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午前１０時００分

開議

きではないかなと。
経済学者さんがこれでいいと言われたのか

◎

どうか、それは定かではないけれども、この

開議宣告
昨日に引き続き、

計算の仕方でいったら、もしかして収益がす

平成２０年度決算審査特別委員会を開きま

ごく多かったら、これだけ収益あるんだか

す。

ら、人件費いっぱい使っていいよということ

○委員長（高橋幸雄君）

になっていかないか。
◎

そうではなくて、支出に対する人件費がど

日程についての説明

○委員長（高橋幸雄君）

本日の日程を説明

れくらいかいうことを考えながらやっていく
ことによって、より水道の施設を充実させる

いたします。
これより理事者等に対して総括質疑を行っ

ことができるのではないか。

た後、各部会を開催し意見の取りまとめをし

私は水道事業収益、この１億２,０００

ていただき、部会長会議で調整していただい

万、これ全体のではなくてその中の支出、支

た後、部会長から審査の報告を受け、部会長

出の部分、水道事業費用、水道会計の１４

に対する質疑を受けます。

ページに出ている水道事業費用９,２３０万

なお、本日のこの日程等については、先ほ

４,１４６円のところですか、これを分母と

ど開かれました正副委員長並びに各正副部会

して職員の手当、次のページ１５ページに職

長会議で確認をされていることでございます

員の手当が出ているわけですけれども、これ

ので、御了承を願います。

を足して、これは退職手当が入っていないと
いうので退職手当も足して９,２３０万４,０

◎

議案第９９号〜議案第１０９号

００円、プラス子ども手当も入れた形の全体

の総括質疑

の人件費、全体の支出ですか、９,３０５万
それでは、これよ

１,０００円分の職員の３,５４９万５,００

り理事者等に対して、議案第９９号平成２０

０円で計算したら、この場合、つまり要する

年度足寄町上水道事業会計決算認定について

に支出に対する職員の給料、この割合がどう

の件から議案第１０９号平成２０年度足寄町

かということを計算したら約３８.１４％、

後期高齢者医療特別会計歳入決算認定につい

つまりおよそ４割、支出の４割を人件費で

ての件までの１１件について、総括質疑を行

賄っている。

○委員長（高橋幸雄君）

こういうやり方ではなくて、もっと人件費

います。質疑はありませんか。
９番

を減らして、つまり水道でこれだけ人件費使

矢野利恵子君。
水道事業会計につ

うんだったら、すごく忙しい課がありますよ

いて、水道の上水事業会計決算審査意見書、

ね、いつも夜遅くまで仕事をしている例えば

足寄町監査委員、この８ページの一番下に、

総務課だとか、そちらの方に人を回して、水

人件費は一般的に営業収益に対して３０％以

道事業の人件費を減らした分で浮いたお金

内が適当と言われることから、妥当な数字と

を、今、水道で困っていることがある、それ

判断するというふうになっているんですけれ

は、水道管を引く場合に他人の土地を通らな

ども、これは分母を水道事業収益全体１億

いと引けない。うちでも他人の土地を通って

２,４２７万４,０００円、これを入れてやっ

水道管を引いたところもあるし、また、自分

ていると。

自身のところのうちの土地のところを、他人

○９番（矢野利恵子君）

普通は、水道事業収益の全体の収益ではな
くて、水道事業費用、支出、支出が９,２０

が水道管を引っ張っているということがあ
る。

０万円のところを分母にして計算していくべ
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最近でも困ったところには、栄町のところ

で家が建つことになったと、そこまで畑だっ

もあるんだというふうにそれは思います。

たから、水道管ちゃんと引いてたんだけれど

ここでお示ししているのは、これは監査委

も、そこに家が建つことになったから、家の

員の方からの報告も、一般的に言われている

わきにそれを移設しなければならなくなっ

営業収益を分母にした人件費の割合、これは

て、何十万かお金がそれにかかってしまった

一般的に言われている共通の中で３０％以内

と、そういう不具合が出てくる。

が、いわばこれは企業会計でやっているわけ

そしたら隣の人も心配してしまって、そこ

でありますから、その財政といいますか、経

でそんなにお金がかかったんだったら、うち

営の中身の人件費の割合というのは３０％以

だって、そこ家として売られてしまったら、

内が適当ですよという指針が示されているわ

宅地として売られたら、水道管の入っている

けでありますから、ここは私どもの上水道事

ところ邪魔だということで、家のわきを通る

業会計につきまして、２０年度の決算時にお

ようにとまた工事し直さなきゃいけないと、

いても３０％以内であるから、まあ適切とい

そのとき一体どれだけお金がかかるんだろ

いますか、適当というようなことで監査委員

うって。

の方からの報告もいただいたものというふう

そんなことよりも、他人の土地を通らない

に思っているところでございます。

でも、道路上に水道管が通っててくれれば、

次に、いわゆる給水に当たっての水道管の

すぐに家の前からそこにつなぐことができ

布設の関係でありますけれども、基本的には

て、そんな心配もなくなると。

道路沿いといいますかね、道路敷地内に布設

これ聞いてみたら、足寄町の特質だと。ほ

をしていくというのがこれは基本であります

かの町では余りこういうことはないというこ

けれども、これはいろんな都市計画法ですと

となんですよね。それはほかから来た家を建

か、いろんな関係含めて、田舎町であります

てる業者さんが言っていたんだけれども、足

から、都会でいきますとね、宅地造成含め

寄町は特異ですよねというふうに言われた。

て、いろんな宅地開発等々を含めてそれに合

何とかここを改善していくことはできないの

わせて整備がされていくということで、そこ

かどうか、お聞きしたいと思います。

の足寄町は特異だよという、どの業者が言わ

○委員長（高橋幸雄君）

れたかわかりませんけれども、これは現実、

大綱２点について

答弁を求めます。

民地の中を通ったりだとか、そういうところ

町長、答弁。

も現状あるというこれは私も認識しておりま

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。
先日もこういう事例がありました。上水道

す。
まず、最初の人件費の割合でございますけ

事業、上水、給水が大分普及はしてあります

れども、これはその数値のとらえ方で職員給

けれども、いまだに町の中でも自家用の井戸

与費の比率、これは給水収益に対する比率と

といいますか、水源を持っていて、そういう

いうことで、営業収益を分母にしてそして職

飲用に使っているというところもこれはまだ

員の給与費、これはこういう形で出すんだよ

町の中にもあります。

というそういう何といいますか、ルールとま

できれば上水に切りかえということもお話

で言っていいのか、適切かどうかわかりませ

ししておりますけれども、しかし、現実問題

んけれども、そうやって出すのが一般的な人

としては、過去のその布設の中身含めて、実

件費の割合ですよと。

際に民地を通っているということもありま

ただ、議員がおっしゃるように、じゃあ収

す。現実あります。ですからここら辺はこれ

入じゃなくて総支出に対する人件費の割合は

からどう解消していくのかというのは、一つ

いわば構成比ですよね、当然そういう出し方

大きな課題の一つだなというふうに認識して
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そんな中でやはり考えていかなければなら

おります。
それともう一つ、当然これは本管について

ない問題で、つまり本管を通すのに、１軒の

は町費で負担しますよ、本管からそれぞれの

ために本管を通すのかということにもなるん

住宅に引き込みについてはこれは個人の御負

だったら、例えば移設しなければならないと

担ですよと、こういうことになっておりま

いうような状況に陥った場合に、たとえ半額

す。

でもそれに補助するよというそういう形を

そこで、じゃあ本管の布設、これの計画的

とっていくことはできないのかな、そこをお

にやっていくわけでありますけれども、これ

尋ねしたいと思います。

例えば今までの既成市街地から距離のあると

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

ころ、これ１軒ぽつんと建ったときに、じゃ

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

あこれ、将来の宅地開発の見込み等々を含め

す。

て、これは企業会計でありますから、１軒の

先ほどもお答えしたとおり、水道の管を布

ために何百万もかけるのかというこういうこ

設していく上には、当然一定の決まりを持っ

ともあります。

てますから、当然それが最初は先ほど申し上

ですからここは非常に難しいところであり

げたように自家用水道で、あるいは上水は

ますけれども、いわゆる今議員がおっしゃら

使ってるけれども遠くから自費で引っ張って

れた個人の負担がかなり大きくなってるとい

いた、これが周りに住宅が建ってきてです

う、これも現実の事例としては、そんなに多

よ、これが一定の条件を満たせば、さらに道

くはないでしょうけれども、事例としてはあ

路の整備も進んできたということであれば、

るというようなことでございます。

当然、従来民地を走っていた管が、これが道

議員御指摘の民地を通っている部分、そう

路のところに本管を入れるべきということで

いった部分をこれからどう解消していくのか

のその条件が整えば、当然それは町費でやっ

というのは、これからの課題だというふうに

ていくというのは、これはもちろんそういう

認識しているということをお答え申し上げ

ことでありますから、そういうケースもあり

て、矢野議員の質問の答弁とさせていただき

ますので、御理解いただきたいなというふう

ます。

に思います。

○委員長（高橋幸雄君）

９番

○委員長（高橋幸雄君）

君。
○９番（矢野利恵子君）

以上でございます。

矢野利恵子

そんなに困ってい

９番

矢野利恵子

君。

る事例というのは、そんなに多くはないとい

○９番（矢野利恵子君）

うことでしたけれども、今、過疎が進んで家

さん建っていけばやってくれるということで

を建てる人が少ないから、困っている人が多

したけれども、昔、漏水率が３０％、全部水

くないと。

を流しているうちの３０％がむだになってど

でも、これから家を建てるという人が多く

これから家がたく

こかで逃げていたと。

なった場合、つまり山で暮らしている人が、

要するに水道管がどこかひびが入っていた

もう年になったから町へ出るよと、それで結

り、そういうことがあって、または他人の土

構家を建てる人も出てきている。

地を通らなきゃならないぐらい長く引いてい

やはりこの問題は、今はそんなに多くない

るから、多分それの入り口あたりか出口あた

かもしれないけれども、これからは必ず出て

りのところで漏れているんじゃないかなと、

くる問題であるし、また、実際に困ってて、

そういうこともあった。
今でも漏水率は２１.３％もあると。その

いやあ、こんなにお金がかかってしまったと
いうふうに悩んでいた人もいる。

漏水率を低くして、本当に水を有効にむだに
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しないで使うためにも、本管をちゃんと移設

君。

していく。長く私設の個人的な管をしなくて

○９番（矢野利恵子君）

も水道を引けるような、そういう状況にぜひ

んですけれども、漏水あった場合は対応して

本当にこれから持っていってもらいたいとお

いくと言ってるけど、漏水、実際２１.３％

願いして、質問を終わります。それについ

も漏水してるんですよね。これについてはど

て、本当にやっていってくれるのかどうか、

うやって対応してるんですか。

お伺いしたいと思います。

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

○町長（安久津勝彦君）

とりわけ一番御理

す。

最後にしたかった

解いただけるのかなというふうに思いますの

本当に理想は、漏水なんてないというのが

は、将来の宅地化、あるいは住宅が建設がさ

一番の理想でありますけれども、現実、土の

れるだろうというのは、まさしく今進めてい

中に管が埋まっておるわけでありまして、し

る土地区画整理事業の区域内につきまして

かもこれは、場所によっては相当経過年数を

は、当然、道路整備に合わせて下水道管、あ

持っている場所もあります。
当然これは年次計画を立てて、新たな管に

るいは上水道管、この本管の布設もしていっ

入れていかなくちゃいけないだとか、いずれ

ております。
ただ、一番やっぱり問題になるのは、それ

にしても、多額なお金がかかるということも

ぞれの個人の方が既成市街地の近郊に土地を

事実でありますから、これは今後においても

お持ちの方が新たに新築をするよという場

古いところは計画的に、もちろんついここ数

合、これはですから御理解いただきたいの

年の中では、過去に布設した問題になりまし

は、一定の本管の布設については、将来の見

た石綿管の入れかえだとか、そういったこと

通しも含めて建たない場合については、これ

も着実にやってきているわけでありまして、

はやはりここから先は自己負担になりますよ

それはしっかりと計画に基づきながら着実に

という、これは企業会計ですから、一定の

進めていきたいな。

ルールのもとにやっているわけでありますか

それから、漏水については、これは当然い

ら、これはぜひ御理解をいただきたい点だな

ろんな工事をやるときにも、当然細心の注意

というふうに思うわけであります。

を払ってやるというようなことで当然やって

それは当然、相談あった場合については、

いるわけでありますけれども、これも今現

この土地は水道はここまで来てますよと、こ

在、順次水道の管理台帳というものも、これ

れから先については自己負担になりますよ

は図面も含めてしっかりやっているわけであ

と、これは当然そういった相談といいます

りますけれども、古い時代に入っている水道

か、指導ということも当然やっていってると

管の位置が、必ずしもここだということで特

いうことでございます。

定できない場所もまだ数ヵ所あるということ

次に、漏水の関係でございますけれども、

でございますから、これもそれぞれ年次計画

これは当然日々の中で、漏水事故が起きない

で水道台帳の整備もしていってるわけであり

ように当然対応をしているというふうに認識

ますから、これは議員御指摘のとおり漏水率

しておりますし、もし漏水があった場合につ

をできるだけ小さく、もっと言えば、目指す

いては、直ちに原因究明も含めて対応して

ところはゼロでありますけれども、これはな

いってるということでございますので、御理

かなかゼロは難しいのかなという思いはして

解賜りたいというふうに思います。

ますけれども、議員の言ってることは十分理
解できますので、そういったしっかりとした

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

９番

矢野利恵子

対応をしていきたいというふうに思いますの
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で、御理解いただきたいというふうに思いま

す。
最後にお話しあった他町村と比較しての自

す。
○委員長（高橋幸雄君）
１３番

主財源率どうかという、手元にちょっと詳し

他に。

い資料を持っておりませんので、明確なお答

高道洋子君。
一般会計の歳入に

えはできませんけれども、いずれにしまして

ついて伺います。平成２０年度の財政運営を

も、私どもの町が他町村と比べて自主財源率

見ますと、自主財源の町税についてなんです

が高いというふうには私は認識しておりませ

けれども、これは８項目ですか、全部合わせ

ん。むしろ自主財源率というのは非常に乏し

ますと２３億４８７万６,７９６円というこ

いというふうに思っております。

○１３番（高道洋子君）

もうちょっとつけ加えさせていただきます

とで、歳入総額全体の２７.３％になってお

と、やはり法人といいますかね、これがある

ります。自主財源ですね。
また、意見書によると、土地区画整理事業

なしで、相当税収というのは大きく変わるな

特別会計も含めますと自主財源が２５.５％

というふうに、私は常日ごろから認識をして

ということで、前年度に比べましても、この

おります。

２５.５で見ますと前年より７.６％も下がっ

例えば、隣町のわかりやく言えば本別町さ

ているということで、自主財源が年々下がっ

んでいきますと、大きな明治乳業さんがあ

ていると。

る、それから製糖工場がある、この二つある

逆に、国とか北海道から来るところの依存

ことにより、具体的などれだけ固定資産、こ

財源、依存財源ですね、これは税とか交付金

れは償却資産も含めてですけれども、お金が

とか支出金とか町債とかの発行によるところ

入ってるのかというのは、具体的な数字はお

の行政執行される依存財源というのは、１０

聞きはしておりませんけれども、しかし、こ

０ ％ か ら 引 き ま す と ７ ２ .７ ％ と い う こ と

の二つの大きな法人があることによって、相

で、この依存財源が７０％を超えるという行

当の自主財源率というのは大きく変わるだろ

政執行がなってるわけでして、町財政の運営

うなというそんな認識を持っております。
手元に他町村のやつちょっと持っておりま

に大変心配がされるところです。
なぜ心配かといえば、総務省は、地方自治

せんから、必要であれば、ちょっとお時間を

体に対しまして国からの財源の依存度を縮小

いただければ説明といいますか、お答えでき

する方向にあるからです。ことしの夏の政権

るというふうに思いますけれども、今のとこ

がかわって、現在国政におきましても、むだ

ろ手持ちにございませんので、御理解いただ

を排するということで、有無を言わせず、補

きたいというふうに思います。

正予算の執行停止を初め方針転換が相次いで

○委員長（高橋幸雄君）

おります。

上げますが、他町村の比較数値が必要であれ

これらのことを考えますときに、マニフェ
ストの実現のための財源確保ということで、

１３番議員に申し

ば、暫時休憩して答弁調整をいたさせます
が、そのようにいたしましょうか。
答弁調整のため、暫時休憩いたします。

今後国から地方自治体への税とか交付金、支
出金の急激な縮小を求められる危険性がない

午前１０時２４分

休憩

とは言い切れないと思います。

午前１０時３４分

再開

そこで端的に伺いますけれども、足寄町の
自主財源は、他町と比べて比較して標準値に

○委員長（高橋幸雄君）

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。
先ほど答弁調整のため時間をいただきまし

あるのかどうなのか、伺いたいと思います。
○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

たけど、まだ答弁調整が終わってない旨理事

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

者からございましたので、この際、４５分ま
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で答弁調整のため休憩といたしたいと存じま

寄町は１９年度は高齢者の率が３２.１％

す。

で 、 ま た ２ ０ 年 度 は ３ ３ .１ ％ と い う こ と
で、１％上がっているということが実態とし

暫時休憩いたします。

てあります。

午前１０時３５分

休憩

午前１０時４５分

再開

ですから、足寄町は他町に比べて高齢化率

休憩を閉じ、会議

が高い町になってきているということが言え

○委員長（高橋幸雄君）

るわけなんですけれども、このまま推移しま

を再開いたします。
先ほど１３番議員からお尋ねのございまし

すと、高齢化率５０％というのも遠い日では

た他町村の自主財源等の数値については、相

ないのではないかと思われるわけなんですけ

当の時間がまだ要するということで、答弁で

れども、町長は、足寄町にあってこの高齢化

きる段階に至っておりませんので、発言中に

率５０％はいつごろに来るのではないかとい

今事務方で精査をさせていただいております

うことを推計しているのか、お尋ねしたいと

ので、この関係についてだけのみ答弁留保を

思います。

させていただきたいとの申し出がございます

それともう一つ、この自主財源がどんどん

ので、委員長としてはそれを認めたいと存じ

下がっておりますが、これをこういう厳しい

ますので、１３番議員については御理解いた

高齢化の進んだ足寄町にあって、また就労人

だきたいと思います。

口も年々少なくなる中で、どのように自主財

なお、質疑続行について、答弁留保の町村

源を確保していく構想がおありなのか、その

比較財源の自主財源について答弁がない中で

２点をお伺いしたいと思います。

質疑を続行できるのであれば、続行をしてい

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

ただきたいと存じます。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

１３番

す。

高道洋子君。
自主財源の根幹は

議員仰せのとおり高齢化率、我が町、やは

町税と考えられます。考えます。その町税の

りだんだんと高くなってきているというのが

根幹となっているのは、町税を左右するのは

これは実態でございます。

○１３番（高道洋子君）

ただ、御質問の高齢化率５０％いつごろに

人口の問題、また構成比ですね、人口。
それから、もう一つ言えることは、１５歳

なるか想定しているかという御質問でござい

から６４歳までの就労人口の比率が足寄町で

ますけれども、実は率直に申し上げて、５０

はどういうふうになっているかがこれが大き

％というのは私は想定したことがございませ

くかかわってくると思います。税金を納めれ

ん。
もちろん５０％なんていうことになれば、

る人口ですね、１５歳から６４歳の就労人

これはやっぱり大変な状況になるのかなとい

口。
きのうの調査によりますと、足寄町はこの

うそんな思いがしております。

就労人口は４４.９％ということでわかった

そうならないように、もちろん就労の場の

んですけれども、全国の自治体の中にも、高

確保も含めて、これはそれこそ町民の皆さん

齢者が過半数となって自治体そのものが維持

方の英知もかりながら、何とかそうならない

できなく、限界自治体というのでしょうか、

ような努力をしていかなくちゃいけないとい

これが発生しているとも聞いておりますが、

うふうに思っております。

この自主財源の町民税が激減しまして、高齢

なお、参考までに我が町の新生児の状況で

化が過半数になっていきますと、自治体が維

ありますけれども、平成１６年から１９年ま

持できない状態になっていくと。

での４年間でいきますと２５６名の新生児、

この高齢化率ってこの推移を見ますと、足

これはもちろんその年によってはばらつきが
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あるんですけれども、年平均６４名の新生児

