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午前１０時開議
○【藤江竜三委員長】

おはようございます。本日から決算特別委員会が始まります。皆様におかれ

ましては、平成27年度の決算が平成29年度の予算に役立つような質疑をぜひともよろしくお願いしま
す。そして、国立市政がよりよくなっていくような形をつくっていきたいと思います。
それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから決算特別委員会を開きます。
──────────────────
○【藤江竜三委員長】

◇

──────────────────

それでは、各会計歳入歳出決算の審査の日程について御説明いたします。審

査日程は、開催通知のとおり、本日９月29日木曜日と30日金曜日、10月１日土曜日と２日日曜日は休
会とし、３日月曜日と４日火曜日までの４日間といたします。
なお、決算特別委員会の議事運営の方法等につきましては、去る９月14日に開催されました議会運
営委員会での協議の結果、既に各委員に配付してございます。決算特別委員会確認事項等のとおり確
認されておりますので、それに倣って議事を進めてまいります。
以上、御了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
次に、議事の進め方について御説明を申し上げます。本日は、初めに平成27年度国立市各会計歳入
歳出決算審査意見書の概要について、伯代表監査委員から御説明をいただき、それに対して質疑を承
ります。質疑時間については、説明と質疑、答弁を含めて60分以内といたします。終了後、監査委員
におかれましては退席をいたします。
次に、９月16日の本会議におきまして報告がありました健全化判断比率等についての質疑を承りま
す。質疑時間については、質疑、答弁を含めて60分以内といたします。
続いて、認定第１号平成27年度国立市一般会計歳入歳出決算の審査に入ります。初めに、当局から
歳入全般についての補足説明を求め、本日は９月16日の本会議において副市長が行った提案説明に対
する総括質疑、政策経営部長が報告した債権の放棄についてに対する質疑と一般会計決算歳入全般に
ついて審査に入り、一括して質疑を承ります。
30日の金曜日は、一般会計歳入全般に対する審査が終了後、一般会計の歳出全般についてそれぞれ
補足説明を求めた後、一般会計決算歳出の款１議会費から款７商工費までの審査に入り、一括して質
疑を承ります。
10月３日の月曜日は、一般会計決算歳出の款１議会費から款７商工費までの審査が終了後、一般会
計決算歳出の款８土木費から款13予備費までの審査に入り、一括して質疑を承り、終了後、討論は省
略し、直ちに採決に入ります。採決は挙手による採決といたします。
４日の火曜日は、認定第２号平成27年度国立市国民健康保険特別会計歳入歳出決算から、認定第５
号平成27年度国立市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算までを一括して審査に入ります。まず、各
特別会計歳入歳出決算についてそれぞれ補足説明を求めた後、一括して質疑を承ります。終了後、討
論は省略し、直ちに採決に入り、採決は挙手による別個採決といたします。念のため申し上げます。
質疑時間について調整される場合には、議事の進行上、事前に委員長までお申し出いただきますよう
お願いいたします。
おおむね以上のとおり議事進行を図ってまいりたいと思いますので、委員各位には特段の御協力を
お願いいたします。
なお、補足説明、質疑等の持ち時間につきましては、十分御留意を願います。
また、次の４点についても御了承願います。１点目は机の配置と委員席でございます。議会運営委
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員会で確認されておりますが、おおむね前例に倣いまして配列しております。２点目は、説明員が補
足説明を行う際には発言台でお願いいたします。３点目は、質疑及び答弁をされる際には必ず挙手を
していただき、委員長が指名してからマイクを使用して発言されるようお願いいたします。４点目は、
質疑をされる際は審査意見書、決算書及び事務報告書のページ数を、また資料については資料ナンバ
ーとページ数を発言していただきますようお願いいたします。
以上、御了承のほどよろしくお願い申し上げます。
ここで副市長より発言を求められておりますので、これを許します。副市長。
○【永見副市長】

おはようございます。貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。決算特

別委員会の資料として平成27年度事務報告書を提出させていただいておりますが、合計で７件の誤り
があり、二度にわたり正誤表を送付させていただきました。まことに申しわけありませんでした。今
回の記載誤りにつきまして、深く反省をし、今後このようなことがないよう職員に十分周知してまい
ります。御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
○【藤江竜三委員長】

ただいま副市長より発言のありましたとおり、事務報告書の一部に字句等の

誤りがありますので、さきに御配付の正誤表のように訂正願いたいとの申し出がありました。委員長
においてこれを了承いたしたいと存じますので、正誤表のとおり訂正をお願い申し上げます。
──────────────────
○【藤江竜三委員長】

◇

──────────────────

平成27年度国立市各会計歳入歳出決算審査意見書の概要についてに入ります。

決算審査意見書について説明を求めます。伯代表監査委員。
○【伯代表監査委員】

おはようございます。監査委員の伯でございます。本日はよろしくお願いい

たします。
それでは、説明に入らせていただきます。
平成27年度決算審査等につきましては、議会選出の大和監査委員との合議により審査意見を決定す
ることができました。大和監査委員には本審査に際しまして、私とは別の観点から審査等を積極的に
行っていただき、とても感謝しているところでございます。ありがとうございました。
決算審査に当たりましては、公正不偏の態度を保持し、決算書及び決算事項別明細書、その他関係
諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われて
いるかを主眼として審査いたしました。
それでは、決算審査意見書等について御説明申し上げます。お手元の平成27年度国立市各会計歳入
歳出決算審査意見書等でございますが、これらは地方自治法第233条第２項の規定により決算書類に
ついて、及び同法第241条第５項の規定により基金運用状況について、また地方公共団体の財政の健
全化に関する法律第３条第１項の規定により健全化判断比率について、及び同法第22条第１項の規定
により公営企業会計資金不足比率についてそれぞれ審査をし、その結果を意見として市長に提出した
ものでございます。
初めに、決算審査意見書について御説明申し上げます。表紙をめくっていただきまして、下に３ペ
ージと書いてあるところをお開きください。
まず第１、審査の概要でございます。意見書に列記してありますとおり、平成27年度国立市一般会
計及び４つの特別会計の歳入歳出決算を対象とし、平成28年７月21日から８月２日にかけて審査を実
施いたしました。
第２、審査の手続につきましてです。平成28年７月８日付で市長から提出されました平成27年度各

− 8 −

会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、その他の書類が関係法令に準拠して作成されてい
るか、計数に誤りはないか、予算の執行管理が適正かつ効率的に措置されていたか等を審査の主眼と
して、通常実施すべき手続により審査を実施いたしました。
第３、審査の結果でございます。１、決算計数につきましては、審査に付された平成27年度各会計
歳入歳出決算、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書の計数は証拠書類の計数と符合
しており、誤りのないことを確認しました。
２、指摘・要望事項につきましては、３ページの下段から６ページにありますように、指摘事項が
４件、要望事項が６件ございますので、順次要約して申し上げます。
まず、指摘事項でございます。(1)地域包括支援センター運営費の謝礼についてです。高齢者虐待
対応マニュアル改訂版作成委員会の委員謝礼は、未払いであったことが出納閉鎖期間後に判明し、平
成28年度になってから、予備費からの充用により支払いが行われました。年度をまたがっての予算執
行は、会計年度独立の原則に反するもので、このような予算執行はあってはならないことであります。
今後は、再発の防止となお一層の予算執行管理を徹底していただきたい。
(2)特別教育活動補助事業費及び学校教育向上支援事業費の借上料等について。平成27年８月実施
の市立小学校野外体験教室バス運行業務は、業務の完了から半年以上、そして10月に事業を実施した
日本の伝統・文化のよさを発信する能力・態度の育成事業講師謝礼、楽器運搬及び児童の移動に伴う
バス借上料は、事業実施後の約５カ月を経過した平成28年３月にそれぞれ支払いが行われていました。
委託業者からの請求のおくれと、講師からの支払い関係書類の提出のおくれによるという説明であり
ましたが、実施後の事務手続の不備、支払い事務の進行管理が適正に行われていないと考えられ、支
払いの遅延が相手方に経済的な負担を与える場合もあり、市に対する信用と信頼を失わせる行為でも
あります。今後は、適正な予算管理を行い、速やかに支払いが完了するように努め、組織内の会計処
理体制を点検し、チェック体制を強化し、執行管理体制の確立を図り、支払い事務を行っていただき
たい。
(3)青少年育成地区委員会補助金の交付に係る決算書等の確認について。決算書を確認したところ、
一部金額の誤記が認められました。決算書等は、補助金が目的に沿って適切に使用されたことなどを
確認するためのものでありますので、提出を受けたときは速やかに確認し、必要に応じて補正を求め
るよう対応していただきたい。また、剰余金の取り扱いについては、各地区委員会で異なっているの
で、手続を統一していただきたい。
(4)契約締結決裁等の会計管理者及び出納係長への合議について。契約締結決裁等を確認したとこ
ろ、一部において国立市支出負担行為手続規則第７条の「１件予定価格500万円以上の契約について、
その支出負担行為の決定を行なうときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない」という
手続としての会計管理者及び出納係長への合議が行われていませんでした。状況によっては、これら
の合議の欠落が出納事務の円滑な執行に影響を及ぼすこともあるので、規則等に基づく手続を徹底し
ていただきたい。
次に、要望事項でございます。(1)嘱託員報酬の歳出戻入について。嘱託員報酬の過払いによる歳
出戻入について確認したところ、有給休暇がない嘱託員に対して支給を行った報酬の返納分であり、
有給休暇の残日数と残時間数の計算誤りによるもので、日ごろの有給休暇票の管理と報酬支給時の確
認が十分ではなかったと考えられます。予算の執行に当たっては、慎重かつ適切に行い、管理を徹底
していただきたい。
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(2)当初予算への計上漏れに伴う充用及び流用について。平成27年度の当初予算に計上していなか
ったため、予備費からの充用と流用による予算執行がされている例が認められました。いずれも当初
予算編成時における確認不足によるものでしたが、今後はこのような予算執行がないよう留意してい
ただきたい。
(3)契約締結決裁等の見積書についてです。契約締結決裁及び主管課発注契約に係る物品買入（修
繕・印刷等）決定書を確認したところ、一部において添付書類の見積書の見積日の未記入が認められ
ました。見積徴取は、慎重かつ厳正に行うもので、また主管課発注の決裁等には必ず契約締結権限が
ある代表者等の印が押してあり、見積日が記入されている見積書の原本を添付することとなっている
ので、今後は十分な確認と適正な事務を行っていただきたい。
(4)給付事務費（国民健康保険特別会計）の印刷製本費について。エイズ予防啓発パンフレットの
印刷は、主管課発注をする場合に必要な物品買入（修繕・印刷等）決定書による手続が行われていま
せんでした。今後は、適正な事務を行っていただきたい。
(5)母子保健関連経費の消耗品の在庫管理等について。乳幼児の歯科健診で使用する消耗品の購入
については、在庫がなくなったため納品を急ぎ、結果として、主管課発注契約をする場合に必要な物
品買入（修繕・印刷等）決定書による手続が行われていませんでした。今後は、在庫管理を適切に行
い、適正な事務を行っていただきたい。
(6)観光促進事業費の行政財産使用料の還付金について。平成26年度のロケーション撮影に係る行
政財産使用料の誤徴収のために還付が行われていましたが、平成27年度にほかのロケーション撮影に
係る使用料を算出する際、参考として書類を確認したところ、使用料の徴収単位の誤りが判明し、返
還したものでありました。改めて書類を確認したことにより、還付を行うことができたのですが、日
ごろからの確認作業が必要で、早期に返還すべきであったと考えられます。今後は、このようなこと
がないよう十分留意し、使用者の信頼に応えるよう適正な事務を行っていただきたい。
指摘・要望事項については以上でございます。
なお、意見書には記載がございませんが、３件ほど御報告させていただきます。
(1)徴収率等について。平成27年度の徴収率は、現年度分及び滞納繰越分総体で99.3％となり、平
成26年度に比べ0.4ポイント上昇しております。平成22年度から６年連続で多摩26市中では第１位と
なったとのことですが、徴収率が向上しているということは、徴収への取り組みを継続してきた結果
であると思います。
また、コンビニ収納についてですが、平成27年度は44.5％、平成26年度に比べ4.8ポイント上昇し、
特に軽自動車税の期限内納税については、平成27年度は51.5％で、平成26年度に比べ5.7ポイントも
上昇しているとのことでありましたので、今後も口座振替の利用とともに、コンビニ収納の利用につ
いても働きかけ、収納率の維持向上に努めていただきたい。
(2)車両の管理について。庁用車の車両管理業務については、意見書に例年要望事項とさせていた
だいておりましたが、今回の審査においても、運転日誌を確認したところ、警告灯の点検の有無欄の
チェック漏れ、出発時刻及び帰庁時刻の記入誤り、使用目的及び行き先欄への具体的な記載がないも
の、市内のみの記載などが認められましたが、かなり改善されていました。このことは国立市車両管
理規程を見直し、運転日誌の様式改定を行い、また毎年、車両運行及び車両管理事務の取り扱いにつ
いての通知、さらに平成26年度の決算審査を受けて、運転日誌の適正な運用についての通知の庁内事
務連絡文書も発せられたことなどにより、車両の日常点検整備や運転日誌への正確な記載が徹底され、
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職員の安全運転意識の醸成が図られてきていることがうかがわれます。今後も安全運転に対する意識
啓発及び車両事故防止の観点からも、なお一層の車両管理を徹底していただきたい。
(3)郵券の管理について。郵券の管理については、郵券管理等についての通知の庁内事務連絡文書
が発せられ、会計事務に関する説明会においても適正管理に努めるよう、ここ数年実施されておりま
す。意見書には何年にもわたり指摘・要望事項とさせていただいておりましたが、今回の審査におい
ても郵便切手受け払い簿を確認したところ、年度末の会計課審査係での確認が実施されていなかった
部署がありましたが、改善が見られ、郵便切手受け払い簿と郵券の現物との不一致はなく、郵便切手
受け払い簿への記載漏れ、記入誤り、確認印漏れ等も認められませんでした。
また、数年未使用であった郵便切手及びはがきについては、会計課への保管がえを行い、必要な部
局で使用できるよう再配分したことで、有効活用につながりました。
なお、全庁的に料金後納郵便による支出を主とする部署が多くなっており、必要以上に郵券を保有
することがなくなったことは、事務の改善につながったことと思われます。今後もなお一層の郵券の
管理を徹底していただきたい。
それでは、意見書６ページの下段、３、予算の執行状況でございます。各会計の予算執行状況は、
おおむね適正であると認められました。流用のうち同一款内の各項間の流用は、各会計予算で定めら
れた範囲内でした。なお、同一項内の各目間の流用については、(2)の①から④までは一般会計、⑤
では国民健康保険特別会計、⑥では介護保険特別会計について記載しております。
また、予備費充用については、各会計歳入歳出決算事項別明細書の記載のとおりでございます。
続きまして、７ページの中段から10ページにかけて、４、財政状態に関する事項でございます。
(1)市債の状況につきましては、一般会計債のうち臨時財政対策債は借り入れはなく、４億4,608万
円を償還し、残高は45億8,418万円、減税補てん債は１億3,523万円を償還して、残高は８億3,253万
円であります。その他の一般会計債については、新たに29億2,300万円を借り入れ、８億1,627万円を
償還し、残高は96億9,127万円で、一般会計債の残高合計は151億798万円であります。
下水道債は、新たに６億840万円を借り入れ、17億8,258万円を償還し、残高は100億105万円となり
ました。
起債の状況は、７ページから９ページの表にまとめてありますので、参考にしてください。
９ページ、(2)公有財産についてです。新たに取得した土地は、国立駅南口複合公共施設等用地
2,826.27平米等で、繰越明許費分及び物件補償を含め合計31億3,097万円の支出でした。売却した土
地は、赤道等277.85平米、2,140万円等で、合計4,619万円の収入がありました。
一般会計及び下水道事業特別会計における工事請負費の支出額は12億5,583万円でした。主なもの
は、道路改良工事２億1,239万円、屋内運動場非構造部材耐震化対策工事１億8,896万円であります。
公有財産の平成27年度現在高及びその内訳は、財産に関する調書に記載のとおりです。
(3)物品につきましてです。一般会計の備品購入費の支出額は１億970万円で、主に教育費で7,454
万円、民生費で1,180万円を支出しております。また、車両の購入総額は449万円で、収納課において
乗用車１台、健康増進課（予防・健康担当）において軽自動車１台、道路下水道課において軽自動車
１台の購入がありました。
なお、備品登録されているもののうち100万円以上のものは94点あり、その総額は３億6,021万円と
なっております。
10ページ、４、債権についてです。各会計歳入歳出決算書に記載されている収入未済額の総額は３
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億8,255万円でした。主なものは市税9,839万円、国民健康保険税１億1,475万円、生活保護法第63・
78条等返還金１億1,068万円であります。
(5)基金につきましては、財政調整基金は、当初予算では４億4,800万円を取り崩す予定でしたが、
取り崩しはなく、１億4,729万円を積み立て、残高は17億344万円になりました。
その他の基金は、２億1,722万円を取り崩し、10億517万円を積み立て、残高は46億3,401万円とな
りました。
続きまして、11ページ、５、収支状況についてです。各会計収支実績及び基金運用状況の表を掲載
しております。年度当初の累計収支は10億5,973万5,000円のマイナスで、基金から22億7,000万円の
繰替運用が行われました。その後も、５月、12月から翌年２月までは累計収支がマイナスとなり、基
金からの繰替運用を行っていますが、年度末の資金残高は８億1,472万4,000円となっております。各
会計決算の概要並びに一般会計以下、会計別の決算概要及び歳入歳出の状況につきましては、12ペー
ジから50ページまでに記載したとおりでございます。
続きまして、51ページをごらんください。各基金運用状況を示す書類の審査意見書について御説明
申し上げます。
平成27年度国立市財政調整基金ほか17件の基金を対象に、市長から提出されました基金運用状況を
示す書類及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として審査
を実施いたしました。平成27年度各基金の運用状況を示す書類を審査したところ、適正に運用されて
いることを確認しました。また、平成27年度の残高は預金通帳及び証書等と照合し、誤りがないこと
を確認しました。
最後に、53ページ、54ページの健全化判断比率審査意見書及び公営企業会計資金不足比率審査意見
書でございます。健全化判断比率につきましては、平成28年８月１日付で市長から提出されました平
成27年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率、それから公営企業
会計資金不足比率につきましては、平成27年度の下水道事業特別会計資金不足比率を対象に、各比率
及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として審査を実施い
たしました結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。
以上をもちまして、平成27年度国立市各会計歳入歳出決算審査意見書等の説明とさせていただきま
す。これらの意見につきましては平成28年８月22日に市長へ報告させていただき、９月７日に意見書
として提出させていただきましたことを御報告申し上げます。
長時間にわたり御清聴いただきましてありがとうございました。
○【藤江竜三委員長】

説明が終わりました。ただいまの説明に対し質疑を承りますが、あらかじめ

質疑をされる方の確認をいたしますので、質疑をされる方の挙手を求めます。質疑をされる方は11名
おりますので、順次指名をいたします。お１人約３分以内でお願いいたします。
それでは、質疑を承ります。青木健委員。
○【青木

健委員】

それでは、３分ということなので、端的にお伺いしていきますけれども、郵券

について御報告いただきましたが、以前と比べておおむね良好な管理ができていると思いますが、職
員の意識がどのようなところで変わってきたというふうに監査委員としては御判断されますでしょう
か。
○【伯代表監査委員】

毎年毎年、決算審査意見書に指摘・要望事項として載せさせていただきまし

たので、職員の方、ここは注意しなければいけないと日常から意識するようになっていただいたんじ
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ゃないかなと判断しております。
○【青木

健委員】

そうしますと、次に流充用の件数についてですけれども、中には余りよろしく

ないものもあるということが書かれておりましたが、これらについて全体として、件数については監
査委員としては多いと判断をされますか、それとも適正な数であるという判断をされるでしょうか。
○【伯代表監査委員】

流充用につきましては、できれば本来はゼロ件が一番望ましいものだと思っ

ています。この件数が多いか少ないかというと、なるべく少ないほうがいいんだろうなと認識してお
ります。基本は予算があっての執行だと思いますので、流充用はなるべく少ないほうがいいと思って
おります。
○【青木

健委員】

それでは、審査意見書の３ページから４ページにかけて、地域包括支援センタ

ー運営費の委員謝礼ですけれども、これは未払いがあったことが出納閉鎖後に判明をして、実質、支
払いがなされたのが28年６月ということです。ということは、ここで言う決算審査の結果、計数につ
いて誤りがないということを認めたというふうに代表監査委員はおっしゃっていますけれども、行わ
れた事業に対してその対価が支払われてないということになりますと、計数においては誤りがあった
という判断をすべきじゃないですか。
○【伯代表監査委員】

提出された年度末の計数と、決算書に載せてある計数に誤りがないというこ

とを判断しましたので、実際にその事務事業についての未払いがあったがために、計数の誤りがあっ
たという判断はしませんでした。
○【青木

健委員】

○【石井伸之委員】

わかりました。
伯代表監査委員と大和監査委員におかれましては、真夏の大変暑い中、缶詰に

なりながらも、こうしてすばらしい決算審査を出していただきましてありがとうございます。
それでは１点、質疑をさせていただきます。平成26年度決算審査意見書の要望事項の中の８番目で、
衆議院議員選挙の投開票事務従事者における職員手当等の支給について、出退勤簿、また支払い命令
書等の現物が確認されていないということでしたが、平成27年度における国立市長選、国立市議選に
おいて、そのあたりについては確認されましたでしょうか。
○【伯代表監査委員】

平成26年度の決算審査意見書に載せていただいた段階の決算審査において、

既に先ほどおっしゃった選挙が終わった後でしたので、去年の決算審査以降から平成27年度末までに
おいては選挙は行われていなかったので、現状は監査の中で出勤簿等の確認はまだできておりません。
○【石井伸之委員】

平成27年度決算が今の時点で決算審査をされているということは、あくまで平

成27年度に国立市長選、国立市議選が行われてきたということですので、その中で年度をまたいで、
しかも期間も４カ月、５カ月という、ちょっと短い期間しかないんですけれども、ということは平成
27年度決算の中で、選挙管理委員会の中で適正に支払い命令書とか出退勤簿を作成するシステム、ま
た出退勤簿等、そのあたりは確認されていますでしょうか。
○【伯代表監査委員】

決算審査以降に行われた選挙については、出勤簿等を作成するという話は伺

っておりますので、平成28年度に行われた選挙については恐らく行われているだろうと、今、私は判
断しております。
○【石井伸之委員】

時間もなくなっちゃいますので。このあたり次の平成28年度決算を行う際には、

既に東京都知事選挙、また参議院選挙が行われたわけです。この出退勤簿は非常に重要な問題だと思
いますので、ぜひ詳しく審査をしていただきますようにお願いいたしまして、質疑を終わります。
○【大谷俊樹委員】

監査の方々には大変お疲れさまでございます。それでは、質疑させていただき
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ます。７ページの市債の状況でございますけれども、市債に関しては適正かつ効率的な範囲できちん
と借りられている。そのような考えでよろしいんでしょうか。
○【伯代表監査委員】
○【大谷俊樹委員】

