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○議員（太田宏司君・登壇）：おはようございます。 

私が議員になってから１年を過ぎようとしており

ますが、勉強不足もあり、村の財政というか会計の

仕組みがなかなか理解できません。 

この度、多少とも私になじみがある企業会計を取

り入れた新公会計での貸借対照表が発表されました。

それを基に４点ほど質問をさせていただきます。 

猿払村の財政健全化を推進する上で、新公会計制

度導入に期待する効果と課題ということで質問をし

たいと思います。 

自治体の会計は、現金主義会計であり、企業会計

で用いられている発生主義、複式簿記ではありませ

ん。借金である地方債の起債すら予算書においては

歳入であり、起債できれば黒字にできる。つまり、

うまく借金をできれば、単年度会計において黒字会

計にできるという仕組みです。黒字会計という言葉

が基金のとりくずしや借金の増大という財務体質の

悪化を覆い隠してしまう懸念さえあります。基金や

地方債残高の増減だけでなく、将来必ず建て直しに

必要な建物の建設資金や、職員の退職金のように、

そのときのために準備が必要であるものについては、

あらかじめ長期的な視野に立って資金を考える必要

があります。企業会計ではそれが当たり前の考えで

す。 

私は複式簿記発生主義会計の考え方を公会計に導

入することで、現金主義会計は見えづらい財政が、

よりわかりやすくなることに期待するものです。 

９月の定例会において配付の新地方公会計基準モ

デルによる財務書類４表が配付されました。貸借対

照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金

収支計算書でありますが、私は新公会計制度の目的

は財政の状況を村民にわかりやすく説明できるよう

に活用するとともに、その過程で収集された情報を

有効に活用し、財政健全化を実現していくことだと

思います。 

１点目の質問です。定例会において配付された基

準モデル、猿払村の平成２１年度財政運営の総括に

おいて、経常収支１２億円のプラス、公共資産整備

マイナス４億円、投資財務的収支マイナス８億円、

総括として堅調な財政運営となっておりますが、村

長の感想をお聞かせ下さい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

最初に企業会計について述べられておりましたの

で、それに最初少し触れたいと思います。 

企業会計は、企業が経理を行う場合、企業会計原

則に基づいて作られる会計でございます。７つの原

則に基づき、客観性のある会計であると私は思って

おります。しかし、その目的により、多少の違いが

ございます。つまり、証券取引法に基づく有価証券

報告書に記載される投資家のための決算書、商法に

基づく債権者のための決算書、そして我々にもっと

も身近であります税法に基づく税務署のための決算

書、それらは微妙に違いがあり、そして利益も違う

ことが多々あります。要は目的により手法も変化す

るということですが、企業会計の根本にあるのは企

業会計原則であると私は信じております。 

さて、平成１２年の地方分権一括法ののち、地方

分権が叫ばれ、住民が理解しやすいように企業会計

をとりいれようと国の要請により我が猿払村も平成

１３年から総務省モデルの貸借対照表、行政コスト

を作成したところであります。平成１８年、行財政

改革推進法を契機に、新地方公会計制度の整備が位

置づけられ、平成２３年度までに整備が必要とされ

ました。そこで２１年から猿払村におきましても段

階的に専門業者と委託契約を行い、整備を進めてま

いったところであります。 

実際、分析等で使用されるのが来年度とのことな

ので、正直なところ新モデルに関しましてはまだ完

全に精査はしておらず、まだまだ単式簿記と複式簿

記の整合性に私は疑問を持っております。また、一

番重要であります固定資産の評価についても、発生

主義的データから作成するとなっておりますが、こ

れもこれだけでは不十分と考えております。 

したがいまして、今感想を聞かれましても、正確

にはお答えできませんが、今の段階での感想として

お聞き下さい。ただし議員がおっしゃるとおり、こ

の会計の目的が住民であり、住民のために役立つ会

計とは私も十分に認識しておりますので、この段階
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でまだまだ新モデルを完全に理解していないという

