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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１０月１５日（金曜日） 

開  会  午前 １０時０１分 

   閉  会  午後 １５時０３分 
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 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   

 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 
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○欠席委員（なし） 

                                            

○説明のため出席した者の職氏名（１１名） 

 総務財政部長   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    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 

 上下水道主幹   後藤田 久 雄 君    総合行政局主幹   畑 田 正 明 君 

 上下水道主幹   佐 藤   聡 君    財政税務課主査   大 塩 英 男 君 

 財政税務課主査   太 田   誠 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   熊 倉 博 幸 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０１分） 

                                            

○委員長（及川 保君） 先般の会議の続きということで 31 ページ、32 ページ、職員定数の削減

の部分で議論が途中で終わっておりますので、ここから質疑を受けたいと思います。ございません

か。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 確認の意味を含めてお伺いしたいと思います。32 ページの再雇用による人

的資源の有効活用ということです。 

○委員長（及川 保君） 個別でやっていますので、ちょっとお待ちください。２番、前田博之委

員。 

○委員長（前田博之君） 先日、途中で終わったので答弁もらっていませんのでもう一回質問いた

します。31 ページの表 40 の関係について伺いますけども、これは当初の対策で 54 ページの表 38

でも数字が出ています。この数字と今回を比較すると表 38 では退職者が 118 名に対して、採用が

34名になっているのです。しかし今回見直しをしてみると表 40でいけば退職者が 138名に対して、

採用が 62 名となっています。率でいくと、当初 28.8％が、今回は 44.9％になっているのです。こ

の数字をただ類似団体の職員を基本として設定していますと言っていますけども、今財政が非常に

厳しい状況で白老町がどうあるかという部分の中で、この辺の数字をどういうふうに積み上げてき

たのかということをまずお聞きします。これは私はどうこうではなくて、これから議会としてこの

委員会で議論をしますので、そういう一つの基本的な数値の確認をして議論にするために聞いてい

ますので、それを明確にきちんと答えてほしいと思います。それと、これに伴って合わせて 28 名が

増となりますけども、それの根拠と、もう一つは前のプログラムの見直しの 53 ページの表 32 に今

回の見直しにはついていませんけども、新たな部門別の職員の削減計画がきちんと一般行政職がい

くら、消防がいくら、病院がいくらということで先般も議員の皆さんから、では病院はどうなのだ

と、消防はどうなのだという話になっていますけど、当然この 28 名が増となるということはこうい

う部門別の積み上げからもなってきていると思いますので、この部門別がどういうふうに最終的に

なっているのか。それと、28 名が実質的にふえますけども、その積み上げがどういうふうに検証さ

れているのか、その２点を伺います。 

○委員長（及川 保君） 説明にあたって、今質問の中で前の当初のプログラム案の中での 53 ペ

ージの部分との絡みでのご質問になっていますので、その部分を含めて答弁を願います。山口総務

財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 人数が変わっているのは、前の人数と今回の人数の違いは何かと

いうことですが、当然のことながら表 40 に関しては、21 年までは実績でいっているわけです。で

すので当然、途中で退職したり、あるいは社会人枠で採用したというようなのが実績でいっていま

すので、その部分が３年分については実績でここで加味されているということです。さきのやつは
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当初スタートするときですから定年退職者は当然その中でカウントしていましたが、中途で退職す

る、いわゆる中途退職者、それは見込んでございませんので、そういう開きが出ている。当然、プ

ログラム上は上限が何人というふうに設定していますので、その部分で従前から一般質問等々でお

答えしているとおり、プログラムを一つの補充枠として欠員が生じた場合の補充をしていますとい

う話はしていますので、この部分が今回表示されているという形になります。それから、病院職、

消防職は前回のプログラムに書いていますという話でございます。今回その表示がないのではない

かということのようですが、当然のことながら今回はその積み上げもしてございまして、28 年想定

で消防職については 47 名をカウントしてございます。それから、病院職については 45 名カウント

しています。22 年４月現在、消防職については 46 名でございます。それが、平成 28 年では 47 名

を想定しているということです。それから、病院につきましては、22 年４月現在で 43 名でござい

ます。職員の想定数、28 年については 45 名、これはドクターの分を含めて 45 名にしていると。で

すから現在からすると、消防職については１名増、それから病院職については２名増を想定してい

るという形でございます。残りの部分については、一般職と行政職でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、計画でいけば 25 年まで採用しないということを言っていますね。前の

プログラムでは。しかし、今山口総務財政部長が言ったように、計画になくて採用をしている数字

をカウントしているからふえているという答弁になっていますけども、その部分についてはいろい

ろ考えがあると思います。それは議会の中で議論されると思いますけども、ただ、当初のプログラ

ムでは非常に財政が厳しいということで退職者あるけれど将来は５割・５割、何割か半分ぐらいは

補充したいという言い方があるけれど、財政が厳しいから現実に 34 名ですと、そうすると 28.8％

に採用をおさえますということであったけど、今回は約 45％にふえたということは、これは山口総

務財政部長に答弁を求めていいかわかりませんけど、理事者に聞こうと思ったのですが、今トータ

ル的に議論をしていますけども、それだけ財源的な見通しが改善に向かって、それだけ余裕ができ

たというような解釈にたっての採用人員を大幅に、類似団体のようにふやす、あるいは将来国が云々

と言っているからという部分が強調されていましたけども、地域の絶対の財政状況の側面からいっ

た場合には、これだけ採用されても人件費的な、これは恒久的な支出になりますから、余裕がある

程度到達に見えたのだというような解釈にしていいのかどうか。 

○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、反問させていただきましたけども、その回答はまだ議員か

らいただいてございませんが、そのときに、では行政サービスを行うにあたって、前田委員として

は現在の職員状況をどのように見て、どういう評価をしているのか、その辺をお答えいただきなが

ら、その辺のお答えをしたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前 １０時１３分 

                                             

再  開  午前 １０時２３分 
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○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 先日の会議の中での前田委員の質問に対して反問権を行使、町側がされました。そういう中で、

時間の関係上もありまして、途中で終えてしまったのですけども、町側の反問についての委員長が

許可いたしましたので、それについての答弁を前田委員に求めたいと思います。 

○委員（前田博之君） ここでいっている、239 名と 246 名に対して多いか少ないかという言い方、

私は多いか少ないかという判断のために聞いていますので、私はここでは多い少ないという話での

質問ではないと思ったので、答弁としては私は多い少ないということは答えられません。ですから、

私が言っているのは、先ほども言ったように、その数字に対して、28 名に対してどういう根拠です

かということを聞いているはずですから。多い少ないということの議論の方向に持っていくもので

はないと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前 １０時２５分 

                                              

再  開  午前 １０時２６分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、もう一度具体的にお話をさせていただきますが、私が

前回言ったのは現状があって、これから先のことがありますということです。当然、その中ではさ

きに答弁させていただいていますとおり、我々の現状から将来的に人口推計をみながら、その職員

数を出しているというのがまず１点です。それから、もう一つについては類似団体を見ながら、一

つの根拠を持たせるためには同じ行政サービスをやっている類似団体。ですから、国でいうところ

の総務省で出している、これが 68 団体ありますけども、その類似団体を見て、うちを比較してこう

いう数字を出してきていますという話です。さきのプログラムにおいては、その部分が十分になさ

れていないと、それで当然財政問題を優先させたために５年間を凍結すると。かといっても、それ

は上限を決めてきていますので欠員を生じた場合については、従前不足分については採用してきて

います。こういう話です。そして、その５年後からは財政的に余裕もできるのでしょうから、定年

退職者に対しては２分の１を採用しますという数値で積み上がってきたのが前回の財政改革プログ

ラムの数値です。そこは十分ご説明して、なおかつその根拠はということで前田委員のほうでおっ

しゃったので、それでは前田委員としては現状の職員数、今現在の 270 名おりますけども、それを

委員として役場の職員の状況を見ていてどういう現状の押さえ方をしますかと。そこには具体的に

は少ないと思っているのか、多いと思っているのか、いわゆる 270 名で行政サービスをやっていま

す。一般事務をやっています。行政事務をやっています。それで本当に委員の見た目で、やはりこ

ういう論議というのは現状を押さえてその評価をし、ではどうなのかということをやらないとなか

なか、前回はこういうふうに言っているのではないか、だからこうではないかといっても、そこは

現状認識が違うと、当然その論議というのは数値上の話でしかなくなるものですから、そこのとこ

ろをでは委員はどのように押さえていますかということを反問させていただいたということです。
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ですから、それにお答えしていただきながら、では具体的に認識が違ったとすれば、そこのところ

を埋めていかなければこの論議というのはできませんから、そういうことでお聞きしたということ

です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） まず１点として、私は行政の中に入っていませんので多いか少ないかとい

う部分の現状を分析をして、端的に多い少ないという答えをすれということを、そのフレーズの多

いか少ないというだけの答弁については、私は非常に屈します。ということは、現状の内部につい

ては組織体系とか、組織の命令体系とか、そういう部分について私は十分に検証していませんから、

こういう問題は、ただ感覚的にしか言えないと思います。だけど、ここの場で感覚的な答弁という

のは私はできないと思います。ただ、現状を今見ると総体の数の中で大きな投資的な事業、インフ

ラ整備の事業が少なくなってきていると、そういうことで現業の部分の職員を一般職に回したり、

グループ制において効率的な仕事をやると、そういうことが町長は一般質問等でも現状の中ではそ

ういう組織対応をして部制をつくり部長の中において政策判断をした中で管理職にも課長以下にも

負担をかけないと、そういう現状の中で組織運営をしている部分からみると、私は町長もそういう

答弁をしていれば、私はそういう答弁の方向性の中で理解をしていますので現状としては、まず皆

さんが努力をした中でやられているのだと思います。ただ、私は多いか少ないかということについ

ては、私は立場上求められても答えられません。そういうことです。 

○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） 先ほどもちょっと言いましたけども、これから答弁させていただ

きますけども、やはり職員数が今の職員がはたして現状として行政サービスを、いわゆる行政事務

を展開するに当たって、これが本当に間に合っているのか間に合っていないのか、そこを共通認識

がないとなかなか議論というのができないと。感覚的になってしまいますものですから、そこのと

ころがどうなのかというふうには思っています。ですから一つの根拠として従前言っているとおり、

類似団体を見て、ではどうなのかということが一つの根拠となるのではないでしょうかということ

を申し上げているわけです。ですから、類似団体を見るということは類似団体の規模からいって同

じように行政サービス、確かに産業構造によってはその部分で多くなったり少なくなったり、それ

から高齢者人口が多かったり少なかったりすると当然そこの強弱はあると思います。ですが押しな

めて平均化すると、やはり類似団体がどうなのかということが我がまちを人数が多いか少ないか、

もしくはその業務が適切にこなせるような人数なのかどうなのかということを把握するためには類

似団体でチェックを入れると。そうしながら、ではうちのまちから見てからどうなのか、多ければ

やはりこれは努力をしてどこかが努力の仕方が足りないと、だから適正な人数に持っていこうとい

う形になると思います。それともう一つは、極端に職員数が少なくなれば当然職員に過重労働をさ

せているのではないかと、昨今健康状態も非常にドックをやれば引っかかる人もかなり多くなって

きていると、こういう状況をみるときに、ではそのときにはある程度の職員数を導入してもいいの

ではないかと。ただ、それは先ほど何回か申しましたけど、人口問題というのもありますから当然

それと見合った、いわゆる行政組織にしていかなければならない。それは人口が減るということを
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前にも申しましたとおり町交付税なんかに反映されてきますから、当然歳入が減るということが想

定されるわけです。ですから、そのためにも適正な人員管理、あるいは職員数というものももって

いかないとならない。でありますから、今回提示している数字ということは、そういうものを参酌

しながら、類似団体を見ながら、今回は提示させていただきますということを申し上げているわけ

です。ですから、28 年においては、再度言いますけど１万 8,500 人を想定し、類似団体が１万 8,500

人だったらこれだけの職員数になるだろうということをもとにしながら、我がまちの状況に合わせ

て今回出してきているという形です。ですから、それが多いとか少ないとかという話ではなくて適

正な人員としてその類似団体のものを参考にしながら、あるいは人口を参考にしながらこういう数

値を出していますということでお示しをしていると。それは再三ご説明しているとおりでございま

すし、今回もそういうことでご答弁をさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の類似団体云々というのは、前回の表 11 の中で職員当たりの住民数の類

似団体が出ていますから、この数字が多いか少ないかという判断はこれから我々がこれを見て、他

の類似団体の調査を見て、仮に七飯のように 204 のところもあるし、うちみたく 96 あると、それは

これから私自身が多いか少ないかを判断して、これからまたこの中で議論をしていく、どうすべき

かと判断するべきだから、それはその答弁でいいのです。ただ、それはそちらにおいて、私が言っ

ているのは先ほど答弁をもらったけど、何も今の現状がどうかというのではなくて、私たちは今プ

ログラムの見直しをしているのです。見直しをするということは、前から見たらどういうふうに変

わっていますかということの見直しをした中で、財政規模の中で、そういう部分的な改訂した部分

が適正なのか、なじむのかということを判断するために私は質問をしているのです。だから、前回

34 をやって 62 ふえた、28 名ふえたと。前にも私が言っているのは類似団体の話はわかっています。

だけど白老町として 28 がどういう形で積み上げたかということを聞いているだけの話です。28 が

山口総務財政部長は類似団体に合わせるためにやっているということですね。だから、先ほど答弁

をもらったからいいです。私はそういう意味で聞いているのです。 

○委員長（及川 保君） もうよろしいですね。ほか、ございませんか。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。若干遅れて入場したことをお詫び申し上げたいと思いま