市債につきましては、特に問題があるとは認識しておりません。
これは将来的な負担に関しても、適正な範囲において行われているということ

でよろしかったですね。
○【伯代表監査委員】

審査はあくまでも平成27年度末までにおける市債の状況ですので、これから

市債がどれだけふえていくかということはまだ監査のほうではわかりませんが、とりあえず現状では
特に問題はないだろうという判断です。
○【大谷俊樹委員】

この中は全て資産にかかわる市債だと思いますけれども、ただお金だけを借り

ていくという市債の現状はないということで理解してよろしいですか。
○【伯代表監査委員】

一つ一つの市債をどのように使ったかという内容については、今回は監査し

ませんでした。
○【大谷俊樹委員】

わかりました。それでは、10ページの基金でございますけれども、こちらの財

政調整基金についても、適正かつ効率的な運用の範囲であった、あるいは積み立ての範囲であったと
いう認識でよろしいでしょうか。
○【伯代表監査委員】
○【大谷俊樹委員】

今年の基金の運用については、特に問題はないと認識しております。
国立市の財政規模、あるいは全ての規模的なものからして、財政調整基金につ

いて、今17億円ですけれども、そして今回積み立てる金額に関しては、監査委員の目から見てどのよ
うな印象を持たれていますでしょうか。
○【伯代表監査委員】

基金はできればたくさん金額を積み立てられれば、もちろんいいことだと思

うんですけれども、国立市の規模の中では、今のところはこれで十分ではないかと認識しております。
○【大谷俊樹委員】

わかりました。監査委員の考えでは、適切な金額であるというふうに認識しま

した。以上です。
○【高原幸雄委員】

それでは、指摘事項について３ページから、そして要望事項６ページまで、指

摘事項ではかなり厳しい指摘がされているというふうに認識しております。どういう表現を使ってい
るかというと、市に対する信用と信頼を失わせる行為ですとか、あってはならない執行行為、こうい
う表現をされています。
そこで、先ほども質疑された関係で、今度、私のほうは指摘事項(2)特別教育活動補助事業費及び
学校教育向上支援事業費の借上料等についてということですが、27年８月に実施されたものが、実際
に支払われたのが事業実施から約５カ月を経過した28年３月に支払われると。これは本当にあっては
ならない決裁行為だと思うんです。そこで、こういうことが行われるという根本に、どういう問題が
あってこういう結果になるのかということについては、どんなふうに見ておられますか。
○【伯代表監査委員】

今回、支払いがおくれた原因を監査で確認したんですけれども、担当者１人

に任せっきりの事業が中にはあるのではないかということで、それを監督する立場の方が監督し切れ
ていないという現状があったという話を聞いております。
○【高原幸雄委員】

つまりチェックする体制ですとか、事業展開した場合の担当者が、例えばこの

書き方ですと、バス会社からの請求がおくれたためというふうになっているわけです。つまり市役所
のほうから請求書を早く出してくださいという督促なども当然必要じゃないかと思うんですが、その
辺はどういう経過だったんでしょう。
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○【伯代表監査委員】

経過につきましては、先ほどお話ししたとおりなんですけれども、私も当然、

市のほうからバス会社に対して請求書を早く出してくださいというのはやるべきだと思います。
○【高原幸雄委員】

最後になるんですが、つまり担当者任せという監査委員の発言がありましたけ

れども、体制上、正規職員の体制が不足しているんじゃないか。再任用ですとか、非正規の体制で賄
っているという問題に結びついているんじゃないかと私は思うんですが、その辺はどうでしょう。
○【伯代表監査委員】
○【高原幸雄委員】

私は必ずしもそれだけが原因だとは思っておりません。
了解です。

○【髙柳貴美代委員】

暑い中、監査、本当にお疲れさまでございました。私は４ページの(4)のと

ころを質疑させていただきたいと思います。こちらのところで合議の欠落があったということですけ
れども、これは件数にして大体どのぐらいの件数でしょうか。
○【伯代表監査委員】

全部で５課で、件数としては６件です。

○【髙柳貴美代委員】

こちらのようなことが起きる原因というのは、どのように監査委員としては

お考えでしょうか。
○【伯代表監査委員】

恐らく日常の繁忙の中、思わず手続を失念してしまったということだと思い

ます。
○【髙柳貴美代委員】

そうしますと、文書の形には問題はなく、日常のミスというか、ちょっと油

断してしまったということが原因だったということでよろしいですか。
○【伯代表監査委員】

合議のところがなかっただけで、それ以外の文書については特に問題はござ

いませんでした。
○【青木淳子委員】

要望事項(3)についてお尋ねをいたします。各課等の契約締結決裁及び主管課

発注契約に係る物品買入決定書に添付される見積書ですけれども、この見積日が未記入であったとい
うふうにございますが、各課何件ぐらいありましたでしょうか。
○【伯代表監査委員】
○【青木淳子委員】

全部で８課で、件数は12件です。
ありがとうございます。その理由についてそれぞれお聞きになられていました

ら、教えていただけますでしょうか。
○【伯代表監査委員】

昔からの慣例のようなもので、業者によっては、見積書未記入のまま持って

くるということがいまだにあるそうです。本来であれば、たとえ空欄であっても、徴取する際にその
場で書いてもらうべきものなんですけれども、金額だけ確認して、そのまま徴取してしまったという
件がほとんどだと思います。
○【青木淳子委員】

今までの慣例ということが主な原因だったということがわかりました。しかし

ながら、慣例であっても、この要望事項にも書いてありますが、見積徴取がいかに重要なものである
かが述べられています。これは慎重かつ厳正に行われるものであり、適切な契約を行っているという
ことを証明する大事な見積徴取であります。日にちが記載されていないということは、適正な契約が
行われていないのではないかと疑問を持たれてしまうこともあり得ると思いましたが、その改善策に
ついてはどのように要望されたか教えていただけますでしょうか。
○【伯代表監査委員】

今後については、それぞれの担当者でその場で見積徴取するわけですから、

確認を徹底していただくということを注意してやっていただくしかないのかなと思います。
○【青木淳子委員】

わかりました。各課の意識改革ということだなと感じました。以上です。あり

がとうございました。
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○【重松朋宏委員】

それでは、１年間で代表監査委員に質疑をする機会というのが決算特別委員会

のこの場でしかないので、大きなことについてまずお聞きしたいと思います。
最初に、冒頭、代表監査委員のほうから、議選の監査委員に違う視点で監査をしてもらったので、
ありがたかったというお話がありました。違う視点というのは、どういう視点を代表監査委員として
は議選の委員に求めているのでしょうか。というのも、監査は政策監査ではないので、執行監査なの
で、目的の是非を問うのではなくて、目的に基づいて適切に執行されているかどうかというのを監査
するわけです。一方で、監査の結果が次年度の予算に生かされていく必要があると思いますので、そ
の点で議選の監査委員に対して期待するものというのは、代表監査委員としては何でしょうか。
○【伯代表監査委員】

私自身は、本業は税理士になります。ふだん数字に携わる仕事をしています

ので、数字の仕事に関してはそれなりに判断できるだろうと。議選の監査委員はそうではなくて、日
ごろの執行業務、ふだんから市政に携わっていますので、細かいことについて、私が認識不足のとこ
ろを補っていただいたりということで、大変ありがたく、お願いしているところだと思います。
○【重松朋宏委員】

わかりました。確かに執行監査の範囲内なので、執行状況は議員のほうがより

日常的に知っているだろうということだと思います。
これは提案なんですけれども、行政の中では行政評価（事務事業評価）をされています。それが監
査に生かされているのかどうか質疑いたします。もし生かされてないようだったら、行政評価（事務
事業評価）シートも生かしながら監査をしていってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○【伯代表監査委員】

済みません。私の監査の段階で、評価シートというのは、現状、対象にはし

てないので拝見していません。
○【重松朋宏委員】

監査シートを評価するのではなくて、監査シートを監査に生かしていくやり方

もあるんじゃないかなということでの質疑でした。
○【石井めぐみ委員】

大変丁寧な監査、ありがとうございました。ここのところ、自治体の事務執

行について世間の皆様から大変注目をされていると思いますので、あえて伺います。
９ページの物品のところになるかと思うんですが、実は元市役所のＯＢという方から、以前は不用
額をなるべく大きくしないために、会計年度の終わりのころに、帳尻合わせのように消耗品を大量に
買い込んでいたときがあったというお話を伺いました。もちろん、今そんなことはないと思うんです
が、意見書には大きな金額のものに関してはたくさん書いていただいているんですけれども、細かい
消耗品に対しての記載がないので、あえて伺います。全ての領収書を恐らく精査していただいている
と思うので、そのような目に余るような消耗品の買い方とか何かというのはないと理解してよろしい
でしょうか。
○【伯代表監査委員】

監査の段階では領収書まで全てチェックできていないんですけれども、いつ

幾らぐらいの支払いがあったというのは把握しております。年度末において、特に目立った支出とい
うのは認められませんでした。
○【石井めぐみ委員】

そうしましたら、あと１点だけお伺いします。６ページの要望事項ですけれ

ども、観光促進事業費の行政財産使用料の還付金について。これはロケで使用した行政財産の誤徴収
で還付が行われたということで、金額は余り大きくはないんですが、ここにあえて書いてくださった
ということは、大変重く受けとめていらっしゃるのかなと思うんですが、どのように感じられました
でしょうか。
○【伯代表監査委員】

金額は確かに大きくはないんですけれども、一旦徴収したものを間違ってい
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ましたとしてお返しすること自体はよくないことだと思いましたので、ここで要望事項として取り上
げさせていただきました。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございます。ロケなんかだと、実際には制作委員会なんか、映画

の場合は１年たたないうちになくなってしまって、返す場所がなくなったりもするので、こういうこ
とがあるといけないと思うんですが、こういうものというのはこのほかにも目立ったものは特にあり
ましたでしょうか。
○【伯代表監査委員】

今回監査した中ではこれ以外にはありませんでした。

○【石井めぐみ委員】

ありがとうございました。以上です。

○【稗田美菜子委員】

監査のお二方には、本当に暑い中お疲れさまでございました。大きなところ

で質疑させていただきます。要望事項もそうですけれども、指摘事項の中にも、それからつけ加えて
３点御説明がありましたように、事務執行について改善された点が幾つかありましたということでし
たけれども、26年度に比べて大幅に改善されたとか、全体としてそういう傾向があるとか、こういう
問題があるとか、大きなところで１点お伺いいたします。
○【伯代表監査委員】

先ほど御報告させていただきましたけれども、毎年挙がっていました郵券と

車両管理についてはほぼ問題なさそうだなというところまで来たので、大変うれしく思っていますが、
１つよくなるとまた違うところが何か、毎年毎年監査するときに、最初何も出てこないんじゃないか
なと、逆にこちらのほうが心配することもあるんですけれども、何かしら毎年少しは出てきてしまう
状況かなと思います。
○【稗田美菜子委員】

そうしますと、このように指摘をきちんとすることによって改善につながっ

ているという理解でよろしいでしょうか。
○【伯代表監査委員】

そのとおりだと思います。

○【稗田美菜子委員】

わかりました。今回、そうしましたら全部で10個の指摘がありましたので、

ぜひこれは当局は取り組んでいただきたいとともに、事務執行以外のところで問題点など、全体を通
してこうしたほうがいいのではないかというお気づきの点がありましたら、お伺いいたします。
○【伯代表監査委員】

特に今、大きなところは、気にかかることはありませんでした。

○【稗田美菜子委員】

わかりました。そうしましたら、細かな点について指摘いただいたことと、

要望いただいたことがあったということで理解いたしました。これを踏まえて、次の予算編成などに
生かしていくための決算監査だと思うんですけれども、どういった点に注意をして予算編成をしてい
く、あるいは事務執行をしていくといったことについて何かありましたらお伺いいたします。
○【伯代表監査委員】

予算編成につきましては、１つ要望事項で書かせていただきましたけれども、

予算の計上漏れが１件ありましたので、そういうことがないように、日ごろから注意――注意という
ことしかないんだろうと思うんですけれども、より一層の注意をもって任務に当たっていただきたい
と思います。
○【稗田美菜子委員】

わかりました。注意をするといったことは、例えば大きな会議でもう１回確

認をするとか、多くの部署で連携するとか、いろんな方法があると思いますが、どういったことがい
いと思われたかお伺いいたします。
○【伯代表監査委員】

会議で注意を促していくのも重要かと思うんですけれども、とにかく一人一

人の意識の改革が一番かなと思います。
○【稗田美菜子委員】

ありがとうございます。
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○【上村和子委員】

監査委員は数年にわたってやっていただいたので、流れをごらんになっている

と思うんですが、監査委員として見られている、この間の中で国立市の財政の、徴収率は努力してい
るということがわかりました。全体的に健全化のほうに向かっているのかということについてのお考
えをお聞きしたいのと、国立市の職員さんたちの頑張っているところ、まずいいところはどこかとい
うのを、監査委員は数字からどう見られましたか。
○【伯代表監査委員】

まず、最初の市の財政の健全化についてですけれども、ここ数年、監査させ

ていただきまして、よくなっている方向に進んでいるんだろうなと認識はしております。
あと、どういうところを頑張っているかというお話ですけれども、日ごろから皆さん一生懸命働い
ていただいているのは、常日ごろ庁舎に来るたびに感じているところでございます。
○【上村和子委員】

頑張っているところを最初に聞いておかなければと思いまして、お聞きいたし

ました。時間がないので、これでとめておきますが、職員さんが努力した結果がここだろうと思いま
す。市民もそこをかなり理解しながら頑張っているということがあると思うんですが。
そこで今回、具体的に５ページに、小さいことなのか大きいことなのかなんですが、私は大きいと
思うんですが、会計管理者及び出納係長への合議が行われていなかったということがあります。これ
は規則でされているのにしなかったということだけではなく、なぜ合議が必要なのか、ここについて
監査委員はどのようにお考えでしょうか。合議が必要な理由は何でしょうか。
○【伯代表監査委員】

金額が大きいものについて会計管理者の合議が必要というのは、支出のタイ

ミングにおいて資金に余裕を持たせることを会計管理者が認識しなければいけないために、いつごろ
にこれぐらいの支出があるということを認識してもらうための合議と認識しています。
○【上村和子委員】

ということは、会計管理者が認識するために必要な手続、合議だったと。それ

がされていないということは、済みません、この場合の会計管理者というと、具体的に誰を指すんで
しょうか。
○【伯代表監査委員】
○【上村和子委員】

会計管理者と出納係長です。
その人たちが認識をするということについて、合議がなかったということでわ

かりました。
○【藤江竜三委員長】

ほかに。
（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を打ち切ります。これをもって、平成27年度国立市各会計歳入歳出決算審査意見書の概
要について終了いたします。
監査委員におかれましては退席されて結構でございます。
ここで休憩に入ります。
午前１１時１分休憩
──────────────────

◇

──────────────────
午前１１時１４分休憩

○【藤江竜三委員長】

休憩を閉じて議事を再開いたします。

続いて、健全化判断比率等についてに入ります。あらかじめ質疑をされる方の確認をいたしますの
で、質疑をされる方の挙手を求めます。質疑をされる方は９名になりますので、順次指名をいたしま
す。お１人約６分30秒以内でお願いいたします。
なお、残り時間の表示でございますが、時間表示のセットにつきまして、分単位でしかできません
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ので、初めの30秒につきまして表示ができませんので、御了承願います。
それでは、質疑を承ります。石井伸之委員。
○【石井伸之委員】

財政健全化判断比率等、いろいろ指標を作成していただきましてありがとうご

ざいます。
まず、他市の事例に学ぶという点で、財政再生団体というレッドカードに夕張市が指定されてしま
ったわけですけれども、逆に早期健全化基準という、いわゆるイエローカードになった自治体は平成
27年度はありましたでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

レッドの夕張市以外のところはございませんでした。ですので、イエロー

もございませんでした。
○【石井伸之委員】

了解しました。他の自治体のほうでも健全化判断比率等が出たことによりまし

て、財政健全化に向けて進まなければいけないといった意思が働いたと認識をしております。
そこで平成27年度、総務省において、公共施設の将来負担や建てかえなどは別の新しい指標を作成
するといった話が平成26年度決算の答弁の中でありましたが、そのあたりの新しい指標は総務省から
示されたんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

昨年、この決算特別委員会でその旨御答弁申し上げましたが、以降、特に

国からそのような話はありませんので、恐らく総務省のほうで検討している最中だと思われます。以
上でございます。
○【石井伸之委員】

ということは、新しい指標については、正直言って、まだ影も形もないといっ

た認識でよろしいでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

当時の報道レベルの話でございますが、毎年の減価償却費の累計額を施設

の取得額で割った資産老朽化比率というものの導入を目指しているということでございました。この
数字の式はわかっておりますので、計算をしようと思えば、こちらでできる状態にはあろうかと思っ
ております。ただ、現在はまだ計算しておりません。
○【石井伸之委員】

要は財政健全化判断比率でいくら国立市の将来予測をしたところで、どうして

も限界があるというふうに私は認識しております。５年、10年、基本計画や基礎構想といった長いス
パンになってしまいますと、そのときの市長による政策判断によって大きく左右されるわけですから、
正直言いまして、本当に５年、10年という将来を占う形の財政指標として、この健全化判断率等はな
じまないと認識をしております。
そういった中で、今、課長が答弁をされましたように、総務省における将来的な新しい指標に基づ
いて、ぜひ今後、国立市の将来的なストックマネジメント等を検討する中で、将来比率を予測してい
ただきたいと思います。
また、そういった観点から、財政健全化判断比率という将来予測というものは、正直言って、どん
なに予測をしても、例えば実施計画も３年間程度が予測できる限界ではないかと認識しているんです
けれども、そのあたりの認識はいかがお考えでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

御指摘のとおり、将来予測はなかなか難しいということがございますのと、

あとはおっしゃられたとおり、必ずしもこれは将来を全て見通せるかというとそうではない。今、御
指摘のとおり、公共施設の建てかえの費用ですとか、将来に備えるためのお金についてはこの算定の
中に入っておりませんので、これを３年ぐらい見通して、その先どうなるかということで、今現在こ
の数字がいいから、将来これで安泰だということにはならないだろうと思っております。
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○【石井伸之委員】

そこで、政策経営部長に、私、１つ質疑等をさせていただきたいんですけれど

も、政策経営課長を初めとする職員の方がこの指標をどんなに一生懸命つくっても、将来的に読めな
い部分はありますので、そういったことを考えると、職員の人件費は本当に貴重な人件費だと思いま
すので、一番効率のいい形で人件費を役立てていただきたい。そういった観点からこの事業について
はこの程度だという形で、ある程度ストップをするような見きわめというものも重要だと思います。
そういった形で、しっかりと身になることはやっていただきたいと思いますが、残念ながらこれ以
上予測しても難しいという点に関してはこの程度にとどめるといった、人件費の配分という判断も部
長の中でしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○【雨宮政策経営部長】

考え方ということでお答えをさせていただきますけれども、やはり固定的

にかかってくる人件費というのは一番重要な部分だろうと思っております。ですから、今後、一人一
人に求められるものというのは非常に多くなってまいります。また今、国のほうでも、例えば正規職
員と非正規職員の方々の賃金の問題も話し合われておりますので、そういうことも勘案する中におい
て、人件費をどの程度まで持っていくのがいいのかというところ、具体的に今どういうふうにとは申
し上げられませんけれども、そういう基本的な考え方は持つ必要があろうと考えております。
○【石井伸之委員】

ありがとうございます。最初に課長が答弁された、新しい総務省のモデルでの

指標が検討に値する内容であれば、ぜひ検討していただいて、そして国立市の将来を予測していただ
き、指標としてつくっていただきたいと思います。もしそれでも見渡せるかどうかわからないという
状況でしたら、それは却下していただきたい。そういった判断をしていただくようお願いをいたしま
して、質疑を終わります。
○【尾張美也子委員】

それでは、健全化判断比率について、きょうは基本的なことからお聞きした

いと思うんですけれども、事務報告書33ページの推移などを見ましても、この間、国から定められた
４つの指標としてはよくなっている、問題はないと。数字上のことで、住民から預かった税金の使い
道の収支が健全というのは、実際は当たり前のことだろと。ただ、自治体の目的というのは住民の福
祉向上というのがあるわけですから、この健全化を何をもって健全化としていくかという、その視点
も１つだと私は考えております。
全体的な自治体としての向かう方向が住民の福祉向上、つまり市民の暮らしや命を大切にしていく
方向に向けているかどうかという点は常に押さえておかなければならないと思うんですが、市として
健全化について、その点の押さえはいかがでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

まず、この法律の趣旨からしますと、先ほど石井委員から御指摘のあった

とおり、イエローカード、レッドカード以外の団体については、この法の趣旨からすれば、健全であ
るといった捉え方は法の趣旨でございます。その上で、これまでも申しておりますけれども、まず市
民の福祉の向上が当然第一でございまして、そのためには健全な財政を保つ必要があろうということ
を考えております。以上でございます。
○【尾張美也子委員】

そうですね。まず、福祉向上のために健全な財政をという、その押さえも大

切だと思います。企業とは違って自治体はサービスを売って、その利益で運営しているのではないの
で、市民が税金を納めてくれるので、黙っていても、黙ってなくても納めてくださらない方もいます
けれども、国立市は収納率もすごくよろしいということで、市民の皆さんの協力で入ってくる額とい
うのはほぼ想定できる。そういう意味では将来的な予測も、きちんと配分をするに当たり、何を優先
すべきか、何を抑えていくかという点について、財政は厳しいということを市民の方におっしゃって
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いるときならば、福祉向上のために必要なものは削らない、不要不急のものはなるべく後世にツケを
残さないというのが基本だと思います。
この間、財政改革審議会でさまざまな答申が行われ、下水道の借りかえ以外は市民の負担増とサー
ビス削減というのがだんだん行われてきていますよね。そういう中で、財政改革審議会の市政財政運
営の基本原則に弾力性の確保とありますが、資料№60を見ますと、弾力性では26年度95.8から27年度
90.3と、類似団体とか26市の平均より下回っています。この５ポイント下げた要因をどう考えている
か簡潔にお願いいたします。
○【黒澤政策経営課長】

経常収支比率になりますので、健全化判断比率ではございませんが、よろ

しいですか。分母がふえております。その１つの大きな原因は、消費税の交付金がかなり多く伸びた
ということがございます。８％増税になった分が丸々入ってきた。また、固定資産税等も伸びており
まして、分子のほうは多少減ってはおりますけれども、分母の増大が大きかったと見ております。以
上でございます。
○【尾張美也子委員】

経常収支比率も財政健全化の１つの指標ではあると思うので、聞きました。

それで、これが大事なところは、今、分母がふえているということは、手数料や税金を上げて歳入
をふやすか、あるいは大きな開発をしないようにして歳出を減らすか、それを同時に行うか、そうい
うことで財政の弾力性を生み出していくというのが１つの考え方だと思います。この間、市がいろん
なところの説明会で、扶助費などの義務的経費が財政を圧迫しているということをよくおっしゃって
いるんですけれども、この間の国保の値上げのときにも政策経営課の方がお話ししていますが、国立
市だけが扶助費が特別大きく伸びているんでしょうか。また、この扶助費の伸びについてはどうお考
えでしょうか。
○【藤江竜三委員長】