点は、深くお詫び申し上げます。 

さて、２１年度財政運営に関わる総括であります

が、議員ご指摘のとおり、資金収支計算書、いわゆ

る企業会計におきますキャッシュフローの考え方に

より、経常的収支１２億７，４００万円の剰余金で、

公共資産整備収支４億２，９００万円のマイナス。

それと投資財務的収支８億１，３００万円のマイナ

スを埋め、この結果、期末資金残高１億１，５００

円となったところであります。これは、地方税の別

枠の交付と、これまでの行財政改革の取り組みが効

果として現れたものであり、一定程度の安心感を私

は持ったところであります。ただし、交付税の別枠

交付は、現時点では来年度以降廃止が検討されてお

りますが、様々な取り組みを継続し、皆様とお約束

しております実質公債費比率１８％を２４年度まで

に切ってまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：資金収支計算書にお

いて、期首資産残高が８，３００万円、期末資金残

高が１億１，５００万円、差引すると３，２００万

円の資金を増やすことができたと。行財政改革の取

り組みの効果が表れているが、まだまだ様々な取り

組みを継続していて実質公債費比率１８％を２４年

度までに切るという村長の決意だと思います。 

 当然厳しく難しい猿払村の経営を続けていかなけ

ればならない、厳しい財政状況の中、できることで

きないこと、先延ばしせざるを得ないことを村民に

理解していただき、その上で安心して暮らせる元気

な猿払村にしていかなければならない。大変難しい

村の経営だと思います。しかし猿払村役場をひとつ

の会社としたなら、一番の営業品目は住民サービス

だと思います。そのために職員がいて、また施設が

整備されている、そう考えます。 

厳しい村の財政状況を認識した上で、これからも

安心して暮らし続けられる地域であるために、現在

の施設、設備を維持していく必要があると思います。 

 ２０年度決算からですか、採用された基準モデル

は固定資産がすべて網羅し、台帳が整備されている

とのことです。導入に際し、担当職員は大変な事務

量であったと思うところですが、言うまでもなく、

システムは有効に活用しなくては意味がありません。

固定資産をすべてリストアップし、公正価格に基づ

いて評価することにより、公共資産の現在の価値が

わかり、またこれから継続して減価償却をすること

により、将来の資産更新のための必要額が推計でき、

計画的な維持補修などにより、資産の延命化を図り、

更新時期が集中するのを避けることができると思い

ます。  

 ２１年度の行政コスト計算書において、減価償却

費として２０年度は約７億６，２００万円、２１年

度は７億３，８００万円。これはインフラ以外の減

価償却費です。いただいた資料で見ますと道路・公

園・上下水道の減価償却費は２１年度で１３億１，

２００万円、合せますと年間約２０億５，０００万

円です。いわゆる箱モノといわれる建物としての公

共施設以外にも、上下水道や道路などインフラ系と

呼ばれる多くの公共施設が村民の生活を支えていま

す。社会資本の維持管理また更新に多額の費用が必

要になってくると思われます。 

２点目の質問ですが、維持補修の考え方について

お尋ねします。 

国も地方も財政状況が好転する材料が乏しい中、

高齢者や子どもたちへの支出の増加が見込まれます。

村の財政も厳しさが増すと思われます。維持補修も

更新時期の先延ばしに伴い、補修費の増加が懸念さ

れます。綿密な維持補修計画を立て、対処療法的な

維持補修から、予防保全的な維持補修に改め、施設

の長寿命化を図るとともに、維持補修に要する負担

の平準化を図る必要があると思います。耐用年数に

応じた中長期的な更新計画は立てられているのか。

また更新に備えた特定目的基金の考え方についてお

尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの２つ目の質

問にお答えしたいと思いますが、その前に今議員が

おっしゃっておりましたけれども、インフラ整備に

関して１３億円の減価償却をしているということで

ありますが、先ほども私公会計がわからないといっ
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た意味のひとつ、まだ精査していないといったとこ

