
栗山町中長期財政問題等調査特別委員会  会議録  

 

平成２４年３月１２日  午前９時３０分  開会  

 

１、 出席委員は次のとおりである。 

      １番  八 木 橋   義   則  君 

      ２番  友   成   克   司  君 

３番  大   井   賢   治  君 

      ４番  三   田   源   幸  君 

      ５番  小   寺       進  君 

６番  大   西   勝   博  君 

７番  大   平   逸   男  君 

８番  山   本   修   司  君 

９番  藤   本   光   行  君 

     １０番  楢   﨑   忠   彦  君 

１１番  置   田   武   司  君 

１２番  重   山   雅   世  君 

 

２、 欠席委員は次のとおりである。  

 

 

３、 本会議に出席従事した職員は次のとおりである。 

事務局長   衣   川   秀   敏 

事務局主査  森       英   幸 

 

４、 説明員は次のとおりである。 

町     長       椿   原   紀   昭  君 

副  町  長       岩   田   美   春  君 

総 務 課 長       山   本   信   二  君 

総務課総務グループ主査    杉   本   伸   二  君 

経営企画課長         佐 々 木       学  君 

経営企画課主幹        高   間   嘉   之  君 

経営企画課行政経営グループ統括   三   浦       匠  君 

経営企画課行政経営グループ主査   橋   場   謙   吾  君 

税 務 課 長       千   葉   清   己  君 

環境生活課長         住   友       茂  君 
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○委員長（八木橋義則君）  おはようございます。委員の出欠状況は事務局長報

告のとおり定足数に達しておりますので、ただいまより栗山町中長期財政問題等

調査特別委員会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

日程第１、会期についてお諮りをいたします。会期につきましては本日１日と

いたしたいと考えますがご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（八木橋義則君）  異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定

いたしました。  

 日程第２、付託案件調査。初めに中長期財政問題等調査特別委員会資料①、資

料１「がんばる栗山プラン２１」赤字見込額解消プラン進捗状況、資料２、第３

次改革プラン実施後の町財政の中長期試算、資料３公共施設等修繕計画を議題に

供します。  

 本日は町当局より提出された資料に基づき説明を受け、質疑に入り最後に全体

と通した中での質疑に入ってまいりたいと存じます。町側の説明を求めます。  

 町長。 

○町長（椿原紀昭君）  本日の特別委員会にご提出いたしました資料の概要につ

いて私のほうからご説明申し上げます。お手元の資料中長期財政問題等調査特別

委員会資料①をご覧いただきたいと思います。資料の１ページから２ページは平

成２１年９月に見直しを行いました「がんばる栗山プラン２１」赤字見込額解消

プランの進捗状況を本年３月段階で整理したものであります。今回見直しを行っ

た主な内容は改革項目の２．職員数の削減におきまして、平成２７年度の目標職

員数１３４人を２名増の１３６人に変更したこと、また２ページの８．歳入の確

保におきまして固定資産税を初めとする町税率の改定及びごみ処理手数料の見直

しなど町民負担を伴います改革は平成２７年度までの計画期間中は行わないこと

としたものであります。この関係につきましては、平成２４年度の地方財政計画

において中期財政フレームが示され平成２４年度から平成２６年度までの３カ年

は地方交付税を初めとする地方の一般財源総額を平成２３年度と同水準で確保す

る方針が示されたところであります。この方針に基づきまして、本町財政の中長

期試算の見直しを行った結果、計画よりも地方交付税等の歳入が増額となったこ

とから現在の経済状況に配慮し、町民負担を伴う改革につきましては平成２７年

度までの計画期間中の実施を見送ることにしたものであります。  

 ３ページは今回見直しを行った平成２４年３月時点における町財政の中長期試

算でありますが、内容の詳細につきましては後ほど担当課長のほうからご説明を

いたします。  

 ４ページから６ページにつきましては今回の中長期試算の見直しに当たって改

めて各公共施設の点検を行い整理いたしました。平成３０年度までの公共施設等
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修繕計画であります。今回示されました国の中期財政フレームにより平成２６年

度までは地方交付税等が平成２３年度と同水準で確保される見込みとなりました

が、それ以降につきましては地方財政計画の縮減が危惧されるところであり、手

綱を緩めることなく引き続き改革プランの推進を図ってまいりたいと考えている

ところであります。  

 この後、担当課長より本日ご提出いたしました資料の詳細につきましてご説明

いたしますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  

○委員長（八木橋義則君） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐々木学君）  それでは私のほうから本日ご提出いたしました

中長期財政問題等調査特別委員会資料①の内容につきましてご説明をいたします。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。資料１「がんばる栗山プラン２１」

赤字見込額解消プラン進捗状況（平成２４年３月現在）でございますが、１ペー

ジから２ページにかけまして、第３次改革分として改革項目ごとに整理をしたも

のでございます。昨年の９月の特別委員会で平成２３年８月時点の進捗状況とそ

れに合わせまして改革項目全般のご説明をさせていただいておりますので、本日

は見直しを行いました改革項目についてのみご説明させていただきます。  

 黒く網かけをしている個所が今回見直しを行った項目でございます。まず１ペ

ージの改革項目２．職員数の削減でございますが、平成２７年度の目標職員数１

３４人を今回２人増の１３６人に変更するものでございます。この関係につきま

しては平成２４年度の職員採用にあたりまして３人の採用予定のところ５人を採

用することによります変更でございます。現在プランの着実な推進を図るため職

員数の削減を進めている最中ではございますが、多様化する新たな住民ニーズに

答えていく必要が生じてきていることや将来にわたりまして役場組織を維持して

いくため職員の年齢構成を考慮した上での見直しでございますのでご理解をいた

だきたいと思います。なお、平成２４年度、平成２５年度におきましてこの表で

は当初のプランと比較して赤字解消見込額が３，０００万円を超えるマイナスと

いうことになっておりますけれども、これにつきましては昨年の特別委員会でも

ご説明いたしましたように角田保育所の閉所時期を１年、また継立保育所の民営

化実施時期を２年繰り延べしたことが主な要因でございます。  

 次に２ページをお開きいただきたいと思います。下段の改革項目８．歳入の確

保でございますが冒頭町長からご説明にもありましたが、昨年８月に閣議決定を

されました国の中期財政フレームにおきまして平成２４年度から２６年度までの

３年間は地方交付税を初めとする地方の一般財源総額を平成２３年度と同水準で

確保する方針が示されたところであります。この方針に基づきまして本町財政の

中長期試算の見直しを行った結果、計画よりも地方交付税及び臨時財政対策債が

増額となったことから現在の経済状況に配慮をし、町民負担を伴う改革は平成２
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７年度までプラン推進期間中の実施を見送り平成２８年度以降実施予定としたも

