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午前１０時０７分

開議

としてこの議会費に対する御所見をまずお聞
きしたいと、いかがでしょうか。

◎

○委員長（大久保

開議宣告

○委員長（大久保

優君）

昨日に引き続

○委員長（大久保

○委員長（大久保

議案第３６号
優君）

議案第３６号平

午前１０時１１分

休憩

午前１０時１２分

再開

優君）

町長、答弁。
○町長（安久津勝彦君）

提出議案につきましては、既に説明があり

休憩を閉じ、会

議を再開いたします。

成２１年度足寄町一般会計予算の件を議題と
します。

暫時休憩いたし

ます。

き、予算審査特別委員会を開催いたします。
◎

優君）

お答えをいたしま

す。

ましたので、これから質疑に入ります。４６

地方財政法第３条に予算の編成について規

ページ、歳出から行います。目で進めます。

定がされているわけでございます。今、議会

議会費。

費にかかわる質問でありますけれども、これ

８番

は議会費にかかわらず予算編成に当たって

高橋幸雄君。
ただいま予算審議に

は、それぞれ原課に指示をし、必要な部分、

当たって、議会費が審議の対象になっており

もちろんこれは政策的なことも含めてでござ

ます。私もしばらくぶりでこの議会費、何十

いますけれども、そういったものを財政担当

年ぶりで質疑をさせていただくわけでござい

の方に提出をさせ、その後、所要の査定を行

ます。

いながら予算編成をし、そして議会に提案を

○８番（高橋幸雄君）

そこで、まず一つには提案者にお聞きした
いと思いますのは、この予算、ただいま提案

してるということでございますので、御理解
いただきたいというふうに思います。
以上でございます。

になっております予算案の最終理事者として
の意思決定は何日だったのか、まず本質論議

○委員長（大久保

に入る前に、そのことをお尋ねしたいと思い

君。

ます。

○８番（高橋幸雄君）

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
２月の１８日でご

８番

高橋幸雄

町長答弁の後段は一

般論なんですね。それは当該公共団体の町長
部局に関する面なんですね。
私は今、予算審議の対象は議会費なもんで

ざいます。
○委員長（大久保

優君）

優君）

８番

高橋幸雄

ようなことではないんですよね。原課といっ

君。
○８番（高橋幸雄君）

すから、議会費は、あなたが後段で答弁した
たって、議会事務局は執行機関でございませ

わかりました。

それでは本質論議に入ります。まず地方財
政法第３条、これは御案内のとおりの規定を

んのでね、特にこの辺についてどういう御所
見を持ってるのかね。

もって本予算が理事者提案ということで、こ

具体的に申しますと、私ずっと３４年やっ

の議会費も例外なく答弁者は理事者だと、提

て、首長さん、あなたで４人目でしょうか

案者であることは明確なわけでございますけ

ね、４人目だと思いますけどね、そういう状

ども、まず、町長はこれで６年目で何定例か

況でずっとこう、これからまた質疑を進めて

私はちょっと、計算すればすぐわかるわけで

いく上で、また違った質疑のことをお聞きす

すけども、予算を提案をしておったわけです

ることになりますけどね、私はただ現時点で

けども、この議会費に対しての地方財政法第

予算、これは今後段で答弁されたような状況

３条との本質的な本意というものと、提案者

と全く違うと、ですね。
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財政法上第３条からいくと、このことも基

ませんと、中身を言うとあれですね、この中

本的に地方財政法第３条に基づく予算編成と

身をよくと言われますと９節予算ですねって

いうものについて第２項のことをどうするか

ね、こんな形になろうかと思うんですよ、予

といっても、現実問題としてはね、原課と

算吟味していきますと。

いったって、町長部局の原課でございません

また、場合によっては、いやあ、これ今回

のでね、議会事務局ということは議決機関の

このあれですね、７節予算はありながらあれ

１組織なんですね。

ですね、委託料、１３節予算もちょっと増額

他方自治法上の変則的な位置づけがこのよ

になってますねとかね、これをもう少し兼ね

うになってから、法がどうのこうのというこ

合いの中で、普通はこれフィットするもんで

とは言う、ただ、現行の法規範の中で理事者

すからね、何とかなりませんでしょうかとい

がどういうふうに対応してるのかなと。

う、こういう一つの予算、最終的に予算査定

例えばもう少し、今回は全体で前年度対

の中で切り込めるかどうかということさ。

比、前年度対比という表現が適切か、あるい

あなたは何回予算査定、この議会の関係で

は１２月末と、それも数字変わってますんで

やったか、私は承知しておりませんけどね、

１％なんです、議会費増がね。全体で当初か

そういう御所見をまずいただきたいというこ

ら０.６ぐらいなんですよ、総予算の大体、

とさ。質疑の趣旨、御理解いただけました

そのぐらいの数字でいるんですけどね、その

か。どうぞ。

ときに今回１％、前年の１％、事業費段階の

○委員長（大久保

１％増を理事者が予算を切ることができるか

○町長（安久津勝彦君）

ということなんですね、切ることができるか

す。

優君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

ただいま質疑を受けているのは議会費にか

と。
私はまた、この予算が終わって１６日か１

かわる部分でございますけれども、これは議

７日ごろになるかと思いますけれども、総括

会、その他行政委員会含めて、形としては先

質疑でまた具体的にいろんなことをお尋ねす

ほど原課というお話をさせていただきまし

る予定でおりますけどね、まず一つには、こ

た。町長部局、さらには行政委員会、あるい

の議会費を理事者が予算カットできるのかな

は議会等とあるわけでありますけれども、基

と。

本的には、指示も含めてこれは予算編成会議

具体的に言うと、本来、議会事務局で前段

も一緒にやっておりますし、一応方針に基づ

で議会運営委員会やって、新年度予算に対し

いて予算要求をしてくれということでやって

て局長が議会運営委員会に示して、予算につ

おります。

いてお諮りしてるんですね。議会運営は意思

ただ、そこであるのは、今、議員仰せのと

決定をして、そしてそれを持って、恐らくど

おり議会費でいえば、私の気持ちとしては、

うなってるかわかりませんけど、事務局長が

それは議会、あるいは行政委員会から上がっ

担当者のとこへ行ってるのかなという思いを

てきた予算というものは、それは基本的には

してるの。

尊重をしたいという思いではあります。

私は具体的にわかりませんよ。議会の首脳

ただ、その中で、余り例はないのかなとい

部でございませんのでわかりませんけども、

う思いはしておりますけれども、しかし、こ

そのときにあなたの持ってる一つの査定とし

れは総務課長、あるいは副町長査定も含めて

てね、先ほど２月の１８日に最終意思決定を

くぐってくるわけでありますけれども、その

したという御答弁ございましたからね、その

なかでは、当然やっぱり内容的には吟味をさ

ときにこういう予算というもの、いやいや、

せていただいて、場合によっては、この分に

例外なく１％増というのについては許容でき

ついてはどうなんだと、再考できないかとい
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うことだってあり得るのかなというふうに

管が東小学校の方に行ってるもんですから、

思っております。

詳細までチェックをせということであれば、

ただ、今回の２１年度予算につきまして
は、これは議会事務局の方から提出されたも

もう少し時間をいただかないと、ちょっと難
しいということでございます。
以上でございます。

のについては、これは査定の段階での増減と
いうのはありません。そのまま認めたという

○委員長（大久保

ようなことでございます。

君。

特に、仮にですよ、仮の話ですけれども、

優君）

○８番（高橋幸雄君）

８番

高橋幸雄

まあ、詳細というこ

仮にそういうものが今具体的に出ましたけれ

との内容まで云々というのは、過年度分とい

ども、例えば大きなものの委託料が出てきた

うこともありますんで、それ以上質疑を重ね

と、これ本当にいいのかなと仮に私の方でそ

るもんではありません。

ういう疑問があるとした場合については、当

そこで、まずアバウト的に今の答弁を聞い

然事務局通じながら、場合によっては議長と

て明らかなように、一定の議会サイドから出

のお話ということにもなるのかなという、そ

された予算要求については、おおむね、おお

んなふうには思ってはおりますけれども、た

むねというか、すべてというか、答弁により

だ、基本的な思いとしては、上がってきたも

ますれば、予算をカットして提案するという

のについては、基本的には尊重すべきなのか

ことはなかったと、あなたが町長に就任して

なというそんな思いでございます。

からと、このような受けとめ方をさせていた
だきます。

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

そこで、まあまあ、このことは従来がどう

高橋幸雄

かということになりますれば、そういう立場

君。
○８番（高橋幸雄君）

あなたが就任以来、

予算は切り込んだことがあるのかどうか。総

にありませんでしたので、一般論からいけば
そういうことかなと。

論はわかりました。切り込んだことあるのか

それだけに、議会サイドの予算要求という

どうか、まず具体的にそれじゃあ。なければ

ものはやはり聖域じゃないんだと、それだけ

ないと、あるんならあると。

にやっぱり慎重を期して予算要求をしなきゃ

○委員長（大久保

優君）

答弁調整のため

意思決定というものをきちっとしなきゃなら

に、４５分まで休憩いたします。

○委員長（大久保

ならん、あるいは予算に対する議会サイドの

午前１０時２０分

休憩

んという、議員の一員として常に思っている

午前１０時４５分

再開

ところでございます。

優君）

の実際の手続の手順というのはどういう状況

議を再開いたします。

に客観的になっているのか、具体的にその辺

町長、答弁。
○町長（安久津勝彦君）

そこで、さらにお尋ねしますが、この予算

休憩を閉じ、会

お答えをいたしま

ちょっと、そして最終的に２月１８日を迎え
たのか、その辺はお示しをしていただきたい

す。
今現在、財政担当の手元にある資料で確認

と思いますが、いかがでしょうか。

をしてまいりましたところ、議会事務局の方

○委員長（大久保

優君）

から提出された要求に対しての査定において

○副町長（田中幸壽君）

の減額等については、ないということを確認

す。

副町長、答弁。
お答えをいたしま

予算の組み立て方といいますか、昨年の１

をさせていただきました。
なお、詳細までということになりますと、

２月末までに各課から予算の要求を取りまと

当時の要求資料等については、今の書類の保

めをして、１月、年明け、私がやったのが１
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月１５日から副町長査定ということでござい

○総務課長（大塚博正君）

ます。

ます。

お答え申し上げ

それでまとまった部分で２月４日、５日、

２１年度予算編成から財務会計システムを

６日、この３日間で町長査定を行って、ほぼ

変えまして、パソコン上での処理ということ

予算編成についてはまとめたということであ

になってますので、それぞれ課・部局等で要

りますけれども、冒頭申し上げましたように

求書ができ上がった都度、財政当局の方に送

２月の１８日に、３月補正のまた査定がござ

り込みをしてくるという状況になってござい

いましたので、２０年度予算との関連もあり

ますので、高橋議員から冒頭言われておりま

まして、２月の１８日に最終決定をしたとい

す、議会側から町長に対するというような手

うことでございます。

続上の公書的なものについては省略をしてご
ざいます。

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

議会事務局側から町部局に対する予算要求

高橋幸雄

という公書をつけたりと、議長名でですね、

君。
議会費についてはい

そういったことについては、パソコン上での

かがですか。そういう今同じようなとらえ方

処理でございますので、省略をさせていただ

でよろしいんですか。

いてるということでございます。

○８番（高橋幸雄君）

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
その査定期間が一

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

君。

定程度ありますけれども、その期間の中で、

○８番（高橋幸雄君）

時期はいつですかと

議会費ですから早いといいますか、順番的に

お聞きしてる。

は査定の当初の方で査定をしております。で

○委員長（大久保

すから副町長査定、町長査定、そして結論と

め、暫時休憩いたします。

優君）

答弁調整のた

いった流れは、議員御指摘のとおりでござい

午前１０時５２分

休憩

ます。

午前１０時５６分

再開

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

○委員長（大久保

優君）

議を再開いたします。

君。
○８番（高橋幸雄君）

総務課長、答弁。

議会費はいつ予算要

求が手元に、町長部局の手元に来たんです

○総務課長（大塚博正君）

か。１２月末ですか。

て申しわけございません。

○委員長（大久保

時間をおとりし

副町長、答弁。

議会側からの予算要求が昨年の１２月２９

１２月末だという

日に作成し、その月日で財政の方に送り込み

優君）

○副町長（田中幸壽君）

がなされております。

ふうに思っています。
○委員長（大久保

休憩を閉じ、会

優君）

８番

高橋幸雄

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

君。

君。
○８番（高橋幸雄君）

１２月末に議会から

○８番（高橋幸雄君）

先ほどから申し上げ

予算要求があったという、そのことは予算要

てる経過のように、予算の査定が技術上でき

求者は事務局長ですか。予算要求の要求の今

ないという、理事者がですね、議会はノンパ

の本予算案に提案している詳細について予算

スというわけではございません、手続上今申

要求されてきたのは、議会の事務局長です

し上げた１２月２９日に、本来ですと２節予

か。そしてどなたが受け取ったんですか。

算、つまり給与、これは１３款で一括処理、

○委員長（大久保

給与費になってますんでね、あと残りは７

弁。

優君）

総務課長、答

節、１３節予算、これが大体リンクされて
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フィットされて全体にどうなのかなという、

ますけどね、その席上、それが終わってから

普通はあれですよね、予算、あるいは９節が

議長の方より、議運の報酬等に関してちょっ

前年対比１％のこのことにおいて伸びるとい

と協議したいという話が正副議長で協議した

うことがどうなのかなという、大体査定基準

結果そのようになったような話で、それが奇

かなと思う。一般的な町長部局の予算査定

しくも１８日なんですね。
今聞いたら、１８日が最終なんですね。そ

の、そして全体の予算という意味合いの一つ

ういうことの持つ意味というのは、私は委員

の指針からまいりますればね。
だけど、先ほど町長答弁されたように、就

会で、一事不再理の問題もありましょうけど

任からずっと、詳細は別としても、おおむね

ね、意思決定したものを、そういう予算編成

ほとんど大体議会の予算要求どおり査定をし

がどうしてできるのかなという思いがあるん

て、議会に予算提案したという御答弁いただ

ですよ。
聞くところによると、これは今回の官房副

きました。
私は、やっぱり時代が相当推移をしてまい

長官のあのオフレコ発言ではございませんけ

りますとね、本来、議会費に対する予算審議

どね、理事者と私ども議会の上層部の方が

というのは、余り希薄になって聖域めいたも

ね、予算もそうなれば提案にオンしていたた

のになってはいけないなという思いあるんで

けるというような、そういう意味合いの話も

すよ。

私はお聞きしてるんですね。

我々議会議員は、町長部局の予算にはきめ

そういうことになりますればどういうこと

細かく、例えば行政委員会も含めていろんな

になるのかなという、我々議会人もやっぱり

議論をしてるのに、きのうの住民課長の税の

きちっとしていかなきゃならんのに、過去

絡みの支出の分にかかわる一つの基本的なマ

ゲーム的なね、今ずっとスケジュールをお聞

ナー的なね、そういうものは私どもも例外で

きしますと、そういうことになると恐らくは

ないんですよね。

議会事務局長、議会事務局サイドに対して

したがって、我々も、この議会予算案、何

も、上層部が予算要求にかかわるような手続

も関係なく、もう異議なしという感じで何も

行為をお話ししてるんでないかなと思うんで

質疑していかないというのは、私はいかがな

すよ。私はそのように確信してるんです。こ

もんだろうかという思いもあるし、それとも

れはあってはならんことだなと。

う一つ、やっぱり実態も明確にしていかな

その前段行為というのは、やっぱり議会上

きゃならんという思いが一つあるんですよ。

層部とあなた方理事者が政治的な一定の信頼

そういうことの中で、とりあえずお尋ねをさ

関係と申しましょうかね、あるからそういう

せていただいてるんですね。

ことができるのかなと。我々はこれは不適切

そこで、今はっきりわかったのは、１２月

だと思うんです、そういうことは。

２９日に予算要求したということが明らかに

そういうことがなかったということで、高

なったんですね。ただ、一方で、先ほど議長

橋幸雄の発言の趣旨は、全くオフレコ発言な

も会議場におりますけどね、２月の１８日に

んていうもんでなくて、事実行為に反してい

議会運営特別委員会が開会された折、この開

るということで断言できるんなら、答弁して

会は、本定例会に議運の委員長から報告の

みてください。私は真摯に受けとめて拝聴い

あったような、他の公共団体の行政視察を踏

たしますから。その辺についてはいかがです

まえて、足寄町議会がどうあるべきかという

か。

ことの一定の視察を踏まえた指針を示した報

○委員長（大久保

告、委員会の報告なんですね。

○町長（安久津勝彦君）

当然、町長も目にしてるんでないかと思い

す。
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優君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

今、議員仰せのちょうど予算の最終決定２

同じ質疑ですけど、いかがですか。

月１８日、それから議会の議運開催が２月の

○委員長（大久保

優君）

副町長、答弁。

１８日ということで、その折に議長よりとい

○副町長（田中幸壽君）

うお話でございました。

終確認をしているんでありますけれども、そ

２月の１８日に最

議員報酬の見直しといいますか、これは独

の間、議会、議長でありますけれども、議長

自に削減をしてるということでございまし

の方から予算査定の状況についてお話があっ

て、このお話は、議長あるいはその他の議員

て、今後どうなるのという話の中で、私は一

さんたちとも、これは非公式な話で、今の実

般論、議会議長として一般論としてお聞きを

態を含めてどうなんだというそういう意見交

されたということもあってそういうことで受

換はしたことはございますけれども、とりわ

けとめて、２月の１８日最終確認をして、町

け新年度予算に当たって、例えば議長の方か

長査定も一応終わったんで、３月補正との対

ら私の方に、４月から引き上げすることにな

比をして、２月の１８日ぐらいが最終リミッ

るとした場合に予算提案に間に合うかどうか

トですねというようなお話をした記憶はあり

という、私自身はそのお話をした記憶はござ

ます。
以上です。

いません。
当然これは私どもの報酬もそうですけれど

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

も、議員の報酬についても、報酬等特別委員

君。

会ということもございますし、そういった具

○８番（高橋幸雄君）

体的な２１年度の予算編成に当たっては、そ

だ。もうそれ以上あえてお聞きしません。こ

ういうお話というのはした記憶はございませ

れ以上お聞きするのは心苦しい、あなたの人

ん。

間性に免じて。

まあ、副町長正直

それからあと、一般的なお話として、予算

ただ、事務局長にもあえてお尋ねしませ

編成に当たって、やっぱり国の関係、あるい

ん。本来、事務局長にお尋ねするなんていう

は実はこんなことが、これは正直申し上げま

予算審議は、提案者は町長なわけですから

すけれども、こんなことが漏れてたというよ

ね、百条委員会かなんかでしたら話は別です

うなことが、議会に限らずほかの課でもそう

けども、これ以上聞きませんけど、私はやっ

いったことも起こる場合も、そんなには頻繁

ぱりその辺はいずれにしても不明朗だと思う

ではございませんけれども、あるということ

んですよ。
一般論って、これは漆間官房副長官も言っ

でございます。
そういう意味では、最終予算を決定してか

て、一般論として言ったというんだよ。だけ

ら、わかりやすい話が議案書を印刷するまで

ど、どなたが考えたって、あの時局の中であ

の間というのは、これは飛び入りといいます

あいうね、オフレコといえどもさ、今の答弁

か、ちょっと表現の仕方は悪いかもしれませ

もやっぱり一般論ということではね、なかな

んけれども、そういったことでの一部の見直

か答弁としては、これ以上私はこの問題触れ

しということは、これは現実やってるという

ません。

ことはこれは現実あります。そのことを申し

しかし、このことはやっぱりね、だから町

添えて、私からの答弁とさせていただきま

長は全く関係ない話だと町長は答弁されまし

す。

たけどね、だから僕、この辺だと思うんです
よ。それは我々議会サイドの問題なんです、

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

ないと、我々議会費も聖域でないと。

君。
○８番（高橋幸雄君）

基本的には。しかし、やっぱり我々は聖域で

お隣の副町長さん、
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だって、１２月末で予算要求してまとめら

れて原課に渡してるわけですから、議会事務

れは。

局は１２月の２９日でしょう、要求してる

今後についても、この辺の予算については

の。原課だって一生懸命、年末にかけて一生

ひとつ厳しくね、聖域なく私どももきちっと

懸命予算査定いろいろやってるわけですか

そういう一員としてきちっとしていきたいと

ら、その後の上級査定は、先ほど答弁したよ

思ってますし、理事者についてもさ、どうい

うなことの中で町長査定２月の４日、５日、

うやっぱり政治的関係があろうとも、あるい

６日、２月１５日から副町長査定、そういう

は個人的関係あろうとも、やっぱり仮にそれ

ことで一連の中で積み重ねてやってきてるこ

が一般論と言ったとしても、客観的に考えた

とですから、議会費だけがね、印刷製本に間

ら見え見えの話ですよね。

に合うとか間に合わんということでないん

漆間官房副長官と同じでしょう。だれが考

だ。そうやれば予算総額変わってくるわけで

えたって、一般世論がどちらの正当性を支持

すから。

しなくたって、字句からいけば一般論で通ら

たまたま今回正誤表あった例えば補正予

ん話ですよね。

算、もう１ヵ所ありましたね。正誤表出てま

それ同時に、今のやっぱり副町長答弁も

せんでしたけど、ゼロで予算があったのね。

ね、一般論だということで、ただ裏を返せ

正誤表出てませんけども、あの正誤表を出す

ば、いやあ１８日、きょうなら間に合うよと

んだって、あれだって本当は出さんきゃなら

いうことを示唆してるようなもんですから、

ん、だからよくあることなんですよ。

そういうことはやっぱり厳に慎むべきだなと

予算ないから、ただまあ、それが正誤表出

いう、今後の予算についてもね。

すことがどうなのかなという気もしないわけ

そのことだけ申し上げて、これ以上この問

でもないですけどね、そういうことは私はあ

題についてあえて触れることは慎みましょ

るけど、ただ、こういう基本的なことだけは

う。副町長も明確に申し上げた経過もありま

きちっとやっぱりやっていかないと、住民不

すから、これ以上この問題で質疑を重ねる

信につながるなと。

と、蛇足を重ねるようなもんで時間の浪費で

あなた方執行する１職員に至るまで、時間

す。

外手当等もろもろ議論してる議員が、自分に

次に進みます。もう一つ、人事の問題に

かかわることは超法規的に近いようなことは

ちょっと、これは議会人事ですから、町の人

許容されていかがなもんだろうかという思い

事について私ども口挟むことはできませんけ

はしてるんですよ。

ど、議会の人事。

これは別に議員報酬がどうのこうのって、

これ予算措置上は、先ほど申し上げたよう

そんな本質論議じゃないんですよ。本来その

に２節給与費で本来はそうですけども、これ

ことは、昭和３０年代、４０年代から学者が

は行政委員会は別としても、１３款の給与費

いろいろと議論した経過あるんですよ。

の中で包括されてますよね。

夕べも改めてひもといて、１時間ぐらいか

据え置きなんですけど、いつも思うんで、

けて専門書読んでまいりましたけどね、そん

町長５人いて、３４年議会やってきて、私が

なに詳細に語りません。そのことはいずれに

３３回目の感じで、その間、職員の異動が

しても、我々みずからのことのそういうもの

あったり、もちろんそれには事務局長も異動

については、他の者が、関係ない者が一定の

になったりしてるんですね。

形の中で関与して一定の指針を示す、自分か

本来、後任、例えば今回事務局長が退任、

ら身を削るのはみずから構いませんよね、オ

退任ということは定年を迎えるということに

ンする場合はそういうことにならないという

当たって、当然新任が入るということですよ

のは、通常の公人としてのルールですよ、そ

ね。現職にいる場合は、そのことを交代せと
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言わんばかりのことになるから、ただ私ね、