は、町民税、固定資産税、軽自動車税等のな

が生まれているということでございます。

んですけれども、このほかにまだまだ国民健

たまたま別なとろでちょっとお話をさせて

康保険事業特別会計とか国保税とか、まだほ

いただいたんですけれども、隣町の本別町、

かに不納欠損額がございますが、この不納欠

士幌町、池田町、それから広尾とも比較して

損額についてお尋ねしたいと思います。

も、我が町は幸いなことに新生児の生まれる

その前に、監査委員にお伺いいたしますけ

人数というのが、おかげさまで多いというこ

れども、この決算審査意見書、足寄監査委員

とでございます。

の方から出されている意見書の３１ページに

そういう意味では、これは御質問にありま

不納欠損に対するコメントがあります。

したとおり、じゃあこれからどうやって高齢

ここは各節の国民健康保険事業特別会計の

化率にならないように就労の場等々の確保を

ところの①の歳入のところの一番下の欄に、

していくのかということでございますけれど

不納欠損額１,２８０万３,２３７円の処理に

も、現状、機会をとらえるごとに企業誘致の

ついては、おおむね適正に処理されていると

お話もさせていただいてますけれども、これ

いう、このおおむねという言葉の表現につい

はなかなか難しいという状況にもあります。

てなんですけれども、ほかのページずっと見

そういう中にあって、これまでの議会でも

てみますと、例えば水道会計あたりは、不納

お答えしてるとおり、やっぱり我が町の基幹

欠損額の処理については、公共下水道事業あ

産業というのは１次産業、農と林であります

たりは、都市計画法に基づき適正に処理され

から、ここのところをやっぱりしっかりとし

ているというこういう文言になって、ページ

た施策も含めてやっていくことが、やはり今

によって会計によってこのおおむねという言

ある人口を守ることにもなるでしょうし、あ

葉を使うのは適切なのか不適切なのか。

るいはその中でどう雇用の場を確保していく

私、おおむねという辞書で調べたら、おお

のかということの展望を切り開いていきたい

よそという表現、あらましとか大体というお

なというふうに思っておりますので、御理解

およそという言葉なんですけれども、この持

を賜りたいというふうに思います。

つ意味ですね、ほかの会計、会計によって適
切、適正に処理されているというのと、この

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

意味の違いについて、まず先にお尋ねしたい

君。
○１３番（高道洋子君）

ページでおおむねという言葉を使った言葉の

わかりました。何

と思います。

とかこの自主財源が、これを乗り越えないこ

○委員長（高橋幸雄君）

代表監査委員、答

とにはあすの足寄はないと思いますので、依

弁。

存財源ばっかりに頼ってもいられない時代が

○代表監査委員（川村浩裕君）

来たということで、この財源を確保していく

失礼いたします。

座ったまま

という、自主財源を、これは本当に頑張って

意見書におけるおおむね、適正の解釈につ

いただきたい、企画・立案、いろいろな構想

いては、違法な処理があるということではな

を練って執行していただきたいと思います。

くて、すべてが１００％法の規定による処理

次に質問いたします。次は町税なんですけ

がされていると判断されることから、おおむ

れども、不納欠損額についてお尋ねいたしま

ねという表現をしたものであります。

す。１,３３７万２,６６３円という不納欠損

審査に当たっては、すべてを見ているので

額がありますけれども、これは一般会計だけ

はなくて、示唆によるものもあるものですか

です。

ら、あえておおむねという言葉を使わせてい

これはこの１,３００万何がしというの

ただきました。
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感じでございまして、例えば不納欠損におき

以上でございます。
今１３番委員の質

まして、かなりの数がございまして、監査に

問の趣旨は、国民健康保険はおおむねと適正

当たる時間の制限もありますし、時間の制約

に処理されているとありますが、他の会計に

等々を考えますと、すべてをまんべんなく見

ついてはその文言がなく適正に処理されてる

るということになりますと、かなり浪費、時

と、違いを具体的に求めてるんですが、その

間と労力がかかっていきますので、これにつ

辺について答弁願います。

きまして私も７月からずっと、ことしになり

代表監査委員、答弁。

ましてずっと見させていただいているわけで

○委員長（高橋幸雄君）

その中身に

すが、かなりの時間をかけて見ておりまし

つきまして、適正という部分については、示

て、すべてを閲覧するとなると、本当に常勤

唆ではなくすべてを見ているということでご

といいますか、こればっかりについていなけ

ざいまして、おおむねについては、示唆した

ればならないぐらいの数もございますので、

ということから、そういう言葉を使わせてい

今後においても、すべてを見るということに

ただいております。

はなかなか難しいのかなというふうに考えて

○代表監査委員（川村浩裕君）

おります。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

私どもでもこの数字についても見ながら、
正確に数字につきましては監査しているとこ

君。
それじゃあ適正に

ろでありまして、今後においてもこのような

という方はすべて綿密に調査して、おおむね

形でいくのかなというふうに考えております

はおおよそ調査したと、審査というふうにと

ので、御了承いただきたいと思います。

○１３番（高道洋子君）

以上です。

らえていいんですか。
○委員長（高橋幸雄君）

代表監査委員、答

○代表監査委員（川村浩裕君）

そのとおり

高道洋子

○１３番（高道洋子君）

わかりました。特

に代監さんにおきましては、ことし初めてこ

でございます。
１３番

高道洋子

れに取り組むということで、今後またあれし
ていただきたいと思います。この件について

君。
○１３番（高道洋子君）

１３番

君。

弁。

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

私は、やはりこれ

は以上で終わります。

公文書として、公の書類として意見書として

執行部の方に、理事者の方に今度お尋ねい

出るわけですから、おおむねではなく適切

たしますけれども、この不納欠損額につきま

に、すべての会計にわたってしていただきた

しては、町民税、固定資産税、軽自動車税、

いと、そういう意味ではおおむねというのは

３税、十勝の市町村税滞納整理機構に委託し

不適切かなというふうに考えております。

て、そしてその結果、１８６件に及ぶ不納欠

それぞれ意図するところが違うかもしれま

損額が件数と金額に至っては１,３３７万２,

せんけれども、今後また検討していただきた

０００円、この一般会計の方では出ておりま

いと思いますが。

すけれども、このようになっておりますけれ

○委員長（高橋幸雄君）

代表監査委員、答

ども、私が聞きたいのは、委託しても成果が
どうだったのか、あったのかどうなのかとい

弁。
監査におい

う、監査の４７ページには、町税滞納整理機

ては、独立制でございまして、議選の監査委

構による相乗効果もあり、町税に対する成果

員と代表監査委員と２人でしてます。それで

が実を結んでいるところでありますというコ

中身については３割程度見てるのかなという

メントもありましたけれども、実際問題、本

○代表監査委員（川村浩裕君）
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当に汗水流して税金を納めている人から見る

今、課長から、おおむねよろしいというお

と、やはりあってはならない不納欠損額であ

話がありましたけれども、前年度に比較して

るんでないかなと思うわけです。

も９９３万６,５１２円という不納欠損額は

そういう意味で、この１８６件が何件委託
して何件解決し、そして何件が１８６件に、

増加してるというふうにこの意見書では出て
おります。

最後１８６件になったと思いますけれども、

そういうことから、収納率向上の取り組み

これは何件その滞納整理機構に委託した件数

といたしまして一つの提案なんですけれど

なんでしょうか、伺います。

も、全国的にユニークな取り組みというか、

○委員長（高橋幸雄君）

一言申し上げます

特殊な取り組みというか、そういう自治体が

が、ちょっと席のあれがわかりませんので、

あると伺いました。それは町税、使用料、国

答弁する前に「住民課長」というふうに言っ

保などの滞納分を全職員で徴収する体制をつ

てから発言を求めてください。

くるという、そして成果を上げているという
事例があります。

住民課長、答弁。
○住民課長（中鉢武美君）

お答えいたしま

滞納が長期にならない方策は必要と考えま
すが、不納欠損に至らぬよう未然に防ぐ方策

す。
件数的にはちょっと手持ち資料ございませ

として検討、いろんな法律をクリアしていか

んが、金額的に２０年度での滞納整理機構に

なきゃいけないと思いますけれども、町民の

委託しました引き継ぎ額というのが１,２９

お金を職員にゆだねることですから、それと

０万、収納額的に６０９万円ということで、

前に矢祭町ですか、そこで合併問題で行きま

端数については割愛させていただきますが、

したときも、そこの町内に住む職員の方が住

そのような状況になってございます。

民票を持ってきたりそういう軽易な、軽いそ

そういったことで収納率的には、４７.２

ういうことで住民サービスとしてるというお

％という収納率を滞納整理機構の中で成果を

話がその町長から伺ったことがありましたけ

上げてきているところでございます。

れども、そういう未然に防ぐ、不納欠損に至

なお、こういった前段で滞納整理機構に収

る前の手だてとしてほかに何か考えているの

納についての委託しますよということでの納

か、今こういう全職員で徴収するというシス

税者との接点の中では、そういった中で自主

テム、体制づくりについてどうでしょうか、

納税ということでもされていることから、こ

伺います。

ういった整理機構についての効果はあるとい

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

うふうに考えております。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

まさに議員仰せのとおり、これはしっかり
とした課税された税金につきましては、当然

君。
不納欠損に至った

完納していただくというのがこれは当たり前

町税の件ですけれども、こういう今不景気の

のことだというふうに思いますし、当然大変

時代ですから、今後ますますこの不納欠損と

な中納めていただく方、あるいは納めないで

いうのはふえていくのではないかと懸念され

不納欠損になってしまう、これはもう不公平

るところです。

以外の何物でもありませんから、それはやは

○１３番（高道洋子君）

そこで不納欠損に至らぬ前の方策、本当に
全町民の公平性とか公正ですね、これを考え
ますときに、ここが至らぬ前の予防という
か、対策が一番大事なことでないかと。

り許されることではないというふうに私も認
識をしております。
そこで具体的な、滞納にならないように、
あるいは不納欠損にならないような取り組み
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ということで具体例もお示しいただきまし

２番

榊原深雪君。

た。私どもも十勝の滞納整理機構への依頼も

○２番（榊原深雪君）

財政を分析する上で

含めてあるいはしっかりと調査をし、財産の

重要な指数であります経常収支比率が、過去

ある方については財産の差し押さえ、あるい

６年間で最高の８７.４％になっておりまし

は給与の差し押さえ等々、現有勢力の中で真

た。硬直化が進んでいるなという感想を持っ

摯な取り組みをいただいているところでござ

ております。今後の収支改善策などお聞かせ

います。

いただければと思います。

少なくともこの間、相当収納の関係につい

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

ては改善をされてきたのかな、こんなふうに

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

私も評価をしているところでございますし、

す。

それから管内でも先駆けてといいますか、物

経常収支比率の関係で御質問がありました

によってはインターネットの公売なんていう

けれども、私どもこういった立場になって、

ことも取り組みをしているところでございま

平成１５年からですけれども、地方交付税の

すので、引き続きまたしっかりとした取り組

削減・縮減等々、経済不況等ということで財

みをしていきたいなというふうに思っており

政状況が圧迫をしている状況の中で、足寄町

ます。

としても、この間の起債等々の償還等々でそ

具体的な提案いただきました。これは過去

ういった経常収支比率、起債制限比率、実質

の議会の中でも、全職員挙げての徴収体制、

公債比率等々も数字がすべて上向きといいま

これはもちろんそれも一つの方法かなという

すか、悪い方向に進んできたところでありま

ふうに思いますけれども、とりわけこれは徴

すけれども、私どもの判断としては、大型事

収業務となると、ななかなか特殊な部分もあ

業等々の償還等々も含めて、平成２０年度が

りますし、なかなか難しいわけでありますけ

大体のピークを迎えたというふうに理解をし

れども、要員として、例えば現年度分の徴収

ているところであります。

で少し収納状況が悪いよと、これが現有ス

政府の方も一時ほど、地方交付税の減額

タッフで人手が足りなくてちょっと面会もで

等々が一定程度下げどまりをしたという観点

きないんだということであれば、私はそれこ

ございますけれども、決して上がってきてい

そ管理職、あるいは場合によっては全職員挙

る状況でありませんけれども、平成１９年度

げてという対応もあるのかなというふうに思

に下げどまりしたということで、２０年度、

いますけれども、これが滞納分ということに

今年度もそうですけれども、若干の増額と

なりますと、いろいろこの間の経過ですと

いった状況になってきているところでありま

か、いろいろありますから、これはやっぱり

す。

担当専任職員がしっかりとした対応をしてい

そういった面でいろんな自律プラン等々含

くというのが私は適切なのかな、そんなふう

めて財政シミュレーション起こしているとこ

に思っております。

ろでありますけれども、冒頭申し上げました

もちろん今後の状況によっては、議員が具

ように、平成２０年度が大体のピークだとい

体的なお話がありました職員挙げて、そうい

うことで、先ほど言ったいろんな指数等々の

うことも決して否定するわけでございませ

数値は今後下がってくるといったことで、

ん。状況に応じて必要な対応をしてまいりた

じゃあ具体的な方策等々を考えているのかと

いというふうに考えますので、御理解を賜り

いうことでございますけれども、別に３年間

たいというふうに思います。

の実際公債比率という部分で今、国に、前回
議会でも公にいたしましたけれども、開示を

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

他に。

しているところでありますけれども、そう
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いったことで私どもは具体的な適正化に基づ

親の仕送りと、私は町民の方にちょっと説

いて一定程度の方策はとっているんですけれ

明、財政のことで説明求められたときは、そ

ども、取り立ててその繰上償還を特に今年度

ういうふうに簡単な表現で説明させていただ

何億円にするとか、そういったことでそう

いてるんですけれども、まず自主財源、自分

いった比率を下げるといったことはしており

の働いたものが減りますとね、何をするかと

ません。

いったら、やはり１００円のパンを７０円の

あくまでも自律プラン、総合計画等々に基

パンで我慢するとか、やはり自分で経費を節

づいた事業実施の中で、自然減でいけるとい

約していくということも大切な要素ではない

うことで数値は下がってくるということで理

かと思っております。

解をしておりますので、議員御心配のよう

そこでやはり来年度の予算の折には、やは

に、今の状況等々からいけば、今後厳しい状

り各課とも経費の削減ということも重点を置

況も展開が予想されるのは十分承知をしてお

いて、費用対効果というところを重点的に見

りますけれども、もう一つあるのが、今の政

られて組まれていってはいかがなものと思い

権がかわりましたので、そういったことで大

ますが、そのことについてお尋ねいたしま

きな財源としている交付税の推移というのも

す。

今後も注目をしながら、そういった財政運営

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

に当たっていきたいということで、くどくな

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

りますけれども、議員御指摘のとおり特にこ

す。

ういった手法、手段等々でやってるのかと

議員仰せのとおり、当然、毎年毎年、これ
から来年度予算につきましては、今後年末に

いったことではございません。
ただ、何もやってないかというと、そう

向けて予算編成をやっていくわけであります

いったもんでない、人件費等々の抑制ですと

けれども、そういう中にあって、これは毎年

か、それですとか一般公共事業等々の関係

毎年この経常経費の関係についてもしっかり

等々についても、かなりこの間圧縮をしてき

と査定をしているつもりでありますけれど

ておりますので、そういった結果に基づいて

も、まさしく審査をいただいたときに、まだ

数値は下がってくるということで申し上げた

改善すべき点があるんではないかという御指

いというふうに思います。御理解のほどよろ

摘でございますけれども、これはその御意見

しくお願いいたします。

を真摯に受けとめて、当然点検をしっかりし

○委員長（高橋幸雄君）

２番

榊原深雪

ながら予算編成に当たっていきたいなという
ふうに思っております。

君。
今お答えいただきま

なお、当然義務的経費部分でいきますと、

したが、決算の審査しておりますときに、や

人件費なんかにつきましては、この決算資料

はりこれは費用対効果ということを考えます

を見ていただければわかるとおり、人件費な

と、まだまだ改善の余地があるんではないか

んかについても、自律プランに基づいて職員

というのが多々見られました。

の抑制を引き続き図っているということでご

○２番（榊原深雪君）

その中で自主財源をふやすということはと

ざいますから、減らせるものは着実に減らし

ても大切なことではありますけれども、今の

てきてるなというふうに認識をしてますけれ

この経済状況を踏まえたところ、この人口の

ども、より細かな部分で費用対効果のことも

形態ですね、我が町の、考えると、なかなか

含めて、それはしっかりとした仕分けもしな

大変ではないかと思っているところです。

がら対応していきたいというふうに考えてお

そこでやはり一番大切なことは、自主財
源って自分で働いたお金、そして依存財源は

りますので、御理解いただきたいというふう
に思います。
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君。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
４番

○４番（井脇昌美君）

他に。

厳しく検証されながらこの数字だということ

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

今の答弁において、

私、まず最初に、一

般会計及び特別会計の決算審査の中から歳出

を説明されました。私はね、ちょっと疑問に
思うんです。

の概要という欄で、平成２０年度の不用額が

というのは、通常、私は４％前後という不

１億５,７８４万９,０８７円という金額の中

用額の数値だと一応認識していたわけです、

で 不 用 額 が こ こ で １ .７ ％ と い う パ ー セ ン

通常ですね。だから先ほど１３番議員さんが

ト、いわば予算現額に対する比率ですけど示

不納欠損だとか財政の一連の関係に触れてい

されております。このまず落ち込んだ要因が

ましたけど、まさにそのような問題にも本当

どこにあるか、まずお伺いをいたしたいと思

に重大なことに関連してくるんですけど、

います。

もっと私は慎重な予算のあり方であるべきで

○委員長（高橋幸雄君）

答弁調整のため、

はないのかなというふうにこの数値からいっ
ても思うんですけど、それは厳しくやってき

暫時休憩をいたします。
午前１１時１８分

休憩

た結果だとおっしゃいますけど、その辺はど

午前１１時１９分

再開

うですか。

○委員長（高橋幸雄君）

休憩を閉じ、会議

○委員長（高橋幸雄君）
○総務課長（大塚博正君）

を再開いたします。

総務課長、答弁。
お答え申し上げ

ます。

総務課長、答弁。
決算額での不用

先ほど申し上げました個々にそれぞれの執

額の数字的なお話でございますけれども、昨

行上いろいろ、細かい話ですが燃料単価が下

今、先ほども副町長が申してますように財政

がっただとか、それから事業精査において３

事情が厳しくなってきているということで、

月議会で落とし切れなかったものだとか、そ

不用額というのは減少傾向にございますが、

ういったことでの不用額というのは、これは

その予算組み上、じゃあ今まで甘かったのか

生じるのはいたし方ないことかなと。

○総務課長（大塚博正君）

ということにはなりますけれども、やはり結

予算主義でいっておりますので、実績主義

構シビアに詰めた中での予算計上で、総体的

ではございませんので、どうしても３月まで

なお話で申しわけありませんが、シビアに

の年度末を迎えるに当たっては、赤にならな

やってきた結果、予算の不用額の減少傾向に

いような状況の中で支出予算等を組み込んで

あったと。

ございますので、そこら辺の若干のゆとりと

いわゆる次年度に対する繰越金等の額も減

言ってはあれですが、見込んだ中で毎年こう

少してきておりますが、それだけきっちりと

いった不用額というのは生じるわけでござい

やってきたということかなというふうにとら

ますけれども、額的には抑えてきております

えてございますが、個々の事業に見れば、そ

ので、その辺は抑えてきてるといいますか、

れぞれ大きく予算執行残、３月で落とし切れ

シビアにその予算計上するようにということ

なかったもの、事業の継続上落とし切れな

の指示徹底のもとに、また、予算額について

かったもの等々、要素いろいろございますけ

も適正な執行ということでのお願いというこ

れども、おしなべて総体的なお話を申し上げ

とでやってきた結果的に、過去から見れば不

れば、厳しく削減を叫んできた結果かなとい

用額の減少という、数字的にはですね、そう

うふうにとらえてございます。

いった状況になってきてるのかなというふう
にとらえてございます。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