ろのひとつは、その減価償却をしながら、この公会

計におけるここにあります皆さんにお渡しした資料

がございますけれども、この資産の部の中において

資産の中から外されると、その辺の意味がちょっと

どういう整合性があるのか、その辺がちょっと私が

まだ理解していないものですから、この辺も煮詰め

たいなと思っているところでございます。 

 ２つ目の質問にお答えします。平成２５年で猿払

村は９０周年を迎えますが、現在使用されておりま

す公共施設等が建設されたのは昭和５０年の中ごろ

からであります。特に今我々がいるこの庁舎が建設

されたのが平成４年であり、そのうち平成１１年、

１２年、１３年までにかけての建設が多くなってお

ります。そのような経過から、この数年間公債費の

負担額が大きくなり、財政を圧迫しておりました。

それとともに当たり前のお話しですが、更新の時期

が過ぎ、また迫ってきております施設設備等も当然

ございます。耐用年数に応じた更新計画は立ててい

るか、そのための特定目的基金についてのご質問で

ございますが、現状一部の事業で営繕計画が立てら

れておりますが、全体としての公共施設設備等の耐

用年数に沿った中長期的な維持補修計画は作成して

おりません。しかし、今後将来においての大きな課

題と認識しております。 

 今回の来年度予算方針におきましても、長期的更

新計画については、すでにあります公共施設管理基

準に基づき、十分に検討し、長期営繕計画を作成す

ることを職員に指示したところであります。 

 そのような中で、この度ご提案する一般会計補正

予算第８号において、将来の歳出に備え、公共用施

設維持補修基金積立金３，０００万円の予算積立を

計上しております。 

 今後もあらゆる行財政改革等を実行し、最大限の

剰余金を見出し、可能な限りこの予算積立を継続し、

住民福祉につなげてまいりたいと考えているところ

でございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今、村長の答弁にあ

ったように、インフラ資産３４１億４，４００万円

の減価償却はバランスシート上には確かに載ってい

ません。 

しかし、土の中にあるインフラ資産も見えないう

ちに古くなって使えなくなっていきます。 

会計上２０億円弱の資産の減少があり、年を追う

ごとに古くなっていくわけです。 

今後も同程度の住民サービスを続けていくために

は、対処療法的な補修ではなく、やっぱり長期的な

視野に立った維持補修計画というのは大切だと思い

ます。 

耐用年数イコール建物設備の寿命ではありません

が、大事に使い長持ちさせる村民のそうした心構え

が大切だと思います。しかし、将来必ず更新の時期

が来ます。今年度３，０００万円の公共用施設の基

金を積立するということですが、基金を増やしてい

くことが将来の実質公債費比率の増加を防ぐことに

なるのかなと思います。 

３点目の質問に入らせていただきます。 

前の質問と重なる点もありますが、公営住宅の更

新についてお尋ねいたします。 

私の調べた範囲ですが、猿払村の公営住宅は２１

年度末で２７６戸ですが、昭和４０年から４４年に、

４０年以上前ですね、建てられた住宅が２０戸。３

５年以上前、４５年から５０年に建てられた住宅が

５０戸。３０年以上前に、昭和５１年から５５年に

建てられた住宅は５４戸あります。公営住宅法によ

る耐用年数は、木造及び簡易耐火構造平屋建てで３

０年。簡易耐火構造２階建てで４５年。耐火構造平

屋及び２階建てで７０年です。耐用年数の３０年以

上前に建てられた住宅が合わせて１２４戸、率にし

て４５％の公営住宅が耐用年数を過ぎ、老朽化して

います。約半数の公営住宅が老朽化している事態を

どう捉え、今後どのように更新していくのかお尋ね

いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：３つ目の質問にお答え

する前に、先ほどのご意見の中にございましたけれ

ども、できるだけ積立金を計画的にやっていきたい

というのは間違いないのでございますが、ただし余
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裕がなければできないことになります。そうならな