者の議論からすれば、一定のやっぱり議会

いつもこの問題真剣に考えてるんですけど

費、今回１％増ですけどね、そんなことで何

ね、議会の人事というのはどうあるべきかな

とか努力できないのかなと、いろんな思いの

と。

方法論は私はあろうかなと思ってるんてす

ある学者に言わせれば、議会がみずから採

よ。

用すると申しましょうかね、辞令上は議長が

具体的に私案はありますけど、あえて申し

辞令発令するんですよね。町長部局職員をそ

上げません。いろんなさしさわりあると思い

の町長がこの議会で発令してという行為が必

ますんでね。だからその辺をどのような形の

要で、そこだと思うんですよ。

中でやってるのかなという思いをしてるんで

私ね、今までずっと過去の経過で、故人に

すよ。

なられた現職のＯＢの方、職員ＯＢの方も、

これからも恐らく、今月の議会終わってか

あるときこういう議員の有力議員にね、お仕

らこの１週間ぐらいでいろいろあって、内示

事の絡みの中で仕事を求められたとき、現職

したりね、管理職に内示したり、いろんなこ

現業担当課長だった関係で、そしたらその有

とをする、退職者もいらっしゃるからやると

力議員さんの思うような答弁でなかったもん

思うんですけどね、そのときに当然既定の事

ですから、おまえを首にするというような話

実として、議会事務局長も定年退職だから、

を言われてね、一生忘れられんと、リタイア

やっぱり議会議員はね、やっぱりその議会の

してからもそういうお話ししたこと、私の耳

人事については、どういう執行機関との今の

の中に今でも残ってるんですね。

現状、ずっと経過からいってどんなことが一

あるいはもう一つは、議会事務局の職員な
んていうのは、議員のしもべじゃないんです

番好ましいのかをね、やっぱりこの段階で考
えなきゃならなと思うんですよ。

よ。スタッフなんです、スタッフ。上下関係

我々議会議員も、議会事務局もそうですけ

は全くない、フィフティ・フィフティなんで

ど、例えば行政委員をみずから推薦したり

すよ。町の職員と我々だって同じことなんで

さ、執行にかかわるかと、そういうことは

すよね、上下関係のあるもんでないんです

やっぱり厳に慎まなきゃならんですよ。水面

よ。

下であったとしてもさ、それは公になるとい

だけども、これもまた逆に、何か自分が給
料を払って支給しているワンマン会社のオー

うこと、ということは、私が同意する同意案
件の議案となるわけですから。
それだけやっぱりその置かれてるポジショ

ナーみたいなつもりでね、その辺の接し方も

ンが高けりゃ高いほど、その辺の疑惑のない

私は問題あると思うんですよ。
議員が古くなれば古くなるほど、あるいは

ようにしていかなきゃならんのが、みずから

力があればあるほど、ポジションがよくなれ

自分自身のプライベートのことはともかくと

ばよくなるほど、そういう嫌いが多いんです

して、公にかかわることは、それはもう自制

よ、黙って見たら。私はね、いかがなもんだ

しなきゃならんと思うんですよね。
だから、そういう意味で議会の人事という

ろうかと思うんですよね、だからそういうこ

ものに対してね、あなたは今６年目に迎え

と。
それともう一つはね、人事についてやっぱ

て、６年まるっきり終わったわけですから

り議会との協議の中でどういうふうになって

ね、常にどういう心構えの中で、そして今ま

るのかなと思うんですよね。議会上層部の一

で執行されて、どういう形で一定の議長が人

部だけでやってやってるのかな、そこわから

事発令する状況に持っていかれたのかね、

ないんですよね。

ちょっと御説明いただきたいと思うんです

今回は給与費なんですけど、例えばその学

が。
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○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

んな立場にもおりませんし、言ってみたっ

お答えをいたしま

て、負け犬の遠ぼえみたいなことになって、
ほかの方の有能な議員さんや有力者の議員さ

す。
私が首長に就任してから、議会初め各行政

んは聞いていただけるけど、私の話は聞いて

委員会、この人事につきましては、基本的に

いただけないもんだというふうに、もう最初

役場組織総体の人事の案を固めた後に、それ

からスタート時点からそうだったですから、

ぞれの議会であれば議長、あるいは行政委員

そう思ってるから、そんなむだな抵抗はして

会であれば、例えば教育委員会であれば教育

ませんけども、ただ一つ言えることはね、そ

長等々にお知らせをし、どちらかというと、

れは過去の事例を申し上げてるだけであっ

相談というよりも御理解いただけないかとい

て、あなたが町長でなくて。

うようなことで、具体的な固有名詞を出し

ただ一つ、私は、あなたがなってから事象

て、この者を町長部局から出向させるという

として、局長のみならず職員に至るまでね、

ようなことで相談をさせていただいて、ま

不適切だなという事例があるんですよ。議会

あ、相談というよりも、一つが変わればが

事務局の職員というのは、この選んでる議会

らっと変わるわけですから、何とか御理解い

事務局の議員というのは、みんな選挙という

ただきたいというようなお話をさせていただ

こともあるでしょう、地縁血縁あるでしょ

いて、この間そんな形で御理解を、どの行政

う、それからもう少し言えば労働界の関係、

委員会も含めて御理解をいだいてるというよ

労働組合の関係もあるでしょう。
私は就任以来ずっと、当選したころ三百何

うなことでございます。
決して私は事前にですよ、事前に聞く耳は

十人職員いたからほとんど、もちろん地域の

持たないというそういう意味ではございませ

いろんな触れ合った人の御支援もあったけ

んけれども、一応そんな形でこの６年間は推

ど、役場職員の方の御支援いただいたなとい

移させていただいてるということでございま

うふうに、ずっと現段階まで思ってるんで

す。

す。
ということは、一番理解しているよき一番

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

動なのか、どうなのかということを一番知っ

君。
○８番（高橋幸雄君）

理解者なんだ、役場の職員がね。どういう言

私の経験則から言わ

てるんですよ。

せますればね、まあ正直申して、今の表現を

議会だよりなんて本当に一部抜粋で出るわ

もう少しわかりやすく説明すれば、あてがい

けだし、私、１戸１戸、そんな人の悪口言い

ぶちみたいなもんですよね。聞く耳持たんと

ながら、何とか後援会に入ってくださいなん

は言わないけども、一定の駒の動かし方で、

て歩くこういう立場でもありません、ここも

１人動かせばいろいろあるから、ひとつこん

うほとんど歩いてませんから、ここ５〜６期

なとこで御了解して御理解いただきたいとい

ね。だからそういういろんなことを考えな

うことで。

きゃならんですよ。

変わった事例、私の記憶で、３４年間で２

私は、昨年でしたか、私自身のことではな

度ぐらいありましたでしょうかね。それは議

いですけどね、本当にこんなことあっていい

会サイド協議してますからね、その場合は、

のかなという思いはしてるんですよね。だか

議会サイド内部でね。これ逆にそういうこと

らそれだけに人事というものは、局長もさる

にならんと、御理解いただきたいという経過

ことながら１職員に至るまで配慮していただ

が、僕の知り得てる範囲では。

かなきゃならんと思うんです、それは。その

あなたがなってからはただの一度も、私そ

辺はちょっと無神経かなという思いしてるん
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ど、職員怒鳴られようと、自分としての誇り

ですね、そういう意味では。
あなた方理事者や、あるいはそれなりには

と、自分のきちっとした職務というものを忠

そういうことなのかもしれませんけど、私

実に守るということのでき得る人間かどうか

は、やっぱり適切さを欠いてるなと。

という問題もあるんですよ。

具体的に申し上げなかったらわからないん

それはやっぱり理事者がね、トップになる

なら、具体的に事例を出すこともやぶさかで

ぐらいだから、人を見る目を持ってやっぱり

ありませんけど、これは当たり前のことで客

起用しなきゃならんですよ。それは受ける議

観的事実でございますからね、だけどそれは

会サイドもそうなんですよね。
私は、そういう弊害は、今回のこの議会費

やっぱり言うべきでないでしょう。
それはほとんどの議員が知ってるとは申し

の予算を通じて、私は恐らくこれが議会費の

ませんけど、それ相当の議員の方は知って

最後のね、議員としても最後の質疑になろう

らっしゃる事実行為ですから、私は、そうい

と思いますけどね、特段のことあればまた来

うことはあってならんな。そういう人事をひ

期もやる予定ですけども、一般論からいく

とつ人材をね、議会首脳部と協議して配置を

と、もうこれが最後になると思いますけど

しなければ、本来の議会の機能が失われるな

も、その辺はきちっと推しはかってやってい

と。

ただきたいもんだなと。

今、恐らく今のこの町職員の中にも、私が

だから極端なこと言えば、もうあれだと、

３４年間の中で議会事務局に勤務していただ

議会事務局長も、単なる行ったり来たりする

いた職員の方がまだ相当数おりますね。女性

駒の動かし方でなくて、もうあれだと、再任

職員が１名だけです、退職したの。あとは全

用でもしてね、まるっきりそういう全く戻る

部職員の中でいらっしゃいますから、今現実

ことのない人、私はそういう選択肢も一つあ

的にね。男性職員も、外局へ出てる方もい

るのかなと思ってるんですよ。本来の議会機

らっしゃいますけども、私はやっぱりこの辺

能という意味からね。
どうしてもやっぱり、私は宮仕えの身の立

はね、ずっと考えてたんですよ。
ということは、私は先ほどの局長人事、そ

場ありませんけども、いつかその町長の辞令

の人事という局長ということを含めて議会事

をいただくということになれば、どうしても

務局というのは、あなた方の部局外の人なん

今までの私の経験則に、あなたの安久津町政

ですね。

の中と申し上げませんけど、経験則からいけ

だから、例えば一般質問等にも、今回つい

ば、どうしても理事者寄りになるんですよ

最近ですけど変えましてね、議会の独立性を

ね。そしてトップが理事者寄りだったら、な

きちっと守って、一定のチェック機能を保持

おさらそういう傾向強いんですよ。

しようということで変えましたよね。別に秘

それはどうなるかというと、今回、元総務

密主義にする何物もないんです、議会も透明

大臣や鳥取県知事やったあの方がいろいろと

化されてオープンにする、しかしながら、

講演、道議会のこととかいろいろのメッセー

チェック機能ある組織のそれを補助する職員

ジ送ってるように、本来議会議員、議会の機

と執行する職員と、おのずから立場が違うん

能・権能が失われちゃうんですよ。私はそれ

ですよ。

を一番恐れるんですよね。

だけど、あるとき辞令一本でもって動くも

今までの経験則に照らし合わせてそれを恐

んですから、自分の先を、今の局長はもうリ

れるもんですから、もうそろそろ、あるべき

タイアするから、その人の性格にもよるし、

スタンスでやっぱり議会もきちっと見直した

本当に自分の正義感を保ってね、何ぼ怒鳴ら

形の中で、そんな政治的な意味でも全くな

れようと、そんなケースもあるみたいですけ

く、イデオロギー的な意味でも全くなく、本

― 11 ―

来の今失われつつある議会の権能、執行機関

御助言等をいただけるんだとすれば、それは

との関係をね、まずそういう基礎的なこれ予

それを真摯に受けとめて、当然場合によって

算ということから、そして人事ということか

は、直接職員に対する指導ということもある

ら通じてね、やっぱりやっていくもう最後の

のかなという思いもあります。
御理解いただきたいのは、今現在、職員大

チャンスかなと私は見てますね。
まあ、具体的には答弁できませんでしょう

分減ってますから約２２０名程度、その中か

けども、これで議会費の質疑を私は今定例で

ら当然現業職場、病院ですとか特養ですと

終わりにしたいと思ってますんでね、町長の

か、これは動かせない部分、総体でいきます

御所見がありましたら、なければ、もうカラ

と約１６０名ぐらいですかね、この全体の人

スの勝手で、答弁しなくても結構ですけど、

事をやるということでございますから、当然

どうぞ。

それは、今それぞれのセクションで抱えてい

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

る課題等々を含めて、そういうことを十分考

お答えをいたしま

慮をしながら人事をしているつもりでござい
ます。

す。
今いろいろ、ある意味問題提起も含めてい

ただ、ただ一つだけ言わせていただきます

ただいたのかなというふうに受けとめており

と、御案内のとおり平成１７年に大幅な機構

ますけれども、少なくとも議員の発言の中に

改革をさせていただきました。本当に私自身

ありました、あてがいぶちであるだとか、あ

も、現在いる課長職の方、これを半分に減ら

るいは労働組合ですとか、あたかも私が恣意

すというようなことの大胆な機構改革をやっ

的な人事をやってるかのようにちょっと聞こ

たわけでありますから、そういう意味ではこ

えたんですけれども、少なくとも私は首長に

こでの人事、ある意味、同じ課長職でありま

就任して以来６年間、やはり人事というのは

すけれども、課長と呼ばれてた方を参事職に

一番これは大切なことだというふうに思って

という、同じ待遇は課長職だよということで

ますから、当然職員の能力、あるいは適材適

はやってきましたけれども、れは私自身も、

所ということを判断をさせていただいて、人

本当に大変つらい思いもいたしましたし、本

事をしてきているつもりでございます。

当にここの評価というのは、ある意味分かれ

とりわけ管理職への登用という分につきま

るとこかなという思いはしておりますけれど

しては、これは極めて大事なことですから、

も、いずれにしましても、繰り返しになりま

少なくとも、今具体的に議会のことでありま

すけれども、私自身も、人事については一番

すから、例えば局長人事、あてがいぶちで、

大切なことだと、いかに仕事を回していくか

まあこの人間送っておけばいいだろう、そん

ということですから、これを間違っちゃうと

な思いで人事はやってないということだけは

大変なことになるなというそんな思いもござ

ぜひ御理解いただきたいなと。

います。

少なくも管理職として、職員の中からも優

ぜひ私の思い、受けとめていただきたいと

秀な職員をやっぱり管理職に登用しているつ

いうふうに思いますし、万が一何かあるとす

もりでございます。

れば、これは御指摘も含めていただければと

ただ、これは評価の仕方はそれぞれの立場

いうふうに思います。

で違うということもあるのかなという思いが

以上でございます。

しておりますから、万が一そういうことがあ

○委員長（大久保

るとすれば、これは決して管理職に限らず職

君。

員総体に含めて、例えばこういうとこで問題

○８番（高橋幸雄君）

があるのではないのかというような意味での

らえて答弁の中でね、議会人事あてがいぶち
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優君）

８番

高橋幸雄

今、私の発言中をと

だというふうに私が断言したようなそれあた

よ。

り強調されますとさ、今そこに勤めていただ

だから、そういう意味も含めて、一般質問

いてる議会事務局職員になってる方がいらっ

は金曜日の議会運営委員会になって議会運営

しゃってね、ただ、先ほど町長の答弁の中

委員会で意思決定きちっとなってからという

で、議会人事についてどのようになされてる

ことになってますよね。そのために月曜日の

んですか、過去の経過はわかってるけど、あ

９日が、今定例の９日がね、大体こういうパ

なたが就任してからの状況をお聞かせ願いた

ターンで来てますよね。

いと言ったらね、一定の固有名詞を当然挙げ

だから余り部分部分強調されると、だから

て、そして御理解をいただいてるということ

私はずっとやっぱり、もう少しわかりやすく

が実態でございますとおっしゃるもんだか

言えば、ここ３４年間、やっぱり町の職員に

ら、それは逆にね、逆に、例えば道人事見て

支えられてずっと来た経過あるもんですか

わかるように、次の議会事務局長はどこどこ

ら、私はそんなそういう意味からもう少し謙

の支庁長だったり何だか部長を起用とかって

虚に言ってるんですよ。

新聞に、あれ予想欄かどうか、オフレコ発言

しかしながら、議会事務局の人事というの

かなんかで出ますよね。副知事もろもろ、上

は、やっぱりいろんな各般から検討されて一

級幹部職の人事ね。あの場合はやっぱりそれ

定のことないと、いろんなことが出ますよ

なりに、最近、議会事務局長、非常にずっと

と、したがって、そのことについては十分に

ずっと重い位置づけにあるんですよね。

心してやっていただきたいと、こういうこと

そういう意味合いから、そうではなくて、

を申し上げてるんですよ。

また違った逆に議会サイドとしてどうあるべ

大課制の問題とかなんかはまた、この議会

きかということを、この節目の中で町長が受

費でない、全体の中でまた質疑させていただ

けるというそういうスタンスの示し方だった

く、今の議会予算の中でそこまで話行くと論

ら、私、何も問題ないんだけど、先ほどの答

外質疑になりますからね、私は申し上げませ

弁は、それで一方でまた、そういうことで

んけど、そういうことの私の質疑の真意も酌

あって大体御理解いただいてるのが普通だと

んでいただきたいんですよ、逆に。

言うし、それから先ほど、ただいま１職員等

部分だけとられてそれを強調されると、私

についても、そういう関係職員がそういうこ

も不本意なもんですからね、思いはそういう

とがあったとしたら注意をしたいったって、

思いであって、そういう質疑の趣旨であると

弓を矢が離れた、矢は議会事務局の職員で、

いうことをきちっと押さえていただきたい

あなたの指導管理に入らないんだ。議長の指

と、御理解いただけたでしょうか。
何もあなたが、労働組合のあなたの仲間

導管理に入るんだ、町長部局でないから。
私が申し上げてるのは、何かあたかも労働

ばっかりどうのこうのって、今の局長はあん

組合をどうのこうのと言ってることを誇張さ

たの仲間でも何でもないでしょう。そんなこ

れてるけども、私はただ具体的にそのことを

と私、全然言うわけないでしょう。そんな失

意図して言わないのは、関係する職員なり議

礼なことを私言ってない。そして今の局長が

員なり事実行為なりがあるから、あえて私は

さ、あいてがいぶちだなんて、そんなこと

明言しないで、武士の情けで言わないだけの

思ってない。

話で、そういうことがあってはいけないとい

あなたが答弁の中で、一定の固有名詞を出

うことを申し上げ、また、もう一つにはね、

して議会に提案して御理解いただいてると言

私の経験則からいきますれば、公にならんう

うもんだから、そうでなくて、先ほど申し上

ちに、議会サイドの情報が町長部局に流れて

げたようにね、もうそういう時期でなくて、

いってるんですよね、本来あり得ないんです

こういうこともあってしかるべきでないです
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かというお話をね、逆に事実行為を持ちなが

いしたわけでございますけれども、今年度の

ら提案して質疑をさせていただいてるんで

予算編成におきましては、時間外については

す。御理解いただけましたか。

２０年度の当初ベースに戻そうということで

あなたと思い、そんなに違わないと思うん

の、総額的でございますけれども、そういっ

ですよね。そんなにあなたは、短気だけどそ

た予算計上をした中での査定をしてございま

んな悪い人でないと私は思ってますから、御

す。
今、御質問のファイリングシステムについ

答弁どうぞ。
○委員長（大久保

町長、答弁。

て幾らやるのかということの御質問でござい

議員の趣旨、よく

ますけれども、ファイリングシステムも導入

優君）

○町長（安久津勝彦君）

して１年、書類整備始まって１年で、２１年

わかりました。
それともう一つ御理解いただきたいのは、

度になりますと２年目に入るということで、

固有名詞を挙げてという意味は、当然これは

現在、事務室に入っております書庫が、今年

先ほども申し上げましたとおり、全体の人事

度終わりますと次の段階を迎えまして、書庫

を考えた上で、もう一言つけ加えさせていた

整理をしながら２１年度の書類を入れるス

だきますと、自信を持って議会事務局長にこ

ペースづくりをしなきゃいけない。

の方という、あるいは教育委員会の方の例え

書類の年次送りなんですが、そういった作

ば課長職はこの方というようなことで、自信

業が入ってまいりますので、また新たなそう

を持ってこれは提案といいますか、相談をさ

いった作業システムが生まれてくる。

せていただいてるんだというそういう意味で

そういったことで完了するまで一応債務負

ございますので、この点も逆に御理解賜りた

担行為をお認めをいただいて、長期間になり

いなというふうに思います。

ますが、完了に向けて実施していくという方
向で行っておりますので、また新たな作業と

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

次に進みます。

は、時間はそうかからないのではないかなと

一般管理費。
９番

なりますが、当初ことしのような導入より
いう認識の中でおりますが、明確に、この仕

矢野利恵子君。
ファイリングシス

事を何時間だという設定というのは、ちょっ

テム導入経費について、ここに一般管理費に

と不可能でございますので想定してございま

ファイリングシステム導入経費として９５７

せんけれども、総体的には、先ほども申し上

万４,０００円という予算が上げられている

げましたように職員にいろいろと、町長の方

わけですけれども、昨年度、平成２０年度の

からも答弁ありますけれども、圧縮に向けて

予算の経費の使う中で、残業手当を押し上げ

職員にも呼びかけをし、全体の中でそういっ

ている一因の一つにファイリングシステムの

た時間外の節減について向かっていきたいと

ことがあった。

思っておりますので、御理解いただきたいと

○９番（矢野利恵子君）

今年度、平成２１年度はどれくらいこの

思います。

ファイリングシステムのために残業手当を使

○委員長（大久保

うつもりなのか、使う予定なのかをお聞きし

子君。

たいと思います。

○９番（矢野利恵子君）

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

９番

矢野利恵

これについては、

ファイリングシステムをそんなに必要だった
のか。十勝管内でも芽室と本別と足寄の３町

弁。
○総務課長（大塚博正君）

優君）

お答え申し上げ

しかやっていない。もっとほかの町がやって
いるのを見て、そして時間外手当を使うとい

ます。
昨年の時間外に対します増額の補正をお願

うそういうことも考えた上で、本当に足寄の

― 14 ―

ためになることだったのかって、そういうこ

○委員長（大久保

優君）

とを見きわめてからやってもよかったんでは

子君。

ないか。

○９番（矢野利恵子君）

９番

矢野利恵

そうすると、３ヵ

ここまでお金がかかって、ここまで残業手

年で書庫も完成して、ファイルするこれ表紙

当を使うものに対して、便利だと言われて

のものですか、紙も完成して、あとはそれほ

も、そんなに便利だというふうに一般的に考

ど残業手当も使わない、そういうことになる

えても納得することができない。

わけですよね。

これ平成２０年度で終わらなくて、２１年

でも、まあ私、素人で考えて、そのファイ

度にまたファイリングシステム導入経費、あ

ルの一部を見せてもらったけれども、要する

と何年ぐらいで完成する予定なんですか。そ

に町長が判こを押して副町長判こを押してっ

れとも、毎年このファイリングシステム導入

て、課長が判こを押してというその紙ですよ

経費、毎年ファイルをつくっていかなければ

ね、これをちゃんと取っておかなければなら

ならないから、この経費が要るということな

ないって。
でも、今いろんなものを電子化されてき

んですか。
○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

で、いつかこのファイリングシステムも時代

弁。
○総務課長（大塚博正君）

て、そんな紙に頼らない社会になっている中

このファイリン

おくれでだめになるような気がする。

グシステムを導入するに当たりましては、毎

要するに判こを押す、今は判こを押すとい

年度ファイリングしていく中でサイクル的

うことになっているけれども、パソコン上で

に、先ほども少し申し上げましたが、書庫に

管理して、それぞれパスワードと暗証番号を

まで送り込んで保存年限ですね、事務文書の

持っていて、それでチェックすれば判このか

保存年限を定めながら、書庫に分類をしてお

わりになるよって、そういう時代がこれから

さめておくと。

来ると思う。

永久保存から短年で廃棄するもの、３年、

私が見た感じ、ファイルにして紙にして

５年とか、そういった文書によって分類を

取っておくというやり方は、時代に逆行した

し、書庫の方にきちっと整理をしながら収納

やり方をしているのではないか、しかもこん

していくという作業まで、当年度の事業を進

なにまでお金を使って。

行しながら、そういった将来的な書類の保存

平成２０年度にこのファイリングシステム

年限定めたまでの作業ということで、一応３

を導入するための経費が上げられたときに、

年間を見込んだ中での債務負担行為というこ

こんなにまで残業手当も使うんだということ

とでお認めをいただき、今、取りかかってい

がわかっていたら、私は反対したんだけれど

る最中でございまして、２１年度、２２年度

も、一たん賛成してるんだから、次も賛成で

という中で一定程度のサイクル作業が習得で

通しなさいって、そういうことにもなってい

きるというふうにとらえておりまして、ま

かないかなと。

た、その後、忘れ去るといいますか、ずさん

そのときに、これだけの残業手当を使うよ

な管理、手法等、また新たな手法等が出てく

という説明不足だった、要するに瑕疵ある

れば、現在指導をいただいているところか

ファイリングシステム導入ということになっ

ら、また臨時的には今度は単発的に指導を願

ていくと思うので、これにはちょっと賛成で

うというような場合もあるかもしれません

きかねるかなと、それについてどう考えてい

が、集中的に、この導入に当たっては３年間

るのか、ちょっとお尋ねしたいんですけれど

で実施したいというふうに考えてございま

も。

す。

これからパソコンの中でパスワードを使っ
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て、そして判このかわりに記録することがで

