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午前１０時００分

開議

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい
ての件までの９件、計１１件について総括質

◎

開議宣告

○委員長（高橋幸雄君）

疑を行います。

昨日に引き続き、

なお、総括質疑の方法については、先ほど

平成２１年度決算審査特別委員会を開きま

休憩中に委員長より申し上げたとおりでござ

す。

いますので御了承願います。

直ちに審査願います。

それでは、質疑をいただきます。質疑はあ

暫時休憩をいたします。

りませんか。

午前１０時０１分

休憩

午前１１時５０分

再開

○委員長（高橋幸雄君）

昼食のため、午後

１３番

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

まず総務費のほう

から質問させていただきます。

１時まで休憩をいたします。

ページ数３８ページ。総務管理費の一般管

なお、午後からは議場にお集まり願いたい
と存じます。

理費の中の８節の報償費についてでございま
す。これは、報償費の予算額が８４万６,０

午前１１時５１分

休憩

００円に対して支出済み額が６０万６,９７

午後

再開

０円ということで、不用額が予算額の約３割

休憩を閉じ、委員

ぐらいを占める２３万９,０３０円という不

○委員長（高橋幸雄君）

１時００分

会を再開いたします。

用額が出ているわけですけれども、これは
ちょっと不用額としては大きいかなと思いま

◎

諸般の報告

○委員長（高橋幸雄君）

して、これは適正な補正減額等が途中で組め

この後の日程を委

員長より説明申し上げます。

なかったのかどうなのか、何か事情があるの
か、お聞きしたいと思います。

これより理事者等に対して総括質疑を行

○委員長（高橋幸雄君）

い、総括質疑が終了後、各部会を開催し意見

○総務課長（大塚博正君）

の取りまとめをしていただきます。

げます。

答弁、総務課長。
お答えを申し上

部会長会議で調整していただいた後、部会

この報償費の使途でございますけれども、

長から審査の報告を受け、部会長に対する質

中身につきましては退職者の記念品、それか

疑を受けます。

ら功労者の表彰等の報償費、それと職員研修

なお、本日のこの日程等については、先ほ

に当たりましての講師謝礼等々もろもろの予

ど開かれました正副委員長並びに各正副部会

算が計上されておりまして、ただいま御指摘

長会議で確認をされているところであります

の執行残２３万９,０３０円に対する執行残

ので、御了承を願います。

が大きいという御指摘でございますが、中途
退職者が出た場合の記念品等々の支出もござ

◎

総括質疑

○委員長（高橋幸雄君）

いますし、そういったことで想定されない支

それでは、これよ

出があるということで、３月定例議会で減額

り理事者等に対し、議案第９３号平成２１年

せず執行を保留していたものもございます

度足寄町上水道事業会計決算認定についての

し、また、大きなものとしましては、職員研

件から議案第９４号平成２１年度足寄町国民

修で外部講師を招聘して研修会を一応予定を

健康保険病院事業会計決算認定についての件

しておりましたけれども、なかなか計画上実

までの２件と、議案第９６号平成２１年度足

施できなくて、年度末まで実施ができないと

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての件

いうような状況になりまして、この予算が未

から議案第１０４号平成２１年度足寄町後期

執行というのが大きな要因でございまして、
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講師謝礼的には１４万程度が未執行で残った