のでございます。まず、①町税の税率の改定等で固定資産税率の見直し、都市計

画税課税区域の見直し、法人税割税率の見直し、軽自動車税率の見直しの４項目

につきましてそれぞれ平成２５年度以降税率の改定等を予定しておりました。ま

た１つ飛びまして③ごみ処理手数料の見直しにつきましても平成２５年度に現行

料金の値上げ改定を予定していたところでございます。これら町民負担を伴う改

革につきましては平成２７年度までの実施を見送ったことから網かけ部分にあり

ますように赤字解消見込額は全てゼロとなってございます。  

以上が今回見直しを行った改革項目の内容でございますが、２ページの一番下

段の右端をご覧いただきたいと思いますが、見直し後における平成２７年度まで

の赤字解消見込額は１０億８，７２１万３，０００円となるものでございます。

当初プランで見込んでおりました、赤字解消見込額１５億２，６９５万５，００

０円と比較いたしますと、４億３，９７４万２，０００円の減となっております

が、既に一昨年の段階で繰り延べしております水道事業会計運用資金の借り入れ

３億円を除きますと、実質的には１億３，９７４万２，０００円の減ということ

になるわけでございますが、その分は地方交付税等の増などでカバーされたとい

うことでございます。  

 以上が平成２４年３月時点における「がんばる栗山プラン２１」赤字見込額解

消プランの進捗状況でございますが、今後におきましてもプランの進捗管理の徹

底と対策や目標設定の見直しを適宜行ってまいりたいと考えております。  

続きまして資料の３ページをお開き願います。資料２でありますが、ただいま

ご説明をいたしました第３次改革プラン実施後の町財政の中長期試算でございま

す。左側が平成２２年１２月時点ということで、これは第５次総合計画の後期実

施計画策定時のものでございます。右側が今回見直しを行いました第３次改革プ

ラン実施後の平成２４年３月時点における中長期試算でございます。本日は今回

見直しを行った右側の試算表でご説明をいたします。  

まず、歳出についてご説明いたします。人件費でございますが、先ほどプラン

の進捗状況でもご説明いたしましたが、平成２７年度で目標職員数を１３６人と

することで推計をしたものでございます。次に交際費ですが、平成２７年度まで

の投資的事業計画に基づきまして新規発行する町債の償還額を含め推計をしたと

ころでございます。なお、発行予定の町債の利率及び償還期間はそれぞれ財政融

資資金の借り入れ条件により推計したものでございます。  

続きまして投資的事業費でございますが、現行の投資的事業計画に新規事業の

南角田南部地区及び継立南部地区経営体育成基盤整備事業や各公共施設の大規模

修繕事業などを加え推計したものでございます。  

次に義務費維持費ですが、これは平成２４年度の当初予算をベースにいたしま
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して、このあと資料の４ページ以降でご説明する公共施設等修繕計画に基づきま

す維持補修費を加え推計したものでございます。  

次に一般施策でございますが、これも平成２４年度の当初予算をベースにいた

しまして扶助費、補助費、繰出金等の今後の見込額を勘案し推計したものでござ

います。ここの一般施策の同一区分内ではございますが、平成２４年度から下水

道事業及び農業集落排水事業特別会計の企業会計移行に伴いまして繰出金から補

助費に区分を変更し改めて今回推計を行ったところでございます。また次期第６

次総合計画の前期実施計画となります平成２７年度以降に予定されております各

公共施設の修繕費用また新たな財政投資に対応するため平成２４年度から平成２

６年度までの３年間で北海道市町村備荒資金組合へ５億円程度の積立金を計上し

たところでございます。  

以上が歳出の推計に当たっての考え方でございますが、平成２４年度の欄を見

ていただきたいと思いますが、歳出総額が７５億８，６００万円となっておりま

して今回提案しております当初予算額よりも３億４，０００万円程多くなってお

ります。これにつきましては本議会でご承認をいただいております平成２３年度

からの繰越明許費３億４，０００万円を加え決算見込みベースで整理したことに

よるものでございます。プラン推進期間の最終年度となります平成２７年度では

約７１億円代の予算規模となる見込みでございます。  

次に歳入についてご説明いたします。まず町税でございますが、平成２４年度

予算をベースにいたしまして税目ごとに一定条件のもと推計したところでござい

ます。先ほどの改革プランの進捗状況でご説明したとおり、町税率の改定実施を

見送ったことからその効果額は今回の推計では見込んでございません。  

次に地方交付税ですが、地方交付税のうち普通交付税につきましては冒頭ご説

明したとおり国の中期財政フレームに基づき平成２４年度から平成２６年度まで

の３年間は公債費等の算入分を除きまして平成２３年度とほぼ同額で推計したも

のでございます。  

また特別交付税におきましては平成２６年度から実施される予定の地方交付税

総額割合の変更に伴う減額分を見込み推計したところでございます。この関係に

つきましては現在地方交付税９４％、特別交付税６％となっている総額割合を国

が進めています算定方法の簡素化、透明化の取り組みの一環として平成２７年度

までに普通交付税は２％増の９６％、特別交付税は２％減の４％とそれぞれ段階

的に２％ずつ増減するものでございます。なお、この表では普通交付税と特別交

付税を合わせた２４年度の地方交付税が３１億８，０００万円と当初予算ベース

で計上しておりますが、年度中の財源調整分として１億円程度留保しておりまし

て決算ベースでは３３億円程度となる見込みでございます。  

次にその下の町債ですが、平成２７年度までの投資的事業計画により詳細の額
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を計算し推計したものでございます。なお、町債のうち臨時財政対策債につきま