以上でございます。

― 14 ―

○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

思います。

君。
○４番（井脇昌美君）

ど、まず今の私の問いにお答えを願いたいと

非常に状況がこうい

○委員長（高橋幸雄君）

総務課長、答弁。

う状況の中で、精査・検証されながらやって

○総務課長（大塚博正君）

きてのこれは、非常にですけど先行き心配が

げ。ます。

お答え申し上

それぞれの予算を議決をいただきまして年

懸念される数値なわけでございます。
さて、続いて住宅費の関係のことでちょっ

間予算を総体で組むわけでございますけれど

とお伺いをいたしたいと思います。節の１５

も、予算執行上、予想にしないようなものが

節で原材料費で、ここで何だ、これは、７節

生じたときには、流用という処置も財政、財

より賃金を払ったのかな、１６節で２９万

務処理上認められていることではございます

６,０００円というのがいわば流用という流

けれども、議決をいただいて、それぞれが細

れ、あり方、予算のあり方なんですけど、

節までの議決ということではございませんけ

我々議会も、この予算の議決に対しては本当

れども、説明事項として、これこれの費用に

に慎重に期して臨んでいるわけです。

はこれだけの額がかかるということで、総体

確かに、このことに対しての法的な問題に

的に議決いただいているものでございますの

触れることではないんですけど、流用のあり

で、いわゆる１年間の町の計画書というべき

方というものをもう一回検証していただきた

ものでございますので、それについては忠実

いと。

に執行ができるような方向で進むべく姿勢で

というのは、まず先ほどの一般会計の決算

はおりますけれども、中におきましては、緊

審査意見書の中に、予算執行状況の中で総務

急に出た、また、予想していたよりも大幅に

費から２件出てるわけですね。５万２,００

予算が上回った執行をしなければならないと

０円ですか、これ、流用ですよ。続いて民生

いうそれぞれ個々状況がございますけれど

費から１件１０万４,０００円、衛生費は１

も、逐一その一事象に対して臨時議会を開

件４,０００円ですね、農林水産業費につい

き、皆様に審議いただいて議決をいただいて

ては３件で２万５,０００円、それから土木

増額補正をしなければならないというような

費については４件で１０７万２,０００円、

ことをやってますと、相当回数は議会を開い

１０件で金額的にはさほどの大した金額では

ていただかなきゃならないというような事態

ないですけど、１２５万７,０００円前後に

になりますが、そういった中で執行側とし

なってます。

て、事業費ベースの中で執行できるものであ

災害復旧に対してのこの予算の充当という

れば、許される範囲といいますか、流用が認

のは、これはやむを得ないにしても３１万

められている最大限この程度、行政側の判断

３,０００円、これは充用ですから、これは

で可能かなというような中におきましては、

恐らく予備費からか何か充てたんだと思うん

こういった処置もとらせていただきながら、

ですけど、これは充用は災害復旧なのでやむ

臨時的な急に必要な財源が必要だというとき

を得ないにしても、この流用というのはどの

に、流用という手法をとらせていただいてお

ように考えておられるのか。

ります。

私、非常に、まして監査の監査費用のとこ

なおかつ、流用等できない場合について

にも、これ監査委員の費用についても流用さ

は、今、予備費等から充用させていただくと

れてますね。何でもこれ流用流用って、これ

いうようなそういう手法もございますので、

本当に私は遺憾にむしろ思うわけです。予算

しかしながら、今後におきましては、井脇議

のあり方というのは、もっと慎重に、かつ適

員御指摘のとおり、予算に充てた計画どおり

切に私は遂行されるべきだと思うんですけ

に執行できるような形の中で取り扱っていき
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たいと思いますので、御理解のほどお願いい

代表監査委員、答弁。
○代表監査委員（川村浩昭君）

たします。
○委員長（高橋幸雄君）

代表監査委員、答

先ほど総務

課長の方からも申し上げておりましたけれど
も、補正予算のいとまがないという理由につ

弁。
○代表監査委員（川村浩昭君）

流用の部分

につきましては、自治法の中で決められてい
ることでありまして、私たちが審査した中に

き、予算執行をしたものであるというふうに
認識しております。
以上です。

おいては、流用については認めたということ

○委員長（高橋幸雄君）

代表監査、それ以

で判断しております。

上のコメントはないんですか。置かれてる立

以上でございます。

場の職責上の事務執行についてね、その辺に
監査委員に申し上

ついてお伺いしてるんですけども、前段の答

げますけど、４番議員は流用が違法だという

弁ですと、ごく当たり前のそれなりの答弁で

ことをおっしゃってないんですよ。

すよね。なければ結構です。

○委員長（高橋幸雄君）

私が委員長として監査委員に答弁を求めた

それでは、質疑を続行してください。

のは、本来図るべき立場にある監査委員が、

４番

井脇昌美君。

本来の予算審議以外の中で流用してるとはど

○４番（井脇昌美君）

ういうことなんだという疑問の念を呈してい

たところで、そのような答弁しか得れないと

るわけですから、それに対しての答弁を求め

いうことなもんですから、これはまあ現在も

てるんです。そのように理解して答弁してく

新年度の入っての歩み中、進行中ですから、

ださい。

その辺の流用のあり方というのをもっと私は

代監さんにお聞きし

法制局長官に求めているわけでないんだ。

ですね、前後またしましたけど、総務課長か

みずからの執行について、監査委員は一定の

ら非常に細かなとこまでの現況というのを説

置かれてる立場があるわけですから、それに

明させていただきましたけど、今本当に、今

基づいて４番議員はお尋ねしてる。

も申しました新年度ももう約半年も経過しつ
つあるところで、概略の何か私はね、流用と

暫時休憩をいたします。
午前１１時３１分

休憩

いうものが本当にこれは法的には何も触れる

午前１１時３３分

再開

ことでないんです。

○委員長（高橋幸雄君）

休憩を閉じ、会議

だから、常にその辺の予算組みと予算のあ
り方というの、議会もやっぱり経過として、

を再開いたします。
今、４番議員は、流用について違法とかな
んか、これは法的に認められてる範囲内で執

議会の承認得てきたんでないかというような
お話も確かにそのとおりです。

行するわけでから、議会は款項だけが議決で

我々も一つ一つそれに議決をした、審査も

あって、あと目節は執行科目ですからね、そ

一生懸命した、そういう過程もありますけ

のことは十二分にきちっと理解した上で質問

ど、こうして年度、前年度の集計すると、常

してるんですよ。

に流用流用というのが１０件以上、監査委員

監査委員については、特段一定の法規範を

さんのも含めたらこのような数値で、私は予

示して、みずからの予算議決というものを尊

算のあり方ということが慎重さを何か欠いて

重した中で執行しなきゃならん立場にあるに

るんでないかなと。

もかかわらず、そういう状況があるのはどう

大体のというそのイメージで、先ほどのお

かと、こういう疑念の念を呈して４番議員質

おむねなんていうようなことはないでしょう

問してるわけで、その質問の趣旨を十二分に

けど、おおむねというイメージで予算組みが

理解して答弁してください。

されてるんだったら、これは大変なことで
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あって、この流用そのものの金額が小さいか

すか、必要がないという判断を、一定程度自

らいいというもんではなくて、災害のお話も

治法上の私どもの権限の中での流用というの

ちらっと先ほど課長さんからされました。だ

は、一定程度ケース・バイ・ケースでの対応

けどこれは理解してるわけです、これは充用

というのは、これはいたし方ないというふう

してるわけですから。

に私どもは理解をしているところであります

ですけど、充用と流用のあり方というのは

ので、一定の御認識をいただいて御理解を賜

もう一回、これはもう予算の設定の仕方です

りたいということで、よろしくお願いをした

から、それがもう一つ僕は甘いんではなかろ

いと思います。

うかなということを思ってるんです。最後に

○委員長（高橋幸雄君）

その辺の課長さんの思いというものをもう一

君。

度お聞きして、まずこの一件を締めたいと思

○４番（井脇昌美君）

います。

機構のいわば作業道整備についてお伺いをい

４番

井脇昌美

続きまして、緑資源

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

たしたいと思います。昨年度の町事で１９

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

号、２０号において下斗伏作業道整備、１工
区ですね、これが１８７万９,５００円、５

す。
まず、予算が甘いんじゃないかという御指

７２万２,５００円と、この工期完了、６月

摘でありますけれども、この流用の内容等々

の２３日、２４日という契約の中で、私はこ

を見ていただければ、一定の理解はしていた

のことに対しては現地は見ておりませんけ

だけるかと思いますけれども、数字的にはそ

ど、私なりにいろんな経験を踏まえた中で適

んなに大きなものではございません。

期だと思うんです。

多いのは旅費ですとか役務費が多いんです

その後に６９号から７０号、これは下斗伏

けれども、当初計画では予算要求時点では、

の第３工区１３２万円、前払い金と書いてま

例えば公用車で行けるこの場所で会議が開催

すね、前渡金ですね。１２月のそれに工期が

されるだろうという前提で予算を組んでたと

終わってから２３５万５,０００円支払われ

しても、実際実施をされるときには、それが

てますから３６７万５,０００円ですか、そ

帯広から札幌に多いですとか、そういったこ

れと７０号では６６１万５,０００円という

とで一定の回数等々の想定はできますけれど

作業道整備に実行されております。

も、その会議の場所まで具体的に決められな

この跡地いわば検証、まずこの作業道をさ

いということがあったり、負担金の関係で、

れましたでしょうか、ちょっとお聞きしたい

会議負担金が当初３,０００円予定してたの

と思います。

が２倍になったとか、場所によっては会場使

○委員長（高橋幸雄君）

用料等々もありますので、そんなことで私ど

暫時休憩をいたします。

答弁調整のため、

も当初予算を組む中で、じゃあすべてその辺

午前１１時４１分

休憩

まで具体的にできるかというと、これは限界

午前１１時５０分

再開

○委員長（高橋幸雄君）

がございます。
そういった部分で、当然議員御指摘のよう
にそういったシビアな予算に徹底をするとい
う部分では、私どもも十分今後対応してまい

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。
なお、答弁席にまだ答弁者が見えておりま
せんので、その間暫時休憩いたします。

りたいと思いますけれども、結果としては、

午前１１時５１分

休憩

総務課長申し上げましたように、議会を招集

午前１１時５２分

再開

をして予算の議決をいただくというようなこ

○委員長（高橋幸雄君）

とも、場合によっては求められないといいま

を再開いたします。
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休憩を閉じ、会議

私ども町有林の維持等々に嘱託職員を配置

経済課長、答弁。
○経済課長（鈴木

泉君）

お答えいたしま

をして、道路パトロール等々、森林パトロー
ルを含めて実施をしているところであります

す。
冬期間の工事でございますが、機構造林上

けれども、えてして、作業道等につきまして

斗伏第３工区作業道整備工事が工期が平成２

は、もともと構造規格が不十分といいます

０年１１月７日から、完成につきましては平

か、一般の町道等々の性格とは若干変わって

成２０年１２月２５日となっております。検

おりますので、重車両等々が通ったら、必ず

定におきましては１２月１６日に検定してお

というわけではありませんけれども、かなり

ります。

荒れてしまうと。

２件目でございますが、機構造林上斗伏第

そういった状況の中で一定の維持管理がな

４工区作業道整備工事でございます。着工が

されない状況でいけば、かなり工期が終わっ

平成２０年１１月１４日、完成が平成２０年

て１年以内なのにもかかわらず、かなり道路

１２月２５日でございます。検定につきまし

が悪くて、もうほとんど使えないような状況

ては、同じく１２月１６日に検定を実施して

があるということは、私どもも一部聞いてい

おります。

るところであります。
そういった部分では、私どもの反省として

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

は、これ機構からの補助といいますか、そう
いったことで町が実施をしている部分もあっ

君。
私が問うたのは、検

て、私どもが実施計画書を作成をして提出を

定の時期は今言ったように１２月１６日とい

して機構承認をいただいた、機構側から承認

うことで、工期が２５日ですよね。その後の

をいただいて施工実施するといった作業を踏

検証をしてますかということを問うたはずで

んでいくと、こういった時期になってしまう

す。

ということがあって、今後におきましては、

○４番（井脇昌美君）

検定はわかってるんです。工事が終わっ

私どもの実施時期をもっと早めるですとか、

て、はい、その現形のまま通行しないでこの

国側の予算の関係もあるんでしょうけれど

ような形で写真を撮り、検定員の職員さんの

も、そういった部分を早めていただいて、な

人がそこに現地を立会して、規定のいわば幅

るべくいい時期に工事を実施をし、さらに維

員であり、規定の砂利を散布したんであれば

持管理についても、定期的な点検等々も踏ま

幅を測量するわけですから、規定の距離を測

えて、作業道を一定の維持をするというよう

量し検定はするんですけど、その後の私は効

なことの方向で今後実施をしてまいりたいと

果を問うてるんですからね、その後の一定検

いうふうに考えておりますので、御理解のほ

証、現地の検証されたんですかと、それを問

どよろしくお願いをしたいというふうに思い

うてるんですけど。

ます。
以上です。

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

○副町長（田中幸壽君）

御質問にお答えを

○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

君。

いたします。
工事が冬期間ということで、ただ、検収は

○４番（井脇昌美君）

非常に私も今こうし

ちゃんと、ちゃんとというか、その設計に基

て質疑をさせていただくわけでございます

づいての検収作業は当然終わってるだろう

が、関連事業体という業種の中で、実はけさ

と、その後その道路に対して検証がしっかり

ほども委員長にこのような質問でというお伺

できてるのかといった御質問だというふうに

いも立て、委員長も、直接及び間接でも携わ

思います。

らないんでなければ、質問を慎重に言葉を選
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びよろしいんではないだろうかというまで、

ただ、今、副町長からの答弁で、予算化の

私も質問するには多少慎重を期してさせてい

いわば成立・実行等がこの時期にということ

ただいてるつもりです。

はえてしてあるんです。国の建設関係もそう

ただ、今までの数十年間の経験上、この林

なんです。

道としては効果ということに対して、私はほ

非常に効率の悪いときに予算化されて、冬

ぼ、ほぼ私はね、時期的に最悪の時期に事業

期間その作業が盛んにやらなくてはいけな

を起こしていると。

い、工期は３月末だというやはり本州方面

２年ほど前か、緑資源機構の所長とも実は

の、林道もそういう傾向にはあるんですけ

お会いし、その一件の部分を話したところ、

ど、そこをもう一つ効果だとか、いろんなこ

いや、全然知らなかったと、全然知らなかっ

とを踏まえた中で、北海道は北海道、足寄町

たというんですよ。

は足寄町に適した私は費用をそこに投じてい

ただ、その間に私は、非常にこれは町の林

ただくというためには、こちらから委託され

道、町の判断でこれは実行してるんでないわ

てる町がしっかりと御説明をすべきではなか

けですから、これは私も百も承知でお話を相

ろうかなと、今後ですね、そういうことを申

談をさせて、相談というか、お聞きしてるわ

したいんですけど、いかがですか、最後にで

けなんですけど、この間これだけの国費を

すけど。

使って町のいわば検証があり実態を見てもら

○委員長（高橋幸雄君）

えば、私は現に、６月にこうして完成工期と

す。

いうものが現に実行、昨年度もされてるわけ
ですから、６月の末にですね、それが私はも

お諮りいたしま

午前中の審議はこの程度にとどめ、午後１
時まで休憩といたしたいと存じます。
なお、４番議員の答弁については、午後１

う少し密にすべきではなかろうかなと。
そして、各所管の人らもやっぱり懸念、調
査もされてるわけです、議会の人らもです
ね。ただ、夏の時期のいわば砂利の散布等々

時の再開後に答弁をいただきたいと存じま
す。
１時まで休憩いたします。

も適正に散布しながらも、いろんな天候の関

午後

０時００分

休憩

係で雨期の都合で余計な砂利を散布したり、

午後

１時００分

再開

いろんな気象条件によっては困難をきわめる

○委員長（高橋幸雄君）

非常に作業にもなるだろうと、車もまた容易

を再開をいたします。

に動ける状態でないと、そういう非常に一長

休憩を閉じ、会議

町長、答弁。

一短もありながら、所管の方々も非常にその

○町長（安久津勝彦君）

井脇議員の質問に

ことは調査をされ、認知しながらでも今日に

私の方からお答えをいたします。
御案内のとおり作業道の整備につきまして

至ってると。
その間、結局町の方が、今、水源涵養とい

は、施業計画といいますか、例を挙げます

う機関の名称に変わってきてるんですけど、

と、地ごしらえ、造林、下草刈りですとか、

その職員の人にやはり密な現地のまず立会を

その他もろもろの事業計画に基づいて、その

してもらうと。

事業のために作業道をつけるということでご

５年、１０年前にいわば設置整備した、作

ざいます。

設した作業道がこんな状況ですよと、その中

基本的には、仮にその施業計画が年度をま

で私はもっと深い密な連携を図れば、私はこ

たがって実施をする場合について、そのとき

のように実際昨年も６月の末に、くどいよう

に仮にそのつけた作業道が通れる状況でない

ですけど実行されている作業道の作設という

ということであれば、当然これまた補修をし

のはあると思うんですよ。

ながら利用をするということでございます。
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そこで、そこの作業道をつけた予定した事
業が終わった場合については、その道路につ

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

いては基本的には維持補修はしないというこ

担当の職員が何回行ったかというのは、

とでございます。通常の林道とはちょっと違

ちょっと手持ちの資料はございませんけど、

いますので、そこのところは分けて考えてい

基本的には全道共通する、今、正式名称かど

かなきゃいかんことだなというふうに思って

うかわかりませんけれども、機構造林にかか

おります。

わる全道の町村、これは定期的な会議含め

ただ、議員御指摘のその作業道を施工する
時期、これはまさしく冬期間にするのがいい

て、担当職員というのはせいぜい年に２〜３
回というふうに思います。

のかどうなのかというと、これはもうそうで

ただ、私自身は、札幌出張あるたびに、時

はなくて、適期にやるのが、作業効率も含め

間があれば必ず寄るようにしております。先

てこれはいいことだというふうに思いますの

日も札幌出張の際には、会議の前段にお邪魔

で、その点につきましては、これは町の単費

をさせていただき、たまたま朝一で行ったも

は出してないとはいえども、これは今現在、

のですから、ちょうどその日は、またうちの

森林総合研究所の森林農地整備センターとの

事業の関係で所長以下担当の係員が、いやい

連携をより以上に密にして、施業計画とあわ

や、町長、これから足寄に行って打ち合わせ

せてその作業道の工事の期間、これについて

をするんだということです。

も今まで以上に密接な連携をとらさせていた

ですから、実際の具体的な作業の関係につ

だいて、適期にそういった工事が行えるよう

きましては、札幌の方からこちらの方に現地

に、十分配慮をして実施をしていきたいとい

に出向いていただいて協議をさせていただい

うふうに思いますので、御理解賜りたいとい

てるというのが実態といいますか、こちらか

うふうに思います。

ら作業の関係について出向いてというのは、
まずゼロとは言いませんけれども、そういう

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

たいというふうに思います。

君。
○４番（井脇昌美君）

状況になっておりますので、御理解いただき

今、町長の方から前

○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

向きな、十分状況を判断しながら、また密な

君。

連携、打ち合わせを図るということで、本当

○４番（井脇昌美君）

にそのとおりだと思うんですけど、そのこと

いう町長みずからが資源公団、いわば機構の

に含めて、昨年、札幌の林業会館の１階に緑

方に寄られてるということで、まずそういう

資源機構の事務所が札幌支店にあるんですけ

事業も含めた中で、私も記憶戻せば、もう５

ど、こちらの方から調査等々の札幌の職員さ

年ぐらい前になりますかね、一般質問の中で

ん、所長も含めて、こちらの役所の方には当

このことにちょっと触れせていただいた記憶

然寄られることも多々あっただろうと思うん

があるんですけど、緑資源機構のことについ

ですけど、こちらから改めていろんな打ち合

て。

わかりました。そう

わせ、お願いも含めて札幌の方に、昨年の場

そのときの向こうの所長さんの話は、たま

合は緑資源機構の方に幾度ぐらい出られまし

たま見えますかったら、いや、ほとんど年に

たかね、経済課の林業振興室が担当してるん

何回も来ないですよという、これは一般質問

ですけど、札幌の方に幾らの日にちぐらい、

のときに同じ言葉を私発した記憶が残ってる

一応打ち合わせとかお願いも含めて行かれま

んですけど、やはりついでに町長みずからが

したでしょうかね。

寄ってくれた、それと向こうから出向いて、

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

それこそついでに足寄の役所へ進捗状況も、
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調査ですね、調査の進捗状況も含めて今年度

