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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまより総務文教常任委員会協議会を開催いたします。 

（午後 １時２９分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 本日は、平成 24 年度一般会計の財政状況について、総務財政部財政

税務課よりご説明がございます。  

 担当課よりご説明をお願いいたします。岩城総務財政部長。  

○総務財政部長（岩城達己君） 開催に当たりまして、まずお礼申し上げます。午前中から特

別委員会等ございまして、大変お忙しい中、委員会協議会を開催していただきましたことをお

礼申し上げます。  

初めに、水難事故の報告を１件させてほしいのですが、今月の８月 11 日土曜日、正午ごろ、

虎杖浜のアヨロ海岸で、社会福祉協議会にお勤めの片野卓也さんと、おいに当たります裕聖君、

萩野中学校１年生のお２人が水難事故、溺れてしまうという事故がございまして、直ちに白老

消防に連絡が入って消防職員あるいは町の防災危機管理室に捜索の応援の依頼があって、17 日

まで捜索活動等行ってきました。片野卓也さんにあっては当日１時間後ぐらいに海上保安庁の

ダイバーによって救出されたのですが、その時点で心肺停止状態だったということでした。ま

た裕聖君は行方不明になりまして翌日曜日から役場職員、それから学校関係、ＰＴＡ、校長会、

教頭会、そういった組織、あるいはお母様のお勤めがアイヌ民族博物館だったのでそちらから

の応援、お住まいが石山新生町内会で町内会の応援ということで 17 日の早朝見つかるまでおよ

そ 365 名の職員等で対応してまいりました。そのほかに海上保安庁、北海道警察、そういった

応援もあったわけですが、海上保安庁では 48 時間経過すると生存率がかなり低いということで

専従捜査は打ち切るということがあったものですから、その後、役場を中心に捜索を続けてき

たという状況でした。残念ながら 17 日の早朝に残念な結果で発見されましたけれども、ご家族

からも町初め学校関係、そういった方々に対して本当にいろんな部分で捜査活動していただい

たということでお礼の言葉もいただいている状況でございます。  

私どもとしましては、海上保安庁とも相談しまして、今後やっぱり遊泳禁止場所だというこ

とを広く町民に知らせるということで、学校関係については小中学校を通して子供たちにそう

いう指導をしていくと、さらに強化したいと。町のほうでは、看板はあるのですけれども、さ

らにまたそういった注意を促す看板も考えていきたいというふうに思ってございます。お２人

のご冥福をお祈りして、最初にご報告させていただきます。  

それでは、きょうの本題の一般会計の財政状況ということで報告をさせていただきたいと思

います。詳細はこの後課長のほうから説明いたしますが、まず 24 年度の歳入見込み額というこ

とで６月会議でも議論になりました。住民税、固定資産税こういった確定額と７月に地方交付

税がわかってまいりましたので、その部分と合わせて、約１億 4,549 万 5,000 円の予算と比較

して歳入欠陥になっているという状況が判明していますので、この点をご説明申し上げます。  
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主な要因については記載のとおりですので、また課長のほうから詳細説明しますが、今後の

対応をどうしていくかという部分では、本年度予算については予算の凍結、それから執行の見

直し、削減、こういったものをきょうからですけれども各課とヒアリングをしながら詰めてい

きたいというふうに考えてございます。また 25 年度、来年度においても財政状況厳しいことは

かわりませんので、来年度においてもさらなる削減が必要ということで、同様にヒアリングの

中でそれらを詰めていきたいというふうに考えてございます。財政健全化判断基準、これはク

リアしているのですけれども、簡単に言いますと金庫にお金がないという状況になってござい

ます。そのためにもなんとか財政調整基金これを確保するように努めていきたいというふうに

考えてございます。詳細については課長のほうからご説明申し上げます。  

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 私のほうから詳細についてご説明申し上げます。最初に、24

