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 私が田原本町議会議員にならせていただいて４年目を迎えることができました。後

援会の皆 様には平素ご支援ご協力を頂き、大変感謝いたしております。  
 さて、本年１月に田原本町は桜井磯城合併協議会から離脱をし、当分の間、自立をしていくこ とになりました。そこで今回は自立をしていくための

田原 本町の今後の財政問題について一般質問をいたしまし た。 

又、今年度は町議会議員選挙が予定されており、こ れからの地方議会又町議会議員としてのあるべき姿に ついて今一度原点に戻り、もう一度考え

て見ようと思い、 研修会などに参加をし思ったことを載せさせていただき ました。  

 後援会の皆様には今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお 願い申し上げます。 

 

 

■ 平成十七年度 第一回定例会《一般質問》 ■ 
 

 議長のお許しをいただき一般質問をさせていただきます。  

 今回の質問は、今後の町財政についてお伺いしたいと思います。  

 平成 17 年２月 17 日に、桜井市立図書館で開催されました桜井・磯城法定合併協議会から、 田原本町が正式に離脱を表明し、実質的には自立

の道を選択したわけでありますが、今後は 大変厳しい町財政を運営していかなければならないわけであります。平成 16 年度において、地 方自治

体の財政運営に大きく影響しました三位一体の改革でありますが、これは今さら申し上 げるまでもなく、平成 14 年度小泉内閣の骨太の方針、いわ

ゆる「経済財政運営と構造改革に 関する基本方針２００２」を受けて、地方６団体が設置した地方自治確立対策委員会の緊急提 言から動きだしたよ

うに思います。内容は省略いたしますが、国においては、すでに平成 16 年 度から具体的に三位一体の改革に着手をしてきました。地方分権一括

法が施行されて、真の 分権型社会の構築に向けて動きだしたわけですが、地方自治の原点とも言うべき財政的自立 の面では、抜本的な措置は取

られていない状況にあると思います。  

 こういう状況のもと、田原本町の平成 16 年度の内容を歳入について特に見てみますと、普通 交付税、特別交付税合わせて平成 15 年度に比べ

て６８２０万円の減、この財源不足を補う臨 時財政対策債の限度額、つまり借金の限度額ですが、平成 15 年度に比べてこれも２億１２００ 万円の減。

一方、税源移譲財源である所得譲与税の配分は、田原本町には５５１２万円となっ ているだけであります。  

 これが平成 16 年度の実態でありますが、先の地方６団体が示した補助金等の削減計画は３ 兆２０００億円、これに対する政府与党の改革案は、

昨年の 11 月 26 日ようやくまとまって、２兆 ８３８０億円、そして税源移譲額は、17 年度 18 年度２年間で２兆４１６０億円、その差、４２２０億 円は基本

的に税源移譲額を削った計画になっている感じがいたします。こういった中で、田原 本町として町財政のアンバランスを明確にして、地方分権のメリ

ットを生かした展開が重要に なってくると思います。しかし今のところ、国や県からの援助は必要ですし、地方が頑張れば彼 らの譲歩を引き出すこ

とも可能ではないでしょうか。今のままでは地方切り捨てになってしまい ます。  

 冒頭にも述べましたように、田原本町は法定合併協議会から離脱し、自立の道を選択したの  

ですが、このままでは大変厳しい財政を強いられるわけでありますが、そういった諸問題のうち  

次の３点についてお伺いします。 

 

  ● 第一点目 ●  

 ■ 平成 17 年度の予算編成について ■  



 

 
平成 17 年度の予算編成上の問題である臨時財政対策債でありますが、平成 16 年度に比べますと、平成 17 年度は 23％減になってい るようであ

ります。この歳入の減少についてはどのような見込みを 立てて予算編成をされたのか、お聞かせください。 

 

   ○ 福西総務部参事答弁  
 １点目の、平成 17 年度の予算編成上の問題点である臨時財政対策債が、平成 17 年度は 23％ 減になっていることについて、どのような見込み

で予算編成をされたかとのお尋ねでございま す。  

 まず、予算編成に当たりましては、歳入見込みにつきましては、国は翌年度の地方財政全体 の収支の見込みを地方財政計画として策定をされま

して、それをお示しになります。そこで、新 年度の予算、歳入見込みにつきましては、この地方財政計画に示された各種の指数等を参酌 いたしまし

て、歳入予算の見込みを積算いたしたものでございます。ちなみに、新年度の地方 財政規模の総額は、前年度対比１・１％の減とされております。

そこでお尋ねの臨時財政対策 債につきましては、平成 17 年度は前年度決定額対比、23・１％の減となっております。この減 額幅は各団体ともお

おむね定率でございまして、田原本町は前年度当初予算対比で１億２１１ ０万円の減となっております。また、普通交付税等臨時財政対策債を合

わせたものが従来の 普通交付税でございます。地方財政計画では、総額で４・５％の減とされております。田原本町 の平成 17 年度の見込みにつ

きましては、25 億１８２０万円で、前年度当初予算対比９１１０万 円、３・５％の減の見込みをいたしております。昨年度に引き続きまして減額となった

ところでご ざいます。  

 一方、町税や所得譲与税等の増を見込みましたが、一般財源は前年度対比いたしまして３・  

５％の減となった次第であります。このような減少の見込みによりまして、歳出の抑制等を図  

る、予算編成をいたした次第でございます。 

 