いように最大限の努力をしてやっていくということ

でございます。 

先ほども申し上げましたように、別枠の交付税が

なくなるとか、いろんな客観的外部の状況がある場

合もございます。その中でも積立をやっていくこと

ができるのかどうか、そのときのその年度の住民福

祉サービスを下げることになるかもしれないという

こともありますし、その辺のジレンマは理解してい

ただきたいなと考えております。 

それでは３つ目の質問にお答えいたします。 

 村営住宅管理戸数は１４団地で２５８戸を管理し

ております。そのうち議員ご指摘のとおり、耐用年

数３０年を経過している戸数は１２４戸あり、率に

して４８％となっております。 

 昭和４０年代に建設され、すでに３７年以上経過

している公営住宅が、鬼志別団地で３２戸、浜鬼志

別団地で１８戸、浅茅野４戸、合計５４戸となって

いる現状ですが、そのうちすでに建て替え住宅とし

て取り壊し予定が２０戸でございます。 

 また、昭和５０年代に建設された公営住宅は、豊

里団地３６戸、知来別団地１４戸、浜猿払団地８戸、

猿払団地８戸が耐用年数を経過しております。 

 今後においては、来年度計画しております公営住

宅長寿命化計画の中において、高額所得者と収入超

過者に対し持ち家制度を活用し、住み替えをお願い

し、低所得者、高齢者等の供給戸数の見直しを図る

こととして、財政状況と合わせて補助及び助成制度、

賃貸住宅等を考慮し、耐用年数が経過している公営

住宅を選考して更新する方向で検討してまいります。 

 また、厳しい財政状況の中、更新が遅れる団地に

ついては、修繕補修費等で補ってまいります。 

 なお、第６次総合計画において、高齢者住宅の建

て替えを急がれている鬼志別団地に来年度調査設計、

平成２４年度に１棟４戸の公営住宅の建設を計画し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先ほども申したとお

り、村の財政状況が大変厳しいのは理解していると

ころです。 

 しかし、活力のある猿払村とするために、村の人

口を増やす、つまり村に住んでいただかなくてはな

りません。浅茅野地区において、牧場に勤務されて

いる方が住宅がなく、浜頓別から通っているとの話

も聞きます。酪農も大規模化され、家族・従業員で

は対処できず、また高齢化により従業員を求める事

態が予想されます。 

 現在の公営住宅で、先ほど建て直しという話もあ

りましたが、戸数的に大丈夫なのかどうかお伺いし

ます。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷 厚君・登壇）：お答えしたいと

思いますけれども、先ほど村長が言いましたとおり

１２４戸の部分が耐用年数が切れてきていると。こ

の年数でいきますと相当時間が全戸かかるという計

算になってきます。 

 ただし高額所得者とか収入超過者につきましては、

その部分については今後出る義務があると、公営住

宅法ではですね。そういう部分がありますので、そ

の方々と持ち家制度とかそういう部分を精査しまし

て高齢者とかそういった低額所得者に対しての絶対

戸数が何戸ぐらい必要なのだろうという計画をです

ね、先ほど言いました長寿命計画、来年計画を立て

ます。その段階で戸数を決めてまいりたいと。その

中で将来的な建設年次等におかれましても検討して

まいりたいと、そういう考えでおります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：高額所得者との精査