本については従来以上に高い数値を世界に向

もやられたはずですけど、寄っていただいて

かって明言したわけですから、そういう意味

ると。

では、やっぱりＣＯ２の吸収という意味で

そこの枠決めというのは、全部もう事業の

は、やはり森林がこれはもう最たるものであ

量というものは、道路の作設も含めて、立木

りますから、そういう意味では、状況的には

も含めて札幌で一応計画なしてるもんですか

むしろ上向きになることを私自身も期待して

ら、私はもう一歩職員さんが、現況も含めた

いるし、もちろん私自身も、この機構造林に

中で札幌の方にこちらからわざわざ、それこ

関する部分では全道の副会長も仰せつかって

そわざわざ出向いていって打ち合わせをまた

おりますから、会長は南富良野の町長がやっ

機会あればしていただきたいもんだなと。

ておられるんですけれども、今年度もたまた

足寄町の大きな大きな今財源なんですよ、

ま中央の役員会、南富良野町長がちょっと都

町長も御存じのように。その中の対効果なん

合悪くて、かわりに行ってくれということ

ていう、もう合わせる間もなくのこの機構と

だったものですから、私がかわりに全国の会

いうのは、言葉は適切じゃないかもしれない

議にも出席をさせていただいて、その節も、

ですけど、足寄町にしてみれば米びつみたい

林野庁長官初めいろんな陳情活動も一緒に

な、まして新しい新政権にかわって非常に私

なってさせていただいてるというようなこと

も一町民として不安に思ってることは、法人

でございます。

に対してもすべて補助金を切るということを

議員仰せのとおり、私もやはり我が町で

新政権の中で打ち出されて、当然この機構が

は、やっぱり全道一の機構造林地を抱えてる

対象になるわけですから、その中で密なやっ

という町だというふうに思っていますし、こ

ぱり職員さんの行動、今の私のお話しさせて

れはやはり収益率につきましては６：４とい

いただいてるこの事業の実施時期もとらまえ

うことがありますけれども、ともかくこれは

て踏まえた中で、この事業の計画というのも

我が町にとっては非常に大事な事業、あるい

含めて、機会あれば今後別に、ついでじゃな

はこの組織も大事な組織だというふうに認識

くて、何とか町長も引率していってもいいで

しておりますし、これからの事業展開につい

すから、一緒に私は職員さんの現地に詳しい

ても、場合によっては、当然私と職員も一緒

職員さんも含めてお願いされたら、何とかい

になってそういう要請行動も状況によっては

い方向にまた違う形で助けてもらえるんでは

することもやぶさかでございませんし、当然

なかろうかなと思うんですけど、その辺

積極的に引き続きこの事業については取り組

ちょっと最後になりますけど。

んでいきたいというふうに考えておりますの

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

で、御理解賜りたいというふうに思います。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

○ 委員長（高橋幸雄君）
９番

す。
今まさしく議員言われました政権がかわっ

他に。

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

一般会計のまちづ

たことも含めて、先日お伺いしたときにも、

くり交付金事業について、銀河ホール２１地

その動きが一体どうなっちゃうのかというこ

区の南１条通ですけれども、大体でき上がっ

とも含めて、ちょっと所長さんと意見交換を

てきたところをことし見たわけですけれど

してきたところでありますけれども、目下の

も、あそこ段差があって、道路を向こうへ突

ところはまだわからないという、見えないと

き抜けることができないところの一つだった

いう状況でございます。

と思うんですけれども、今見たら、縁石は

ただ、私も言わせていただいたのは、新政
権になって総理みずからがＣＯ ２ の削減、日

あったけれども、段差なんか全然なくて解消
されていた。
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北区の方こそ段差、もしかしたらまだ

に支障になって、交通広場のまだ北側には、

ちょっとあるのかなということもあるけれど

これも計画をしておりますのは駐車場をつく

も、南側の方は全然段差がなかったかなと、

る予定になっていますけれども、そこと分断

縁石で区切ってあるだけだった。

がされて、高さが１メートルあるので道路勾

これだったら、わざわざ嫌がってるところ

配がとれないかという構造的な問題だけでは

を無理やりどかして、しかも今空き地になっ

なくて、その広場と駐車場を分断をするとい

てしまっていて、そこを南１条通として長

うことで、そういった部分も含めてこれは平

く、１億もかけてその道路をつくることより

成１８年だと思いますけれども、総務の合同

も、駅の駐車場を入ったらすぐに向こうへ突

の委員会の報告にもありますけれども、そう

き抜けるような、そういう簡単な工事でもよ

いったことでその道路は断念するというよう

かったのではないかなと思われるわけですけ

なことで報告がされてますけれども、そう

れども、これからも、もうつくってしまって

いったことも含めて私どもも検討した中で、

いるんだから、縁石をちょっととって、駅の

議会と同様の御判断を申し上げて工事整備を

わきからも向こう側へ抜けれるそういうよう

着々と進んでいると、そういった状況であり

な道路をつくるということはできないのかな

ますので、御理解を願いたいというふうに思

ということをお尋ねしたいと思います。

います。
以上です。

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

○委員長（高橋幸雄君）

９番

矢野利恵子

君。

す。
まず、南１条通は今年度事業施行の関係の

○９番（矢野利恵子君）

議会とも御理解を

工事を指しておられるのかというふうに思い

いただいたということだけれども、私だけが

ますけれども、もう既に改良は終わっており

その使いにくいやり方について反対をしてい

まして、今年これから舗装工事をして供用開

ました。

始ということで、作業工程どおり作業は進ん

今、北側はスロープ状になる。私が今言っ
ているのは南１条通、これまちづくり交付金

でいるところであります。
駅裏につなぐ道路というのは、この間議会

事業で出てきているのは、これは平成２０年

の方からも再三、何回かお話が、議員さんの

決算にかかわる主要施策の成果等報告書及び

方からもお話をいただき、その都度回答はさ

基金運用状況報告書の中の６４ページに出て

せていただいているところでありますけれど

いる南１条通のことなんですけれども、もち

も、北側の方で駅裏、福原さん側に抜けてい

ろん北の通りの方、北側のことに対しても、

く、そのことについての御質問であれば、あ

わざわざ分断する必要はないんじゃないか。

そこは今擁壁の工事をやっておりまして、段

そして、植栽の場所よりも、福原と一体化

差が約１メートルの、今の交通広場をつくっ

した駐車場をつくってほしいと、植栽は、狭

てバスタッチをつくるんですけれども、そこ

い駐車場になってしまうから余り要らないの

と駅裏のいわゆる福原さん側の道路の高低差

ではないかという意見がある。

というのは約１メートル、ちょうど１メート

これからやるにしても、本当にそっちの方
もね、北側の方もそうやって町民の意見を取

ルぐらいだと思います。
それを今の道路基準で国道側に持ってくる

り入れた形のつくり方をしていったらありが

と、どうしてもスロープ状になるというのは

たいなと思うわけですけれども、まず私が問

これは明らかでありまして、そうなったとき

題にしてるのは、南１条通の方ですね、南１

に、今現在バスタッチを今交通広場の方に移

条通もさることながら、そんな遠回りしなく

動させるんですけれども、その出入りに大幅

ても駅のわきからすぐ、段差も何もないから
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入り口、車の出入りする入り口をこれからも

のだから、ここで何を言っても仕方のないこ

つくることはできないだろうかということを

となのかもしれないけれども、町民の意見と

お聞きしたいと思います。

いうことに耳を傾けていただけたらありがた
いなと思います。

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

○副町長（田中幸壽君）

今、駐車場広場工

今後に当たっても、やはり町民がここは使

事のその２工事を今後発注をする予定になっ

いにくい、こういう状況にしてほしい、抜け

てますけれども、今の現況でいけば、今暫定

出るようにしてほしいと、そういう要望が強

で駐車場を生かしております。砂利になって

くなってきたら、十分考えて使いやすい道路

ますけれども、その１工事で一部駐車場を供

をつくっていっていただきたい、そう考えて

用開始をしているところでありますけれど

いますので、よろしくお願いします。

も、その部分であれば、駐車場横断をして駅

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

裏に抜けるということは可能です。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

今、議員おっしゃられるように南１条通、

す。

クランク状にかぎの手に曲がって福原さん側

副町長がお答えしたこと、さらにはこの間

に抜けるようになってますよね。そうじゃな

の議会の中でも私の方からもお答えをしてい

くて、今バスが入って出るといったその入り

るとおり、矢野議員は、町民の意見を聞いて

口が大体今後の駐車場の入り口になりますの

ということでございますけれども、当然今の

で、その部分を通っていけば、駐車場を横断

現状、工事発注も既にしているわけでありま

していけることにはなります、結果として。

すけれども、この前段では、それぞれ意見を

そういうような構造にしてありますので。

聞く、検討をしていただく場も設けながら、

ただ、それが日常的な当然目的は駐車場の

あるいは議会といたしましても本当に総務、

出入り口でありますから、それで駅裏に抜け

当時は産経と合同委員会でもやって、私ども

る、駐車場の中を通って抜けることは可能で

も一番最初検討したのは、北１条通から抜け

すけれども、それがいわゆる一般公道として

ないかということで検討したわけであります

そういった利用をする前提でこれは構造的に

けれども、これは先ほど来からお答えしてい

はつくっておりませんので、抜けれないかと

るとおり、勾配の問題があるよと、高低差の

言われれば、抜けれます。

問題があるよということも含めて、やっぱり

そういうことで御理解をしていただきたい

駐車場としての利用価値のことも含めていけ

んですが、あくまでも道路は、南１条通から

ば、これは非常に難しいということでこれを

入って、かぎの手に曲がって駅裏に出ると

断念をした経過があります。

いったことで道路整備はしているところであ

その前提に基づいて計画を立てているわけ

りますので、御理解願いたいと思います。

でございますから、決して町民の意見を聞い

○委員長（高橋幸雄君）

ていないというわけではございませんので、

９番

矢野利恵子

そこのところはぜひ御理解をいただきたいな

君。
○９番（矢野利恵子君）

やはり理解はでき

と。

ないなと。遠回りする道路よりも近い道路、

議員仰せの今後そのことも含めて検討でき

使いやすい道路、使いやすい駐車場というの

ないかということにつきましては、少なくて

が望まれているところだと思うので、そのこ

もこの間の経過含めてそれは不可能だという

とについて検討をしていっていただけたらい

ことで、はっきりお答えをしておきたいとい

いなと思います。

うふうに思います。

そして北側についても、どうしてもスロー
プ状で、道路をつくらないという執行方針な

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
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１２番

大久保優

担当によってしかれてると、その組織の統制

君。
○１２番（大久保

優君）

平成２０年度の

決算ができ上がって拝見したところでござい

とか、それしっかりとやってもらわんと困る
と。

ますが、この１年間、執行部はしっかりと町

やはり職員が飛び越して、上司を飛び越し

民の精神に基づいて行事を執行されてきたと

て上の人に物を話すというそういう組織とい

思います。

うのはあり得ないことですから、やはりき

それで、財政がこれだけ縮小されてる中
で、いかに経費を削減して町民に効果がある
事業をやるかということが最大の使命だと

ちっと職員同士の円滑化、円滑な伝達関係を
組んでいかないとだめだと思うんですね。
そういうこともときどき私聞きますんで、
そういうような組織づくりと体制づくりをき

思っております。
その一環として４年前、４年弱になるんで

ちっと特にこれからやってほしいと思います

すけども、町長は大課制をしかれましたね。

んで、その辺ちょっとお伺いしたいんですけ

そのときに、大課制の目的というのは、やは

ど。

り事業の課内の合理的な作業の仕方だとか、

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

いろいろ目的を持ってつくったと思います。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

その中でまだその組織がきちっと完成されて

す。
今の大課制、すなわち機構改革について

ない、というよりか、まだ手をつけてないよ

は、平成１７年の７月から取り入れました。

うな状態でないのかなと。
要するにどういうことかというと、今、総

まさしく私が意図したところは、議員仰せの

務課だけでも見ると、要するに残業の時間見

とおり、やはりこれだけ厳しい時代になって

ても、時間的に総務課の室の中の担当の残業

きてますから、人もどんどんどんどん減らし

ばらばらになってると。これはわかります、

てきているということも含めて、人が減った

事業量が違うから。そういうほかの面も課と

から仕事ができない、これは言い訳にも何も

か室を見るとそういうの見えるんですけど

ならないわけでありますから、これはやはり

も、やはり職員の仕事量の平均化、平準化と

最小の経費で最大の効果をどう上げるんだと

いうんですか、そういうことも大事なことで

いうことで、組織づくりの一番の基盤、基本

あるし、やはり課の連携も、室の中の連携も

となるべく組織のあり方を、大課制というこ

大事なことであると。

とで実施をしてきたところでございます。

それで職員にちょっとお伺いしたんですけ

もちろん当初考えた機構までをというの

ども、まだその辺の内容取り組んでないとい

は、まだ完成形にはなってはおりません。た

うことでお聞きしたんですけども、要するに

だ、もう一方では、途中経過でありますけれ

室の中のいろんな担当がありますよね、それ

ども、しかし、やっぱりここで１７年、１

を一つにまとめて効率のいい作業できないか

８、１９、２０、大体今２１年ですから、大

という方法もいろいろ検討されることだと思

体丸４年経過したわけであります。
そこでじゃあ、到達点はまだ先にあります

うんですよ。
だから、せっかく大課制に町長がされたわ

けれども、この間の中で最初意図したことが

けなんだから、これを有効に活用する方法を

ちゃんとできてるのかといいますと、今議員

これから考えていかんとだめだと思います

も仰せのとおり、ある職員はこう言ってまし

ね。

たよということ、私の目から見ても、これは

それともう一つ大事なことは、組織の系列

当初意図したところとは、ちょっとまだまだ

というんですか、要するに上下関係という表

不十分な点がたくさんあるなと、もっと言え

現は適切でないかもしらないけど、やっぱり

ば、大課制にしたことによっての弊害といい
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ますかね、逆な意味の部分も出てきてるのか

とも含めて新年度からの体制どうあるべきか

な。

ということも、また本当にある意味初心に

これは節目節目で私も、もちろん機構改革

戻って検討をしていただいてるという状況で

スタートするときにもお話をさせていただき

ございますので、また変化があれば、議会の

ました。仕事の片寄りなくそうと、平準化し

方にもまた御相談といいますか、提案をさせ

ていこうと、時間外も減らしていこうと、そ

ていただきたいというふうに考えているとい

して住民の負託にこたえていこうと、これは

うことでございますので、御理解賜りたいと

何かというと、やっぱりこれまで以上に連

いうふうに思います。

携、これはもちろん課の中の連携、そして課

○委員長（高橋幸雄君）

を越えての連携をやっていかないと、これは

君。

もう仕事回らなくなるぞと、そんなお話もさ

○１２番（大久保

せていただいたところでありますし、今現

ように聞いた記憶があるんですけども、要す

在、私も決して満足できるような状況でない

るに町長の執行の能力と言ったら悪いんです

というふうに思ってますから、これは実は大

けどね、やはり町長のやりたい組織づくりを

胆な提起をさせていただいております。

部下がよく理解してないということだと思う

優君）

１２番

大久保優

以前も何かその

本当にこれやっぱりスタートするに当たっ

んですよね。そして問題は、何か課長がき

ては、全職員を挙げてそれぞれの課であるべ

ちっと自分の室を全部掌握してるかというこ

き姿を議論していただいたつもりであります

とも問題があると思うんです。

けれども、しかし、どうも意図しているとお

例えば、一番大事なのはミーティングだと
思うんですね。それを月に多分１回かそこら

り回ってないのか。
これは大胆な提起というのは何かといいま

しかやってないんでしょう。本来はその自分

すと、この大課制が逆な意味で弊害になって

の課の流れをどう掌握するったら、朝５分で

いるという部分があるんだとすれば、これは

も１０分でもミーティングして、各自分らの

もとに戻すことだってやぶさかでないと、実

部屋、室のこの今日の動きは何だというぐら

はここまで私は申し上げております。

い掌握できないと、本来の目的、町長の言う

その場合については、当然議会にも説明を

ことはできないと思うんですよね。

させていただいて、言葉としては恥ずかしな

要するに、どうも私は企業上がりなんで、

がらというのかどうかわかりませんけれど

行政のやり方が何か甘い感じします。厳しさ

も、仮に別な、もっと言えば、もっと短絡的

が見えないんですね、おれたちにね。もっと

にいいますと、単純にいいますと、従来の形

もっと厳しく行政を執行していただきたいと

に戻した方が仕事が円滑に回るんだというこ

いうことは、町民にどうやったらこたえるか

とが職員総体の意向、意向といいますかね、

ということを常に真剣に考えて毎日を過ごさ

そういう方向づけになるんだとすれば、それ

ないと、本来の効率のいい行政は執行できな

は私は議会に対しても頭を下げて説明をさせ

いと思いますんで、その辺肝に銘じて、また

ていただいて、こういうあり方でいきたいと

来年度に向けて、新年度に向けてやっていた

いうこともやぶさかでないという、こういう

だきたいと思います。
それと、前にもこれも同じく私も町長にお

ことも申し上げております。
そこで今現在、副町長を先頭に、今この組

伺いしたことあるんですけど、事業の評価で

織のあり方については、再度、今検討をして

すね。これは本来は２０年度の評価もうでき

いるところでございます。

てないと、次年度の事業に組み込んでいかな

とりわけ、今年度末には室長職が大量に退
職をするということもありますから、このこ

いと意味がないということです。
多分評価はできてないと思うんですよね。
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各課の組織の中の見直しも大事だし、一つ一