尾張委員、議題の範囲内でお願いしたいんですけれども。

○【尾張美也子委員】

これは財政の中の１つの部分ですので。（「それは一般会計の問題だよ」と

呼ぶ者あり）では、質疑をかえます。
扶助費のことについて、私も資料№50の８ページを見ますと、扶助費の占める割合は26市平均より
低いので、そういう部分では市民生活を守り、人権を守るという企業にはできない点、公共性という
性格が地方公共団体の重要な部分で、大切な部分だと思うんです。そういうところがこの健全化の指
標では全然見えてこない。どれだけ市民の暮らしを守るために存在している自治体独特の財政の特徴
というのが見えてこないのが、財政運営判断指標の推移だと思うんです。
ここで私がちょっと質疑したいことは、財政指標のよしあしと市政の公共性、水準とは一致しない
と思っているんです。つまり財政の指標がよくなったとしても、市民の生活にかかわる施策の値上げ
をして、市民からより多く税金や手数料など歳入をふやす一方で、福祉的なサービスの削減をして、
歳出を減らすことで政策予算の枠をふやしたり、大きな開発で使えるようにする場合も、指標として
はよくなっていくわけです。そういう中で、逆に市民の暮らしが厳しくなるということもあり得るん
ですが、そういうこともあり得るということはどうでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

まず、財政健全化法の今のラインの考え方と、尾張委員さんのおっしゃっ

ていることとはちょっと違っておりますので。この法の趣旨は、要するに赤字団体、各自治体が夕張
市にならないようにするための指標を出すというのがこの法の趣旨でございますので、まずそこにつ
いて御理解いただきませんと。その他の福祉の向上というのは、さまざまな経常収支比率その他の財
政の指標と、この財政健全化法の指標の考え方がまず違っておりますので、そこについてはひとつ御
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理解を賜ればと思います。ですから、夕張市にならないための指標がこれでございますので、それ以
外のことは別のお話かなと思っております。
○【尾張美也子委員】

だから、財政を数字だけで見ていくということの危険性を私は言いたいとい

うことで、要するに赤字はこのように……
○【藤江竜三委員長】

時間です。

○【石井めぐみ委員】

健全化判断比率の１つの指標になるということで、今、経常収支比率につい

て出たんですけれども、決算概況の15ページ、これ大変丁寧なものをつくっていただいてありがとう
ございました。ここで一応大幅な改善をしているということですが、いろいろ委員さんがおっしゃっ
ているように、決して油断できる状況にはないと思っています。（「健全化判断比率はいいんだ」と
呼ぶ者あり）やらないほうがいいですか。判断の材料になるものと。
○【藤江竜三委員長】

健全化判断比率になるべく絡める形でお願いいたします。

○【石井めぐみ委員】

判断の指標の１つとしてやりたいんですけれども、これはやらないほうがい

いですか、今。
○【藤江竜三委員長】

経常収支比率についてですか。それとも、経常収支比率が財政健全化にどう

結びつくかとか、そういった観点でするならできるかと思います。
○【石井めぐみ委員】

そうです。その質疑をしているんですけれども、つまり指標の１つとしてこ

れでいいのかということを聞きたいんですけれども、いいですか。一緒になっちゃいますか。
○【藤江竜三委員長】

質疑をもうちょっとまとめて、済みません。

○【石井めぐみ委員】

じゃ、いいです。ごめんなさい。これ、後で聞けますか。わかりました。あ

りがとうございます。
○【大谷俊樹委員】

それでは、質疑させていただきます。将来負担比率の状況について私は質疑さ

せていただきたいんですけれども、棒線に隠れている数字はマイナス数字ということでよろしかった
ですか。
○【黒澤政策経営課長】

表面上はバーという表示になっておりますけれども、実質の数字としまし

てはマイナス20.1という数字がございます。決算概況のほうには載せさせていただいているところで
ございます。
○【大谷俊樹委員】

先ほど監査委員にも質疑させていただいたんですけれども、一番気になるとこ

ろというのは将来のことなのかなと思います。将来どのような負担が出てくるのか、あるいは今のま
までいくと、将来大丈夫なのかなということも考えていきたいと思うんですが、今現在は市債、そう
いったことでは問題ないということも監査委員から伺いましたけれども、このマイナス数字、将来負
担がマイナスになっていくということだと、単純に考えると、将来どんどん金がたまっていくのかな
と勘違いしてしまうんですけれども、そういった理解でよろしいんですか。
○【黒澤政策経営課長】

そのようなことではございませんで、現状では将来に対して備えが十分だ

ということでございます。ただし、先ほども申し上げましたけれども、公共施設が今後かかっていく
であろう老朽化の更新費用が入っていなかったり、あとまた、実はこれは理論値という側面が強いと
いうのが１つありまして、起債の中の臨時財政対策債については、御案内のとおり、理論上交付税措
置されるということから、算定から除かれていたりしますので、その辺が実態よりは若干少なく見え
ているかなということはございます。以上でございます。
○【大谷俊樹委員】

そうしますと、国立市の財政局といいますか、独自の将来負担に対する数字と
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いうのは、これをさらに突き詰めるという意味でそういうことを持っているということはありますか。
○【黒澤政策経営課長】

なかなか難しいところではございますが、今お話ししたように、仮に実態

に近づけようとしますと、臨時財政対策債、市の借金でございますが、まだ約45億円ほど返さなけれ
ばなりません。これを仮に数字に入れますと、現状、バーでお示ししているものに0.4という数字が
出てまいります。これは国立市ですと、この程度かもしれませんけれども、実は日本全国を見たら、
国立市よりも臨時財政対策債に依存している自治体は、これをやったら相当長くなるかなと思ってお
りますので、これは国立市に限らず、地方自治体全体として考えていかなければならない問題であろ
うと思っております。
○【大谷俊樹委員】

確かに法律がありますから、法のとおりにやればいいのかなと思います。しか

し、法律の意味合いをもって、さらにそこは国立市に合った数字を出していかないと、将来、本当の
意味でこの法律の意味を追求できないのかなと思います。
その点から、またちょっと質疑させていただきたいんですけれども、今、0.4という数字をいただ
きました。これは公共施設は入れたんでしたっけ。さらに、公共施設が入ってない数字の中で0.4と
いうのがあったので、まず充当可能財源等というものの考え方を教えてほしいんですけれども、要は
国の法律にのっとってやると、おかしいなと私は思うんですが、充当可能基金というのがありますね。
基金というのは運用先が決まっている。私が思うのは、財調以外は充当可能基金ではないんじゃない
かなというのが１点。もう１点が基準財政需要額算入見込額、この額というのは基準財政需要額から
算入されるべき金額だということなんですけれども、この考え方は財政局としてはどう捉えているか
聞きたいと思います。
○【黒澤政策経営課長】

確かに基金についてはおっしゃるとおりでして、これは財調以外の基金も

多く含まれております。決算書の320ページに基金の状況が入っておりますけれども、基本的にはお
っしゃられたとおり、特定目的基金ですので、それを変更すれば使えるという点で、国はそういう観
点で入れているのかなと思います。
それから、分母のほうでございますが、これは先ほどのお話と関係してくるんですけれども、臨時
財政対策債、要するに交付税算定で措置されるものはそこから除かれているということですので、国
立市の場合は交付税がもらえてない現状がありますので、そのあたりも実態とは少し違うかなという
感想は持っております。
○【大谷俊樹委員】

そこら辺のところまで考えていただいているのは少し安心しますけれども、基

準財政需要額算入見込額、これは分子から引いていると思うんですけれども、これも基準財政需要額
から編入するべき金額ということですが、基準財政需要額を超えているんですよね。その考え方から
してもここはちょっとおかしいのかなというのが１点と、時間がなくなってきたので、できれば将来
負担額というところには、先ほど石井伸之委員からもございましたが、将来、公共施設に係る費用が
既に把握されているということですから、ここを足しながら、そうなると充当可能基金としては公共
施設の基金が引けるのかなと思いますが、その基金の精査をして、それで基準財政需要額算入見込額
というものの引く金額もしっかり精査することと、あと先ほどから言っています臨財債の部分、これ
らを精査した本当の意味の国立市の将来負担比率というものをいただきたいので、それをお願いして
終わります。
○【小口俊明委員】

それでは、伺ってまいります。先ほど来、各委員からマイナス表示、バーにな

っていることによってのさまざまな課題とか疑問は、そういったところがベースにあるんだろうと思
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います。石井伸之委員の将来負担比率のところで、新しい国の計算式云々という御指摘もありました。
マイナス表示になっている、例えば実質赤字比率もそうですし、連結実施赤字比率もバーの表示に
なっているわけです。それを概況のほうで見ると、実際にはマイナスということで、数字はあるとい
うことで、それを見ると、赤字のところはそんなに上下していないような様子かなと思うわけです。
これがバーであったからといって、決して国立市も潤沢な資金を使って市民サービスができているわ
けではないというふうにも認識しますから、実際どういうところに位置づけられていて、どのように
市民サービスを確保していって、市民の安心・安全を守っていくというところに進んでいくことがで
きるのかという、バーでない、もう少し新しい指標ということ、実態をよくあらわすルール化という
か、計算式というものを、これは国ではそういう動きはまだないですか。もしないのであれば、市と
しても検討してみたらいかがでしょうか。そういう考え方はありますか。
○【黒澤政策経営課長】

まず、実質赤字比率につきましては、実質収支比率の裏返しということに

なりますので、繰越金の比率にマイナスをつけていただくと、その数字が出てくるということはござ
います。
また、独自の指標という観点からしますと、健全な財政運営に関する条例で、１つ、市独自の指標
としまして財政運営判断指標というものを設けさせていただき、事務報告書の33ページと、それから
今回、決算特別委員会の資料でもお出しさせていただいております。このようなものを使いまして、
推移を見ながら多面的な分析をしていくことが、まず必要だと思っております。
その上で、先ほども他の委員に御答弁申し上げましたが、市民福祉の向上が自治体の第一の目的で
ございます。そのために健全な財政を保つ。それを保つためにいろいろな指標を設けまして、分析し
ていく。そのようなことをしながら、きちんとした手だてを将来に向けて打ってまいりたい。そのよ
うに考えてございます。
○【小口俊明委員】

ぜひわかる形で示していただきたいと思います。

それともう１つ、概況から見ていきますと、実質公債費比率の推移と将来負担比率の数字が、この
報告を見ると、よい方向に動いているように見えるんですけれども、この辺のところのさっきの実質
赤字比率との傾向の違いというのは、国立市の財政運営の中でどういう変化があり、このような傾向
になっているのかというのを、どのように認識されているか伺います。
○【黒澤政策経営課長】

まず、実質公債費比率でございますが、こちらは過去３年の平均の数値が

使用されるということになってございます。単年で見ますと、平成26年度と27年度につきましてはほ
ぼ横ばいでございました。ただし、これはほぼ下がりつつあるということがございまして、過去には
多摩川衛生組合の借入金の償還等が多かったんですが、それがなくなったということが平成24年にご
ざいました。これは３カ年平均しますので、平成24年は0.95という数値でしたので、それと平成27年
0.95が消えて、平成27年がマイナス2.4というのが入ってきたので、こちらについては３カ年平均で
下がっているということがございます。
それから、将来負担比率でございますけれども、こちらは毎年度減少しておりまして、平成25年度
からバーになっております。下がっている要因でございますが、下水道事業におけます借入金の償還
が順調に進んでいることや、債務負担行為に国立駅前の土地開発公社用地の取得の額が大きく入って
いたんですが、そちらは起債のほうに移り変わっていまして、その額が差し引きすると減っていると
いうことがございまして、平成27年度は下がっているといったことがございます。以上でございます。
○【小口俊明委員】

特に将来負担比率ですけれども、計算上の組みかえとか、あるいは下水道の償
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還の工夫とか、さまざまなことがあるということでありました。
先ほど石井伸之委員もおっしゃっていましたけれども、また大谷委員も触れられていた公共施設の
今後の建てかえ、あるいは大規模な修繕というところが非常にかかってきて、それがここには入って
きてないんだろうという状況かと思いますので、そこを今後どういう形で指標化していくのか。図書
館とか公民館、給食センター、また下水道の長寿命化であったり、いろいろこれからやらなければな
らない、わかっているところってあると思うんですけれども、それをどのように取り組むのか伺いま
す。
○【薄井特命担当部長】

今おっしゃったような将来的な課題につきましては、今の健全化判断比率

では捉え切れないということがございますので、中長期の財政推計の中で収支のバランスをとるとい
うことを考えてまいりたいと思っております。
○【重松朋宏委員】

健全化判断比率の４指標だけをいくら目を凝らして見ても何の質疑も出てこな

いんですけれども、バーになっているところが実態としてマイナスどれぐらいなのかという数字と、
経年的な変化を見ていくことでいろいろ見えてくる部分があるのかと思います。
その点で数値そのものよりも、決算概況の20ページ以降で、この５年間の推移とその分析をされて
いるのは非常にわかりやすくて、参考になると思うんですけれども、まず資金不足比率だけはバーの
ままなんですよね。説明のところで、実質赤字比率と似た概念の指標ですとあるんですけれども、実
質赤字比率のほうは括弧書きでマイナスの数値が入っているんですが、資金不足比率はそういう数値
で、資金不足はないんだけれども、実質資金は黒字の部分がどれぐらいの割合で推移していますとい
う分析はできないんですか。
○【黒澤政策経営課長】

国立市ではこちらは下水道事業特別会計が該当しますので、下水道事業特

別会計の決算に基づきまして、バー以下の表示を出せるところでございます。今回、載せてございま
せん。申しわけございませんでした。
○【重松朋宏委員】

わかりました。今後出していただけると、より複合的な見方ができるかと思い

ます。
その上でこの数値の推移を見ていきますと、全体的に横ばいか、改善しているところが多いように
見えます。まず実質公債費比率がかなり改善しているんですけれども、その理由が下水道事業特別会
計において資本比平準化債を借り入れしたことで、一般会計からの繰出金が減少したとあるんです。
これはつまり一般会計ベースでいうと、借金をして下水道会計に繰り出していた部分が、下水道会計
の中に借金を移しかえたことで、繰出金が少なくなったように見えるだけの問題なんじゃないかと思
うんですけれども、それでよいのかどうかです。
○【黒澤政策経営課長】

御指摘のとおり、市全体を見ようとした場合には、連結実質赤字比率のほ

うを見ていかなければならないと思います。連結実質赤字比率については全ての特別会計も入ってき
ますので、今、御指摘のとおり、実質公債費比率については、一般会計の中で資本比平準化債をやっ
たことによって数値が下がったということはございます。ただし、それは一方では、下水道のほうで
資本比平準化債という起債になっているということは確かでございます。
○【重松朋宏委員】

わかりました。その点で連結実質赤字比率のほうを見ていきますと、これも横

ばいからまた好転しつつあるのかなと見えます。
そこで、将来負担比率が大分改善しているように見えるんですけれども、先ほどの答弁では、土地
開発公社から土地を買い戻して地方債はふえたけれども、全体的には将来負担が着実に減っていると
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思うんですけれども、それにしてもマイナス8.9からマイナス20.1って、そこまで大きいかなと思っ
てしまうんです。それは上のところの説明で、ローン残高を１年間の収入で割った割合を示す指標で
すとあるので、そこの１年間の収入が何らかの事情で大きく膨れ上がったと見ていいのかどうか伺い
たいと思います。
○【黒澤政策経営課長】

先ほど申し上げましたことに加えまして、充当財源となる基金のほうも26

年度に比べて、27年度は基金の取り崩しが非常に少なかったことが影響して数値が下がっているとこ
ろでございます。
○【重松朋宏委員】

つまり基金もふえているので、分母の部分がふえたので、これだけ改善したと

いうことですね。
23ページの上のところの文章で、その要素の中でも、地方債現在高の増加はフローの指標である実
質公債費比率が後年度上昇する要因となりますとあるんですけれども、例えば地方債をたくさん借り
た場合、単年度で見ると収入がふえたように見えますよね。これは将来負担比率の分母の収入のとこ
ろには入ってこないんですか。
○【黒澤政策経営課長】

分母には起債は含まれてございませんので、入ってこないということにな

ります。
○【重松朋宏委員】

わかりました。その点でも、全体的には改善が図られてきているというふうに

見えるかと思います。
ただ、これが今後どういう推移になっていくのかというところで、毎年聞いているんですけれども、
実際にはこの数値がどうなっていくのかというのを予測するのは難しいことではあるんですが、今後、
中長期的な財政の見通しだったり、いろんな計画を立てるに当たって、これをこうすることは、例え
ば実質公債費比率がこっちの方向に数字が動くことになりますよとか、そういうものすごい大ざっぱ
な予測ぐらいはできないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

例えば平成27年度は、土地開発公社の用地の買い戻しをした際に多額の起

債を組んでおります。平成28年度から返済するに当たっては、１億1,000万円ほど返しますので、数
字が上がってくることが見込まれることはあろうかと思います。
○【渡辺大祐委員】

私からは人口減少並びに少子高齢化社会の進行というもの、そしてストックマ

ネジメントという２つの課題を前提に、また先ほどの大谷委員の流れを継承してお尋ねをいたします。
単年度で見れば将来負担比率は、さきにも述べられているとおり、法定内指標では職員の皆様の努
力と市民の皆様の協力、これは評価すべき水準にあるということには感謝申し上げます。しかしなが
ら、先ほどの大谷委員の質疑の中にもあったように、臨財債を入れると将来負担比率が0.4にまで上
がるということ等々、法定内の指標だけでははかれないことがあるということを踏まえましてお答え
いただきます。この法定内の指標のみならず、実質的なありのままの国立市の状態をはかるための数
値というものを用意したほうがいいだろうと考えるんですが、その点の見解をいただければと思いま
す。
○【黒澤政策経営課長】

先ほどの委員にも御答弁申し上げたんですが、何をもって健全か、どんな

指標がいいのかということは、どの自治体も苦労していると思います。さまざまな指標を、法律の指
標であったり、経常収支比率であったり、あるいは先ほど御答弁しました財政運営判断指標を国立市
は独自で設けました。これらのものをいろんな角度から分析していくことが必要だと思っていまして、
これだというものがなかなか見つからないところでございます。だから、引き続き今後も考えてまい
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りたいと思っております。以上でございます。
○【渡辺大祐委員】

さきの答弁の中にあったように、臨財債を含めるとまた上がって、そこに公共

施設の建てかえの更新費も含めて、さらに大きくなっていくという話があったと思います。その中で
ストックマネジメントが健全化判断比率という数字に大きく影響を与えるということがわかりますが、
現在の健全化判断比率を維持する、そしてさらに改善していくための課題と今後の取り組みについて、
特命担当部長にお尋ねをいたします。
○【薄井特命担当部長】

健全化判断比率につきましては、確かに今後、公共施設の建てかえのため

に、例えば学校を建てかえるとしますと、１校当たり10億円、20億円という単位の起債をします。そ
うしますと、20億円借りて20年で返すと、毎年１億円以上の返済。それが分母、分子の関係で、恐ら
く0.7ポイントぐらいの押し上げ要因になるということで、ここ20年で６校ぐらいの建てかえが必要
ですので、この辺は非常に大きく影響するだろうと思っています。
健全な状態を保ちながら、どうやってそういう課題に対応していくかということでございますけれ
ども、公共施設の建てかえ、10年以内に３校が建てかえの対象となるということもございますので、
あらかじめスケジュールをきちんと立てるということ、そしてそれと連動した財政収支の見通しを立
てながら、なるべく将来を見据えて複合化、あるいは統合なども視野に入れまして、それを合理的に、
要するに財政も維持できる、そしていろんな公共施設の目的も果たせる、そういった合理的な到達点
を探っていかなければいけないと考えてございます。以上でございます。
○【渡辺大祐委員】

合理的な到達点を探っていく作業の中で、政策経営部の中でどういうスケジュ

ール感や方針で進めていくかという音頭を取る中で、当然、公共施設を所管している他の課とも連携
してやっていかなければならないだろうということを考えるわけです。そういったところを、例えば
更新が迫っている建物に関しては、実際に建てる時期を考えると、スケジュールとしてはかなり切羽
詰まってきているだろうというときに、年内ないしは年度内にどういったスケジュール感でやってい
くかということを決めていかないと、この健全化判断比率を正確にはかっていくことは難しくなって
しまうだろうと考えるのですが、その点の進め方について現在のお考えをお示しください。
○【薄井特命担当部長】

おっしゃるとおりでございまして、例えば第二小学校は34年度末に耐用年

数の限度が来るという調査結果でございます。そうしますと、約６年半の残りということでございま
す。一方、建てかえるのに建築の期間２年、あるいは実施設計１年、基本設計１年、その前に住民合
意、何を複合化するのかということの合意をとるということで、案外時間がない状態でございます。
そうしますと、私ども例えば集会所なども含めた複合化を考えるということは、あるいは学童保育所
も一緒に入れるとか、そういう問題もあるかと思います。そういったことについて全庁的にスケジュ
ール感を持って進めなければいけない、そういう時期でございますので、今年度の後半から主管課と
スケジュールについて詰めてまいりたいと思っております。以上でございます。
○【渡辺大祐委員】

結構です。

○【上村和子委員】

では伺います。健全化判断比率というものを見ていくときに、毎年、将来負担

比率を見ているわけですけれども、2015年度はマイナス20.1％だったということがわかりました。
2013年度はマイナス８％、2014年度はマイナス8.9％、そして2015年度はマイナス20.1％と。これだ
けをもって見れば、国立市は国の基準でいえば財政は健全である、数字だけ見ればそうであるという
ことでまず確認していいですか。
○【黒澤政策経営課長】

現時点での数字だけでいえば、そのようなことでございます。

− 27 −

○【上村和子委員】

現時点でも何でも、ものすごく健全ですよね。しかし、金がない、なぜなのか

という話を今やっているわけですが、何をもって健全とするかという話ですけれども、将来負担比率
マイナス20.1％の根拠の中で、将来支払う予定の建設事業費は何億円という計算になっているんでし
ょうか。ちなみに2014年度に関して言えば、32億円として計算されています。
○【黒澤政策経営課長】

平成27年度の決算特別委員会で御指摘いただいたのは債務負担行為の支出

予定額だと思いますが、こちらについては約５億2,000万円ほどでございます。
○【上村和子委員】

５億2,000万円ということで、それくらいしか実際決まっている数字はないと

いうことですよね。実際にこれから将来的に支払う建設費用については、総額どれくらいを見ている
わけですか。
○【薄井特命担当部長】

ストックマネジメント、建築物だけで見ますと、今後50年間に686億円と

いう数字、それから下水道等のインフラ施設の更新も含めますと、1,100億円が50年間というふうに
試算しております。それはそのままで更新した場合でございます。
○【上村和子委員】

今、最大で50年間で1,100億円という、それだけインフラ整備にお金がかかる

という見通しになっているけれども、それらを実際的にどれくらいやるかということをやっていくと
きに必要になってくるのは国立市独自の基準なわけです。
このことは毎年聞くんですけれども、今回出しましたと言われた事務報告書の33ページに財政運営
判断指標の推移と書いてあって、これは別にいいんですよ。条例に基づいた数字だから。でも、これ
は実体数字ですよね。実体数字を出しても、これは国立市は何をもって基準とするんだという目標の
数値がないわけです。それこそ出すべきだったと思うんです。それはなぜ検討されなかったのか、出
さないのか、これはどうなんですか。
○【黒澤政策経営課長】