年度の歳入見込み額を表にしてございます。住民税なのですが、予算額６億 1,307 万円に対し

て決算見込額５億 6,778 万 4,000 円ということで 4,528 万 6,000 円の歳入欠陥。先ほど部長の

ほうから述べましたけれども、これは予算に対して今後決算見込みを推計した時点での歳入欠

陥でございます。以下固定資産税、普通交付税、臨時財政対策債、このような歳入欠陥を出し

ました。臨時財政対策債については予算を若干 927 万 6,000 円上回りまして、この部分だけが

プラスになりました。この４つの項目を増減しますと、合わせて１億 4,549 万 5,000 円という

ような歳入欠陥。現時点でございますけれども、ここに金額を書いていますけれども、住民税、

固定資産税は現在納付書を送付して徴収を行っておりますので、年度末の徴収率いかんではこ

の額も増となる場合もございますし、徴収額、徴収率がよければマイナスが減るといようなこ

とですから、現時点で押さえている数字でございます。  

続いて、２番目の財政調整基金、現在高 24 年度の当初では２億 5,119 万 5,000 円を保有して

おりました。24 年度の繰入額これは今年度事業に既に予算化して繰り入れをしますよというこ

とで３月に議決をいただいています。１億 1,095 万 2,000 円。これは繰り入れされますから減

る金額でございます。ですから、残る金額は１億 4,024 万 3,000 円ということになります。で

すが、先ほど説明したとおり住民税から普通交付税で歳入欠陥を起こしていますので、１億

4,549万 5,000円からここに振り向けないと歳出を執行できないということでございますので、

１億 4,000 万円全額財調を繰り入れると。そうしても 525 万 2,000 円歳入不足という結果にな

ります。ただこの 525 万 2,000 円は繰越金の財源留保分、６月補正でまだ残っている留保財源

が 457 万 4,000 円ございます。ですが、これを繰り入れて使っても、まだ 67 万 8,000 円歳入不

足が生じることになります。そういうことで、この歳入欠陥に至りました。  

次に、要因について１点ずつご説明申し上げたいと思います。まず１点目の住民税でござい

ますけれども、平成 24 年度以降、個人住民税については児童手当、以前は子ども手当で今年度

から児童手当ということで名称変えて執行されていますが、その関係で一方では児童手当で皆

さんに１万 3,000 円、子供さん１人に対して交付されるということで、二重になるということ

で税のほうは 16 歳未満の控除部分を今年度税制改正から差し引くと、見ないよということにな
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っていましたので、この控除額が廃止されたことから控除額が減るということは増税、アップ

するという、計算上そういう建前になるのですけれども、もうそういう見積もりで 24 年度予算

を計上いたしましたが、結果、課税終わって調定を見ましたところ、年少控除額を上回る所得

の減少が多くて予算分計上した６億 1,300 万円に届かなかったということで 4,500 万円の過大

見積もりをしてしまったという結果になりました。  

続いて固定資産税でございますけれども、固定資産税については３年に一度の評価がえとい

う大きな評価を変える年でございます。土地は地価公示価格に価格が決定されます。家屋につ

いては３年間の建築資材とか物価等の動向を調査した結果、新たにまた住宅を建てる場合どの

ぐらいの基本はかかるかという再建築費評価補正率というのが総務省から通知されるわけでご

ざいますが、そういう通知の土地もしくは家屋のそういう係数がきましたが、これも住民税同

様に予算見積もり以上の減少が生じまして、固定資産税も 14 億 5,000 万円の計上を予算見積も

りしましたが、3,600 万円ほどの歳入欠陥になってしまったというような状況でございます。  

続いて普通交付税でございますけれども、７月の上旬に算定結果が発表されまして、ここで

記載しているとおり全国では都道府県で 0.4％の減額。都道府県が非常に厳しい交付決定だっ

たようです。また市町村では全国的 0.3％の配分となりました。ご存じのとおり道では 400 億

円を超える歳入欠陥を生じたという交付税の情報が流れております。当町に対する算定結果は、

結果的には前年対比すると 0.8％増の 2,755 万 2,000 円の増額になりましたが、予算見積もり

では先ほど住民税、固定資産税同様普通交付税では 36 億円という予算見積もりをした結果、算

定の中身を見ますと単位費用とか補正係数という一つ一つの項目に対して、単位費用という単

価が決まっているのですが、これは 23 年度より 24 年度大幅に減額された結果になりまして、

結果的にそういうものの影響を受けまして当町もこのような歳入欠陥を起こしてしまったと。  

基準財政収入額では１億 2,700 万円の減額、一方、基準財政需要額で 9,000 万円の減額とい

うことでこの差額分の 2,700 万円しか伸びなかったということで、自民党政権から民主党政権

になって潤沢に交付税もふえていたのですけれども、一時は５％ぐらい伸びを示したころもあ

ったのですけれども、昨年以来これはちょっと鈍化してきて今回のような結果になったと。ど

この町村も厳しい結果になったということで、以上のように三つの収入項目で歳入欠陥を起こ

してしまったという状況でございます。  

要因については以上でございます。  

○委員長（小西秀延君） ここまでの質問を受けたいと思います。今後の対応については、ま

た説明後に皆さんから質疑を受けたいと思います。それでは、質疑のある方は挙手の上どうぞ。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） 委員会協議会なので内容的なことは深く聞きません。確認だけして。