るわけでありますから、当然、急に何か報告

きて、ＣＤロムの中にちゃんと保存していく

を求められたということも当然入ってくるこ

ことができる、紙を使わなくてもやっていく

ともありますし、ですから端的にファイリン

ことができるこの世の中に、そういう可能性

グシステムだけでこの時点で何時間時間外な

のある世の中に対して、あくまでもこのファ

んだ、あるいはこの業務で何時間なんだとい

イリングシステムをずっとやっていきたいと

うのは、これなかなか特定はできないという

いうことを考えているのかどうか、お聞きし

ことでございますので、ぜひその点も御理解

たいと思います。

いただきたいなというふうに思います。

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

次に、これからの先のことの文書管理のあ

町長、答弁。
お答えをいたしま

り方で電子、これは現状、本当に例えば芽室
町あたりは、もう電子決裁、既にやってるん

す。
まず最初に、ぜひ御理解いただきたいとい
うのは、平成２０年から３年間でこのファイ

ですよ。というふうに聞いております、詳細
まだ承知しておりませんけれども。

リングシステムを導入したいということで、

ですから、当然これからはこういった部

これは行政報告もさせていただきながら議会

分、電子決裁になったり、あるいはその保存

にも提案をさせていただいて、債務負担行為

までいきますと、これは物によっては永久保

についても議決をいただいたということでご

存しなくちゃいけないものもありますから、

ざいまして、その２年次目に当たるというこ

これはまだまだこれからの研究課題なのかな

とですから、そのことをぜひ御理解いただき

というそんな思いをしております。
決してそのことを否定するわけではござい

たいということが１点。
それとあと、今、時間外のことも随分言わ

ませんけれども、現状の文書管理、あるいは

れておりますけれども、これは１２月定例会

情報公開の問題、あるいは情報をいかに保持

でしたか、時間外の議論をいただきました。

しなくちゃいけないかと、まあ情報保護の関

これはまさしく私も率直に認めせていただい

係ですね、こんなことを含めて、繰り返しに

たのは、２０年度は大きな事業もあるにもか

なりますけれども、我が町にとってこの当

かわらず、当初予算のときに前年度並みの時

座、ファイリングシステムというのを導入す

間外手当の計上しかしてなかったと。

べしということで判断をしたものですから、

そういう意味で議員からも御指摘、矢野議

議会にも提案をさせていただき議決をいただ

員という意味じゃございませんけれども、御

いたということですので、またちょっとダ

指摘をいただいて、予算編成上甘かったんで

ブった答えもいたしましたけれども、そんな

はないのかという御指摘もいただきました。

ことでこれから先については、もう当然その

それは私は、全くそのとおりだなというふう

ときそのときに合わせた検討はしていかなく

に真摯に受けとめまして、これは事実そうだ

ちゃいけないものだというふうには認識をし

ということで認めをさせていただいたところ

ております。
以上でございます。

でございます。
ですから、当然今年度、じゃあこのファイ

○委員長（大久保

優君）

９番

矢野利恵

リングシステム、また時間外たくさんいっぱ

子君。

いかかるのかと言われると、これは先ほど総

○９番（矢野利恵子君）

務課長からお答えしたとおり、これは時間外

グシステムについては、本当に導入するのが

というのは、やっぱり仕事的には、１人の職

時期尚早だったな。でも、これについては前

員が一つの仕事だけやってるわけじゃありま

年において賛成してしまったという弱みがあ

せんから、同時進行でいろんな仕事をやって

る以上、やはり残業手当を使わない形でこの
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いや、ファイリン

グシステムの導入について伺います。矢野さ

システム導入していってもらいたいな。
残業手当についてはちょっと、これに使う
手当ということについては賛成できかねるけ

んの質問と多少重複するかもしれませんが、
よろしくお願いします。

れども、これ３年間で終わるということだ

このシステムは、昨年から導入され、正し

し、ファイリングシステムについてはちょっ

くは７月から導入実施されているように聞い

とは便利なんだということだから、まあ仕方

ておりますが、まだ本格的な経過を見ていな

がないのかなとも思うけれども、それについ

いので、どうのこうのということは言えない

ては本当に時間外を異常に使うということに

かもしれませんけども、それでもこの数ヵ月

なったら、その人の能力がないということに

間、約１年間の経過の中で、そんな中で職員

もなっていくだろうから、そういう場合は

の反応ですね、どういう反応、戸惑ってるの

サービス残業をしてやってもらうという、そ

かどうなのか、すごくいいと思って、なれて

んな形でこれをどうしても導入したいんなら

きたのか。

導入するということなら納得できるので、そ

それから、今までの経過の中での問題点で

んな形でやっていってもらいたいけれども、

すね、その反応と問題点をまず先にお聞きし

なるべくファイリングシステムのために残業

たいと思います。

手当を使うということをしないような努力を

○委員長（大久保

していってもらえるのかどうか、お聞きした

弁。

いと思います。

○総務課長（大塚博正君）

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

優君）

総務課長、答
お答え申し上げ

ます。

町長、答弁。
お答えをいたしま

以前にも申したかもしれませんが、従前の
文書の保存方法と今回このファイリングによ

す。
時間外勤務というのは、基本的にはです

る保存の手法というのが、もう全く違う手法

ね、私自身も基本的にはさせるべきでない、

ということで、研修を重ねながらやってきて

あるいはすべきでないというふうに思ってま

いるわけですけれども、それぞれの課にあっ

す。勤務時間があるわけですから、勤務時間

ても、ふだんの仕事をしながら新たなものに

内でおさまるというのがこれが理想だという

していかなければならないということで、た

ことでございます。

だいま矢野議員の方からも指摘ございました

ただ、現実問題、実態としては、じゃあ本

けれども、時間外がそのためにふえてるので

当に勤務時間内ですべての業務が処理できる

はないかと。これもすべてではございません

のかというと、これは実態としてはそうは

けれども、その業務にかかわって時間外して

なってないということでございます。

いるということも否定できない事実でござい

また、あわせて、このファイリングシステ

ます。

ムに関し、もしあれだったらサービス残業で

そういったことで新しくなるということ

というお話もございました。私の立場から

で、職員におきましても研修におきまして

は、サービス残業で業務をすれということ

も、なぜこういうことをしなきゃならないの

は、これは立場上からも言えないということ

かという意見等もありますけれども、手法と

だけはぜひ御理解いただきたいというふうに

して、こういう文書保存をこれから進めるの

思います。

だという意思決定のもとに動いてございます
ので、これは職員としては、なれてやっても

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

１３番

高道洋

の指導的な姿勢でございますから、今の新し

子君。
○１３番（高道洋子君）

らうしかないというのが、我々管理職として

同じくファイリン

くしていこうというその文書の保存の手法、
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これについては、よく指導員の先生方の話を

については何年保存するんだというような仕

聞きながら、理解を深めていってやっていた

分け作業も出て、先ほどもちょっと言いまし

だくしかないというふうに基本的に考えてご

たが、そういったことで進めていく。
そのために今度、保存したその書類という

ざいます。
感想と言われますが、今まさにその感想と

のがすぐ見出せるようなリストづくりもして

いうのは、これの仕事としてこういうファイ

いかなればならない、それですぐ検索ができ

リングの保存方法をするんだということでご

るようにしていかなきゃいけないということ

ざいますから、私的にやりたいやりたくない

で、処理、今作業を進めております。

というような、そういう感情を挟むものでは

そういったことでリスト等ができ上がって
くれば、一目瞭然にすく探しに行けるという

ないと私は認識してございます。
ですから、こういうやり方にしたんだか

形になってございまして、今、事務室内にあ

ら、こういう手法でいくというならば、それ

ります書庫につきましても、スチールにつき

に向かって努力をしていただくということで

ましても、そういった表示方法がきちっとで

なければ、新しい文書保存形態というのは立

き上がってきますと、スムーズに探し出すこ

ち上げていけませんので、そういったことで

ができるのではないかということで、私とし

職員にはお願いをして、町長以下お願いをし

ては、今、自分のものもやっているんです

て、進んでいるというのが実態でございま

が、意外に早く検索できるという、今まで一

す。

つづりになっていて、その中からめくり込ま

ですから、中においては、やっぱり開けた

ないとわからないものが、事業分類ごとに分

話でいきますれば、人間ですから感情ありま

類してますので、リスト等、それから見出し

すから、やっぱり新たなものに向かうとなれ

等々がはっきりして項目がはっきりしてきま

ば、やはり不便だなとか、ちょっとやりにく

すと、すぐ即座にそのものを探し出せるとい

いなとかと、今までの手法と違うもんですか

うそういったことでの便利性というのは、こ

ら、そういった戸惑いは出てまいります。

れから職員がそれぞれが体験していくんだろ

そのことは理解もいたしておるところです

うなと、そういった中から、そういった新し

けれども、そこを乗り越えていただかなきゃ

いものに対する抵抗感というのも薄れていく

いけないというのがありまして、それなりに

んだろうなというふうに認識してございま

今、総務課総務室が今中心になって、一番モ

す。

デルとなって進まなきゃいけないということ

以上でございます。

で、指導的な立場のところにありますから、

○委員長（大久保

そういったところで今ちょうど年次がわりと

子君。

いうことを迎えておりますので、１９年度、

○１３番（高道洋子君）

２０年度を今事務室にスチールで抱えている

長の御説明で少しイメージが、どういうもん

わけで、書類を抱えているんですが、１９年

なのかという、ほんの一部ですけども、その

度を今度書庫送りをして、２１年度の仕事の

大変さと、担当課長も相当大変なんだろうな

部分のスペースをつくらなきゃいけない、そ

という思いやら、また職員もなれてもらうし

ういう作業に入ってまいっておりますので、

かない、時間をかければ、まあ時間の問題も

こういった今私も持ってきておりますが、こ

ありますけども、しかし、人間は生きた感情

ういうファイリングで、業務ごとにこういう

の動物でございますんで、１人１人が。だか

ファイルに入れるわけでございますけれど

らそれを納得して、自分でも了解というふう

も、この表題にシール等張りまして、この文

なそういうものがないと、やはりストレス

書は書庫に入れるものについては、この書類

と、また、なかなか事務作業が進まないので
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優君）

１３番

高道洋

ただいまの総務課

はないかという心配がありますけども、まだ

もいろいろと求められたり、意思決定してき

１年目終わったぐらいでございますんでね、

た経過ですとか、いろんなことが、この情報

今後どうするかということは、時間をかけて

公開の時代ですから、そういった業務にかか

やっていく以外ないという御答弁でございま

わる人方には努めて情報公開をしていくとい

した。

うことですから、住民の方々から、自分の権

私もこの一括、今まで持っていた事務的な

利にかかわることでの情報公開求められれ

文書類を、自分の机の中に関係書類を持って

ば、当然にそこを開示していかなきゃならな

いたものが、一括して１ヵ所に収納されると

いというようなこともありますから、そのと

いうことは、本当に昔働いていた経験ころか

きに、高道議員さんも道職員という経験の中

らに思うとね、本当考えられないシステムな

で、先ほど来からおっしゃられてますからあ

んだろうなというふうに、自分の関係書類が

るんですが、その一つのつづりをしたとき

自分の手元からなくなるということがすごく

に、自分のメモ書きなのか、きちっと決裁を

びっくりする世界なんですけども、でも、今

取った意思決定書類なのか。

こういう御時世ですから、情報管理だとか、

また、一つのつづりに入りますと、いろん

それから職場環境改善とか、そういうことか

な要件が複合して、一つで庶務関係だとか、

らいくと、やむを得ないのかなという思いも

言葉はちょっとあれですが庶務関係だとか雑

いたします。

件だとか、いろんな中で大きくつづり込んで

しかし、何分にも多額の予算をかけて、事
業費をかけて、この説明書見ましただけでも

しまっているのが過去の文書保存方法なんで
すよね。

これ３,０００万ですか、３年間で、そうい

途中経過のものについては自分の引き出し

う金額をかけておりますんでね、そういう職

に入れて、その担当者しかわからないとか、

員の訓練、なれと、その山を越えながらどこ

そういったことを防止するためにも、スチー

まで行政効果ですね、いかにして行政効果を

ルの中にすべて、公文書はもうスチールに引

上げようとしているのか。

き出しを、引き出すというか、出し込みなさ

また、今まで買った過去の備品等がありま

いと、自分の机には一切公文書は入ってない

すよね。消耗品は別として、スチールファイ

んですよと。私的なものはちょっと若干入り

ルとか、そういうのもどんどんどんどん投げ

ますけどもね、文書、文具類だとかというの

ていく姿を見て、すごくもったいないなとい

は入りますけれども、原則、公文書というの

う思いで私は見ておりましたけども、備品的

は机の中に入らないで帰るんだと。

なもので投げられないものもあると思うんで

在席してるときは、また机に広げたりなん

すけども、そういう処分とか、またそれは将

だりしてますからありますけれども、そう

来どうするのかとか、その行政効果と、捨て

いったことで原則、公文書すべてスチールに

られない備品の今後の処分の仕方について伺

おさまり込むんだということでやっていきま

います。

すので、先ほども申し上げましたが、分類が

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

も、頭出しがわかると、住民の方々が見えて

弁。
○総務課長（大塚博正君）

きちっといったときに、担当者がいなくて

お答え申し上げ

もすぐにその書類の引き出しがわかって、そ
の書類を見ると経過がわかるというような状

ます。
効果という御質問でございますが、この公

況にもなってますので、そういった効果とい

文書という保存というものに関しましては、

うのは、これから非常に効果というのは大き

我々職員が仕事をしやすいとか処理しやすい

く生まれるんだろうなというふうに認識して

とかというだけではなくて、住民の方々から

いるところでございます。
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それと、ちょっと時間あれが来ましたが、

は、今のところ一時保管してございますけれ

消耗品の関係でございますが、事務室、常に

ども、そういったことでまた使える場合があ

ごらんになっていただいておわかりかと思い

れば使っていくということで、結構物がた

ますが、庁舎新築の折に、各担当座っている

まってきてどうしようもなく、本当に役場と

間・間に置いているスチール、あれが公文書

して公用として必要ないなと判断された時点

を入れるスチールでありまして、壁側に使っ

におきましては、一定程度処分をしていかな

ています、従来、旧庁舎等で使い込んでいた

きゃならないのかなというふうには思ってお

スチール等があるんですが、あれらについて

ります。

は書籍ですとか物品ですとかということで、

そのときには、自治会だとか公共的な団体

書類と分けろという指導がございまして、書

に優先的に必要があれば持っていっていただ

類と混合して保存しないようにということ

くだとか、それからまた、廃棄物なら廃棄物

で、壁側の方にそういった備品類ですとか消

で一般でお金にできるものであればお金にし

耗品類だとか用紙類ですとか、そういったも

ていくだとか、そういったことで考えて処分

のについては全部区分けをするということに

をしていきたいと思っております。

なってまして、スチール的には、そういった

以上でございます。

ことで結構持ち込んだもので足りないような

○委員長（大久保

優君）

状況も生まれているというのもあるのが事実

３時まで休憩いたします。

昼食のため、１

でございまして、何とか工面しながら、ス

午後

０時０３分

休憩

チール類についてはそういった別な保管方法

午後

１時００分

再開

で活用しているというのが実態でございま

○委員長（大久保

す。

議を再開いたします。

それとあと、環境面で、机の周りに書類を
置かないということで、机の下等に棚で便利

優君）

休憩を閉じ、会

午前中に引き続いて一般管理費、質疑。
１３番

高道洋子君。

なように書類を置いたりするのに入れてた脇

○１３番（高道洋子君）

午前の続きなんで

机のかわりというか、ひざ元に入れていたも

ございますけども、先ほど総務課長のファイ

のもあるんですが、それもすべて出しなさい

リングシステムにかける熱き思いを聞かせて

ということで、そういったところにも公文書

いただきました。
しかし、えてして、なかなかシミュレー

を入れないということですから、混在をさせ

ションどおりにうまくいくことといかないこ

ないということでございます。
そういったものについても、環境整理上、

とがあって、いかないのがなかなか世の常で

スチールの上に高く物を積み上げるというこ

ないかなと、現実と理想と、理想と現実がな

とをしないというということで指導を受けて

かなか一致しないのがまたえてしてありま

まして、コピー類につきましても、既定の高

す。

さ、でき上がった高さはこれはどうしようも

それはその間には、機械だけでなくて人間

ないことなんですが、小さなコンパクトなコ

という感情を持ったそこに人間が介在するが

ピー機については、机の高さラインぐらいま

ゆえに、なかなか目標どおりに進まない場合

でを限度に設置をしなさいということで、そ

もあります。

ういった置いてた台等を横に寝せたりなんだ

そこで、全道的にはニセコ町とか、それか

りしながら活用しながら、そういったコピー

ら管内では本別、芽室という先進事例がある

台を置いたりというようなことで活用してご

やに聞いておりますけども、それでもそんな

ざいます。

に早くからやっているわけではないと思う

あと、なおかつそれで余った機材について

し、そういう先進成功事例が余りない中での
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導入ですので、そしてちらっと聞くところ

すが、まずはやらないことには、基本的な路

に、帯広も導入して失敗したという話もち

線でいかないことには、どう変革していけば

らっと聞きましたし、そこで今教えてくれる

いいのかというもの見えないうちに、あれも

先生のもとやってると思いますが、ほかの町

これも変えていいということにはなりません

村で成功しても、足寄町ではやっぱりそれが

ので、一定程度、基本的なルールにのっとっ

ある一部分導入が難しい、失敗するところの

たやり方を指導・伝授願って、その上で我々

部分も出てくるのではないかな、それも世の

のつくっていく中において制度が十分職員の

常であります。

中に浸透し、熟知してきた中で変革していく

ですから、何を言おうとしてるかという

部分について、私はそれはそれなりでいいと

と、足寄独自の、もちろんその先生の言うこ

思ってるんですが、まずはそこにいきたいな

とをもちろん聞くんですけども、その微調整

と思ってますので、最初からという考えは

ですね、方向転換も少しずつしながら、足寄

持ってございませんので、そこら辺はちょっ

独自のファイリングシステムの方向性を見つ

と御理解いただきたいなと思いますが。

けながらやっていくことも、これ勇気ある大

○委員長（大久保

事なことではないかなと思うのですが、いか

子君。

がでしょうか。

○１３番（高道洋子君）

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

１３番

高道洋

総務課長今おっ

しゃいましたけども、私も全く同じことで、
最初から変更せということは一言も言ってお

弁。
○総務課長（大塚博正君）

優君）

お答え申し上げ

りません。
例えば、ほかの町村の失敗例なども見聞き

ます。
確かに、今、高道議員仰せられたとおりの

しながら、またその先生の言うことを聞きな

ことはあろうかと思いますが、まずは基本的

がら、そして足寄としてこの一つの壁にぶち

にやってみてその後でないと、どういう修正

当たったときに、その最初の原点ばっかりに

がいいのか悪いのか、取っかかりの時点から

固執せずに、いろんな失敗例のところも見な

修正を考えていては、何が正しくてというの

がら、独自のファイリングシステムをつくり

が見えませんし、そのために業者さんに導入

上げていってほしいということを申したわけ

お願いをして、業者さんというよりは先生で

でございます。

すが、そういったシステムを考案した方でご

あくまでもこれ行政効果を本当に期待され

ざいますのでもうプロフェッショナルでござ

る、町民の血税を使っての大きな仕事でもご

いますので、その先生方の基本的なことをま

ざいますんで、また今後の動向を見ながら柔

ずは取り入れて、そこにやっていくんだとい

軟な対応をして、原点を忘れずに柔軟な対応

うことに基本的に決定してるわけですから、

をしてもらうことを要望して、最後に町長の

まずはそこをやって、それからいろんな我が

決意を聞きまして、終わります。

町の手法、当然今言われました芽室、本別、

○委員長（大久保

ニセコ、それぞれ導入的にはして、それぞれ

○町長（安久津勝彦君）

その町に合ったやり方といいますか、少しず

す。

優君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

つ町によっては形態が違うような管理システ

今の高道議員最後にお話しあったとおり、

ムにはなりつつありますけれども、そういっ

これは３年間の債務負担議決をいただきなが

た意味で、高道議員言われますような最終的

ら、１,０００万弱の多額の経費を投入して

には足寄は足寄なりのものができ上がって、

行う新たなまさしく取り組みということでご

きちっと文書管理ができ上げれば、それは私

ざいますから、私はこれはもう全職員にも

は、それなりにはそれでいいと思ってるんで

言ってるのは、これは失敗は許されないんだ
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ば、何かあったときに書類探しの部分のこの