づくりといいますか、そういった部分も、も

つの事業の評価、反省、それも素早くやらな

う極端なこと言えば、全部一斉にできないん

いとその効果があらわれない。それで今まで

だとすれば、本当に議員仰せのとおり、例え

の組織をそのままでいいいという考えじゃな

ばポイント的にも何点かでも引き出しをし

くて、常に改革の精神を持って、そういう意

て、どういう形でまず事業評価すべきなのか

識を常に持ってないと困ると思うんです。

ということも含めて、そういう取り組み真摯

私もよく老人ホームの民営化だとか、そう

にやっていきたいなというふうに思いますの

いうことを言ってるんですけど、要するに町

で、もうちょっと時間をいただきたいという

長はどのような考えで民営化するのを好まな

ことで、御理解いただきたいというふうに思

いのか、要するに本来を民営化したらどうな

います。

る、現状までどうやって、きちっと精査すれ

○委員長（高橋幸雄君）

ば、おのずから町民のための同じ効果出すん

君。

ならどっちがいいというその結論出してから

○１２番（大久保

決めるべきだと思うんですよね。子どもセン

く受けとめておきますけども、もうちょっと

ターも対象の一つになるかもしれませんよ

というから、できるだけ早い機会に期待でき

ね。

ると思いますんで、一応そういう事業評価を

そういう事業評価を一つ一つきちっと査定
をして、それが住民にとってどんな効果出る

１２番

優君）

大久保優

その言葉をきつ

して、そして必ずそういうのもやっぱり結果
を議会に示してほしいと。

かということをきちっと査定してから判断し

そして、結果的にそれをどうするかの判断

なきゃならんと思うんですよ。とりあえず今

は、またそれ考えればいいことですから、

後１年間でも向けていいから、まず１ヵ所で

やっぱり平等なフリーな考えでやっぱりそう

も２ヵ所でもそういう検討して、どれが住民

いう一つの事業評価をしていかないと、実際

のために一番いい効率的な事業になるかをき

の正しい執行どこにあるかというの見えてこ

ちっと精査して１年間やってもらいたいと思

ないと思うんですよね。

うんですよ。その辺ちょっとその考えもお聞

それから、近い将来に勤務評価も入ってき
ます。これは私の勤務評価はこれは大変なこ

きしたいんですけども。
○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

とだと、私は前の職場にいたときから勤務評

○町長（安久津勝彦君）

ただいま事業評価

価あったんで、当然なことだと思ってたんで

について御質問、あるいは御意見もいただき

すけども、これはもう人が人評価するわけで

ました。事業評価についても、これは平成１

すから、評価する人間もしっかりした考え

７年度からスタートしてます自律プランの中

持ってないと困るんで、これから取りかかっ

では、しっかりと事業評価も、そういう手法

ていかざるを得ないとこなんで、その辺も

も取り入れてやっていきたいということでお

しっかりと職員教育も含めながら、きちっと

示しをしたわけでありますけれども、率直に

した考えで計画立ててほしいと思います。

申し上げて、事業評価まで至っていないとい

それともう一つは、うちの所管で言いにく
いんですけど道路の維持管理、４,０００万

うのが現状でございます。
そういう意味で大変申しわけないなという

ぐらいですか、あるのは。道路の維持管理

ふうに思いますけれども、これは本当に毎年

で、私もこれ以前から一般質問等でお願いし

毎年、事業評価をしっかりして、この先に向

てたんですけど、足寄町の道路はこれだけ広

けてどうやっていくのかということは、これ

い道路が持ってますね、それでそして山の道

は議員仰せのとおりだというふうに思います

路は、特に舗装ももう穴あいて亀の甲羅みた

から、できるだけ早くこの事業評価の仕組み

いな傷なってるとこあると。
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だから以前も、これだけの財政が逼迫して

○委員長（高橋幸雄君）

建設課長、答弁漏

るから、できるだけ計画性を持って徐々に

れございます。民地を公道に使ってる町道と

やっていかないとだめだよと町長が言ってま

しての維持管理の見解をお尋ねしてるんで

したよね。それも当然なんですけど、問題は

す、１２番議員は。その辺について答弁して

もう一つ、町の中の道路ですよね。

ください。

これが町道といわゆる町道ですね、町道

建設課長、答弁。

と、町道でも民地で町道、民地を町民が使っ

○建設課長（南岡雄二君）

失礼しました。

てる道路とありますよね。要するに町道に

民地についてというところも、要するに道路

なってない道路がありますよね、一般町民が

認定をされていないところということで認識

利用してる。それと町有地を町道と同じく

してよろしいんでしょうか。

使ってるとこありますよね。道路の種類がそ

それだとすれば、私どもについては、指定

ういうふうに三つに分かれてると思うんです

寄附を受けたところとかいろいろありますけ

よ、町。

れども、私どもとして、認定をされていない

それともう一つは、道路の表面の形態は、

ところにつきましては、現状としましては今

舗装と簡易舗装と砂利道と分かれてますよ

のところ道路という、整備という、維持管理

ね。

というところまで今手をつけていないのが状

それで以前もちょっと課長とその辺話した
んですけど、維持管理とはどういうことなん

況でございます。
以上であります。

ですかということですよね、維持管理。その

○委員長（高橋幸雄君）

辺ちょっと見解を示してほしいんですけど。

君。

○委員長（高橋幸雄君）

○１２番（大久保

○建設課長（南岡雄二君）

建設課長、答弁。
町道に関しまし

優君）

１２番

大久保優

維持管理という

理念をちょっとお聞きしたんですけど、抜け

ては、私どもでは今路線としては３９５です

てるんですけど。

か 、 路 線 。 実 延 長 は ４ ６ ５ .２ キ ロ メ ー ト

○委員長（高橋幸雄君）

ル、それから改良３０７、それから舗装延長

は、だから町道に認定されないところは維持

が２４３キロ、未改良５５７となっておりま

管理の範疇内に入ってないという建設課長答

す。

弁してますんで、不足であれば再質疑でどう

この部分について、私どもの方では車両室
の道路維持の方を担当させているんですが、

だから維持管理

ぞ。
１２番

大久保優君。

限られた人数でございますけれども、日々、

○１２番（大久保

優君）

それはそういう

道路の状況を巡回をし、そして次年度に向け

ことでないんですよ。維持管理という概念は

て、それから応急もあると思いますけれど

どういう概念だということなんですよ。

も、大きく改良その他をしなきゃならない箇

要するに早くいえば、舗装はされたと、そ

所の抽出、それから応急的に処理できる箇所

れがはげてもう舗装以上高くなったと、それ

というものを調査をさせて、今上げるように

をそのままにしておくのが維持管理かという

ということで、今、路線に落とさせていると

ことなんですよ。本来は最初の状態に戻す、

ころでございます。

管理していくのが維持管理じゃないのか、そ

ですから維持管理上でいいますと、急を要

ういうことを聞きたかったんですよ。ちょっ

するものと、それから自分たちでできるも

と答えてください。

の、できないものというものを今区別をさせ

○委員長（高橋幸雄君）

て対応をさせているところでございます。

○建設課長（南岡雄二君）

以上であります。

建設課長、答弁。
文字どおり町道

と認定されているもともとの町道としてなし
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得ていた、成り立っていた道路に対して、今

当然今の財政状況からすれば、一部舗装が

なお使いやすく、その現状により近い状況で

いかれれば、その一部穴があけば穴を直すと

皆様方に使っていただけるための必要な維持

いったことが現状でありまして、ただ、今年

と管理をしていくと、そういう責務が私ども

度、議会の皆さんの御理解もいただいて、町

に負わされていると認識しております。

道の応急補修等の予算、舗装の補修等は二千

○委員長（高橋幸雄君）

数百万だったと思いますけれども、今、町中

１２番

大久保優

も一部かなりの部分を実施をしているところ

君。
○１２番（大久保

優君）

今の課長の答弁

では、日々管理してると言われたけど、私は

であります。
そういったことで、大きな部分については
年次計画を持って地域のといいますか、幹線

それはちょっと疑問なんですよね。
簡易舗装が穴あいたって全然やってくれな

道路等もございますので、そういったことで

い、指摘するとやっとやるという感じです

対応はしていくつもりでありますけれども、

ね。日々管理してるんなら、そういうことが

町中の先ほど言われた私道、私道は、私道に

ならんと思うし、もう少し、維持管理の予算

つきましては、残念ながら維持管理はしてお

がなさ過ぎます、これは。これはちょっとこ

りません。

の金額じゃあ、ずんずん荒れていったって、

ただ、福祉の絡みで除雪等々のやつにつき
ましては、話し合いの中で一部しているとこ

もとに戻せませんよね。
それで、たまたま舗装もこうやって穴あい

ろもありますし、町有地で公衆道路、いわゆ

てるとこで、舗装がもうだめになって砂利道

る公衆道路という部分については、できるだ

になっているところを、穴だけ修理していく

け維持をしていくといったことで、先ほど課

から、これは何だってちょっと指摘したんで

長は、専ら認定道路だけと言いましたけれど

すけど、そしたらそのまま放ってあるんだけ

も、かなり余裕があれば幅を広げているとこ

ど、やはり維持管理の課長クラスも、課長も

ろでございます。

ちゃんとやっぱりそういうことをきちっと、

そういった中で、一部やっぱり一番悪いの

足寄町のそういうどんな状態とか確認して計

は、簡易舗装であったり防じん処理をしたと

画的にやっていかないと、急にはできないわ

ころの部分については、やっぱり期間が短い

けだから。

中で道路もかなり傷んできているといったの

これからの１２月に予算づけされるわけだ

が実態でございます。

から、きちっとやって、ある程度５年か１０

私ども考えるのは、長期的に見れば、改良

年でサイクルできるような財政にしていかな

をして舗装をして、恒久的な道路にしていき

いと、荒れっ放しになっちゃいますよね。そ

たいといったことで基本的には考えるところ

の辺ちょっと町長の見解をお願いいたしま

でありまして、そういった部分でいけば、単

す。

独事業ということになりませんので、そのと

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

きどきの補助事業等々有利な財源確保を目指

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

して、計画的に実施をしていくということに
なっておりますので、やっぱり時間がかかる

す。
維持管理、議員仰せのとおりでありまし

ということでございます。

て、それがもともと舗装道路であれば、そう

ですから、議員おっしゃられたように、一

いった舗装で将来とも維持を管理していくと

部穴があいててもなかなか直さないという部

いうのは当然のことでありますけれども、

分での現実的な問題としては確かにございま

やっぱり問題は、財政的な問題になってくる

すので、そういった部分では、段階的に直し

んだろうというふうに思っています。

てるといったのが現状であります。
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できれば、そういったことがないように、
順次できるような予算措置ができるだけの財

○副町長（田中幸壽君）

今の質問にお答え

いたします。

政状況になれば、本当に問題ないんでありま

たまたま、たまたまというんでない、総合

すけれども、今年度等々の予算状況からすれ

計画の関係がございまして、来年度以降５ヵ

ば、かなりそちらの方にシフトしたといいま

年計画の策定に入っております。

すか、手厚く維持補修にお金をかけたと。

そういった中で、当然議員御指摘のとおり

当初予算的には少ないんでありますけれど

町道の改良舗装についての計画的な年次計画

も、そういった状況もございますので、でき

をつくって、路線ごとにこれは何年度やる、

るだけそういったことで住民の皆さんに御迷

何年度やるというふうな計画を今策定中でご

惑をかけないような形で対応するよう、私ど

ざいますので、そういった中で今後審議会

もも一層努力をしてまいりたいというふうに

等々もございますし、議会にも明らかにして

思いますので、御理解のほどよろしくお願い

いきますけれども、計画はつくりますので、

いたします。

そういったことで御理解願いたいと思いま

○委員長（高橋幸雄君）

１２番

大久保優

○委員長（高橋幸雄君）

君。
○１２番（大久保

す。

優君）

今の副町長の答

１２番

大久保優

君。

弁なんですけどね、私はそういう答弁は絶対

○１２番（大久保

優君）

あのね、私は改

認めないんですよ。

良舗装と言ってないんですよ。現状を維持し

財政が、要するに予算がないわけでしょ

てくださいと言ってるんですよ。現状の姿を

う。そしたらそういう防じんだとか、一時的

維持してくださいと言ってるんですよ。本来

なものだって、なおきちっと舗装できないか

の目的を、やった目的に戻しなさいと言って

らやってるわけでしょう。まして砂利道も町

るんですよ。

中にいっぱいあるんですよ。同じ税金を払っ

別に新しく改良舗装までするとは私、期待
してないんですよ。今までの状態に戻してく

てて不平等じゃないですか、それは。
そういうこと考えることもできるし、問題

ださいと言ってるんですよ。そういう管理を

は、やはり計画的にやらんとだめですよ。簡

してくださいと言ってるんですよ。わかりま

易舗装が壊れたって直していくと、一遍に直

すか。改良舗装と言ってないんですよ。それ

せないんだから、だから路線のどれが悪いか

もわかりませんか。ちょっと答弁お願いしま

ちゃんと掌握して、毎年やっていくんだとい

す。

う計画立てないとできないでしょう。

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

○副町長（田中幸壽君）

もとのあった状態

そういうことだって維持費が安いんだか
ら、ないんですから、４,０００万ぐらいし

に戻せというその解釈といいますか、判断で

かないわけだから、それを何でそうやって言

ございますけれども、例えば防じん処理をし

わないんですか、答弁しないんですか。

た道路に穴があいたと、それをもともとの状

そういうふうにきちっと原課でやってくだ

態の防じん処理をした状態でもとに戻せとい

さいよ。５年かかったっていいわけだから、

うことであれば、今、私ども道路維持の中で

１０年かかったっていいわけだから、そうす

も、防じんというのは、もともと財政状況

れば住民だって理解できるわけだから、ここ

等々もあったんだと思いますけれども、簡易

の地区はことしやる、来年はと、そういうふ

舗装にかわって防じん処理から、まずは１番

うに方針ぐらい出してくださいよ。どうです

目は防じん処理が一番安いということでそう

か、その辺は。

いった施工をしてきてます。

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

次にレベルアップして簡易舗装と、いわゆ
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るてんぷら舗装と言われてますけれども、そ

○１２番（大久保

優君）

副町長の言わん

れで次に改良があって舗装がするという、本

としてるのはわかってるんですけどね、私は

格的な道路構造令に基づいた道路改良をして

別にそういう防じんに舗装入れたから直して

いるところであります。

ない、そんなへ理屈言ってるわけですよ。

それで砂利道であれば、もとに戻せってい

簡易舗装がもうその節目がなくなって砂利

うのが、人によっては違うんでしょうけれど

になってるんですよ、もう、それをちゃんと

も、もとに戻すことは可能です。そういった

してくださいと言ってるんです。簡易舗装は

維持管理に努めているというふうに私どもも

砂利だとほこり立つから、それまた簡易舗装

認識しております。

にしてくださいと言ってるんですよ。

それで防じん処理につきましては、今、私

簡易舗装穴あいたら、それ埋めればそれで

ども直営で道路維持をしている部分が多いん

いいことですよ、別に。上からかけることな

ですけれども、一部、舗装の骨材で穴埋めを

いですよ。そういう当初の目的の維持してく

しているところであります。それがもとに戻

ださいというのはそこなんですよ。わかりま

したと言われないんであれば、戻っていない

すか。

んだと思います。防じんを防じんで直してな

○ 委員長（高橋幸雄君）

いというんであれば。

質疑の趣旨理解できましたか。どうもその辺

副町長、１２番の

確かに、私どもは簡易舗装のアスファルト

がすれ違いがありまして、委員長席で解釈す

の骨材を使って、穴埋め等々は防じんの場合

るのも結構なんですけど、それは余分な発言

はやってるんですけれども、ただ、それも何

だと思いますので、徹底的にひとつ答弁し

でそうなるかというと、やっぱり施工上、一

て、お互いに質疑、答弁で維持管理のあり方

部一度穴があく、水がたまる、低いというこ

について深めていただきたいと思いますが、

とで、逆になりましたけれども、水がたまっ

いかがですか。

て穴があくと、そういったことを同じ工法で

町長、答弁。

維持ができるかというと、なかなかできない

○町長（安久津勝彦君）

んですね。

す。

お答えをいたしま

ですから、いろいろ維持補修に当たっても

まず、冒頭から言われております議員の、

工法的にも難しいということがあって、将来

維持補修とは一体どういう概念で対応してる

的には、交通量等々の問題もありますけど

んだということでございます。

も、幹線道路であればこれは道路改良舗装

一般的に維持管理という部分につきまして

に、恒久的な道路にしていこうと、そういっ

は、道路でいけば、やはり通常の通行に道路

たことで計画をつくっていきますということ

としての目的といいますかね、利用に耐えれ

を言っていて、ただ、一部本当にそこまでし

るような形、最低限その維持をしていかなく

なくてもいいんだなという道路も確かにあり

ちゃいけないということで実施をしておりま

ます。あります。

す。

だから、そういった部分はそういった暫定

そこで今度、具体論になりますけれども、

的ということになりますか、住民の皆さんに

じゃあ今の現状の中で、先ほど来から副町長

は本当に納得はいただけないかもしれないけ

がお答えしてるとおり、例えば簡易舗装だっ

れども、暫定的な維持補修で理解をしていた

たところが、もうほとんどすり減っちゃって

だくといったことで作業を進めているのが現

なくなってると、もう砂利も出てるんだよ

状であります。

と、それは当然その地区の方につきまして

○委員長（高橋幸雄君）
君。

１２番

大久保優

は、当然やっぱり最低でも簡易舗装だったん
だから簡易舗装にしてくれや、これは私ども
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がら、この補修についても対応していかざる

も理解できるところであります。
問題はそこで、これもまた先ほどから副町

を得ない。

長がお答えしてるとおり、財源との問題であ

あるところは５年待ってくれという話にな

ります。これは決して道路に限らず、ある意

るかもしれませんし、たまたま交通量の関係

味、いろんな今は補助事業というよりも交付

も含めて４,０００万、例えば来年も４,００

金事業という形で出てきてますから、その採

０万になるんだとすれば、一番先に、ここが

択要件に乗っかれば、むしろその方が、改良

やっぱり交通量とかも多いし、ここは先にや

舗装までいく方が比較的やりやすいんです

らなきゃいかんなという、それはもう十分取

ね。

捨選択をしながら対応してまいりたいという

ところが、ずっと高度成長時代にどんどん
どんどん田舎の町でも舗装化、もっと言えば

ふうに考えておりますので、御理解を賜りた
いというふうに思います。

農村部も舗装化になってきた。現状を見たと

以上でございます。

きに、じゃあもうこれは改良をやったところ

○委員長（高橋幸雄君）

も、わかりやすく言えば舗装になってても歯

君。

型になってたりだとか、結構そういうところ

○１２番（大久保

が目立っているわけでありますけれども、こ

そういうことできちっと、少なくとも私たち

れはもう私どもの町に限らずどこの町村もそ

にその計画わかるぐらいの資料を出して審議

んな状況にありまして、これは十勝町村会で

してほしいと思いますんで、そうしていかな

も、これからは建物も含めてそうですけれど

いと、ますます荒れていくと思うんですよ

も、まあまあ言葉悪いですけれども、行け行

ね。その辺きちっとしっかり管理していって

けどんどんに整備した部分、これはもういわ

ほしいと思いますんで、よろしくお願いいた

ば大きなお金をかけて補修なり、あるいは建

します。

てかえ時期に来てるんですね。

○委員長（高橋幸雄君）

これに対する助成制度がないということ

優君）

１２番

大久保優

わかりました。

９番

矢野利恵子

君。

で、これは一般の公園もそうでありますけれ

○９番（矢野利恵子君）

土地区画整理事業

ども、つくるときは一定のお金も来ていいも

のことについて、８ページに補償補てん及び

のできた、しかし、１０年、２０年たってそ

賠償金５億１,７４１万９,０００円、補償及

ろそろこの遊具も取りかえなきゃいかんぞ、

び賠償金のこの金額についてなんですけれど

あるいはここも少しちょっと直さなきゃいか

も、今もこの対象の人たちの話を聞いてみた

んぞ、これの助成制度というのが今のところ

ら、余り満足してるというような話は聞かな

ないんですね。

いんですよね。

ですから、そういうところを要望するとこ

この中には、自分にも余裕があったら、丸

ろは要望しながら、あるいはそこまでいかな

山さんたちのように町を訴えたいくらいだ

くとも簡易舗装、もとに戻せないものかどう

と、そこまで言っている人もいる。そんな中

かということも含めて、これは本当に限られ

でこれが本当に適切に計算されて支払われた

た予算の中ですから、本当に非常に予算が足

金額なのかどうか。
適切に支払われてはいるだろうけれども、

りないんでないのかという御指摘もある。
年間４,０００万ぐらいで本当にこれだけ

問題は、公管金として来ているお金と実際に

広い道路を維持補修できるのかよという部分

払うお金の間に本当に差はないのかと言われ

でいきますと、私どもも同じ気持ちはありま

ていることなんですけれども、要するに公管

すけれども、そこのところはまさしく道路パ

金を浮かせて、補償費じゃない方の違う目的

トロールをしっかりやって優先順位を決めな

のところに使っているんだと言われている。
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そういうことが本当にないのかどうかをお尋