普通交付税の関係ありますよね。今説明あったように白老町の場合歳出 9,000 万円減。前のペ

ージ見たら臨時財政対策債がふえたり、これはもう 100％今年度負担、全部利息、利率、償還

分見ますよと言っていますよね。当然ほかの起債もそうだけど現実にこのように歳出が減って

いるとうことは単位表を見なければわからないだろうけれども、答弁の使い分けで、議会も質
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問の使い分けで、交付税で全部入っているからいいのだと安易にやってきたようなその部分が

非常に財政にこういう影響を与えてきているのです。起債を簡単に裏負担得られるからと借り

てしまって、その辺歳出で 9,000 万円減となってきているのだけど、国で言うように全部その

都度含めてしまって地方の財政出動を逃しているのだけど、実際どうですか。単位評価を見て。  

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 交付税の算定で先ほどご説明した単位費用を使うということ

で、全部で 40 項目ございます。消防費からいろんな行政需要の項目が 40 項目ございまして、

そのうち７項目は単位費用が若干伸びています。29 項目が単位費用落とされているという項目

でございまして、残り４項目は 23 年度同様、移動がないと、単価的にないと。ですから 72％

ぐらいが単位費用、補正係数とも減額されていまして、その影響を受けたということです。そ

れと、基準財政収入額も本来は町税等落ちれば 75％または算入になるといういう基本ルールご

ざいますけれども、それも国全体で落とされてきていますのでなかなか思うようになっていな

いというのが現状でございます。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） そこで歳入が１億 2,800 万円ふえているけれども、うち固定資産税を

増税しましたよね。あれがふえていれば、今言った 75％掛けるから減るはずなのですが、ふえ

ているということはそのような単純な計算どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 実は基準財政収入額も１億 2,000 万円減っているのです。減

なのです。需要額も 9,000 万円減って、収入額も１億 2,000 万円減っているのです。減なので

す。両方とも減です。減、減なのですが、2,700 万円そういうことで税収効果は 1.4 から 1.7

にした新財政改革プログラム上の効果額はもうほぼ既にないような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 住民税のところで伺いたいのですが、扶養親族に対する扶養控除が廃

止されたことで増額見込みをしていたけれども、それを上回る所得の減少になったということ

は白老町は少子化が進んでいるということもありまして、その少子化ということが大きく扶養

控除後のものは少子化によって大分少なくなっているというのがあるのかなというのが一つ。  

それから、これはその少子化以上に白老町民の所得金額が下がったというふうに考えていい

のかどうなのかが１点。  

あともう一つ、普通交付税のところで単位費用の減額というふうになっていましたよね。40

項目あるという説明だったのですが、これ人口減というのは影響あるのかどうなのか。その点

３点教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 住民税でございます。これは少子化の影響もありますけれど

も、どこの町村も同じような格好になると思います。ただ所得の階層が、私ども課税もありま
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して中身を調査しましたら、町全体の納税義務者、24 年度に税金をいただく方が約 6,950 人い

るのですけれども、300 万円以下のどちらかというと低所得といいましょうか、そういう方が

6,203 人いらっしゃるのです。ですから、約 90％は 300 万円以下の所得です。所得で 300 万円

以下の階層の方が多くて、役場の職員だとか日本製紙くらいの職員の方はごくわずかというよ

うな、１割を切る現状ですので、そういうところからして所得が落ちてきている、その世代構

成が、所得が落ちているという中身になっています。それが大きく影響を受けています。それ

と交付税の人口算定も減少になって、前回の国勢調査の人口で算定していますので、これも大

きく響いております。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 固定資産税の件、３年で見直しの時期なのですけれども、３年たって