しては地方交付税と同様に国の中期財政フレームに基づき平成２６年度までは同

額、平成２７年度以降は１０％減で推計したところでございます。  

次にその他でございますが、関連する歳出の推計に基づきまして国・道支出金

などの歳入を見込み、推計をしたものでございます。  

次に繰入金ですが、財政調整基金からの繰入金につきましては各年度における

財源不足に応じた繰入れを見込んだところでございます。その他の特定目的基金

からの繰入金につきましては一時的な借り入れは行わないことで推計したもので

ございます。  

以上が歳入の推計に当たっての考え方でございますが、歳入歳出の差引収支が

毎年５，０００万円程度となるよう財政収支のバランスを考慮いたしまして試算

を行ったところでございます。その下段に基金残高の推移というところがありま

すが、財政調整基金におきましては左側の平成２２年１２月時点では平成２７年

度末残高が４，１００万円となっておりましたが、今回見直した平成２４年３月

時点の推計では２７年度末残高が３億６，２００万円ということで国の中期財政

フレームに基づく地方交付税及び臨時財政対策債の増額に伴い、財政状況は幾分

でありますが改善傾向に向かっているものと思われます。  

続きまして資料の４ページをお開きいただきたいと思います。資料３．公共施

設等修繕計画、平成２４年度から平成３０年度でありますが、４ページから６ペ

ージにかけまして今回の中長期試算の見直しにあたりまして改めて各公共施設の

点検を行い整理したものでございます。各公共施設の掲載の修繕計画につきまし

ては平成２４年度から平成２６年度までの第５次総合計画後期実施計画で予定す

るものと平成２７年度から平成３０年度までの第６次総合計画前期実施計画で予

定するものとに区分し今回整理したものでございます。全体の修繕計画のうち１

００万円以上となる比較的大規模な修繕を今回ピックアップし整理したものでご

ざいますが、その他の１００万円未満の小規模修繕につきましては６ページの一

番下段の町有施設全般のところで、一括して整理をさせていただいたものでござ

います。  

また表の一番右側に総合計画掲載欄がございますが、そこをご覧いただきたい

のですが、現在申し合わせの中で総合計画に主要事業として掲載することになっ

ております５００万円以上の大規模修繕につきまして、既に第５次総合計画に掲

載済みの場合は二重丸、また第６次総合計画に掲載予定の場合は普通の丸で整理

してございます。また現段階で第５次総合計画の後期実施計画に未掲載の修繕に

つきましては追加予定時期を記載しているものでございます。  

６ページの一番下段の合計欄をご覧いただきたいと思いますが、平成２４年度

から平成２６年度までの３年間は４，０００万から８，０００万円代の修繕の事
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業費となっておりますが、第６次総合計画の前期実施計画期間となります平成２

７年度から平成３０年度までの４年間につきましては事業費もかなり大きくなっ

ておりまして、４年間の総額で約５億円となってございます。これにつきまして

は先ほどご説明をした今後３年間で積み立てを行う北海道市町村備荒資金組合納

付金の取り崩し等で対応する計画になっております。  

以上で資料の説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

○委員長（八木橋義則君）  資料１「がんばる栗山プラン２１」赤字見込額解消

プラン進捗状況（平成２４年３月現在）、資料２、第３次改革プラン実施後の町財

政の中長期試算（平成２２年１２月から２４年３月）、資料３、公共施設等修繕計

画（平成２４年から平成３０年）の説明が終わりました。これより質疑に入りま

す。ありませんか。  

 楢﨑委員。 

○委員（楢﨑忠彦君）  今説明をいただきました。大変な資料を作っていただき

まして大変ご苦労様でした。人件費のことで３人から今年度は５人にするという

ことで、最終的に大変厳しい状況の中で皆さん仕事をされているということで人

員もふやしていくということでありました。民営化に関わって戻ってくる職員も

いますよね。その辺の対応というか、泉徳園もそうですけれども、民営化にかか

わって戻られた職員もいます。それで全体的には町内の職員数は増えているのか

なという印象をもっているのですけれども、その辺について説明を求めます。  

 それからもう１点、資料２の公債費、当初から見ると大分下がってきて大変経

営的に努力されているのかなということが数字で見ることができます。それで２

７年度で公債比率は大体何％くらいになるのかその辺について２点お尋ねいたし

ます。  

 それともう１点、また戻りますけれども、資料１の１番の⑦時間外手当ですが、

予算では平成２２年度２，３１３万５，０００円、２３年度は２，３３１万９，

０００円、２４年では２，３７３万８，０００円と毎年少しずつ時間外手当がふ

えていっているのですけれども、見直しプランとの整合性ですが、ほとんど数字

が動いていないのですが、２２年、２３年、２４年と動いていないのですけれど

も、予算書との兼ね合いについてお尋ねいたします。  

○委員長（八木橋義則君） 楢﨑委員の質疑に対する答弁に入ります。  

 総務課長。 

○総務課長（山本信二君）  まず、楢﨑委員ご質問の１点目人件費にかかわる部

分でございます。今回のプランの見直しにつきまして、先ほどもご説明をさせて

いただいたとおり、１３４人から１３６人ということですることにしております。

それで過去の民営化にかかわって、確かに戻った職員がおります。その分につい

ては以前にもご説明をしたと思いますが、全体の中でそこは削減をしていくとい
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うことで、戻ってきた分と退職不補充にする分で相殺をしていくという考え方で