対連という基準、統一されたものございます

ねしたいと思います。

ので、その基準に従って算出をしてまいりま

○委員長（高橋幸雄君）

建設課長、答弁。

す。

移転補償費の５

実際に移転補償をお願いする年度ですね、

億１,３２０万１,１８９円でございますね、

年度がわりには当然物価の関係、材料費とか

これに対しましては、別冊で決算にかかわる

鉄骨とか、いろんな人件費も含めまして動き

主要施策の成果等報告書というのがございま

がございますので、その単価置きかえ並びに

す、それの８５ページを御参照をお願いしま

もう一度世帯の方に行って聞き取り、それか

す。

ら当時調査した段階から相当の年月経過して

○建設課長（南岡雄二君）

８５ページの下から二つ目の丸になるんで
しょうか、移転補償、３２権利者４億５,４

おりますので、その実情を把握した上で移転
補償の積み上げをしてまいります。

５１万４,０００円、翌ページになります８

ですから積み上げをしたものが、今のあな

６ページ、ここでは２権利者で５,８６８万

たの要するに家屋に対する値はこれでござい

８,０００円、これを合わせますと５億１,３

ます、そういうことできちっと出しておりま

２０万１,０００円という数字になります。

すので、その結果が多い少ないというのは、

そして８５ページの３２権利者につきまし

当然お持ちになってる方の建物の大きさとか

ては、このうち公管金にて移転補償をお願い

構造とか、それから建築年次とか、いろんな

した方につきましては１８件あります。千円

部分で出てくるものと思いますけれども、そ

単位のちょっと切り捨てをいたしますけれど

の実勢に応じた価値補償を、移転補償をして

も、３億４,９６０万６,０００円でございま

いるということで御理解をお願いいたしま

す。それから中央通付近で５件で４，３５８

す。

万４,０００円になります。それから役場付

以上であります。

近の関係ですけれども、御協力願った方が９

○委員長（高橋幸雄君）

件ございまして６,１３２万４,０００円、合

とこ抜けてます。公管金のこと。

計しますと３２件の４億５,４５１万４,００

建設課長、答弁。
○建設課長（南岡雄二君）

０円と、そのようになります。

建設課長、肝心な

それから、公管

そして残りの８６ページにつきましては、

金の関係なんですが、当然移転工法の関係、

１９年度にて繰越明許ということでお願いを

要するに公管金上は国道沿線が主になりま

させてもらったところでございます。これに

す。ですから換地によって国道部分は引っか

つきましては、南の方にセイコーマートござ

かった部分ですので、どこかに建ててそちら

います、それの店舗部分の移転補償費、それ

の方に移転をしてくださいと、そういうよう

から営業補償の移転補償、それぞれ会社の持

な算出をされております。

ち分が違うものですからそれで２件になりま

ただ、私どもは区画整理事業を基盤にした

す。それで５,８６８万８,０００円というこ

道路の整備も行っております。用地をあけて

とになります。これが内訳でございます。

おります。それに伴って用地の減った分、裏

それで、ここにおいての移転補償費につい

とか横につけられない部分については、当然

てでございますけれども、これにつきまして

つけていきますけれども、その中で何とか

は、当然国道沿線であれば、国側で要するに

残ってその土地内で再度建て直してください

発注しました移転補償の係るコンサルが入っ

という構内再築、ですから建ててから移動す

て調査をいたします。

る分と、その中で構内再築をするということ

そしてそれを、今までも何回も町長の方か

で、若干の仮住居費とか、そういうものが再

ら述べられたと思いますけれども、北海道用

度同じ場所に建て直した場合の方が多く算出
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され、御協力を願う方にお支払いをしてい

そして現実問題としては、個々具体的に言え

る、ですから公管金のお金では賄うことがで

れば一番いいんですけれども、すべてを明ら

きないところもあるということで御理解をお

かにできませんけれども、数字的には公管金

願いいたします。

を上回っている物件が圧倒的に多いというの

○委員長（高橋幸雄君）

建設課長に申し上

は事実でありますから、そのことだけは十分

げますけど、９番議員の主たる質問の趣旨は

に理解をしていただきたいと思います。

ね、例の丸山氏の関係の収用委員会の決定額

○委員長（高橋幸雄君）

と町の絡みが、そういうことを念頭に置きつ

君。

つ、公管金が即補償費にあらわれての差額が

○９番（矢野利恵子君）

出たんではないかという疑念を称して質疑、

いるのは、直接施行をした部分で上回ってい

その辺には答弁全くないんですけど、その点

るのかな。自分でやるよりは、直接施行の方

について明確に答弁してくたさい。

がずっとお金かかかるわけですから、構外再

矢野利恵子

公管金を上回って

築と切り家とでは、やはり構外再築の方が高

建設課長、答弁。
○建設課長（南岡雄二君）

９番

直接施行費とい

いお金で計算してると思うんですよね。
中には、本当にたくさんのお金をもらって

うことで考えてよろしいんですか。
いやいや、そうで

ね、ああ、あそこ１億、すごいなっていうよ

はなくて、公管金で補償になる分と実際払わ

うなところだとか、あと立派な家を建てて、

れた、地権者に払われた補償費との差額はな

あそこはたくさんもらってるんじゃないかと

いんですかとお尋ねしてるの。そんな難しい

思われる、それこそ副町長が言うような国の

こと何回も聞いてるの。

基準よりも多く出してるのかなと思われると

○委員長（高橋幸雄君）

だからそれは丸山氏のことは念頭にあるわ

ころもあるけれども、自分の家は店として倒

けだから、それはないんならない、あるんな

産だと言っているところもあるんですよね。

らある、それは誤解ですとかと、住民がいろ

その差があるもんだから、一体国の基準よ

いろおっしゃってるって質疑してるわけです

りも多く出したところは何％くらいあって、

からさ、その辺を明快にひとつ答弁してくだ

国の基準という国が査定したところよりも低

さい。

いお金を払ったところはどれぐらいあるのか
なと、それを知りたいと思います。

副町長、答弁。
先ほど来課長の方

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、答弁。

から答弁しているように、公管金での精算基

○副町長（田中幸壽君）

冒頭申し上げまし

準といいますか、国が積算をした基準と私ど

たように、その対比ができないということ

もが区画整理で実施をしている補償費の基準

で、どうしても理解していただかないと、こ

というのが若干違いますので、そことそこを

の話の回答は出せないんですけれども、すべ

対比をするということがそもそも間違いであ

て国が出したのがベースになって、それを

ります。

ベースとして町が幾ら支出するかを決めたわ

○副町長（田中幸壽君）

ですから、もし国が支出する公管金と同じ
ことをやって、町が安くおさめたんであれ

けではないということで理解してほしいんで
すけれども。

ば、町が安く権利者の方から値切ったという

町は、あくまでも区画整理で土地の移動も

ことが指摘をされてもやむを得ないのかもし

し、当然その敷地の中で、お店であればお店

れませんけれども、全くその比較、そういっ

を建ててもらいたいというようなことで構内

た比較ができるような移転補償しておりませ

再築での評価をしているわけで、当然敷地が

んので、国道は直買方式であれば構外再築だ

狭くなっても、部分的に切り取りをすれば、

ということでお話をしていたと思いますし、

営業も含めて問題ない分については、当然そ
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ういったことを根拠にしてやっておりますの

きらめない、もう何回も何回も町に聞きに来

で、そこで損得の話は出ないはずなんです。

ると、そういう方も出ている。

それで結果として、権利者の皆さんからも

そういう中で、おれはこのまま、この工事

御理解をいただいて契約書を取り交わして、

も平成２１年度で終わって、国道沿いについ

それで今回の補償金はお支払いをしていると

ては終わっていくというわけですけれども、

いうことでありますから、住民の方がそれに

その後始末というのが本当に大変なことに

納得をしてるとかしてないとかというのは、

なっていくのかなと、いつまでも町に不信を

どなたがじゃあ言っているのかという形に

持った形でなっていってるって。
中には、もう１件北区の方にあるけども、

なってくると思います。
少なくとも私どもが契約した方は、それで

そこは家も建ってないことだから、自分で

御納得をしていただいて、私ども町のそう

やったら、町でもらったお金とまるで話にな

いった区画整理事業に御理解をしていただい

らなくて、こっちが手出ししなくちゃならな

て移転補償、移転なり曳き家なり、それはい

くて損をしてしまうから、直接施行をしても

ろいろ個々人によって違うんですけれども、

らおうかと思っている、そういう人も出てい

理解をされたものだというふうに思っていま

るわけですから、そういうことではなく、本

すので、納得してないよというんであれば、

当に適正な値段のことをやっていくべきでは

はっきり言って直接施行、あの納得というの

なかったかなと思います。

はまたちょっと次元が違うんですけれども、

今後においても、庭木などについても直接

一定程度御理解をいただければ、そういった

施行という形でやっていくものなのかどうか

人がいないとは言いませんけれども、基本的

をお尋ねしたいと思います。

には、ほとんど大半はそういったことで契約

○委員長（高橋幸雄君）

行為も済ませた中で、合法的にお話し合いの

なことですんでね、公の席ですんで、誤解を

もとに納得づくめでこの事業は実施をされて

招くようなこともあってはいけないので、質

いるというふうに思っておりますので、御理

問者が納得のいくまで１時間でも２時間でも

解を願いたいと思います。

かけてきちっと答弁をして、議員各位も御理

○委員長（高橋幸雄君）

９番

矢野利恵子

解いただくようにひとつ答弁してください。
町長、答弁。

君。
○９番（矢野利恵子君）

町長、非常に重要

要するに国では構

外へ再築する値段を出しているのに、切り取

○町長（安久津勝彦君）

私の方からお答え

をいたします。

りの値段を払ったというところもあるという

まず、国の公管金のそもそもの性格といい

ことですよね。やはりそうしたら、そこで浮

ますか、ちょっと御説明をさせていただきた

いてきたお金を直接施行だの、そういうお金

いというふうに思います。

がかかり過ぎるようなところに払っていった

まず、国道拡幅も含めた区画整理事業を足
寄町が事業主体で進めるということで、この

と思われても仕方がないのかなと。
契約にもみんな納得してくれたと言うけれ

間進めてきているということでございます。

ども、契約に納得したんだったら、どうして

そこで、国道の部分だけ抜き出して御説明

あんながらあきになるのかな、あんながらあ

を申し上げますと、御案内のとおり、用地の

きになったのは、みんなの無言の抵抗ではな

確保は区画整理事業の中で土地所有者の方々

いかなと私は考えるんですよね。

から土地を少しずつ、すなわち減歩をしてい

そして私、契約してもうお金をもらってし

ただいて用地を確保をします。そして用地確

まったんだから、あきらめなさいというふう

保を終わった後に国、すなわち帯広開発建設

に何回も話してる人がいて、その人は絶対あ

部が工事をするということでございます。
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そこに至るに当たってのじゃあ財源がどう

について、これは町が実は責任持ってやると

なるんですかということでありますけれど

いうことになります。区画整理事業で実施す

も、公管金という言葉でこれが正式名称なん

るわけですから、４メートルの用地を取ら

ですけれども、もうちょっとかみ砕いてわか

れっ放しということではありません。

りやすく言えば、補助金、国からの補助金と

これは一定の減歩を引いた中で、新たな土

いうふうにとらえていただいた方がわかりや

地を換地といいまして指定をするわけですか

すいかなというふうに思います。

ら、その中に基本的には再築をしていただく

そこで、じゃあその該当する国道の部分の

ということで積算をするということなの。で

その補助金、公管金の中身はどうなってるん

すから積算する方法自体がちょっと変わちゃ

ですかといいますと、二つあります。一つは

うんですね。

用地費相当分、もう一つは移転補償費相当分

片や構外に建てる、片や敷地内で建てる、
工法の違いありますから、ですからそもそも

ということになります。
ここの積算の方法であります。まず用地に
つきましては、足寄の国道は実は三つの幅員

１件１件比較をするということにはならない
ということであります。

になってるんですね。たしか１２間、１０

１００％とは言いませんけれども、先ほど

間、８間という、南の方からですね、それで

副町長がお答えしたとおり、町が納得をいた

御案内のとおり国道については、駅前から北

だいてお支払いをしている補償金の方が多い

側にかけては、歩道を片側４メートルずつ広

と。

げるという大幅な用地の確保ということにな

この間の議会の中で私は、国とのやりとり
で、限りなく、ゼロとは言わないけれども、

ります。
そこで、国が町に支出をするお金の根拠は

限りなく町の持ち出しは少ないような形で努

何かといいますと、まずは国が直接買収して

力をさせていただきますということで数回に

直接この国道の拡幅をした場合に、幾らお金

わたり答弁をしているというのは、そこであ

が必要なんですかということで算定をするん

ります。
もう一つ、その契約をしたけども不満だな

です。
それで用地費については、不動産鑑定士を

という方がいるということでおっしゃってお

国が入れまして、はい、例えば矢野さんの土

りました。私どもの方には具体的には来てお

地であれば、つぶれ地が１００平米、１平米

りません。契約したけどもおかしいよという

当たり何ぼですということの積算をしていっ

のは、具体的には聞いておりません。

て、南から北までの用地費、何平米、そして

ひとつ誤解をしていただいちゃ困るんです

平米当たり幾らですからということで、用地

けれども、この移転補償費というのは、今あ

費相当分ということで町の方にお金が来る。

る建物を新築するだけのお金が補償金として

そしてもう一つ、移転補償費相当分につき

支払われるかというと、そうではありませ

ましては、これは先ほど来から説明してると

ん。

おり、直接国がやるとした場合については、

わかりやすく言いますと、違いを言います

４メートル大体とられますから、南の方は別

と、こんなことは現実にないというふうに思

ですよ、そうしますと大体構内再築というの

いますけれども、例えば昨年、昨年、３０坪

は難しいんですよね。ですから構外移転とい

の家を新築しました、全く同じ種類の材料も

うことです。構外移転で算出をされた個々に

同じものを使って面積も同じもの、これ１０

算出をした金額が補助金、公管金ということ

年前に建てた建物あると、これ同じ補償金か

で来るということでございます。

というと、違います。

そこで今度、実際にじゃあその建物の移転

それは何かというと、一般的に言われてい
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る減価償却相当分はこれは係数が決まってい

の持ち出し分より低くもらったところは一体

るわけでありますけれども、１０年たった場

何％ぐらい、何件ぐらいあるのかなと、それ

合については、その係数を掛け算して当然算

を知りたいなと思うんですけれども。

定がされるということでありますから、そこ

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

での違いというのは出てきます。

○町長（安久津勝彦君）

１件１件ちょっと

ですから補償の過程の中では、こんな補償

比較をしてませんから、ちょっとわかりませ

金では家建てられないべやと、新築できるだ

んけれども、町の持ち出し分が多くなってる

けの補償金くれやと、こう言われる権利者の

というのは、先ほど言った工法の違いです

方もいらっしゃいますけれども、これは担当

ね、それが一つあるのと、もう一つは、国か

の者がしっかり、その算出の根拠というもの

ら出てくるお金というのは、あくまでも４

をしっかり説明をさせていただいて、御納得

メートル拡幅されるところであれば４メート

いただいた上で契約をしているということで

ルにかかる分なんですよ。

ございますから、御理解いただきたいなとい

ですから、住宅には当然いろんな工作物、
例えば庭木ですとかそういったものがありま

うふうに思います。
なお、今年度の分でまだ、権利者の方と契

すから、これは換地、従前の土地の境界が変

約に至ってない方がまだ１名いらっしゃいま

わるわけですから、当然変わることによっ

す。これは今、私自身も実際に、何とか御理

て、従前は私の自分の敷地内に植わっていた

解いただきたいということで協議に当たって

塀ですとか、あるいは庭木、これがずれるこ

るということでございまして、決して契約し

とによって別の人の土地になるわけですか

たけども破棄をするだとか、そういうことで

ら、当然そういった部分の補償も加味される

はございませんので、そこのところはもう１

わけですから、そういったことも含めて１０

人の方も、全力で御理解いただいた上で合意

０％って、今のところはちょっと比較したや

いただけるところまで進めていきたいという

つ、資料持ってませんからありませんけれど

ふうに思いますので、御理解をいただきたい

も、大部分がそういう形で、国から来ている

なというふうに思います。

補償費相当分よりも町が実際にお支払いをし
ている補償金の方が多いと。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

９番

矢野利恵子

少なくとも議員が言われた、例えばこちら
の人は安くたたいておいて、こっちの人にお

君。
再築のお金が出て

金を振り向けたんだと、これだけはもう１０

いるという話でしたけれども、そして合計す

０％ありませんから、それは断言しておきま

ると町の持ち出し分が多い、私はそういうこ

す。

○９番（矢野利恵子君）

とを聞いてるんじゃなくて、町の持ち出し分

これはそれぞれ担当の主観でこの金額を決

が多かったのは、ごく一部のところじゃない

めれるかというと、そうではありません。今

かなと、直接施行にかかった部分。

はもう用対連基準というのがしっかりできて

また、おや、こんなに出していいの、家の

ますから、しかもこれは専門のコンサルにお

補償金についても、でも、中がとても立派な

願いをし、積算をしていただいているわけで

ものでつくられていたんだ、だけどそこを建

すから、これは私見を挟む余地は全くないと

てた大工さんは、何もあそこは普通の材で

いうことでございますから、ここはもう本当

ちゃんと建てているよって、特殊なものでは

に信頼をしていただかなければ、町があたか

建てていないよというふうに言っていた。

もいいかげんなことをやってるんでないか

合計するとそういうところで町の持ち出し
分が多くなったということですけれども、町

と、そんなことはありません。
ちょっと余分なことかもしれませんけど、
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もう７〜８年ぐらい前になりますかね、室蘭

よく要領を得なかったんだけれども、じゃあ

土木現業所、これ北海道のあれですけれど

それで納得したのかと私も思っていたら、ま

も、ここでダムか何かのときに、ちょっとこ

だいまだに納得していない。

れかかった人との交渉の中で、何とももう

私も何回も言われて係の方のところに何回

にっちもさっちもいかなくて担当の方、実は

も行って、いろいろ御迷惑をかけたこともあ

わかりやすく言えばこうやって、私が聞いて

りますけれども、契約をしていながら納得し

れば２,０００万近い上積みをしてしまった

てない人は完全にいるわけですよね。

と、これが後から監査でわかって、かわいそ

そしてレンガづくり、木造づくりと、そこ

うに、その担当の方は懲戒免職になってしま

でも完全におかしいことをやっているって、

いました。

そういうことをしてたら、ほかでもやってる

こういうことでありますから、その担当者

んじゃないかと思われてもしようがないこ

に、あるいはもっと言えば私にそういうある

と、それでもっとわかりやすいようなそうい

程度の持ち金があって、矢野さんはちょっと

う事業の進め方をできないものかなと、それ

５０万円下げてやれ、谷口さんにその分上乗

をお尋ねしたいと思います。

せしてやれ、そんなことはできるしかけでご

○委員長（高橋幸雄君）

ざいませんので、ぜひそこのところは御理解

言、これ堂々めぐりのようなんですけどね、

をいただきたいなというふうに思います。

多額な公金使った事業執行につき、議員各位
もきちっと論議を深めて、質問者に対しても

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

９番

矢野利恵子

きちっと御理解をいただく機会を与えた方が
いいというふうに委員長は判断しますので、

君。
○９番（矢野利恵子君）

今の９番議員の発

今の説明ではわか

りにくいですね。それというのも収用委員会

委員各位、ひとつ御理解いただいて拝聴願い
たいと思います。
それでは、町長、答弁。

の結果が示している。
収用委員会で丸山さんのところですか、町
ではあそこを木造として考えた、収用委員会

○町長（安久津勝彦君）

ただいま二つのこ

とだというふうに思います。

はレンガづくり、素人が見ても、私が見ても

まず、１点目の直接施行したレンガづくり

あそこは完全にレンガづくりじゃないか、町

の関係、これはさきの議会でも御説明したと

場の人も、あのレンガすばらしいよねって、

おり、私もお答えしながら、わかりにくいお

あの建物、壁残しておいてくれたらよかった

答えだなと思ってるんですけれども、どちら

のにという人もいたぐらい、だれが見てもレ

も正しいというお答えをして、これはマスコ

ンガづくりを木造として計算していった、や

ミ報道もされて、一般の町民の方も非常にわ

はり不透明でわかりにくくて、公平なことを

かりにくい答えだろうというふうに思って、

やっていないなと。

私自身もじくじたる思いでありますけれど

それから契約ですよね、契約が終わった後

も、これはさきの議会でも十分説明させてい

で不満な人は１人も知らないということでし

ただいたというふうに思いますけれども、こ

たけれども、１人いますよね。元議長と一緒

れは私どもも専門業者のコンサルに委託をし

にその方は町長室訪ねていったはずですよ。

ました。収用委員会も専門のコンサルに委託

ちょうどそのとき会って、あ、議長、元気で

をしました。

すかって話をして後で話を聞いたら、そのこ

そこでの決定的な違いというのが、調査に
入った人の構造ですね、私どもが依頼したコ

とについて町長を訪ねていった。
何でもその人が言うには、町長謝ったっ

ンサルについては、確かに外から見たらレン

て。何について謝ったんですかと聞いても、

ガづくりになってるけれども、中に入ってみ
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ると、やっぱり中が木になっていて、この荷