す。職員数の調書、私のほうが前回お願いをいたしまして、嘱託と臨職の数を出していただきまし

た。通常、一般的に従業員の数を、あなたの会社は何名ですかという調書がきたときは必ず正職員

プラス、パートの方々も入れて、それで総人数というのが通常は出すものであります。そういった

中で私も参考までに嘱託も臨時職員も正職員と変わらない業務をやられている部署も、そういう方

も結構いらっしゃるというふうに思っております。そういった中で同僚議員のほうから、先ほど類

似団体、類似団体というお話がございました。類似団体の嘱託職員や臨時職員の数に関しては資料

としては出ていないのですが、やはりこれは難しかったのでしょうか。まず、それだけをお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 前回、今おっしゃったとおり類似団体についての数の求めもあったわ
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けなのですが、前回も同じように答えたのですけれども、手元にそういった類いの資料があれば、

この時点でお出しできるということはお答えしましたが残念ながら調べた結果、現状の中では手元

にその類いの資料がなかったので、今時点ではお出しできないと、こういったことが一つございま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 手元の資料がなくても自治体同士の連絡の中で調べるということは可能で

すね。それはいかがでしょうか。今すぐじゃなくても結構なのですけれども。やはりそれは参考に

してみたいというふうに思っていますが、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） おっしゃるとおりです。それは後々の話になれば可能なのですが、実

はそういった場合、各まちごとの、いわゆる公共施設であるとか保育園、そういったものの管理体

制がどういうような格好になっているのか、要するに委託であるのか、指定管理制度などが取り入

れられているのか、そういったことも加味して比較していかなければ、ただ単純に多い少ないとい

う論点だけでは論じることはできないのかという部分もありますので、求めることは可能ですが、

そういった部分も資料としては調査しなければならない。 

○委員長（及川 保君） 委員長として、質問者はそうではないのです。調べられるかという話で

す。 

○総務課長（田中春光君） 調べることは可能です。ただし、そういった部分も含めて調査しなけ

れば、ただ単純に数の比較としてはどうなのかということです。 

○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） 補足説明をいたします。田中総務課長が言ったのは、例えば社会

教育施設であれば町の直営でやっていて、それを正職員と嘱託、あるいは臨時職員で賄っている場

合もあるし、自治体によっては指定管理部門全部やる場合がありますと。そういった場合について

は臨時職員、嘱託職員という数では出てきませんという話をしているのです。うちの場合でも白老

町でもみていただいているのですが社会教育施設というのはかなり全部指定管理をしています。そ

れから寿幸園も指定管理をしている。そういったときに、この人数を見たら極端に臨時職員、嘱託

職員が減っているときがあると思いますが、見てわかるとおり。そのときに寿幸園を指定管理して

いるのです。そうするとここの嘱託職員だとか臨時職員というのは減って、そこでは単純に比較が

できないということを田中総務課長が言っているのです。ただ、そこの臨時職員、嘱託職員という

のはそれは問い合わせをすれば簡単には出てくるわけでございますが、そういうところも加味しな

いと本当にトータル的にはどういうような運営の仕方によっては職員も変動するものだから一概に

正確にやろうとすれば、その分も加味して調査をしなければ簡単には出てきませんという主旨でご

ざいますのでご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） その内容というか、今のご説明はよくわかりました。もし、提供できるこ

とであれば、ぜひ努力をしていただきたいとは思います。それで先ほどから 270 人が多いのか少な
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いのかという議論がありましたけれども、もし私に聞かれたときこれは多いとか少ないというのは

単純には正直言ってわかりません。わからないというのが本音でございます。そこでお尋ねしたい

のが、いわゆる行政サービスの低下、これは今の状況の中で具体的に何か見られるものが実例とし

てあるのかどうなのか。それと職員の士気の低下、これらもあるのかどうなのか、この辺をちょっ

と伺ってみたいというふうに思っております。一般的に仕事の量と申しますか、仕事の事業量と申

しますか、それが削減になったときは、例えば４人区であったのが３人区でもやれる。４人区が２

人区でもやれる。こういった状況の中で従業員は当初は不満を示すかもしれませんけれども、やは

り仕事量に合った人数というのは適格だと思いますので、私はいわゆる一般的な類似団体が何人だ

からそれに合わせてどうだということではないような気がするのです。そういった意味で、この２

点についてお尋ねしたいと思います。決してこの補充することに対して私は反対だと言っているこ

とではないのです。その辺だけ、ご理解をいただいて、今の質問にお答え願えればと思います。 

○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） まずページ数でいくと 32 ページを見ていただきたいと思います

が、表 41 になります。先に修正前と見直し後ということで、修正前というのは先に示したプログラ

ムの人数です。見直し後というのは 22 年までは、これは４月１日現在の実績の数でございます。実

数的には 22 年でいきますと、プログラム数から見ると、現人員は４名少ないという状況でございま

す。それで先ほどの行政サービス、それから士気低下に戻りますが、プログラム数に満たない中で

実質的にはやっています。それはなぜかというと、それ以上に欠員を生じて、先ほど前田委員から

説明を求められましたけど、職員の採用は逆に多いです。それは完全に中途退職者を含めて補充を

していないかといったら補充をしているのです。それは何かというと、やはりある一定の行政サー

ビスの低下を防ぐために補充するところは補充していかないとならないという問題です。それから

もう一つは士気低下を防ぐ人数というのは当然あるわけでして、それは全体的ないわゆる組織を見

ながらやはり中途退職者が出たけれども、これだけの補充をしていかないと行政上、組織上運営が

難しいという判断の中でやってきています。ただ、山本委員がおっしゃるとおり、業務の種類とい

うのはかなりございますので、これが参酌的にどうなのだというものが一つの基準となるものがな

いです。ただ、この仕事については何人区だということは全部その担当課のほうから出しながら適

切な業務に合う人数の確認はしていますので、現在はサービスを落とさないような形の中で   

最低の職員数を採用させながら行政サービスを維持しているという状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今後の行政サービスの低下、今後の士気の低下というふうにとらえてよろ

しいですか。今現在はそういうことはないということでとらえてよろしいですか。 

○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） そういうことでありますが、さきに 28 年に示している人数とい

うのも当然行政サービスを落とさない、あるいは士気低下を落とさない人数というのはこういう形

になるだろうということでの参酌であるというふうに考えています。ですので、今後やはり行政を

維持していくのですという必要な人数はこれだけになるのではないかという参酌の仕方です。ただ、
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これから 28 年までにどういう行政の動きをするかというのは、それはまた予想がつかないところが

ございます。ですので、そこのところは３年間ごとの見直しの中で明確にしながら見直しをすると

ころは見直しをしていくという、こういう形になろうかというふうには考えてございます。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。ほか、ございませんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） そんな難しい質問、質問というよりも、今いろいろもめたものですから考

え方を私は言っておきたいと思います。白老のまちは財政危機宣言をしたし、それから全国で６番

目、全道で５番目といわれた財政状況。私は先ほどから類似団体という言葉があるし、類似団体並

みの職員数だと言われていますが、私は本来今の財政危機からいくと何も類似団体と肩を並べるこ

とはない。給与も昔は人事院勧告がどうしても守らなければならない。人事院勧告だといって必ず

給与を人事院勧告どおり上げてきた。しかしながら財政が困れば人事院勧告も何もないですね。今

いろいろなまちがみんな下げている。こういうことからいくと、やはり我がまちは我がまちなので

す。我がまちのやり方。ですから私は職員の方々が 20％の給与が下げられている。そして職員は町

民からみると 50 名も辞めたわけですから、前の年 320 名もいて、次の年 270 できちんとまちはやっ

ている。行政サービスが多少落ちたにしても財政が苦しいし、50 人も辞めたから住民に隅々まで届

かないと、こういう理解もしている。ですから、私は今回、今職員の定数が類似団体並みだという

のが、そんなことを言っている場合ではない。ここ何年間か、それ以下ぐらいの数でやるぐらいの

気持ちを持って私はやっているだろうし、やるべきだと思います。ですから山口総務財政部長が何

度も言っている人口減少、それから高齢者減少、財政状況を踏まえた数を決めているのが類似団体

並みなのですね。それ以下ですか。ですから私はこういうときは類似団体以下ですとはっきり言っ

ていれば、この定員の問題なんかはそんなにもめる問題ではないのです。頑張っていると評価する

わけですから。ですからそんなに難しいもめ方をする必要がないです。ですから私はそのことを今

言いたかったものですから、こういうふうに言ったのです。先ほどいろいろあったので。そういう

ことでどうですか。 

○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） 先ほどから言っている類似団体を一つの基準としてみていますと

いうのは、それは間違いないです。ただ、我がまちに置きかえて産業構造だとか、高齢者だとか、

そういうのもみていますと。だから類似団体以降の人数ではないのです。あくまでも財政状況をみ

たときに、では頑張っているところは頑張っているなりに類似団体が今、例えば税務職員が類似団

体は 14 名でうちは今 13 名だから 14 名にするという話はしていません。だから比較して頑張ってい

るところは頑張っているので類似団体が多いからそこに合わせるという気もありません。頑張って

いるところは頑張って維持できているわけですから、そこは維持していこうというふうには考えて

います。それから、なおかつ委託指定管理をしたり、あるいは臨時で賄うところはまたそこは職員

数については削減していこうというふうには思っています。ただ、チェックを入れるために一つの

基準として使わせていただいていますということを先ほどから言っているとおりです。当然、行政

サービスをそこまでしなくていいなら、当然職員数はいらなくなるという部分がありますけど、そ

れをやってしまうと何かおかしな議論になってしまうかと逆に思うものですから、当然行政サービ
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スは白老のまちに住んでいて、隣のまちに住んでいたとしても、ある程度の行政サービスは住民か

らすれば受ける権利だとか、そういったものがあると思うのです。ですので隣まちよりも苦しいか

ら、ここまでで行政サービスいいのだという話にはならないのかと。ですから、一生懸命頑張りな

がら財源を捻出しながら、なるべく落とさないように。ただ、一部ご負担いただいているところも

確かにあります。それはほかのまちでも都市計画税だとか、そういったものも導入してきている。

あるいは法人税も導入してきているという中で、それ以上の負担を求めることなく、なるべくやっ

ていきたいと、こういうことでやらせていただいておりますので、そこのところはご理解していた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。11 ページの類似団体の件なのですが、今山本委員が言わ

れましたように嘱託職員で出すのであれば、私がお願いしたいのは、要するに白老で見たら病院は

段トツ少ない、消防はあるのは白老だけということですから、行政職だけですね。そうするとやは

り、この七飯の数というのは 174、白老は 108 です。これはやはりどこかが違うはずです。これを

やはり町民の皆さんにわかってもらう。これ以上多いというのは、あと美幌は病院があって 110、

これはうちのまちと２人ぐらいしか違わない。ですから美幌の状況だけでも、すいませんけど調べ

て我々になぜこういうことが七飯のようにできるのかということです。108 人と 174 人ですから。

ですから、どうしてこういうことが同じまちで、人口は白老より１万人ぐらい多いのです。だから、

なぜこのようなことができるのかというあたりは調べてもらえないものなのかという希望なのです

けどいかがですか。これは低いところを出してもらってもはっきりいえばしようがないのです。 

○委員長（及川 保君） そのあたりの答弁を願います。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） どの時点で出せるかわかりませんけども研究をしながら、ちょっ

と期間は明示できませんけど、お示しはしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは次に進みます。次に再雇用による人的資源の有効活用。32 ペー

ジの２番目です。中段からです。 

暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午前 １０時５６分 

                                            

再  開  午前 １１時０９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ２番、再雇用による人的資源の有効活用に入りたいと思います。質疑のございます方はどうぞ。

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 確認も含めてちょっとお伺いしたいと思います。再雇用による人的資源の

有効活用ということで、平成 19 年度１年間の制度として実施したものということで大量の早期退職

者がいるということで、そういった人的資源、経験豊富な方々をやはり再雇用をしながら町民サー
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ビスの低下にならないようにということで採用されたということだと思いますけれども、あと 20

年度においては１年限り、これも１年限りなのですが再雇用をしたという、再任用についての職員

等については再雇用をしているということで、平成 19 年度の対応として 18 人の方が特定嘱託職員

ということで雇用されております。私はこの今回の修正を見たときにちょっと最初勘違いをしたの

です。19 年度限りの制度として実施したもので対策としては継続しますということだから、継続す

ることにしたのだなというふうに思ったのですが、これは違うことで早期退職者を雇用して 60 歳な

ら 60 歳までの人数がこれはずっと表になって載っているのではないかというふうに思ったのです

が、このことから先ほどからいろいろな定数についての議論がありましたけれども、私は今回大量

の退職者がいたにもかかわらずやはり町民サービスがある程度維持されてきたのは、この特定嘱託

職員の経験豊かないろんな資源、いろんな知恵とか経験を持っている方々を再雇用したことが大き

な一つのものになったのではないかというふうに考えている一人なのですが、このことから先ほど

山口総務財政部長の答弁の中で再任用について財政的なものをみながら５年後ぐらいには再開する

ようなお話を今されていましたような気がしたのですが、違いますか。５年後からは再任用の形を

また取っていくというような話もしたような気がしたのです。ただ、それは別としても私はその今

後人員管理の中で私は早期退職者、これから早期退職者がどれぐらいいるか。減っていくとは思い

ますけれども退職者にしても、ちょっと相反する意見なのですけども、今雇用が大変厳しいときで

すから再任用するよりは新しい人を採用してもらいたいと気持ちもたくさんあるのですけれども、

ただ、そういう人的資源という形からいくとやはり私はその人たちが持っているノウハウというの

は、こういうふうに言ったら嘱託職員や臨時職員に失礼かもしれませんけど、２倍以上の仕事がも

しかしたら経験上できるかもしれないということを考えると、今財政状況が少し普通のまちに戻り

つつある中で、この再任用ということに対しての考え方はどのように持っていられるのかというこ

とをちょっと確認しておきたかったのです。 

○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） 制度的には２つぐらいあるのです。特定嘱託ですとか、再任用で