ない、わずかな人かもしれませんので。２０

という状況でございます。

年で勤続表彰ということも、気持ちはわかり

○委員長（高橋幸雄君）

１３番

高道洋子

君。
○１３番（高道洋子君）

ますが、でも、途中退職の人にもそういう記
念品、それから実際退職するときもちゃんと

何か講師謝礼とい

相当の記念品が出るわけですから、２０年

うことで、今、職員研修費というお話があり

たって、また１０年後に時計をもらい、また

ましたけれども、やっぱり研修費というの

十数年で退職ということで、３回ですね。そ

は、何をさておいても今は職員研修というの

のうちの２０年、これは今後廃止するべきこ

が大事なときでもありますし、きちっと計画

とでないかなと思うのですが、いかがでしょ

に基づいて、その講師がだめならまた別の講

うか。

師というふうに実行していかなければいけな

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、町長。

い分野ではなかろうかなと思います。それ

○町長（安久津勝彦君）

今、高道委員から

は、今、できなかったという御答弁でしたの

永年勤続の表彰あるいは退職時に関する記念

で。

品の御質問をいただいております。より具体

次に、永年勤続表彰等記念品ということ

的に、２０年勤続の記念品については廃止す

で、このことに対して、きのう、おとといの

べきではないかという御提言でございます。

調査の中で、それから退職者の記念品贈呈要

今後、検討はさせていただきたいなという

綱等も、職員の退職記念品ですね、このこと

ふうに思いますけれども、ただ、これは社会

も要綱も見せていただきましたし、それから

通念上といいますか、一般的に、例えば足寄

永年勤続の職員の２０年勤続、３０年勤続の

の町でいきますと、商工会あたりでも永年勤

人たち、それから２１年度に退職された方た

続表彰ということで、２０年あるいは３０年

ち、総勢２６人ぐらいいたのではなかったか

ということで実施をされている。そのときに

なとも思うのですが、この永年勤続について

は、やはり長年勤続をしているということの

伺いたいのですが、永年勤続というのは１人

職員の労苦をたたえて、そんな大きなあれで

の職員が就職されましたから２０年たった

はないでしょうけれども、記念品も付いてい

ら、品物は時計だったように思いますが、２

るというのも実態だというふうに思っており

０年の人には２万３,０００円の時計、３０

ます。ここら辺につきましては、委員御指摘

年の人には３万３,０００円の時計、そして

のとおり、財政上の問題等々もありますし、

退職のときには２万円の記念品ということ

今後、検討はさせていただきますけれども、

で、数えてみると１人の人が退職するまでに

きょうのこの場で直ちに廃止をしますという

３回この表彰を受けていくというふうになっ

ことはちょっと考えておりませんので、今後

ておりました。

の検討課題ということで御理解をいただきた

昨今、本当に財政状況も大変苦しい中で、

いというふうに思います。

２０年たったら時計をもらい、また１０年後

以上でございます。

にまたいただき、そして退職のときにもまた

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

いただくということで、今、こういう苦しい

○１３番（高道洋子君）

検討課題としてよ

財政状況の中でもありますし、私が思うの

ろしく検討していただきたいと思います。

は、２０年勤続というのは廃止すべきでない
かなというふうに思うわけです。

ただ、今、商工会職員とか商店街の職員と
か、民間の人の比較もありましたけれども、

そして、女性だったら２０年間も勤めない

公務員、役場職員は民間の人よりもずっと

で退職する場合もありますから、２０年勤

ずっと給与体系、また、、ボーナス体系、年

続、３０年も勤続するということはあんまり

収体系が大変恵まれた、仕事も違いますけれ
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ども、恵まれた立場にいるということもお含