これは条例の設置の際にも、総務文教委員会で私は申し上げましたけれど

も、29年の予算特別委員会のときに中期の財政収支見通しをお出しします。その際には、目標設定を
してまいりたいと答弁しております。それにつきましてはこの決算を見て、分析をここから始めます
ので、それなりのお時間をちょうだいしたいと考えてございます。以上でございます。
○【上村和子委員】

いつもいつも決算特別委員会のときに、この決算を見て、この決算を見て、私

は２年連続ぐらい言われているんです。
2013年度の段階では、薄井部長でしたか、国立市でラインを設けるとしたら、早期健全化基準のと
ころでいくと、将来負担比率が今350になっているけれども、これを31％ぐらいに国立市は置きたい、
10分の１ぐらいにしたいという見通しをおっしゃっていたと思うんです。これはすごく雑ですよ。で
も、極端に言ったら、こういうものは出す必要があるでしょということなんです、やるんだったら。
それが今回の決算をもとに、来年の予算特別委員会までに出すということなんですか。
○【黒澤政策経営課長】

そのような御答弁をしたのは私でございます。それは第４期基本構想・第

２次基本計画で目標値をそこに置いていましたので、その旨御答弁しています。おっしゃられたとお
り、雑かもしれません。でも、他市も何％、何％と決めていますけれども、その根拠については曖昧
なところがございます。そういったこともあって、ここの根拠づけですね、これをもってこうだとい
うものは難しいということをお話しさせていただいています。
それから、目標をお示しすると言ったのは、これは健全化判断比率ではありませんで、市の条例に
基づく財政運営判断指標について目標をお示しします。以上です。
○【上村和子委員】

時間がもうないので。国立市の財政は、現時点では富裕団体に所属するくらい
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健全であると。しかし、将来的にこれだけお金があるから、まだ財政改革をしていかなきゃいけない
んですということを言われて、市民はどんどん厳しい状況に追い込まれていっていることが現実なん
です。だったら、お金がどれくらいかかるんだということは、どこかで自分たちで決めなきゃいけな
い。1,100億円使えないんだったら、それは500億円しか使えないのか。だったら、500億円に見合う
事業にしなきゃいけないわけです。だから、そこら辺の見通しの基準が何にも示されてないというこ
とです。
もう時間がないので意見になりますけれども、そのことに関して、財政権の確立を地方自治体は求
めるべきだということを市長はおっしゃっているんです。これは国は法律で決められますよ。しかし、
地方自治体は受け身なんですよね。その中で、市長会で地方自治体の財政権を今こそ主張すべき。こ
れはやってこられましたか。市長の見解を伺います。
○【佐藤市長】

このことについてのみを主張はしておりません。しかし、地方自治の自律、健全化

については、事あるごとに発言をさせていただいているということでございます。
○【上村和子委員】

市長、本当にここが地方自治体、一番大事なところで、どんなに職員が頑張ろ

うと、どんなに市民がお金を出そうと、国が全部決められますので、その中で地方自治体の財政権の
確立こそ訴えてください。
○【青木

健委員】

それでは、何点かお伺いしてまいりたいと思います。

健全化判断比率というのは、たしか私が監査委員のときに夕張市の破綻の問題があって、総務省に
おいて突然出てきたことなんですけれども、当時から私、これは決算でやることにおいてちょっと違
和感を感じていたんです。
というのは、これを出すことによって、将来、市の財政というのはどうなるのか、どういうふうに
進めていったらいいのかということは、国は夕張市のようにならないための洗い出しのためにやった
ことですけれども、それを受けた基礎自治体である地方自治体としては、むしろ予算において生かす
べきことではないかと私はずっと感じていたんです。その辺、ちょっと当局と考え方は違うかもしれ
ないですけれども、実際にこれは監査委員会で審査しても、ここにも書かれているように、書類が適
正に作成されていることを主眼にしかできないんです。今、いろんな委員から質疑されていましたけ
れども、将来、市の財政どうするのかということにこそ役立てるべき指数になってくるわけです。
ですから、そういう面からいうと、それでは財政当局として、この健全化判断比率をすることによ
って、将来の市の予算についてどのように考えていくのかという見解については、御意見をお持ちな
んでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

御指摘のとおり、私ども自治体としましては決算でほぼ考えております。

ただし、今回さまざまな御意見をいただく中で、仮に除外される臨財債を入れたらこうするというお
示しはいたしました。また、公共施設の御議論等をいただいてまいりますので、引き続き、こちらの
法律を生かしながら、何ができるかということを検討してまいりたいと考えております。
○【青木

健委員】

ぜひその辺は御検討いただきたいと思います。国立市にとりましては公営企業

会計もないわけです。ですから、連結実質赤字比率についても、まず国立市については問題のないも
のだということが頭からあるわけです。これは何年も見まして、バーの部分が続いているわけです。
ということは、今、総務省の考えていることをあぶり出すと、実態とはそぐわないという状況になっ
てきているわけですから、これは市長会でも、例えば３年目だと、バーが出ているところについては
やらないでいいですよという国の見解を求めるとか、そういうことも私は必要だろうと思いますので、
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その辺は市長に要望というか、お願いだけさせていただきたいと思います。
そこで、平成27年度でいえば、先ほど私どもの石井委員が質疑させていただいて、イエローカード
もなかったわけです、全国において。ただし、先ほどの質疑の中で、施設の老朽化について触れられ
ておりましたけれども、それをあぶり出していくと、多分イエローカードが出てくるのではないかと
思います。この老朽化の質疑について、先ほど薄井特命担当部長からも御答弁がありましたけれども、
これらについて、この中ではアンダーバーの中で隠れた数字になってしまいますから、もう少し詳し
く議会に対して説明をしてくださる機会を設けるということはいかがでしょうか。
○【薄井特命担当部長】

公共施設の更新問題、老朽化問題は全国的な問題でもあり、また国立市は

特に建てた時期が早かったものですから、老朽化が進んでいるという問題に直面しておりますので、
私どもは総合管理計画を今つくっておりますし、将来推計が出せるような時点で、いち早く議会の皆
様に御報告させていただくような機会をいただければと思っております。
○【青木

健委員】

では、その件についてもお願いをさせていただきたいと思います。

早期健全化基準という国の出してきた数字を見まして、将来負担比率350なんてあり得ないですよ。
実態と全くかけ離れたところで、もしこんな数字が出たとしたら、夕張市どころの話ではないわけで
ありまして、その辺については基礎自治体としての実態に即したものを出していただく比率というん
ですか、計算式というのか、それについては総務省にもっと求めていただきたいということを申し上
げて、私は終わります。
○【藤江竜三委員長】

ほかに。
（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を打ち切ります。これをもって健全化判断比率等について終了いたします。
ここで昼食休憩といたします。
午後０時８分休憩
──────────────────

◇

──────────────────
午後１時１０分再開

○【藤江竜三委員長】

休憩を閉じて議事を再開いたします。

──────────────────
議題(1) 認定第１号
○【藤江竜三委員長】

◇

──────────────────

平成２７年度国立市一般会計歳入歳出決算
認定第１号平成27年度国立市一般会計歳入歳出決算を議題といたします。

まず、平成27年度一般会計決算の歳入全般について補足説明を求めます。政策経営部長。
○【雨宮政策経営部長】

それでは、平成27年度一般会計決算のうち、歳入全般について補足説明い

たします。
本補足説明の歳入歳出それぞれ総体の決算額と前年度対比等につきましては、第３回定例会におけ
る副市長の各会計決算提案説明で触れておりますので、ここでは歳入の主な科目について補足説明を
させていただきます。
なお、補足説明では金額について千円単位とさせていただきますので、御了承のほどお願い申し上
げます。
決算書36ページをお開きください。款１の市税でございますが、当初予算では景気の動向、過去の
実績等に留意し、143億1,244万1,000円を計上いたしました。その後、固定資産税及び都市計画税の
増額補正を行い、予算現額を144億3,744万1,000円といたしました。

− 30 −

以下、増減額及び増減率は、平成26年度との比較になります。決算額は145億7,710万8,000円で、
1,447万円、0.1％の増となりました。平成27年度の市民税収納率は、納税者の皆様の御理解、御協力
及び担当職員の努力により、現年分滞納繰越分をあわせた全体で、平成26年度を0.35ポイント上回る
99.28％となり、引き続き多摩26市で一番高い収納率となりました。
次に、38ページ、款２地方譲与税は、当初予算で１億1,000万円を計上いたしました。決算額は１
億1,889万5,000円で、505万3,000円、4.4％の増となりました。
款３利子割交付金は、当初予算で9,000万円を計上いたしました。交付実績等から1,900万円の増額
補正を行い、予算現額を１億900万円といたしました。決算額は１億278万5,000円で、1,685万7,000
円、14.1％の減となりました。
款４配当割交付金は、当初予算で１億8,000万円を計上いたしました。交付実績等から2,400万円の
減額補正を行い、予算現額を１億5,600万円といたしました。決算額は１億2,353万3,000円で、2,726
万2,000円、18.1％の減となりました。
款５株式等譲渡所得割交付金は、当初予算で9,000万円を計上いたしました。交付実績等から4,000
万円の増額補正を行い、予算現額を１億3,000万円といたしました。決算額は１億2,166万円で、507
万円、4.0％の減となりました。
款６地方消費税交付金は、当初予算で14億7,000万円を計上いたしました。交付実績等から２億円
の増額補正を行い、予算現額を16億7,000万円といたしました。決算額は17億3,297万6,000円で、７
億5,514万1,000円、77.2％の増となりました。
次に、40ページ、款７自動車取得税交付金は、当初予算で4,000万円を計上いたしました。決算額
は5,336万3,000円で、1,545万8,000円、40.8％の増となりました。
款８地方特例交付金は、当初予算で4,000万円を計上いたしました。交付実績等から46万2,000円の
減額補正を行い、予算現額を3,953万8,000円といたしました。決算額は3,953万8,000円で、20万
9,000円、0.5％の減となりました。
款９地方交付税は、当初予算で普通交付税は見込まず、特別交付税として9,000万円を計上いたし
ました。算定の結果、普通交付税が交付されることとなったことから6,048万5,000円の増額補正を行
い、予算現額を１億5,048万5,000円といたしました。決算額は普通交付税、特別交付税、震災復興特
別交付税をあわせて１億7,138万9,000円で、7,142万5,000円、29.4％の減となりました。
款11分担金及び負担金は、当初予算で３億172万7,000円を計上いたしました。決算額は３億2,690
万5,000円で、2,635万7,000円、8.8％の増となりました。
次に、42ページ、款12使用料及び手数料は、当初予算で５億1,504万2,000円を計上いたしました。
自転車駐車場使用料1,500万円の減額補正を行い、予算現額を５億４万2,000円といたしました。決算
額は５億219万9,000円で、440万6,000円、0.9％の増となりました。
次に、44ページ、款13国庫支出金は、当初予算で民生費関係の負担金及び補助金並びに土木費や教
育費関係の補助金を中心に、40億6,421万5,000円を計上いたしました。その後、臨時福祉給付金関係
補助金や生活保護費等負担金などの増額補正などを行い、また平成26年度からの繰り越し事業分を加
え、予算減額を44億6,614万8,000円といたしました。決算額は44億4,447万8,000円で、7,782万1,000
円、1.7％の減となりました。
次に、46ページ、款14都支出金は、当初予算で民生費関係の負担金及び補助金並びに土木費関係の
補助金を中心に、41億9,073万4,000円を計上いたしました。その後、保育士等キャリアアップ補助金
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などの増額補正、事業進捗状況に合わせ、市町村土木費補助金の減額補正などを行い、平成26年度か
らの繰り越し事業分を加えた予算現額を40億4,374万8,000円といたしました。決算額は40億5,820万
4,000円で、１億9,437万8,000円、4.6％の減となりました。
次に、50ページ、款15財産収入は、当初予算で8,890万3,000円を計上いたしました。不動産売払収
入の増額補正などを行い、予算現額を１億4,574万3,000円といたしました。決算額は１億4,146万
8,000円で、3,219万2,000円、29％の増となりました。
次に、52ページ、款16寄附金は、当初予算で3,000円を計上いたしました。国立市土地開発公社寄
附金の増額補正などを行い、予算現額を４億2,954万1,000円といたしました。決算額は４億3,561万
円で、３億6,408万円、509.0％の大幅増となりました。
款17繰入金は、当初予算で財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金など６億5,518万5,000円
を計上いたしました。特別会計繰入金の増額補正、また都市計画道路３・４・10号線整備事業用地買
収費への充当を行うための道路及び水路の整備基金繰入金の増額補正などを行い、予算現額を７億
873万1,000円といたしました。決算額は３億866万1,000円で、４億9,545万5,000円、61.6％の大幅減
となりました。平成27年度は、平成26年度決算で繰り入れを行った財政調整基金、職員退職手当基金
の繰り入れを行わなかったことから大幅な減となっております。
次に、56ページ、款19諸収入は、当初予算で３億1,855万円を計上いたしました。多摩川衛生組合
負担金過年度精算金の増額補正などを行い、予算現額を５億195万8,000円といたしました。決算額は
５億3,127万2,000円で、2,504万3,000円、4.9％の増となりました。
款20市債は、当初予算で31億5,020万円を計上いたしました。対象事業費の減などに伴い１億3,520
万円を減額補正し、予算現額を30億1,500万円といたしました。決算額は29億2,300万円で、20億
5,300万円、236.0％の大幅増となりました。平成27年度は、国立市土地開発公社先行取得用地買い戻
しに伴う借り入れを行ったことから大幅な増となっております。
なお、臨時財政対策債は、平成25年度、26年度に引き続き借り入れを行いませんでした。
歳入全般の補足説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
○【藤江竜三委員長】

補足説明が終わりました。それでは、９月16日の第３回定例会本会議で副市

長が行った提案説明に対する総括質疑、政策経営部長が報告した債権の放棄についてに対する質疑及
び一般会計決算歳入全般について、一括して質疑を承ります。
なお、質疑、答弁の際、当該年度につきましては平成26年度、平成27年度というように、数字では
っきりとわかるように発言していただきますようお願いいたします。また、質疑時間には制限がござ
いますので、委員各位には簡明な御質疑をしていただき、説明員におかれましては明確かつ簡潔に御
答弁をされるよう特にお願いを申し上げます。
それでは、一括して質疑を承ります。大谷委員。
○【大谷俊樹委員】

それでは、質疑させていただきます。まず、収納率が引き続き高い率であった

こと、大変評価をさせていただきたいと思います。お疲れさまでした。それに伴いまして、安定した
財源というものが市民税なのかなというところで、歳入なんですけれども、平成27年度国立市各会計
歳入歳出決算審査意見書のほうからわかりやすい質疑をさせていただきたいと思います。15ページで
ございます。こちらの固定資産税と都市計画税が増となっている要因を教えていただけますでしょう
か。
○【佐伯課税課長】

固定資産税と都市計画税の増額という御質疑にお答えいたします。
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まず、固定資産税につきましては、土地と家屋と償却資産と３つございますが、土地に関しまして
は負担調整措置、また逆に非住宅用地から住宅用地への変更による減というのがございまして、そち
らの差し引きで、調定ベースでは5,655万7,000円の増となってございます。家屋につきましては新築
分の増、また大規模事業所の新築分が当初の見込みより評価額が大分上回りましたので、こちらにつ
いては補正もさせていただきましたが、こちらの増によりまして4,042万6,000円の増となってござい
ます。償却資産につきましては、当初予算で見込めなかった大規模事業所の分、また新規で申告をい
ただいている分の増がございましたので、4,915万4,000円の増となってございます。
都市計画税につきましては、土地、家屋と同じ理由で増となってございます。以上です。
○【大谷俊樹委員】

そうしますと、評価額が上がった原因ということでよろしかったですか。とい

いますのは、こちらは安定財源になってくるのかなと考える中で、固定資産、都市計画税がまた収入
をふやしていくという計画的な市政運営を考えるならば、例えば区画整理が終わったとか、あるいは
区画整理事業というもののかかわり合いがここら辺の収入増にも見られたのかなと思ったんですが、
そこら辺の見解はいかがでしょうか。
○【佐伯課税課長】

平成27年度に関して言えば、特に区画整理の影響が大きかったとか、そういう

ことではなかったかと考えております。
○【大谷俊樹委員】

わかりました。27年度に限ってはそういうことではなかった。ただ、その可能

性を残しながらも、建物が建っていく可能性がある限りは、市街化区域の中においてはその政策をぜ
ひ進めていただきたいということを、歳入の面からお話をさせていただきます。
それでは、同じところなんですけれども、法人市民税が約4,500万円減となったとありますけれど
も、こちらのほうはどのような検討をされていますでしょうか。
○【佐伯課税課長】

法人市民税につきましては、税制改正の影響がありまして、法人市民税の法人

税割の率が下がっております。資本金１億円以下のところが2.6ポイント下がりまして9.7％、資本金
１億円を超える企業の場合は2.6ポイント下がりまして12.1％ということで、税率の変更があったと
ころで、この影響がほとんどということになっておりますが、一部景気の影響なども出ているのでは
なかろうかと考えております。
○【大谷俊樹委員】

収入を考えますと、この法人市民税というものもあろうかと思います。今、税

制の改革の影響だということで、私ども議会としましても国に強く訴えているところでもあろうかと
思いますが、この辺は仕方ない部分であると思います。ただ、市が進めている政策の中では、企業誘
致政策というものも大きくあると思います。この辺のところも検討しながら、ぜひ増になるような政
策展開をお願いさせていただきます。
それでは、歳入ということで、９ページに公有財産の処分による収入があったとありますが、これ
の費用対効果的なものをお伺いしたいと思います。4,619万円の収入があったんですけれども、この
土地を処分せずに運用することによって、これ以上の収入が見込まれたのか、あるいは検討の結果、
処分がよろしくてこの金額になったのか、その見解をお伺いします。
○【田代総務課長】

お答えいたします。こちらの収入に関しては、不動産の売り払い収入の関係で

増額となってございます。
○【橋本行政管理部長】

この辺の費用対効果という御質疑でございますが、これは残地とか、あと

菅平というところで、運用としてはなかなか難しいという中で、売却することが妥当ということで売
却したものでございます。
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○【大谷俊樹委員】

この点は過去、何度も議論させていただいたと思います。その中で売却が一番

いいだろうという結論に至って、しかも新しい形の方法であるとか、さまざまなことを利用して、想
定した以上の効果を生んだのではなかろうかなと、この菅平の用地に関しては。そういうことは非常
に評価をさせていただきたいと思います。その中で、まだまだそういった検討の余地のある土地、あ
るは公有財産はあろうかと思います。その点に関してはいかがお考えでしょうか。
○【薄井特命担当部長】

未利用地・低利用地につきましては、活用策を検討して、市で活用しない

場合は売却等有効活用を図るということになっておりまして、その中で富士見台４丁目の用地約200
坪、そこが今年度の検討材料となっております。それで、庁内で最終的な活用策を先般、各部門で検
討しまして、その結果を今集約しているところですが、その結論を待って、売却なのか活用なのかと
いうことを今年度内には出したいと考えてございます。
○【大谷俊樹委員】

この問題は、あくまで民業を圧迫しないということが前提かと思いますが、そ

の用地を維持していくのにはランニングコストがかかろうかなと。それで、売却すると一時は収入に
はなりますけれども、それで終わりということで、そこの分岐点で運用があるところでできるのであ
れば、金額だけではないと思います、サービスの面でそれ以上の効果を生む場合の検討もあろうかと
思います。それらを含めて総合的にぜひ捉えていただいて、これには何といいましてもスピードが勝
負ですから、スピードを持った形で早目の解決をお願いさせていただきまして、私からは以上です。
○【髙柳貴美代委員】

事務報告書の76ページの個別なことで質疑させていただきたいと思います。

オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金とありますけれども、こちらの交付基準はどのようになって
いますでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】
○【髙柳貴美代委員】

申しわけございません。交付基準が手元にございません。

これは毎年交付されるものなのか、それとも申請してもらえるものなのかと

いうことが知りたかったので、後ほど教えていただきたいと思います。
○【薄井特命担当部長】

オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金につきましては、毎年度交付され

るもので、経常経費の不足額に充てるという趣旨で、私どもは充当の報告を毎年させていただいてお
ります。
○【髙柳貴美代委員】

そうしますと、経常経費の不足額ということで、年によって使う事業は変わ

ってくるということでしょうか。
○【薄井特命担当部長】

年によって変わることもあり得ますけれども、かなり自由度の高いもので

すので、例えば保健センターの母子保健等の財源にしたいとか、そういったことを毎年やっているか
と思います。
○【髙柳貴美代委員】

とても自由度が高いということで、使いやすい交付金であるということがわ

かりました。
もう１点、同じページの駅跨線橋広告料収入のところですけれども、26年度は176万4,000円だった
と思うんですけれども、今年度97万6,500円になっています。この減額というのはどのような原因に
よるものでしょうか。
○【田代総務課長】

お答えいたします。こちらの減額の理由は、平成26年度谷保駅の広告掲載社が

８社ございまして、27年度につきましてはそれが３社に減ったものでございます。27年度大きかった
のは、大口の業者さんが今回撤退したということがありました。以上です。
○【髙柳貴美代委員】

大口の業者さんが撤退したということですけれども、それはどのような原因
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が考えられますか。
○【田代総務課長】

私どものほうでお話を聞かせていただいたところ、谷保駅の跨線橋の工事が始

まるといったこともあって、張るに当たって、この後、継続的に張れないんじゃないかともお伺いを
しております。それで、28年度以降、工事が完了した後には、またきれいな状態になって張れるよう
になりますので、一時的に業者さんは会社都合で張るのをやめたということでございます。以上です。
○【髙柳貴美代委員】

張ることは、今も実際は可能であるということですか。だけれども、業者さ

んが撤退してしまったということですか。
○【田代総務課長】

28年度は今、バリアフリー工事等が始まっておりますので、張れない状態でご

ざいます。29年度から張れるようになるかと思います。以上です。
○【髙柳貴美代委員】

それでは、29年度に向けて、また新しい業者さんにも入っていただけるよう

に試みていただきたいと思います。お願いします。
○【遠藤直弘委員】

それでは、何点か質疑させていただきます。まず、たばこ税のことです。事務

報告書の57ページですが、昨年度から700万円ほど減っているということです。市独自で徴収できる
税金ということで、非常に大きなものが今後、どのような形に推移していくかというのは市のほうで
考えているのかお伺いします。
○【佐伯課税課長】

たばこ税につきましては、御存じのとおり、健康志向に伴う喫煙者の減少が一

番大きなところとなっております。日本たばこ産業が７月に発表した喫煙率につきましても前年より
0.6ポイント下がっておりまして、19.3％になっている状況がございます。
税額につきましては、都度都度税額の改正が入っておりますので、減額の幅は一定ではないんです
けれども、売り上げ本数に関しましては若干減少幅は低くなっているという状況もございますので、
増加するということはなかなか考えにくいと思いますが、減少幅は若干落ち着いてくるのかなという
印象は持っております。
○【遠藤直弘委員】