あるとかいう話なのですが、特定嘱託にはご承知のとおり 19 年度で 64 歳の誕生日が来るまでは継

続して雇用しますと、これが特定嘱託当時退職にあたっての条件といいますか、そういう形で整理

しています。再任の場合については、これは年金問題と絡んで公務員の年金が 60 歳から 65 歳に引

き上がりますという形で１回退職をして再雇用という形の考え方が出てきていますので、その辺の

整理だと思うのです。それともう一つは、今昨今言われているのが、公務員の定年延長制が実質的

に 25 年からスタートを切りそうなのです。３年で１歳上がっていくということになりますので 65

歳から年金を満度もらえる形まで１歳刻みで上げていくという形で 15 年ぐらいの月をかけながら

60 まで定年移譲をかけていこうという考え方が今人勧で示されてきています。当面の考え方として

は財政問題からいいますと、再雇用の形には現在凍結していますので、それは一つには凍結する形

にはなるのかということです。今のところ、確固たる問題のその辺の整理をかけていませんけれど

も、その辺のところは職員の、いわゆる人的活用をしたほうが行政も合理的に進むと。あるいは低

コストといえば悪いのですけれども、そういうものと比較したらどうなのだということは、やはり
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検証していかなければならないかという感じでもおります。ですので、今の段階では、こうする、

ああするということではございませんけれども、その部分についてはやはり検証し、今後どうする

のかはつめたいというふうには思っています。ただ、吉田委員がおっしゃったとおり、いわゆるま

ち場の人でもなかなか高齢になると仕事がないという部分も当然ありますので、その辺もやはり加

味して考えていかなければならないのかというところがありますので、その辺も含めてちょっと検

討というか、少し内部で研究していきたいというところでございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次進みます。３番、一般職の給与削減の項でございます。32

ページから 33 ページ、全ページです。ここでお聞きしたいことはありませんか。15 番、吉田和子

委員。 

○委員（吉田和子君） 今回の財政的に厳しい状況になったことで職員の方々が自主的なことも含

めて給与削減ということをされました。３年が経過したのですが、これは全体的なつかみをお伺い

したいと思います。この給与削減、職員がなったということで 300 名近い方の給与がそれだけ削減

がなったということで、まちの方たちの声、それから商売をされている方々の声、それからもちろ

ん職員もそうだと思いますけれども、やはりその減った分は家計をしっかり締めなければならない

ということがあると思うのです。そういったことでは、まちに与えた影響、それからいろいろそう

いう大ざっぱでいいです。やはりかなり大きなものがあったというふうに私は思っているのですが、

その辺の考え方を伺っ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） 正確に数字を押さえたことはございません。しかし、賃金が２割

ほど落ちるということは、相当な金額です。ですので、当然家庭に戻りますと、うちの奥さんから

してもそうでしょうけれども、職員の奥さんからすれば、まず旦那さんの小遣いを減らす、そうい

うところから始まるのは一般的にいわれていることです。当然、食料品なども切り詰めるところは

切り詰めていくでしょうけれども、切り詰められない１番は教育費というふうにいわれています。

ですから、そういうことからすると衣類、それから交際費関係、それから食料品が当然、割合はわ

かりませんけど切り詰めていかざるを得ない状況というのは当然あったと思います。ですので、そ

ういうことから考えるとやはりまち場に与えた経済効果というのはダウンしている可能性は当然あ

るというふうには思います。ただ、総額的にどのぐらいかといわれれば効果額の何％がそうなって

いるとはちょっと言い切れないところがありますので、そこはご勘弁を願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 考え方をお聞きしたいのですが、一つは 20％削減は、当初私は 10 年間や

るのかと思っていました。多くの町民もそう思っていた。そのうちこのプログラムが３年ごとに見

直していく。ちょうど３年になった。次が６年目、25 年にやると言いましたね。こういくと、当初

町民が 10 年間 20％削減するものだと思っていた。それでまちを再建するのだと。いうなれば、300

億円の借金を 200 億円にする。そのぐらいしなければできないと思っていました。しかしながら最
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近の状況からいくと、もっと早まるのだということはこのプログラム上でもわかるわけなのですが、

私は、では北海道の給与水準、もちろん全国もそうなのですが、それから白老町のたくさん働いて

いる方々の給与水準、この状況をみると先般も懇談会の中で虎杖浜でも随分この給与の問題が出ま

した。私は 200 万円で食べているのにどうしてどうなのだとか、こう言われた方がいます。そうい

うことで職員の給与というのは慎重にやるべきだという。28 名いる中で２人いました。私は確かに

20％はきついだろうし、ある程度見直しはしなければならないと思うのですが、私は今言ったよう

に北海道の給与の水準、それから白老の給与の賃金や何かをいろいろ見ると、民間も大変厳しいの

です。よく行政側で民間給与水準に合わせているという言葉をよく使われますね。そこからいくと、

今この民間の給与の水準というのは、どのようにとらえているのかということが一つと、私はやは

りこの給与の今のカットを見直すのは９％ぐらいですか。私は３段階ぐらいで、例えば 10％は 23、

24、25 ぐらいでやるのだと、それからあとの 10％はまた３年後ぐらいで元に戻すのだという考え方

が一つはなされてもいいのではないかと。行政側が。何もそういう話がありませんね。ボーンと見

直すのだと。ですから、私は議会と相談するのはそういうことだと思うのです。やはりこのプログ

ラムをきちんとコンクリートで固める前に、そういうお話もしながら町民と説明をしながらやるべ

きだと思うのですが、私はできるものなら今回３段階ぐらいで、また後も３段階ぐらいで元に戻す

のが、私は今の白老の財政状況から財政の建て直しから財政危機を脱出するには、私はこの間計算

をしてみたらこの給与費だけで 18 年度に対して３年間で 10 億 7,000 万円もあるように見ていまし

た。ですから、これはものすごく大きい。ですから、これを１億円ずつ下げていって、そして第三

セクター債が今度２億円ずつやっていくと、ここで３億円のお金がなくなるのです。こういうこと

からいくと、まちが今度行政サービスを含めてやっていけるのかと。ですから、私は考え方として

は３段階ぐらいでやったらどうなのだろう。後は、もう１回みながら 28 年に合わせていくのだけれ

ども、その辺の考え方どうですか。 

○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） 何点か、ご質問内容があったと思うのですが、わかりやすいとこ

ろからご説明しますが、まず三セク債との絡みですが現在の赤字の返済額を三セク債に置きかえる

という形になりますので、これは改めて財源をふやして支出するという話ではないと。ただ、三セ

ク債でいきますと土地開発公社の問題がありますけれども、その部分を含めても今 28 年度で返す赤

字額がございます。三セク債はことしからいきますと 10 年間で返していこうという形になりますの

で具体的にいうと 28 年がちょっとのびる形になります。ですから、逆にいうと借金の総額的の毎年

の返済というのは逆に赤字返済額というのは減るのかという感じも持っています。ただ、利息の関

係からいうと、それを借りたほうが白老町のためには有利に働くものですから三セク債を借りてと

いうのが一つの考え方です。それから、今回職員の給与を戻すというのはスタートをきったときに

はおよそ 20 と説明をしていました。そのほうがわかりやすいので 20 で統一をかけますけれども、

その時点からみると今回の戻しの幅というのは８ぐらいなのです。20 に対して８ぐらいですので財

政効果としては 12 ぐらい、若干そのぐらいをもっているという形になります。ですから、戻しとし

ては半分ちょっと下回るぐらいの戻しという形になろうかというふうに思っています。それから、



 14

民間の給与水準、この考え方ですが、委員もご承知のとおり先ほども人勧の話が出てきましたけれ

ども、人勧の調査の仕方というのは 50 人以上の規模の企業です。ですから、そういう意味からする

と遊離しているのではないかという一つの考え方もあるのでしょうけれども、その 50 人以上の事業

所の規模の賃金を換算してつくられてきているものだというふうに思っています。それで、その人

勧が一つのベースとなってうちのほうも給与改正しています。これが 100 だとすれば、そこから今

回給与削減だとか、そういうパーセンテージでそこから下げていると、これが自主削減です。ただ、

組合との合意については、毎年財政状況をみながら、その辺削減額を考えていきましょうというの

が従前からの合意事項でございまして、ただ、プログラム上は 28 年までという形にはなっています。

ですので、財政状況のチェックを入れながら、前回の特別委員会をスタートするときにもお話をし

たのですが、そこは毎年見直すところは見直さざるを得ないというような含みもありまして、お話

をさせていただいたところでございます。今回こういうふうに見ていきますと全く好転しているか

というと、それはいろいろな考え方があると思いますが、実質的には好転していますので、その辺

を加味しながら、あるいは当然プログラムの立て方としては住民の方にもやはり好転してきている

のですから、ある程度の還元、還元という言葉は適当ではないのかもしれませんが、やはり戻すも

のは戻していきましょうという形でつくってきて、ご提案させていただいていますので、その辺は

ちょっとご理解をお願いするところでございます。三段階の話は、今回全体的から見ると 20 に対し

て８ぐらいの戻しですというのが今回のお話です。次の見直しはまた３年後あると思います。よほ

どの状況が変化しない限りにおいては、また次の見直しのときにどうするかというのが基本的には

当局側では持っていますが、これも組合との協議になってきますので、そこは組合にも理解を求め

ながらいきたいというふうに思います。ですから３年後の見直しのときに、今実質的にはいわゆる

地域給の部分の５％の部分と、実質的には削減額が２％前後でございますので７ぐらいが実質的に

持っている形になりますので、そこはあとは次はどうするかというのは３年後のときにまた見直し、

検討を加えながらいこうと。それで 28 年度に基本的にはゼロにする考え方ではおります。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私が先ほど三段階と言ったのは、私もはっきりわからないのですがやって

みたら大体９％だと思ったのです。これを三段階でやったらどうかと。急に、いうなれば９％なら

３％ずつ、２％の４％でもいいのだけれども、それはどうでもいいのだけれども、まずとりあえず

そのぐらいでいくべきではないのかと。ということは、私はやはり先ほども、私が錯覚をしている

のかもしれないし、町民が錯覚をしているのかもしれないけども、当初は職員の給与 20％10 年と思

っていたわけです。そのぐらい厳しいものだと、この再建には。そう思って職員の方々のやはり 10

年間の給料 20％では辞めようかと思った方々も私は本人からも話を聞いています。そういうことか

らいくと、この方々がまだ辞めて３年ぐらいですね。なって、まだ目も覚めない人もいるのです。

辞めた職員で仕事も就いていない人もいると聞いています。こういうことからいくと、感情からい

くと、もうこのペースでどんどん戻していくのだったら、なぜ私たちは辞めたのだろうという、私

はこの方々だってどんな思いでいるのかと思うのです。それから町民の方々も、先ほども言ったよ

うに、随分戻すのが早いのではないかと、こういう言い方は随分しています。では町民負担増はど
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うなのだと、この負担はどうなるのだと。水道は５年間で１億 5,000 万円戻すのは。そういうこと

からいくと職員の給与は５年間で５億戻るわけですね。そういうことから考えると、私はそれはそ

れとしても、この辞めた方々、いうなれば 38 人応募をしたら 50 何人もいたと。この方々の中でや

はり 10 年間もということで辞めた方々もたくさんいるし、まちが 10 年間しなければ立ち直れない

のだろうということで辞めた方々もいる。その思いからすると、私は納得するのかという思いがあ

るのですが、きょうは町長から本当はこういう話を聞きたかったのですが山口総務財政部長はどう

思いますか。そういう感情からいくと。 

○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） 私も辞めた方全員に聞いてはおりません。でも何人かとちょっと

話をしました。でも、その話を聞いた人がたまたまそうだったのかどうなのかわかりませんけども、

職員がやはり 20％は本当に大変だという思いです。我々もそのときにそう辞めたけども、やはり残

っている人も一生懸命白老町を支えてくれているのだから、ここである程度戻してもいいと私は思

っていますと、こういう方が大部分でございまして、それの全額戻せばいいのか率的に何ぼという

のはそれは明示していませんけども早くやはり戻してやって職員に一生懸命頑張ってもらって住民

のためにやってほしいと、こういったお話がありますのでそういうことからしてもその部分もある

程度私は理解されるのかというふうに思っています。今回松田委員がおっしゃったとおり 20 に対し

て大体松田委員が計算したら９％、我々が大体８ぐらいだというふうに思っています。そんなに誤

差があるわけではございません。全体的にいうと半分弱ぐらいの戻しという形になりますので、全

部これは 20％いっぺんにやるというのは、それは町民にご負担をいただきながらやっている分では

無理があるかというふうには思っていますし、このぐらいといったら怒られますけども、やはり半

分程度はご理解いただけるのかという形ではおりました。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の松田委員からのお話もありましたけども、それが町民意識だと思いま