はおりました。それがまず１点目ですが、ただこれからの組織、本町の機構と住

民ニーズに答えるということでやはり子育ての施策の充実ですとか、あるいは健

康の関係ですとか、そういうところには、例えば昨年は管理栄養士を今までにな

かったものを採用していますし、今回もこの５人の中には建築士、臨床心理士と

いう新たな専門職、新たなというか建築士については退職後の不補充を予定して

いたのですが、やはり将来的に本町としてそういう体制をとっていかないと次の

世代に建築の関係では、担当がいなければ将来の町づくりもできないということ

で今回やはり建築士を１名採用するということと、子育て対策では重要な位置づ

けをいろいろ今諸問題に相談が非常に多いということで臨床心理士も雇うという

ことで、その分の２名については確かに今までの計画にはなかったのですが新た

に採用するということで２名を増やしたということで、町内の職員数で言うと確

かにそういうものも入れると若干ふえているのかなというところでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。  

○委員長（八木橋義則君） 経営企画課長。  

○経営企画課長（佐々木学君）  まず、１点目の職員数の関係は今総務課長のほ

うからご説明したとおりですが、その中で１点民営化の関係で今後の計画に基づ

く部分でございますが、平成２６年４月からの継立保育所民営化に伴いまして、

この時点で職員数５人、民営化に伴う減をこの計画のプランの中では見てござい

ます。  

それと２点目の公債比率、これは実質公債比率の関係でございますが平成２４

年度末見込みで１８．９％となる見込みでございまして、ここ数年平成２０年度

の２４．５％をピークといたしまして随時、減となってきてございます。  

○委員長（八木橋義則君） 楢﨑委員。 

○委員（楢﨑忠彦君）  もう１点、時間外手当について。  

○委員長（八木橋義則君） 時間外手当について、総務課長。  

○総務課長（山本信二君）  大変申し訳ございません。もう１点時間外の削減効

果、当初見込んでおりました。なかなか現在防災対策ですとかいろんな問題で非

常に時間外が昨年は特に多かったのですが、今年については若干普通に戻ってき

ておりますので、全体的には、昨年補正させていただきましたが、今年について

は補正しないでもなんとかやれるようなことで考えておりますが、当初見込んで

いた削減の効果についてはなかなかいかないということで、そこのところはプラ

ンのところでは逆効果ということで推計をさせていただいております。  

○委員長（八木橋義則君） 楢﨑委員の再質問です。  

○委員（楢﨑忠彦君）  今の２６年度ですね、職員数にかかわって継立の民営化

に伴って５人退職されるという説明でしたが、これは間違いないですか。  
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○委員長（八木橋義則君） 経営企画課長。  

○経営企画課長（佐々木学君）  この関係につきましては財政プラン上５人が民

間に移行するということで、試算をしているということでありまして、これから

組合そしと施設職員のほうと協議をしながら、また泉徳園と同じような流れの中

で対応をしてまいりたいと考えております。  

○委員長（八木橋義則君） 楢﨑委員。 

○委員（楢﨑忠彦君）  泉徳園もそうだったのですけれども、本庁に戻ると。継

立の保育所の民営化にかかわって、中には本庁に戻られるという方も中にはいら

っしゃるのかなと思うのですけれども、泉徳園も民営化されました、そして大分

時間も経過しました。本庁に戻られた職員の皆さん、現状はどのような、スムー

ズに受け入れ態勢も、研修期間みたいなものも当然設けて総務課でも対応された

と思うのですけれども、全部説明はありましたけれども、現状はどのような形で

本庁に戻られた職員の皆様が仕事をしているのかその点についてお尋ねいたしま

す。 

○委員長（八木橋義則君） 楢﨑委員の再々質問に対する答弁に入ります。  

 総務課長。  

○総務課長（山本信二君）  楢﨑委員の重ねてのご質問の中で泉徳園から戻られ

た職員の関係ですが、確か当時５名の職員が本庁のほうに戻られているかと思い

ますが、おおむね業務の中で福祉、建設水道、環境生活、経営企画と当時は総務

ということで５名配置をしました。そのうち４名についてはおおむね事務で仕事

もしっかりされていると思いますが、１名については病気療養をされて若干長期

に休まれているという方が１名おります。  

○委員長（八木橋義則君） 他にございませんか。  

 重山委員。 

○委員（重山雅世君）  １ページの人件費にかかわって、先ほど職員数を予定よ

り２名増やすと、その職種の部分でお話がありましたが、その中で臨床心理士は

２３年度に嘱託か何かで採用されていましたよね。その方の他に新たに、その方

の身分はそのままにしておいて、新たに正職で採用するということなのでしょう

か。それとこの議会の中で話したことがありますが、栗山高校の卒業生を以前は

町職員として随分採用していましたが、その辺も含めてどういう方向性を取ろう

としているのか、前は法務関係に詳しいということでやはり大卒が必要だという

ことでしたが、実態は法務に関わっている方は大卒ではなくて高卒の方が実際上

は関わっていたという経緯もありますし、ですから栗高の卒業生なりを職員にと

いうような、その点はどうなのか、そういう点でお尋ねします。  

 それと先ほどこれからの修繕の関係で備荒資金を５億円、３年で５億円積み立

てして、それを取り崩して財源に充てるというような説明だったかと思うのです
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が、そうですよね、修繕するのにあたって。それで備荒資金の扱いというのは、