私もこの税収は最終的にはなくなってしまうのかなと。ゼロにはならないまで

も、今後、少なくなっていって、いずれかは見込めないものになってしまうのではないかというのは
あります。そのかわりの税収、これ４億円というと、市税収全体でいうと１・何％ということで、か
なり大きな部分だと思うんですけれども、国から降ってくるものではなくて、今のうちから政策経営
的に市独自のものを考えていかなければいけないのではないかと考えるところですが、そのあたり何
かお考えとかあれば、御意見いただきたいと思います。
○【薄井特命担当部長】

おっしゃるとおり、確かにたばこ税の金額というのは大変大きな金額でご

ざいます。ただ、それにかわる、例えば新税を国立市でつくれるものなのかどうかということは、か
つて10年以上前に検討させていただきました。例えば自動販売機とか、いろいろ挙がったんですけれ
ども、それに匹敵するような大きなものは、市町村で独自につくる余地が小さいという結論に達した
ことがございます。
ただ、そうは言いましても、税ではなくて、もう少し広い範囲で歳入確保というのを見なくてはい
けないと思っておりまして、先ほどの広告収入のこともそうですけれども、あるいはネーミングライ
ツとか企業誘致、寄附制度の活用、いろいろ取り組んでおりまして、その中で今後継続して特に力を
入れなければいけないのは国立ブランドの創出ということで、国立市全体の底上げを図っていくこと
が生き残り策の１つではないかと思っております。以上です。
○【遠藤直弘委員】

国立ブランドの創出をすると、固定資産税が上がっていくということでよろし
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いでしょうか。
○【薄井特命担当部長】

固定資産税も恐らくですけれども、創出というよりも向上ということです

か、済みません、基本構想の中の重点的な取り組み分野の１つでございまして、これは市全体として
住みやすいとか、いいまちであるというイメージを高めて、それによって結果としては市税収入、市
民税等の収入も上がってくる。皆さんに引っ越してきていただくという、そういった取り組みでござ
います。
○【遠藤直弘委員】

そうすると、人口増を頑張っていく、都市間競争を勝ち抜いていくということ

で捉えさせてもらってもよろしいのかなと思いますが。
○【佐藤市長】

これは数の論理ではなくて、大きくいえば国立のまちの都市改造といいますか、新

しい国立はいつも言っておりますが、大きな消費地とか、あるいは顧客を誘致する、そういう意図的
なまちを私の代になってから志向しておりません。
したがいまして、まちそのものの都市構造、あるいは市民の意識変革、それを支える、我々は今、
文教都市ブランドと称しておりますが、国立市独自のものをどう創造・創生していくかということに
全力を傾注させていただきたいと思います。
○【遠藤直弘委員】

ぜひよろしくお願いしますと言っていいのかあれですが、これからまた歳出の

中で皆さん質疑されると思いますけれども、民生費の伸びがかなり大きくて、その中で税収というの
で見込めるものを考えていくと、危機感を抱いているところ、恐らく政策経営部の方々は本当にそこ
のところで頭を悩まされているのかなと思います。
その中で市独自ということであって、あとはプラス、経営感覚というものをぜひ持っていただきた
いと思います。例えば使用料で収入がなかなかとれていない部分は、当然市民に対してのサービスと
いうことですので、プラス利益を目的にということではないと思うんですけれども、ただ、私も民間
が長いもので、その中で財産を有効活用して、収入を得るという感覚は非常に大きいと思います。
特に59ページの使用料に関しては、もう少し努力が必要なのかなと。あいている時間を市民に使っ
ていただいて、その中で使用料をいただけるような形にしていかなければいけないのかなということ
は感じます。また、城山さとのいえのほうも、平成26年度は800円の収入だったものが少しふえたと
いうことですが、せっかくあれだけの規模のものがありますので、文化的に使えて市民の生活が向上
する、これは本当にすばらしいことだと思いますが、ただ、その中で経営的な感覚というものを持っ
ていただきたいということがありますが、そのあたりはいかがでしょうか。
○【三澤産業振興課長】

城山さとのいえの収入ということで、産業振興課から答弁させていただき

ます。今回の使用料収入は３万6,700円ということで、有料での利用としては49件ということでござ
いました。一方で無料での利用は96件、合計で145件の利用ということでございました。
経営というお話がありましたけれども、今後、城山さとのいえのコストをどのような成果ではかっ
ていくのかという件に関しては、歳入ということもあろうかとは思いますけれども、私どもとしては
どのように農を大事に思ってくれる市民をふやすかといったところをメーンで考えておりますので、
そのようなことをオープン１年で考えてきたところでございます。では、歳入は関係ないかというこ
とであれば、当然そういうことではないので、そういった働きかけも考えていきたいと思います。以
上です。
○【遠藤直弘委員】

理念ですとか、考え方というのは間違いないことだと私も思っております。た

だ、その中で努力というものが必要になってくるのかなと思います。ぜひそのあたりを念頭に置いて
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いただいて、運営していただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。
○【石井伸之委員】

決算概況５ページから質疑をさせていただきます。収納率の段で、上から10行

目、市町村総合交付金の経営努力割ですが、平成26年度と平成27年度の歳入額について答弁をお願い
いたします。
○【黒澤政策経営課長】

平成26年度経営努力割の総額は２億7,500万円でございました。平成27年

度につきましては２億5,600万円でございます。以上でございます。
○【石井伸之委員】

そうすると、1,900万円ほど減額になっているんですけれども、その減額とな

った理由をお願いいたします。
○【黒澤政策経営課長】

こちらは順位にして総合の６位から10位へ下がっておりまして、これは実

は徴税強化という部門が１つあるんですけれども、ここの算定が対前年度での伸び率、改善率という
ものを重視している関係で、国立市の場合は高どまりとなっている状況があるから伸びしろが少ない
ということがあります。一方で下から大きく改善した市があったようで、そこの分がそっちの市のほ
うに重点がいってしまっているということを聞いてございます。以上でございます。
○【石井伸之委員】

今、不規則発言で、ちょっとこれはひどいんじゃないのという発言を耳にしま

した。私もそのとおりだと思います。そうしたら、収納率を国立市としても１回いきなり下げて、そ
れで逆に上げれば、その分大きな経営努力割が得られるんじゃないかという単純な話になってしまい
ますので、高い収納率を維持していく努力、これは並大抵の努力じゃないと思います。
いきなり下のほうから上がっていく努力も、もちろんそれは評価しなければいけないですけれども、
逆に高い収納率を維持して、それが他市から、例えば視察などを受け入れて、それによって他の収納
率を引き上げるという努力もしているわけです。そういった国立市としての他市の収納率を上げるた
めの努力とか、今の高い収納率を維持していくノウハウであったり、そういったマニュアルの作成と
いうものも総合的な評価をして、経営努力割の評価をしていただくべきだと思いますが、そのあたり
しっかりと東京都に訴えていただきたく思いますが、いかがでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

私どもはまさに委員さんおっしゃるとおりだと思っていまして、今おっし

ゃられたような趣旨のことを市町村総合交付金のヒアリングの際に、口頭ではございますが、申し入
れをしております。ただし、私ども国立市も最初から上にいたわけではございませんで、下から上が
ってきておりますので、その際には実は恩恵を受けていたということも１つございます。以上でござ
います。
○【石井伸之委員】

確かにそうですね。下から上がってきた際、上昇カーブを描いた際には、それ

なりの経営努力割はいただいたというのは事実ですので。ただ、高い収納率を維持してきたとか、ノ
ウハウであったりとか、ほかの市の押し上げに一役買っているとか、そういったところは正しい評価
をしていただくべきだと思います。できれば口頭ではなくて、しっかりと国立市の果たしてきた役割
であったりとか、国立市として努力してきた部分とか、できれば文面にして、それを東京都に渡して
いただきたいと思います。これは要望させていただきます。
続きまして収納率ですけれども、現年度分と過年度分をあわせた平成27年度収納率は、全国トップ
という数値というふうに聞いております。これは大変すばらしい数値となっております。ただ、現年
度収納率だけ見まして、現年度の収納率は三多摩26市では何位になっていますでしょうか。
○【土方収納課長】

26市、類団でもそうですが、国立市は３位となっております。

○【石井伸之委員】

そうしますと、１位と２位の市を教えてください。
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○【土方収納課長】

第１位が狛江市、第２位が稲城市となっております。以上です。

○【石井伸之委員】

そうしましたら、狛江市、稲城市の現年度の収納率はおわかりでしょうか。

○【土方収納課長】

お答えいたします。第１位の狛江市は現年度収納率99.73、第２位稲城市が

99.68になっております。以上です。
○【石井伸之委員】

答弁ありがとうございます。つまり国立市よりもわずか0.1ポイントか、それ

に満たないぐらいのわずかな差ではありますけれども、現年度分ではさらに国立市よりも上をいって
いる収納率がここで数値としてあらわれています。では国立市の現年度収納率に対して狛江市と稲城
市がどの分頑張って、つまりどういったことによって現年度収納率の数値になってあらわれているん
でしょうか。そのあたりは分析等はされていますでしょうか。
○【土方収納課長】

今回のこの情報を得まして、狛江市、稲城市、両市の担当者及び課長にもお話

を伺ったんですが、ものすごい努力をされているようでございます。当然各市の市民の方々にも御協
力をいただいているところだと思いますが、やり方として国立市の参考になるかどうかはこれから判
断するところですが、お話聞いた中で、私どものほうで業務ができるところはやっていきたいと思っ
ているところでございます。
○【石井伸之委員】

答弁ありがとうございます。確かに国立市としてまねできるかできないか、こ

れはもちろん判断あろうかと思います。ただ、もしかすると狛江市、稲城市のやっている方式が少し
すぐれていて、国立市としても受け入れて、それがさらに収納率を伸ばす要因になるかもしれません
ので、ぜひそのあたりは研究・検討を貪欲に重ねていただきたいと思います。
そうしますと、ようやく平成25年度全国トップで、平成27年度全国トップに返り咲いたわけですけ
れども、これはぜひとも２年連続トップに向けて、収納課長頑張っていただきたいんですが、そのあ
たりの決意のほどはいかがでしょうか。
○【土方収納課長】

まず一言、各市はまだ決算認定前でございますので、あくまでもこの数字は速

報値でございます。１位が確定したということが総務省で発表されたわけではございませんので、そ
こはできれば勘案していただければと思います。
その上で収納率のさらなる上積みという部分ですが、今、話が出ましたように、類団で現年課税の
収納率が高い市が２市ございますので、そういう部分では若干かもしれませんが、上積みの余地はあ
るのかなと思っております。今後とも職員の不断の努力を忘れずに、また納税義務者の方々にも御協
力をいただきながら、業務に精励してまいりたいと思っております。以上です。
○【石井伸之委員】

私のほうがちょっとフライングしてしまったようで、申しわけありません。た

だ、力強い答弁をいただき、心から感謝申し上げます。現年度分も過年度分も、また現年度分だけで
も、また過年度分だけでも三多摩トップまたは全国特別トップ、完全勝利を目指して努力をお願いし
たいと思います。
続きまして経常収支比率、平成27年度、本当に私は驚きました。90.3％という、この数値は正直言
って、21世紀になって国立市は初めてじゃないかなと思うぐらいのすばらしい数値が出てきたわけで
すけれども、この理由を端的に御答弁いただけますでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

経常収支比率の改善した理由でございます。

まず、分母である歳入面でございますが、地方税の市民税の減ですとか、固定資産の増はあったん
ですけれども、ほぼ横ばいでございました。一方、地方消費税交付金の増が大変大きく、全体で
3.3％、７億5,500万円の増となってございます。分子である歳出面でございますが、こちらは過去の
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借り入れの元利償還が進んだことや、経常的な人件費の減ですとか、デイホーム事業など事業見直し
による減に伴いまして分子がマイナス1.6％、２億7,000万円ほど減となってございます。分母の増と
分子の減により、比率が大幅に改善したところでございます。以上でございます。
○【石井伸之委員】

そうしますと、これは一概に楽観できる部分だけではないなと感じてしまいま

す。さきの監査委員への質疑でもあったように、今後ストックマネジメントであったりとか、またさ
まざまな老朽化等がある中で、そういった事業が今後あることを考えると、この90.3％というのは、
もちろん扶助費の伸びもあると思いますので、たまたま今回90.3％になったというだけであって、今
後についてはまだ厳しい状況が待ち受けているんじゃないかと思います。そのあたりの予測は財政当
局としてはいかがお考えでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

経常収支比率は分子が144億円余りで、分母が160億円弱でございますので、

おおむね１億6,300万円のお金の動きで１ポイント前後することになります。27年度でございますが、
国立土地開発公社の土地の買い戻しですとか、さくら通りの改修事業におきましてかなり大きな起債
を組んでおりまして、平成28年度、つまり今年度、その償還が１億8,000万円ほどでございます。既
にその段階で分子のところでプラス１ポイントあったりします。
また、消費税交付金のほうでございますが、こちらは10％に上がるまではこれ以上伸びていかない
見込みが立っておりますので、市の努力ですとか、市民負担増による１億円規模の歳出減、あるいは
歳入増というのはなかなか難しい状況になっておりますので、このようなことからも我々もできる限
りの努力をしてまいりますけれども、国立市の財政構造上は下げていくのはちょっと難しいのかなと
いう観測を持ってございます。
○【石井伸之委員】

冷静かつ客観的な分析だったかと思います。そのあたりのことを考えつつ、ま

たそれでもやらなければいけない二小の建てかえであったりとか、給食センターの建てかえとか、喫
緊に迫った課題等を一つ一つクリアしていかねばならないと考えております。そういったものをしっ
かりと勘案した中で、財政収支の均衡、バランスをとった中で一つ一つクリアして、こなしていただ
くことをお願いいたしまして、質疑を終わります。
○【青木

健委員】

それでは、歳入で私もちょっと伺わせてもらいたいと思います。決算書の36ペ

ージになりますが、市民税です。まずは個人市民税、法人市民税それぞれの対前年比を教えてくださ
い。
○【佐伯課税課長】

まず、個人市民税の現年分につきましては、前年決算比でマイナス1.3％でご

ざいます。滞納繰り越し分につきましては、マイナス16.9％となってございます。合計ではマイナス
1.4％でございます。法人市民税につきましては、現年でマイナス6.6％、滞納繰り越し分でマイナス
42.7％、合計ではマイナス6.8％となってございます。
○【青木

健委員】

ありがとうございました。収納率自体は非常に御尽力をされていることについ

ては認めますけれども、額としては下がっているということです。この原因については何らかの分析
はされているんでしょうか。
○【佐伯課税課長】

まず、個人市民税につきましては、平成26年度に株式譲渡所得のところで特殊

要因がございまして、その分が27年度はないというところで、そちらの影響が一番でございます。ま
た、法人市民税につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、税制改正の影響で税率が下が
っておりますので、そちらの影響が主なものとなってございます。
○【青木

健委員】

それでは、それについての理由は、きちんと分析がされているということで理
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解をさせていただきます。
個人市民税から申し上げますけれども、現年度課税分における不納欠損が48万8,770円で、額とし
ては大した額ではないです。ただ、滞納繰り越しは非常に御尽力されているということは認めるんで
すけれども、現年度で不納欠損を出しているというのはどういうことでしょうか。
○【土方収納課長】

外国籍の方が帰国されて、こっちのほうに帰ってくる見込みがないという方に

関しましては、現年度分におきまして執行停止、即不納欠損という形をとらせていただいております。
個人はそういう形が不納欠損で出ている。逆に法人ですと、例えば倒産という場合に執行停止、即現
年で不納欠損をかける場合がある。この２つが大きな要因だと思います。
○【青木

健委員】

そういう要因だということなんですけれども、片方から見ると、市民課だって

取っているんですよ。亡くなってもその方に対して課税しているんですよ。ということでいうならば、
外国人の方が帰国されたりなんかというのかな、追っかけてまで取るような額でもないかもしれない
ですけれども、ただ、地球上ですからね。地球上じゃないところに行っちゃった方からも課税して取
っているんですよ。それを思うと、ちょっと私は合点がいかない。そういうこともあるわけですから、
外国籍の方が外国へ行っちゃったから取れないんだって、そんなことを言われても私は合点がいかな
い。だったら、行く前にきちんと取っておけばよかったじゃないかというふうにも片方では思います。
その辺については今後のしんしゃくをお願いしたいと思います。
さて、法人税についてですけれども、不納欠損の理由もわかりました。いたし方ないなという思い
があります。ただし、国立市の総額として６億1,700万円、この額自体は決して多くない額ではない
ですよね、市税収入として。国立市は昔から個人市民税のまちでありますので、その約10分の１程度
しか法人市民税がないということについて、行政としてもっと法人市民税を上げる何らかの施策を組
む必要があるのではないかと思いますが、この辺についてはいかがお考えでしょうか。
○【薄井特命担当部長】

おっしゃるとおりで、これは先ほども少し答弁させていただきましたが、

産業振興や企業誘致、国立のまちの活性化につながるということは、市全体の課題として取り組んで
まいりたいと思っております。
○【青木

健委員】

それは前から言われていることなんです。ですから、その前から言われている

ことがどういうふうに実行されて、どのような実を結んでいるのかということをお伺いしたいわけで
す。
○【三澤産業振興課長】

答弁申し上げます。今、法人市民税ということで、歳入の面での御質疑か

と思います。産業振興課では税額もさることながら、いかに企業誘致で成果を出していくかというこ
とをこの１年、特に重点的に取り組んでまいりました。ちょうど去年の今ごろだったと思うんですけ
れども、指示を受けて、産業振興課には民間企業経験者の職員もおりますので、今まで企業誘致には
携わっていなかったんですけれども、その職員を体制に入れて、どのようなことをやっていけば成果
が確実に出せるのかということを議論してまいりました。
その結果、今取り組んでいますのが、進出したいと言ってきた企業の方がいらっしゃったときに、
すぐ不動産を手当てできるようにように土地のデータベース化を図ろうということで、この１年間取
り組んできました。ちょうど今、特に準工エリアになりますか、エリアを決めて、土地の所有者の皆
さんにヒアリングをするなどして、確実に成果を上げられるような格好で取り組んでいるところでご
ざいます。以上です。
○【青木

健委員】

わかりました。そのような御尽力をされていると。準工エリアということにな
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りますから、区画整理をなされたところについても、そのターゲット地としてきちんと入っているわ
けですね。その辺はどうでしょうか。
○【佐藤市長】

いつも御示唆をいただきましてどうもありがとうございます。私も担当職員とよく

話しているのが、他の議員からよく出ておりますけれども、区画整理をなぜ行うのかということの区
画整理がどうも目的になってしまっている。つまり手段化しないのはどういう意味なのか。今おっし
ゃられたように、企業誘致、市税収入アップ、あるいは地域の福利厚生のアップとか、そういう目的
が先にありきにおいて区画整理を行う。
つまり国立市の場合、これまで行ってきた区画整理が逆転しているということを強く申し、指示し
ているところですけれども、前回の府中境も区画整理において、向こうに入ったコンサルタントに、
君たちはただ指導、管理監督に来ているのか、土地利用について何の指示もできないなら、契約金の
半分を返してもらおうじゃないかということを強く申し上げたことがあります。青木委員の質疑にあ
りましたように、我々も主客が逆転しないように目的をきちっと明確にしながら、企業誘致あるいは
法人税のアップに努力をさせていただく。そのための耕地整理、あるいは地区計画を手段として明確
にしていきたいという努力を今後もさせていただきたいと思います。
○【青木

健委員】

市長、ありがとうございましたというのかな、次、それを聞くつもりで今やっ

ていたんですよ。そこを市長は答弁されたので、市としてはその辺は十分考えて、これから区画整理
についてもやっていただくと。場所によっては、大変申しわけないんですけれども、区画整理なのか
耕地整理なのかわからないというところもあるわけです。ただ、そこにいくまで地権者の大変な尽力
があったということは認めますけれども、市としてもそこに対しては一定の支出があるわけですから、
その収入を得られる場所にきちんとできるようにしていただきたいということが今のところだったわ
けです。
あわせて、これは意見として申し上げさせていただきたいと思いますけれども、国立駅周辺ですね。
nonowaができました。今、非常ににぎわっております。多分二、三年の間はひとり勝ち状態が続くの
ではないかと思われます。周辺の商店等を見ても、やはりお客が減っているなという感じを私も受け
ます。これらについても地元の商店、産業についてきちんとしたてこ入れをしていただきたい。法人
税収入が適正に得られるようにしていただきたいということを申し上げて、終わります。
○【藤江竜三委員長】

質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。
午後２時１１分休憩

──────────────────

◇

──────────────────
午後２時２９分休憩

○【藤江竜三委員長】

休憩を閉じて議事を再開いたします。

質疑を続行いたします。住友委員。
○【住友珠美委員】

きょうはよろしくお願いいたします。歳入についての質疑をさせていただきま

す。
決算概況の３ページになりますけれども、市税のところで、市税全体では145億7,700万円、前年比
でプラス0.1％、1,400万円のプラスということでした。理由としては、収納率が引き続き向上したと
いうことですが、４ページを見ますと個人市民税が67億3,223万円、マイナス1.5％、１億円のマイナ
スになったということですが、この減少した要因では、書かれているとおりに言いますと、2014年株
式などの売却増加に伴う所得税の影響で、今年は影響がなくなったため減少ということですけれども、
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この１億円マイナスを考えましたときはそれだけではないのかなと思うんですけれども、１億円のマ
イナス分の内訳を教えていただけますか。
○【佐伯課税課長】

個人市民税のマイナス約１億円の減の内訳ということでございます。まず、現

年で約8,900万円、滞納繰り越し分で約900万円の減となってございます。現年度につきましては、こ
ちらに記載のあるとおり、平成26年度は株式譲渡所得の特殊要因がありまして、そちらの影響額がお
よそ２億3,000万円ほどマイナスとなってございます。そのほかに給与所得では若干の伸びがござい
まして、こちらのほうで約１億3,000万円ほど伸びている関係で、あと細かいものもございますが、
およそ１億円の減ということになってございます。
○【住友珠美委員】

今、給与所得が１億3,000万円伸びているということですけれども、この要因

は何があるか分析はされていますでしょうか。
○【佐伯課税課長】

１つは納税義務者の増というところがございますので、そちらで伸びている分

があるかと思います。あと、１人当たりの税額にしますと、各年のばらつきはないので、その意味で
は景気の影響を特別受けているという感じはしておりません。
○【住友珠美委員】

私の認識が違うかもしれません。今、世の中では少子高齢化だったり、人口減

少であったり、また団塊の世代の方が定年を迎え、収入が減少しているということもある。そして、
おっしゃるように景気動向の変動もかなりあるということがあります。市では、この点についての御
認識というのはどういうふうにお持ちなのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○【佐伯課税課長】

大変失礼いたしました。１人当たりの課税額ではそんなに大きな影響はないん

ですけれども、厳密に言えばマイナスにはなってございますので、景気の影響も当然出ているところ
はあると思います。
それで、人口の件に関しましては、人口はここ数年で見ますと横ばい状態が続いていて、この先、
減少が見込まれるところでございます。当然、生産年齢人口の減少というのも見込まれるところでご
ざいますので、そういったところも今後注目していかなきゃいけないところはございます。
○【住友珠美委員】

