主党政

権に移って、地方分権が進んでくるであろうその中で、権限委譲の問題だとか、そういったことに

対して、どうやってまちは取り組んでいくのか。今、部長が言ったとおり、１つの基準を設けて、

同じような自治体を１つのあれに見立てて、そして定員管理をしていくのだという思いはわかるけ

れど、地方分権というのは、そういう考え方にあるのかということなのだと私は思うのです。まち

の取り組み方によって、まちのあり方はそれぞれあるのだと私は思うのですけれど、それについて

の考え方が、今回のこのプログラム改定案の中に、例えば議論の中で盛り込まれてきたのかどうな

のか。それによって今回、前回のプログラムとのこういった差異が出てきて、最終的に 246 人とい

う数字に持ってきたのかどうか。ここの話を聞けば、この件に対しては、私は納得するのです。何

人が必要なのか。ふえたとか、減ったとか関係なく、これからの白老町の町をどうやって町は考え

ているのかということが、今回の定員管理の中に考えられて組み込まれたのかということをお伺い

したい。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 全国的に見ると、職員数がふえている部分はあるのです。確かに

委員がおっしゃったとおり、福祉の部門とそれから消防の部分は、実態としてふえているのです。

ただ相対的な人数というのは、自治体の人数は減ってきているのです。そういうことから考えると

どういうことかというと、必要なところはふやしながら、減らすところは減らして、やりくりして

いると、こういう形です。ですので、当然そこは必要な人数は必要で、つけなければいけないです。
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高齢化が進みますから、当然、必要なところは必要です。だけれど、職員数はふやすわけにはいか

ないわけですから、トータル的には減らしましょうと、こういう考え方を持っている。そこは状況

を見ながら、どういう形の中で職員を流動的に動かしていくかというのは、そこの状況を見ながら

進めていくというのは、当然のことだというふうに考えています。ただ、トータル的には、先ほど

言ったとおり、人口問題というのは財政問題に絡んできます。絡んでくるということは、当然職員

数をある程度の予算に対してのパーセンテージというものも、やはり考えていかなければならない

でしょうということなのです。例えば、それは、人件費がふえれば、当然どこかを減らさなければ

いけないわけですから、そうすると、「住民サービスどうなのですか」と言ったら、住民サービスに

使えるお金が減るわけですから、そこのところは加味しながら、充分参酌して、こういう数字を定

員管理する場合は行っていくということです。内部的には、必要なところを動かしながら、当然そ

こは管理していくという考え方には変わりがないと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。私はその考え方が、先ほど斎藤委員が聞かれていた部分

だと思っているのです。ですから、これからの人口は 28 年に１万 8,500 人という１つの人口規模を

基準にして考えられています。全体的な人口は減るけれど、高齢者人口はどんどんふえてくる。こ

ういう社会になってくることは、間違いないわけです。その中に事務のあり方なんかもだんだん変

わってきたり、それから行政サービスのあり方も、やはり変わってくると私は思います。そこの人

員の配置さえ間違わなければ、しっかりとしたまちづくりというのは取り組んでいけると思うので

すけれど。ですから、例えば今の福祉課なんか見ていても、地域包括支援センターだとか、本当に

一生懸命やっていて、でも事務が忙しすぎて、なかなか現場に出て行けない状況もあるような、私

は懸念をしています。これから先がどんどんまたそういったことがふえていくような、本来であれ

ば一歩役場から出て、そして、そういったいろいろな状況を確認しながら、そして例えば、システ

ムの中で企業にお任せするものは企業にお任せするだとか、そういった形のものをやっぱり積極的

にまちが進めていくことが、だんだん必要になってくるような時代が、もうすぐそばに来ているよ

うな気がしてならないので、その定員管理の中にそういった考え方がしっかりできていて、白老町

の目指すべき姿みたいなものがちゃんとあって、このプログラムがつくられてきているということ

であれば、そしたらそれで納得するものだと思うのです。今の部長の答弁で、私はわかりました。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか、ございませんか。 

前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、議論されていますけれど、１点として私が聞きたいのは、定員管理云々

と出てきたけれど、私は白老町が非常に厳しい環境の中にあると、状況の中にあると。当然経済状

況から見れば、白老町内の企業の撤退、経営の厳しさから従業員の採用を抑えていると、そういう

状況にあって、今、職員の見直しを含めて、この改定のここは、両手に花なのです。片一方は、職

員の給与の削減を戻す。そして、人も足りないのでふやしてほしい。これでは、私は、町民感情は

許されないと、同僚議員も話していました。 

そこでお聞きしますけれど、なぜここにきて急に定員管理に行ってしまったのでしょうか。しか
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しプログラムを見ると、部長も言ったように、「25 年まで職員採用しません」とありました。それ