て、従来、皆さん、お古い方、お古い方は失

みいただきまして、町民感情、民間の企業の

礼な言葉になるかもしれませんけれども、従

方の感情も配慮して検討していただきたい

来から役場内の環境を見ていただいていらし

と、このように思います。

た方については御存じかと思いますけれど

次に伺います。次は、同じくページ３８

も、旧庁舎、庁舎自体、建物の新旧というも

ページでございますが、総務管理費の一般管

のもありますけれども、書類の保存状態とい

理費の中のファイリングシステムのことにつ

うのは、古い庁舎時代から背中に頭以上に高

いてお伺いいたします。

く書庫を積み上げ、２段３段に書類を積み上

ファイリングシステムは、２０年から２２

げた中での簿冊形式での書類保管。庁舎が狭

年までの３カ年間で３,４００万強の多額の

いせいというのもありますけれども、そう

費用をかけて、ただいま実施中で、２２年で

いった中で簿冊で管理し、大ざっぱに言え

この期間は終了するわけなのですが、前年度

ば、どこに編てつされているかわからないよ

は１,８００万円、そして２１年度は９５６

うな中での大くくりの簿冊形式のとじ方と。

万８,０００円の予算を使っておりますが、

これがスピーディーに公文書を取り出せる

２年目の予算で文書はどこまで分類、そして

ようにということで、また、日々整理ができ

整理、保存、廃棄が進んだのか伺いたいと思

るようにということで、ファイリングという

います。

形の中で細分化したもので、それにさらに目

このファイリングシステムの導入により、

次をつけ、抽出しやすいようにということ

報告書によりますと執務環境が特に改良され

で、全く新たな手法に変えたということで、

たと、特にというか改善されたと報告されて

庁舎の新しさもありますけれども、書庫の形

おりましたけれども、どのように執務環境が

態そのものは以前の庁舎から比べると書庫も

改良されたのか、具体的にお伺いしたいと思

すっきりと背の高さも統一し、業者さんの方

います。

に言わせれば、滑走路のようにして変えるん

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、大塚総務課

長。
○総務課長（大塚博正君）

だということで、真っ平らになって机に上に
も余分なものがない、書庫の上にも物を置か

ファイリングの

ないような状況の中で整理をして帰るんだと

状況でございますけれども、２０年から始め

いうことが原則として進んだわけでありまし

まして、この庁舎にしてから文書の保管方法

て、今の執務環境上を見ていただきますと、

について変更していこうということで、従来

従前から比較しますれば書庫は高さが一定に

の簿冊形式からファイリングという形で、新

なりましたし、また、書類と物品がきちんと

たなファイリングで事項別にとじるという文

区分けされた中での執務のしやすさ、整理整

書の保管の手法を変えたということでござい

とん、それから個人の机の上にはパソコン以

まして、どこまで進んだかと言われました

外のものは載せて帰らないというような状況

が、導入した１９年度の書類から現在ファイ

という環境状態、それから机の中には書類は

リングをした中で、段ボールに保存年限ごと

原則入れないということで、個人の持ち物以

に整理をし、書庫に入れていると。

外ということになっていますので、書庫の中

現在、事務室に置いていますのは、現在の

に納められる。その書庫の中については、目

年度の処理の文書、２２年度分、それと、前

次がきちっと整理されれば、ほかの担当職員

年の２１年度の書類が事務室内にあって、２

がおよそ仕事の、事業の内容の事業の項目が

０年度前の書類については、ファイリングに

わかれば、目次ですべてどこに書類が入って

なったものについては段ボールで書庫に納入

いるかというような抽出の仕方もできるとい

しているという保管状況になっておりまし

うことで、書類も見やすくなるというような
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状況ということで、現在進行中でございます