こうなるだろうということで、ずっと評価というのはしてきているのだろうと思うのですけれ

ども、これが、国の基準がこちらで予想した以上に落ち込んでしまっているという、そういう

ことでこれは減額になるのですか。そのあたりどのように見ればいいのですか。あるいは町の

見積もりが甘かったとかそういうことになるのですか。  

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 実は固定資産税も土地・家屋・償却資産という三つの中身に

なっていまして、まず土地については先ほど説明しましたけれども、いろんな地域、白老町内

の地域の評価、これ国が定めるところのポイントの評価と町が定める評価のポイントというの

がありまして、それは不動産鑑定士に依頼しまして評価していきますけれども、今回の内容に

つきましては、土地についてはほぼ予算見積もりだったのですが、家屋が実は国から来る再建

築費評価額というものを算定的にちょっとミスしてしまったと、プラスで計算してしまったと。

実は総務省からきたものがマイナスだったというような内容でございまして、そこに大幅な減

少が生じてしまったと。プラスとマイナスですからダブルでそれがちょっと見積もりを誤って

しまったという大きな要因でございます。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 土地が減ってしまうことはないだろうけれども、家屋が減少する、人

口減に伴って家屋も少なくなっているという現象というのは起きているのですか。  

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 10 年前と今を比べますと、ここ２、３年は毎年 30 数軒、40

軒を切る新築ですので、やはり落ちていく評価のほうが多くて新規に建つのも 30 件しかござい

ませんので、以前のようにもう本当に 20 年前だとか 30 年前は 300 軒も 400 軒も建っていまし

たけれども、そのような状況ですからなかなかふえていかないと。企業とか設備投資とか大き

なものがあればまたプラス効果も生むのでしょうけれども、いかんせんそういうことでは人口

減に伴うものはもっとほかにして影響を与えるというような状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 全体の要因を見ていきますと、住民税なんかもこのいろいろな控除な
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どの変更でこのようになる。固定資産税も補正率の変更で赤字になっていく。交付税も系数が

変わって予定以上に下がってしまうということで、その責任は町がどうしたということではな

く、国のそういう基準の変更というのがこういう原因をもたらしていると考えていいのですか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。  

○総務財政部長（岩城達己君） そういう基準も町のほうで職員がこのくらいの数値になるだ

ろうとかといろいろやっぱり毎年予測するのです。それがそれ以上に国のほうで厳しい数値が

出てくると、結果的にそこに乖離が出てくるという現象になります。ですから、国からくるの

でイコールですというよりも、そうなのだろうという予測は常に立てながら試算をしていくの

ですけれども、今回先ほどあった数値の違いもありましたけれども、それ以上に大きく乖離が

あったということで今回こういう結果が出てきたということになります。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） わかりました。税の住民税と固定資産税について今説明がありまして、

数値がかわったこと。過大見積もりであったこと。これ 25 年度は、住民税は多少変化があると

思うけれども、固定資産税はそんなにないと思うのだけれども、この増減額の減った決算見込

みの額が大体 25 年度ベースで考えていいのですか。それとも多少増減、今聞いたら結構過大評

価とか算定違い起こしてから多少また動きはあるのだろうけれども、25 年度の住民税と固定資

産の見込み額というのはこれからやると思うのだけれども、そんなに今決算見込みで出た数字

と極端に動かないですか。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 住民税については、まだこれから予算編成に向けて算定をし

なければいけないのですけれども、やはりまだ底には来ていないのではないかなと、まだ落ち

る要素はあるのかなと思います。それは幾らかというのはきょうの段階でまだ答弁できないで

すけれども、マイナスになる状況は当然白老町の経済の状況とかを見ても非常によくないので、

内容的に見ても給与、営業、農業、それからその他、その他というのは漁業とか年金者ですけ

ど、どの階層も減額していますので、額的にこれほど落ち込むということはないのかなと。た

だマイナス要因はまだまだ続くのかなという。  

また固定資産税は評価がえがことしありましたので、３年間は新築家屋の分はふえてきます

けれども、あとは減るということは現状ではあり得ないです。ただ償却資産が大企業の設備投

資がされない状況になると 2,000 万円から 3,000 万円落ちていくというような状況で今後推移

するのかなと思われます。 

○委員長（小西秀延君） 本年度の要点についてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、引き続き平成 24 年度補正対応からお願いいたします。 