をするという今の答弁だと思うのですけれども、例

えば今高額をもらっている方でも、必ず年金とかそ

ういう事態になっていくと思うのです。そうすると、

ある程度高齢者老人福祉住宅みたいな考えの増設と

いうか、そういう考え方が当然必要になってくると

思います。 

 先ほど村長の答弁にもありましたが、高齢者住宅

を建てていくということですが、高齢者住宅の整備

というのが急がれるのではないのかなと考えており

ます。 
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 ４番目の質問に入らせていただきます。 

 今後村の経営は、村民に対する説明責任をより一

層果たすとともに、経営の視点を確立することでよ

り効率的・効果的行政運営を行うことが必要と思い

ますが、当村の新公会計は基準モデルを採用してい

ます。総務省改訂モデルとの大きな違いは、固定資

産の評価の仕方、台帳の整備をする段階の違いでは

ないかと考えます。将来的に公会計の財務書類も監

査を受けることになった場合でも、基準モデルなら

十分堪えうるということですが、私も基準モデルの

方が継続性、信頼性において優れていると思います。

しかし、村民に対する説明という点で私も含めてで

すが、なかなか村の財政を理解するのは難しいと思

います。どうしても財政規模、人口の類似している

自治体、あるいは近隣の自治体と比較して理解する

ことが多いわけです。基準モデルを採用している自

治体は、２２年３月末で指定都市を除く市区町村で

は作成済み１，１０２団体に対し、総務省改訂モデ

ルが８４３、率にして４８．７％、基準モデルは７

７団体、率にして４．４％、作成中の自治体でも２

４．７％が総務省改訂モデルに対し基準モデルは１．

９％です。バランスシート上の純資産、住民一人当

たりの資産と負債の割合、世代間の負担割合に違い

が出てくるのではないかと思うのですが、どの程度

の公表をしていくのか、またどのように活用してい

くのかお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの４つ目の質

問にお答えする前に、先ほど議員も高齢者住宅の必

要性を唱えてくれました。私も最大の課題といたし

まして、この高齢者対策は今５月から毎月プロジェ

クトチームを作りまして、検討しております。高齢

者住宅のこともその中の一環でございますので、ご

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは４つ目のただいまの質問にお答えいたし

ます。 

 私が議員の折、総務省モデルにつきまして私も質

問したことがありました。その際、前の村長とは見

解が一致したのでありますが、あまり現実的なモデ

ルではないというのが互いの認識でございました。

その理由といたしましては、議員もご指摘のとおり

固定資産の評価でありました。 

 最初の質問でもお答えいたしましたが、基準モデ

ルに関しましては、法律的に義務付けがなされるの

が来年度ということもあり、まだ精査中であります。

他の市町村においてもまだ採用している数が少ない

のはそのような理由からではないかと思っておりま

す。しかし、議員の指摘にもあるように監査にたえ

うるということであれば、必ず住民説明等で役立つ

モデルでありましょう。しかし、そのモデルで住民

に説明するからには、当方としてもしっかりと根拠

を確認しなければなりません。例えば先ほど冒頭に

も申し上げましたが、企業会計も様々あります。証

取法に基づく基準、商法・税法に基づく基準、その

中のどれなのか。発生主義の基準も一義的なもので

はありません。どの時点で発生とみなすのか。先ほ

ども申し上げましたが、インフラ資産の評価を認め

ないのが正しいのか、固定資産の評価についてもま

だまだ不明瞭であります。その他にもいろいろござ

いますが、個々に精査して法律的に義務付けがなさ

れる時期までに精査理解したいと思っております。

当方が完全に理解できなければ住民にはわかりやす

く説明できないと思っておりますが、しかし議員も

私も含め、複式簿記の発生主義で経理を行ってきた

人々にすれば企業会計で説明してくれた方が馴染み

やすいし、わかりやすいです。住民もそのような方

が大多数だと思いますので、企業会計でわかりやす

く村民に説明できるよう今後も努力してまいります。 

 また、すべての役所で取り入れられれば、それな

りの数値、平均値が出てまいりますので分析に役立

ちます。少なくとも我々が使う今の企業における基

準値、例えば流動比率１．５とか、自己資本比率２

０％から３０％等の比率は、このモデルでは残念な

がら参考にはなりません。全役所がこのモデルを取

り入れ、新たな基準値ができたとき、このモデルを

取り入れる意義が出てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先にも言ったのです

けれども、今回のこの公会計制度の導入の目的とい
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うのは、システムを整えたりそういうことではなく、

その過程で減価償却費とかいろいろな数値とかを取

り入れて行財政改革をしていくことだと思っており

ます。そのためには、職員の方々も今までやってい

た現金主義会計だけではなく、今回のこの公会計制

度を理解して複式簿記のある程度の研修も積んでい

ただけたらと思っております。今まで答弁ありがと

うございました。 

以上、財政健全化を図るため新公会計制度に期待

する効果と課題ということで質問させていただきま

した。この会計制度の改革の要点は、当然のことな

がら制度やシステムを整えることが目的ではないと

考えています。右肩上がりの経済から定常経済、つ

まりゼロ成長への夢へ、大きく将来の認識が変化し

た今、先行きを見通す行財政運営がこの村にも求め

られていると考えています。村長の経営手腕を期待

しまして、私の質問を終わらせていただきます。 