  ● 第二点目 ●  

■ 歳入の減少という事態をふまえて ■  
 歳入の減少という事態をふまえて、歳出とのバランスをとる上で、何を重点に置いて予算編成 をされたのか。町財政の抜本的な見直しはされたの

か、お聞かせください。  

 

 ○ 福西総務部参事答弁  
 歳入の減少という事態をふまえて、歳出とのバランスを取る上で何を重点的に置いて予算編 成をされたのか、とのお尋ねにつきましては、歳入が

大変厳しい状況にあります。しかしなが ら、義務的経費の扶助費や公債費が年々増大いたしております。こういったことから、退職者 の不補充によ

る人件費の抑制、また、経常経費の見直し、普通建設事業などの削減によりま して歳出の抑制を図りまして、収支のバランスをとったものでございま

す。限られた財源でござ いますけれども、継続中の事業を中心に、分野ごとに重点化を引き続き実施いたしたところで ございます。なおも不足する

財源につきましては、基金を取り崩しまして対応いたしたものでご ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。  

 

  ● 第三点目 ●  

 ■ 平成 18 年度以降財政運営について ■  
 平成 18 年度以降の財政運営をどう見ておられるのか。むだな支出を見直して、歳出の抑制 と新たな財源の確保をどうするのか、具体的な対策を

お聞かせいただきたいと思います。 以 上で質問を終わりますが、答弁の内容によっては自席で再質問をさせていただきたいと思いま すので、よろ

しくお願いします。 

 

○ 森 町長答弁  
 ３番、植田議員の今後の町財政についてのご質問にお答えをしてまいりたいと思います。  

 ３点目の、平成 18 年度以降の財政運営をどう見ておられるのか。むだな支出を見直して歳出 の抑制と新たな財源の確保をどうするのか、具体的

な対策についてのお尋ねにつきましは、 今後の町税収入の動向や、国の三位一体の改革による本町への影響、また、基金の残も少 額な状況であ

る中で、扶助費や公債費などの増加、また、本町のいわゆる三大事業を始めと する取り組むべき課題が山積をいたしております。また、事業実施に

当たりましては、先ほども ちょっと答弁いたしましたように、基金の設置などを図っていかなければならないと考えており ます。  

 このように、今後とも非常に厳しい財政運営が続くものと予測をいたしておりまして、平成 18 年度以降の財政運営については、昨日の新年度の重

点施策方針で申し上げましたように、事 務事業、組織機構の総点検、また民間活力の活用など、行政運営の効率化や行政コストの削 減、さらには

歳入の積極的な確保を図り、歳入規模に見合った財政構造へと変革を遂げる必 要があります。  

 これに加えまして、今後職員定数の適正化や人件費の見直し、各補助金の見直し

や手数 料、使用料の適正化などを含めまして、行政改革を推進し、健全な財政運営

に努めてまいりた い、このように考えている次第でございます。  



 

 
 以上、答弁を終わらせていただきます。 

 

       ● 再度質問 ●  

   ■ 平成 18 年度以降財政運営について ■  
 

ご回答をいただきましてありがとうございました。  

 私は、今回の質問において、大変危機感を抱いております。先ほど、堀内議員のほうからも 質問がありましたけれども、清掃工場の問題、新設工

事をする上で、この財政問題は避けて 通れません。今回質問させていただいた理由の一つに、私が住んでいる西竹田地区に清掃工 場がございま

す。この問題で、今町長にも汗をかいていただいて、大変ご苦労をかけていると いうふうに思っております。昨年にも、この清掃工場の問題につい

ては質問をさせていただき ました。先ほどの回答で大体わかりましたけれども、約 55 億円から 60 億円ぐらい新設で清掃工 場を造ることに対しては

費用がかかると。その費用をどうやって捻出できるのか、本当に捻出 できるのか、本当に建設できるのか、このことについて非常に不安を覚えており

ます。  

 先ほどからも回答いただきましたけれども、新しい清掃工事を建設する費用、これ

は循環型 社会形成推進交付金と言うらしいですけれども、人口５万人以上、いわゆ

る４００平方キロメー トル以上の地域を構成する市町村での枠組みでないと補助の

対象にならないと。もう少し言い ますと、例えば、対象事  

 

業費総額の積算の枠組みが３分の１ですけれども、循環型社会の形 成をリードする

先進的なモデルについては２分の１出るというふうに私は聞いておりますが、そ うい

ったことでも約 30 億円から 40 億円かかります。もうひとつは、現在の清掃工場を撤

去する 費用、これも相当前にも質問させてもらいましたときに言わせてもらいました

けれども、10 億円 ぐらいおそらくかかるのじゃないかというふうに聞いておりま

す。                                         
 私は、やっぱり清掃工事は、今、継続の話はありますけれども、前提とし て撤去はしていただきたいと思っております。本当に撤去できる予算、財 