山さんを相手に訴訟を起こすなんていうこと

重を支えている部分についてはやっぱり木の

は、私はとるべき立場でないというふうに判

部分で支えていると。

断してますから、これはさきの議会でも申し

わかりやすく言えば、これは極端な言い方

上げました。

かもしれませんけれども、わかりやすく言え

ですから、私自身もちょっとすとんとはき

ば、外から見たレンガについては、いわばこ

ませんけれども、それで本当に町民の皆さん

の荷重を支えるものでなくて、いわばわかり

方には申しわけないなと、わかりにくいなと

やく言えば飾り壁だと、そう判断をしたとい

思いつつも、これは道庁の見解も求めたら、

うのがうちのコンサルなんです。それがもと

まあ道庁も見解求められたら、どちらも正し

に算出をしていった結果がああいう金額に

いとしか言いようがないということでしたも

なった。

のですから、素直にどちらも正しいというわ

収用委員会がお願いをしたコンサルについ

かりにくいお答えをしてしまったということ

ては、まさしく木造ではなくてレンガが恐ら

ですから、ぜひ御理解をいただきたいなとい

く支えてるという判断をしたんだというふう

うふうに思います。

に思うんであります。そこでの決定的な違い

これもはっきり申し上げたんですけれど

ということですから、これが私どものコンサ

も、あのケースとほかのところの移転のケー

ルも、これが木造でなくてレンガであれして

ス、同じようなやつがあるかったら、全くあ

るということであれば、１円たりとも、びた

りませんから、ございませんから、すべて木

一文とも違わないとは言いませんけれども、

造、あるいは鉄骨造、ああいう特殊な建物と

まずそんな誤差のない金額が出たんだろうと

いうのは、判断に迷うような建物ございませ

いうふうに私は思っております。

んから、それは本当に私どもの担当が自分た

先ほど議員が、あの壁残しておいてもらっ

ちの裁量でやってるというわけではございま

たらねと。残ってますから。そのまま曳き家

せんから、ちゃんと用対連というところで決

したわけですから、壁残ってますよ、レン

められた歩がかり的なもので全部計算してま

ガ。よく見ていただきたいというふうに思い

すから、そういう心配はないということでぜ

ます。ですからぜひ御理解いただきたいの

ひ御理解をいただきたいというふうに思いま

は、そこの違いだということであります。

す。

ですから私の思いとしては、これも議会で

それから２点目、前の議長さんも来ていた

お話ししたんですけれども、思いとしては、

だいたということで、そうであればその方は

うちがお願いしたコンサルと収用委員会がお

実際にお会いをしました。

願いしたコンサル、これ実はどこが違うんだ

しかし、私が聞いた中では、補償費に対す

よということで気持ちとしてはやりたいとい

る不満ではございません。いろいろお話しし

うかね、明確にしたいという思いはあります

ていったら、私のとらえ方としては、どうも

けれども、これ収用委員会が出した金額、裁

相続にかかわるところでうまくいってないの

定の金額、方法は三つありますよと。

かなというふうに思っております。換地、あ

だけど金額については、全然私どもが対応

るいは移転補償については御理解をいただい

できるようなそういう制度がないと。一つあ

ております。これは私、断言をいたします。

るのは、当事者間の訴訟しかありませんとい

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

うんだよ。
ですから、ここまで来てて私どもが、私ど

９番

矢野利恵子

君。

もが収用委員会に裁定のお願いをし、これど

○９番（矢野利恵子君）

うも腑に落ちないからといって、相手方の丸

げますけど、答弁者も含めて、今例えば丸山
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９番委員に申し上

氏にかかわる関係については、当該年度分の

も含めて、そういう年度によってのこれもあ

関係もありね、それ以外で、概念論では一緒

るんだということを、人さえたくさんいれば

ですから質疑、答弁も許しましたけど、その

業務がこなせるのかというと、そういうこと

辺を気をつけて質疑をしてください。来年度

にもならないということも一方ではあるんだ

決算で十分にまたやっていただく機会ござい

ということも、ぜひ御理解をいただきたいな

ますので。

というふうに思います。

９番

なお、今、組合の何かの会合にも出席をし

矢野利恵子君。
わかりました。完

て、あるいは時間外の多い人に余り時間外を

全におかしいことばかり話して答弁されてい

しないように町長の方からお願いしてみては

るなと思うけれども、堂々めぐりなのでこれ

というお話でございますけれども、これは毎

でやめて、この次の話題にしたいと思いま

月、行政事務推進会議の中で、課ごと、ある

す。

いは係ごとの時間外勤務の状況というものを

○９番（矢野利恵子君）

職員の残業手当なんですけれども、今年度

全体の中で確認をし合いながら、さらに削減

やはり７,０００万を超えてしまった、病院

に向けた努力をしていきましょうということ

以 外 の 残 業 手 当 ７ ,０ ０ ０ 万 超 え て し ま っ

で、そういう取り組みをさせていただいてお

た。

りますので、私が個々人に、だれだれ君どう

たまたま私、水道の会計のところへ行って

のこうのというのは、これは仕事と密接にか

見てみたら、何と４人職員いる中で残業手当

かわってくるわけでありますから、これは職

年間８０万円だったと、企業会計だから赤字

場長を中心にしながら、これからも時間外の

を出してはいけないからとても努力している

縮減には努めていきたいというふうに思って

んだと、おお、すばらしいなと私は思ったん

おりますので、御理解賜りたいなというふう

ですけれども、だからこれはちょっとお願い

に思います。

なんですけれども、町長の方から、組合の会

以上でございます。

合か何かに出て職員の方に、とりあえずすご

○委員長（高橋幸雄君）

くたくさんの残業手当を使っている職員の方

間休憩をいたします。４５分から再開をいた

に、なるべく残業手当たくさん使わないよう

したいと存じます。

それでは、１０分

なそういう仕事のあり方、やり方をしていた

午後

２時３０分

休憩

だけないかなとお願いしていただくわけには

午後

２時４５分

再開

いかないか、お尋ねします。

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

を再開をいたします。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

休憩を閉じ、会議

他に質疑はありませんか。（１３番高道議
員挙手）

す。
これまでの議会の中でも何回かお答えをし

１３番に申し上げます。先ほど１３番議員

ておりますけれども、これは本来、業務とい

の質疑の中で理事者より答弁留保の関係がご

うのは、やはり勤務時間がございますから、

ざいますので、それを先に答弁をいたさせて

その中で終わらすというのが基本ということ

から、それも含めて質疑をしていただきたい

は言うまでもありません。

と思います。

しかし、やっぱり一方ではどんどんどんど

それでは、副町長、答弁。

ん人を減らしてきている、あるいはその年に

○副町長（田中幸壽君）

よっては、とりわけ昨年度につきましては、

お答えいたします。

高道議員の質問に

御案内のとおり１００年記念事業でいろんな

まずもって、答弁調整のために多大な時間

大きなイベントもたくさんあったということ

をいただきまして、大変ありがとうございま
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と、２０年度はもっと全体が変化していると

す。
質問は、自主財源と依存財源の割合につい

思いますけれども、最下位にならないための

て、他町との比較についての御質問でござい

手だてを何としてもしなきゃいかないという

ましたけれども、今現在明らかになっている

ふうにこの表から見まして思うわけです。

のは、平成１９年度決算でしか公表されてお

そこで、この自主財源の確保は、本当に高

りませんので、しかも決算統計の数値となり

齢化、また法人税が余りない、また、もし

ますと、普通会計ベースでの比較になりま

せっかくある法人税を納めてくれる人も、事

す。それで私どもの方で比較をしてまいりま

業主さんも足寄町から撤退していくというこ

した。

とで、今、数少ない法人の方もいらっしゃい

資料お手元に行ってるかと思いますけれど
も、足寄町の普通会計ベースで１９年度決算

ますけど、それすらとて、いつ足寄町から撤
退するかわからないわけです。

の自主財源の比率は３３.１％になります。

そのときになると、いよいよ本当に自主財

ですから当然依存財源が残りの６６.９％と

源というのが高齢者だけの単独世帯からとい

いう形になりますけれども、それで十勝管内

うことになりますから、本当に少なくなるの

１市１８ヵ町村の比較をさせていただきまし

ではないかなと危惧されるとこです。
そこで、この現下の不況時代において大変

た。
１番は、当然中核都市であります帯広市が

難しい問題ですが、これを乗り切らなけれ

自主財源は５２.３％という形になっていま

ば、あすの足寄はないということで、きめ細

すけれども、比較をしますと、順位づけをし

かな対応と、何よりも人口構成に左右される

ますと、足寄町の３３.１％というのは、平

ことから、若者が我が町に定着できる環境を

成１９年度決算状況では１２番目という形に

整えることと、子育てが安心してできる環境

なっておりますので、御理解のほどよろしく

を整えることなどが過疎化の歯どめをかける

お願いいたします。

行政執行と心がけて、今後の自主財源の確保
に取り組んでいただきたいと思いますが、若

以上です。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

者と子育て安心できる環境、それらのことに
ついて、先ほど子供がたくさん生まれてるん

君。
大変長い時間をい

だというお話も伺いましたけれども、町長に

ただいて御足労をかけました。３３.１％と

御答弁願いたいと思います。いがでしょう

いうことは、これは意見書から申しまして

か。

も、１９年度の決算ということで、そして２

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

０年度はこのあれでいきますと２５.５％に

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

変化しているわけで、７.何％がダウンした

す。

○１３番（高道洋子君）

まず、自主財源比率の関係でいきますと、

ことになります。
この表を見ますと意外に思ったのは、陸別

ちょっと隣町の本別町さんと比べますと、一

町が上から３番目ですし、本別町が７番目と

般会計ベースでいきますと、例えばこれは２

いうことで、近隣町村も、いろんな法人とか

１年度の予算でありますけれども、私どもの

そういうものがたくさんあるせいか、自主財

２１年度の現段階で約９２億ぐらいの予算を

源が当町よりは高い水準にあるということが

組んでおります。たしか本別町さんは６０億

わかりました。

台だったというふうに思います。

しかし、２０年度２５.１％ですから、こ

これは常日ごろ私は思ってるんです。これ

れ で い く と 広 尾 町 は ２ ２ .５ ％ で 最 下 位 に

は評価の分かれるところだなというふうに

なっておりますが、またこれが１年過ぎる

思ってますけれども、おかげさまでと言うべ
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きなのか、どう表現すべきなのかなんですけ

私は現時点では、ともかく町の１次産業で

れども、私どもの町、そういう意味では町の

ある農業の部分と林業の部分、とりわけ林の

中の基盤整備、下水道の整備も他町村に比べ

部分でいきますと、例えば同じ公共事業、同

ると極めておくれていたと、それが今、目

じ額を出したにしても、林の方はやっぱりマ

下、御案内のとおり区画整理事業を中心とし

ンパワーが必要だということでありますか

て並行して下水道整備もやっている、こんな

ら、この部分と、あわせてやっぱり福祉関係

こともあっていまだに９０億台の予算を組ん

をどうしていくのか、ここもやっぱりマンパ

でるということでございます。

ワーが必要なところでございますから、これ

これがこういった投資的経費がぐっと下

は将来展望を持ちながら、しっかりとしたそ

がってくれば、当然自主財源比率というの

ういった働く場所についても取り組みをして

は、例えば仮にうちが私どもが６０億台の予

いきたい。

算を組むとなれば、この自主財源比率という

それから、機会あるごとに我が町に進出し

のは当然ぐっと上がってくるのは、これはも

ていただける企業がないのかな、これは機会

う紛れもない事実でありますから、これはい

あるごとに、可能性があればすぐに飛びつき

わゆるまさしく後段議員が御心配いただいて

ながら、情報収集なんかもしているというこ

おります働く場所、景気浮揚対策も含めて、

とでございますので、そういった議員御指摘

地元の経済どう回していくのかということ

の点も十分頭の中に入れながら、対応してま

は、非常に頭が痛い思いでありますし、もっ

いりたいというふうに思っておりますので、

と言えば、目下のところ十勝管内でいけば、

御理解いただきたいなというふうに思いま

町村レベルでは私どもの町の中、結構重機

す。

等々も動いてますから、そういう意味では一

以上でございます。

定規模の予算も組めてるなというふうに思い

○委員長（高橋幸雄君）

ますけれども、これがある程度事業が進んだ

君。

段階においては、例えば２年後、３年後にな

○１３番（高道洋子君）

１３番

高道洋子

わかりました。

るとぐっとこれ下がってくるわけであります

それでは、次の質問をさせていただきま

から、これにかわる事業が何か見つけなけれ

す。総務費のこのページでいきますと決算書

ば、これは勢い８０億台、あるいは７０億

の５０ページになりますけれども、目でいう

台、もっと言えば６０億台の予算組みという

２０というところの国民保護対策費について

ことになれば、これはまさしく自主財源比率

伺います。

は上がったにしても、じゃあ本当に町の経済

この国民保護対策というのは、武力攻撃事

どうなっちゃうの、働く場所どうなっちゃう

態等のときに国民の保護のために制定された

のと、こういうことになるんだというふうに

国民保護法で、平成１７年の３月に法制化さ

思います。

れております。

そういう意味含めて、これからもちろん自

国民保護法は武力攻撃事態と明確にしてお

主財源確保する努力はしていかなくちゃいけ

りますが、武力攻撃事態等と、この等の字が

ませんし、もっと言えば人口減にどう歯どめ

記載されていることから、各地方自治体では

をかけていくのか、もっと言えば若者が働く

地震とか台風等防災訓練を取り入れ、各行政

場所をどうつくっていくのか、このことだと

機関が一堂に参加して町民保護のあり方を調

いうふうに思っております。

査・研究されております。

これはこれまでも繰り返し御答弁しており

足寄町の平成２０年度の決算では、国民保

ますけれども、なかなか特効薬がないという

護対策費として計上されました総額が９万

のも実情であります。

２,０００円と少額ではございますが、支出
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額はゼロとなっております。支出されており

のでしょうか、いかがでしょうか。

ません。

○委員長（高橋幸雄君）

この決算書の総務費を精査いたしました
ら、計上された予算が一切支出されなかった

○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。
お答え申し上げ

ます。

のはたしか二つぐらいあって、そのうちの一

今、議員仰せの事柄に関しましては、国民

つが国民保護対策費となっておりまして、有

保護対策の中で防災訓練等々というお話が一

事のときとは申しませんけれども、国民保護

括にというお話でございますけれども、通常

対策費にかかわる事業は何も考えられなかっ

の水害、それから災害対策等々の通常の天災

たのか、伺います。

的な災害ですね、人的ではなくて、そういっ

○委員長（高橋幸雄君）
○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。

たものについては、通常、別の防災対策とい

お答え申し上げ

うのをとっておりまして、防災訓練のお話も
ございましたが、たしか記憶の中で１５，６

ます。
この国民保護対策費におきましての予算執

年だったと思いますが、全町的な取り組みと

行のあり方でございますけれども、有事の際

いうことで自治会にもお願いしながらやった

を想定して何もしていない、予算を執行しな

経緯もございますが、しばらくやっていない

かったのかということでございますが、想定

ということもありますし、また、自治会等に

されたものというのは、世界の中での情勢と

もお話かけをしまして自治防災組織をつくっ

いうのはあったわけでございますけれども、

ていただきたいというお願いもしながら、一

直接私どもの町として経費として支出がな

番モデル的に今実施されてるのは、旭町地区

かったということでございますので、逐次国

で率先してやっていただいて、防災用具等も

の方からは、こういった場合の緊急措置等の

かなり自治会の単位の中で整備されて、自治

ものにつきましては国等の方から情報が流れ

会内でお互いに有事のときに弱者を救えるよ

てきて、即私どもが防災上動けるような体制

うな組織をつくっていただいているというの

というのはとっているわけでございますが、

も、旭町の自治会内が今現状そこだけでござ

たまたま予算執行上はなかったということで

いますけれども、そういったことでそういっ

ございます。

た事柄を、さらに私どもとしては、ほかの自
治会にも波及していただければなというよう

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

なことで投げかけはしているところでござい
ますけれども、まだまだ浸透し切れていない

君。
私は有事のときば

というのが実態でございますので、なお一層

かりでなくというふうに質問したんですけれ

これからもそういった各自治会等にも、連合

ども、今回この国民保護対策費を取り上げま

自治会等にも働きかけをしながら、自治防災

したのは、足寄町には、管内の他町村にはな

組織の充実等をお願いしていくということに

い自衛隊の弾薬庫が存在しております。

は努めていきたいと思っておりますので、御

○１３番（高道洋子君）

私はこの弾薬庫の存在を反対するわけでは

理解をいただきたいと思います。

ありませんけれども、この存在を認識するこ

○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

とは必要とは思いますが、もし万が一非常時

君。

の場合、管内の他町村より危険度は多いと私

○１３番（高道洋子君）

は考えております。

ては、消防と自衛隊との合同の防災訓練と

私の考えとしまし

不安をあおるのではなく、小規模単位でも

か、また、今、課長の答弁にもありました公

日常的な防災を兼ねた訓練を実施されてはと

営住宅、小規模での町内会とか公営住宅単位

考えますが、この予算を使うことはできない

の防災訓練とか、それから職員にあっては災
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害のときの職員の役割分担の訓練だとか、こ

次、もう１点質問いたします。決算書の１

れは本当にいつ何が起きるか、そういうとき

１０ページに職員費のことがありますが、こ

に備えてですから、防災訓練の実施などを今

の職員費の支出済み額が１２億９,６０８万

検討してるという答えがありましたけれど

９,８６７円ということで記載されておりま

も、旭町に私たちも議員も行きましたけれど

す、この職員費の支出済み額。この中に職員

も、本当に一生懸命やってるとこはやってる

の個人住宅に支給している住居手当が含まれ

ということで、研修会、講習会、それからビ

ております。

デオを買うとか、買ってそれを町内会に見せ

私の調査によりますと、平成２０年度に住

るとか、またパンフ、チラシをつくるとか、

居手当として支給された金額は、実に１年間

せっかくのこの予算ですので、ゼロというこ

で２,１５１万３,２６０円ということが、き

とのないようにそういう実施を求めたいので

のうの伝票足し算しまして自分なりに押さえ

すが、いかがでしょうか。

た数字なんですけれども、この住居手当につ

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

きましては、過去の議会においても審議され

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

ておりますが、ことしまた８月に国家公務員
の住居手当についての明快な判断がなされた

す。
先ほど総務課長からも答弁したとおり、小

ものですから、今私が示した２,１５１万３,

さな防災訓練はその都度実施をしております

２６０円について支給金額がまず正しいの

けれども、大きな防災訓練というのは、ここ

か、確認のため伺いたいと思います、まず１

数年実施しておりません。

点目。

私が首長に就任して、たしか１６年だった
かなというふうに記憶しますけれども、旧東
小学校のグラウンドで大がかりに、これは自

○委員長（高橋幸雄君）

住居手当の総額に

ついて、確認の答弁を願います。
暫時休憩をいたします。

衛隊も来ていただいて実施をして以来、大き

午後

３時０５分

休憩

なことは実施をしておりません。

午後

３時０６分

再開

自衛隊の方からも、もしそういう訓練があ

○委員長（高橋幸雄君）

るとすれば、いつでも協力しますよというお

を再開いたします。

話もいただいておりますから、できるだけ早

総務課長、答弁。

く、来年度になるのかどうか、担当の方とも

○総務課長（大塚博正君）

詰めながら、いずれにしても、ふだんからそ

ます。

ういうことで訓練をしておかなければ、万が

休憩を閉じ、会議

お答え申し上げ

住居手当の総額、一般会計２,１５１万３,

一大きな災害が起きたときに右往左往すると

２６０円でございます。

いうことでは、これはもう後から後悔しても

○委員長（高橋幸雄君）

始まりませんので、できるだけ議員仰せのと

君。

おり前向きにその防災訓練の実施ということ

○１３番（高道洋子君）

についても検討してまいりたいというふうに

の２,１５１万３,２６０円が住居手当として

考えておりますので、御理解賜りたいという

支給されておりますが、この足寄町の住居手

ふうに思います。

当を具体的に把握したいので、支給方法と支
１３番

高道洋子

わかりました。こ

ますが、それをどういうふうに支払って、１
人１人になのか、１戸の家になのか等です

君。
○１３番（高道洋子君）

高道洋子

給年数等の、特に夫婦で勤めている人もおり

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

わかりました。ぜ

ひ実行していただきたいと思います。

ね、それをちょっと説明願いたいと思いま
す。
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○委員長（高橋幸雄君）