安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） ４番目の 24 年度補正対応でございます。前段でご説明したと

おり今年度の予算計上で歳入欠陥を生じたということで、それを全額財政調整基金で賄うとい
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うことでございますので、財政調整基金はこの段階でゼロでございます。よって今後の９月、

12 月、３月の補正は財源ゼロでのスタートになります。ですからその財源を生み出すためには、

冒頭で部長があいさつしたとおり今後の予算の凍結とか予算の削減。きょうからヒアリング始

めますけれどもそのような対応をとりながら、例年１億円少々の不用額というのが次年度に繰

り越されます。各課で不用額と残すという状況をいつも起こしていますれけども、そういうも

のを事前に各課から出していただいて、予算を組みかえ組みかえ、９月以降の補正対応をして

いかなければ補正予算の対応は一切とれないと。ただ現課から聞いている予算見積額が相当ご

ざいますので、全補正予算に対して措置できるかというと、できない状況もあるのかなと。特

別会計等、追加繰り出しをしなければいけない部分については赤字決算もやむなしとして措置

せざるを得ない、次年度でその措置をせざるを得ないのかなと。冒頭で部長が申し上げました

とおり現金がないということになるとそういう措置ができないということになります。最悪そ

ういうことも視野に入れながら財政運営していかなければいけないという状況でございます。 

続けて５番目、歳出削減及び予算の凍結でございますけれども、冒頭部長が説明したとおり

きょうから各課において予算凍結する科目とか執行見直し、削減等財政税務課と総合行政局が

連携して項目の洗い出しをしながら町長以下各部長、課長も含めて予算の凍結もしくは削減、

当然次年度に向けてもその対応をとって、今年度は例年以上に早めに予算編成も対応していく

ような準備も今順次進めているところでございます。 

続いて６番目も新財政改革プログラムの対応でございますけれども、19 年度から 28 年度ま

での 10 年間の計画期間でございましたけれども、スタートして５年でございますけれども、今

年度においプログラムの数値と大きく乖離をしている結果となります。ですから、今後ともこ

のような状況では行政執行できませんので、行政上計画どおり執行するというのはまず困難な

状況になってきました。それで、本来は長期的に新財政改革プログラムを新たに見直さなけれ

ばいけないということも一方ではありますけれども、先ほど来説明しているとおり、町税の動

向もなかなか見通しがつかない状況と、国が今進めています社会保障と税の一体改革の全容も

なかなか深くて、2014 年４月から消費税８％、2015 年４月から 10％。その影響も多分あると

思うのです。地方消費税交付金というのが今まで５％のうち１％は地方に交付されていました

けれども、情報ではそれが倍になると。ただ倍になれば交付税が減らされうるということも十

分可能性がありますし、この社会保障の部分の予算措置も国からどのようになるかということ

も現在ではなかなか情報もつかめないので、当面大変これは議会側とも相談しながらやってい

きたいと思いますけれども、平成 28 年度までの残りの期間のプログラムをまず見直しをかけて、

進めながらまた新たに、29 年度以降も１年前、２年前になったら策定すると。なかなか長期的

なものをつくっても、このようにどんどんどんどん数字が乖離してくるとなると、やはりもう

２年に１度ぐらい見直していかなくてはだめなような感じもしますので、当面そういうことで

何とかお願いしたいなという状況でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） これまでの今後の対策ところでご質問のある方いらっしゃいますか。  
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吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 今後の対応について伺いました。歳入欠陥が出ているということでは、

今後徴収のあり方というのをしっかり見直していかなくてはいけないのではないかと私は思っ

ているのです。ただ、先ほど説明があったように、本当に低所得者がふえたという、これは現

実的にも一番厳しい、乗り越えなければならないものだと思うのですが、今財政税務課のほう

で押さえられている滞納分というのは、前は８億円とかという記憶があったのですが、全体的

にはどれくらいなのか。そして、こういった厳しい中でこの徴収率を上げるということを今後

全体会議の中でももちろん検討していくと思うのですが、そのための手法というのか、その辺

のことはどのようにお考えになっていらっしゃるのか。 

500 何十万円ももっともっと少ないというのが現実的にありますので、そういった説明を聞

いていたら、繰越留保財源も全部入れてそれでもなおかつ足りないということですので、本当

にその徴収がかなりやっぱり大きな意味合いになってくるのかと。入ってくるものの中では一

番大きな割合を占めてくるのかなというふうに思うのですが、これでまた対応率が昨年より、

23 年度より減るなどということになったら、もっともっとこの幅が出てくるのではないかとい

うふうに思うのです。そういった滞納をしっかりしなければならないのかと思うのですが。そ

れについてお考えになっていることが、この滞納については余りなかったものですから。 

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 滞納額は、当然こういう経済状況になりますと、先ほど言い