す。私も辞めた職員の方から聞きましたけども、山口総務財政部長が聞いた人と別な人だと思いま

すけども、大半はやはり懸念をされている部分というのが多分にあります。それで今数字的なこと

を話しますけど、私は確認の意味でちょっと数字だけ整理をさせていただきたいと思います。これ

は今後の参考にしたいので。まず、当初の見直しの内容と見直し後の内容のパーセントが出ていま

すけども、これは当初給与削減が 5.02 で、今回も 5.02、これはもう現実に盛り込み済みになって

いるのですね。この差し引きはゼロです。そして自主削減の、これは表にしてみたのですけど 11.5

から 13.5、これが 1.8 から 2.2 ですから 11.5 の頭の部分は 1.8 ですから 9.7、13.5 の部分が 2.2

ですから 11.3、すなわち 9.7 から 11.3 が自主削減分で復元する。そして、給与制度プラス自主削

減平均 19.2 がここでいえば 7.0 になっていますから、今山口総務財政部長は８％ぐらい戻すとなっ

ていますけども実質的には 12.2％の復元になると思いますけど、これにまず間違いないかどうか。

こういうことを数字の確認しておかなければ議論になりませんので、そういう部分。それと、第 44

章、私は前回の当初の見直しのところの数字を見てきたのですけども、この当初の見直しの数字が

前の見直しの何表の数字を使っているのかちょっと教えてほしいのです。それと、この委員会が始
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まる前に資料の提出を求めましたのですけども、資料が出ていなくて資料を提出した解釈が何か間

違っていて削減幅を出せといっているから出しませんと資料の回答になっていますけども、１点は

今松田委員も非常に数字の話をしていましたけども資料で町のほうから人勧に基づく状況の表が出

ています。この表に、これは及川委員長にもお願いをしたいのですけども、現状の自主削減は出て

いますけどもこの前委員会で提示した資料によってちょっと数字を出してほしいのです。それでな

いと今やっている自主削減の額から、私が今言ったように正しければ、12.2％削減したときに仮に

57 歳の部長職の人は現状では 720 万円になっていますけど、実際に今給与削減を見直したときには

この数字がいくらなのかということを具体的に数字見て言わないと議論ができないのです。ただ、

今言葉で抽象的にものを話していても。そういうことで、その数字を出していただきたいというこ

とであります。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 何点かありましたので、ちょっと抜けてしまうところがあるかと思う

のですけど、まず削減率の考え方なのですけれども、山口総務財政部長が先ほどから約８％の戻し

ですというようなことを言っていましたけど、そこの考え方なのですけれども、まず起点としては

当初対策の部分でいくと平均で 19.2％がベースとしてありますと。ここがありますね。これに対し

て今回の場合につきましては見直しの内容の部分になるのですが平均でいえば７％戻りますと。こ

ういうことになっていますね。これに足すことの人事院勧告の平成 21 年度の平均の削減率、これが

マイナス 2.4％あります。さらにいえば、今年度の人勧による平均の削減率 1.5％、これが合わせる

とマイナスの 3.9％になりますので、これらを重ねるといわゆる 19.2％引くことの約 11％で８％程

度の削減の圧縮ですというようなことを申し上げていたわけでございます。それと、先般求められ

ていた資料の関係だったのですけれども、これは各職階ごとの元々の本来給の部分調べることがで

きましたので、その部分につきまして後ほどご提示のほうをしたいと思います。 

○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） もう１点、表 44 表の当初対策の数字が現プログラムのどの数字

を使っているのかというご質問でございますが、これにつきましては基本的には現プログラム 57

ページの表 43、一般職の給与削減効果の網掛けのところの数字から、管理職手当及び住宅手当の削

減効果を除いた部分をこの 33 ページ、表 44 に載せております。というのは、現プログラムについ

てはこの一般職の給与削減効果という中に管理職手当及び住宅手当の削減効果も含めて記載してお

りましたので、その部分については非常にわかりづらいということで、それを分けてその部分を差

し引いた数字で今回当初対策として載せてございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之君。 

○委員（前田博之君） 今言ったように表にすると 7.0 に今度人勧の分が入っています。24 の人勧

分についてはこれはもう見直しの中で前回条例の中で議論をして、これはもう極端に盛り込み済み

になっているはずなのです。そこが今なぜ出てくるのかと思いますけど、それは別にして、その数

字も含めて前回資料を求めたように今回の自主削減と今回の人勧分どうなのかという、今資料を出

すと言っていましたから、そういうものを含めて次回の議会が議論をしますからその間まで出して
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いただきたいと思います。そうしないと現実にわからないのです。ただ、言葉のやり取りでは。数

字で現実に職員の人がこの表を見ても、当時課長の人がたが自主削減をしたことによって年間 70

万円、80 万円減ったと、そういう数字がデータで出ているのです。ですから今回も自主削減をやっ

て 3.9 の人勧の分がいくらと。それによって何ぼ削減をされて、今まで 70 万円引かれていた人が戻

ったことによって 20 万円圧縮されて、それでも 50 万円削減されているのだと。そういう数字をき

ちんと我々がわかるようにしないとだめなのです。だからどれだけもらっているという議論ではな

いのです。そういう意味ではなくて、もらいすぎだとかそういう意味のことで私は言っているわけ

ではないのです。これからここで議論して町民にきちんと説明をするためにもそういうことをきち

んと言葉だけではなくて見て理解してやっていかなくてはいけないと思って数字をくださいという

ことを言っていますので、そういう部分についてぜひ出していただきたいと思っております。資料

のつくり方がわからなかったら聞いてください。あとで私がきちんと言いますから。それと、今大

黒課長に伺いますけども、本来は表の対比から見れば私たちはそういうことを議論するのですね。

だけど抜いてしまったということは、その抜いた数字は今度どこに出てきているのですか。この新

しいプログラムの中では。 

○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） 抜いた数字は次の 34 ページの４と５に出てきておりますし、そ

の効果額の合計につきましては前回は載っていないのですけど、今回の第１次改訂版におきまして

は 52 ページの表 75 の中に改めて管理職手当削減と住居手当削減分という効果を逆に載せていると

いうことにしてございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、34 ページの４番の管理職手当の削減、中段までです。質疑の

ございます方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に入ります。５番、住居手当の削減、これは効果額の見直

しです。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次 35 ページ、６番、特別職の給与削減。５番、山本浩平委

員。 

○委員（山本浩平君） 特別職の給与の見直しにつきまして、１点お尋ねしたいのですけれども、

仮にきょうご説明していただいた職員の給与の見直しがこの案どおり行った場合、特別職のほうが

低くなるケース、これが出てくるというふうにもあり得るというふうに思っているのですけれども、

これはどういったような、どのぐらいの状況になるのかというのをお示しいただきたいというふう

に思います。それともしそれがそうだとすれば、特別職の方と理事者と話し合いをした上で、この

議会の論議を踏まえるものと定めるとし、ということで書いておりますけども逆転するのであれば

もうこの時点で出してきても私はよかったのかというふうに思っているのですけども。この２点に
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ついて、お答え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） まず、今の想定されているもので特別職の給与の削減率を変えな

い場合は、完全に副町長まで逆転をおこします。逆転をおこさない削減率というのも試算していま

すが、25％と 20％の削減率です。ですから、町長と副町長が 25％、教育長が 20％という形になろ

うかと。これで、逆転現象がおきない、削減率はこの程度になるだろうというふうに思います。こ

れは年収ベースにもちろんなりますので、そういうことでございます。それで、今回なぜご提示し

なかったかといいますと、それは町長のほうから広く意見を聞きながらといいますか、状況を見な

がら町長自ら、当然公約の関係もございますので考えたいということでございますので、今回はこ

こには載せてございません。もう少し熟慮する時間が必要ということでございますので、そういう

ことで今回は載せていないということでございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 私は職務の責務ですとか、仕事のいわゆる量、土曜日、日曜日もない状況

の中でやっておると思います。そういったことを踏まえますと、やはり財政が許すことであれば、

ある程度適正な差をつけるべきだと、戻すべきだというように思っております。これは意見として

述べさせていただいておきます。以上です。質問ではございません。 

○委員長（及川保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。私はこの特別委員会の当初にも小委員長の報告のときに述べて

おります。私はこれは議論すべき何者でもない。私は飴谷町長と選挙をやった唯一のこの中の一人

なのです。私も町長選挙に出たときには給与の削減は出しておりません。飴谷町長は明確に選挙公

約をしているのです。このとおり。であるから、今、まだ任期が１年余りあるのにこの選挙公約を

破ってまでも議会が上げなさいなんていうのはおかしい。ましてや課長職、部長職との給与の逆転

なんて、こんなこと最初から明確に当たり前の話だったのです。今、ここで議論すべきものではな

い。私は議論するのであれば町民にきちんと町長が説明をして、そして議会の皆さんがこの町長の

給与を元に戻すのであれば賛成する方々が町民にきちんと説明をして、それからやるべきだと。私

はこの議題に上げる議論になるものではない。はっきり申し上げておきます。きょう、最高責任者

だから山口総務財政部長それに対してどうですか。 

○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） 先ほどお答えしたとおりでございます。ただ、担当者の考え方は

聞かれていませんから、答えるものではないですから答えませんけれども、先ほどの答弁のとおり

でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。この公約との関係の問題なのですけれども、議員の方々

でも公約をしている方もいらっしゃいますし、供託することもできますし、いろんな手段があると

私は思います。それで一つはやはり管理職と理事者が逆転するという考え方の問題、これはまたち

ょっと私は違うと思っています。ここの部分は。それで果たして正常な運営ができるかどうか。そ
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れと公約との整合性をどこで取るのかと、こういうことになると思うのです。現実問題としてみた

ら。それで何が聞きたいか。熟慮をされるということなのだけれども、それは期限をきって、当然

この改革プログラムがこれから議会で議論されるわけですから、それは議会の議論に十分間に合う

ような形で町側は結論を出すというような判断でよろしいですか。当然これは我々も議会側も質が

公約というものとは違いますけれども自主削減をしているわけです。我々も。ですから我々もこの

あとに合うように議論をしなくてはいけない。するかどうかまだわかりません。する必要がなけれ

ばしないかもしれません。しかし、議会の場合は議員提案をしなくてはいけませんから、それでな

かったら自主削減になりませんので。そうなると、そこの判断基準のためにも熟慮の時間は議会が

十分議論できる前に結論を出されるというような判断をしてよろしゅうございますか。 

○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） そこまでのお話はまだ私としては伺ってきてございませんので、

当然議会としてこういうご意見がありましたということを伝えまして、そこのところの一つの町長

の考え方をまとめていただくと、こういうふうにしておきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、意見が出てやはり公約だということと、もう一つは職員との給与の関

係も考えるべきだという意見もありました。これは私は自分からいえば、やはり公約としてどうあ

るべきかと。これは先ほど職員の給与も出ていましたけども、他の市町村長でも職員より給与を下

げて公約して自分の給与を出しているという実態もありますから、そういう部分も職員もそういう

実態になるし、町村長もそういう実態に他の町村はあるということは認識するのが必要だと思いま

す。それで私が言いたいのは、これはちょうど町長が、今松田委員の話しがあったように 35％の公

約で出てきて、それを実行するために条例を出したときに給料ということで当時 35 ではなくて 27

か何ぼの条例改正が出たのです。そのとき私はおかしいのではないかと、給与の 35 ということで公

約を果たしているのになぜそういうダウンした率で条例の一部改正になるのですかと言ったら、町

長はわかりましたと、公約ですからそのとおりにしますと 35 で出したのです。もうそのときには何

も職員の給与と下がるか上がるかという部分の議論がされていなくて公約として自分の条例を出し

たときにそういう経過があるのです。ですから、今山口総務財政部長も町長に議会であった意見を

伝えますと言うものですから、そういう経過にあったということも、多分町長も覚えていると思い

ますけども、そういうことも踏まえて町長のほうに言っていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ７番、議員定数及び議員報酬の削減、これは一部見直しということで 36

ページに載っているわけでありますけども、今ここでこれを議論して進めるということでは厳しい

ということでございますので、ここは飛ばしたいと思います。 

 ８番、対策後の一般職給与費の推移、見直しです。これは 36 ページ下段のほうから 37 ページの

中段までです。何か、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。９番、対策後の総職員数の推移。ございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、10 番、事務事業の見直し、これは一部見直しです。38 ペー

ジから 40 ページの中段までです。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。休憩をしないということですけども、ちょっと時間がか

かるかもしれません。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午前 １１時５７分 

                                             

再  開  午後 １２時５９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。それでは先ほどに引き続いて、10

番、事務事業の見直し、一部です。38 ページから 40 ページの中段まででございます。10 番、大渕

紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ここでちょっとお尋ねしたいのですけれども、見直し後

の目標額があるのですけれども、これは表 52 です。53 のどこにこれが盛り込まれているのでしょ

うか。例えば、20 年度は当初対策見込みが 8,000 万円あったのだけれども 4,900 万円で終わった、

21 年は１億 600 万円だったのが 8,000 万円で終わったという意味ですね。見直し目標額というのが

ある。これは表 53 のどういう形で盛り込まれているのでしょうか。 

○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） 見直し後の部分につきましては、表 53 の合計の数値が、これが

一応目標の削減額ということで記載してございまして、それと当初の対策と対比させるためにその

下に当初対策の合計額を付記したということでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） もしそうだとしたら、もちろんそうなのですけれども、当初見込み額でい

えば経常的な業務や、内部管理業務は 100 万円ですけども、これは見直しで削減できなくなりまし

たと。本当は経常業務では 3,200 万円毎年、毎年削減するのが 500 万円しかできなくなりましたと、

これはわかります。問題なのは私が今聞きたいのは③の町民サービスのハの上記以外の町民サービ

スという部分が 1,500 万円から 3,400 万円にふえているわけですね。それで表 52 のところが、ここ

に反映しているのかどうかということを含めて聞いたのだけれども、この中身町民サービスの何を

削減するのかということなのです。それは当然町民の負担につながるわけです。ですから、この金

額が多いとか少ないとか、1,500 万円から 3,400 万円になっているのだけれども、この中身はいっ

たい町民サービスの何を切るということで見てらっしゃるのか、その点をまずお尋ねしたいと思い

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） ここの町民サービスの上記以外の町民サービスの部分でふえた部
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分というのは、表 52 に示しております保育園の閉園、民間移譲にかかわる削減の効果、この部分を

プラスさせているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。計算合いますね。ということは、先ほど言った表 52 の効果がこ

こに盛り込まれているというのは、上記以外の町民サービスの部分でふえるのは保育所の部分でふ

えるということですね。それだったらわかります。参考のために、下の委託業務の見直しと、その

他の見直しが、これだけ削減される。要するに効果額がふえるわけだけど、これはどこに入ってい

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） これは表 53、②の内部管理経費の中の内部管理業務、この中に含

めているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。例えば、経常業務の部分で 3,200 万円から 500 万円とい

うのは、これはなかなか無理だと思う。ぞうきんを絞っても出ないという中での話しだから理解で

きるのだけれども、主には何が当初目的より狂った部分というか、違った部分、2,700 万円ぐらい

ありますね。これは何が根拠ですか。 

○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） この経常的業務の見直しという部分につきましては、平成 20 年

度の予算編成の段階で、ある程度前年比較をして削減された部分を今回削減目標額として出したも

のなのですけど、実際は次年度以降施設老朽化に伴う維持修繕費、この辺が結構増加したことによ

って削減目標額には達しなかったというようなことでございます。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田でございます。見直し後のところの 39 ページの循環福祉バス料

金改定ということで、次期見直しの間に検討しますというふうに書いているのですけども、先般も

町議会のほうで町民懇談会をしましたときに買い物難民の方がたくさんいらっしゃると。福祉バス

のあり方というのですか、今のあり方をもっと早い段階で判断してほしいという意見もたくさんあ

ったのです。やはり急激な高齢化に伴いまして、今まで車を持っていた方も持てなくなってしまっ

て結局は温泉地に住んでいたりとか、交通の便が悪いところに住んでいる方々、今バス停のところ

まで来ていますけれども、そこまでも出られないという方が非常に多くなって、なおかつ白老町内

で買い物をするというのが結局自分たちの生存にかかわってくる問題なので早急に対応してほしい。

ここでは、次期見直しの間までということなのですけど、もっと早い段階で考えていただけないの

かというのが一つ。もう一つが、今この負担軽減を考慮しつつということで当然料金のことにも町

民負担ということにもかかわってきますけれども、今別な形で福祉バスではなくて、新しい形のバ

スの見直しのやつもやっていますけれども行政側としてやはり今年度の私はプログラムの改訂に当

たっては町民にとっても、何か明るいというかポジティブというのですか、前向きというのですか、

何かそういうようなものの見直しも少し入れていただければありがたいと思っているのですけど、
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その辺いかがでしょうか。 

○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） 循環福祉バスの関係は、これは解釈の仕方は次期見直しの間です

から３年以内ということになっていますので、当然担当課のほうに実は今公共交通機関の見直し関

係を含めてやっておりますので、その作業による形になると思います。でありますので、ここで担

当課でございませんので何年以内に早急にやりますという、そういう明確な答えはできませんけど

も、今そういう総合的にその中でも福祉バスの料金のアンケート調査を全町民にやっていますので、

そういった中で整理されてやられるというふうに考えてございます。ですので当然、作業をだらだ

らやっているのではなく、今継続しながら進めていますので、そういう形の中でやられるというふ

うに考えてございます。あと、トータル的な見直しについては、ここで前回のプログラムでのとこ

ろでの事務事業の見直しなどで修正した部分をここに書かれてきていますので、全体的に事業がこ

れ以外のものはどうなのだということでやるやらないということではなくて、予算の範疇の中で必

要があればそれはやっていく形にはなるというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番です。ぜひ、この福祉バスの件については早い段階で行政側の意見を

取りまとめて、ぜひ、実行していただきたいと思っています。それともう一つ、高齢者大学の自主

運営についた取り組みについてということなのですけれども、正直言いましてこの高齢者大学とい

うものもやはり高齢者の方々の生きがいにどれほどつながっているのかという部分でいきますと、

やはり本当に独居の老人の方がふえてきて人間関係が希薄になってきていますので、この辺の、た

だ、ここにこういうふうに検討しますという形だけで書かれたら悪いほうに検討していくのか、そ

れとももうちょっともっとこういう具体的な検討の内容というのですか、将来の方向性というので

すか。これは平成 28 年度までのプログラムですけども、今の段階で、例えば 28 年度までこういう

方向性を持っていますというものもぜひ示していただければありがたいと思うのですけども、ここ

のところをお願いします。 

○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） 前回のプログラムでは、いわゆる自主運営しますというのは見直

しの内容でございました。それを修正かけて、次期３年以内に見直しを検討するということですか

ら、その辺の解釈を含めてこういうふうな表現になっているということでご理解をいただきたいと。

前回は自主運営をやりますという内容でした。それを検討するということでございますので、それ

を３年以内にやりますと、こういうことです。ですから、自主運営ということは本人負担が伴いま

すから、それを延ばしたということです。それで、それを今後どうしていくのかということを３年

をめどに検討するということですのでご理解をお願いします。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 事務事業の見直しの中で見直しの後ですけども、目標額、項目については

入っていますけども、前回非常に財政が厳しいということで社会的弱者の人たちの助成部分が非常

にカットされました。老人医療費もそうです。敬老会、ここに書いてありますけども、本当に母子
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家庭の上乗せ分の医療費、そしてひとり親の医療費、合わせて 80 万円ぐらいもカットされました。

しかし、今回これを見ていると職員の部分というのは議論はこれから抜きにして、水道の料金を下

げる以外にそういう弱者に対する施策を切りつけたものを戻すというものがここに入っていないの

です。まして一つの政策で事業保護も国の補助も入っていますけども、国の補助が切られています

から単価が下がっているのです。そういう部分も考えれば、そういうわずかな金額、わずかという

言い方は失礼ですね。そういう金額すら切ったのだけど、今回少し財政が改善されているというこ

とで根本的には見直しをされていますね。その中においてこういう社会的弱者に対するわずかな金

額、助成でも非常に助かるのです。厳しい状況におかれています。そういう部分が１回町民の方に

戻しましょうとか、考えましょうと、そういう議論が内部でされたのか。あるいは、これは施策的

ですから町長のほうから皆さんのほうにこれは検討してみたらどうだという指示があったのかどう

か。その辺を伺います。 

○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） まず、プログラムの内容としてはそこまで細かい論議はしていま

せん。当然、各年度の新しい事業だとか、それから施策の部分については、その年度の予算の中で

やっていくべきもので細かい論議はそこでやるべきものだというふうに考えています。例えば、前

回ヒブワクチンのほうも見ていないのに予算上計上してきているとか、そういうのがあるわけです。

ですから、全くその辺のところは組んでいないということではなくて、ですから経常費の中ででき

るもの、あるいは事業費の中でできるものについては、その年度、年度で事業をおこしているもの

もあるわけですから、その中で論議すべきというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） そういう話になるとプログラムの本質的なものはどうなのかということの

議論になってきますけど、それは避けますけど、今の私が言った母子家庭の医療費やひとり親は条

例改正によって、多分あのときはここにありますけども、議長の採決で可になったのですね。それ

だけやはり委員も厳しいとらえ方をしているのです。それは当然一部条例の改正、あるいは落とし

たからといって今度条例の見直しになるかわかりませんけど、ただ、その年度の中で考えればいい

という話でないのです。これは施策ですから。そうすれば、これを見直したときに前回のプログラ

ムのときに厳しいから落としたものをどう考えたかということを私は言っているのです。それは今

事務レベルのそういう話になるかわかりませんけど、それでは議論ならないのです。政策として条

例まで改正をしているのです。そういうものを、ここのところで議論をしたときにそういう弱者に

対して少しでも町としていたわり、サービスを、行政サービスといっていますけども戻しましょう

と、そういう優しい気持ちを行政に反映することも議論されなかったのかということを言っている

のです。このプログラムをやるときに。ただ年度、年度の中で考えればいいという話にはならない

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） 医療費の問題ですが、前回のプログラムには項目として上げてい

ないのです。前田委員が見ていただいたらわかるとおりだと思います。ただ、横出し、上乗せの部
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分で、それは基本的にやめていきましょうという中で、それは関連の中で検討されて条例の中で改

正を行ったということです。ですから今回についても、そういったもの、そういったものと言った

ら言い方が悪いかもしれませんけども、各事項ごとにいえば、そういった単年度の見直し、あるい

は予算編成、そういったときにやっていくという形になると思います。基本的にはプログラム、前

田委員もご承知のとおり、リンクしますけど総合計画そのものではございませんので、その辺の絡

みと合わせていただければご理解いただけるのかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私はある程度理解して言っているのです。ですけども、プログラムではな

くて、プログラムの前回やるときにそういう厳しさを持って施策を変えているから全体のこういう

のをやるときに事務的ではなくて町長のほうから政策的に町民のことを考えたらやはり戻してあげ

ると、議論をしてくださいと、そういう財源の中でできるかどうかと。それでやはり厳しいからも

う１回やりませんと、そういうような議論が俎上に上がったのかどうかということを聞いているの

です。その事務的な部分は別にして、これを根本的に議論するときに、見直しをするときに、一つ

の柱、柱と弱者に対する対応をどうしなくてはいけないのか。当然、今は職員の給与を戻しましょ

うとか、そういう部分の中で柱を組み立てる中でそういうことが入っていませんでしたかと私は言

っているのです。だから、入っているか入っていないかでいいのです。 

○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、お答えしたとおりです。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次進みます。11 番、投資的経費の見直し、これは継続でござ

います。40 ページの下段です。質問のございます方はどうぞ。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 単純な質問でございます。投資的経費を毎年 5,000 万円ずつ削減していく

ということなのですけど、先ほどほかの委員の質問の中で経常的業務 3,200 万円、これはあちこち

で結局修繕しなくてはいけないのでこれだけしか圧縮できませんでしたと言っていますけども、反

対に投資的経費を減らしていくということになっていくと、何かちょっと矛盾しているような気が

したのですけど、これはどういう意味での 5,000 万円ずつ減らしていきますということなのでしょ

うか。まず、その辺のお考え方を教えてください。 

○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） 投資的経費につきましては、これはあくまでも今回継続というこ

となのですけれども、当初プログラムと同じ考えでございまして今回一般財源の部分で 5,000 万円

減らしたということなのですけども、これにつきましてはこれまでの財政運営のいわゆる反省とい

いますか、いわゆるやみくもに財源を考慮せずに投資的経費を拡大してきたということが一つの赤

字の要因になっているということから投資的経費も計画的に歳入に見合った財源の中で行っていか

なければならないという考え方、こういう考え方の中から一般財源枠につきましても基本的には継

続でございますけれども２億円程度で抑さえようという考えでございます。 
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○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次進みます。第３節の具体的な再建対策の見直し、歳入の確

保です。この部分で、１番、収納率の向上、継続・効果額見直しでございます。41 ページから 42

ページの中段までです。質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次進みます。２番、使用料・手数料の見直し、これも継続・

効果額の見直しです。これは 42 ページの中段です。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） 使用料・手数料で、これは公共施設の使用料の関係ですけども、非常に決

算から見ても、当初から見ても収入額がかなり落ちていますね。その中で町民の方々は公共施設を

使うのに有料化になって非常に少ない収入の中からそういう使用料を払って文化的な活動として使

いたいと、もう少しそういう使用料もふえていないのであれば、逆にもう少し町民の方々が利用で

きるようにしてくれないかという意見が結構多いのです。そういう部分の町民の声が皆さんに届い

て、そういうことが議論されて、今後そういう部分の見直しを少し使用料を下げるとか、そういう

部分の検討をされるような考え方はあるのか。あるいはそういう声を聞いて、この中で見直しされ

ていませんけども、そういうことの議論をされたのか、その辺を伺います。 

○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、基本的にはこの使用料・手数料の見直しにつきましては、

今まで現行のプログラムできる前までは、これはルール化されていなくて、どちらかというと全く

見直しが行われなかった状況。あるいは、コスト計算等も行われていない状況でございました。そ

ういった中において、やはり適正な受益者負担の額というものを定める根拠の一つとしてきちんと

コスト計算を算出して、その中から料金を算出するというルールづくり。また、その見直しも３年

おきにやりますということを現行のプログラムで一応定めたところなのですが、もちろん当課のほ

うで実際施設管理を行っているわけでございませんので実際の管理をしている現課のほうからそう

いった住民の声とか、そういったお話が出てくれば全くこれは見直さないということではなく、現

にプールの使用料も逆に減額しているという状況もございますので、そういう声が高まれば見直し

をすることも全くできないということではないというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次進みます。３番、下水道使用料の見直し、これも同じく、

継続・効果額の見直しでございます。42 ページの下段でございます。質疑のございます方はどうぞ。

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。２年間負担軽減のため延長するというのはわかるのです

けれども、これは何か２年間でどうして３年ずつで見直しをするのだけれども、２年間というのは

何か根拠があって２年間にしたのですか。 
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○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） この料金改定の２年間延長の関係でございますが、これにつきま

しては当初のプログラムの段階で、平成 21 年度に 13％、25 年度に 10％料金改定をして、平成 28

年度に赤字を解消するという考え方で進めてきた中で、平成 25 年、26 年度の会計の中で単年度の

収支で基本的に 25 年度に 10％値上げの効果として大体 3,500 万円ほどあるという中で、これにつ

いては 25 ページの表 28 の収支見通しを見ていただいたらちょっとおわかりになろうかと思います

が、単年度収支 25、26 で 4,500 万円、4,900 万円の単年度の収支黒字が出るという見込みでござい

ます。この中で値上げ 10％分を試算しますと 3,500 万円ほど、それを差し引いても黒字が出るとい

うことで、今回２年間値上げを見送ろうかということで検討したわけでございます。平成 27 年度以

降は黒字額がまた 1,000 万円、それから以下になってくるということで大変、今のところ財政状況

としては厳しい状況にあるのかということで、とりあえず限定で２年間値上げはしないで継続させ

て、そのまま現在のあれを継続させていただくという考え方になっているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 考え方はわかりました。それで、ことしでこれは赤字がゼロになりますね。