答弁調整のため、

いろと移動があるものですから、人数の掌握
というのは非常に難しいんですが、一応３月

暫時休憩をいたします。
午後

３時０７分

休憩

の末の押さえとして、２０年度の３月の末の

午後

３時１８分

再開

押さえということで数字だけ申し上げさせて

休憩を閉じ、会議

いただきますと、３月での一応支給対象者１

○委員長（高橋幸雄君）
を再開をいたします。

４０名おりまして、そのうち持ち家のうちの

総務課長、答弁。

１万６,０００円相当分が８２名、それから

○総務課長（大塚博正君）

大変時間をとり

５年間のプラス加算のある部分の持ち家者が
１４名、持ち家の合計の支給は９６名となっ

まして申しわけございません。
住居手当の内容についての御質問でござい

ております。残り１４０から９６引きました

ますが、住居手当の支給要件につきまして

４４名は、民間の借家等に入居していて住居

は、予算書の方の後ろの人件費等々、給与費

手当を支給している者となってございます。

等の明細等の方についてございますが、借

以上でございます。よろしくお願いいたし

家、借間等の支給に当たりましては、家賃月

ます。

額１万７,０００円までは４,０００円を控除

○委員長（高橋幸雄君）

した額ということでの支給、それから家賃月

君。

額１万７,０００円を超える場合には、超え

○１３番（高道洋子君）

た２分の１を１万２,５００円を限度に１万

し上げましたけれども、財政の根幹となる町

３,０００円加算した額というふうな表現と

民の町民税収入済み額が今８億７,１９６万

なってございます。

１,８９６円ということで８億７,０００万、

１３番

高道洋子

歳入のときにも申

持ち家につきましては月額１万６,０００

これは人口の減少とか高齢化等の要因で、毎

円、ただし、新築・購入等した場合につきま

年、町税収入済み額は減少している状況では

しては、初年度からの５年間が２,５００円

ありますが、一方、職員費の支出済み額は、

プラスということで１万８,５００円という

平成１９年から見ると、削減されているとは

持ち家の支給となってございます。

いえ平成２０年度は１２億９,６００万とい

決算額で先ほど申し上げました住居手当で

うことで、約１３億円に及んでおります。

支給の戸数でございますが、共働きの場合だ

町民の血税が８億７,０００万で職員費が

とか、いろいろその支給要件はどうなってる

１２億９,０００円万ということで、これは

んだという御質問でございますが、私どもの

もちろん職員費に町民の血税が届くわけはな

方には世帯主届けということで届けていただ

いんですけれども、ことしの８月２５日に総

きまして、共働きの方どちらか１人が世帯主

務省から、人事院の国家公務員の給与改定に

ということで、借間なら借間の契約をした方

関する取り扱いの勧告を受け入れました。

に対しての住居手当を出す、それから持ち家

総務省は人事院の勧告を都道府県に対し伝

に当たっても、登記上の問題もありますけれ

達し、国同様に地方公務員の給与改定及び行

ども、そちらの世帯主の方に住居手当を出す

政の合理化、能率化を図るべく通達を出し、

という形になってございます。

その中で、地方公共団体は地域における民間

ですから、夫婦で働いていても、両方に当

給与などの状況を勘案し適切に対処する地方

たるということはございませんで、世帯主の

公務員給与改定に関する取り扱い等につい

方１人について当たるということになってご

て、事務次官名で都道府県に要請していま

ざいます。

す。

月々、間借りですとかそういった借間、借

あわせて、国家公務員の自宅に支給されて

家等、いろいろ住宅新築等々、年度内でいろ

いた、ここからなんですけど、国家公務員の
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自宅に支給されていた自宅に係る住居手当

ください。

も、国民感情からもなじまず、また批判が出

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

ていたとして、国家公務員の住居手当を廃止

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

いたしました。

す。

それに基づき総務省は、地方公共団体に、

これまでの議会の中でも何回か御質問をい

自宅に係る住居手当の支給は廃止を基準に見

ただき、私の方からも答弁をさせていただい

直しを行うようにと求めております。本町、

ているところでございますけれども、まず結

足寄町に北海道からそれらの通達があったの

論から言いますと、現時点では廃止をすると

か、伺います。

いう考え方は持っておりません。
総務課長、答弁。

改めてこの間の我が町の持ち家手当の経過

ただいま言われ

から御説明させていただきますと、職員住宅

ましたその人事院勧告の内容につきまして

を建てるというのは、これはなかなか、これ

は、国家公務員に対するものの勧告でござい

は財政的にも含めて困難だということで、む

ますから、国家公務員内のものと受けとめて

しろ凝縮して言えば、持ち家を奨励していこ

ございますけれども、今までも国家公務員に

うというような形で手当を支給をしてきてい

準じてきたという経緯がございますし、国の

るというようなことでございます。

○委員長（高橋幸雄君）
○総務課長（大塚博正君）

方からも、国家公務員はこういうふうに決

一方、国家公務員、私も承知しております

まったので、地方自治体も運営に当たっては

けれども、持ち家手当、次年度からはなくな

留意されるようにということでの文書的なも

るということで承知はしております。
ただ、国家公務員、あるいは道職員も含め

のは来ております。

て、やはり職員住宅というのが、住宅料が高

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

いとか安いとか、安いというあれはないです
けれども、高いとかという御批判もあります

君。
きのうも住居手当

けれども、やっぱり雇用者責任として、一定

の伝票を精査しましたところ、月ごとに住居

の職員住宅の整備を一方ではしなくてはいけ

手当が、人数によって違うんですけれども、

ないというこういうこともあるということ

先ほどの伝票では１００名というふうに３月

で、ですからこの間我が町の歴史的経過から

末の受給者が、これは持ち家もあれも含める

いきますと、むしろ職員住宅を整備するより

のかもしれませんけれども、１４０名という

も、持ち家を持っていただくことによって、

先ほど報告もありましたけれども、いずれに

当然住宅新築すれば固定資産税も当然納めて

しましても１００名を超える受給者になって

もらうということですから、これは一方では

おりまして、財政を圧迫しております。

自主財源の確保にもつながりますし、もっと

○１３番（高道洋子君）

平成２０年度の歳出の構成を見ますと、職

言えば、正確に比較したことはございません

員費の歳出割合は町債に次いで２番目に高く

けれども、やはり持ち家を持っていただくこ

なっておりますが、住居手当だけでも、先ほ

とによって、定年退職後もおかげさまで、ゼ

どの２,１５１万３,２６０円ということで大

ロとは言いませんけれども、職員退職した後

きな金額を示していると。

も、我が町ふるさと足寄町に残っていただい

私は、厳しい生活を強いられている町民感
情からも、また、総務省が地方公共団体に廃

てる職員が圧倒的に多いというふうに認識を
しているところでございます。

止を基準に見直しを行うようにと通達されて

この持ち家手当、十勝管内も全部の町村

いるこの住居手当の支給を足寄町は廃止すべ

で、額の多少の違いはありますけれども、ど

きと思いますが、いかがでしょうか、御答弁

この町村もそういう持ち家を奨励をするとい
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うようなことで進めているということでござ

ンを６０円、８０円にしていくことこそが、

います。

今これから求められてる、自主財源がなかな

私も、未来永劫にこのことを続けていくこ
とがいいのかどうなのかというのは、これは

か上がらない中、経費コストを下げるべきと
いうふうにおっしゃっております。

常に検討していかなくちゃいけないという認

２０年度の町債も、町民１人当たり１４４

識は持っておりますけれども、今回、国家公

万７,０００円となって、高齢化が進むと借

務員が直ちに持ち家手当全廃になったから、

財の返済もできなくなるということで、その

我が町もそれにならって全廃ということに

中、町民は大変な中で頑張っていると、役場

は、ちょっと今のところ考えてないというこ

職員だけが、そういう優遇とまでは言わない

とで、ぜひ御理解を賜りたいなというふうに

までも、住居手当が退職するまでしっかり当

思います。

たって、それも検討を近い将来するかもしれ
ないけども廃止はできないということでござ

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

いますが、もう一度伺いますが、段階的にこ
れを、全部全廃とまでいかなくても、例えば

君。
足寄町の一般会計

５年間当たるけど６年からは当たらないとか

の町民１人当たりの負担額が監査委員さんの

というようなそういう方法はできないもの

意見書に提示されておりますが、これを見る

か、伺います。

と、職員費に対する町民１人当たりの負担額

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

は １ ６ 万 ３ ,５ ０ ３ 円 と 明 示 さ れ て お り ま

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

す。

○１３番（高道洋子君）

これは生まれたての赤ちゃんから高齢者ま

先ほど、来年度から直ちにということでお

での人口７,９２７人で負担する金額なんで

答えをしたわけでありますけれども、これは

すけれども、１９年に３２.１％だった高齢

やはりどういう部分についても、そのときど

化率が２０年度には３３.１％と、１％も１

きに合わせて、見直しかけるものは見直しか

年間で上がっております。足寄の高齢化率は

けていくべきだなというふうに思ってます。

今後もますます進んでいくことは間違いあり

あえてその持ち家手当の分でいきますと、
先ほど申し上げた兼ね合いもありますけれど

ません。
ことしの国の国政がかわりまして新政権

も、私も今のまま未来永劫にいっていいとい

も、むだを排するという見直しが盛んに行わ

うそういう認識は持っておりません。議員仰

れ、国家公務員の給料２０％カットというこ

せのとおり、現下の町内における経済状況も

とも今言われているときですけれども、足寄

含めていったときに、どうあるべきなのか

町が本当に豊かな財政力で、一番後ろの意見

な。

書のところも財政力指数、経常収支比率から

本当に一面を見れば、町内で住宅建ててる

一般財源比率、全部これが理想的な数字にク

のは役場職員しかいないじゃないかというこ

リアしてるんならわかりますけれども、これ

ういう御意見もあるやに聞いておりますけれ

らも見ましたら、２０年度どれもこれも全部

ども、しかし、それも役場職員も、じゃあこ

財政が余裕があるとは言えないし、数値が硬

れ家も建てれないということになれば、本当

直化している、硬直化しているというそうい

に建設業に対する影響も非常に極めて大きな

う数値を見ましたときに、旧態依然としての

ものになってくるでしょうし、そういう中に

行政運営はできない時代に入ったことをまず

あって、議員も仰せのとおり町民に公平感を

自覚すべきでないかと思うわけです。

持っていただくということも含めて、そうい

２番議員さんがおっしゃった１００円のパ

う施策がどうあるべきかということも含め
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て、現実検討していくべきだなというふうに

くべきだなと感じているとこですが、いかが

思っております。

でしょうか。

より少し具体的にお話をさせていただきま

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

すと、道内、あるいは十勝管内でもそうであ

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

りますけれども、これはとりわけ移住者対策

す。

の中で新築する場合、あるいは地元の工務店

まさしく職員が住宅を新築する場合、やっ

を使ってもらう場合、そういった一定の手当

ぱり全部が全部とは言いませんけれども、

を支給するというようなこんなことを取り組

やっぱり比率からいけば、町外業者の方に施

んでいる町もありますから、そういったこと

工していただいてる職員が多いのかなという

も私は先進事例も参考にしながら、これは職

ふうに私も認識をしております。

員も含めた中でそういった制度ができないの

全員ではありませんけれども、何人かの方

かなという、そんなことも頭の中で描いてい

とそこら辺のちょっとざっくばらんな話もし

るのも事実でございます。

たことがございます。

これはまたじっくりと議論を重ねた中で、

そうしたときには、今、議員が仰せのとお

そういった見直しにもつなげていけるのかな

り建築単価の問題、それからやっぱり今の時

というふうに、きょう段階はその程度の答弁

代、結構帯広あたりでモデルハウスというの

でお許しをいただきたいというふうに思いま

ができておりまして、そこにやっぱり住宅を

すけれども、決してこの形を未来永劫に続け

建てるということであれば、これは一生もの

ていくということではございませんので、御

でございますから、そこに実際に現場に行っ

理解賜りたいなというふうに思います。

て見て、やっぱりそこで気に入ったというこ

○委員長（高橋幸雄君）

とになれば、どうしてもそっちに行ってしま

１３番

高道洋子

うという、これも事実だということもお聞き

君。
○１３番（高道洋子君）

未来永劫という言

しました。

葉をしっかりと聞きましたので、続けないと

そこで、これまた全業者でありませけれど

いうことで、なるべく早い時期にそういう体

も、何人かの建築業者の方ともお話したんで

制を、町民感情からもですね、これが本当に

すけれども、そういった部分の地元の業者の

わかると、本当に、いや、すごく、家を建て

営業努力といいますかね、このことについて

る人は役場職員だけではないですから、みん

も意見交換した経過もございます。

ながっかりするんじゃないかと、町民として

そんなことも含めて、これから先ほど言っ

ですね、そう思います。何ぼ恵まれていると

たうまいぐあいな誘導策というものがないの

はいえ。

かなという、もちろん職員に対する地元での

もう一つ、最後になりますけれども、町民

購買についても、これは機会あるごとにお願

も役場の方も家に建てるとき、結構町外、帯

いもしておりますし、これは御案内のとお

広とか町外からの業者さんが結構、コストの

り、これはある意味うれしいことだなという

関係もあるかもしれませんけれども、それが

ふうに思っておりますけれども、労働組合の

もう悠然と建て、だれを選んでもそれは個人

方で今年、議会にも提案させていただいて、

の自由ですけれども、せめて役場職員は地元

これまで独自削減、給与の削減してきました

の業者をなるべく、もうできれば使うとか、

けれども、５年間続けてきたんで今年度は戻

地元の商品を買うとか、そういう愛町精神と

したいということで御了解いただいたわけで

いうか、業者を育てていくそういう精神が今

ありますけれども、それを受けたかどうかは

後とも大事だと思うんです。それらもあわせ

ちょっとわかりませんけれども、労働組合と

て、そういう考えも町長から職員に話してい

しても、年末に向けて労働組合として商工会

― 47 ―

の商品券を買って、これはプレミアムも何も

２０年度につきましては５億１,４８５万９,

ありません、商品券を買って、そして組合員

０００円ということになっているということ

に配るというようなことも、そんな取り組み

でございます。

もされてるということでございますから、私

なお、この補助金等につきましても、平成

がふだんから言っている地元の購買というこ

１７年度の自律プラン策定の中では、まさし

とも職員も一定程度は御理解をいただいて、

くゼロベースからやっていこうというような

そういった具体的な取り組みにもつながって

ことで見直しをかけてきた経過もございます

るのかなと、こんなふうに思っております。

けれども、その後いろいろ原課で、該当の例

まさしく議員御指摘のとおり、地元の中で

えば団体であれば、しっかりとした予算編成

どうやって経済も循環をさせるかということ

前に協議をしていただきながら査定をして、

は、これは一つ大事な政策だというふうに

計上をさせていただいてるということでござ

思ってますから、引き続き私の立場でできる

います。

ことはしっかりとやっていきたいというふう

以上でございます。

に思っておりますので、御理解いただきたい

○委員長（高橋幸雄君）

というふうに思います。

君。

○委員長（高橋幸雄君）
４番

○４番（井脇昌美君）

他に。

４番

井脇昌美

規則にのっとってと

いう何かさっきの公務員の倫理法に含めて

井脇昌美君。
今も１３番議員から

戻って、戻るわけでないですけど、都合のい

収支の問題に触れておりましたが、本当に大

いときはのっとらないで、都合のいいやつに

事なことだと思います。そこで補助費等の補

はのっとって交付されている、また評価され

助金交付金のことにちょっと触れさせていた

ているというような気もしますけど、とにか

だきたいと思います。

く今の置かれた立ち場という深刻な本当に大

○４番（井脇昌美君）

もちろん補助金の交付というものに対して

変な時世に入りつつあるというやっぱり自覚

は、査定等々適正なある意味においては評価

は、私、持ってもらわないとうまくないな

をなされ、決定していることだと思います。

と。

まずは補助金、５億１,０００万円超えた全

そこでこの補助交付金も当然必要なもの、

体の補助金の交付がなされております。その

最小限にこれはそれこそ規則にのっとって評

２０年度のまず全体としての経過を、まず支

価されたんでしょうけど、特にそこの中で商

給された経過を、全体としての経過をまず説

工費約１,４００万円近い金額が補助交付金

明していただければありがたいんですけど。

として支給されております。
これがまず１９年度対比、また２０年度に

○委員長（高橋幸雄君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

この金額等を考え、主としてどのような評価
の数字の変わりが出てきて、どのような使用

す。
決算にかかわる主要施策の成果等報告書の

目的に補助をされているのか、これをちょっ

１２ページ、１３ページにこの内訳が載って

と説明いただけますでしょうか。

いるわけでありますけれども、これにつきま

○委員長（高橋幸雄君）

しては、私どもの条例、足寄町補助金等交付

１０分間休憩いたします。

答弁調整のため、

規則という定めがあるわけでございまして、

午後

３時４４分

休憩

これにのっとってそれぞれの毎年予算査定の

午後

３時５０分

再開

中でそれぞれ査定をしながら、この規則に

○委員長（高橋幸雄君）

沿った内容なのかどうなのかということを査

を再開いたします。

定をしながら積み上げをした結果が、決算上

経済課長、答弁。
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休憩を閉じ、会議

○経済課長（鈴木

泉君）

まことに申しわ

けないです。それで御答弁いたします。
足寄町商工会補助金でございますが、２０
年は１,３９２万９,０００円、１９年度にお
きましては１,２７８万５,０００円となって
おります。
それで事業の中身でございますが、経営改
善普及事業費として、補助申請事業費に要す
る経費としましては４,００８万３,４８４円
であります。それで町の補助申請額につきま
しては、そのうちの１,３６０万４,０００円
となっております。
次に、地域振興事業費として、地域振興の
補助事業でありますが５５１万８,１９２円
となっておりまして、町補助申請額は３２万
５,０００円でございます。
それらトータルしますと、平成２０年度は
１,３９２万９,０００円となります。
以上でございます。
◎

延会の議決

○委員長（高橋幸雄君）

それでは、皆さん

にお諮りいたしますが、４番議員質疑中です
けども、この程度にとどめたいと思います
が、よろしいでしょうか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

では、そのように

させていただきます。
◎

延会宣告

○委員長（高橋幸雄君）

本日の委員会は、

これをもって延会といたします。
次回の特別委員会は、１１月２日の午前１
０時開会といたしますので、御参集を願いま
す。
午後

３時５１分

延会
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