ましたとおり低所得者が多いということは大変な家庭が多いということですから、当然税も支

払いが困難になるということで、どんどん毎年収納率が落ちています。滞納繰越分も固定資産

税では１億 9,200 万円ほどありますし、個人住民税では 8,400 万円ございます。国民健康保険

税は押さえていなかったのですけれども、そのような状況で年々滞納額がふえているというの

が、当然前年度の徴収率が落ちるということは、翌年度以降に繰り越す金額が大きくなるとい

うことでその辺が毎年ふえている状況ですから、その辺を何とか徴収率を高める手法は検討し

ていかなければいけないなと考えています。  

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。  

○総務財政部長（岩城達己君） 今ご質問があった、その手法はどのように考えているかとい

うご質問がございました。現在、北海道と職員の人事交流をしてございまして、現在道からこ

の収納対策のほうに職員派遣していただいています。やはり道の徴収の仕方、こういった部分

もある点その踏み込むやり方と言いましょうか、手法の仕方、そのようなことを学びながら対

応しているのが一つと、道内で民間に徴収業務を委託しているところがございます。新たに徴

収料を払うということではなくて、その税金を回収した部分からいわば成功報酬みたいに何％

かお支払いするよということで、新たな予算を組まなくてもその中でそういうきちっと徴収で

きた分 100％納めるのではなくて、そのうちの 90 数％は納めるけど何％かはその手数料みたい

な形でやる。どうしても小さい町になるとみんな顔が見えてしまって、職員が行ってもなかな

かその相手の事情から何からがあって厳しい部分があるのですが、そういう取り立て屋と言っ
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たらおかしいのですが、そういうことを業務にしている民間企業があって、そういう徴収の仕

方ということで、特にそれは町外といいましょうか地方にいる方がやっぱりそういう部分の対

応をして成果を上げているという話も伺っていますので、まだ取り組んでいませんが、勉強し

ながらそういう手法も考えていこうかということは、部内で話し合ってという状況にあります。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 昔納税組合みたいなものが町内ごとにありましたよね。あのころはや

っぱり収納率がよかったのですか。そういうときの結果もちょっと踏まえながら民間と町内と

はまた違う。この民間でやっているのはある程度、ほかのほうでやっているのは成果が出てい

るということですね、そういうふうにとらえていいのですね。わかりました。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） ２点伺いたいのですけれども、計算上はマイナスにしないために財政

調整基金をゼロにしてでも埋めてそれで計算していくけれども、財政調整基金がゼロになると

いうことは全く好ましいことではないのははっきりしていますよね。今までもその３億円から

４億円一生懸命保存してそれを有効に回転させたという状況がある中で、財政調整基金がゼロ

になるということはまず考えてはいけないだろうなと。どうすればこの予算を凍結したり執行

停止したりする中で財政調整基金を確保するかという、少なくてもそこまでの見通しというの

が持てるかどうかということが１点。  

それからもう一つですが、予算を凍結したり執行を見直したり削減したりするということは

町民生活に直接かかわってくるわけで、勝手に削ったり執行停止をするわけにはいかないだろ

うということになりますと、事業の中でこれはもう完全にやめるとかそういう決定の中で、こ

れを住民にどういうふうに知らせていって、住民の理解を得ながら進める方向というのをどう

いうふうに考えているのか。ことしの分ならいつ頃までにその見通しを立てて、みんなにここ

のところはやめるぞということで、ここでどうにかするぞというような、そういうことをだら

だらと行くのではなくて、ある一定の期間の中でそれをきちっと町民に打ち出すということは

必要なことだろうという気がするのです。そのあたりをどんなふうに考えるか教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。  