というお話をさせていただいております。
本当にこの間、２０年度から、年度途中か

時間だって短縮、凝縮できるというふうに

ら実際に始まってるわけでありますけれど

思ってますから、しっかりと取り組んでいき

も、先生と職場の中では物すごい、もうある

たいという決意でございますので、御理解い

意味、激論も含めて交わされてるのも承知を

ただきたいというふうに思います。
以上でございます。

しております。
それから、道内ではニセコ町が一番先に、

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

その当時の町長でありました逢坂さんがその

君。

ファイリングシステム導入のちょっと冊子に

○８番（高橋幸雄君）

なったやつ、それも私も読まさせていただき

前中からやってるファイリング導入の関係で

ました。

すけど、これは現実問題として、私もいろい

まず、先ほどから午

ここでも、やっぱり新たな取り組みですか

ろと視察をさせていただいて、もう相当二十

ら、今までのこととがらっと変わるわけです

数年前にね、いろんな公共団体で文書書庫の

から、もう職員にしてみたら戸惑いといいま

整理のあり方等をこの目で見てきたことが今

すかね、何でそんなことを、ここにあった方

思い出されてるんですけど、ただ一つ言える

が便利だよという、これも物すごいやりとり

ことは、本予算案は御案内のとおり昨年の債

があったというのもちゃんと読んでもおりま

務負担行為議決してるんで、この事業が導入

す。

するとかしないとかなんて、そういうレベル

まさしくうちもそんな状況も出ておりま

の話ではなくて、ただ、私自身も、議会事務

す。そういう意味では、もちろん一義的に

局においてファイリングシステム導入、局長

は、このともかくファイリングシステム、と

あたりこれからということでね、時間の終わ

もかく３年間かけて完成をさせるのを大目標

りころになってから、終了近くになってから

にやる。

そんな話しされて、その程度での説明しかわ

あわせて、このファイリングシステム導入

からないんですよね。

に合わせて、課の中で物すごい議論が巻き起

我々議会も、現実問題として、先ほど総務

こってるんですよ。ですからそういう意味で

課長、いろんな具体的にいろんな御答弁を申

は、このことを通じてまた課内の連携という

し上げて、このファイリングシステムの現状

こともさらに強まればなと、そんな思いもし

について答弁されてましたけども、それほど

ております。

拝聴しててね、肌にフィットしないんです

私自身もこのファイリングシステム、強い

ね。

決意で職員に何とか受け入れをしていただい

それだけ私どもが、私自身が、ほかの議員

て、本当に今年度も実は私自身も経験してる

さんは別として、私自身は理解をしてないと

んですけれども、例えば今回定例会があるよ

いうか、だけど、さりとて２０年度での執行

となったときに、例えばですよ、一般質問を

額からいえば１,８００万強、もちろん消耗

いただいたときに、あ、このことはたしか前

品から備品購入から含めて相当の額なんです

の議会であったなということで庶務の方に、

よね。

いつの議会のちょっと議事録ったら、すぐ出

そういうことになりますれば、我々議会サ
イドも、例えば所管委員会あたりでもね、現

てくるんですね。
先ほど総務課長言ったように、従来はこう

状この今の導入を一定のレクチャーをいただ

やってばさっととじてたやつがすぐ出てくる

いて、この執行してる一定のランニングの状

んですよ、短時間で出てくるということです

態を御説明いただくとか、そちらが説明をす

から、そういう意味では、これができ上がれ

るのか、こちらが説明求めるのかって、鶏が
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先か卵が先かって、そういうレベルの低い話

年のトータル事業でございまして、３ヵ年分

では、そういうことが私自身の議会議員とし

では１,８６３万６,０００円が委託料として

ての議会サイドの立場でも欠如があったかな

相手先に支払われるお金となってまいりま

と思うんですよ。

す。これはもう契約して、債務負担行為です

だから、いろんなこれだけ多額な予算を投

から確定した額となってございます。

じて、最終的にどうなるのかなって、今ふと

あと、かかる経費でございますが、消耗品

十数年前、あるいは２０年前と３０年前ぐら

的なファイル等、これは毎年度用意していか

い、いろんなとこを歩いたときのあの状態

なきゃならないというのは消耗品的にはござ

を、書庫の状況をこの問題について思い浮か

います。
ですから、それは元来の保存してます手法

べているんですね。
そうすると、足寄町がまず２１年度今予算

でのファイルですとか、そういった保存する

計上してる需用費、あるいは委託料の関係

ためのファイル類の経費と比較しますと、現

は、昨年と同様な事業を展開することは否め

在導入した経費等のファイル料の方が若干安

ない事実なんですけどね、そうすると今年度

く済むのかなという試算はしておりますが、

のこの予算においてどの程度の事業、この

これも業務量、それから文書量によって年度

ファイリング導入事業というものが、ボ

によってもばらつきがございますので、細か

リュームとして全体を１００としたらどのぐ

くは比較できないですし、また、２０年度も

らいがいくのかなと。

まだ決算でその辺の追跡等も行っておりませ

予算総体からいくと、平成２２年度予算が

んので、またこれからそういった検証もして

３３７万予算計上予定されて説明資料にござ

いきたいなと思いますので、御理解いただき

いますんで、全体を割り返せば、一定の残っ

たいなと思いますが、経費的なファイルと今

ている業務量というのが推しはかることでき

やっているファイリングのファイルと従来の

る、数学的にはですよ、だけど私はそういう

庁舎内で使われる消耗品的なファイル、従来

もんでないだろうなという認識してるんです

の手法の保存のファイル、これとでは経費的

よね。そういう意味で、どんな状況で今２０

には、システムを変えた現在のファイリング

年度は、あるいは今予算提案をしてる債務負

システムの方の、こういう紙のものですか

担行為を私どもが議決してる状況でどうなっ

ら、１枚ものですので安くつくという判断で

ていくのか。

はおります。

それからもう一つは、予定し得る今の２２

以上でございます。

年３３７万円のその導入事業というものが、

○委員長（大久保

２０年度まで債務負担行為した予算議決した

君。

執行とのかかわり合いの中で、どのようにこ

○８番（高橋幸雄君）

の導入事業費というものが必要となってくる

２２年度で終結をしていくという、それから

のかという、こういうことをお示しをいただ

ランニングコストそのものは、今の消耗品的

きたいもんだなと、このように思うんですけ

なものが単年単年でランニングしていく上で

ど、いかがでしょうか。

行政経費としてかかるのかなと。

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

８番

高橋幸雄

問題は、今の事業が

ファイル導入の一定のことについては、大
体３ヵ年で、職員も今の行政としてきちっと

弁。
○総務課長（大塚博正君）

優君）

お答え申し上げ

そのことが走っていけれるようになるとい
う、こういう認識でよろしいんでしょうか

ます。
説明資料に書いてございます３ヵ年の事業
で委託料と書かれてる部分が、契約した３ヵ

ね。
○委員長（大久保
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優君）

総務課長、答

年度の事業的なボリュームには持っていける

弁。
○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

のかなという現在の判断で計上させていただ
いております。

ます。
高橋議員仰せのとおりでございまして、こ

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

れが３年たちますと、書庫に入るまでの３年

君。

分というか、流れができますので、業務量的

○８番（高橋幸雄君）

なものも一定程度推しはかれますので、そう

は、今はしり、初年度の２年目ですからね、

いった面での議員さん言われるとおり量的な

だけど、この種の消耗品といえども、ベー

ものは掌握できていけるものというふうに

パーとか云々と違って、同じ消耗品でも、一

思っております。

定の業務量のファイルの仕方によって一定の

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

一番肝要なところ

限度というのが状況ございますね。
そういうことからいたしますれば、来年度

君。
よその公共団体の書

以降についてね、今度どの程度のファイリン

庫を眺めて一応レクチャーいただいたこと

グになるかによって、今との予算提案してる

を、ずっと相当昔のことなもんですからね、

ものが次年度についてね、行政経費として必

思い起こしているんですけども、そこでさら

要かどうかということを推しはかることはで

にお尋ねをしたいんですけども、ランニング

きますよね。

○８番（高橋幸雄君）

コストは、今のファイル的なもので消耗品的

一定のことのファイル状況が今年度予算計

なことだということで、２０年度が終わって

上してる３００万強、昨年度の分を含めてそ

ないので、今後について単年度予測され得る

れで大体ファイリング終わったということに

消耗品的な行政経費については、まだ現段階

なれば、その種のものの経費は必要なくなる

では明言できないというとらえ方よりやむを

わけですからね、その辺の目安は、なかなか

得ないんでしょうかね、いかがでしょうか

現時点では明言できないということなんです

ね。

か。

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

行政経費がかかっても、１９年度、２０年度

弁。
○総務課長（大塚博正君）

それと同時にね、それと同時に、仮にその

お答え申し上げ

にかかったようなそんな状況には全くならん
というふうに推計するんですけどね、そうい

ます。
予算説明資料に記載させていただいてござ

うとらえ方でよろしいのかどうか。

いますけれども、フォルダー等と書かれてい

○委員長（大久保

優君）

るのが、今申し上げました消耗品等でござい

弁。

ますので、今年度、大体想定してます文書量

○総務課長（大塚博正君）

的なもので３３０万程度あれば年度分、これ

ます。

総務課長、答
お答え申し上げ

から行く部分が消化できるのかなというとこ

議員仰せのとおりでございまして、２０年

ろで押さえている概数での計上をさせていた

度が多かったというのは、２ヵ年分を整理し

だいてますので、このことも予算ですので、

たという関係もございますので多かったとい

１９年度、２０年度の処理がまだ完結してい

うことでございますので、これが一定程度年

ない部分もございますので、そういった中で

数進んできますと、その消耗品的な額につい

ファイリングがまたさらに進めば、そこら辺

ても、一定的に定型的な事務文書量が決まっ

のファイルの量も必要になってくる場合も想

てくれば、一定程度の掌握は可能なのかな

定されますので、一応基準として私ども今押

と。

さえたのが、その３３０万程度あれば、２０

また、それが３００万程度ということであ
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れば、毎年３００万程度の消耗品で書類が送

持ち込んでいる状況にございます。

られていくと、編さんされて送られていくと

そういった関係もございますので、そちら

いうような、議員さんおっしゃられた認識で

のものを今のこの庁舎に持ち込めるかどうか

よかろうかと思います。

というスペースがあるかということの話にな

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

れば、それはまず無理だろうなというふうに
思っております。

君。
これ先ほど例えば十

現状で、引っ越してきた際の現状の書類、

勝管内２町村、あるいはニセコさんの話、例

これも今入っている書庫の中も、毎年、保存

に出ましたけど、私、ちょっとこの関係のこ

年限が切れていくものについては、シュレッ

とについて全く無知なんですよね。

ダーにかけて処分していってますので漸次あ

○８番（高橋幸雄君）

本来は、昨年度債務負担行為出た段階で、

きが出ると、それが１年たつごとに、その年

みずから調査・研究をされて、その事業導入

度ごとに今言った書庫に送り込まれるという

の是非を一定の議論をすべきことだったんで

状況が生まれてきますが、このファイリング

しょうけども、全くそういうことの調査・研

システムで一定程度年限がたって整理されれ

究が至らない状況の中で、債務負担行為議決

ば、今の現庁舎の中で保存していくのは可能

に参加し可決して２年目と、こういうことで

でないかなという判断には立ってますが、た

すよね。

だ、昔からのものがあるもんですから、そこ

したがって、この導入の是非について議論

ら辺はちょっと、ここに持ち込んでまで管理

なんていうのは、もっとも議員としてそうい

できるかどうかというのは、ちょっとまだ明

うことにはならないことを承知してるんです

確な回答できませんが、多分、私は無理なの

けど、ただ、今言ってるような先に向けての

かなと思っておりますけれども、そんな状況

行政経費とファイリング導入の実態、わかり

でございます。

ました。

○委員長（大久保

そして、しからば今これ新庁舎から、それ

優君）

８番

高橋幸雄

君。

から書庫のいろんな状況からいってね、まず

○８番（高橋幸雄君）

問題はそこなんです

こういう導入にしていくことによって、一定

よね。だからいつそのことが、これは相関関

の廃棄のことも一定の保存年限のこともあり

係があるものですからね、それをどういうふ

ますんで、そういう形で年限指定がされる関

うに処理するのかなと。
一回入れてしまったら、もうそれはそれで

係で廃棄も出てまいりますよね。
そういうことを推しはかったときに、今現

いいわということになるのかね、今の内容に

状の足寄町の新庁舎、そして書庫等の関係の

も、文書業務の内容にもよりますしね、それ

中で十二分にこれでクリアできるんだという

が私は課題かなと思ってはいたんですよ。
現状の近年の、あるいは当該年度、ここ２

こういう理解でよろしいのかどうか。
○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

況でいくのかなと。しからば、今、総務課長

弁。
○総務課長（大塚博正君）

〜３年、これを進めていく上ではそういう状

お答え申し上げ

が答弁したようなそういう実態をどういうふ
うに処理していくのかなという思いをしてる

ます。
文書量的なものが今の書庫で十分入るかど

んですよね。

うかということでございますけれども、旧庁

そうすると、トータル的にそういう文書管

舎からここへ引っ越した際に、ここにも入り

理というものが、今のスペースという状況と

切らないで、実は旧東小学校の方のところ

一定の保存年限ということの兼ね合いの中

に、永久保存なり古い書類というのはかなり

で、どのように管理すべきなのかなという課
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題が見えてくるんですよね。その辺どういう

でもお借りをしてるというわけにもいきませ

ふうに考えてるのかな。

んので、基本的には、この役場庁舎の中で文

これは総務課長だけの状況でなくて、理事
者がどういうとらまえ方をしてるのかという

書整理はしたいということで考えているとこ
ろであります。

思いが募るんですけど、この辺は理事者、ど

ただ、ボリューム的には本当にかなり圧縮

うでしょうかね、その辺は。もうこれ以上総

がされて、本当に目に見えるといいますか、

務課長の答弁はちょっと越権だと思いますん

そういった状況で文書保管がされることにな

で、理事者の方から御答弁をいただきたいと

りますので、私の考えとしては、多分いける

思います。

だろうと。

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。

庁舎のこの部分で一定の処理がされるとい

お答えをいたしま

うことと、もう一つあるのは、単年度保存年
限が切れた部分を処分をしていくというここ

す。
基本的には、総務課長が答弁してますよう

を徹底されますので、従来でいけば、じゃあ

に、サイクルで保存年限に従って書類整理が

従来は処分してなかったのかというとこにな

されていくわけでございます。

りますけれども、えてして、多少のそういっ

基本的には、単年度から最終的には永久保

たこともあるのかなといったことで、そう

存までいろいろあって、永久保存の部分につ

いったことも含めてこのファイリングシステ

いてはどんどんどんどんふえてくると、これ

ム、３年間の中で一定の整理をしてきっちり

どこまでも捨てれませんので、そういった面

ですか、私もこういうふうに言われてたんで

では総体的には書類としてはふえてくるとい

すけれども、この文書というのは、個人の私

うことになります、結果としては。

的文書ではないと、すべてが町民の財産で

ただ、今、引っ越したときに、この庁舎に

あって情報保護のもとに置かれたそういった

役場に引っ越しときに一定の整理をし、こち

書類であると、だからそういった部分での管

らにある書庫であったり倉庫であったり、そ

理には徹底をしなさいといったことを基本と

こに処理できない分を、東小学校を一部お借

してやっておりますので、そういったことも

りをしておりまして、そこに保存をしてると

踏まえて一定の整理をかけたいというふうに

いうことでございます。

思います。

ただ、それは旧古い文書管理システムに基

若干答弁漏れもあるのかもしれませんけれ

づいての書類であって、今、２０年度から実

ども、そういったことで御理解願いたいと思

施していますこのファイリングシステムを導

います。

入することによって、従来の簿冊管理、いろ

○委員長（大久保

いろ関係書類をひとまとめにして、かなりの

君。

文書量のある保存方法をとっておりますの

○８番（高橋幸雄君）

で、そういった部分が３年のローテーション

ですよね、お互いに任期です。お互いにっ

でこれが整備されると、一定程度今の庁舎、

て、副町長にそういう言葉が適切かどうかは

新しい庁舎の内部の方が手がすくだろうと、

別として、町長並びに私ども任期で、先の問

手がというか、面積的に余裕が出てそのとき

題についてやっぱり課題を残すとかね、一定

に幾ら戻せるかと、永久保存の分ですね、そ

の一つの方向づけをなし得ていくという、特

の辺のやつについては、２２年度の最終完成

にこの（不明）そういう一定の区切りという

形を見ないと、正直、今この時点でどうなの

ことあるんですね。

優君）

８番

高橋幸雄

２２年というと来年

という質問に対しては明確なお答えはできな

永久保存はどこまでもいくからどんどん

いんでありますけれども、東小学校もいつま

残ってくんですね。だから一定の年限は処理
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されていきますけど、基本的にやっぱり永久

でなくて、今回のファイリングシステムを導

保存の分は永久なわけですからね、だからよ

入したことによって、永久に残すべき書類も

くマイクロフィルム化の問題ありますよね、

一定程度整理をされた形で残っていきますの

そんな導入の中でそういうボリュームだから

で、そういったことで結果として、どの程度

さ、そのことがどういうことで行政経費がか

そのうつわとしての倉庫であったり物品庫の

かるのか、私たち調査・研究はしたことはご

中にそういった書類が残るのかも、２２年、

ざいませんけど、他の公共団体をいろいろと

最終的には一定程度見きわめれますので、た

レクチャーしていただいた経過の中でそうい

だ、議員、別な部分で指摘をされたマイクロ

うこともございましたんでね、そういうこと

フィルム等々も含めて、やっぱり将来のこと

になれば、また違った一定の保管管理のあり

も含めて、そのことについては検討課題とさ

方も出てくるのかなと。

せていただきたいと思います。

今この現状で予算審議させていただいてま

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

すファイリングシステムというのは、一定の

君。

そういうことであって、また違った意味合い

○８番（高橋幸雄君）

をまた持つ一つの文書管理という問題もある

お尋ねさせていただきます。次に人事評価制

わけですよね。

度導入事業の関係についてお尋ねをさせてい

それはあくまでも平成２２年度中において

それじゃあ次の点に

ただきます。

ファイリングシステムが完璧になってランニ

これも御案内のとおり昨年度、債務負担行

ングできる状況になったと、それと同時に、

為をいたしまして導入を議会が了とした導入

一定の旧庁舎内にあった永久保存等の書類等

事業でございますけども、私はその際にもい

もきちっと目安につけると。

ろいろ質疑をさせていただきましたけどね、

それと同時に、それじゃあマイクロフィル

果たしてこういう行政経費を投入してまで、

ム化がどういうことのことをね、どういう行

事業そのものについてはもう当然な、人勧の

政経費、私もちょっと現段階で、相当古い年

問題もありまして例えば２１年７月施行でし

数の前のことですんでね、今最近ちょっと研

たか、そんなこともあることはあるんですけ

究しておりませんのでよくわかりませんけど

ども、そういう疑義を申し上げて、予算審議

も、そんなことも視野に入るのかなと。

の際に申し上げた記憶が私自身持っておりま

永久保存は永久に残るわけだから、いずれ

すけども、過年度分、過年度分というより

に至ったって、客観的な箱物、一定の書庫と

も、今、予算審議２１年度予算ですけど２０

いうものは制限があるんですよね。リミッ

年度分ですよね、この時点においてこの予算

ト、無制限じゃございませんよね。だからそ

執行がこの導入事業そのものについてどのよ

うなるとどういうことが出てくるのかなとい

うな状況に今あるのかね、ちょっと御説明を

うことがね、そしてしかもそういう責務があ

いただきたいと思いますが、いかがでしょう

りますね、先ほど副町長答弁したような。そ

か。

ういうことのことも視野に入れることが必要

○委員長（大久保

かなと思いますけども、この点についていか

弁。

がですかね。

○総務課長（大塚博正君）

優君）

総務課長、答
２０年度の状況

副町長、答弁。

でございますけれども、説明資料にも記載さ

議員仰せのとおり

せていただいておりますけれども、人材育成

でありまして、永久保存についてはどんどん

にかかわるいろんな観点から検討をいたしま

ふえてくる。

して、検討委員会、庁舎内に設けまして、副

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

ただ、現実問題としてどんどんという意味

町長を筆頭に各課長入っていただいて検討を
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進めながら、委託をした業者先と人材育成方

ても了としてますし、これについて現段階で

針案について２０年度については作成をした

異論を挟むなんていうのはおかしな質疑です

ところでございます。

から、そんなこと申し上げるつもり毛頭あり

それに基づきまして人材育成方針、最終的

ませんけど、適正な執行ということと執行内

には人事評価的な要素まで及ぶわけでござい

容等については、これは別にお尋ねしてそれ

ますけれども、この後、その育成方針に基づ

はつまびらかにすることは何ら問題ないわけ

きまして人事評価等をやれるようなシステム

ですからね、２０年度、先ほど総務課長答弁

づくりを２１年度については実施していきた

したような内容を、一定の財政法に基づいて

いということで、評価シートの検討等に入り

ね、あれ財政法というのは、数字で示して予

まして、それが評価シート等ができ上がった

算編成するんですけど、この場合はそれを了

段階で、その評価手法等につきましても、管

としたら今度執行に移るわけですから、それ

理職を対象に検討に入ろうかという段階に来

を具体的に我々議会サイドにお示しをいただ

ております。ですから２１年度についてはそ

くと、こういうことはいかがなもんでしょう

ういった作業をしていくということになって

かね。いただくことは可能なんですけど、い

ございます。

ただくことは当然なんですけど、いただける

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

か、お尋ねいたします。

君。
○８番（高橋幸雄君）

のかどうか、そういうものがあるのかどう

この予算、１３節予

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

算ですよね。これはどうなんですか、例えば

弁。

２０年度分、２０年度分の過年度分の一定の

○総務課長（大塚博正君）

私 ど も 議 決 し た の １ ４ 万 ５ ,０ ０ ０ 円 で す

の説明、舌足らずでございまして申しわけご

ね、今現段階予算提案って４３５万８,００

ざいませんでしたが、委託をしておりますの

０円なんですが、この委託料で成果品とか、

で、この人材育成基本方針、冊子的なものに

そういう状況は２０年度分については今どん

なろうかと思いますが、それにつきまして

な状況でそういう、そういう種のは全くない

は、先ほど申し上げた庁内の検討委員会で、

のかどうかね。

業者さんから示された案について種々検討を

ちょっと先ほど

ファイリングシステムの場合は、これは指

加え、足寄型的な職員の人材育成基本方針と

導コンサル委託かなんかの場合は成果品が出

いうものをつくり上げてまいっております。

てこないんですよね。普通は１３節予算です

今予定してますのは、このつくり上がった

から、そうでないものについては一定の成果

ものを、３月の１９日に全職員を対象に、人

品があってしかるべきだと思うんですね。そ

材育成基本方針についての足寄町はこれから

れでやっぱり支出の問題もありますんでね、

こういったことで職員の人材育成について進

調定してそして支出をしていくと、この種の

むんだというような方針について研修、業者

ものの１３節予算はどんな状況になるんで

さんが来てその方針に基づく研修というか、

しょうかね。

内容について説明をし、それが基本方針とし

もちろん今予算審議して、我々議決をした

て完成品としてでき、最終的には３月ででき

４３５万８,０００円の今予算審議してる状

上がってくるという形に、業者さんまではそ

況もありますし、過年度債務負担行為をした

こまでお願いしてると、職員の研修までとい

９４万５,０００円のこともありますんで

うことで、一つの冊子的には方針ができ上

ね、同じ同額が来年度９４万５,０００円と

がってくるということになってきておりま

いうことになるわけですけどね、これ予算の

す。

導入、事業導入そのものについては議会とし

その方針に今度基づきまして、２１年度に
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ついてはさらに細部に入りまして評価の手法