当然、単年度では黒字になるということなのですけれども、そうであればこのあと議会側の議論に

なるのだけれども、要するに今の下水道料金というのは北海道の中でも上から３分の１ぐらいです

か。高いほうの部類になりましたね。別に平均施行ではないのだけれども、そうであれば 28 年ぐら

いまで上げないというわけにはいかないのですか。そのあとはこちらでやるけど、そこまで。それ

だけです。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 今のご質問でございますが、28 年度まではどうかということです。

あくまでも今、須田上下水道課長がご答弁したとおり試算をしていってどこまで今の部分でやりく

りして会計上これ以上進むと逆にまた赤が出てくると、そのぎりぎりが 26 ということで２年間延ば

したということなのです。ご質問の主旨もわかりますけども、また３年後に見直しという時期もき

ます。そこでの推計もまた出てきますけど、今の段階では今回プログラムに載せた状況で進むしか

ないと、このような判断でまとめております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。４番、町有財産の売却、継続でございます。

43 ページの中段までです。質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。５番、超過課税の実施、継続・効果額の修正

でございます。43 ページから 44 ページの上段までです。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。きょうは残念ながら副町長が出ておられませんけれども、

固定資産税の超過課税につきましては議会の一般質問の中で、期限はきっておりませんけれども、

これを下げるという答弁をされたと、私はそういうふうに認識をしております。それは議論された
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り考慮の中に入っているのかどうか。今後のこともありますから、今回入らなくても今後のことも

あるかもしれません。そこまで私は理解しているつもりですけれども、少なくても一般質問の中で

副町長がそういう答弁をされていると思いますけれども、そこら辺の見解はいかがなものでしょう

か。 

○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、固定資産税の関係でございますが、全体的な論議として町

民の還元をどこで行うかという相対的な論議です。その中で固定資産税のほうも当然のことながら

上げてきているわけでございますので、その辺を論議させていただきました。それで、我が町民に

一番還元が広くできる部分がどれかということで、今回はその論議の中では水道が一番町民に直接

的に広く還元できるのではないかということで水道に、そちらのほうにシフトを動かしているとい

うことでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。それはわかりました。ということは、固定資産税の税率

を下げる考えがあるという答弁があったということは、見合い分を水道料金を下げることによって

見合い分をここでみたと、そういうような主張でしょうか。それとも、固定資産税の税率について

は、考える余地がまだあるという意味なのでしょうか。今後のことも含めてです。 

○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） 副町長がそのときに固定資産税の率をどの程度にするかというこ

とはまだ具体的には言っていないと思います。そういうことで、その見合いかどうかといえば、今

回全体的に見たときに、ではどの程度までできるかという論議もありました。当然、その額はいわ

ゆる 3,000 ちょっとですので、前に前回の特別委員会のときにこの辺をご議論いただきましたが、

0.5 で 4,000 万円ぐらいだったと思いますが、それを押さえながら今回論議をさせていただいて全

体として押さえられていますので、そういったものを含めて水道料で行いたいという考え方でござ

います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ただいま、大渕委員から出た内容と全く同じことを伺おうと思っていたの

ですけども、今大渕委員が伺ったわけですから、違う観点から質問をしますけども、今白老の実体

経済は非常に厳しい状況であるということは職員の皆様方も十分認識されていると思います。世界

同時不況、リーマンショック以降の経済の悪化、これは北海道が一番直撃しております。そして、

我が白老においては大手企業の撤退、これによる不況、人口減による不況、これが非常に町内経済

の閉塞感を漂っている状況でございまして飲食店等も通常であれば、今までやっていた時間までに

営業を随分早く、お客さんが結局来ない、歩いていない、そういう状況で随分早く閉めている。今

までにはない状況です。これが最近見られている状況でございまして、そういったことも考えたと

きに結構他の近隣へ知らないうちに移り住んでいる町民の方が結構いるのです。この税金だとか、

そういった問題も含めて関係しているのですけども、そこでこういう状況の中でやはり私がちょっ

と残念だったのは副町長が一般質問のときに言及をされたにもかかわらず超過課税率の見直しとい
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うものがされていない。これは非常に残念でございます。21 年から、これはやっていますから１年

ぐらいでは確かにすぐやめるということもいかないのでしょうけれども、３年後になると、見直し

をするのが 25 年ということになりますから、非常に今一番厳しい状況の中で町民に還元する部分を

やはり検討すべきではないのかというふうに思うわけでございます。きょうは、残念ながら町長も

副町長もいらっしゃらないので、その考え方なのですけども、白老の経済の状況を考えたときにや

はり町民の還元の部分、残念ながらこの水道料金だけでは何かこのわずかな部分でしか町民の還元

はないというような印象を、このプログラムの見直しをみたときにそのように直感したわけでござ

いますけども、やはりその辺のところを考えて進めていくというようなことの考え方はないのか、

お尋ねしたいと思います。 

○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） 先ほども大渕委員のことでお答えしていますが、どの部分で広く

町民に還元できるかという部分の視点で今回は水道にしましたということです。水道の関係ですの

で担当部長も来ていますので、どういったところで広く還元ができるかというのは担当部長のほう

からご説明したいというふうに思います。 

○委員長（及川保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 第１回目の説明会があったときに、１枚もので減額見直しについ

てという一覧が皆さんにお配りしていますが、この中にそれぞれ水道料金の口径別で年間減額金額

というのをお示ししております。これは一般家庭も、それから例えば飲食店経営の部分も、それぞ

れの口径の基本料金によって実際使用される分を減額しているという表なのですが、もうちょっと

大きな視点で申し上げますと、今現在白老町で上水道を使用されている人口というのが１万 9,480

名ほどいます。今回の１年間の減額額というのが 3,123 万 9,600 円になりますから、単純にこの人

数で割りますと１人当たり年間 1,600 円、また世帯数、これは１万 9,000 というのは子どもから皆

さん含まれている数字ですから１世帯当たりで割りかえをしますと、3,270 円という金額が水道料

金としては軽減されているという部分でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） １世帯当たり 3,200 くらいの話ですけども、その金額は非常に町民に対し

て還元されている金額なのかどうなのかというのは、それはとらえ方によって違ってくると思いま

すけども、きょう前半の議論の中にも出ておりましたけれども、職員の定数の問題も含めてやはり

今現在、これはちょっと違う問題になってくるので質問にはなりませんので意見として聞いていた

だきたいのですけれども、町民に対しての還元する部分はそのぐらいです、しかしながら職員の給

与に関してはこうします。そして、定数に関しても、このような見直しをしますということであれ

ばなかなか町民の前に出て説明をするときも説得力がないと、今現在例えば本当に職員が少ないば

かりに町民サービスが低下しているですとか、本当に今士気が本当に上がらなくてどうしようもな

いとか、そういうような事情がない限り定数をふやすということに関してはいささか町民に対する

還元と比較をしたときにちょっと私はどうなのかという感じる部分がございますので、これについ

ては今後また理事者が出席したときも含めて議論をしてみたいというふうに思っています。 
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○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） 定数の話が出ましたけど、定数はさきのプログラムと比べるとそ

うかもそれませんけど、現在と比べたら下がるのだということはご了承願いたいと思いますが、そ

れでトータル的な話として、今回のプログラムでお示ししている、前にも町民との比率というのが

出てきていますが、一次改訂版で行っているところの比率ですが内部管理経費、通常職員の削減数

だとか、そういうものが入っていますが、これが今回の見直しによって 68.8％でございます。そし

て町民負担分については 31.2％という比率になっております。さきの当初のプログラムはどうかと

いいますと、内部管理経費につきましては 69.3％、町民負担が 30.7％でございますので比率の割合

的にはこういう形だということでご承知願いたいというふうに思います。これについての考え方は

いろいろあると思いますが、比率的には、今回のご提示の内容はそうだと、こういうことでござい

ます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） その比率に関しては職員の負担の部分は７割だというのは皆さん今まで十

分認識しているわけです。これは、例えば半々だとか、逆に町民の負担のほうが多くなったら町民

の生活は全くできないような状況になるわけですから、それはもう十分わかった上での議論であり

ますので数字的ないわゆる余裕というか範囲が限られているわけですから、いたし方ない部分もあ

るのかもしれませんけれども、もう少し町民の還元の部分を考慮していただけなかったのかという

印象だということであります。以上です。 

○委員長（及川 保君） 今後の議論になってくると思います。ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。６番、退職手当債の活用、これは実施済みに

なっております。この中で議論がありましたら受けたいと思います。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは次、７番、保育料の改正、継続でございます。44 ページから

45 ページの上段でございます。ここで議論がございましたらどうぞ。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。８番、国民健康保険税の改正、見直しでござ

います。45 ページの中段です。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 次に、９番、赤字会計に対する一般会計の財政支援、見直しでございま

す。45 ページから 46 ページの中段までです。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） １点だけ、お尋ねをいたします。港湾機能の会計なのですが、これは港の

上屋の問題だと思います。一般質問等々でも議論がされましたけれども、今まで一貫して町民負担

の部分は受益者負担の原則ということで下水道料金も国保もすべての使用料・手数料含めて見直し

がされております。これは受益者負担だから町民の負担はいたし方ないのだという説明であります。

それからいうと議論があったことは十分承知をしていますけれども、この港湾機能特別会計に繰り
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出しを、これだけの金額をすると。これは事実、今使っているのは一つの会社のための繰り出しだ

といっても私は仕方がないと思うのです。そういう中で、ここだけは認められるけども町民は受益

者負担だからかかった分は全部もらいますと、これは水道料金、下水道料金すべて含めてそうです

けれども、私はこういう考え方というのは本当に成り立つのかと、少なくてもここでもいくらかは

これだけ町が大変だったら上げるとか、土地をたくさん買ってもらうとか、何とか考える必要があ

るのではないかと。私は町民が思っていることというのは、そういうことではないかと思うのだけ

れども、そういう検討はされましたか。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） このことは、毎年予算、あるいは決算でご意見がいろいろ出てき

ます。一貫して今までも使用先との当然話し合いもありますし、毎年度の会計の状況も使用者側と

も話しをしながら、その点は十分検証しながらやっているということは事実なのです。今回のプロ

グラムにおいても、やはり使い側と、こちら使ってもらわなくてはならないという立場もあります

けども、今 100％使っていただいて現状では２社入って使用してございます。収支の中では最終年

次、40 数年までかかりますけども、その中でペーできるという試算の元で現在の使用料を出してい

るものですから、今回の改訂の云々の議論は確かにありましたけども現状としては今の状況で進ん

でいるという部分。それは相手側との利用者側の価格に対する問題もございますので、そういう部

分で今 100％使っていただいているということも踏まえて現状の単価でいっているという部分が今

回のプログラムの状況であります。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これ以上言ってもあれですからいいのですけれども、た

だ、考え方としてこういうところにはお金はどんどん出せるけれども、先ほど同僚委員が言われま

したように 80 万円削ったということとは質は違うのです。だけど、考え方としてこういうことが私

はきちんとしていくべきだと思っております。ですから、上げる上げないはきちんと議論されて、

これは政策上必要だというのは一般質問で私答弁やっていますから、多分そういう答弁だと思いま

す。しかし、考え方としてそういうことだけでいってしまったら町民の納得は得られなくなるとい

うふうに思うのです。その旨は、今後いろいろ議論があるところでしょうけれども、きちんと議論

ができるような場を我々議会もつくっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いしたいと、

きょうはこれ以上はやりません。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、第３節のうちの具体的な再建対策の見直し。特別会計・企業

会計独自の対策であります。これも効果額の修正でございます。46 ページから 48 ページまでにわ

たっての内容です。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。第４節に入ります。新たに講じる追加対策。

１番、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、48 ページ下段から 49 ページ上段
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まででございます。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。国保の関係なのですけど、これは 24 年までゼロにする

というのは中身はわかりましたけど、ここまで町がきちんとやるということは 25 年度以降の国保の

改革の方向というのはかなりな部分で具体的になっているというような理解でいいですか。例えば、

今の国保が国ではなくて都道府県単位になるとか、そういうことが今ちまたで議論されていますね。

そういうことは十分押さえた上で私は 24 年までゼロになるというふうに考えるのだけど、それはも

うそれぐらいの具体的な中身できているということなのでしょうか。そこだけ。 

○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） この件に関しましては、現課のほうといろいろ議論したところで

ございまして、あくまでも 25 年から新たな制度になると、それがまず一つ前提です。それともう一

つは、その段階では単独市町村という形ではなく、今大渕委員がおっしゃられたような形になるだ

ろうということも言われております。そういう中において、やはりそれまで赤字を抱えている会計

につきましては恐らく全部精算になるだろうというような想定がありますので、その想定のもとに

本来であれば現プログラムであれば確か 26 年度までに赤字を解消するという計画でございました

が、それを前倒しをして 24 年度までにということで今回考えたところでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。そこはわかりました。それで、例えば今まで国の場合は

そういうことがあったら赤字をたくさん抱えているところは起債で認めるとか。国のほうでチャラ

にするなんてことはないでしょうね。そういうふうになったら赤字を解消したために白老町が損失

を受けるなんて、そんなことにはまかり間違ってもならないですよね。そういう情報は、例えば赤

字のあるところは起債で引っ張れるとかという、そういうことまでもなっていなかったら 25 年には

もう今からだったら現実的には入れないですね。そこら辺の情報はありますか。 

○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） 今のところ、そのような具体的な情報は入ってございません。た