○総務財政部長（岩城達己君） まず１点目の財調の関係ですが、確保できる見通しはという

ことなのですが、何としても補正財源ですとか財調確保していかなければならないというふう

に思っていますので、まだ具体的に何をどうするということは今の段階では申し上げられませ

んが、やはり確保するように努めていくという考えでございます。  

それと二つ目の町民生活にかかわる影響であります。今年度については先ほど予算の凍結と

言いましたが、これは内部執行管理を凍結すると。ですから町民に影響を及ぼすようなことを

凍結する考えではございません。ですので、例えば出張に行く部分で 50 万円予算持っていたら

そこを凍結するとか、それから３月の予算審査でも議論になりましたが、職員研修の部分を凍

結するとかそういったような内部管理経費をとにかく押さえて、町民に影響が出ないというふ
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うに考えてございます。 

なお、来年度予算については多分政策議論と言いましょうか、どういう政策転換するかとい

うことになりますので、またそれはその時期でお答えすることになると思います。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 部長の答弁わかりました。わかったのですけれども、内部で操作をす

るということはある意味限界というのがありますよね。これからこういう状況になって長期的

にこういう状況が続くとすれば、本当に思い切ったことをやらなかったらそれだけのものが出

てこない。まずことし乗り切ったとしても来年また同じことが繰り返されるのかなという気が

するのです。そのようなときに今までやっていた事業をこれはもう我慢してほしいと。もう生

活に直接かかわるけれども何とか町が生き延びていくためにこういう部分は一時停止しますと。

計画には載せたけれどもこれはもうことしは手をかけませんとかそういう思い切った方策がな

かったら、また来年以降引き継いでいけないのではないのかなという気がするのです。そう思

えばもう少し思い切ったことをやらなかったら、ここだけの大変な状況乗り切れないのではな

いかという気がするのだけども、その点いかがですか。  

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。  

○総務財政部長（岩城達己君） 政策転換のお話になろうかと思います。ですので、今何の事

業を個別にどうこうということはこの場でお答えできませんけれども、委員おっしゃるように

やはり思いきった政策転換をしなければ本当に財政が財政規律保てない状況にもなっています

から、その辺はきちっとまた理事者とも協議して、やはり町民に税の部分ではもう負担はかけ

られませんから、いかにサービスの部分で押さえ込んでいかなければならい。そういうことは

今後絶対必要になってくると思いますので、またそういう時期になりましたらご説明を申し上

げたいというふうに考えてございます。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） さわりの部分だけにします。今部長のほうから歳出削減、予算凍結の

内容聞きました。これ聞くと極端に言えば職員にしわ寄せになる部分だけの削減みたいなので

すが、私聞いている範疇では、当初予算で事業を計画したけれども当初予算でお金がないから

補正予算で考えろと言って浮いている事業もあると思うのです。  

もう一つは、扶助費は完全にこれはもうどうしようもならないからその辺の見解と、維持補

修費、現実に、金がもうないと言うのです。担当で。仮に汚水桝がはけないから、舗装がはが

れている部分を直してくれとか、そういう細かいことも聞いたらもう金がないと言うのです。

補正しなければできないと言ったのだけど、そういう部分、最低限必要なものについて、これ

から新たな予算づくりみたいなものなのだけれども、歳出削減、予算凍結の中でそういう部分

を予算担当部長としてどう考えてクリアしていくのか、そこだけ聞いておきたい。今後あと半

年だけども、これから除雪だって出てくるし非常に町民に直接影響出てくると思うのです。そ

ういう部分今後ヒアリングをしてどういうような形で留保予算確保して執行していくのか、そ

こだけ。あと深くは別な形の中で質問しなければいけないけども。その分だけ聞いておきます。  
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○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。  

○総務財政部長（岩城達己君） 今お話あったとおり、例えば道路に穴があいて、ではそれを

放置しておいていいのかとなるとそうはなりません。やはり緊急性あるものはそれぞれ対応し

ていかなければならないし、その財源どうするのだという視点だと思うのですが、今相当な項

目を洗い出しをかけているのですけれども、それぞれ各部課長ともヒアリングをきょうからス

タートしていく中で、どれを我慢してもらうかという部分で、緊急性あるものはやはり対応し

なければならないし、そのための財源を何とか確保していきたいと。特に、簡単に申し上げま

すと一般行政経費が 33億円ほどありますから単純に５％凍結かけると１億 6,000万円とうい財

源になってきます。ですから、個別に私がこの事業をやめろ。あれ凍結というよりも、各部課

長が５％の凍結という中でどうクリアしてそれを捻出してもらうかという、そういう部分が最

終的な視点になってこようかと思います。そういう部分で確保しながら当面の緊急性あるもの、

そういうものはしっかり対応したいと思っています。  

以上です。  

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。  

〔〔なし〕と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） 財政プログラムの見直しについてですが、今回 28 年度まででやりた