かわり合いは、今、何か冊子もあるという話

ですとか、研修のあり方ですとか、それから

も何かね、一定のものがあるという話ありま

職員が職員像として目指す姿的なものが示さ

したけど、この辺の例えば事業が単年度完結

れてまいりますので、それに対するその年度

して、一定の委託が完了したということでお

年度の仕事に対する自己の目標とする業務内

支払いをするという状況になったときね、何

容ですとかといったことで、それの達成度で

を成果品としてお支払いするのか。

すとか、そういったことで評価を進めるとい

今ちょっと答弁にあったね、ただ、私の現

うことで、職員の資質を高めるという点でそ

段階で言わせていただければ、これ２３年４

ういった手法て今後進もうということになっ

月１日からですね、導入したいということで

てきておりますので、それらの２１年度につ

すよね。

いてはそれらの中身について検討を進めて、

２３年４月というのは、まあ議席はあると

本町として進める形をこれからまた検討を進

いえども、３月で終わったら、もうほとん

めながら１年かけてやって、そういった制度

ど、実質その状況に対して議論をする場所が

をつくり上げていくという段階に入ってまい

全くない状況ですね。
それだけに、一定の先ほどのファイリング

ります。
それらについても、当然シート的なものの

システムもしかり、この事業導入にしてもし

評価の手法ですとか職員に持たせる目標です

かり、国家公務員のように前年の７月ぐらい

とかヒアリングですとか、そういったことで

から施行されるんだけど、これは翌年の４月

の一定程度のその定型的な様式というんです

１日ですからね、したがって、総務課長も全

か、ひな型というのか、そういったものにつ

然関係ない話ですよね。早い話が関係ないは

いて決めをしていくという作業が２１年度に

ずです、物理的に。あなたも私も関係ない状

入ってまいりまして、それらが最終的にはそ

況になるんですよ。

の表が検討委員会等で了とされれば、その評

評価されない、せっかくいろんなことを

価手法等が確定してくるということになって

やって導入するようにしたけども、高い評価

まいります。それが２１年度でやろうとして

をしていただけるにありながら、もうそのと

いることでございます。

きあなたの身分がこの役場職員でなくなる。

あと、２２年の最終年度、まあ額の高ばか
りではなく、３ヵ年で一応契約してございま

私も議論をしたいんだけど、議員として議席
がないという状況ですね。

すので、２２年度最終年度については、そう

それだけに、この種のものの一定の期間を

いった評価が管理職等で２１年度で試行をし

要する政策導入というのは、しっかりとして

ながら、模索をしながらつくり上げ、完成と

それをやっぱり見きわめたり、その事業導入

いうか、決定されたものについては、２３年

についての深さを審議していく私は必要ある

度あたりから今度一般職にも段階を踏んで試

と思うんですね。そういう意味でお尋ねをさ

行段階に入っていって、完成形に持っていき

せていただいてるんですけど、御理解いただ

たいなというふうに考えてございます。

けますか。
そこでもう一度財政、一定の１３節予算に

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

によると、３月１９日職員の面接、それから

君。
○８番（高橋幸雄君）

おける支払い等についてはさ、今聞くところ

話わかりました、答

もう一つ検討委員会は副町長さんが筆頭にで
すか、そのかかわり合いと今の１３節予算執

弁わかりました。
これ内部の検討委員会と委託先との関係は

行とのかかわり合い、そして予算支出をする

ね、今、委託料だと１３節予算の執行とのか

とき、何をどういう形の中でそれを了として
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支出をしていくのかという、こういうことを

すけれども、仕事の進みぐあいによっては、

予算審議を通じて、内容のことについては、

今年度中にそういった評価のことを試しに

後ほどまたお話しさせていただきます。まず

やってみようかということですから、私も私

この段階で御答弁願います。

なりの評価を受けるんだろうなということで

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

考えております。
ですから２１年、２２年度、全く関係ない

弁。
事業の成果品で

という話ではないんですが、そういった対象

ございますが、先ほど申し上げましたよう

にはなるということでとらまえております。

に、人材育成方針という基本的なこれから進

２２年度につきましては、最終的にでき上

むべき職員の資質を高めるための方針的な、

がったものについては一般職にまでというと

憲法的なものの冊子が成果としてはでき上が

ころにおろそうと、実際やってみてという、

ります。

それが業者さんの指導のもとにいろんな手法

○総務課長（大塚博正君）

それを今度実施に入っていくための、実

という、評価手法とかといろいろありますか

施って、職員に実際に資質を高めるための実

ら、そこらができ上がってシートができ上が

際に入っていくための適正な職員の業務の評

れば、評価としては完成形と、研修としては

価ですとか、それから資質を高めるための研

ですね。そういったものができ上がって研修

修制度ですとか、それからくどいようですけ

して終わりという段階。

れども目標管理、自分のセクションにあって

その後は今度独自に、まあ我々のとこでい

どういう業務を１年間、１年なり２年なり、

けば職員担当になろうかと思いますが、独自

そのスパンの中でどういう仕事の成果を上げ

にそういった今年度つくり上げます人材育成

るとか、そういったことのシートづくりとい

方針なり、そういったシートに基づきなが

いますか、様式といいますか、そういったも

ら、独自にこれからそういった職員の資質を

のをつくり上げると。

高めるための作業を進めていくということに

それで公正なシートに基づいた判断を、平

なろうかと思います。

等な判断をしていくということで、職員に

以上でございます。

とってどこが苦手でどこが得手なのかだと

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

か、いろんなものが見えてくると思うんです

君。

ね、評価することによって。そこを行政にど

○８番（高橋幸雄君）

う反映していけるかと、それが理事者が見た

よね、これは今、本年から試行してくと、総

ときに、どのところに配置するのがいいと

務課長答弁に言わせれば、私自身もね、実際

か、そういったことが見えてくるのではない

は２３年の４月だから、本来そこの段階、だ

か。

けど試行の段階でそういうことだと。そして

そうするとあれです

そういったことの表づくり、表づくりと簡

一定のセクションに向くぐらいはいいんです

単に言っちゃいますが、シート的なものをつ

けども、とりあえず管理職だけ適用するとい

くり上げるのが２１年度の作業、そこの中で

うことですね、試行で。

実際にやってみないと、まあ我々も初めての

そしたら例えば、それだったらやっぱり早

経験ですから、評価したりされたりという中

めやってもらった方いいんだよ。例えばこう

での新しい様式の中でやりますので、まずは

いうこと、Ａさんはどのセクションに向くと

管理職でそこを試行していこうと。

いううちはまだいいんですよ。庶務畑がいい

ですから実際でありませんが、私もそれな

とか福祉がいいとか、そういう本人のもろも

りの現職中には、今年度から自分の目標なり

ろいいんだけど、管理職には不適ですと、大

を立てながら評価を受ける、試行ではありま

課制だから特に課長には全然もう不適ですと
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いうそういう結論もあり得るね、それじゃ

評価というか、その職に合うかどうかという

あ。あり得るね、やっぱり。その辺はどうで

判定は、この制度を導入すれば出てくる、多

しょうか。

少は出る、多少というか、そういった自分の

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

思いと違う結果が出ることもあろうでしょう
し、他人が評価するわけですから、また自己

弁。
ないとは言えま

もやりますけれども、そういった管理職に向

せんが、そこも管理者がどうその人間を評価

かなということが出るということもないとは

していくか、面談で。評価されますから当然

言えないと思います。ちょっとやってみない

自分も反論する権利ございますから、あなた

とわかりませんが。

はそう見てるかもしれないけど、私はこう

○委員長（大久保

やってやってますとかと、いろんなことで

君。

やっていきますので、面談もやっていきます

○８番（高橋幸雄君）

し、それからまた部下からも評価されるとい

ういうことが今これからあれですね、人事評

うような中で、いろんな形があろうかと思い

価導入事業について決して否定もしません

ます。

し、ある意味ではいいことなのかなと。

○総務課長（大塚博正君）

優君）

８番

高橋幸雄

私はね、客観的にそ

これはこれからつくり上げる評価手法なん

昨晩７時半過ぎぐらい、８時ちょっと前ぐ

ですが、業者さんから言われてるのは、そう

らいですかね、副町長室で副町長さんと、世

いったいろんな手法があるよということは言

渡り上手の田中さんと言われてるってね、こ

われてますので、うちの町にとってどういう

れも非常に本人の資質能力の一つなんで、本

評価がいいのかというのは、これから決まっ

人が言う話ですよ、私が言ってるんでない、

てきますが、いずれにしても、今、議員仰せ

そういう失礼なこと、まあ、とりようによっ

のとおり早い段階からやればいいというお話

ては失礼ですからね。

もございますけれども、もちろん一般職に及

だけど、確かにそういう非常に持って生ま

べば、一般職まで全部がその制度が浸透すれ

れた特質性、だけど、しかし、こういう人事

ば、それは当然同じレベルで評価行為という

評価制度の中に本当にそういうものがね、

のが一定程度やれると思いますから、その辺

ペーパーシートの中に生きるかったら、世渡

は一方的な、人事権持つ人間が一方的に動か

りの上手の田中さんというのが、世渡り上手

すとかという問題が、そこで一たん違う面が

そのものが出てこない、人柄のよさが出てこ

あらわれてきますから、個人もその職務に

ない。

あって目標を持ちますし、その目標がどう改

だから、先ほど総務課長が答弁されたよう

善されて、どう成果が出たとかという自己評

に、理事者はそうやって言うけども私はって

価もございますから。

反論したって、そんなことあなたに言われた

そういった面でいけば、先ほど言われた端

くないって、あなたみずから直しなさいっ

的な管理職に向かない向くという話も出てこ

て、要するに理事者は評価がないわけだか

ようかと思いますけれども、そういった中に

ら、評価は町民世論なり我々議会が一定の

おいては、また一つ問題発生すれば、専門職

ジャッジを下す以外ないんですね。

的な言葉も出るのかもしれませんけれども、

だから、これやっぱり試行ということなん

将来そういった部分が生まれればですね、こ

ですけど、これ今の過年度分もろもろ含めて

の職に向いてるとなればそれは専門職だと

議会にこういうものですよと、議論はもうい

か、そういったものが出るかもしれません

いと、質疑の内容もこれ以上続けないと、

が、その辺についてはまだ、これから進めて

ペーパーに補正予算に資料に書いてあるとお

みないと何とも言えませんけれども、当然に

りだと、具体的にはこういうことですよとい
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うことでね、オープンにできないもんなのか

うかね。理事者いかがですか。可能ですよ

どうかね。

ね、議論のないとこですよね。いかがでしょ

私はそんなこと決してないと思うんです

うか。

が、ああ、こういうことのシートというもの

○委員長（大久保

優君）

副町長、答弁。

はこういうことであって、こういう状況の中

○副町長（田中幸壽君）

で理事者としても、恣意的でなくて本人の特

お答えをしたように、今年度、人材育成基本

性生かして町民の負託受けてって、本人の人

方針の案まではつくられております。

先ほど総務課長が

生にもかかわることですし、そのことがまた

先ほどこれも申し上げましたけれども、最

行政執行にいい意味合いをもたらすんですよ

終的には３月の１９日に職員にも明らかにし

ね。

て、一定の御意見をいただくといったこと

だから、そういう意味で我々もこれ予算審

で、３月、年度末にそういったもろもろの成

議してるわけですから、その中身の執行する

果品をもとに研修をして、今年度の支払い額

中身が全く不透明でわからなくてというの

は支払うということになっているところであ

も、これもいかがなもんだろうかと思うんで

ります。

すね。これはやっぱり明らかにできることだ

あくまでもこの委託は３年一括契約をして

と私は思うんですけど、この辺は理事者、無

おりますので、人材育成のほかに、この評価

理でしょうか。無理でないですよね。

制度の問題があって、一定の評価シートに基

とりあえず今答弁の中身は、人材育成基本

づいて評価をすると、それも幹部職員だけが

補方針というものの冊子があるということが

試行をしていくと、そういったことで積み上

明らかになってますしね、それからこれから

げ算的に最終的に成果品として結果として納

されるこういうもの、だから私はこれ昨年度

入をされるということになりますので、全部

予算提案なったとき、ある一流企業の上場企

の成果品があるかというと、そういうわけで

業の、たしか私の記憶では、東京電力かどこ

もなくて、まだ、そういった試行をして初め

か、関西電力かどっちかだと思うね。

て成果品になるということも今後ありますの

送電線業務事業の人方がやってどうやっ

で、人材育成については、ほぼ固まっている

て、例えば営業販売ならわかるんですけど

部分がありますので、そういった部分の部分

ね、だからどうやって評価するのかなと思っ

的でよければ、よければと言ったら失礼な言

て、それは相当年数の前に読んだ、家にもあ

い方になりますけれども、そういった部分に

ると思いますけどね、ああそうですね、組合

ついては公開するというのはやぶさかではあ

の常勤やってたころですから、今から１２〜

りません。

３年前ですね、そんな議論もちょっとさせて

ただ、評価制度の評価シート等々含めてど

いただいた経過ありますけどね、だけどもそ

んなふうに評価をされてるのかというような

れはやっぱり評価の状況を見ますと、ああ、

のを全体に明らかにするのは、まだちょっと

そう、こういうことの見方をして評価してく

先の話になるということは理解をしていただ

のかということが明らかになって、行政につ

きたいと思います。

いては全くそういう書籍、専門書を読んだこ

○委員長（大久保

とないんですよね。

ませんか。

他に質疑ござい

（「なし」と呼ぶ者あり）

だけども、やっぱり議会に予算提案してい
てそれを執行して、特に１３節予算というこ

○委員長（大久保

ともありね、どういうことなのかということ

基金積立金。

優君）

次に進みます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

を我々にお示ししてオープンにできるんてな
いかなと思いますけど、それは不可能でしょ

優君）

○委員長（大久保
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優君）

会計管理費。

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

財政管理費。

優君）

文書広報費。

優君）

交通安全対策

銀河線跡地の関係の予算全体で、節区分では
していただきたいんですが。
○委員長（大久保

費。
優君）

庁舎管理費。

優君）

財産管理費。

優君）

車両管理費。

優君）

公平委員会費。

優君）

万４,０００円の内容でありますけれども、
舎といいますか、倉庫であったり宿舎であっ
とで、昨年も同様の委託事業を実施している
ところでありますけれども、基本的に昨年

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

す。

たり、物置等々の解体・撤去をするというこ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

お答えをいたしま

これは廃止された銀河線沿線にあります旧宿

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

副町長、答弁。

銀河線工作物撤去業務ということで３５４

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

今の提案になってる

ございますけど、特に委託料の関係等御説明

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

８番

特別職報酬等審

残った部分ということで、４月、５月、６月
ぐらいの間で、季節労働者を対象として実施

議会費。

をしたいということで考えている委託事業で

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

功労者表彰費。

○委員長（大久保

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

自治振興費。

優君）

企画振興費。

優君）

行政情報管理

８番

高橋幸雄

君。
場所はどこどこで

しょうか、明示していただきたいんですが。
○委員長（大久保

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

○８番（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

ございます。

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

費。

上利別の宿舎と倉庫を撤去するというのが

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

職員住宅費。

ますけれども、ここの詰め所が一つ。それと

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

あしょろ銀河

ありまして、それと大誉地のホームの撤去で

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

町史編さん費。

優君）

あります。
ですから、上利別のもともとの駅舎は今回

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

大誉地駅舎、それと大誉地の詰め所２号とい
うんですけれども、隣に小さな詰め所が１棟

ホール２１管理費。
○委員長（大久保

一つ。それと上利で笹森というところであり

新エネルギー対

は入っておりませんけれども、上利地区の宿
舎と倉庫と笹森と大誉地の部分です。

策費。

以上です。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

国民保護対策

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

君。

費。

○８番（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

銀河線跡地整備

これでもうその種の

ものはすべて、何か上利別の駅は入っておら
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んという話ししてましたけどね、その入って

内中に全部撤去するという見通しなのかどう

おらん理由と、それと同時に、これ当該年度

かね。

ですべて大体この種のものはきれいに撤去に

それから、もう一つ聞き漏らしたのは、何

なるのかどうか、その辺の見通しはどうです

らかの施設で希望がどうのこうのという話

か。

あったんですけど、その希望というのは、愛
副町長、答弁。

冠のことの地元希望のことをおっしゃるのか

答弁いたします。

どうか、その辺がちょっと聞き取れない面も

まず、上利別の駅舎でございますけれど

あったんで、恐縮ですが、再度お願いいたし

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

も、上利別の駅舎につきましては、昨年、松

ます。

山さんの映画が撮られて、年明けからその映

○委員長（大久保

画が上映をされてるというようなことで、こ

○副町長（田中幸壽君）

としに限っていけば、いろいろファンの方と

ては、今年度ということでなくて、当分の間

いいますか、そういった方も訪れることも

ということで御理解を願いたいと思います。

あって期待をしてといいますか、それでとり

残したいということと、その購入希望とい

あえず本体、駅舎本体については今年度は解

う部分あったのは、上利別の官舎１棟でござ

体をしないということで、じゃあほかはどの

います。それだけが残るということでござい

ぐらい残るのかというと、数物件は購入を希

ます。

望されているというのもありまして、そう

○委員長（大久保

いった売り払いの絡みがある物件を除けば、

君。

ほぼ今回で終わりだと、鉄橋を除けばという

○８番（高橋幸雄君）

ことで。

か、駅舎、何だか建物とか残るというのはど

優君）

副町長、答弁。
上利別の駅につい

優君）

８番

高橋幸雄

その上利別の何だ

ただ、小さい踏切等々に、電気関係の保安

ういう理由なんですか。だれかがそのまま

用の建物だと思いますけど鉄の大きな小屋、

そっくり買いたいということなんですか。ま

ちょっと表現悪いですけれども、そういった

さか住むということじゃないんですね。

部分の撤去等は一部残っておりますけれど

○委員長（大久保

も、それは直営で対応できるということで、

弁。

そういったことを除けば、ほぼ今回で終わる

○総務課長（大塚博正君）

というふうに思ってます。

きしている中におきましては、その宿舎をで

優君）

総務課長、答
今、希望をお聞

ただ、愛冠の駅につきましては、地域か

すね、用地も当然分割するなり賃貸になる

ら、そのまま残してほしいというようなお話

か、まだはっきりしてませんが、測量も入れ

もあって、愛冠の駅は今回入っておりませ

なきゃなりませんので、用地処分となればで

ん。

すね。
そんなこともありますが、住宅に関して、

以上です。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

もし町として可能であれば、そこを住宅にし
たいという希望者もおりますので、地域に御

君。
そうすると、最終的

相談しながら、今後もその方が入居すること

には愛冠の駅だけが残って、駅舎というもの

が妥当かどうかということも、まあ、地域的

はすべて撤去されるという認識でよろしいん

に上利別ですので、その周辺の方が入居され

ですね。

て利活用されるんであれば、残して住宅とし

○８番（高橋幸雄君）

それから、上利別についても、今の千春さ

て置くか賃貸にするか売買にするか、その辺

んの映画の関係上、当分の間といっても、こ

はこれから検討しなきゃいけませんが、そう

とし１年ぐらいかわからんけど、それは年度

いった希望があるということで、解体はしな
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先ほども申し上げましたが、地元住民の方々

いということでございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

が今現状で了として処分いただきたいという
ことであれば、それはそれなりに有効な活用

君。
御案内のとおり相当

であろうと思いますので、その価格はともか

古い建造物ですよね。私の知ってる方もあそ

くといたしまして、処分ができる手法があれ

こに入居してた経過がございましてよく承知

ば処分をしたいなというふうに考えてござい

してますけどね、ただ問題は、あそこの公営

ます。

住宅の状況がどうなったかよくわかりません

○委員長（大久保

けども、上利さんの公営住宅の状況がね、

君。

今、空きがあるのかどうか。

○８番（高橋幸雄君）

○８番（高橋幸雄君）

優君）

８番

高橋幸雄

僕も最近行ってない

私は、当分の間どころか、相当年数行って

からよくわかんないんですけど、あれ相当何

ませんのでね、５年ぐらい前、毎日通ってた

か、何戸もあったんですね。今答弁されてる

ところですけども、その状況もあり、それか

のは１戸だけなのかどうかよくわかりません

らもう一つは、特別に財産が町の財産になっ

けどね、それと面的なものも含めてどうかと

たものをね、測量して分割してなんていうこ

いうことがあるんですよね。

とになれば、その経費を考えたらどうなの

住民の要望あるからということでそれはそ

かって。そして、あの建造物そのものが、非

れでいいとしても、後の問題も含めてきちっ

常に立派な耐用年数のきちっとあるものでし

とやっぱり対応した方がいいかなと。
ということは、かんぽの問題、１,０００

たら、ほとんど価値ありませんよね。
だから、町が勘定したら、それを解体した

円 で や っ た ら ６ ,０ ０ ０ 万 だ か 何 ぼ で 売 れ

ら解体費がかかって、売れるもんならその方

たって問題になってますよね。だからやっぱ

が安いという、そういう一定の数学的計算に

り不公平感、そういう問題もあるし、公平さ

なりますけどね、ただ、それを計測して一部

の問題もあるし財産管理の問題もありますし

のとこということになりますれば、後の管理

ね、その辺は慎重かつ適切にすべきだと思い

の問題とか、そういうこともございますよ

ます。この辺はよろしいでしょう。

ね。だからその辺はやっぱり慎重かつ適切に

次に進みます。そこで先ほど委託料の関係

やっぱり執行すべきなのかなという思いはい

の執行のあり方、何か季節労働者を云々とい

たしますけどね、その辺はどうですか、やっ

う話がちょっとお話ししてましたよね、だか

ぱり。

らこれ業者でないなと。

意外と、走っていってそのときはそうなん

そうするとどこかの、まさか季節労働者で

ですけど、なかなかその状況にやはり逆な状

して、今、雇用促進ですからこんな仕事あり

況も出てくるというも往々にしてありますん

ますよと、申し込んでくださいという、定額

でね、その辺も含めてまた精査なさったらい

給付金みたいな申し込み受けてその方でやる

かがかなという思いは募るんですけど、いか

というわけでもないんだろうなと思ったり、

がでしょうかね。

あるいは特定のそういう団体があるのかなと

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

ういうことがあるのかなと思ったり、いろい

弁。
○総務課長（大塚博正君）

思ったりね、今の事業組織ありますよね、そ

お答え申し上げ

ろの思いはしてるんです。
具体的に全然見えてまいりませんのでね、

ます。
当然に町の財産になったわけですから、適

もう少しめり張りつけてきちっと、公明正大

正な用地の管理、また処分に当たりまして

に透明性を持ってちょっと説明してくださ

は、慎重に対応していきたいと思いますが、

い。
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○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
昨年のこの事業は