だ、現計画においても一般会計において赤字額の２億円については繰り出しして赤字を解消すると

いうことが前提でございましたので、その考え方を踏襲して、それを前倒しするという考えでとら

えております。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、２番、第三セクター等改革推進債の活用、49 ページから 50

ページの上段まででございます。質疑のございます方はどうぞ。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 第三セクター債なのですが、私は臨海部土地造成にしても、工業団地造成

にしても、土地が売れない。これはもうはっきりしていますね。そして、いつか売れるだろうとい

うことで、その部分が赤字になってきた。私は今までどおり放っておいたほうが指標に余り関係な

いですね、赤字でも。そうなれば放っておいたほうが、放っておきながら売れたら補てんしていっ

たほうが私は将来の今の財政状況からいって細く長く借金を払っていけば、そのほうが私はこのセ
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クター債借りて、２億 2,000 万円ですか 10 年間、これを借りて払っていくより楽だったのではない

かと私は思っているのです。ですから、ましてこういう、これはことしの５月まで決めなければだ

めだと言っていましたね。ですから、私はこんなセクター債なんて借りないで赤字を投げておいて、

赤字はぎりぎり投げておけばいいわけだから、数値の下になればいいわけだから、そうすれば２億

のお金はもっと使いようがあるのではないかと思うのです。私は借金は売れたら払うのだという言

い方にして、それも一つの方法だと思っていたのですが、どうですか。 

○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） 松田委員のおっしゃるとおりです。確かに指標だけを考慮すれば、

そのとおりでございまして、そのまま赤字を解消しなくてもその土地があれば、ある限りそれは黒

字カウントされますので確かに指標には問題ないということになります。しかし、今回の改訂版は

もちろんですけど、現計画におきましてこのプログラムはあくまでも 28 年度、10 年間でそれらの

土地の実際の赤字、これも含めて解消するというのが目標でございますので、まずそれが前提とな

ります。当初の現計画においては、20 年度前半についてはちょっと財源が足りないので少しずつそ

の赤字を補てんし、最終的には後年度、例えば 27 年度、28 年度ぐらいに４億とか、５億ぐらいの

財源をその赤字解消に回すというつくりだったのです。しかし、それにつきましても現実のところ、

実際この後どのような形に財政状況がなるのかというのははっきり申すことはできませんので、も

しかしたらそれの赤字が何らかの形で解消できないという場合もあるかもしれません。しかし、今

回第三セクター債を活用することによれば、これはもう財政規律上起債として元利償還金を毎年、

若干期間がのびますけど、２億 2,000 万円で毎年確実に赤字を解消できるということで、なおかつ

その利息分についても一部交付税があるというような有利な条件があったものですから、今回一つ

の対策として打ち出したというところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 赤字解消だけをいったら、夕張市だって 320 億円、これを起債に回して赤

字ゼロなのです。私は白老のまちの将来を考えるとき臨海部の土地と工業団地を売り切らなければ

私は普通のまちにならないと思うのです。まちの将来展望です。かつては 900 億円の出荷高があっ

たのが今は 600 億円でしたか、だから私はこれを見ても白老がずっと白老全体の経済が落ち込んで

いるのをこれ見ても一目瞭然なのです。工業団地と臨海部がやはり売れて盛んになって、それがま

ちの発展につながっていくのだという考え方からいくと、ただ借金、赤字だけ解消すればいいので

はなく、やはりそれを抱えながら土地を売っていくのだという意気込みでねじり鉢巻きをしてやっ

ていかなかったら、まちの将来はないです。私はそう考えるときに、こういう借金まで孫子の代ま

で残してもいいのです。売ったら財産があるのですから。孫子の代に借金を残さないというのは余

分な借金のことなのです。こういう借金は孫子の代に残しながら少しずつ払っていけばいいし、一

般会計こんなの繰り入れだっていいのです。先ほど臨海部土地造成の上屋の話もあったけども、あ

の上屋を反対しているのはいまだに私一人ですね。大渕委員が先ほど言いましたが。ことしも反対

しているのは私一人です。ああいう考えがあるから私は反対しているのです。ですから私はただ赤

字だけなくすると格好のいい話ではなく、将来のまちを見据えた場合、あるいは赤字を抱えながら
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一生懸命頑張って売るのだという気構えが私はまちの発展につながると思っているのだけど、山口

総務財政部長そんな考えはどうですか。 

○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） 松田委員がおっしゃるのも一つの考え方だと思います。ただ、一

般会計に工業団地だとか臨海部を動かしたからといってもやはりその土地を売っていかなければな

らないということにはかわりないわけです。そうすると、やはりまちの発展というのは企業が来て

くださって、その土地を利用してもらって、まちの皆さんに還元できる。購買力も上がりますし、

地域経済活性化、そのとおりだというふうに思います。ただ、もう一つの視点としてはやはり着実

に町の赤字額は減らしていきたいと、これは計画的にきちんと盛ったほうがいいのではないかと。

計画的に返していくほうがいいのではないかという、こういう一つの選択肢の中で今回三セク債を

借りてきちんと整理を着実にやったほうがいいのではないかということでありますので、当然松田

委員おっしゃったとおり土地は売って、そのとおり職員頑張っています。そのために東京事務所も

開設しながら一人置いて頑張っていますので、そこのところは一つご理解をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。これについては聞いておかなくては私はだめだと思うの

だけど、一つは、今夕張の話が出ましたけど夕張の一借りで回すということをやらないわけだから、

そこの部分は私はいいと思うのです。一借りで回すのと起債でまわすのと、どれだけ起債でまわす

のが、例えば交付税で利息を半分みてもらったらどれだけ有利かということが一つ。どれぐらい有

利になるかということが一つ。もう一つはやはり考え方としてきちんとしておかなくてはだめなの

は、28 年度までの計画の中から４年間はみ出しますね。そこの考え方はきちんと整理していますか。

その２点です。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午後 １４時０２分 

                                             

再  開  午後 １４時１７分 

○委員長（及川 保君） 皆さんにお諮りしておきたいと思います。実はこの後２つの委員会を予

定しております。それで、本日は途中になりますけども、特別委員会を 15 時で終わりたいと思いま

す。広報広聴、特別委員会の小委員会も本日予定されておりますので、ぜひご了解をしていただき

たいというふうに思います。25 日、再来週の月曜日、特別委員会を、これは本当は議運をやる予定

だったのですけども、特別委員会に振りかえましたので 25 日に再度町側にも出席を求めまして開催

をしたいということにしたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。第三セクター等改革推進債の活用です。大黒財

政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） では、大渕委員のほうからご質問がありました、今回の借入れに

よります一借りとの比較の効果ということでございます。土地開発公社でいわゆる利息の半分が特
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別交付税だと仮定して土地開発公社においては 3,200 万円の軽減、それから臨海部土地造成事業会

計においては3,100万円の軽減、それから工業団地におきましては2,400万円の軽減ということで、

合計 8,700 万円の効果があるということでございます。それから、もう１点の今回三セク債を借り

ることによって 10 年償還ということになります。それで、平成 32 年までということで、プログラ

ム期間から４年間繰り延べされるということになってきます。今回、この借り入れにつきましては

銀行縁故債ということで元金均等償還ということで少しずつ元利償還金は減っていくのですけど、

それにしましても 32 年度においても約２億円程度の支払いが出てきます。それで、その部分につい

て、一応あくまでも試算なのですけど、29 年度以降も財政収支見通し、概略でございますがそうい

うのを一応出しまして、そういう中においてこの２億円が可能かどうかという検証もしておりまし

て、そういう部分では何とか、元利償還分を支払うことは可能だという判断の元に今回借り入れる

ということを決めたところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほか。前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、49 ページの借入額時期合わせて 20 億円ありますけど、これは前のペ

ージでいくと工業団地造成が繰り出しも含めて第三セク債借りると 14 億円、臨海土地部が 11 億円

になりますね。しかし前回もらった資料では、これは全部仮に売れても 14 億円ぐらいなのです。そ

うすると、聞きたいのは、前に大黒財政税務課長は、これだけ今残っている 14 億円、仮にです。売

れても、それは一般財源のほうに薄めないと、あくまでも町債、減債基金みたいなところにつけて

財源だけはそのほうに充当すると、当然そうだと思いますけど。そうすると、それはどういう形で、

ここで最後のまたそのときは質問するけども、64 ページのときに新たな財政指標を定めるといって

いますけど、今大黒財政税務課長が言ったことが現実として何らかの形でこのプログラムの中に残

ってくるのかどうかということです。これは変な話、ここだけの答弁で紳士協定みたいな形で、当

時のまた理事者が経過をわからないでぼんぼん事業費的なほうに使ってしまったらプログラムの性

格がなくなるのです。そういう部分がきちんと確約できるような文言なり、形の中におさまるのか

どうか、その辺をお聞きします。 

○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） ただいまのご質問でございますが、確かに私がご説明したときに

は、この売れた部分につきましては減債基金、あるいは繰上償還財源ということで言ってございま

す。それで、この何らかの紳士協定ということではなくて、やはりそれは財政担当としましても、

それはきちんと誰がかわろうがきちんと残しておく必要があるということで、62 ページの第５章の

今後の課題の４番目、各種基金の積立という部分の下から４行目です。今後はというところで、基

本的に販売土地の売却収入を三セク債の繰り上げ償還財源若しくは町債管理基金に積み立てするこ

ととしますと、ここで記載してございますので、この辺についてはぶれることなく着実にやってい

きたいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私も読んできましたけど、今明確に答弁いただきましたので、ぜひ誰がか

わろうと絶対こういうことは規律を守るためにも引き継いでいきたいと思っていますので。 
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○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。３番、公的資金補償金免除繰上償還の実施、

50 ページの中段でございます。このことについて質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。４番、水道料金の算定方法の見直し、50 ペー

ジから 51 ページ上段までです。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。先ほど水道料金の見直しで町民還元、超過税の税率の 0.5％を

視野に入れたものの考え方だと言いましたね。そういうふうに私は聞こえたのです。私はあのとき

には 1.65 と議会で決めたのにもかかわらず、今でもこの耳に残っているのですが高畠企画部長が

0.5 は 4,200 万円だと随分頑張ったのです。今、還元は年 3,100 何十万ですか。そんなことからい

くと、そういうことにならないと思うし、それからこの水道料金の還元は私は一般質問でもしてい

るし、とにかくまちの特別会計の中で黒字会計はこれだけなのですと。ですから私はもう少しプロ

グラムに関係なくても還元すべきだと私は前に言ったつもりなのです。単身世帯というか５立方が

450 円、６、７立方の方は８立方が基本料金ですね。ですから私はこうわかりづらくしないで６立

方から、５立方を基本料金にして６、７からずっと料金を徴収していくようなやり方で、なぜしな

かったのかと。そうすると町民はもっとわかりやすかったのではないかと思うのです。先ほど、ど

うも役所の言葉でいうと率でものを話すのだけれども、私は先ほど町民一人当たりにすれば 1,600

円だと言いましたね。では、職員一人当たりにすれば 40 万、50 万の話ですね。給与の見直しから

いくと。だから率でいうと町民はわからないのです。私はやはり、先ほどの基本水量５立方までと、

５立方からと２段階にすべきでないかという、まず一つ。それから、もう少し還元できないのかと。

たった 200 円といったらあめ玉一袋なのです。やはり、もう少し還元することできないのですか。

私はもうちょっと考えるべきだと思うのです。どうですか。今度の本会議のときにもう少し言うつ

もりですが。 

○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） 先ほど固定資産税の関係のときに言いましたからちょっと補足さ

せて答弁させていただきますけども、先ほど固定資産税 1.65、これは意識して今回出してきていま

すということは、イコールではないですけども、そこの部分はさきにプログラムで十分論議されて

1.65 でどうなのかというお話をさせてきたものですから、そこのところは十分意識しながら今回検

討を進めたというのは事実でございます。確かにイコールではございませんが、そこのところは意

識しているということです。 

○委員長（及川 保君） 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８立米、５立米の２段階の考え方についてお答えさ

せていただきます。これにつきましては、現在の基本料金、皆さん住民からいただく場合に検針デ

ータについては、実は今８立米ですので９立米未満以下は８立米ということで料金の設定になされ

てございます。ですから２段階方式に見直した場合について５立米も以下の対象になるのは、６立
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米未満の方から５立米対象になるということで８立米の対象は９立米未満の方が８立米対象となる

という２段階の方式に考えてございますので、松田委員がおっしゃった形と大体同じ考え方にはな

っているのかというふうには考えてございます。 

○委員長（及川保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 須田上下水道課長計算わからないのですか。同じではないでしょう。７立

米はどこにいったのですか。だから、私が言っているのは確か５立米から８立米の間が 1,300 件な

のです。2,700 件が 5.5 ですから。だから、もっと今近づくわけなのです。確か、８と５の間で 1,300

なのです。そうすると７立米の方だけ基本料金がかかるのです。まず７からいくということですね。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 私が申し上げたのは、今ちょっと私の聞き取り方も違うのかもし

れませんが、それで今考えているのは５立米の対象になる方については６立米未満の方で６立米以

上９立米未満の方は８立米が基本になりますということになります。上のほうについては９立米以

上の方ということが、ですから６立米以上は８立米になるということで、それ以下の方については

５立米対象になるということでございます。 

○委員長（及川 保君） 松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） そこから、１立米ずつ計算上げていったらどうですかと言っているのです。 

○委員長（及川 保君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 今の点について、実は今回検討していく中で、まずどのように、