今、課長がおっしゃるとおりだと私も思います。今、人口減少時代と言われて

おります。個人市民税がさらに減少に転じることが予測されていますし、国立市では特に市民の皆様
から市税の割合が高い。27年度は46.90％と約半分を占めています。ここが減少してしまうことに私
は大変危機感を感じております。
しかし、逆に言えば、この減少に歯どめをかけていくことができれば、確かに大変なことだとは思
うんですけれども、ポジティブに考えて生産的世帯を呼び込むこと、また年収面では今低所得になり
がちな非正規雇用の対策、ここら辺などなどの対策はいろいろ考えられるかと思うんですけれども、
市としては今、どのような対策をとっているのか、またはとっていくのか、何かお考えはございます
か。
○【雨宮政策経営部長】

基本構想の中で今後の人口推計をする中で、生産年齢人口が減っていきま

すと。それによって市民税収入も落ちていくという推計をしているところでございます。それはその
まま何にもしなければ、そういうふうになってしまうだろうというのが推計なんですけれども、国立
市はそれに対して手をこまねいて、そのままでいいかということではないわけです。
当然、希望出生率というアンケートもとる中において、そこは目指していきたいと思っているわけ
です。国立市に住んでいる、男性でいえば20代後半あたりが転出超過になってしまっているところが
ありますので、そのあたりにいかに市内にとどまっていただくかということもあろうと思います。あ
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とさまざまな取り組みをする中において、国立市に住んでいただく方をふやしていくこともやってい
きたいと思っています。
それから、税のところで申し上げると、納税義務者は逆にふえているんです。多分これは現象とし
ては、高齢者の方は定年を迎えられてもリタイアするのではなくて、働き続けているという現象もそ
こにあらわれているのではないかと推測するところでございます。以上でございます。
○【住友珠美委員】

ありがとうございます。全くそのとおりであります。

あと、今教えていただきました定年を迎えても働き続けられるということは、これから生産人口と
いう面で考えるといいことなのかなと思いました。私、先日、ＮＨＫスペシャルという番組を見てい
ましたら、東京都豊島区が人口減少で将来の財政破綻につながらないために独自に検証して、どうし
たらいいかということで今対策を立てているということでした。
早くから対策を立てながら、生産的世帯を呼び込むためには、先ほどおっしゃったように子育てが
しやすかったり、国立市ならではのすばらしい景観を保って、住みやすい環境をつくっていくこと、
これは普遍のことかもしれないんですけれども、住みやすい環境を構築していくことを御一緒に考え
ていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○【尾張美也子委員】

今、住友委員が市民税が減っているというところで質疑されていて、お答え

としては給与所得が１億3,000万円ふえたので、給与がどうのこうのということは余り関係ないんじ
ゃないかみたいなお答えもあったと思います。でも、今回、収納率が向上して、それを差し引くと１
億3,000万円ということは、今納税されている方が３万1,119人いらっしゃいますので、１人当たりで
いくと4,200円ということですよね。そんなに多いというわけではない。
ちょっとこれを踏み込んで見てみますと、決算特別委員会資料№４で27年度中の給与収入金額の段
階別調べがあります。これ実は26年度も同じものを出してもらっていたので、比べてみたんですけれ
ども、低給料の方と高給料の方とでどういう感じがあるかなと調べてみたんです。給与収入が130万
円以下の方が2,402人いて、給与収入が1,000万円を超える、本当に高所得ですよね。3,360人国立市
にはいらっしゃるということがわかるんです。これは26年度はどうだったんでしょうか。すぐ資料は
出ますでしょうか。なければ、私、調べてきたので、もったいないから言います。実は26年度は
2,316人だったんです、130万円以下の方が。それが27年度は2,402人と増加。これは低い給料の人が
ふえたのか、先ほどおっしゃったように定年になった方がまだ働いていて低いのかわからないんです
が、一方、1,000万円以上の方が26年度は3,085人だったところが今回3,360人と、高所得の方もふえ
ているんです。
ということで、プラスになっているのが低のところと高のところで、よく言われる格差が広がって
いる１つの状況も傾向として見られるんじゃないか。そういう分析も市としてやってほしいと思いま
す。この格差の広がりというのは子供の貧困とか、あと国保の医療費が逆に上がっちゃうというのは、
医療にかかれない人がふえているとか、いろんなことにつながっていると思うので、どこに手を差し
伸べるかという施策の優先度を考えるためにも、そういうところはやってもらいたいと思います。
次に、決算書の14ページでお聞きしたいんですけれども、繰入金のところですが、平成26年度予算
では予算現額10億7,280万3,000円でしたが、実際は約４億9,435万円マイナスの３億円台になって、
このことは決算概況に書いてあるんですが、基金を入れなかったということは入れられなかったのか、
それとも入れる必要がなかったのか、その辺のところを教えてください。
○【黒澤政策経営課長】

基金が減っているところにつきましては、財政調整基金を繰り入れなかっ
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たということが一番大きな原因でございます。繰り入れずに済んだということでございます。以上で
ございます。
○【尾張美也子委員】

ほかの２つの基金についてはどうですか。

○【黒澤政策経営課長】

そちらにつきましても取り崩しを行っておりません。決算書の320ページ

に基金の取り崩し等を書いてございますが、取り崩したのは青少年育英基金と道路及び水路の整備基
金、母子家庭等の自立及び子育ち支援基金、企業誘致促進基金、くにたち未来基金、ＲＨグローバル
人材育成基金でございます。
○【尾張美也子委員】

ということは、市の財政としては基金を取り崩していないので、そのままの

状態で置いておくということで考えていいんですね。
それでは、14ページに戻って、27年度の歳入の大きな特徴として、事務報告書でも34ページに載っ
ていますけれども、市債の状況がよくわかるんですが、借入金としては総務費と土木費が非常に膨れ
ています。26年度は９億円台だったのが31億円で、歳入全体の約１割が借入金となっているんですが、
これの大きな原因というのは駅周辺の事業にあるということで押さえてよろしいんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

平成27年度の最も大きな起債の額につきましては、土地開発公社から買い

戻した用地のところで起債を組んでございます。
○【尾張美也子委員】

ということは、今回、これからつくられる自転車駐車場と複合公共施設とい

うところで、この間の健全化判断比率のときのお話とか、今後、学校の建てかえの問題があるとか、
そういうので１校建てかえに20億円かかるというときに、これからさらに公共用地を買い戻して、そ
こに19億円かけて建てるとか、駅周辺の駐輪場の建てかえとかにお金を使っているという状況とどう
も相矛盾している方向、１つ飛び出ているような感じがするんです。その辺の市の向かっている方向
というのが私は納得できないんです。
そういう点では財政にゆとりがあるならばだけれども、財政は厳しいですよって、これからも市民
の人にいっぱい納めてもらわなきゃいけませんと言いながら、公共施設にこれからお金がかかってい
くんです、どれだけかかるかわからないぐらいかかりますみたいなところで、今、そういう新しい施
設はつくらないと言いながらつくっちゃっているというのはおかしいと思うんです。これは意見とし
てです。
○【佐藤市長】

異存というか、異質物みたいな感じがしますよ。断ったのにですよ。（「何を断っ

てるんですか」と呼ぶ者あり）つまり今はつくるな、何はするなと言いながら、駅前に図書館を。そ
れで、９階の建物を３階まで落として、その中で大型開発とか何か言われて、それの評価とか何かと
いうのは、尾張委員の質疑が私はよくわからない。
○【尾張美也子委員】

図書館については、高架下の部分はもともと市がお金を出して、その分担と

してもらった部分だから、そこに少しでも図書館の分室的な形でやってくださいというのを私はずっ
と言い続けてきました。新たにつくってください、箱ものをつくってくださいとは言っていません。
○【藤江竜三委員長】

尾張委員、歳入についての質疑をお願いいたします。

○【尾張美也子委員】

市長がそうやって言ったから。

それで、質疑ですけれども、次、ちょっと観点が変わります。都支出金は26年度に比べて減額して
いますよね。これは自転車駐車場などの建設費が伸びたが、それ以上に減少した理由が重度訪問介護
等の利用促進に係る市町村支援事業補助金が減額になったとあるんですけれども、この補助金が減額
になったというのはどのくらいの減額なのか、そしてそれはなぜ減額なのかということを教えてくだ
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さい。
○【星野しょうがいしゃ支援課長】

お答えします。重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事

業補助金につきましては、事務報告書67ページ記載のとおり、平成27年度決算額では3,252万9,000円
になっております。26年度決算においては１億4,820万円になっておりまして、69％の減になってい
ます。これにつきましてはしょうがい福祉サービスの介護給付費の対象拡大ということで、介護給付
費のほうにつけかえての交付ということで、国・都の支出金に振りかわっているところでございます。
以上です。
○【尾張美也子委員】

ということは、市として何か影響があったというふうには捉えなくてよろし

いわけですか。
○【星野しょうがいしゃ支援課長】

重度訪問介護の対象拡大による制度の変更ということですので、

大きな変更等はございません。以上です。
○【尾張美也子委員】

わかりました。先ほど市長さんもすごい反論されたんですけれども、私がこ

のことを言っているということは、普通に考えて、例えばあさひふれあい広場、あそこは公共施設を
新たにつくるお金はないといって凍結されて、それなのに複合公共施設はつくる、こっちにはつくら
ない。東の地域には児童館もないし、高齢者施設もない。だから、あの広場を利子も入れて14億円で
買って、それを一地権者に売ってしまった。それは道路になるから、いいじゃないかと言うけれども、
その道路で……
○【藤江竜三委員長】

歳入に関係するところで質疑をお願いいたします。

○【尾張美也子委員】

わかりました。ということで、市債を今、そういうことで膨れ上がらさせて

いる場合じゃないんじゃないのということが言いたかったことでした。借り入れが１割になったとい
うことで、借り入れはしないほうがいいですよということです。
○【高原幸雄委員】

今、市債の問題を質疑されていたんですけれども、先ほど決算書の56ページで

すか、市債は27年度は230％と。確かに事業計画の内訳を全部見ると、非常に大きな事業がこの間行
われていたということはわかるんですけれども、そこで一番大きいのが、22億1,280万円の土地開発
公社用地の買い戻しというのが額の面では大きなウエートを占めているということです。
そこで、この市債の返済の内訳を見ますと、10年ものと20年ものに分かれております。例えば複合
公共施設の用地取得事業費で見ると、29年２月１日で借り受けをして、48年２月１日になっているで
しょ。20年ものですよね。ほかの、例えば土木債の街路灯のＬＥＤ化事業でも起債しているんです。
これは28年９月20日になっていて、38年３月20日までという期間です。要は20年ものと10年ものに分
かれる線引きというのは、どういうふうになっているんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】
○【高原幸雄委員】

起債するものの耐用年数等を考慮しているということがございます。

借り入れを起こす期間の問題については耐用年数ということで、それはわかり

ました。この決算状況を見ますと、返済も毎年度幾らというのが出ていますよね。一般的な起債と臨
時財政対策債の起債の関係では、どんなふうになっているんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

臨時財政対策債につきましても、委員御存じののとおり、地方交付税にお

いて算定上は償還分が入っているということはございます。ただし、国立市の場合はもらえないので、
そこについては普通の起債と同じように返していくしかないということでございます。
○【高原幸雄委員】

それは借り入れを起こしたんなら返すのは当然なんですけれども、利率の問題

で、集中して市中銀行からの起債が有利なのか、臨時財政対策債の起債が有利なのかという判断とい
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うのは当然あっていいのかなと思うんですけれども、それはどうですか。
○【黒澤政策経営課長】

普通交付税が不交付になりますと、そもそも臨時財政対策債を借りること

ができませんので、そのようなことも勘案しつつ、もともとが臨時財政対策債は借金であるという大
前提に立って、借りないという選択肢をとっています。ですから、目的に応じた土木関係ですとか、
修繕の関係の起債はしますけれども、赤字補塡の穴埋めの強い、何にでも使えるような借金はしない
ということでございます。
○【高原幸雄委員】

だから、臨時財政対策債は赤字地方債として一般的な起債は行わないというの

は、市の考え方としてツケを回さないという意味ではわかるんです。だけど、集中して市中銀行から
起債を起こした場合の利率が、後年度負担としてどういうふうにあらわれるのかいうことも十分に検
討する必要があるし、今は地方交付税の不交付団体になっているので、臨時財政対策債は借りられな
いということなんだけれども、交付になった場合は借りられるわけですよね。そういう場合の検討と
いうのはされるんですか。もう全然検討の余地はないということ意味なんですか。
○【黒澤政策経営課長】

これは自治体ごとによって考え方はさまざまであろうかと思いますが、佐

藤市政になって以降、臨財債は借りない、これは借金であるという認識のもとで、私たちは最初から
借りることは考えてございません。以上でございます。
○【高原幸雄委員】

それからもう１つ、先ほども出ておりましたけれども、法人市民税のマイナス

部分ですね、つまり国の財政収入が減ったというところから、法人市民税の何％かが国に入るような
法律をつくった。これで約8,000万円ちょっと、国立市にこれまでは入っていた部分が国に吸い上げ
られるということがありますけれども、これはある程度期間が決まった法律なんですか、そうじゃな
くてずっとこれから続く法律なんですか。
○【佐伯課税課長】

こちらにつきましては、平成26年度の税制改正で改正になったものですけれど

も、期限については特に記載はございませんでした。
○【高原幸雄委員】

これについては先ほども答弁があったかもしれませんけれども、市長会でも恐

らく国の税制改革と称して自治体に負担を、変な言い方をすると押しつけるというやり方って、国の
やり方としてよろしくないと思うんです。こういう税制改革について、基礎自治体として今までもら
っていた法人市民税が入らなくなるわけですから、これは自治体としての財政に大きな影響を及ぼす
ということは明らかなわけで、そういう点で市長会としては国に対する改善要望とか、撤回要望とか、
意見書とか、そういう動きというのはないんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

これは平成27年秋でございますが、東京都と市長会、町村会が合同で、国

に対して地方財源の拡充の申し入れを行っております。これは28年度の話でございますが、もっと個
別の学校施設の補助金の国庫補助の要望につきましては、佐藤市長が市長会を代表いたしまして文科
省まで行って、要望しております。以上でございます。
○【高原幸雄委員】

要望は大変結構なことで、自治体としては市民の生活に責任を負うという立場

から見れば、財政・財源確保というのは重要なことですから、当然やってもらいたいんですけれども、
それに対して国の回答というのはどんなふうになっているんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

平成27年秋の合同の要望については、まだ回答が来たということは承って

おりません。今年28年に佐藤市長と一緒に、私もついていきましたが、そのときは今後の補正予算等
でということで、前向きだという話は受けておりました。以上でございます。
○【高原幸雄委員】

前向きだということの感想ですよね。それは回答じゃないわけですから。そう
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いう意味では独自財源を確保するということも、今、自治体にとっては至難のわざですよ。例えば先
ほども議論のありました民間の法人の誘致の問題ですとか、国立市も今条例をつくっていろいろやっ
ています。市の財政・財源をどう確保するかという点では大変大事なことなので、ぜひそれは国に引
き続いて要望して、前のように戻せということを言っていく必要があるんじゃないかということを申
し上げて終わります。
○【石井めぐみ委員】

それでは、質疑させていただきます。先ほどちょっと聞けなかったんですけ

れども、経常収支比率について伺います。他の委員の質疑の御答弁の中で、今回、27年度の数字が
90.3％という、大変改善された状態が出たという理由はよくわかりました。これはもちろん一時的な
ものですし、今後これをさらに低くしていくのが難しいというのはとてもよくわかります。
そんな中で、さらに私はちょっと懸念していることがありまして、経常収支比率の分子にあたる部
分ですけれども、経常経費充当一般財源の中に内訳として何が入っているかというのを教えていただ
けますか。ざっとでいいんですけれども。
○【黒澤政策経営課長】
○【石井めぐみ委員】

原則としては、分母のほうは市税になります。

そうすると、繰出金も入っていますよね。

○【黒澤政策経営課長】

分子のほうでございますが、繰出金は原則としてルール分だけが入ってお

りまして、国保の赤字繰り出し等は経常収支比率に入っておりません。
○【石井めぐみ委員】

ということは、例えば国民健康保険の基準外の繰出金というのは入ってない

わけですよね。ただ、こういうものに関しては、今後少なくなっていくということは考えられないと
思うんです。これのほかにも恒常的な支出、今までは入っていなかったけれども、国立市の財政とし
てはこれは出ていくだろう、それからある程度入ってくるだろうというものがある程度わかっている
と思うんですけれども、今、政策経営課のほうで把握できる、これはもうそろそろ入れなくちゃやば
いぞという、そんなのがありましたら教えていただけますか。
○【黒澤政策経営課長】

御質疑の趣旨と合っているかどうかあれなんですが、政策事業というのは

経常収支比率にカウントされておりません。ところが、政策事業も数年いたしますと経常移行という
ことで、経常事業になることはございます。そうしますと、必然的に経常収支比率の分子になるので、
ふえる要素はたくさんあるということはございます。以上でございます。
○【石井めぐみ委員】

わかりました。今後数年の間に幾つかが分子のほうに乗ってくるとしますと、

このまま交付金が出ない状態になりますと、分母がふえなくて、分子がふえていくということは十分
考えられると思うんです。なので、これはストックマネジメントのことでも独自のものを出したらど
うかという意見がたくさん出ていたと思うんですが、これに関してはある程度わかっているものの計
算の中でできていくと思いますので、とりあえず国立市の本当の姿というところを出していただきた
いんですが、それはできますでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

なかなか難しい御質疑だなと思います。例えば政策事業、今、経常に入っ

てない事業としてはインクルーシブ教育の費用ですとか、あとはコミュニティワゴン、これは試行で
すので、まだ入っていない。これが試行じゃなくて、本運行になれば入ってくる。あるいはまだ始ま
ったばかりの小中学校音楽フェスティバルなど、そういったものが入ってなくて、実施計画に載って
いるものについては基本的には経常収支比率の算定に入っておりません。このようなものがずっと続
いていくならば、いずれは入ってくるということはございますので、そのあたりを算定すると、その
あたりが本当の姿となりますが、そういった点では経常事業のスクラップが必ず必要になってくると
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いったことはございます。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございます。スクラップは必ず必要になってくると思いますので、

よろしくお願いいたします。
それでは、歳入のほうで伺います。決算書の52ページ、寄附金です。これは私、毎年聞いているよ
うな気がするんですが、今回は3,434万2,337円の貴重な御寄附をいただきました。特にくにたち未来
寄附では、目的として、旧国立駅舎再築のためにというのをわざわざ選んで御寄附された方が大変多
かったということは、心にとめておかなければいけないと思っています。ただ、残念ながら26年度に
比べると、金額も人数も減少しています。26年度に高額な御寄附があったことは承知しておりますが、
魅力ある返戻品にかえていくことが必要だということを26年度のときにもおっしゃっていたと思いま
すので、それは検討されたんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

返戻品の充実でございますが、10月３日、来週の月曜日から国立スタイル

以外のものの取り扱いも始めまして、この間、まず第１弾としては３件、国立スタイル以外のものが
入ってまいります。以上でございます。
○【石井めぐみ委員】

それは例えばお幾らぐらいの寄附に対してのものなんでしょうか。

○【黒澤政策経営課長】

１万円のものが２品、コーヒーと紅茶と、それから国立発祥のすた丼のた

れでございます。それから、大きなもので、今回新たに50万円のコースで、実は国立市にドローンを
扱う会社さんがありまして、ドローンを50万円でお出しすることになります。以上でございます。
○【石井めぐみ委員】

できれば、このような高額なもので価値ある返戻品が送れて、日本じゅうの

方が国立市の返戻品に魅力というのもちょっとあれなんですけれども、興味を持ってもらえるような
ものを考えていただけると助かると思います。
それでは、くにたち未来寄附の古本での御寄附というのをいただいていると思うんですけれども、
それはどのぐらいあったんでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

平成27年度は346人の方から57万3,262円いただいております。以上でござ

います。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございました。これも出た当初はＰＲとかキャンペーンをやりま

したので、多くの方が御寄附をくださったと思うんですけれども、イベントごとにこれをお知らせし
ていくとか、キャンペーンという形で年に何回かやっていただくともっと集まるかもしれませんので、
よろしくお願いいたします。
それでは、続いて、事務報告書の71ページです。これは財産貸付収入というところになると思うん
ですが、庁舎にある自動販売機、これは本当によく利用させていただいていて、大変便利だなと思っ
ているんですが、微妙にちょっと高いなということも感じていまして、このお金どうなるんだろうと
いうことをとても知りたかったんです。こちらの利益はそもそも何になるんだろうということを伺っ
たら、財産貸付収入になるということなんですが、ここに書かれている数字、448万7,194円のうち、
自動販売機の収入というのは幾らぐらいになるんでしょうか。
○【田代総務課長】

お答えいたします。自動販売機の収入は443万5,600円となっております。以上

です。
○【石井めぐみ委員】

ということは、財産貸付収入のかなりの部分が自動販売機ということですよ

ね。これは今、何台の自動販売機で400万円以上のお金が入っているんでしょうか。
○【田代総務課長】

市民ロビーに設置されている３台の自動販売機でございます。以上です。
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○【石井めぐみ委員】

３台で400万円以上稼ぐって、ちょっと驚いたんですけれども、この自動販

売機をほかの場所にもつけていただくことってできないんでしょうか。例えばなんですけれども、こ
れ以前、私、市長にお願いをしたんですが、城山さとのいえはゴールデンウイークですとか、あと夏
の間、子供たちがたくさん集まる場所になっているんです。夏、特にひまわり畑迷路なんかやってい
ると、熱中症になっちゃう方が出るんじゃないかと心配するぐらい、そうなんです。ただ、城山さと
のいえのほうでハーブティーを提供してくださったりするんでけれども、とてもそれでは対応できな
いような状況になっていると思うんですが、城山さとのいえに自動販売機を設置することはできない
んでしょうか。
○【三澤産業振興課長】

その件につきましては一度、過去に検討したことがございます。イベント

を開催しているときに飲み物１つ買えない状況はどうなのかということで、自動販売機設置の検討の
指示がありました。
先ほど委員のほうからもありました、城山地区でとれたお茶などをもともと提供させていただいて
いたと。あの地区でとれたもので飲料を提供することの意味というのは、城山さとのいえという施設
の性格からして意味があるだろうと思っているんですけれども、ただ、イベントのときにはとても足
りないというのがあるので、イベントの際にはこれまで実績もあります飲料販売をそのときだけにし
ていただくという対応をこれまでとったことがあります。あとは城山公園の自動販売機のすぐ近く、
30メートルぐらいのところに自動販売機がありますので、多少遠いと言われるかもしれないんですけ
れども、そういったところに御案内させていただくことによって飲料に対するニーズに対応していこ
うということで、一応そのような判断をしているところです。
○【石井めぐみ委員】