企業組合、季節労働者企業組合、正式名称は

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
お答えをいたしま

す。
４橋で９,２００万円程度を予定をしてお

正確には忘れましたけれども、そこに委託を

ります。

しております。
ことしの委託については、今、建設業界と

以上です。

も協議中でありますけれども、実は本別が本

○委員長（大久保

優君）

別の建設協会と企業組合のＪＶでという新聞

君。

記事を見たもんですから、そういった部分で

○８番（高橋幸雄君）

８番

高橋幸雄

わかりました。

広く機会を与えるという意味では、建設業者

いずれにしても、この問題についても先ほ

も含めて私どもの町も何とか対応できないか

どの１３節執行同様ね、これからインタバル

ということで、先般、建設業界の関係者等集

相当ございますんで、適切かつ、過日の雇用

めて協議をしているところであります。

創出の面から事業ボリュームからいって、要

場合によっては、事業組合等々も新しくつ

するに機械作業だと、同じ機械作業でも、本

くって、受け皿をつくりたいというようなこ

当に足寄の機械なのかどうかという、地場で

ともあって、今協議中でありまして、まだ、

金が落ちるのかどうかというもろもろのこと

ことしの今年度の２１年度のこの事業の受け

で。
それだって、オペレーターだって無人でロ

皿というのは全く決めておりません。

ボットやってるわけじゃございませんので

以上です。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

ね、それから車も動きますでしょう、当然、
除去しますからね。

君。
そこなんですよね。

もろもろその辺もひとつ適切に、本当に地

そこなんですよ、非常に。だから本人の言葉

元の雇用促進につながったり地元のやはり経

をかりれば、世渡り上手の田中さん、やっぱ

済活性化につながるようなね、この２１目事

りその辺はね、いかにそういう公平感持って

業というのは、本当は言葉は表現、この辺難

そういう受け皿をきちっとつくるかというこ

しいとこなんですけどね、結果として、非常

とは、人脈も相当ありますんでね、今の企業

に安久津町政にとって、財政上ももろもろ含

組合の関係もあるし業界の関係もあるし、あ

めてそれをやっぱり逃す手はないと、こう

の状況からいきますれば、本来の足寄町の事

思ってますんでね、適切に処理をいたすこと

業、足寄町の支出をしなきゃならんものが受

をひとつ切望いたしたいと思います。町長、

け入れ先がということもありますんで、その

最後に一言どうぞ。

辺やっぱり慎重に、この辺もやっぱり慎重か

○委員長（大久保

つ適切にやっていただきたいなと思います。

○町長（安久津勝彦君）

これはこれでわかりました。

す。

○８番（高橋幸雄君）

優君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

次に進みます。とりあえずこの予算、今の

今、議員からのお話、あるいは先ほど来副

現状の２１目予算ね、これはまだ補正当然ご

町長が答弁してるとおり、この事業でやは

ざいますよね。補正予算の中に言ってますか

り、これはもう従来からも言ってますけれど

らね、４橋の３物件ということがございます

も、地元でできるものは極力地元で、もっと

ね。幾らぐらいの数字でしたか、ちょっと記

言えば、大変厳しい状況にありますから、雇

憶が喪失しましたんで、この補正すべきこの

用対策という部分で、可能な限り実効の上が

２１目の予算、この事業ボリュームについて

るような形で取り組みを進めていきたいとい

お示しをいただきたい。

うふうに考えてますので、御理解いただきた
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くると思うんですよ。

いというふうに思います。

これは我々議会も同じなんですよね、同じ

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

ほかに質問ござ

んた方がそんなこと言える口かと言われれ

いませんか。

ば、済いません、もう少し活性化にひとつ努

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

次に進みます。

ぱり今の時代に沿ってどんどんそういうこと

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

賦課徴収費。

優君）

固定資産評価審

事録オープンにできますんでね、いただいて

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

戸籍住民基本台

拝読させてて、非常に見識の高い議論が出て
るなということを、私よりもうんと企画した

帳費。

すごいレベルが高いなという思いで勉強した

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

選挙管理委員会

経過、２年ぐらい前でしたかあったんですけ
ども、特にやっぱりこういう行政委員会に就

費。
８番

うようなことの、かつて私は、教育委員会の
会議録、これ農業委員会も同じですけど、議

査委員会費。
○委員長（大久保

もあってしかるべきかなという思いでね。
一定の諸経費があるわけですから、そうい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

めますと、研さんに努めますと言わざるを得
ない面ありますけどね、私は、もう少しやっ

税務総務費。
○委員長（大久保

立場なんですよね。だからそれを我々が、あ

任される方は、議員と違って、それなりの見

高橋幸雄君。
この行政委員会につ

識と高潔な方が就任することが多いんですよ

いてちょっとお尋ねしますが、過般、２回ほ

ね。みずからやりたいと言ってるわけでない

ど私、一般質問をして、この行政委員会のこ

ですから。そういう意味合いから受けるなら

の種の問題、このことについての啓蒙意識問

ば、相当それなりの一定のものが出るのかな

題、いろいろとお尋ねをしてるんですけど

という期待があるんですよね。

○８番（高橋幸雄君）

も、一向にその効果が、ただ来るのは明推協

しかしながら現段階で、ここ２、３年か４

ですか、明推協か何かの全国の統一チラシみ

年かね、私も以前に、あなたが、あなたがと

たいのがね、パンフがちょっと配られ、昨年

いうことは、町長が就任なさった以降２回ぐ

末、ことし明けてからでしょうかね、この辺

らいやったけど、それなりのものが全くお示

はとりあえず代表者、きょういないんですけ

しになってない経過もありますんで、１度は

どね、書記長かなんか、何というんですか、

前選挙管理委員長が出席していただいて質疑

これ行政委員会のその方がいらっしゃると思

をさせていただいた経過もありますよね、何

うんですよね、兼務されてますけどね、この

か選挙管理委員長、何か交代されたように私

辺どうなってるんですかね、これ。

は記憶しておりますけども、この辺はどう

これからは、この行政委員会そのものも、

なってるのかね。

地方教育行政組織法に関する法律、幾らでし

これ事務局段階ですから、何とも言えませ

たか、２７条だか何条の今回の報告ありまし

んでしょうけども、私は、この辺はやっぱり

たね、事業結果報告。あれと同様にやっぱり

一定の議会の議論というか、そういうものを

求められると思うんです、これからどんどん

きちっと踏まえてね、一定の委員会開催の折

どんどんね。

に、しかるべき見識を私は事務局としてやっ

だから今、行政委員会の行政委員の一定の
北海道の関係、いろいろ出てましたね、新聞
報道でね。これはやっぱり中身の問題も出て

ぱり示すべきだと思うんですよ。その辺はど
うなんでしょうかね。
これは町長が答弁することでは全くありま
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せんので、行政委員会ですから関係ありませ

メンバーかわられましたので、そこでまた協

んから、総務課長でしたか、どうぞどうぞ。

議を進めていただけるような提案の仕方を、

○委員長（大久保

事務局といたしまして実施の方向が見えて

優君）

総務課長、答

いって予算が必要ということになれば、補正

弁。
事務局長という

予算なりで対応していきたいなというふうに

立場におります関係から、選挙管理委員会に

考えてございますので、今現在、事務局とし

ついての御答弁させていただきますが、今、

ての考え方でございますけれども、そういっ

議員おっしゃられましたように、前野津委員

たことで今後、選挙管理委員会内で検討させ

長がこの議場で、明推協についての答弁等も

ていただくということで、御了解いただきた

ございますけれども、その後、委員長かわっ

いと思います。

たということもございますが、前委員長から

○委員長（大久保

十分に現委員長には引き継がれていることは

せんか。

○総務課長（大塚博正君）

野津委員長もこの場でお答えしているところ

○委員長（大久保

でございますけれども、明推協の組織がある

衆議院議員選挙費。

の業務等の区別、明確に違うわけですけれど

○委員長（大久保

も、なかなかその活動が活発化していないと

費。

次に進みます。

優君）

統計調査総務

（「なし」と呼ぶ者あり）

いうような状況があって、なかなかその協議
会を立ち上げる町村も今ないというような状

○委員長（大久保

況下で、当時、野津委員長においても、選挙

費。

優君）

商工統計調査

（「なし」と呼ぶ者あり）

管理委員会としてそういった運動もあわせ兼
ねながらやりたいというようなことも申し上

○委員長（大久保

げていたかと思いますが、我々その事務局と

費。

優君）

農林統計調査

（「なし」と呼ぶ者あり）

して担当している者として、予算反映上は従

○委員長（大久保

優君）

監査委員費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ことで、今、議員から御指摘を受けたわけで
ございますけれども、そういった常日ごろか

○委員長（大久保

ら明るい選挙推進についてはやっていかな

費。

優君）

社会福祉総務

（「なし」と呼ぶ者あり）

きゃならないのは当然、普及活動をしていか

○委員長（大久保

優君）

福祉医療費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

年度たまたま衆議院選挙の任期満了の選挙も
あるということで予算計上させていただいて

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

町村にあっても、なかなか選挙管理委員会と

なきゃならないのは当然でございますが、今

ほかにございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

事実でございますが、なかなか十勝管内、前

前と変わらないような予算計上の仕方という

優君）

○委員長（大久保

優君）

国民年金費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

おりますが、ここに頼るということではござ
いませんけれども、ここの費用等も活用させ

○委員長（大久保

ていただきながら、そういった明るい選挙活

成費。

優君）

国民健康保険助

（「なし」と呼ぶ者あり）

動についての啓蒙普及についてはしていきた
いなというふうに考えているところでござい

○委員長（大久保

ますし、また、今御指摘あったとおり、来年

費。

優君）

後期高齢者医療

（「なし」と呼ぶ者あり）

度以降につきましても、来年度以降という
か、これからの定期的な選挙管理委員会もご

○委員長（大久保

ざいますので、そういった中で今委員さんも

費。
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優君）

老人福祉総務

２番

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

老人医療費。

優君）

在宅介護費。

優君）

このたび妊産婦健診

４回が望ましいということで拡大されまし
た。その中で負担の算定基準の積算根拠です

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

○２番（榊原深雪君）

の一般健診の回数が、公費負担が５回から１

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

榊原深雪君。

介護保険助成

ね、それをお知らせしていただきたいと思い
ます。

費。

それと、妊産婦の人数が何年度の人数を算

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

介護サービス事

○委員長（大久保

業助成費。
優君）

旭町ふれあいプ

福祉課長、答

○福祉課長（藤原

茂君）

お答えいたしま

す。

ラザ運営費。

今回、１４回に拡大をするということで、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

弁。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

定されているのか、お願いいたします。

優君）

地域支援事業

９回分、公費負担を新たに拡大された部分で
ありますけれども、北海道の場合について

費。

は、北海道知事が代理となりまして、道内の

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

児童福祉総務

市町村長と道医師会、あるいは医療機関との
単価契約を結んでおります。

費。

その内容ですけれども、それぞれ回数ごと

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

児童医療費。

ぞれ単価を決めてございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

に１回目、２回目、妊娠の周期によってそれ

子どもセンター

１回目でありますと、例えば単価、８週目
なんですけれども９,７００円、それから２

運営費。

日目であれば大体妊娠１２週目ということで

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

へき地保育所

１万２,３００円、これまで１回目から５回
目までの部分で２万６,４９０円、それから

費。

６回目以降、今回１４回まで拡大するという

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

児童福祉施設

部分でいきますと、２万６,５４０円という
単価契約の内容になっております。その１４

費。

回分の合計をいたしますと、単価契約的には

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

学童保育所費。

これまで足寄町では５回、公費負担をして

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

児童デイサービ

娠２４週目、それから８回目の妊娠３０週

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

子育て支援費。

優君）

目、そして３６週目の１１回目ということ
で、それぞれ５回分を今まで助成をしてきて

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

きて、その回数は、１回目の第８週目、それ
から４回目の２０週目、それから５回目の妊

スセンター運営費。
○委員長（大久保

５万３,０３０円になります。

保健衛生総務

おります。受診券という形でですね。それに
３回の超音波検査分という形で行っておりま

費。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

予防費。

す。
それから、人数ですけれども、今までの母
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子手帳の交付等から、新年度分につきまして

討できないかという御質問でございます。本

は７０人を見込んでおります。

当に御案内のとおり銀河線も廃止がされ、仮

以上です。
○委員長（大久保

妊婦の健診に伴う通院にかかわる助成の検

優君）

２番

榊原深雪

にバスで通院ということになりますと、バス
の場合はやっぱり帯広まで２時間ぐらいかか

君。
今までの５回の一般

るということで、そういう意味で通院に困難

健診の場合は、市町村で回数的に負担が、公

を来している方もいらっしゃるかなという、

費負担がばらばらだったと思うんですね。そ

そんな思いもあるのも事実ではありますけれ

れでこのたび１４回に拡大されまして、ほと

ども、気持ちは、本当に私も、可能であれば

んど１８０市町村が大体１４回ということ

そういうことも考えていきたいというふうに

で、健診される妊産婦の方にとりましては、

は思ってますけれども、直ちにそのことを実

とても健診料の負担を心配せずにかかれると

施するということにつきましては、現状は

いうことで、すごくありがたいことだと思い

ちょっと考えておりません。

○２番（榊原深雪君）

将来の検討課題の一つということについて

ます。
その中で、ほとんどの市町村が１４回とい
うことで、そこでちょっと差が出てくるの

は、これは頭の中に入れていきたいというふ
うには思っております。

は、私たちの町のように分娩施設の医療機関

これはやっぱり地元にも医療機関はありま

のないところがやはり帯広まで通わなきゃな

すけれども、例えば難病を抱えておられる方

らないということで、妊産婦の方も心身とも

等々もいらっしゃるのも事実でありますか

に負担が多くかかると思います。

ら、これらも含めて何らかの方法とれるのか

その中で全道的に見ますと、１７０市町村

とれないのかも含めて、これは将来にわたっ

がやはり分娩施設がないところがあって、北

ての検討課題ということでとらえさせていた

海道でもそういう地域性のことで国に働きか

だきたいということで、御理解いただきたい

けていかなきゃならないということで今動き

というふうに思います。
以上でございます。

が出ているそうですね。
そこで私たちの町も、この間の川上議員の

○委員長（大久保

優君）

２番

榊原深雪

一般質問ではありませんけれども、やはり老

君。

人施設ということで、地域の特性をかんがみ

○２番（榊原深雪君）

ながら、やはり町の状況をやはり上の方に

いうことと、あと超音波健診も拡大されまし

持っていっていただきたいと思うんですよ

て４回になりました。その点ではやはり母体

ね。そこのところで交通費の助成のことを含

と、あと胎児の健診がなされることによって

めて所見を伺いたいと思うんですが、お願い

異常が発見されたり、重要なことではありま

いたします。

すけれども、結局拡大されたこの健診を受け

○委員長（大久保

優君）

これから１０分

午後

２時２６分

休憩

だから今、出産年齢が高くなっているとい

午後

２時３９分

再開

うこともありましてね、まあ、よその町のこ

休憩を閉じ、会

とではありますけれども、やはり救急車で急

優君）

に運ばれ、こういうふうに健診を余り受けな

議を再開いたします。

いでいきなり産科に飛び込むとか、いろんな

町長、答弁。
○町長（安久津勝彦君）
をいたします。

ていただけなければ何も意味がないわけです
しね、この方、妊産婦の方ですね。

間、暫時休憩いたします。

○委員長（大久保

一般健診が１４回と

私の方からお答え

異常が見つかって大変なことになったとかと
いうことは私たちの町にも起こらないとも限
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（「なし」と呼ぶ者あり）

りません。
それでせっかくこういう拡充されたことで

○委員長（大久保

４回がもう普通の回数なんですね、超音波も

○委員長（大久保

しかりなんですけれども、やはりそれをせっ

費。
○委員長（大久保
○委員長（大久保

優君）

農業委員会費。

優君）

農業総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

後の、私たちの一つの町だけでは、なかなか

○委員長（大久保

昨今の妊婦さんも数もですね、せっかく少

単身者住宅管理

（「なし」と呼ぶ者あり）

やはり経済的に大変な方も中にはいらっしゃ

解決しないことだと思っております。

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

かくこの公費負担がなされてこういう機会を

ろうかと思います。そういう方のためにも今

労働諸費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ありますのでね、経済的な理由で、本当は１

ちゃんと満度に使っていただくためにもね、

優君）

４番

優君）

農業振興費。

井脇昌美君。

子化の対策として、私たちの町も一生懸命手

○４番（井脇昌美君）

だてをしていただいてるおかげで、妊産婦の

業、いわば節でいえば１９で負担金補助及び

方もふえてきているような気がいたします。

交付金の中のラワンブキ振興対策事業という

数字的にも上がってきてるんですよね。

ことで補助金の６４万１,０００円が見られ

そこでやはりもう一押し、町の協力があれ

今回のこの補助事

てると。

ばありがたいなと思っておりますので、先ほ

私、この補助金の内訳を見せていただきま

ど町長がおっしゃいましたように、今後の検

すと、当初はこの補助を出しているその内訳

討課題にしていただければと思っておりま

として出されてるの、これてっきり自生して

す。

いるラワンブキと思ってたんですよね、自生
している。

以上です。
○委員長（大久保

優君）

他にございませ

ところが、３日か４日前に新聞に写真入り
で、組合式で会員が２８名ぐらいで、ぐら

んか。

いって、２８名で、実際自分の畑に植栽され

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

次に進みます。

ど、これを見て一瞬、自生しているフキとい

患者輸送車管理費。

うのと、実際自分の畑にラワンブキとして栽

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

培されているというのと、これちょっと一瞬

環境衛生費。

ね、勘違いはしてたんですけど、これどのよ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

て、フキを、２３名がおるらしいんですけ

優君）

合併処理浄化槽

うなことになってるのかなと。
このラワンブキというのは、お聞きします

事業費。

と、平成１３年に北海道の遺産として指定さ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

れていると。我が町もこのラワンブキとか、

清掃総務費。

それから放牧酪農というのを、本当に広くＰ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

じん芥処理費。

ですけど、この自生のラワンブキというの

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

し尿処理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

水道費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

病院費。

Ｒを、血税を使っていろんな面でされてるん
は、お聞きしますと、何か民間の人とちょっ
とトラブルあったようにもお聞きはしてるん
ですけど、自生ラワンブキの扱いというの
は、町としてはどのような扱いにまずなって
いるのか。
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自生してる今上螺湾の方ですか、ずっと向

なきゃならない大事な部分だなというふうに

こうの、螺湾からずっと向こうの方で自生し

認識をしております。

てるラワンブキの町とのまずかかわりという

以上でございます。

んですか、これも含めてＰＲしてるんですけ

○委員長（大久保

ど、どんなあり方で町はどのような形でお考

君。

えなのか、まずそれからお聞きしたいと思い

○４番（井脇昌美君）

ます。

いわば保護ということですよね、通常はこの

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

優君）

４番

井脇昌美

町長がおっしゃった

町長、答弁。

遺産として指定されてるもの、今特に現況

お答えをいたしま

は、まあ権利をいわば取得してないのに、そ
こをおれのだとか、入るな、さわるな、近寄

す。
基本的に、議員仰せのとおり北海道遺産に

るなというようなことは無断採取禁止という

指定されているわけでございますけれども、

んですか、町の人らは理解し得て、同じマ

直接、今、ラワンブキの生産組合というんで

ナー的なものは暗黙のうちに持ってて理解し

しょうか、そことの直接的なつながりは持っ

合ってるんですけど、外部から来てて、そう

ておりません。

いう話も私は聞いたことあるんです。

ただ、北海道遺産ということで指定がさ

町外の人ですけど、何なんだと、権利も取

れ、しかも足寄のラワンブキというのは、こ

得してないのに、おれのだおれのだおれのだ

れはある意味、また足寄の特産品の一つにも

と言って、とったものは盗みみたいなもんだ

なっておりますし、それから昨年の議会で

けど、実際はそれをいわば自然に、いわば自

も、この保護をどうしていくのかという御質

生ですから、自然に生えてるものを採取して

問もいただいたわけでありますけれども、町

堂々と売ってるものは罪人でないのかと、私

としてもこれは一昔といいますかね、ある程

もそれも一理も三理もあると思うんです、実

度ラワンブキと言われる部分が、螺湾線から

は。

上螺湾にかけて、そのほかにも自生していた

だから、町が今保護ということになります

ところがあるということでありましたけれど

と、現況は相当乱獲されてるわけですよ。こ

も、これがだんだん資源的にはやっぱり減少

れには変わりないわけですよ。もうパンフ

してきてるということも実態も把握をしてお

レット見ても、足寄のフキは「ほらふき」み

りますから、これはやはりどうやって保存と

たいになってしまって、４メーターも何ぼと

いいますか、保護といいますか、このことも

なってますけど、実際は、成長のいいとこで

含めて大事なことだというふうに思ってます

も２メーターか２メーター２〜３０が大きな

から、これは昨年、年前に質問を受けた後

部類に、もうほとんど毎年毎年収穫されてる

に、十勝支庁、あるいは土木現業所とも若干

もんですから、だからこの辺も私はきっちり

の打ち合わせは持っておりますけれども、ま

と、今町長がおっしゃったように、首長が

ずは最初に、今現在、自生ブキの状況がとう

おっしゃったように、きちっとやはり土現と

なってるのかという調査をやっぱりしっかり

か支庁ときちっとあれされて、町がきっちり

する必要があるだろうということで担当課の

とこれをやっぱり管理を預かって、その中で

方にも指示をし、できれば２１年度中にも、

保護するなら保護する、そしてその中で計

以前の数年前の調査した記録は残っておりま

画、いろんな条件を持った中でその地域の人

すので、それに基づいて現状どうなってるの

にいわば管理なり収穫してもらって、そうい

かということも把握をしながら、これを保存

うＰＲも兼ねた中で、足寄の自慢できるラワ

し次世代にどうやってつなげていけるのかと

ンフキを全国に販売して証明していただくと

いう方策についても、これは当然探っていか

いうこともあると思うんです。
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もう古い話ですけど、これが似たような
ケースあるんですよね。豊頃の旅来だったか
な、あそこで川にサケ・マスが流れてくるわ