こういう公共施設の修繕等に充てられる中身なのかなと、率直に言うと災害や何

かの部分に充てるのかと私の記憶ではそのように思うのですが。例えば今回の豪

雪だとか、そういう分野でその被害で落雪によって公共施設などが壊れただとか、

そういうときには該当するのかもしれませんが、一般的な修繕的な、長期的に老

朽化している、だから計画的に直していかないといけないと。これは方向性とし

てはとてもいいことだと思います。でもこのお金の使い方という点で実際上備荒

資金取り崩しができるのかどうかという点でお尋ねしたいと思います。  

 そして現在本町の場合は備荒資金の納付金の現在高という点でも前回の資料ど

おりなのでしょうか。現在１億円くらい、どのぐらいあるのでしょうか。その辺

も含めて答弁願います。  

○委員長（八木橋義則君） 重山委員の質問に対する答弁に入ります。  

 総務課長。 

○総務課長（山本信二君）  重山委員ご質問のまず１点目の採用の関係でござい

ますが、委員のご指摘のとおり臨床心理士については昨年嘱託という身分で採用

と言いますか雇用しましたが、やはり今後の子育て支援を充実させるために長期

的に見て職員としてやっていただいて、しっかりそこを充実させるということが

理事者とも協議をした結果そういうことで、その者を職員化するということで今

年度考えておりますのでよろしくご理解いただきたいと思います。  

 それともう１点の高校卒業生の採用についてということで、特に地元の栗山高

校ということで以前もご質問があったかと思いますが、今年ばかりではなくて近

年の採用はどうしても大卒の上級いわゆる町村会で言う上級職ということで採用

させていただいておりますが、やはりその点は即戦力として社会的経験を積んだ

方をかなり採用しておりますし、近年をみても民間でそれなりの仕事をしながら

公務員試験を受けられた方を中心に過去にも採用をしてきた例がありまして、過

去に人数を何人か採用できる時があれば、高卒と大卒というふうなことで採用を

していて、地元からも当然採用したいのはやまやまですが、やはりこれだけ職員

数の減で即戦力を求めるということで考えますと、大卒もある程度即戦力で戦え

るような優秀な人材を求めているのが現状ということでご理解をいただきたいと

思います。  

○委員長（八木橋義則君） 経営企画課長。  

○経営企画課長（佐々木学君）  ３点目の備荒資金組合の関係ですが、この備荒

資金組合につきましては委員のおっしゃいますとおり災害等に備えるための組合

ということで全道の市町村が全て加入しているということでございます。それで

この納付金には普通納付金と超過納付金がございまして、本町の場合は普通納付

金が今現在１億１，６００万円ほどございます。超過納付金が６，４００万円ほ
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どございまして合わせますと１億８，０００万円程度の残高となってございます。 

この普通納付金につきましては災害時等にしかおろすことはできないのですが、

超過分につきましてはいろいろな市町村の都合に応じて取り崩しが可能というこ

とになってございます。今回みました３年間で５億円程度の積み立てについては

超過納付金のほうに積み立てを計画的にしたいということでございまして、ちな

みに利率が今大口定期の利率が０．０３％でございます。それでこの備荒資金組

合の納付金の運用利回りが０．８６％ということでかなり高くなっておりますの

で、今いろいろと資金につきましては基金の繰替運用だとか一借りにかわる運用

措置をとっておりまして、それが最低限残しながらほかの余剰部分５億円程度に

ついてはそういう部分ということで備荒資金組合のほうに積み立てをするという

ことでございます。  

○委員長（八木橋義則君） ほかにございませんか。  

〔「なし」と言う人あり〕  

○委員長（八木橋義則君） ないようですので、質疑を打ち切りたいと存じます。  

次に進みます。続いて中長期財政問題等調査特別委員会資料②、資料１、平成

２２年度決算に基づく財務諸表４表について、資料２、一般会計・単体ベース・

連結ベースの財務諸表一覧、資料３、各会計別財務諸表を議題に供します。  

これにつきましては提出された資料に基づき説明を受け質疑に入っていきたい

と存じます。町側の説明を求めます。  

 町長。 

○町長（椿原紀昭君）  本日資料としてご提出をいたしました平成２２年度決算

に基づく財務諸表４表の説明に入ります前に私のほうからこれまでの経過と平成

２２年度決算の概要についてご説明を申し上げたいと思います。  

 この財務諸表４表の作成及び情報開示さらに作成期日等につきましては平成１

８年８月３１日付で国より通知されました地方公共団体における行財政改革のさ

らなる推進のための指針の中で義務づけされているものであります。国からは人

口３万人未満の市町村につきまして平成２３年度までに取り組むこととされてい

ましたが本町におきましては２年前倒しし平成２０年度決算分から財務諸表４表

の作成を行っております。議会のほうにもご説明をさせていただいているところ

でございます。これまでもご説明しておりますが、本町では２つあるモデルのう

ち公平価値による時価評価を採用する標準モデルを選択し、作成を行ったところ

であります。  

また平成２１年度決算までにつきましては連結対象となっております北海道市

町村備荒資金組合と北海道後期高齢者医療広域連合の２つの一部の事務組合にお

きまして、各財務諸表が整っていなかったことから連結対象から除いておりまし

た。今回この２つの一部事務組合の各財務諸表が整いましたので、平成２２年度
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決算からは対象となっておりますすべての団体の会計が連結されることになった