近所の自動販売機ということでは歳入にはもちろんなりませんし、あとそも

そも城山さとのいえに設置できない明確な理由というのはあるんですか。
○【三澤産業振興課長】

答弁申し上げます。特に置いてはいけないというものではなくて、あくま

で比較したときに現状のほうがいいだろうという判断で、自動販売機は置かないことを考えたという
ことです。
○【石井めぐみ委員】

庁舎にある３台の自動販売機で440万円稼いでいるのに、置かなくてもいい

というか、置くべきではないというお答えが返ってくるのは大変不思議です。例えばですけれども、
城山さとのいえのあの雰囲気を壊したくないから、置きたくないという理由でしたら、外観の部分を
城山さとのいえに合っているような美しいものにするとか、あと木で覆ってみるとか、そういう工夫
はいくらでもできると思うんです。
何よりも私が心配しているのは、例えば冒険遊び場で、500人から来る子供たちが熱中症になりは
しないか、小さいお子さんを連れたお母さんが子供のことに夢中になって、御自身が倒れちゃうんじ
ゃないかって、本当に現場にいると思うんです。それを考えると、ハーブティーというのはお客さん
が余りいらっしゃらないときは大変優雅にいただけるので、とてもいいと思うんですけれども、市民
の命を守るという点でも、それからもう１つ歳入をふやすという点でも自動販売機をつけていただき
たいんですが、どうでしょうか。
○【武川生活環境部長】

お答えいたします。先ほどの課長の答弁の中に検討したということがござ

いました。そういった中で景観のことも考え合わせまして、あと近くにあるということで今お答えを
させていただきましたが、市長からは実際に子供さんたちが熱中症とか、危険に遭うという話がござ
いました。そういった中で検討したところでございますので、改めて検討させていただければと思っ
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ております。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございます。検討した結果がよい方向に向かうことをお願いして

おきます。
それから、もう１つやらせてください。事務報告書の76ページの雑入になると思うんですが、広報
広告料収入です。こちらの収入は、恐らく広報くにたちとホームページのバナー広告が合算で記載さ
れていると思うんですが、これそれぞれどのくらいの収入があったのか教えていただけますか。
○【松田市長室長】

27年度の内訳でございますが、まず市報が189万5,000円、ホームページが144

万6,000円でございます。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございます。ホームページのバナー広告ですけれども、ホームペ

ージはリニューアルしたばかりということはあるのかもしれませんが、現在見たところ、空欄が大変
多いですよね。これは１枠幾らで、何件の契約があったのかというのを教えていただけますか。
○【松田市長室長】

１枠２万円でございまして、こちらは27年度で73枠、事業者数で申し上げます

と９事業者さんでございます。ただ、これはリニューアル前でございます。リニューアル前は右上に
も実はございました。こちらが１万8,000円でございます。以上でございます。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございました。歳入が少ない国立市の財政でございますので、こ

ういった広告でいただける部分というのはきっちりいただかないとと思うんですが、さらにふやす工
夫、例えば営業のようなことというのはやっていらっしゃるんでしょうか。
○【松田市長室長】

営業というか、現状出していただいている事業者さんが何かの事情で今回やめ

ますといった場合には、ちょっとしてからこちらからお電話を差し上げたりということは以前からし
ております。また、対前年度比で申し上げると、ちょっと今年は頭打ちというか、対前年度比３％増
なんですが、何かしらの方策というか、今後、増加の方策を考えていかなければいけないかなと認識
しております。
○【石井めぐみ委員】

私がちょっと残念だなと思っているのは、現在、広告を出してくださってい

る業者さんなんですけれども、恐らくたましんさん以外は国立市に事業所のないところではないかと
思うんですが、それは御認識していらっしゃいますでしょうか。
○【松田市長室長】

たましんさん以外にも、個人の方も組めて国立市に事業所があるところは入っ

ております。
○【石井めぐみ委員】
○【松田市長室長】

ホームページは。
ホームページですね。たましんさん以外にもあるという認識で間違いないかと

思うんですが、今、私が確認している限りでは、申しわけありません、後ほど確認して御報告いたし
ます。失礼いたしました。
○【石井めぐみ委員】

わかりました。ありがとうございます。ちょっと私が見たところでは、例え

ば多摩コンテナさんのコンテナ自体は国立市にあるんですけれども、営業所、事業所はほかの市とか、
都内のほうにあるところが多かったものですから。国立市の有料広告掲載に関する取扱要綱というの
があって、そのほかにホームページのほうの要綱もありますよね。その中には当然、市の企業さんを
優先するということが書いてあるんですけれども、残念ながら優先しますよと言っているのに乗って
こないということは、つまりこのバナーがほとんど市の業者さんにとって魅力がないんじゃないかと
思うんです。
そこで１つ、これはできるかどうかわからないんですけれども、伺いますが、いわゆるターゲット
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広告ですね、ホームページの中で、例えば出産とか育児をした方のところにはドラッグストアが出る
とか、市内の業者さんでそれにかかわるようなところが出る、こういった広告はつくれないんでしょ
うか。
○【松田市長室長】

まず、技術的な部分で申し上げますと、今現在の事業者さんでクリアできると

いう確認はとっております。あとはどういったものが表示されるかとか、あるいはページに表示され
るものは何であるべきかとか、そういったことはもちろん考えなければいけないのと、あと改修にか
かる費用が発生してくるということでございます。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございます。先ほど申し上げた国立市有料広告掲載に関する取扱

要綱の中でも、広告が市民の役に立つことということも書いてあるんです。市民の役に立って、しか
も国立市の企業にちゃんとお金が入っていくという、両方がいい形になるようにできればいいなと思
っています。
あと場所です。今の場所だと、あの下までたどり着くことができないんじゃないかと思うんですが、
もう少しいい場所にかえるということはできないんでしょうか。
○【松田市長室長】

そちらも技術的には可能でございます。例えば、今トップページの次の１個下

がったところに表示しておりますけれども、それを少し上の位置に上げるということも検討は可能で
ございます。今後検討してまいりたいと思います。
○【石井めぐみ委員】

ありがとうございます。国立市の場合は特に観光課みたいなものがなくて、

あと広報の場合も明らかな広報課という感じのところがないので、ホームページが切りかわったばか
りでやりにくいところとか、難しいところがあると思うんです。ＰＲというのはこれからの自治体経
営にとっても大変重要なところだと思いますので、ぜひ力を入れてやっていただきたいと思います。
私からは以上です。
○【稗田美菜子委員】

それでは、何点か質疑させていただきます。総括質疑の角度で、大きなとこ

ろで質疑をさせていただきたいと思います。
まず、平成27年度の当初予算をつくるに当たりまして、行政経営方針を立てたと思います。それと、
今のこの決算ができ上がって、一連の事務執行をしたというところで、その行政経営方針に対してど
ういった決算ができたのかというのを評価するとなると、当局はどういう評価をしたのかお伺いしま
す。
○【黒澤政策経営課長】

平成27年度行政経営方針では、財政上の当面の目標を赤字地方債に頼らな

い収支均衡と経常収支比率の改善とするとしておりましたので、そこについては達成したと考えてご
ざいます。
○【稗田美菜子委員】

財政のところではそうだと思うんですけれども、事務執行の面でほかのとこ

ろもあると思うんですが、いかがでしょうか。
○【黒澤政策経営課長】

平成27年度の行政経営全体としては、進行管理という点では行政評価の施

策の評価を中心にやっているんですけれども、その施策の評価自体としてはそれほど芳しくなかった
ということがございます。ただし、それまでいろいろとやれた事業がたくさんあったということがあ
りますので、市政全体としては停滞したことはなかったと考えてございます。
○【稗田美菜子委員】

わかりました。財政のところについてはとても積極的に行われたと思うんで

すけれども、行政経営方針のところについて多少むらがあるのかなという思いがありましたので、ち
ょっと質疑をさせていただきました。
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そこで、せっかくですので、総括のところで財政について聞かせていただきたいと思うんですけれ
ども、決算特別委員会資料№60というのを当局の方が出してくださいました。健全な財政運営に関す
る条例に基づく財政運営判断指標ですよね、新たな指標というものです。全部で６つの指標を出して
みて、健全化判断比率とはまた別に、国立市の財政を考えていく上でこの６つに絞りましたと言って
条例をつくって、これに基づいて判断していくということで、他の委員の御答弁の中にもありました
が、これについての目標値みたいなものはこれから分析をして、出していくといった御答弁でした。
ただ、ここまで26市全部出したこと、それから一番下の下段３つについては類団平均を出しているこ
と。しかも比較をしたいと考えている中央線沿線の近隣市を考えている。ある程度どういったことを
目標に出したのかなというのがちょっと見えるような気がしたので、一度出してみて、国立市はどう
なっているのか、他市はどうだったのかというのをお伺いいたします。
○【黒澤政策経営課長】

今回も後に資料を出させていただいています。その中で、これまでも委員

さんから、例えば中央線沿線市と比べてどうなのかといった御意見をいただきました。そのような観
点、いただいた御意見をもとに、例えば今回、中央線沿線市を出しております。さまざまな見方があ
ろうかと思いまして、目標を定めるに当たり26市平均がいいのか、類団平均がいいのか、中央線沿線
市平均がいいのかという、まず大きな３点が考えられるということで、今回ここに出しております。
例えば中央線沿線市と比べた場合どうかというところですけれども、経常収支比率は武蔵野市や三
鷹市とは差がありますけれども、そのほかのことはそれほど差がなかったりもしています。ただし、
この数値とは関係ないところ、例えば28年度の話でございますが、同じ普通交付税の不交付団体が仲
間入りをしております。ただし、その中身というのは全然違っておりまして、私どもの財源超過額は
約５億円でございますが、立川市は50億円の収入超過、武蔵野市に至りましては110億円の収入超過
でございます。そのように人口規模、財政規模が大きく違うとはいいましても、そこを見ると愕然と
するようなこともございます。一方、類団を見ますと、類団の中では、国立市は比較的、数値として
はどれもいいほうにおります。
そのようなことも含めまして、どのあたりを目標として定めていったらいいのかということをこれ
から考えてまいりたいと思っております。
○【稗田美菜子委員】

わかりました。ありがとうございます。実際に調べてみて数字として見たと

きに、あくまでも類団平均は、一定のサービスは、ここまでは最低限のサービスですよという指標に
すぎないと考えていますし、目標値は中央線沿線市平均、一般の市民の方がどこに住もうかなと考え
たときに、基準となるのは通勤のルート。その中で考えたときにどこまでの距離かといったら、沿線
を考えるのがいいのかなといったことで出していただいたのではないかと考えていますが、沿線市に
ついては内容が全然違うということまで理解できたと。
これから先にこれを分析するんですけれども、その分析が非常に大事だと思うんです。決算の前に
どうしてもこの分析が私は欲しかったと思っているんですが、間に合わないとのことだったので、こ
こまででということで理解するんですけれども、その分析というのは予算のところまでは出るのか、
それともそれよりもっと前に既にある程度出ているのかお伺いいたします。
○【黒澤政策経営課長】

予算のときにお示しさせていただきたいと思っています。それで、あと１

つわかったことは、この数値は単年度だけを見ても仕方がない。複数年度これから見てまいりたいと
いうことがございますので、そういった点では毎年毎年ブラッシュアップをしていきたいと考えてお
りますので、温かく見守っていただければと思っております。
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○【稗田美菜子委員】

わかりました。ありがとうございます。経年変化も含めてしっかりとやって

いくということと、まず分析をちゃんとしていただくということでした。
これとは話がちょっとそれてしまうかもしれないんですけれども、財政状況資料集のほうの分析な
どは現在どのようになっているのかお伺いいたします。
○【黒澤政策経営課長】
○【稗田美菜子委員】

財政状況資料集。総務省が出している大きいのです。

○【黒澤政策経営課長】
○【稗田美菜子委員】

済みません。資料のお名前もう一度お願いします。
済みません。そちらのほうは現在まだ分析が済んでおりません。

わかりました。手元で調べられるのが平成26年度のものでしたので、27年度

はどうなっているのかなと思ったので、ちょっとお伺いいたしました。
26年度のもので考えて、少し数値は改善したのかなというところを前提に考えていくと、経常収支
比率90.3には改善しましたけれども、弾力があるというところまでは言いにくいのではないかなと。
あわせて単年度実質収支比率を考えても緩やかに下がっているので、きりきりのところで何とかやり
くりしているのかなという印象を持っておるんですが、他の委員から多くの質疑がありましたけれど
も、普通建設費などを含めて大きな財政支出が起こるといったことについて、どういった財政運営を
ここから先やっていこう、方針をとっていこうとしているのかお伺いいたします。
○【黒澤政策経営課長】

御指摘のとおり、まだこれから国立駅周辺の整備ですとか南部地域の整備、

あるいは南部地域の魅力向上、待機児童対策、公共施設マネジメント、多くの財政的な課題が残って
おります。
その中でもこの条例をきちんと守り、なおかつきょう御審査いただいております健全化判断比率の
指標ですとか、私どもが出している財政運営判断指標等々、さまざまな角度からまず皆様にも御報告
をさせていただき、我々も分析をしていき、悪化しないように何らかの手だてを事前に打っていく。
例えば財政状況が健全化に向かっていることは間違いないんですが、ただし健全な財政だったら行財
政改革をしなくていいのかというと、そういったことは全くないと思っています。この近隣である武
蔵野市さんは断トツで財政状況はいいんですけれども、この３年を見ましても保育料の見直しですと
か、施設使用料の見直しですとか、下水道料金の見直しを武蔵野市さんですら行っています。ですか
ら、我々も、そのあたりは将来の備えも踏まえまして、健全な財政を保つためにはやっていかなきゃ
ならない。そのようなことを考えてございます。
○【稗田美菜子委員】

わかりました。具体的に、こういったことは他市で行われているということ

までお答えいただきましてありがとうございます。
次の質疑に移らせていただきます。平成26年度の決算に比べて、平成27年度は改善したというふう
には数字上は理解しておりますが、実際にやってみて、問題があればどこに問題点があったのか、課
題点などがありましたらお伺いいたします。
○【黒澤政策経営課長】

監査委員さんの意見書で御指摘いただいたような細かい事務のミス、例え

ば誤記のところで会計監査がなかったというところは、私どものところを通過してのことでございま
すので、そのあたり気づけなかったとか、細かいことは多々ございました。大きなところでいえば、
幾つか予算のとき考えていなかったプラスの影響でございますが、例えば消費税交付金が思ったより
来たとか、地方交付税も不交付で見たけれども来たとか、そのような点は結果的にはよかったんです
けれども、これが逆だったということを考えると、予算の編成の際にはより詳細なものを積み上げて
いかなければならない。そのようなことが反省点かなと思っております。
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○【稗田美菜子委員】

監査委員さんからの御指摘も受けて、問題点としてそれは意識しているとい

うことで理解いたしました。
そこで、それに対しての改善点、あるいは改善方法、改善方策が現段階でできてないといけないと
思うんですが、どういったことを考えているのかお伺いいたします。
○【黒澤政策経営課長】

基本的には、ミスのことは各課がまず一義的には考えていく。それを取り

まとめて監査委員のほうにこれから御報告をさせていただくことになっておりますので、そのような
ステップを踏んでまいります。あと、財政運営上につきましては、条例が施行されたということで、
この条例について全庁的により意識を高めたいということで、29年度予算の編成の説明会を先日行っ
たんですけれども、その際に条例を意識した話、それから監査委員さんの御指摘があったことを意識
して庁内に周知しているところでございます。
○【藤江竜三委員長】

質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。
午後３時２９分休憩

──────────────────

◇

──────────────────
午後３時４４分再開

○【藤江竜三委員長】

休憩を閉じて議事を再開いたします。

質疑を続行いたします。稗田委員。
○【稗田美菜子委員】

続きまして、質疑させていただきます。収入増の観点から質疑させていただ

きたいんですが、携帯電話のアンテナの基地局なんですけれども、設置することによって設置の賃貸
料のようなものが発生して、そこについて収入増が望めるのではないかと考えるんですが、市の中で
そういったことを検討したことがあるのかどうかお伺いいたします。
○【黒澤政策経営課長】
○【稗田美菜子委員】

市として、そのような歳入増の観点から検討したことはございません。

アンテナですので、国立市に電波がつながりにくいという現状などもあった

りして、この間も地震の緊急メールが入らなかったりということも話としてありますし、私自身もそ
うだったりしたことがあるんですが、情報インフラ、通信インフラが行き渡るという観点からも、歳
入増の観点からも検討していくことができるのではないかと考えるんですが、いかがお考えでしょう
か。
○【黒澤政策経営課長】
○【稗田美菜子委員】

新たな御提案ですので、検討してまいりたいと考えております。

わかりました。歳入増という観点で、今回はそういうふうに理解いたしまし

たので、私の質疑は以上にさせていただきます。
○【渡辺大祐委員】

今まで結構具体的な議論が多かったと思いますので、ポジティブではなく、シ

ンプルな質疑をさせていただきたい思います。
これは当然の一般論として、人口が減れば納税する割合が減って、歳入減少の見込みが立つ、高齢
化等が進むことによって歳出の増が見込まれるという状況の中で、１つの住民福祉の向上という目的
に向かって、そのために財政を健全な状態にしていかなければならないということはどういうことか
いうと、歳入をふやすのか、歳出を減らすのか、この２つのシンプルな２択しかないだろうと。この
バランス感覚の兼ね合いだろうと思います。
当然、歳入増を図る取り組みをしながら、歳出減の取り組みもする。その両方になるということは
もちろん私も承知はしているところですが、ただ、国立市が国立市として自律的に運営をしていくと
いう前提に立ったときに、歳入増を図る取り組みと歳出減を図る取り組み、自律的に考えたときに、
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どちらがより現実的で、より着手しやすい選択肢なのか。外部に依存の割合が高い低いということを
考えたときに、先ほど黒澤課長の答弁の中にスクラップという言葉があったと思いますけれども、国
立市として今後、人口減少、少子高齢化、ストックマネジメント等々の課題に歳出増が見込まれる中、
歳入増を図るのか歳出減を図るのか、自律的に運営するときにどちらがより現実的で、より着手しや
すい選択肢だと考えていらっしゃるのかということについて御答弁をいただければと思います。
○【黒澤政策経営課長】

なかなかシンプルにお答えできないかなと思っておりまして、これはどう

しても行政としては両面必要だと考えております。歳入をふやす努力も当然必要、歳出を削減してい
く努力も当然必要。ただし、両方とも一朝一夕にはいかないということで、両方難しいんですけれど
も、どちらもやっていかなければならないと考えております。
○【渡辺大祐委員】

まさに今の御答弁も当然といえば当然という話なんですけれども、ただ、私が

特に着目をしているのは自律的にやっていくというときに、どこまで外部要因に影響されやすいのか
ということは１つポイントとして押さえておかなければならないと思うんです。というのは、人口減
少、これは多分、外部的な要因だと思うんです。はたまた歳入の部分に関していったときに、例えば
国や都の交付金といったものも外部的な要因で、要は自分の意思決定でどうにかできるものではない。
要は取り組んだことによって直接的に成果を上げられるものなのかというと、必ずしもそうではない。
しかし、一方で歳出減というところで、例えば事業のスクラップということをやれば、もちろん大
変タフで、困難な道のりが想定される。けれども、国立市がやるんだと一度旗を振って進んでいけば、
それは自分の取り組みとして、成果を上げるための取り組みというのは一定の形を残し得るだろうと
いう考え方があるといったときに、これ以上話を進めていくと歳出の部分に入ってしまいますので、
それはあす以降に譲りまして、質疑を終了したいと思います。
○【関口

博委員】

先ほど他の委員の質疑に対して臨時財政対策債の件で答弁があって、黒澤課長

のほうから、佐藤市政になってからは臨時財政対策債は借りない方針だという話をされたんだけれど
も、この理由は何ですか。
○【黒澤政策経営課長】

赤字地方債に頼らない財政、もともと佐藤市長が１期目の公約として財政

改革を掲げて当選されたということがあろうかと思います。
○【関口

博委員】

臨時財政対策債の交付団体になっている場合の対応というのは違いますよね。

交付団体になっていれば補塡されるということがあるわけでしょ。そうすると、そっちのほうがいい
ように働くんだけども。だとすると、赤字公債に頼らないという方針だけでは市の財政を考える上で
は不十分じゃないかと思うんだけれども、その辺はどうなんですか。
○【佐藤市長】

これはいろいろありまして、確かに前政権、あるいは元政権の中で必要あって臨時

財政対策債をお借りしたので、それをまた交付税による回収が可能であるという大前提のもとで行っ
てきたということがあろうかと思います。
私自身、長年、国立市に奉職させていただいた経験からしても、職員のモチベーションを確保する
意味、あるいは後年度負担、つまり未来の後を継いでいただく人たちに負担をより軽減していただく
ということを考えていくと、私自身の当時の選択肢の中に後者の職員のモチベーション、あるいは後
年度負担をやめる、そしてそのことを自律的に市民が行っていただくということを選択いたしまして、
声高に庁議の席上において、あるいは予算編成時においてこのことは私は否定して、新しく財政健全
化、自律の道を選んで、借財には少しでも頼らない、そういう国立市財政を目指していこうという決
意のもとに、自分で政策として考えたものでございます。
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○【関口

博委員】

借財を少なくするというのもそのとおりだと思います。その方針は全く私も同

感です。
ただ、臨時財政対策債が導入されたときの経緯と国の方針等を考えていくと、国立市として国が十
分何かやってくれていればいいですけれども、やってないところで、市というのは知恵を使わなきゃ
いけないと思うんです、財政に対しても。今、歳入増にするのか、歳出減にするのかといったときに
知恵を働かせることというのは大事なので、臨時財政対策債、今は不交付だから、意味がないという
ことでやるというのはわかるんですけれども、これが交付団体になったときには、やるということは
国立市にとっていいと思うんです。そこは職員のモチベーションというのが１つあって、そこがよく
わからないんですけれども、後年度負担をなくすという意味では臨時財政対策債を借りたほうがいい
という場合もあるので、そこは長として、きちっと職員に言っておいていただいたほうがいいかなと
思うんですけれども。
○【佐藤市長】

私自身、平成23年、2011年、本日は28年、2016年と。時代を経験し、そこで得た結

果を見てみれば、私自身の選択は間違っていなかったと私は確信しております。しかし、その過程に
おいて、そのときの為政者である私がというよりも、私の政策に賛同いただいた多くの市民の皆様方
と、そしてそれを現実に政策として議論をいただいた圧倒的多数の市議会における賛同を得たもとに、
協業として行った結果として７万5,000の大多数の市民の御理解と、それから市議会における協業と
して得た結果をベースにして得た利益だと私自身は思っておりまして、その結果ありきという視点で
物事を申すのは決して間違いであった戦略だとは思っておりません。
○【関口