す。
まず自然ブキに関しましては、これは町の
権限というのは全くございません。

けですよ。私の親戚の人もそこにいて、何だ

ただ、御理解いただきたいのは、北海道遺

と、おれのおやじはここで昔から生活してこ

産に指定がされた足寄のラワンブキ、これは

れを生活をしてたんだと、おまえらが勝手に

一般的に言われる遺産ということになります

漁業権というのを決めてだめだと言う、だけ

と、全く手をつけずにこの状態を保存をして

どおれはこれで生活してきたんだからとるん

いくというのが、わかりやすく言えばそれが

だと強行して、まあ言葉はおかしいですけど

一般的に言われる遺産なんですけれども、こ

捕まったんですけどね、そのようなやっぱり

の北海道遺産というのは決してそうではなく

自生と自然の生態系に合わせた生産されるも

て、もちろん保護もするけども、有効に活用

のと、やっぱり似たようなケースだと思うん

していきましょうというような趣旨で指定が

ですよ。

されたということでございます。

だから、基本的には北海道遺産、世界遺

しかも、じゃあこの北海道遺産にラワンブ

産、いろんな遺産という名称のものがありま

キが指定された、じゃあこれ足寄町が申請し

すけど、けさほどもある方からお聞きしたこ

たから指定されたのかというと、経過からい

ういう例もありますよね、こういう例もある

くと決してそうじゃないんですよ。

よねというその話の中でお話も承ったんです

北海道の遺産の選定委員会といいますか、

けど、例えば上士幌町のめがね橋もそうだよ

その組織ができ上がりまして、そこで北海道

ね、足寄町にも近くにもシオワッカという本

であるものを募集したんですね、広く一般道

当に指定された場所もあるよねと、みんなし

民から。そしたら、どなたかから行ったの

てやはり保護をするんでないかと。

か、ちょっとこれわからないんですよ、正直

それを乱獲してばたばたばたばた切ってど

言ってわからないんです。まず１次選考で絞

んどんどんどん売って販売だけに力入れて、

り込まれた中に、我が町の足寄町のラワンブ

ラワンブキはすごいすごいといっても、全く

キが残ったということなんです。

その採取して販売するのにラワンブキの知名

その後、その後の町内的な活動といいます

度を上げてるにすぎないような現象にもなる

か、動きとしては、当時、産業クラスター研

と、それもある一定の町としてのきっちりと

究会というのがございまして、そこの人たち

した連携を図れてるんだったら、私はこれも

が、おい、足寄のラワンブキ残ってるぞと、

いいと思うんですよ。

これ何とか指定していただくように支援しよ

なぜそういうことを言うかというと、公平

うやというようなことで、そういう動きが

性を欠くんではないかと。わざわざ自分の畑

あったというふうには私も聞いております。

にたくさんたくさんそれこそ肥料をやって、

結果として、北海道で一番最初の何ヵ所、

追肥を何回もやってフキを収穫して、まあ実

あるいは何物件でしたか、そんな数は多くな

際それがラワンブキなのか何ブキなのかわか

いんですけれども、そこて足寄のラワンブキ

んないですよ、でもその名称をお借りして販

も指定がされたということでございます。

売してると。片や、権利もなければ何もない

その当時、じゃあこのラワンブキ、いろい

中で、自然に生えるものを、ちょっと公平性

ろ自然ブキでありますからどう保護をしてい

に欠くというような気、ちょっと町長しませ

くのか、あるいは河川敷地に生えてますから

んか。どうですか。

河川線はどうなってるのかというようなこと

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

も、いろいろ調査をしたり検討もしたようで

町長、答弁。
お答えをいたしま

ございます。
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御案内のとおり、上螺湾に向けてのあの川

す。

沿い、実は原始河川であります。ですから本

私自身の認識といたしましては、ここら辺

来地域の方々が持っている本地に実際の川が

のことも、先ほどもお答えしたとおり十勝支

流れていたりだとか、河川敷あるところに川

庁長も現地へ来られました、それから土木現

が流れてないだとか、そんなこともあって、

業所の所長さんともちょっとお話をさせてい

これはなかなか土現に対する河川占用の許可

ただきました。

の申請を出しても、もちろん国調もきちっと

これまた新年度に、先ほど申し上げたとお

入ってないということもあって、これはどう

り自然ブキの自生の状況の調査も含めて、あ

いう経過かというのは、私もしっかりと整理

るいはもうちょっと本当に確実に保護なり、

はできておりませんけれども、そんなことも

あるいは販売活動もできるようにというよう

あって権利関係についてもしっかりとされて

なことも含めて、行政が果たすべき役割とい

ない部分があるというふうに聞いておりま

うことも見きわめながら、そういった整理も

す。

２１年度中にやっていきたいなというふうに

そのことによって通りがかりの人がラワン
ブキをとって、肥培管理をしている方々、地
域の方々にしてみたら、これおれたちが肥培

思っております。そんなことで御理解をいた
だきたいというふうに思います。
以上でございます。

管理してるんだから、とらないでくれ、い

○委員長（大久保

優君）

４番

井脇昌美

や、ちょっと待てと、それは自然のところに

君。

生えてるんだからということで、年に何回か

○４番（井脇昌美君）

は帯広土木現業所の足寄出張所にもそういっ

かるんですけど、少なくとも僕が強調したい

た苦情といいますかね、そんな連絡もあった

のは、こういう今のままでは公平性にまず欠

という話も聞いたりもしております。

くということですよね。

大体町長の説明もわ

いずれにしましても、これは権限、法律的

というのは、片や、強いて言えば、その辺

なことも含めていくとどうなるかというの

も若干川の流れのふち、側面が必ずしも河川

は、ちょっと私自身も、今現在の中では具体

用地とは限らないんですよ、本当に。

的なことはちょっとお答えはできませんけれ

川の流れというのは、数十年間に変わって

ども、いずれにしても、きちっとした形での

いくわけですから、１メーターも５メーター

整理はされてないということも事実だという

も。だから川の流れてる付近、ふちが河川用

ことでございますから、当時も、何とかしよ

地だと思いがちですが、そうじゃないのもわ

うというようなことも動きもあったみたいで

かります。

すけれども、それからまた、ラワンブキの商

まして、川の流れの付近に属しなくても、

標登録というんですかね、これは農協が取っ

フキが生息してるとこの位置が河川用地であ

てるということもあって、当時そこら辺の整

れば、これ町の財産でもなければ、道の財産

理も含めて、結構ないろんなところに行きま

であり道民の財産でもあるわけですから、言

すと、ラワンブキと表示されてフキが売られ

いかえれば。

てるけれども、原産地を見ると、実はうちの

ですから切ってとったからったって、道民

ラワンでなくてロシア産だとかというのが平

であれば何も問題ないかもしれないですし、

気でラワンブキで売られてるというようなこ

ただ暗黙のうちで、管理ってどのような管理

ともあるということもあって、当時も、一定

されてるのか私どもはわからないですけど、

の整理をしなくちゃいかんという動きもあっ

そういうトラブルも防ぐ、また公平性に欠く

たみたいですけれども、結果として、今日ま

ことのないように、やっぱりきっちりと町が

で整理がされてないということでございま

ある程度の支庁、一定のある程度その属する
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機関、土木現業所なら土木現業所へ行って、

も、ただとるだけでしたら、もう間違いなく

町がきっちりとやっぱり標識を足寄町と立て

小さくなっていって退化していくのはこれは

れるような形で、また今の通称でしょうね、

間違いないわけでありますから、今現状は、

そんな権利のないものを勝手に権利と言って

そこら辺がはっきりしない中で、肥培管理を

やってるんですから、通称何だかという組合

しながら地域の方々が販売にもつなげていっ

あるんでしょうから、その組合の区域の人ら

てるということでありますから、いずれにし

と、また町とその人らとの契約をきちっと交

も、この火を消さないようなことをできるだ

わせば、そういうトラブルもなければ、今後

け早い時期に整理をかけていきたいというふ

いろんな問題も解消されていくと思うんです

うに思っておりますので、御理解いただきた

よ。

いというふうに思います。

ですから私は、本当に早いうちにこのこと

以上でございます。

は、大きなトラブルになる前に、備えあって

○委員長（大久保

憂いないわけですから、しておく必要はある

君。

んではなかろうかなと。

○５番（木村明雄君）

まして遺産となれば、やっぱり前提には保
護ということが前提に必ず備わるわけですか

優君）

５番

木村明雄

ここで井脇議員の言

うとおりかなと、私はそんなふうにお聞きを
しておりました。

ら、販売ということよりも保護ということ、

これは平成１３年に、北海道遺産という形

その次に計画的な生産・販売ということも存

で、ラワンブキが北海道遺産に登録されたと

在するでしょう。

いうことでございます。

そういう中で乱獲を防ぐ意味も含めて、私

これについては、このラワンブキ、これは

は早目にその機関に行って、足寄町として

今から２０年も３０年も前から、私のわかん

きっちりと町が管理してるんですよと、その

ないころから、このラワンブキはだんだんと

中でまた権利も取得したんだよという中で、

日本じゅうに知れ渡っていったという形の中

非常に厳しいその予算の中で、血税を使われ

で有名になっていった。

て大いにまた違う意味でどんどんとＰＲ、血

そして、これは自然ブキについて北海道遺

税を使われるということも納得してもらえる

産が登録されたんだなと。これ栽培ブキにさ

と思うんですよ。どうですか。

れたということではないわけなんでね、そし

○委員長（大久保

町長、答弁。

てまた、皆さんに親しんでいただいたこのラ

お答えをいたしま

ワンブキを、やはり足寄町皆さんで守ってい

優君）

○町長（安久津勝彦君）

くという気持ちにならなければ、これは幻の

す。
議員仰せのとおりやはりラワンブキ、もっ
と言えば自然ブキをどう保護していくのか

ラワンブキになってしまうんでないのか、私
はそういうふうに思うわけです。

と、これは極めて大事なことだというふうに

そんなようなことがありまして、去年の６

思っておりますから、何らかの方策について

月の一般質問の中で私はこれについて質問を

は、できるだけ早いうちに方向づけをしてい

させていただいた、そしてこれから先に向け

きたいなというふうに思っております。

ては、今までは地域の人皆さんが守りながら

これは町が、まあまあ、ずばり言いますけ

売ってもきたということがあろうかと思いま

れども、わかりやすく言いますけれども、権

すけどもね、これから先については、１人１

利関係でいきますとね、町が河川占用するこ

人が、そんな私が土地持ってるから、私が

とが可能なのか、あるいは地域の方々が河川

売ったらそれで自由なんだということにはな

占用することが可能なのかも含めて、これは

らなくなるだろうと。

方法論は別として、いずれにいたしまして

そのためには、今、町長さんも言われたよ
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うに、土木現業所とじっくりと話し合いをし

○委員長（大久保

て、そして現業所との、そしてまた皆さんと

んか。
○委員長（大久保
○委員長（大久保

畜産草地費。

優君）

農地費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

伺いたいと思います。
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

して守っていきたいと、そんなふうに思って
いるわけなんですけれども、町長の御意見を

他にございませ

（「なし」と呼ぶ者あり）

のトラブルのないような形の中で、このラワ
ンブキを一村一品運動の中での一つの１品と

優君）

優君）

○町長（安久津勝彦君）

○委員長（大久保

町長、答弁。
私の思いというの

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

ただ、私は現時点では、可能であれば、別

優君）

営農用水道等

費。
（「なし」と呼ぶ者あり）

に地域の方々が河川占用を受けてそれで北海
道遺産ということで、全然私は構わないとい

○委員長（大久保

うふうに思ってるんですよ。

営費。

優君）

町民センター運

（「なし」と呼ぶ者あり）

いわゆる特産品ということでいきますと
ね、何も足寄町が抱え込まなくてもいいのか

○委員長（大久保

なという。ただ、手続上も含めて、そういう

施設運営費。

ことでなければ道がないよということであれ

農地流動化推進

事業費。

は、先ほど井脇議員にお答えしたとおりでご
ざいます。

優君）

８番

優君）

畜産物処理加工

高橋幸雄君。

ば、そのこともやぶさかでないなというふう

○８番（高橋幸雄君）

に思っているということでございます。

なってる農林水産業費の９目についてお尋ね

いずれにしましても、繰り返しになります

今、審議の対象に

いたします。

けれども、方法論は別といたしまして、でき

これは行政報告等もございますんでね、詳

るだけ早い時期に、このことの保護をする、

細についての考え方は理解をしておるところ

あるいは活用をしていく確固たるものをしっ

でございますが、その上に立って予算、その

かりと整理をしていく必要があるというふう

報告に沿った予算提案ということでもあり、

には認識はしてますんで、それに向けて努力

その基本的な考え方は行政報告のとおりなん

をしていきたいというふうに思ってますの

でしょうけども、予算提案に当たっての一定

で、御理解いただきたいというふうに思いま

の予算額等の詳細な説明をひとつまず第一義

す。

的にお願いしたいと存じます。
○委員長（大久保

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

５番

木村明雄

○５番（木村明雄君）

そこで、今のところ

経済課長、答

泉君）

答弁いたしま

弁。
○経済課長（鈴木

君。

優君）

す。

これ農協の方なのかな、補助事業が出るとい

畜産物処理加工施設運営費でございます

う形ではあると思うわけなんですけれども、

が、需用費としましては、消耗品だとか施設

ぜひともこの自然ブキについてもやはり町と

修繕費ということで４６万４,０００円計上

して考えていかなければ、本当に幻のラワン

しておりまして、そのほか役務費としまして

ブキになってしまうと、もう限界だなと、私

手 数 料 ２ ６ 万 ３ ,０ ０ ０ 円 計 上 し て お り ま

はそんなふうに思っております。そんなとこ

す。
それで、委託費の２１４万９,０００円、

で何とかお願いをしながら、私、質問を終わ
らせていただきたいと思います。

これにつきましては畜産物の処理加工施設維
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持管理業務としまして１７１万円でございま

しかしながら、やはり先ほどのラワンブキ

すが、この中身につきましては、電気保安業

の話じゃございませんけどね、やっぱり一定

務が８万１４６円、消防用施設等定期点検等

の公平性の問題の観点からいきますれば、特

が１２万３,１４４円、浄化槽施設維持管理

定な者が特定の利益を得るということについ

業務が１３９万５,１５６円、それからボイ

ては、そういうことにならないということも

ラー総合点検業務が１１万１,３００円であ

踏まえてそういうことをしてない、執行して

りまして、合計しましてこの畜産物処理加工

ないということも今までの経緯ですよね。

施設維持管理業務につきましては１７１万と

さて、この本事業案については、たしか方
針としてはね、行政報告受けたような内容な

いうことで予算計上しております。
それから、あわせまして、委託料の中に畜

んですけども、私はやっぱり一番疑問持って

産物の処理加工施設、水道ですね、水道の維

るのは、補正予算の段階でも申し上げた経過

持管理業務ということで４３万９,０００円

ございますけどね、それじゃあ本来やっぱり

ということでございます。合わせましてトー

その法人がみずから経営陣が一定の見識が至

タルで２８７万６,０００円となっておりま

らない、そういう専門的な知識がない、そう

す。

いうことだけに専門的にその経営のノウハウ
等も含めて、先へ含めてひとつ何とか専門

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

識をいただいて今後の経営の指針にしたいと

君。
○８番（高橋幸雄君）

家、アドバイザーのこういう有料で一つの見

これは行政報告あっ

たように、今の施設を従来の製造委託管理方

いう場合は、当該法人がみずからやるのが通
常なんですよ。

式をまず転換しましてね、それは国との中の

しかしながら、これは補正予算で議決した

法規範も含めて可能になったということもあ

経過もあるから、そのことを蒸し返しするこ

り、そこで問題は、一般論から言わせていた

とは議員としては本意じゃございませんけど

だくとね、一般論から言わせていただくと、

ね、しかしながら、そうではなくて町費を

あれですよね、家賃もただだと、それから何

もってそのことを一定のコンサルに出したと

もかもみんな持ってあげるよというの、普通

いう経過もございますよね。
これは今回の新年度に向けた事業のあり方

は余りあり得ないケースですよね。
だから、例えば銀河ホールの使用料で、あ

そのものが、そのコンサル業務がね、私はこ

そこで僕も何回か利用させていただいたコー

の間の行政報告を熟読する限りにおいては、

ヒーショップみたいとこございますね、こち

それほど生かされてないなと。

らの本別町寄りの方に、あれを家賃をお支払

ただ、めり張りついてるのはね、今、今回

いいただいてね、そして本来営業はどうなっ

この予算提案なってる９目予算、農林水産業

てるのか私はよく承知してませんけどね、通

費の９目予算の一定のただいま質疑の対象に

常利用料は、こういう手法からいくと、あの

してる予算のことに伴う当該法人の経営上の

施設を家賃を取らなくたって、逆にね、やっ

軽減、これは明らかですね、それは明らか。

ぱり一定の観光客、道の駅というような指定

そして、その他の問題等については、一連

もございますからね、何とかそれで御商売

の国との一定の施策もろもろ含めて模索しな

やっていただけないのかなということでね、

がら進めたいと、こういうこととともに、問

そのかわり家賃も要らない、もちろん電気料

題はやっぱり役員報酬等に触れてね、だけど

とか水道料は自賄いでお願いしますよと、こ

過般の補正予算の議会の中で審議の中で申し

んなことになってそれでもどうかなと首かし

上げたようにね、過日の議会運営委員会の中

げるのが通常ですよね。

で議会首脳部の言葉によると、実質経営して
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るね、担っている社長さんが今月いっぱいを

議会に示したプランニングと行政報告した

もってやめるのかどうかはよく、やめると、

公にしたのと、現状今予算審議をしてる現状

この間、そのことについては全く、私どもは

とに乖離が出てきた、これは非常に大きなこ

所管の課長から全く聞いてないけども、この

とだなと。

間予算審議の中では、過日の予算審議の中で

だからやっぱり通常の、つまりノーマル的

は、町長がそのことについてお認めになった

な、あるいは形式上なことのこれから４月１

ですよね。これは非常にやっぱり重要なこと

日のね、私に言わせれば、たしか１月の所管

なのかなと思うんですよ。

委員会かなんかで、ということは１月末の三

だから、シナリオを描く者と仕事をやる者

百数十万って赤字が出てましたから、２月、

と実際担う者と違うということはね、私は無

３月、たしか３月決算てすよね、だから予測

理だなと思うんですよ、やっぱりね。今度は

でトータル７００万強だったんですから、そ

その主役がいなくなるんですよね。

んなんだったら２月、３月ちょっとお休みい

そして、今までのやっぱり前あそこの社長

ただいた方がかえってね、３００万程度に赤

と、前に百条委員会を設置して、当時、代表

字を上乗せすることないのになと思いなが

派遣で正副委員長で、私たまたま責任者だっ

ら、あの数値表を担当するセクションの課長

たもんですから秋田県へ行った経過ございま

からいただいた。

したけどね、秋田県ですよね、行った経過ご

私はそこで質疑する場でございますので、

ざいましたけど、あのずっと経過を見ます

ただ聞き置くだけ、資料をいただくだけでと

と、やっぱりそれに担う者がオーナーになら

どめておったんですがね、それもやっぱり先

なければ、ただ形式的なことではだめだと思

ほどから申し上げてるように町長の行政報告

うんですよ。

あって明らかになった、だけど現状は実態は

そういうやっぱり社長辞任ということも含
めて、私はそのプランニングそのものがね、

乖離したと、これはゆゆしきことだなという
ふうに思ってるんですよ。

行政報告したものと事実はまるっきり違って

そうなりますれば、一定の行政報告をした

くると。そうなれば、たしか私の記憶に間違

現時点、今質疑をしてるこの時点でそういう

いなければ、代表取締役社長でなかったかな

状況が明らかだということになりますれば、

というふうに記憶してるんですけどね、それ

過日の予算補正委員会の中では明らかだった

じゃあその後の後任問題だって、従来から大

わけですから、きょうが変わったということ

株主でありながら足寄町長がそれについてな

はあり得ないと思うんですけどね、そうなれ

かった経過あるんですね。

ば今後どうしていくのかなという問題が発生

かつては、例えば森林組合の例とると、あ

するんですね。

れは別に大株主とかそういうこと関係ないで

その辺の考え方、大株主と、これはもう完

すよ、商法適用は組合法の適用なもんですか

全に、協同組合法の法的適用でなくて完全に

ら。それでも私の記憶に間違いなければ、足

商法に準拠してますから、だから本来はね、

寄町長小林弘道氏がなった経過あったかなと

ああいう状況あったら、今一応欠損金の積み

いう記憶あるんですね。

重ねももちろんありましょうからね、役員責

有本参事という方がね、もちろんお亡くな

任ということもありましょうし、だんだんだ

りになってますけどね、その後に関根参事さ

んだん行ってしまうと、もう個人の役員では

んとか、いろいあった経過ありましたけど、

しょい切れなくなってしまうんですよ。

だけどこれからの先の経過どういうふうにた

第２の森林組合みたいことなんですね。１

どっていくのかなという非常に懸念があるん

億強も欠損金で出ましたらね、役員責任なん

ですよ。

ていったって、もう全部の役員の、農林中金
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に入れてる担保物件全部処分していただかな

ることについて、特段の御理解いただいて認

ければ、３億ぐらいの借り入れございました

めていただいた。この中間報告を受け、正直

からね、及びもつかなくなるんですよ。

言って、これはもう私は無理かなと、このま

これは私が香川町長が１期目の１２月議会

ま継続させるのは無理かなと。

ですよ、質疑をさせていただいたの。その

御案内のとおり会社の出資金というのは総

間、その前の富田さんの町長のときにもどん

額で３,０００万、そのうち２,０００万が町

どん質疑をさせていただいたんですよ。この

費で出資をしてるということでございます。

ケースは三セクであり、しかも足寄町の出資

４年続きの赤字という状況の中で昨期、前期

比率が御案内のとおりなもんですから、非常

ですね、前期の決算時点で出資金については

に極めて大なんですよね。

少し手をつけた状況でございました、３,０

この時点においてどんなようなお考え方で

００万を少し割り込み。

こうね、これ予算提案して、午前の質疑の中

ただ、これは現金ベースでそういう意味だ

で明らかになったように、２月１８日に最終

ということでございまして、ただ、棚卸なん

的に予算を確定したもんですから、それ以降

かを入れますと、これは３,０００万は確保

のアクションだと思うんですよね。

されてるという決算にはなっております。

私ども１月ぐらいに聞いてる、担当から来

私は、特に今回、大変な状況になっている

た数値ですかね、そこで見込みでも欠損出て

ところで重視をしたのは、やっぱり現金ベー

７００万という数字でしたからね、だけど現

スでどうなってるのかなと、この出資金です

時点はそうじゃない、それから一定の乖離が

ね、ここを随分担当者の方にも指示をしなが

あって本日は３月１２日ですか、相当のその

ら、ここをしっかりつかまえてくれというお

日の動きがございますんでね、どんな考え方

話をさせていただいたところでございます。

でいらっしゃるのか、ちょっと御所見をいた

その結果、中間報告含めて、あるいは１月末

だきたいと思います。

の取締役会において報告のあった経営状況、

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

その時点では３００万強の赤字。

町長、答弁。
お答えをいたしま

先ほど議員がお話しあったように、これは
乱暴な言い方をすれば、取締役会にも私は発

す。
まず、行政報告で、今回大変厳しい状況の

言させていただたんですけれども、これ冬期

中にある農産公社の経営状況の中で、厳しい

間閉めた方がいいんでないのかと、こういう

けども継続をしたいという結論に達したとい

発言もさせていただいたのも事実でありま

うことで行政報告をさせていただいたところ

す。すなわち、この赤字幅をいかに圧縮する

でございます。

かという観点ですね。

これは私は、首長という立場と、それから

どうしてもこの農産公社、道の駅も含めて

補正予算のときにもお話しさせていただきま

通年しての販売の状況を見ますと、これは今

したけども取締役という立場、二つの立場あ

までもそうですけれども、わかりやすく言え

りますけれども、ですから会社運営にかかわ

ば、夏期間の中で稼いで、そして冬期間は、

ることについては、これは今お答えすること

月ごとの収支を見ますと、冬期間はどうして

は、参考まで聞いていただくということも含

もやっぱり赤字にならざるを得ないという、

めて、情報提供という意味も含めてお話をさ

これは固定経費もあるからですね。

せていただきたいなというふうに思います。

ですからいかに、いかに夏の間にもうける

まず、この継続すべしとの結論に達した経

かということでありますけれども、これがと

過の前に、本当に特段の御理解をいたただい

りわけ昨期、あるいは今期含めて、このもう

て、町費において専門家による経営診断をす

けを十分に出すことができない状況が続いて
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はありませんけれども、私なりに先ほど申し