ものであります。財務諸表から本町の財政状況を見ますと平成２０年度及び平成

２１年度決算ベースでは各自治体の安全性を示す指標、実質純資産比率でありま

すけれども、債務超過状態にあるという分析結果が出ていたことから町債発行の

抑制を図り借金に依存しない財政運営に努めていきたいところであります。平成

２２年度決算では一般会計ベースで改善がみられるものの、特別会計では一部事

務組合などを含めた単体ベースあるいは連結ベースでは、債務超過の状況を脱し

ていない状態にあること、また町民一人の純粋行政コストなどが他の自治体より

も高くなっていることから引き続き財政の健全化に向けた取り組みを推進してま

いりたいと考えているところであります。  

 この後担当課長より本日ご提出いたしました資料に基づきまして、平成２２年

度決算に基づく財務諸表４表の概要についてご説明をいたしますのでよろしくご

審議のほどお願い申し上げたいと思います。  

○委員長（八木橋義則君） 経営企画課長。  

○経営企画課長（佐々木学君）  それでは資料に基づきまして平成２２年度決算

に基づく財務諸表４表の内容につきましてご説明をいたします。  

 資料に入ります前に配布をさせていただいた資料の確認をさせていただきたい

と思います。資料１はＡ４の資料ですがこの２枚目からになりますが、資料１、

平成２２年度決算に基づく財務諸表４表についてでございまして、本日の説明は

この資料１を中心に行いますのでよろしくお願いいたします。その他資料２とし

てＡ３の資料でございますが、一般会計・単体ベース・連結ベースの財務諸表一

覧ということで一般会計から第三セクターの農業振興公社までを連結し４表の区

分ごとに整理をした一覧でございます。もう１つ資料３ということで各会計別財

務諸表でございますが、これは会計ごとに４表を整理したものでございます。一

部事務組合を除きます一般会計、特別会計、第三セクター等について整理をいた

しまして今回資料として提出をしたものでございます。  

 それでは資料の説明をいたしたいと思いますが、文言等の説明など昨年の説明

と一部重複する部分があろうかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。  

 それでは資料１の１ページをお開きいただきたいと思います。まず、財務諸表

４表の対象となる会計の範囲でございますが、中段の枠内にありますとおり、一

般会計、特別会計、一部事務組合、第三セクターの大きく４つの会計区分となっ

ております。一般会計に特別会計を加えたものを単体ベース、それに一部事務組

合と第三セクターを加えたものを全体の連結ベースというふうに整理したもので

ございます。なお、冒頭町長からご説明がありましたように平成２１年度決算ま

では連結対象となっておりました北海道市町村備荒資金組合、北海道後期高齢者

医療広域連合この２つに一部事務組合におきまして基準モデルを採用していなか
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ったことから連結対象から除いておりましたが、今回この２つの組合の基準モデ

ルで算出した場合の各財務諸表の報告がありましたので、平成２２年度決算から

は対象となっているすべての会計を連結したところでございます。またその下に

作成基準日とありますが、そこに記載のとおり４月から５月の出納整理期間の収

支につきましても基準日であります３月３１日までに終了したものとみなして取

り入れることとしてございます。このことにつきましては一般的な企業会計とは

違いまして、新公会計制度特有の取り扱いでございます。今後の制度の見直しの

中で検討されていくものと思ってございます。  

 それでは財務諸表４表について順を追って概要について説明をしてまいります。

２ページをお開きいただきたいと思います。まず１つめの１、貸借対照表につい

てご説明をいたします。あわせて資料２の１ページまた資料３の該当する部分も

あわせてご参照いただければと思います。２ページの中段の表を見ていただきた

いと思いますが貸借対照表の左半分、これが借方というふうに言われますが、栗

山町が保有します資産をあらわしております。また右半分が貸方と呼ばれていま

すが資産の調達財源をあらわしているものでございます。右半分の調達財源はさ

らに負債と純資産とに分かれておりまして負債につきましては将来世代の負担額、

これは先送り額でございますが、それをあらわしております。  

また純資産につきましては過去の世代が既に負担した額をあらわしております。

本町の試算合計は表にありますとおり、一般会計で４４８億１，６２８万４，０

００円、単体ベースでは６１７億１，８８４万９，０００円、連結ベースでは６

３３億５，３９５万７，０００円となっておりまして、そのうち過去の世代や国、

道の補助金等で既に支払いが済んでおります純資産が一般会計で３１４億２，４

９９万５，０００円、単体ベースで４０２億６８７万１，０００円、連結ベース

で４１５億２，７８３万１，０００円となってございます。その差し引き連結ベ

ースで２１８億２，６１２万６，０００円の負債を将来の世代が負担をしていく

という構図となってございます。なお一般会計における資産、左側ですが４４８

億１，６２８万４，０００円となっておりますけれども、平成２１年度決算と比

較しますと４億３，０００万円程増加しております。これはインフラ資産におき

まして平成２２年度中に実施をいたしました炭化処理施設及び道路改良事業など

に伴う増でございます。  

ここで貸借対照表における資産の考え方について若干ご説明をさせていただき

ます。資産につきましては表にありますとおり金融資産と非金融資産とに分かれ

ます。まず金融資産でございますが、現金及び預金の年度末残高を示します資金、

それと税などの未収金などの債権また有価証券、貸付金、投資出資及び基金等か

らなる金融資産の２つから構成されております。また一方非金融資産は事業用資

産とインフラ資産にわかれておりますが、事業用資産とは売却可能な資産または
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何らかの収益を得ることが可能な資産を言うものでございまして、庁舎などの公