では還元していくかということを考えたときに、まず１つ表れてきたのは８立米の基本料金に対し

てかなり少なく水を使用されている方がかなりふえてきているという現状等も踏まえまして適正な

価格、こういったものを考えなくてはいけないだろうというのが１点です。それと、皆さんにどの

ように還元していくかという中で会計の許される中でどのぐらいの金額が会計に負担を与えないで

今後できるかということを視点に１点と。それと、改訂方法をどのように行うかということで検討

した結果、段階ごとに、当然組んでいくことも、ほかの町村でやっていますし、できます。ただ、

現状の今のシステムを組みかえていろいろと直して進めていくにはかなりの時間と金額もかかると

いうことで余りお金をかけずに最短現で実施するということを考慮して考えたときに、この２段階

方式がベストではないかというようなことで決定してございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） わかります。町民も今こういう財政状況だから、これだけでもありがたい

と思う方が大勢でしょう。だけども、この７という数字で相当悩みます。今度、水を使う方々が。

８だったら７にすればよかったとか６にすればと。だから、高齢化、みんな頭がおかしくなってい

るのだから悩まないような数字にきちんと１段階やらないとだめです。これは悩みの種だから。今

７の人だけが悩むのですね。5.99 が５でしょう。そうしたら 6.99、7.99 の今度二組が先ほど言っ

たように、これを１段階にできないのですかと言ったのです。これはすごく悩みますよ。今、主婦

のおばあちゃん、これはやはりわかりやすくしたほうがいいのではないのかと思うのです。私も悩

みます。お風呂１回やめたほうがよかったとか、今こういう計算になってきますから。 
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○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 １４時３５分 

                                             

再  開  午後 １４時３８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） すいません、お時間いただきまして。私どもの、一般的に全道、

全国的にもいろいろ基本料金の見直しが今されています。基本は８立米まで使っていなくて５立米

未満の人も多くいるので、そういう不公平感を自浄しようということで取入れをしていて、それを

基本に私どものまちも５と８というふうに分けて今回提示したところです。松田委員がおっしゃる

視点というのは本当になくて、確かに５立米以上６、７、８、そういう３段階、あるいは４段階で

試算をしたらどうなるのだという部分はちょっとお金をはじいてみなくてはならないものですから、

これをぜひ出して、その点をきちんとご提示して、その方向性をまた見極めたいというふうに思い

ますので、現段階ではちょっと数値を持ち合わせていませんので、またそのときにメリット、デメ

リットもご提示したいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今の同僚委員の提言、非常にいい提案だと思いますので、ぜひ検討してほ

しいと思います。その数値は別にして、今先ほど軽減の負担が一人当たり 1,600 円、１世帯当たり

3,470 円となりましたけど、これはアップするときは何％アップで、いくら負担ですといいますけ

ど、これは軽減になる場合、トータル的に何％の軽減率になるのか、はじいていればその部分の明

数字を出してほしいのです。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 １４時４０分 

                                             

再  開  午後 １４時４１分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 今、前田委員がおっしゃった件につきましては、現在試算した資

料はまだ行っていませんので、試算の上次回のときにご提示したいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。５番、下水道料金の改定時期の見直し、51 ペ

ージ全部です。質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。第５節、財政運営上必要な対策で 53 ページ

から 54 ページ全部までです。１．町債残高の縮減及び町債発行額の抑制、２．民間委託・移譲の推



 38

進、３．旧土地造成事業会計等が所有する資産の売却計画、この３点でございますけども、質疑は

ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。第４章に入ります。第４章の対策見直し後の

財政収支見通し、第１節、普通会計の財政収支見通し、55 ページから 56 ページの中段までです。

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。第２節、特別会計・企業会計の財政収支見通

しです。56 ページから 58 ページです。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 確認だけします。当然、条例改正等議会の提案がありますから、そのとき

に詳しく聞きますけど、確認だけしておきますけども、３、４、第三セクター債によって会計が廃

止になりますね。先ほど議論をしていますから、その分はわかりますけど、そのほかに一般的な事

務的な経費は別として、特に一般会計に移行したことによって一般会計で負担として出るような項

目というのはありますか。 

○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） 基本的に 22 年度で会計が廃止になって、23 年度新年度予算から、

この旧会計にかかわる事務費等については一般会計で計上するということになりますが、基本的に

はこれまで維持管理費ですとか、食糧費ですとか、そういった部分の経費についてそのまま一般会

計で計上するということで、特に一般会計に移したことによって新たにかかるというものは、今の

ところ想定してございません。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に第３節、全会計の財政収支見通し、58 ページ中段から全

部です。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 今の第３節のところなのですけど、58 ページの表 82 の普通会計

のいわゆる黒字額になりますが、この数字というのは 56 ページの差引額、これと連動することとな

っておりますが、ちょっと 56 ページの表をいろいろと修正した段階で 58 ページのところの数字の

修正を忘れてそのままになっている状況でございます。申しわけございません。それで、この訂正

につきましては次回の委員会までに表をつくって新たなものをお示ししますので、この場でお詫び

を申し上げたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 説明わかりましたね。全会計の見通しの中なのですけども、これが見直

しをしないでそのまま載ってしまったと、こういうことですので次回訂正をするということです。

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 質問があるかないかは別にしてトータル的な数字がかわるので、それに伴

って質問があるかわかりませんので資料が出たときに、きょうは質問をしないでそのときでよろし

いですねという確認です。 
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○委員長（及川 保君） わかりました。それでよろしいということで進めます。ほか、ございま

せんか。12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 17 ページ、対策をしたときに実行していくことで、毎年２億円程度の剰余

金ができるとあります。これはどこの表を見れば剰余金が出るのか、どのような剰余金が出ていく

のか、この剰余金をどうしていくのかということをお聞きしたいと思います。 

○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） 17 ページの第２節、２番、財政収支見通しの中の後段の表現のと

ころだと思いますが、この根拠といいますのは、その次のページ表 21 の普通会計財政収支見通し（当

初対策実施後）という 18 ページです。この上段の表です。これの差引額ＡマイナスＢ、この部分が

一応歳入から歳出、現在の対策をそのまま踏襲した場合にはこのような見通しになりますというこ

とで、その差引額がおおむね２億円程度という表現をさせていただきました。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 第４節、財政指標の見通し、59 ページから 60 ページ中段までです。こ

こで特に聞いておきたいことがありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、第５章に入ります。今後の課題、第１節、今後の課題、61 ペ

ージから 62 ページ全部です。１番から４番まで提案されております。ございませんか。３番、西田

祐子委員。 

○委員（西田祐子委員） 各種公共施設等の改修等ということで、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いうふうになっているのですけども、この策定計画という

のは、いつ頃までにつくられるのかと、それをお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） この保全計画、私どもの部内で計画を策定しておりますので私の

ほうからお答えいたします。今、一応年度内ということで来年の３月までにはまとめたいと思って

います。と申しますのは、これ以外にもことし予算をもって橋梁の改修計画、こういったものを今

進めておりまして、同時にはやっていっているのですけども、そういう橋梁等の施設の関係の成果

が出てきて、それでこの保全計画、これは自前で職員がつくっていますけども年度内に何とかまと

めたいということで作業を行っています。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、第６章に入ります。第６章、行財政運営のガイドラインと進

行管理。第１節、行財政運営のガイドライン、63 ページから 64 ページまでの中段までです。１番

から８番まで提案されております。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。一つはライフサイクルコストの関係なのですけれども、

これは３年間はなかったと、こういう資料のことで出てきているのですけど、例えばこの間につく
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っております 20 年にバイオマス施設、それから 18 年は入らないかもしれないけど消防庁舎、老人

ホーム、駅北広場はちょっと別にいたしまして、こういうものに対する総経費資産によるライフサ

イクルコストというのは計算されてつくっていないのかどうかということが１点です。それから、

もう１点は６番目、新たな財政指標を定めとあるのですが、これは確か前回もあったやに記憶して

おりますけれども、これは何を指して、前回はいろいろな指標ということだったのだけれども、新

たな財政指標をと書いていますけれども、新たな財政指標って何を指しているのかということをお

尋ねしたいと思います。 

○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） 担当が話をしますので、次回のときまで確認をさせていただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 町独自の健全化のための財政指標の基準の導入というところでご

ざいますが、新たな財政指標ということでいろいろ他市町村の状況等も確認をしながら検討を進め

てきたのですけど、なかなか出したとしてもそれが一般的な部分ではないというのもありまして、

なかなか理解しがたい部分もあるかというところでちょっと進んでいない部分があったのですけど、

現在実は道のほうで出している新たな指標がございまして、将来負担比率と積立金の比率みたいな

ものを、大渕委員も多分ご存知だと思うのですけど、いわゆるマトリックスになった指標がありま

して、それをある程度根拠にしながら全道における白老町の位置がどこにあるのかという部分をお

示ししながら、これを経年で示しながら財政状況がどうなっているのかというものを一つ今個人的

には考えているところでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） １点目はわかりました。今の件なのですけど、これはやはり白老町として

考えるというのはなかなか実際としては大変ですし、町村が町村段階で考えるべきことかというふ

うにも思うのだけど、ただ、やはりこういう経験をくぐり抜けていきつつあるのです。ですから、

その中から得られる、例えばいつも皆さんから指摘されている指標でいえば、国の指標だってかな

り現状にあわない、非常に悪い言い方をすればいい加減と言っていいような指標がありますね。連

結実質赤字率、当初はそれでいったのですけど今はもうそういうことでは全然そういうレベルで話

をしてもだめでしょう。ですから、やはり私は将来負担比率を含めた新たな形で白老町の財政が、

バランスシートもあるわけだから、どういう位置にあって、危険の範囲がどこまでいったら危険の

範囲かというようなことがわかるような仕組みをやはり考えなければいけないという気がすごくし

ているのです。だから自分で、ではあなたどうやってやるのと、それこそ今の話でいくと、言われ

たらそれは私もちょっとわからないのですけど、ただやはりそういうことは考えなければいけない。

単純なものでもいいですから、出せるものを出していくということが必要かと思うのだけど、そう

いう研究をぜひやってほしいと思うのですけど。 

○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） 先ほど申しましたとおり、新たな道で出しているようなマトリッ



 41

クスの指標ですとか、あるいは来年度から来年度決算から、町村では初年度になりますけど、バラ

ンスシート等の財務指標も、これは必ず出さなければならないというようなことから、これにつき

ましても今まで当町においてもバランスシートをつくってきましたけど、これはかなり簡易な方向

でつくっておりますが、今回現在作業中でございますけど町の資産を洗い出して、それを評価して

全体の町の財産という位置づけの中でバランスシートをつくっていると、それが全国一律に行われ

るということですので、その辺も比較対象には非常に十分な資料になるかと思っていますので、そ

ういうのを組み合わせた中でさらに研究をさせていただきたいというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） ほかに、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、最後の節に入ります。第２節の進行管理と公表でございます。

64 ページ、最後の章でございます。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） この公表についてなのですけども、11 月になりましたら町民に説明をする

ということだったのですけども、私も前回のときもちょっと感じていたのですけども、当日に例え

ばこのプログラム案をいただいたとしても町民の方々はこれをすぐ見て理解をするというのは非常

に難しいのではないのかと。できれば、もうできているわけなのですからこれを例えば希望される

町民の方には早めに役場のほうに取りに来ていただければ差し上げますというような、そういうご

案内なども本当はするべきだったのではなかったのかと思うのです。むしろ、こういう難しいプロ

グラムの中身を関心を持って読みたいとか、見てみたいと思ってくださる町民は私は歓迎すべきも

のだと思うのですけども、やはり今後このプログラムをきちんと進行管理をしていき、また町民に

きちんと公表するとうたっている以上は、これは発表するときに町民にも当然懇談会もやりますけ

どその１カ月くらい前とか、２週間くらい前になったら事前に配布しますからというような、そう

いう形のものはつくっていただけないのでしょうか。どうなのでしょうか。 

○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） まず、案として今回議会のほうに説明させていただきましたので、

ある程度これは一応案として公表されたという前提のもとに、これについてはまずインターネット

等に概要版について掲載したいというふうに考えていますし、またもちろんネットを接続されてい

ない町民の方もいらっしゃると思いますので、そういう方々につきましては 11 月の広報に一応この

プログラム案の内容については今回掲載することになっておりますが、そこに必要な方は取りに来

てくださいと、こちらで用意をしていますと、配布しますという旨をつけ加えて説明会の事前にも

し必要な方がいらっしゃれば配布するような形をとらせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 結果的に予定されていた案件はすべて終了したのですが、あくまでも 25

日朝から宿題がありますので、25 日町側にも出席を求めたいというふうに思いますのでご理解をお

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） この委員会が始まる前に小委員会のほうから特別委員会の調査方法が示さ
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れているので、それでいいと思いますけれども、ただ、今回理事者が頭にいただけで、あとは山口

総務財政部長が一生懸命答弁してくれていましたけど、それが不足だという意味ではありませんの

で立場上それ以上のことは答弁をする限界があると思いますので、結構政策的に判断をしなくては

いけない我々も、そういうことで小委員会のほうにお願いをしたいのですが、やはり理事者の出席

を１回議論する場を設けてほしいと、この 25 日から 11 月 16 日の間で、それを委員長のほうにお願

いをしたいと思います。 

○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） 実は理事者と出席の話を今回日にちが決まってからつめたのです

が、ちょうど日程が決まった後に公務の日程が組まれているものですから調整がつかなかったとい

う形です。理事者も本当はきょう出ながらお答えしたいという話もしていたのですが、きょうも日

程がとれなかったのです。そういうことで、日程がぜひ折り合えば理事者も出て一括的にお受けし

ますという話を了解していますので、その辺は日程調整してつめていただければ出席できるという

ふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ただいまの前田委員の質問に対しての答弁がありましたけど、理事者も

日程が折り合えば出席をするというご協力を得ましたので、そのように小委員会の中でも議論をし

て進めてまいりたいというふうに思います。そのほか、ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                             

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは本日の特別委員会は、この辺で終了したいと思います。 

 ご苦労さまでした。 

                                  （午後１５時０５分） 