しまったということでございます。
そこで、そういう状況にありながら、ある

上げた現金ベースで一体今期終わったときに

いは平たい話、もうこれは継続困難かなとい

どうなるのかということで、私なりにちょっ

うふうに思ったわけでありますけれども、に

と推測してみますと、出資金１,５００万前

もかかわらず、なぜ継続という結論になった

後まで落ち込んでしまうのかな。

かというところでございますけれども、ここ

そうしますと、これは経営分析のところに

のところ、経営分析のところとも同じなんで

も若干触れられてる部分もあるんですけれど

すけれども、ダブるところも関連あるわけで

も、このままの状態が続くとすれば、あと２

ありますけれども、一番私、衝撃的だったの

年ぐらいで出資金も底をつくんでないか、す

は、これはある意味、取締役としては今ごろ

なわち運転資金が底をつくんではないです

わかったのかということでお叱りを受ける部

か、こういうことも触れられているわけでご

分もあるのかな、あるいは私自身も反省をし

ざいます。

てるところもあるわけでありますけれども、

ですから、そのことも含めて、つらいなと

経営分析の中間報告、要約して言いますと会

いうふうに思っておりましたけれども、これ

社の体をなしてないと、こういう厳しい経営

が行政報告の２点目と３点目に報告させても

診断の一つの項目にありました。

らったとおり、ここに来て国の雇用にかかわ

これは何かといいますと、やっぱり会社で
すから、社長がいて社員がいて、パートの人

る交付金制度が打ち出されたと、２次補正で
打ち出されたと。

たちもいるということですけれども、この指

これに何とかこの農産公社乗れないのかな

揮命令系統関係も含めて、あるいは業務の進

ということで、担当の方からも、こういうの

め方含めて、これはやっぱりちょっと、コン

が町長出てきたよということがありましたも

サルは個々人全部聞き取りもやったみたいで

んですから、これ早急に検討せということ

すけれども、これは指示命令系統も含めて極

で、関係機関とも相談をさせていただきなが

めて不十分ですよと。

ら、何とかこれ乗れそうだよというような答

そういう意味では、行政報告にこういう表

え。

現の仕方をしておりますけれども、経営分析

ただ、御案内のとおりこれが関連法案の可

指摘事項に基づく抜本的な改革の実施がされ

決含めてぎりぎりまで来たわけでございます

ることということを１点目に上げておるわけ

けれども、そういう経過をたどる中で２月２

であります。

０日の日に臨時株主総会、これはもう会社と

この意味は、ある意味体制の刷新も必要で

して、これは何ぼ最大の株主、町だといって

はないのか、あるいは原点に返ってまさしく

も、これは株主総会でやっぱり一定の意思確

製造計画、あるいは販売計画、あるいは在庫

認をする必要があるだろうというふうに判断

管理含めてこれは極めて不十分だというそう

をし、取締役会議の中で臨時株主総会を招集

いう中間報告、あるいは経営診断の結果とい

しようということで、２０日の日に臨時株主

うことが突きつけられたということでござい

総会を開催をさせていただいたところでござ

ます。

います。

また、一方では、何点か指摘事項あるわけ

その中でもいろいろ厳しいやりとりもあっ

でありますけれども、このことがクリアでき

たわけでありますけれども、行政報告でもさ

るとすれば、再建は可能だということも一方

せていただいたとおり、一つには、ある意味

ではあったということでございます。

会社の抜本的な改革ができるのかできないの

そこで、じゃあ、そうは言われても現実、

か、それから二つ目には、このふるさと雇用

これは私、ちゃんとした数字、正確な数字で

再生特別交付金、この事業に乗れること、も
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う一つは、ふるさと地域力発掘支援モデル事

て、そんな形で契約の仕方も変更をさせてい

業、これにも乗れることということをこの株

ただきたいということで議会に提案を申し上

主総会でも提起をさせていただいて、それに

げ、御理解をいただきたいというのが趣旨で

乗れるんだとしたら、臨時株主総会の中で

ございます。
当然でき得れば、これらの経費について

も、何とか残したいねと、残すべきだと、こ

も、施設については無償でということにして

ういう確認がされたところでございます。
そういうことを踏まえて、私としても、や

も、それぐらいは自分たちの自前でやれるよ

はりこの間長い歴史を持っているチーズ工場

という、まずは第１段階そこまで早急に持っ

でありますし、やはり一定の足寄町の特産物

ていきたいものだなというふうに思っている

の一つにまでなってるんではないのかなとい

ところでございます。

うそういうことも含めて判断をさせていただ

それこそ今はお亡くなりになりましたけれ

いて、厳しい状況ではありますけれども、こ

ども、加藤さんが社長のときには、本当に売

ういった交付金制度を活用させていただい

れて株主配当もし、さらには町に対しては特

て、何とか早急に再建を図っていきたい、

別寄附というようなことで寄附をいただいた

もっと言えば、農産公社を継続をしていきた

ということもあるわけでございますから、こ

いという判断に立ったということでございま

れは会社の体制がきちっとなれば、改善すべ

す。

きところは改善をできるとすれば、再建は可

それと、また一方では、この交付金制度が
具体化する前については、もう厳しいのかな

能だというふうに判断をしてるということで
ございます。

思ったのと同時に、これは葛藤であったわけ

それから次に、社長の件でありますけれど

でありますけれども、そういう厳しい状況で

も、これはあくまでも情報提供といいます

あるけれども、なくすというのはこれは簡単

か、参考というとこで聞いていただきたいわ

なことでありますけれども、何とか継続する

けでありますけれども、これは実は今の社長

方法ないのかな、すなわち、大口出資者であ

も、随分昨期の、前期の赤字のことを含め

りますけれども、新たな支援ということも考

て、今期何とか頑張るということで、決意を

えられないのかな。

新たにいろいろやってきていただいたわけで

こんなことも頭の中をよぎったわけであり

ありますけれども、残念なるかな、成果を出

ますけれども、しかし、これはこの間の経過

せなかったということもあって、これは解任

含めて、先ほど議員もおっしゃっておりまし

とかそういうことではなくて、社長の方から

た、過去には百条委員会ということもござい

辞任届けが出されたということでございま

ましたし、これまた軽々に、大きなお金の支

す。

援ということにもこれはまた厳しいなとい

取締役会の中でもこれの扱いどうするとい

う、そんな判断もしてきたところでございま

うことでありましたけれども、しかし、大変

す。

な状況だからさよならと言われても、これは

そういう中にあって、町としてのこれは支

会社自体だって困ってまうぞということで、

援策と言えないかもしれませんけれども、あ

最終的には受理をせざるを得ないという結論

る意味、支援という意味合いも含めて、この

になりましたけれども、最終的には、じゃあ

施設の管理費、これは法定、これはおのずと

３月いっぱいをもってということで、辞任を

やらなくちゃいけない費用について、委託料

認めざるを得ないなということで今推移をし

という形の中で農産公社に支払う、これが直

てるということでございます。

接的には支援ということにはならないかもし

それから、じゃあその後どうするんだと、

れませんけれども、支援という意味を含め

まさしく新たに再出発をする上でのプランニ
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ングの中でどうするんだということでござい

員でそれはいいですよ。ただ、単なる役員だ

ますけれども、今現在の考えとしては、当然

けだって、代表取締役で私は意味ないなと。

社長の後任については、現有の取締役の中か

そんな甘いもんでないというんですよ、やっ

ら、これは定款上も取締役の中での互選とい

ぱり。

うことになってますから、現有の取締役の中

今、御答弁によるとね、いや、財務・営業
部門にいた１人をふると云々と言っても、ど

から就任をすべきでないのか。
そして問題は、現社長にある意味私は余り

のぐらいの今の目指してる雇用再生特別交付

にも負担をかけ過ぎたのかなというこれは反

金が出るのかもまだ今明らかにしてませんけ

省も含めてありますけれども、二役やらせた

ど、今お尋ねしてるわけですから、ちょっと

わけでありますけれども、やはり販売・営業

その辺も明らかにすると同時にね、これはも

関係、それからある意味財務も含めて見れる

う３月、４月いっぱいということは残り１８

方、これを１人確保をする。

日しかないという、２０日ぐらいですか、

それからもう一つは、技術屋さんも製造で

きょう１２日ですからね、１９日ですか、残

きる技術、これ今の職員に１人いるわけであ

りね、残すところ。そうするとその辺がどの

りますけれども、１人じゃこれはとてもでな

ような財務の状況にね、そういう交付金等

いですけども手に負えないということもあり

が、要するに事業外収益が得れるということ

ますから、もう１人新たな技術者を雇用をす

ですよね。

ると、ですから２人の者、これを先ほど申し

それとあと、もう１人は技術陣が１人とい

上げた国のふるさと雇用再生特別交付金の中

うことなもんですからね、それを全体的に事

で新たな雇用ということで雇用をし、会社の

業外収益がどう見れるのかと。だから私は、

再建に当たっていきたいという考えだという

現状はやっぱり彼はよくやったなと思うんで

ことでございますので、御理解をいただきた

すよ。
だけど中身は、例えば今の廃棄の問題とか

いなというふうに思います。

もろもろ考えるとね、あるいは財務の問題に

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

詳しくなかったって、そんなことわかり切っ
てる話でしょう、就任させるときから。そし

君。
私ね、一般論とし

て結果を見て、今になって一定の云々って論

て、足寄町の気風としてね、今まで培った人

評するというの、私はいかがなもんか。私は

に去るときとか去った後とか、去らすときと

論評する気全然ないんですよ、むしろ先に向

か、非常にもう悪口ざんまいみたいなね、非

けてね、御苦労さんだったと、よくやりまし

常にそのことが、私はずっと今までの経験則

たと。

○８番（高橋幸雄君）

今こういう種のものはたくさんありますで

から含めて今まで多いんですね。
私はね、最初から現社長、よくやったなと

しょう。以前にもちょっと質疑の対象したと

思うんですよ、よくやったなと。現実問題と

きに、管内でも二十幾つだかなんか、そのぐ

して、あのスタッフの中で社長を今の現社長

らい何かありましたよね。今ちょっとメモこ

にした理由は、経費、役員報酬と製造部門と

こにございませんけども、精査したときには

一緒に兼務できるというねらいだったですよ

あったんですよね。
それだけに、あるいは大手あたりも相当

ね。さもしいんだよ、大体が、物の考え方

やっぱり力入れてるということもあって、な

が。
これから４月、３月は今までの経過わかり
ました。４月からの感じですよね、これはど
うするのかということなんですけどね、現役

かなか営業力、それから販売網というのは全
然もう問題になりませんのでね。
だけど私はね、この施設、この農産公社と
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いうのはエーデルケーゼ館として当時松村課

いんですよ、やっぱり。しかし、公だから

長だったんですよね、そのときの論議が今で

やっぱり許されないものは許されないんです

も思い起こされてくるんですよ、その設置し

よ、やっぱりそれは。

ようとしたときに。議会もやっぱり賛否両論

私は４月以降ね、私は株主でもありませ

だったんですね。やっぱりあの設置導入につ

ん。過日の議会初日に、ちょっと昔の議員の

いて、先に向けての一連のシミュレーション

方から、ＯＢの方から電話あって、そして

が描けないって。

ちょっとお話したとき、このことも話題にな

いや、一定のスタートするときはいいんで

りました。

すよ、スタートするときは一定の補助事業で

我々補正予算で言ったように役職、平議員

農水事業でやっていくんでも、ランニングす

でしたからね、そういう負担は全く、株券を

る上において本当にどうなのかって、非常に

買うということにはありませんでしたけど、

かんかんがくがくでかなり議論をした経過、

何とかできれば売りたいと、もうあの何だ、

今でも覚えてるんですよね。

木彫で十分だと。もうあれもパアになりまし

そういうことを踏まえて、さりとて、そう

たでしょう。やっぱり全く公職になく一般の

いうことの設置をして審議をした立場からす

そういう善意で株を取得していただいた方に

れば、何とかして残したいなって、メイプル

いたしますれば、そういう思いがするんです

になってる隣のあれも同じですよね、一体で

よ。
そして、報道されることが余りいい報道が

残したいなって。
だからあの上のちょうど上がって上から見

なされてないようでしょう、状況が厳しいで

て足寄湖ですか、見たときすごい景観がよく

しょう。だからやっぱり事業のあり方そのも

てね、あれ夜ならまだいいのかなとか、一番

のもね、私に言わせれば、役員会、取締会

夜いいのは、やっぱり冬の夜空の大規模草地

やってるんだよ、あなたも含めて。批判を私

ですけどね、真冬にあそこへ仕事の関係で

はしたくないけども、いかがなもんだろうか

行ったの今でも覚えてますけども、やっぱり

なという思いはしてるんですよ、正直言う

もろもろを含めていろんな夢を抱きながら

と。

やっぱり考えたもんなんですよ。したがっ

それだけの見識のある方が、有能の方が

て、この段階においてみんなね、このものを

やっぱり取締役と、農産公社の取締役なんた

廃止するということは、私は本当に断腸の思

ら、とてもそんなちっちゃな企業の会社のそ

いですね。

んなことない、足寄町長さん筆頭にそうそう

だけども一方でね、やっぱりやり方がね、

たるメンバーというふうに私は認識してます

事業展開が、みずからやっぱり首長が大株主

けどね、それでどうしてこんな状況になるの

として乗り込んでいって、技術担当は担当者

かな。

でもいいんですけども、きちっとチェックを

昨年度の株主総会の経過もちょっとお聞き

兼ねてね、そんな議論で言うほど、論理展開

した経過あるんですよね、そしてあのとき役

するほどそんなうまくいくわけないんだと、

員改選ございましたでしょう。だから私は

そうでしょう。

ね、公のものというのは、どちらかという

今の財務大臣だって政策転換、宗旨がえし

と、自分に傷みが感じないというせいもあっ

たって言ってるでしょう。言ってるでしょ

て、意外とその辺って希薄でないかな。それ

う、財務大臣、与謝野馨さん。それほどやっ

はあなたも含めてね、あなたも含めて。これ

ぱり経済は生き物なんですよね。ましてやこ

がみずから自分に火の粉かかってくるった

んな小さなとこで、しゃべってるとおりうま

ら、もう大変なことですよね。

くいくんなら、もうそんなだれも貧乏してな

だからそういう意味で、次の人事案件も含
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めて、これはもうすべてこれは大株主の足寄

かりますよね。そういうことも思いをはかっ

町を代表する、公金を投入して２,０００万

てね、だから私は、そういう面では彼に経営

も出資してるわけだ、その責任者が足寄町長

責任と言うつもり全くないですよ、状況がわ

なわけですから、だからその辺も含めて、こ

かるだけに。

の今の今回のことも含めて、財務上も含めて

だけど、先に向けの４月以降については、

これが大きなね、悪いことにまた町長って永

これは一つの決断として、町から町民の税金

久にできない、２年で終わるんですもね。だ

を使ってコンサルに出してやって、今交付金

けどもう一回ぜひさせて、また悪かったら

事業で云々で営業担当、従来の含めてやって

ね、それをきちっと経営陣の一員として補て

るわけだから、あと取締役、どんな方が就任

んしていただきたいぐらいの思いはあるんで

されるのかわかりませんけどね、私はこの辺

すよ、やっぱり、思いはあるんです。

は、従来のことだったら経費がかかるからっ

だからその辺をやっぱり明確に、今の聞く

て兼務みたいなそんな社長って、私はそんな

と、今月いっぱいで辞任受理をした、４月１

甘いもんでないというふうに思ってましたけ

日から現状の取締役で選任するということも

ど、足寄町を代表する足寄町長さんがそうい

今明らかになりました。そうだとすれば、そ

う立場にいて、総会でもそういうふうに意思

ういうことをきっちりしていただきたいな

決定されたようにお聞きになってますから、

と。

その点また報告されてますから、私は了とし

それと同時に、役員責任も含めてね、そし

てましたけどね、今回この４月からはそうは

て今出されてる２点目の要するに経営分析の

いかないのかなという思いをしてるんです

指導に基づく抜本的な改革なんていうそうい

よ。そういうことですんで、ひとつこの辺も

う抽象表現というのはね、ごくありふれた話

含めてもうちょっと、交付金の関係も含め

ですから、それほど真摯に私は受けとめてま

て、それから新たな布陣の関係も含めてね、

せん。当たり前の真ん中です、それは。この

ひとつ御所見をいただきたいと思います。

状況、４年連続赤字ったら、もう当然そうい

○委員長（大久保

うことですよね。

○町長（安久津勝彦君）

むしろ次の点、交付金、雇用交付金、これ

優君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

がどういうふうに出てきて事業外収益に入れ

今議会に後ほど追加提案をさせていただく

るのか、そういう裏付けがあって今の次の営

予定のふるさと雇用再生特別対策事業、この

業等をできる、財務をできる、今まで現社長

交付金でありますけれども、この内容も若干

が苦労なされてね自分、チーズもつくらんけ

説明をさせていただきたいなというふうに思

りゃならん、営業もしなけりゃならん、人を

います。

雇えばまた赤字が出ると、こういう中でずっ

実はこの事業、３年間ということで、これ

と来たと思うんですよ。私、大変だったろう

は申請者は町になります。町から新たに雇用

なって。

するところに委託という形で、その名称は足

そしてただ口出すだけでしょう、一連の経
営のノウハウとか、それに対するアドバイス

寄放牧ブランド確立促進業務ということで町
が委託をすると。

とかなんもね。いやいや、ボランティアでし

これは総額は今のところ８４９万６,００

たら、おれも役員の一角だからってお手伝い

０円を予定しております。このうちの人件費

した方いるかどうか私はわかりませんけど

として７１０万５,０００円、この人件費７

も、僕、本当に大変だったんだと思うんです

１０万５,０００円を新たな雇用につなげて

よ。

もらうということでございます。ですから３

逆の立場だったら、本当に彼の立場を私わ

年間は町の委託事業で、そのお金はいわば農
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産公社に入るということになります。それで

ここら辺につきましては、取締役会議会含

３年間、ともかく必死になって再建に向けて

めて現場での状況報告を受けながら、しっか

頑張ってもらう。

りとした対応をしていく必要があるな、こん

当然３年後はその事業終わりますから、こ

なふうにも思っているところでございます。

れは自賄いできなかったら、それでまた同じ

そういう意味では、ある意味ありがたい制

状況ということになるということもこれは想

度が出てきたということで、３年間かけて何

定されるわけでありますけれども、ですから

としても再建をしなくちゃいけない、また、

これは雇用に際しては、当然その３年間の中

言葉をかえれば再建十分可能ではないのかな

で今の会社の状況もしっかりお伝えをし、そ

というふうにも思っておりますので、これま

して場合によっては３年間でもうこの会社な

た取締役会含めて必死になって一丸となって

くなるかもしれないんだよということも含め

再建を図っていきたいというふうに考えてお

て、これはある意味、新しく働かないかって

りますので、御理解を賜りたいというふうに

募集をしていて、３年なったらあなた首にな

思います。

るかもしれませんよという、こういう厳しい

以上でございます。

部分もあるわけでありますけれども、それな

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

りの気構えを持って従事していただけるよう

君。

な方を募集をし、そして必死になって頑張っ

○８番（高橋幸雄君）

てもらうという、そういう体制づくりをして

ましてね、３年間これやはり町長ね、あれで

いこうということでございます。

すよ、これだけ質疑をしないうちにね、すら

今の答弁聞いており

残りの人件費ほかについては、これはこの

すらすらっとこう何かね、（不明）いただい

事業をやっていく上での研修費ですとか、あ

てあるけど、補正予算も次々という感じで

るいは場合によっては旅費等も見れるという

ね、お尋ねしなくても、一定の事業外収益が

ようなことでございますから、大体旅費、研

こういう制度上の中で数値を示して、この３

修費合わせて１００万弱ぐらいになるでしょ

年間死に物狂いでというような形でね、た

うか、そういう部分もあるということでござ

だ、あと残りはやっぱり経営トップの問題で

いますし、それからもう１点のふるさと地域

すよね。単なる形式なトップでない、さっき

力発掘支援モデル事業、これにつきましては

は明らかに取締役会の中というお話した経営

こちらの方で場合によってはですよ、必要で

トップだけの問題ですよね。

あれば機械を購入するというようなことも。

実質、僕ね、ずっと委託事業の中で、今ま

何せ今、手作業でやってるということで、

での国との絡みあったから委託製造でそれに

本当に今の社長、頑張ってモッツァレラチー

ある職員が携わった百条委員会のとき、つく

ズ、これ手づくので延ばすやつですね、これ

づくずっと精査した経過あったもんですから

熱いうちにしなきゃいけないということで、

それでよく承知してるんですね。

これがなかなか生産する、これはなかなか人

この事業、この施設の立ち上げの審議に携

気があって売れてるみたいですけれども、た

わったこともあり、また途中のランニングの

だ製造する数に限りがある、手づくりなもん

中でそういう事犯があって携わったって。最

だからということもあるものですから、場合

近ここ何年間は全然承知しておりますせんけ

によっては、これすぐにとはならないかもし

どね、そういうことからいくと、ただ単なる

れませんけれども、状況を見ながら、場合に

武士の商法的なそんなことではだめなのか

よってはそういう機会を導入することによっ

な、本当に最後のワンチャンスでないかな

て、またこれ経営改善ににつながるのかな

と。

と。

あなたは幸いにして、３年間頑張るという
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うちに、任期あと２年しかないから、いいと

というふうに思っておりますので、御理解賜

いえばいいようなもんだけどね、私はそんな

りたいというふうに思います。

ことでは済まされないと思ってますんでね、

以上でございます。

この辺はやっぱり最後のチャンスとして、そ

○委員長（大久保

れが今回この今の出されてる予算そのものが

んか。

優君）

他にございませ

（「なし」と呼ぶ者あり）

生きてくるんですよね、生きてくるんです
よ。

◎

これが事業外収益としていつそういう形で
どうなってくるか、何か補正予算を出される

○委員長（大久保

とおっしゃってるから、そのときにまあ質疑

す。

するかどうかは別としてね、同じような議論
をしても時間の浪費ですんで、内容が精査し

お諮りいたしま

御異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議の必要ないと、こういうことになりましょ

○委員長（大久保

うけども、ただ、最終的に経営陣の問題につ

めます。

私は処置していただきたいと、このように切

優君）

本日はこれで延会としたいと思いますが、

てそういうことだったら、認識ならあえて論

いて、やっぱりこれはきちっと慎重に適切に

延会の議決

優君）

御異議なしと認

したがって、本日はこれで延会とすること
に決定いたしました。

望しますけど、最後の御所見どうぞ。
○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

◎

町長、答弁。
お答えをいたしま

○委員長（大久保

延会宣告
優君）

本日は、これで

延会とします。

す。
今、高橋議員からお話しあったように、ま
さしくある意味最後のチャンスなのかなとい
うふうに思っております。ここで立て直し、
再建ができなければ、私はもう最悪のことも
想定せざるを得なくなってしまういうふうに
思っております。
これは過日も取締役会を開催をし、やはり
社長の交代も含めて、これはもう本当に万難
を排して会社の再建に取り組もうと。ただ、
新しい人を迎え入れて初めてこの後等も、し
かも、このスタートが４月１日以降でなけれ
ばならないということで、少し空白ができま
す。
この間については、今いるスタッフ、技術
者含めて、これはもういろんな品目つくって
るわけでありますけど、これは当座、お得意
さんのこともありますから、最低限の品目に
絞り込んで、そこてちゃんとお得意さんとつ
ながりを持てるような形というようなそんな
確認もしておりますので、ともかく必死に
なって再建に向けた取り組みをしていきたい

― 56 ―

午後

３時５０分

延会