用財産、また学校や各公共施設の公共用財産また売却可能な町有地など普通財産

がこの事業用資産として区分されるものでございます。一方インフラ資産これは

道路や河川、上下水道施設など将来の経済的便益、キャッシュフローと言います

がこの流入が見込まれない資産、つまり売却できない資産のことを言います。こ

れら非金融資産につきまして本町では平成２０年度の開始時におきまして、国か

ら示されている方法で公正価値による時価評価を行い開始時おける資産の額を決

定したところでございます。  

一例を紹介しますと土地につきましては、より実勢価格に近い路線価などを開

始時の簿価としてございます。また建物につきましては２つのパターンに分けま

して時価評価を行ったところでございますが、取得価格が判明している場合は建

物の取得価格に価格変動による影響を除いた実質値を割り出すために用いる物価

指数、デフレーターと呼んでおりますが、これを乗じて再調達価格を求めまして、

その再調達価格から減価償却の累計額を差し引いて開始時価格としてございます。 

また取得価格が判明していない場合は、建物の構造別、用途別単価に延べ床面

積を乗じまして再調達価格を求め、その再調達価格から減価償却累計額を差し引

いて開始時価格としてございます。また道路につきましては幅員別道路延長に直

近５カ年における幅員別単価を乗じて最調達価格を求め、その再調達価格から減

価償却累計額を差し引いて開始時価格としたところでございます。その他の資産

におきましても新地方公会計制度における一定のルールによりまして時価評価額

を求め資産額としたものでございます。  

このような考え方で整理した貸借対照表で最も着目すべき点は、一般会計にお

けます純資産合計３１４億２，４９９万５，０００円の総資産合計４４８億１，

６２８万４，０００円に占める割合、すなわち純資産比率でございまして、この

数値が各自治体の安全性を示すものでございます。  

６ページの分析をご覧いただきたいと思います。下段のほうに下から２つめ純

資産比率を記載しておりまして、この指標が高いほど将来への負担の先送りが少

ないということになります。本町の場合は一般会計で７０．１％となってござい

ます。全国、全道市町村の足並みがそろっていないことから比較はまだできない

状況ですが、既に導入をしております他の市町村の平均と比較しますと決して高

い水準とは言えない状況となってございます。ちなみに本町の委託先であります

吉岡会計事務所が財務諸表の作成を手がけております道内２３市町の平均では７

４％となっております。その上に（２）として実質純資産比率というところがご

ざいますが、ただいまご説明した純資産比率の算式から、それぞれ経済的取引に

なじまない道路などのインフラ資産を除いて算出した比率を、実質純資産比率と

言っております。実際の返済能力を厳密にはかるためには売却できないインフラ
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資産を除いて比較しなければならないということでございます。この比率がマイ

ナスの場合は債務超過にあるということになります。本町は一般会計でプラス２．

３％ということで昨年までの債務超過状態を脱してございます。ただし、特別会

計、第三セクターを含めました単体ベース、連結ベースではまだマイナスとなっ

ておりまして、債務超過の状態となってございます。このことにつきましては下

水道や水道事業会計におきまして総資産に占める純資産の割合が低いということ

や、インフラ資産が資産のほとんどを占めていることが要因となっております。

今後いかに公債に依存しない事業運営を行っていくかが重要となってまいります。 

資料３ページのほうをご覧いただきたいと思います。次に２、財政コスト計算

書についてご説明いたします。資料の２の２ページ及び資料３の該当する部分も

あわせてご参照いただければと思います。この行政コスト計算書といいますのは

資産形成につながるコストを除く行政サービスに要したコストを示すものでござ

います。行政サービスを行うための費用から手数料や使用料の事後収入を差し引

いて、その結果としてどれだけのコストがかかったかを表すものでございます。  

中段の表を見ていただきたいと思いますが、経常費用合計から経常収益合計を

差し引きました一番表の下段の純経常費用は一般会計で５６億８，６９７万４，

０００円、単体ベースで８１億６６６万３，０００円、連結ベースで１０１億８，

８４４万円となっておりまして、これらにつきましては町税や地方交付税などの

一般財源あるいは国、道の補助金で賄ったということになります。  

なお一般会計における純経常費用が平成２１年度決算と比較いたしまして、１

億８，３００万ほど増となってございます。これにつきましては栗山赤十字病院

や栗山いちい保育園改築補助金などの補助金等移転支出の増、あるいは子ども手

当など社会保障関連費等移転支出の増によるものでございます。また単体ベース

及び連結ベースで２１年度と比較して増となっていますのは、平成２２年度決算

より連結をいたしました後期高齢者分の増によるものでございます。  

各費目の主なものをご説明したいと思いますが、まず表の上、１、経常業務費

用の①人件費、ここには職員給与のほか非常勤特別職等の報酬や職員の退職給付

費用が含まれております。また②の物件費には備品や消耗品費、施設の維持補修

費のほか費用として認識をされます事業用資産に係る減価償却費もこの物件費に

計上しております。２つほど飛びまして次に２の移転支出でございますが、この

移転支出は①他会計への移転支出から④のその他の移転支出まで大きく４つに区

分されておりますが、特に他団体や該当者に対して支払われる補助金や負担金な

どの補助金等移転支出と扶助費などの社会保障関係費等移転支出の割合が高くな

っておりまして、行政コストを押し上げる要因となってございます。  

また今度は７ページの分析表を見ていただきたいと思います。下から２つめに

町民１人当たりの純粋行政コストを記載しておりますが、一般会計で１９万円と
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なっておりまして他の自治体から見ると高くなってございます。吉岡会計事務所