がこれを見たら、20 名近く採っているのですけれど、そのときになぜ、議会に定員管理はこうある

よということを示して、整理されて、議論をされないで、ここに来て、急に定員管理が表立ってく

るのかということです。 

それと、今、部長は、22 年か 21 年の人数から見たら、人数は減るといっていますけれど、当初

の改革プログラムの最終は職員数が 239 人です。そして、見直しで 246 名ですから、７名ふえるの

です。三役抜けば、だから、見直しから７名ふえると。そして、前の部分のときは、退職者 118 名

に対して採用 34 名ですと言っているのです。今回かなり退職者ふえているけれど、138 名退職する

のに、採用 62 名になっているのです。前回のプログラムと比較したら、現実 28 名ふえるのです。

そうすると、前回は約 28.8％の補充に抑えているのです。今回約 45％になっている。それの定員管

理云々というけれど、そこまでの人員が、国の示されている定員管理に追いつきたいと、こう言っ

ていますけれど、本来は、今も議論されていますけれど、地域の中にあって、人口と行政需要がど

うあるかということで決まってくるはずなのです。部長も「これから先わからない」とあいまいな

言い方をしていますけれど、それではこういう人数がなぜ財政改革プログラムのときに、34 名の採

用が 28 名も採用になっているのです。それが定員管理として適正なのかどうかということも２点伺

います。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 前田委員は今の職員数は余っているというふうに認識しているの

か、適正だというふうにとられているのか。そして、最終的に 28 年の人数を言ったときに、前のプ

ログラムの人数は適正で、今回示されているのは適正でないのだという話になるのか。その辺どの

ような認識をされているのか、お伺いします。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私によく反問権使われるのだけれど。今の議論は、ちょっとすれ違ったと

思います。私はあくまでも財政改革プログラム上からの人数が出ているので、それについて議論を

しているのです。多いとか、少ないではなくて、前回 239 名で 39 名議論されて、決まっているので

しょう。今回 246 名にするといっているのです。その経過についてこれだけの人数、28 年で実質的

には先ほど言った数字になってくるわけです。その部分について「どうですか」と聞いているのに、

なぜ反問権使われなければいけないのですか。多いか、少ないかの問題ではない。私、数字言って

いるのです。 

○委員長（及川 保君） 答弁を願います。 

○委員（前田博之君） どちらが議員だか、職員かわからないです。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 見直しの理由を、今回ずっと説明していっているわけです。定員

はこうやってふえますと。そういった問題で、人口はこういうふうに、問題で、人口でこういうふ

うに押えていますと。それから、類似団体見ながら、こういうふうに当然行政サービス上は必要だ

ろうということで、こういう人数のとらえ方をしていますと。だから、前のプログラム、ちょっと
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乱暴だったかもしれないけれど、人数があまりにも極端に減らしすぎているところがあるから、今

回そういった中で見直しをしますと。そうすると、見直しすることによって財源的にはこれだけか

かるわけですから、人数ふえるということですから、かかりますよね。そういうことで、財政改革

プログラムには反映をさせていきますと、こういうことです。ですから、なんといいますか、私は

そういうことで説明を行っているつもりです。ですから、定員管理の見直しというのは、財源に伴

う話ですから、当然そういう視点で、こういう見直しの中で行いたいですという人数を明示してい

っているわけです。ということです。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は、人口と行政上は多くかかりますと。だけれど前回のプログラム、今

回のプログラムの数字がこれだけふえているから、ここの定員管理はどういうふうにしたのですか

と質問しているのに、なぜ逆に言われなければいけないのですか。多いとか、少ないとかって。私

は数字の根拠によって質問しているのです。それが、私が 239 名、246 名が多いか、少ないか、ど

うですかという、なぜそこに論点がいくのですか。私はここに書かれている数字を根拠にして、28

名ふえると。そういう形で言っているのが、部長が言っている、定員管理云々というから、「それは

定員管理どういうふうになっていたのですか」と聞いただけの話です。それが多い少ないの話にな

りますか。そういうことばかり逆にやられたら、何も質問できなくなるのではないですか。多い、

少ないをここで私たち議論しているわけではないですよね。数字の上で、ふえた部分を「どうです

か」といっているはずなのです。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休  憩  午後  ２時０５分 

                                            

再  開  午後  ２時０８分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開いたします。 

 ただいまの部分につきましては、10 月 15 日に改めてここからまたスタートをしたいと思います

ので、ご了解をお願いしたいと思います。 

                                            

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは本日の会議はこれで終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

（午後２時０７分） 