いということなのですが、これはいつぐらいまでに。例えば今年度の終わりぐらいにはもう今

年度分を見直してこれに反映させていくのか、また来年度分からになっていくのか。見直しを

立てる年度というのは予想ついておりますか。 

安達財政税務課長。 

○財政税務課長（安達義孝君） 一応予算編成も含めて同期間内に今年度中にはまとめていき

たいと思っています。28 年ぐらいまでは少なくとも精度の高いものをつくって、当然 25 年度

予算もその部分を反映させていきたいと思っております。  

２ページ目の説明を少ししたいと思います。実は決算数値もまとまり、速報値としてここに

お示しした地方公共団体の財政健全化に関する法律の指標に結果が載っております。健全化判

断比率の項目がございまして、実質赤字比率では数字が当然出てこないということで現状では

大丈夫だと。連結実質赤字比率も数字が載らないということでございます。ただ実質公債費比

率は 19％ということで国が定めている 18％を１ポイント超えてしまったということで、これは

公債費の負担適正化計画という計画を実は立てないといけないということになりました。それ

で目下道と協議を進めていまして、９月ぐらいには議会のほうにまたお示ししできるかと思い

ますけれども、24 年度から 31 年度までの 10 カ年の計画期間をもって 18％に押さえ込むという

ことでございますけれども、詳細については９月にまたご説明申し上げますけれども、非常に

難しい現状です。公債費今後借りていくものは抑制すればよろしいのですけれども、この計算

式の構成上、分母になる標準財政規模というのが当然少なくなるのです。分母が大きくなれば

簡単にクリアできるのですけれども、この財政状況、うちの状況が今後縮小されていくとなる

と、分母が小さくなるということになると、非常にこの 18％クリアするのが難しい状況なりま
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すので、これも新しい新財政改革プログラムの改定版のほうで整合性をとりながら進めていか

なければいけない一つの足かせに今後なりますので、この辺をしっかりやっていかないと 10

年後また大変な状況が起きるということになる。この１点だけこの数値的にいけば計画を立て

なければいけないということになります。あと、資金不足比率も特別会計は記載しているとお

り記載がないということなので、これは順調に進んでいるというようなことでございます。  

以上です。  

○委員長（小西秀延君） この速報値についてご質問ある方はどうぞ。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） これはいつ議員に配付されるのですか。一般質問が 30 日で締め切りな

のですが、議案説明会か何かのときに配付されるのですか。  

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 例年ですと、昨年はこのような状況が発生していなかったも

のですから、決算審査特別委員会の前段でお示ししていたのです。ただ今回こういう非常事態

になっていますので、何とか努力してなるべく早めに出せるように。この数字はほぼ変わりま

せん。ただこのほかに新財政改革プログラムの進捗状況というのを決算審査特別委員会の冒頭

説明申し上げますので、それと一緒に資料配付ということで、ほぼこれと数字は変わりません。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） わかりました。なぜ今聞いたかといったら、正直な話、僕も含めて議

会でこの部分指摘されてきていたのです。実際に結果出てしまったのです。これはやはり執行

側の大きな責任だと思います。議会が今までプログラムの中で本当に大丈夫かと言ってきてい

る数字なのです。町は大丈夫だ、大丈夫だと言ってどんどん借りてきたのだから、その辺につ

いてはそういう影響なのですか。では上がった理由は何なのですか。  

○委員長（小西秀延君） 安達財政税務課長。  

○財政税務課長（安達義孝君） 標準財政規模が落ちたことと、３セク債を借りたということ

が第一の原因です。３セク債の２億円という今までなかったものが 23 年度から乗っかったとい

うことで、23 年度中で 19 ポイントになったと。要因はそれです。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、総務文教常任委員会協議会を閉会いたします。 

（午後 ２時２６分）  