が所管しております道内２３市町の平均では１５万円程度となっておりまして本

町は多少その平均より４万円程町民１人当たりの純粋行政コストがかかっている

ということでございます。先ほどご説明した社会保障関連費などの移転支出によ

るコストウエイトが高くなっていることが原因であることから、今後移転支出の

検証が必要であるという分析結果が出ているところでございます。  

 続きまして４ページをお開きいただきたいと思います。次に３、純資産変動計

算書についてご説明をいたします。資料２の３ページ及び資料３の該当する部分

もあわせてご参照いただきたいと思います。この純資産変動計算書といいますの

は貸借対照表でご説明をいたしました純資産、これが当該年度中にどのように増

減したかをあらわすものでございます。下段の表を見ていただきたいと思います

が、純資産の変動につきましては行政コスト計算書に計上されない財源の流出入

であるか、資金以外の形態をとる将来利用可能な資源の流出入であるかという発

生形態の別によりまして、財源の変動と資産形成充当財源の変動とに大きく二分

されることになります。  

項目の主なものをご説明されていただきますが、まず表のⅠ、財源変動の部で

ございますがその１、財源の使途、これの①純経常費用への財源措置でございま

すが、先ほどご説明した行政コスト計算書で計算された純経常費用に支出した額

をいうものでございまして、行政コスト計算書の末尾の数字であります純経常費

用と一致するものでございます。一般会計で５６億８，６９７万４，０００円、

単体ベースで８１億６６６万３，０００円、連結ベースで１０１億８，８４４万

円となっております。２つ飛びまして④その他の財源の使途、これにつきまして

は道路などのインフラ資産に係る減価償却と捉えられます直接資本減耗費を計上

しているところでございます。  

次にその下のほうにあります、Ⅱ、資産形成充当財源変動の部の２の長期金融

資産の変動でございますが、ここは各基金の取り崩し、また積み立て等の変動を

計上しているところでございます。  

次にⅢのその他の純資産変動の部の１、開始時未分析残高の増減でございます

が非金融資産などの資産形成に係る充当財源の構成が特定できないものを、ここ

に一括計上しているものでございます。これにつきましては本町の財務諸表作成

に当たりまして公正価値による再評価を行ったということでございますことから、

取得当時の充当財源と相違が出てくるということで、その差額の累計額を計上し

その調整を図っている部分でございます。  

 これまでご説明してまいりました経常区分によりましてこの純資産計算書を作

成したところでございますが、期首純資産残高から当期変動額を差し引いた当期

末残高は一番下段でございますが、一般会計で３１４億２，４９９万５，０００
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円、単体ベースで４０２億６８７万１，０００円、連結ベースで４１５億２，７

８３万１，０００円となっておりまして、この額が貸借対照表の純資産額と一致

するものでございます。この純資産変動計算書における財務分析におきましては

この資料には掲載しておりませんが、一般的には住民１人当たりの税収額を分析

しようとすることになっております。本町の場合は計算いたしますと約１２万１，

０００円ということで道内２３市町の平均１７万円と比較すると低い水準となっ

てございます。税収の未収あるいは不能欠損金などがその要因であるという分析

が出てございます。  

次に５ページをお開きいただきたいと思います。最後に４、資金収支計算書に

ついてご説明いたします。資料２の４ページ及び資料３の該当する部分をあわせ

てご参照いただきたいと思います。この資金収支計算書とは貸借対照表でご説明

した資産のうち、金融資産であります資金の当該年度中における増減を表すもの

で、どのような活動にどれだけの資金が必要であったかを示すものでございます。 

中段の表を見ていただきたいと思いますが、Ⅰ、経常的収支とⅡ、資本的収支

を合わせました、中段くらいにありますが基礎的財務収支、プライマリーバラン

スと呼ばれていますが、これにⅢの財務的収支及び期首資金残高を足し込みまし

た、一番下段の期末資金残高は一般会計で１億４，３８０万５，０００円、単体

ベースで９億８，２０５万２，０００円、連結ベースで１１億４，４３６万２，

０００円となってございます。この額が貸借対照表の資金の額と一致するもので

ございます。表の下段の米印に記載していますとおり、経常的収支がプラスとな

っているということ、あるいは資本的収支が資産形成を行ったことからマイナス

になっていること、さらには町債の新規発行の抑制により財務的収支がマイナス

になっていること、こういうことから平成２２年度におきましても堅調堅実な行

政運営を行っているという分析結果が出ております。それによりまして将来世代

への負担先送り額が減少しております。平成２１年度決算と比較いたしますと、

一般会計で３億２，９７６万５，０００円、単体ベースで４億７，６５６万２，

０００円、連結ベースで４億７，６３９万７，０００円負債額が、２１年度決算

と比較して減少したところでございます。現在進めております行財政改革による

効果が出てきているものというふうに思っております。  

８ページ以降につきましては、各財務諸表における主な科目の説明を記載して

おりますので後ほどご参照いただきたいと思います。  

以上で平成２２年度決算に基づく財務諸表のご説明をしたところでございます

が、この財務諸表４表の作成によりまして、現行の決算書では認識されておりま

せんでした事業用資産だとかインフラ資産、また短期及び長期の公債や借入金さ

らには減価償却費など新たなコストが認識されることとなったところでございま

す。  
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現在各自治体の財務状況を示すものとして健全化法における健全化判断比率が

用いられておりますが、それはあくまでも指標でありますことから、今回ご説明

したこの資産や負債の詳細などの周辺情報を示すこの財務諸表で補っていくこと

で、各自治体の財務状況がさらに明らかになってくるものと思っております。ま

だ完全なものとはなっておりませんが、この財務諸表の分析をさらに進めながら

今後の財政運営に生かしてまいりたいというふうに考えております。  

以上で平成２２年度決算に基づく財務諸表４表についての説明を終わりますの

で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

○委員長（八木橋義則君）  資料１、資料２、資料３の説明が終わりました。こ

れより質疑に入ります。ありませんか。  

楢﨑委員。 

○委員（楢﨑忠彦君）  資料１の２ページの貸借対照表、バランスシートの資産

の部一般会計で金融資産、債権２億８，５３６万円ですね、ちなみに前年度２億

７４４万９，０００円ということで約８，０００万円ほど債権が今年度ふえてい

ます、前年度から比べますと。資料もいただきましたけれどもこの債権で一番ふ

えているのは、中身的には未収金ですね。未収金が前年度から比べますと前年度

２，４００万、今年度８，２００万と大分債権のふえている分がこの部分にあた

るのかなと。それと減債基金が今年度はほとんど取り崩してしまったということ

ですけれども、この未収金の内訳と減債基金の充てた部分についてお尋ねします。 

○委員長（八木橋義則君） 楢﨑委員の質疑に対する答弁に入ります。  

 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐々木学君）  貸借対照表の資産のほうの債権のところで前年

度から比較いたしますとかなり増ということになってございます。その内訳とい

たしましては農業基盤整備事業に関わる受益者負担金でございまして、平成２２

年度の繰り越しのために債権と未収分ということで増になったということでござ

います。  

 それと投資等に含まれております基金の関係の減債基金でございますが、これ

は２１年度中にすべて取り崩しをいたしまして地方債の償還に充てたというよう

な内容でございます。  

○委員長（八木橋義則君） ほかにございませんか。  

〔「なし」と言う人あり〕  

○委員長（八木橋義則君）  ないようですので、本日の会議はこれをもちまして

閉会いたしたいと思いますがご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と言う人あり〕  

○委員長（八木橋義則君）  ご異議がないようですので本日の会議はこれにて閉

会いたします。ご苦労様でした。  
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