博委員】

市長になられたということは、政治的なあれはわかるんですけれども、そうじ

ゃなくて、財政的な問題をきちっと考えたときに、結局、結果を見てといったときには、国がちゃん
とそういうものを補塡しなかった。国立市はすごい負担を強いられてしまったと。そういう結果を見
て、だから臨時財政対策債を使わないんだというのであるならば、私はそれはそれでわかるんです。
国は負担しなかった。今まで国が言っていたことと違って、国はちゃらんぽらんなことをやったと。
それで、結果を見て、私は臨時財政対策債をやらないというのはいいと思うんです。ですから、そこ
はそこで終わらせます。そういう意見だということを聞いていただければ。
資料№６のマイナンバー制度と住基ネット・システムの支出についてということで、これは国庫補
助金があるんですけれども、国庫補助金が合計で5,900万円、契約金額は１億1,300万円で、補助金の
ほうは収入になると思うので、そこでお聞きするんですけれども、国の補助率が52％ぐらいなんです。
これは法定受託事務であるわけですから、そういう中で52％の補助金しか来ないというのはどういう
ふうに考えているんでしょうか。
○【矢吹情報政策担当課長】

補助金が契約金額の約52.3％ということですが、これは10分の10を３

分の２というのがあるんですが、そもそもこれは自治体の規模別に、それとシステムの類型別に上限
額が設定されておりまして、その上限が限度ということで、実際の支出額はそれ以上かかっていると
いうこともありまして、約50％というパーセンテージになっております。
○【黒澤政策経営課長】

申しわけありません。補足でございますが、直接の国庫補助金とは別に特

別交付税を369万円いただいております。以上でございます。
○【関口

博委員】

369万円なんて大したことないと思うんだけれども、法定受託事務でやらざる

を得ないのに52％という、これは369万円を足すと五十何％になると思うんだけれども、これは自治
体として国に言っていかなきゃいけないことだと思うんです。これは法定受託事務なんだから、
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100％でやれというのが本来のことではないかなと思うんですけれども、そういう要望をぜひとも市
長会とか、そういうところで上げていただきたい。三鷹市長はよく言っていますけれども、国立市長
もそういう意味ではこれを100％しろというぐらいのことを言っていただきたい。
というのは、資料の裏を見ると、住基ネットに係る支出、これは国庫補助金ゼロなんです。ゼロと
いうことは、結局、最初は補助金を政府からやれやれと言ってやらせておいて、だんだんなくなると
いうのが国の方針ですよね。都の方針もそういうふうになるんだけども。だから、ここのところは賢
く自治体は財政運営をしていただきたいと思っています。
○【重松朋宏委員】

私のほうからは、事務報告書の62ページ、社会資本整備総合交付金で国立駅周

辺整備分に１億4,200万円程度が支出されています。この後の8.1.2.②というのが後ろの328ページの
自転車対策に係る事業に充てられているんですけれども、これは南口の駐輪場の建てかえの設計委託
2,300万円と用地買い戻しの７億5,500万円、土地の買い入れも含めて充てられたというふうに見てよ
ろしいのか伺いたいと思います。
○【中島交通課長】

社会資本整備総合交付金の１億4,210万円については、用地の買い戻し用の補

助ということになっております。
○【重松朋宏委員】

それでは、土地開発公社用地取得に係る事業、残りの16億4,000万円分は事務

報告書の77ページの複合施設等用地取得事業債と、丸々100％市の借金ということになっているんで
すが、これはなぜなのか伺いたいと思います。要するに社会資本整備総合交付金の対象になぜならな
いのかということです。
○【北村国立駅周辺整備課長】

社会資本整備総合交付金になりますものにつきましては、都市再生

整備計画に計上される事業ということになります。都市再生整備計画に計上されている事業につきま
しては、旧国立駅舎再築事業と高架下の市民利用施設の部分、あと自転車駐車場の３事業ということ
になりますので、それ以外の事業につきましては補助金はつかないということになります。以上でご
あります。
○【重松朋宏委員】

ということは、もし都市再生整備計画の中に基幹事業として位置づけていたら、

16億円の用地取得にも社会資本整備総合交付金が少なくとも数億円分は入っていたはずなんじゃない
かと思うんですが、なぜ関連事業ということで外してしまったのか、その点を伺います。
○【北村国立駅周辺整備課長】

こちらの複合公共施設整備事業につきましては、先日の９月議会の

委員会の報告でもさせていただきましたけれども、複合公共施設整備計画の基本計画の27年３月の素
案と今回の案という形で、民間事業者の活力を活用していく形の事業を考えております。その関係で、
こちらの事業の自由度も含めた形で、交付金を得ない形の事業を考えていたということになります。
以上でございます。
○【重松朋宏委員】

つまり土地再生整備計画をつくったときは、南口複合公共施設はＰＦＩ方式で、

民間に土地を貸して民間のほうで建物を建てて、事務報告書の71ページにある財産収入として毎年１
億円前後見込まれたので、土地再生整備計画の中には入ってこなかったということですよね。
ところが、１年たって、ＰＦＩではなくて、市の公共事業としてやって、その中に民間に入っても
らいましょうというふうに基本計画そのものが変わろうとしているわけなので、それだったら当初か
ら土地再生整備計画に入れておけば、土地の買い戻しにも交付金が億単位で得られたんじゃないかと
思います。この点は指摘しておきますが、それを今からこの土地再生整備計画に入れることは可能な
のか。そして、土地は買ってしまったんですけれども、せめて上物だけでも社会資本整備総合交付金
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の対象にすることは可能なのかどうか１点、再度伺います。
○【北村国立駅周辺整備課長】

済みません。先ほど委員おっしゃっていただきました素案時のモデ

ルにつきましては、ＰＦＩではなくて、一般定期借地権方式での試算をしたという形になります。
案の形になりますけれども、案の形につきましては今回はＰＦＩ的事業、いわばＤＢＯという形で
試算をしているところでございますけれども、こちらにつきましてもそれでフィックスしたものでは
ございません。今後、最も有利な形の事業として民間活力を活用するような形を考えておりますので、
それを受けますと、今回は補助金ではない形で考えたということになります。
先ほどの社会資本整備総合交付金に今回これを追加することにつきましても、現段階に追加という
形は難しい部分がございますので、それは難しいということになります。以上となります。
○【重松朋宏委員】

わかりました。私の錯誤のところがありましたので、そこは訂正しますけれど

も、国立市としては国の交付金を億単位でみすみす逃してしまうことになりそうだということが確認
できました。
次に、事務報告書の69ページ、繰越明許で地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金で1,500万
円弱、これはいわゆるプレミアム商品券ですよね。このところ事故繰越ではなくて、国が補正予算を
２月に上げて、３月に自治体に補正をさせて、10分の10で補助をさせておいて、そのまますぐ繰り越
すというのが安倍政権になって４年連続しているわけですけれども、その一環として、私にはばらま
かれたようにしか見えないプレミアム商品券が、1,500万円の事務経費をかけて6,000万円分のプレミ
アム商品券を売り出すということなんですけれども、そのことによってどれぐらい消費喚起がされた
のかという分析はされているのか、まず伺いたいと思います。
○【三澤産業振興課長】

今、委員がおっしゃったとおり、このプレミアム消費券事業につきまして

は、プレミアムの1,000万円、事業費の500万円、市民の皆さんが御負担された5,000万円、トータル
で1,500万円のコストがかかったというふうに見ていますけれども、それがほぼ換金されたわけです。
その先でどうなったかというのはわからないんですけれども、プレミアム商品券でいえば、単純に市
内で6,000万円分の消費が生まれたわけですから、そういった経済効果だったということに尽きると
思います。以上でございます。
○【重松朋宏委員】

そんなのでいいんですか。決算特別委員会資料№59で、我々が求めたわけでは

なく、市のほうで自主的に、同じ交付金でも地方創生先行型については一応懇話会の意見として出さ
れていますよね。だけど、地域消費喚起生活支援型について、内部評価でも構わないとは思うんです
けれども、事後評価はすべきじゃないんですか。でないと10分の10で補助が来るからやってしまおう
という発想は、昔ながらの国からの補助があるから公共事業をやりましょうという発想と変わってな
いじゃないですか。せめてやったことについての事後検証というのは必要だと思いますが、いかがで
しょうか。
○【三澤産業振興課長】

この事業は商工会に委託させていただきまして、事業実施をしたわけです

けれども、当然ながら報告はいただいていますし、分析もさせていただいています。どの商店でどれ
だけ使われたのか、あるいはＡ券というのとＢ券というのがありました。Ａ券というのはどこの店舗
でも使える、Ｂ券というのは1,000平米未満の中小規模の店舗で使える。それぞれどういった金額で、
どういうふうに使われたというのは、当然ながら分析はしていただいているところです。ただ、その
事業自体がどうだったのかというところまでは、さすがに分析はしてないところです。
○【重松朋宏委員】

だから、分析は必要じゃないですか。地域消費の喚起が目的なので、それは一
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体どれぐらい果たされたのか、あるいは果たされなかったのかというのがないと、また同じことを。
国がやることなので、自治体はっておっしゃるかもしれないですけれども、自治体のほうで形上はメ
ニューを考えて申請して、国からプレミアム商品券という形で出てきたわけじゃないですか。そのこ
との目的に合わせた事後分析というのはきちんとしておくべきだと思いますが、いかがでしょう。
○【三澤産業振興課長】

申しわけないんですが、手元に数値はないんですけれども、利用者の市民

アンケートを実施させていただいています。この中に、プレミアム商品券によって既存で買っていた
ものを買ったもの、日用品ですね、日用品に使った場合と、このプレミアム商品券がないと買わなか
ったというのがあったので、そういう分析は加えているところで、それなりの効果はあったと考えて
います。
○【青木淳子委員】

それでは、事務報告書歳入、76ページ、雑入について質疑をさせていただきま

す。駅跨線橋広告料収入は谷保駅と矢川駅に分かれるということですけれども、それぞれの収入額を
教えていただけますでしょうか。
○【田代総務課長】

お知らせします。平成26年度につきましては谷保駅が176万4,000円、27年度が

75万6,000円、矢川駅につきましては26年度ゼロ円、27年度につきましては22万500円となっておりま
す。以上です。
○【青木淳子委員】

ありがとうございます。平成26年度に比べて収入が落ちているのは、他の委員

も聞かれていましたが、工事のために大口の業者が撤退したということと、あと矢川駅の収入がふえ
ていますけれども、その理由を教えていただけますか。
○【田代総務課長】

お答えいたします。27年度、谷保駅のこちらのほうで減額ということもありま

して、まず矢川駅のほうでも今まで、階段の蹴上がり部分といって、上がって表面に見える部分なん
ですけれども、そこだけが広告の場所になっておりました。そこでは今まで会社さんは入らなかった
んですが、改めて、階段を上がってエレベーターホールのところに広告ができる場所をふやしたとこ
ろでございます。
○【青木淳子委員】

広告主がよりいいところを求めた結果、努力していただいて、広告主ができた

ということだと思います。29年、バリアフリー化の工事が完了しますと、完成後には広告場所はどち
らになりますでしょうか。
○【田代総務課長】

お答えいたします。谷保駅につきましては、現在も階段の壁の部分、蹴上げ部

分、通路部分の改札を出て正面の部分が広告の場所になっていますので、位置的には変わりません。
以上です。
○【青木淳子委員】

改札を出て正面からずっとつながっていくという、場所としては目につく、い

い位置ではないかと思います。広告というのは企業イメージが大事になるので、新しくなってきれい
になるということは広告主の方にとってもいいことですので、ぜひふえるように努力をお願いしたい
と思います。
谷保駅、矢川駅のそれぞれの乗車人数の推移はわかりますでしょうか。
○【田代総務課長】

お答えします。乗車人数につきましては「統計くにたち」、またＪＲのホーム

ページの数字でいいますと、谷保駅につきましては26年度が１万98人、27年度が１万259人で、プラ
ス161人。矢川駅につきましては26年度が7,830人、27年度が8,058人、プラス228人となっております。
○【青木淳子委員】

ありがとうございます。微増ですが、ふえていることがわかりました。また、

５年ぐらいの経過ですと、さらにふえているということをヒアリングでお伺いしております。契約期
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間が切れるときに、引き続きお願いしますということで言っていただいていると思いますが、その言
葉に添えて、広告主の方は大事なお客様であるという考えに立って、乗車人数がこのようにふえてい
ますよとか、また付近にマンションが建設されてファミリー層がふえていると考えられますとか、そ
うやってお伝えしながら、契約期間が延長されるような努力をお願いしたいと思います。
それでは、同じページのごみ分別表広告料収入についてお尋ねいたします。こちらの裏の広告を見
ますと、御不用なピアノやレコード、ＣＤや着物、骨董品を買いますという広告を載せていただいて
いるんです。ごみに出す前にリサイクルしてみてはいかがでしょうかとの思いが伝わってくる広告に
なっています。また、減量とは違った形で伝えていただいていて、よくできているなと感じました。
広告主の方ですけれども、どのように集めたのか教えていただけますでしょうか。
○【山田ごみ減量課長】

年間おおむね8,000部ほど配布しておりますので、年に１回、募集してご

ざいます。まず、職種ですけれども、リユースショップ、リサイクルショップ、リペアショップ等に
限定いたしまして市報等で公募してございますが、職員が直接伺って、営業で獲得している場合が多
くなってございます。
○【青木淳子委員】

ありがとうございます。ごみ減量課の職員がみずから汗を流して、苦労して見

つけられていたということがよくわかりました。ごみ減量課だからこその目線の広告主の開拓、セレ
クトだったと思います。この広告収入の使い道ですが、どうなっていますでしょうか。
○【山田ごみ減量課長】

こちらのほうは当然ごみ処理費に充てられるのですが、印刷製本費がおお

むね10万円弱でございますので、そこに充てさせていただいています。
○【青木淳子委員】

ありがとうございます。これは特別会計になりますけれども、介護保険べんり

帳も今の分別表と同じ方式であると聞いています。実際に介護保険サービス事業者広告一覧というの
が載っています。この広告料によって、印刷代金の一部または全部が賄われるということで、歳出削
減につながっていると思われます。また、手にとる市民の方にとっても役立つ情報を得ることができ
るという利点があります。行政で広告媒体になり得るものは、このほかにも数多くあると思います。
郵便物で、封筒にも広告を出していると聞いています。この点についてももっといろいろ媒体があり
ますので、進めていくことが可能であると考えますが、この点に関してはいかがでしょうか。
○【薄井特命担当部長】

広告につきましてはこれまでも取り組んでまいりましたけれども、なおそ

ういった余地がないかどうかというのは検討してまいりたいと考えております。
○【青木淳子委員】

広告主にとっては、市の広告に掲載されていることで、これは安心、良心的な

イメージを与えることができるという声があります。ぜひ積極的に各課それぞれのつながりのある企
業へアプローチして、地道ではありますが、歳入増への取り組みをお願いしたいと思います。
もう１点、生ごみ処理容器売払代金についてお尋ねいたします。平成26年にはなかったものですけ
れども、ミニキエーロのことだと思いますが、これは何個分にあたりますか。
○【山田ごみ減量課長】

48基分になります。生ごみ処理機のミニキエーロでございますが、平成25

年度からモニター事業といいまして、モニター講習会に参加してくださった市民に配布を行っていた
のですが、モニター講習会に参加できない市民にもお使いいただけるよう、市が購入した金額の５分
の３を控除した金額で市民に提供しております。
○【青木淳子委員】

家庭ごみ有料化の実施方針（案）が報告されましたが、生ごみを減量できるミ

ニキエーロの反響はいかがでしょうか。
○【山田ごみ減量課長】

今年度もモニター事業等を通して普及をしているところでございますが、
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モニター事業は大方定員20名で募集しているのですが、必ず30名以上の応募が来まして、１回１回お
待ちいただくような状況でございます。
○【青木淳子委員】

今後、家庭ごみ有料化へ進んでいく、どうやったらごみを減量できるのか、こ

れは主婦は真剣です。実は私も、最近、家庭ごみを減量したいと思ってこのミニキエーロを購入しま
した。今後も市民センターで行っていくと思いますので、もっともっと積極的にミニキエーロの宣伝
をしていただきたいと考えますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○【小口俊明委員】

それでは、歳入を伺います。基本的に決算概況を見ながら質疑したいと思いま

すけれども、まず一番大きなところでは開いて１ページのところに歳入とあります。歳入総額という
ふうに記されていて、310億6,960万円ということでありまして、前年比プラス7.9％、22億6,789万円
のプラスと。その次の段では、平成27年度は国立市の普通会計歳入決算額において、過去最大規模と
なりましたという記述があります。この認識のもとでその要因というもの、先ほど来の各委員の質疑
の中で市債の関連で一部ありましたけれども、総括して、全体として歳入という角度から大きな規模
という理由づけ、またその意義について当局の見解を伺います。
○【黒澤政策経営課長】

歳入の状況でございますけれども、先ほど来委員さんもおっしゃられたと

おり、一番大きかったものは土地開発公社用地の買い戻しに伴うものでございます。そこが大幅増の
１つの大きな原因と。それから、地方消費税交付金の増、こちらも７億5,500万円ほどの大幅な増加
がございました。また、幾つか細かい点で申し上げますと、自動車取得税交付金が1,500万円ふえて
いたり、国庫支出金におきましても社会資本整備総合交付金、先ほど御議論がありましたけれども、
あちらがふえていたり、そのようなことで歳入全体としてはかなり伸びたということがございます。
内訳については、先ほど来の御議論があったりとおり、地方債が大幅な増となっている。そのような
状況でございます。
○【小口俊明委員】

そうしますと、今後の見通しですけれども、例えば平成28年度はもう少し圧縮

された形を見込んでいるのかどうか、今後の見通しについて伺います。
○【黒澤政策経営課長】

平成28年度の当初予算では思ったよりは下がらなかったということがある

んですけれども、ここまでの規模の予算決算というのは、例えば何らかの国の交付金がなければ、し
ばらくはないんじゃないかと思います。この先大きなことがあるとすれば、学校等の建てかえのとき
かなと思っております。
○【小口俊明委員】

わかりました。また今後、議会としても注意深く見ていきたいところでありま

す。
次に、同じ決算概況の次の２ページのところ、金額は少ないんですけれども、長年の懸案でありま
した長野県菅平高原市民自然の家建設用地の売却収入ということであります。これは本当にこういっ
た形で決着してよかったというふうにも思っておるところですけれども、このことについて簡単に御
報告願います。
○【田代総務課長】

お答えいたします。菅平用地につきましては過去から普通財産として抱えてい

たものでございますが、今回、隣の土地を持っている西東京市と共同で売り払いをすることができま
した。売り払いするに当たりましては、ヤフーのインターネット公売などを利用して売り払ったもの
でございます。売り払い金額としては、菅平用地のほうは195万6,382円ということで精算されたもの
でございます。以上です。
○【小口俊明委員】

ありがとうございました。これで長年の課題が解決したなと思いました。
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それから、次に４ページですけれども、個人市民税、法人市民税ということで、先ほど住友委員が
個人市民税の質疑をなさっていて、そのときに皆さんも気がつかれたかと思うんですが、住友委員は
スルーされたので改めて私が聞きますけれども、１行目から２行目にかけて、これ何て読むんですか。
約１億、数字がなくて「万円」と書いてあって、これはどうなんだろうと思いますけれども、いかが
でしょう。
○【黒澤政策経営課長】

大変申しわけございません。こちらは１億円のマイナスが正しい表記でご

ざいまして、１億万、「万」は誤字でございます。大変申しわけございませんでした。
○【小口俊明委員】

冒頭、決算の資料の中で間違いがあったということで報告もありましたけれど

も、決算概況においてもこういったところがあるということは、しっかりと気を引き締めて事務執行
に当たっていただきたいと思います。
それから次に、先ほど別の委員がくにたち未来寄附のことに触れていました。旧国立駅舎再築のた
めにという項目があってということでありました。これについて、私はまた少し角度をつけて伺いま
すけれども、これには目標があったと思います。その目標に対して、平成27年度取り組みによって最
終的に今どういう状況になっているのか、また28年、27年度中はどうであって、28年最新の状況とし
てどの辺のところまで目標の到達点に来ているのかを伺います。
○【黒澤政策経営課長】

旧国立駅舎再築のためにでございますが、目標額は１億円でございます。

現況でございますが、平成28年８月31日現在で累計約8,600万円でございますので、目標に対する達
成度は86％といったところでございます。平成27年度でございますが、旧国立駅舎再築のためにつき
ましては、335件、1,369万3,200円いただいております。引き続きＰＲ等に努めまして、目標達成に
邁進してまいりたいと思っております。以上でございます。
○【小口俊明委員】

その見通しはいかがですか。

○【黒澤政策経営課長】

旧国立駅舎の土地につきましては、収用事業という認定がおりたというこ

とがありますので、ここが市のものになった暁には確実に駅舎は戻るということで、さらに御寄附を
いただける方がふえてくるのではないかと思っております。
○【小口俊明委員】

という予測のもとで、現にそういう見通しも立っているという理解でよろしい

ですか。
○【黒澤政策経営課長】

これは市長の指示もございまして、土地がはっきりするまでは、財界では

ないんですけれども、一部団体でＰＲ等を控えているところがございますので、そのあたりのＰＲを
やっていくことによって必ず達成できると思っております。
○【小口俊明委員】

ぜひ期待をしております。

それからまた、別の話ですけれども、先ほど公明党会派の青木淳子委員も広告収入のことで聞いて
おりました。１階を歩きますと、市の窓口にこういう封筒がありますよね。既に平成27年度でも市役
所職員の皆さん努力して、広告がちゃんと入っていますね。市民に渡す、例えば住民票をとりにきた
方々にお使いいただく封筒、こういう広告が既に入っているものをやっていて、これは非常にいいな
と思ったところです。
そしてまた、せっかくいいことをやっているので、一般的なこういう、これは何も広告は入ってな
いんですよね。これは共用封筒と呼ばれるような、こういったところでまだまだ。紙の媒体って市民
に直接手渡されるものですから非常に有効だし、また広告効果も高いんだろうと思いますので。先ほ
ど来の質疑の中で各担当部局が広告を集めてくるとか、そういった努力の一部も報告、そしてまた紹
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介をされていましたけれども、窓口の事例を見ますと、広告を取り扱う事業者にお願いしてやってみ
たんですよね。郵宣企画という名前が入っています。こういうところが広告主さんとのやりとりとか、
その辺を調整していただくとか、現にそういうことをやっていらっしゃるんだろうと思いますから、
そういったところのノウハウも活用して、ほかの媒体もよく検討していただくようにお願いをしたい
んですけれども、今後の取り組みについて何か考え方がありましたら伺います。
○【黒澤政策経営課長】

まず１点は、印刷物については、予算編成の査定の段階で、積極的に広告

は入れられないのかというお話をしております。そういうことでいいますと、平成28年につきまして
は子ども便利帳というものを作成しますけれども、そこで広告を入れるということが決定しておりま
す。そのように常日ごろから努力、注意をしてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
○【小口俊明委員】

そこで、民間のノウハウを持っているところの活用というのはどういうふうに。

○【黒澤政策経営課長】

現時点で、そこについても検討しているものはございます。以上でござい

ます。
──────────────────
○【藤江竜三委員長】

◇

──────────────────

まだ質疑をされる委員がおりますが、決められた時間がまいりましたので、

以上をもって本日の委員会はこの程度にとどめ、明30日午前10時から決算特別委員会を開き、引き続
き総括質疑、債権の放棄についてに対する質疑及び一般会計決算歳入全般の審査に入り、一括して質
疑を行います。
本日はこれをもって散会といたします。
午後４時３０分散会

− 63 −

国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。
平成２８年９月２９日

決 算 特 別 委 員 長

藤
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