政面でできるのかどうかのお答えをいただきたいなと思って今回の質問を させていただきました。できましたら、先のことはわからないという話になる 

のかもわかりませんけれども、お答えをいただきたいなと思っております。 よろしくお願いします。  

 

○ 森 町長答弁  
 お答えをいたします。  

 新しい施設を建てるといたしますと、先ほど渡邊部長が答弁いたしましたように、かなりの財 源が必要かと、このように考えております。したがいまし

て、一般財源、起債等を使いながら新 設に向けまして努力をしなければならないと、このような考え方をいたしております。先ほどの 答弁では、約

55 億程度になろうかと、私思いますけれども、そうしますと、今の制度の中では、 すべてが起債対象になりますと、その 75％は起債と。その裏打ちと

して交付税で 30％の措置 があるやに聞いておりますけれども、これとて一般財源を確保するには大変しんどいというよう な考え方をいたしておりま

す。  



 そういったことで、先ほども答弁いたしましたように、いずれにいたしましても、永久的にその 場所にお世話になることはできませんし、新たな場所

でやっぱり建設しなきゃならんということ の考え方をいたしております。基金を設けながら、前向きに進めてまいりたいなと、こういうよう に考えており

ます。  

 また、撤去につきましても、これは先ほどお述べのように、５億ないし 10 億はかかるというよう なことでございますので、まず初めに、いずれにしまし

ても、新しい場所への新設を考えた後に おいて、それを考えなければならんと。今現在は、撤去までちょっと今答弁はしにくいところでご ざいます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

     特 集  

  ■ これからの地方議会について ■  
 

 今年、３月 19 日にまちづくり後援会が橿原市の社会福祉総合センターでありました。  

 先に発表された２００３年の流行語大賞のひとつに「マニフェスト」が選ばれました。その受賞 者は元三重県知事で早稲田大学大学院教授の北川

正恭氏でありました。内容はこれからの 地方議員のあり方についての講演でしたが、私は大変共鳴するところがあり今回の後援会だ よりで紹介した

いと思います。  

 北川さんは総選挙前の講演の中で、聴講者に「あなたに総理大臣になってもらいたい」と言 われ、次のように答えたそうです。  

「あなたは考え方が古いねぇ～。私はこれから各政党にマニフェスト選挙を行うように、

訴えに 行きますよ。私が総理になるよりも、この方が日本を変えることがで  

 

きますから」北川さんは「マ ニフェストは北京の蝶々だ」と述べています。北京の蝶々

とは、「一羽の北京の蝶が羽ばたく と、次々と仲間の蝶が共鳴し、大きな風を起こし

て、ニューヨークにハリケーンを起こす」という 複雑系の理論です。北川さんはまさに、

今回の総選挙で北京の蝶々になりました。  
 サッカーＪリーグが創設されてから 10 年が経過しました。Ｊリーグ創設を議論していた時に、 川渕三郎さん（日本サッカー協会キャプテン）が「時期

尚早というやつは、百年たっても時期尚 早という」という名台詞をはかなければ、ワールドカップは日本で開催されることはなかったに 違いありませ

ん。川渕さんも紛れもなく、北京の蝶々でした。  

 こんな話を聞いていて、３月 26 日に東京で「21 世紀分権時代における地方議会のあり方研修 会」があるというので参加をいたしました。 マニフェ

ストとは「政権公約」と訳すのですが、今までの公約はできてもできなくてもどうでも良 い約束でしたが、マニフェストは事後検証可能な公約です。  

 首長（町長や市長や知事など）はマニフェストを掲げて選挙ができますが我々地方議員はマ ニフェストで選挙をすることは大変難しい事になります。

なぜなら行政に対して一人の議員では 提案できないのです。 首長には提案権があるのですが議員は行政のチェック機関ですので、「こんなまちづ

くりを提 案したい」と思っても、過半数の議員の賛成がなければどうにもならない事になります。  

 そういう中で「会派」が重要になってくるのですが、自分の意見と違う議員と会派は組むことは 大変難しい事になります。  

 しかしながら今後は民主主義（住民が主役と言う事）を第一に考えて、自分に何ができるの か、何をすべきなのかを考えながら実行に移していか

なければならないと思いました。 

 

民の声は神の声 
  ■ 駅前整備について ■  
 

 今年度の駅前整備の予定については、県や国などに事業認可の申請や補助金の申請など を行い、今現在は認可が下りてきました。  

 今年の後半からは用地取得にかかり平成 20 年までには用地取得を完了し、実施設計に入る 予定です。駅前広場の整備に伴い新しい自転車駐

車場の整備、市街地再開発事業（Ｂ街区） の調査事業も平行して行っていく予定です。いずれにしても駅前広場については平成 21 年度 には本

工事に着工し、平成 22 年度には完成予定です。 

 