長。

けれども、それぞれ課にあってそれぞれが文

○総務課長（大塚博正君）

書整理をし、文書環境を整えているという現

ます。

状の段階でございます。

お答え申し上げ

ただいま一例として挙げられました団体等

以上でございます。

のことは、一連の書類で簿冊形式であればす

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

べてそれがわかると。確かにそれは言われる

○１３番（高道洋子君）

わかりました。

とおりでございますけれども、それが結局分

初年度でしたか、大変なれないことをやる

厚くなって過去１０年来とか、昔からなって

ので、なれないというか、自分の机の中に関

くると分厚くなって、それが全部自分の身の

係書類を保管しているという従来のやり方か

回りにその書類を置くとなると、膨大な書類

ら、一気にそういう保管方法になりましたの

を背中に抱えながら仕事をしなければならな

で、職員の方も大変なれなくて、抵抗感も

いという結果にもなりますし、そのファイリ

あったようにも聞いておりますが、足寄町は

ングをやることによって、先ほども申し上げ

特に、例えば総務課なら総務課だけが１年ぐ

ましたが、目録というか目次的なものをつく

らいやって、そしてみんなに一斉にっていう

りますので、何年度の何の団体の書類はどこ

のではなく、最初から一気に一斉に実施しま

の箱に入っているというのが分かりますの

したので、いろいろな今なおまだなれない人

で、そこを書庫にたどっていけばすぐにたど

もいるのかなっていうことも多少はあるので

り着けると。

はないかと思います。

それから、背中には２カ年分がございます

実際に事務所を見ましたら、本当にすっき

から、大体前年度分の書類が参考にしながら

りしまして、エコにも大変紙を少なくすると

でも新しい年度が進むだとか、そういったこ

いうことは非常にいい環境でもあるし、それ

とが、同じことが続くとすれば、そういう団

は認めるところでございますが、ただ一つ気

体だとすれば、そこで大体２年分あれば事が

になるのは、このファイリングシステムを細

足りるのかなということがありますし、ま

分化するものですから、このたび私たちも各

た、簿冊の中になりますと、いわゆる総会議

委員会の部屋に処理された、処理されたとい

案ですとか、それから１年間の経理関係です

うか、管理された書類を段ボールの中から出

とか、１年間のやった行事ですとか、すべて

して体験しましたので、保管状況はこうなの

が簿冊の中に入っちゃって、もし会計のこと

かということを実際実感として体験したわけ

を探すとなったら探しづらいですよね。全部

ですけれども、ただたくさん細分化してしま

めくらないと、どこに会計があるのかもわか

うと、例えば団体を扱う事務局的な部署の、

らないような状況になる。そういうのが簿冊

部署によっては何ていうのか、時系列的にき

管理です。

ちっと一括して保管しなくちゃならない、例

今やっていますのはファイル管理ですか

えば今までのような１０センチも１５センチ

ら、同じ団体であっても、一つの団体の事業

にも厚くなるような、そういう書類のとじ方

をやるにしてもファイルが何冊もできます。

をしないと、それが全部細分化されちゃう

細分化することも可能ですし、ある程度集約

と、担当者も人事異動でかわったりするか

することも可能ですので、総会議案なら総会

ら、そういう心配はないのかなっていう、そ

議案書と題目に書いてあれば、これはこの団

ういう問題は起きないのかなっていうことが

体の総会議案書なんだと。次に来たら、これ

一つ心配あるんですけど、どうでしょうか。

は次は経理簿とか、そういうことが表示され

言っている意味はわかりますか。

ていれば、何が仕事の中で必要なのかっての

○委員長（高橋幸雄君）

がファイルごとにわかって見やすくなって、

答弁。大塚総務課
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仕事もしやすくなるということで、ファイリ

○委員長（高橋幸雄君）

ングの目指す項目整理というのもありますの

長。

で、簿冊であるよりはファイリングで要件ご

○総務課長（大塚博正君）

とにファイル化で入っていた方が仕事がしや

げます。

答弁、大塚総務課
お答えを申し上

すいというメリットがありますので、そこを

費用対効果というとらまえ方でいきまし

目指して今やっておりますので、そこのとこ

て、債務負担行為をお願いいたしまして、３

ろは御心配ないのかなというふうに思ってお

カ年で委託のほうは終了しようということで

ります。

ございまして、この後の管理体制等々をどの

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

ようにするか、今後の課題も残りますけれど

○１３番（高道洋子君）

心配しないわけで

も、一応評価のシステムをつくり上げるのに

もないですけれども、やはり職員の人がやり

は指導を含めて３年間ということでなってご

やすいように、また細分化し過ぎて探すの

ざいまして、２１年が一番年次割り的には費

が、そのものによっては出てくると思うんで

用が高い年次割りになっておりまして、２０

すよね。だから、そこら辺は、先生がいて先

年度が９４万５,０００万円、まずこれが年

生の言うとおりになさっているんだと思いま

度途中からの取りかかりということもござい

すが、足寄独自の、前にも言いましたけれど

ますので９４万５,０００万円、２１年が４

も、やりやすい改良点も見出しながらやって

３５万７,０００円、平成２２年、今年度が

いったほうが、この３,４００万円強の３年

９４万５,０００円程度ということでの年次

間でお金をかけるわけですから、そこら辺も

割りで債務負担雇用をお願いし、御承認いた

職員の人たちと話し合って理解を得ながら、

だいて進んでいる事業でございますけれど

そして職員からこういう方法がいいという意

も、単年度で４００万支払うボリュームを厚

見があれば、それもまた意見は意見として大

くしたのは、そこは研修のマニュアルですと

事にしながら、やりやすい方向でいっていた

か、それからそれに沿った形での職員研修で

だきたいと思うわけでございます。

すとかということで、一番厚くなる年という

次に行きます。次は、人事評価制度導入事

ことでの配分ということになってございます

業について、業務について同じく３８ページ

ので、そういったことは契約の中身的な配分

の委託料ですか、人事評価制度導入につきま

ということで、単年度で４００万の成果が上

してお伺いしたいと思います。

がったことをやったのかということは、３カ

これは委託契約書状況につきましては、き

年の中で押しなべて職員がこの人事評価制度

のう厚い簿冊を拝見させていただきました。

につきましての人材育成を基本とした中で、

人事評価制度、これは本当に非常に奥が深く

共通認識に立ってこれから進むベースができ

て大事な事業ではありますが、実際に施行す

たかということが一番事業の評価になろうか

るとなると、大変重く、職員みんなに周知徹

と思いますので、ここ３年、最終年次ではあ

底して、その気になっていただいて取り組ま

りますけれども、しっかりと研修を進めた中

なければならない、でないと成功しないとい

で、これが無駄にならないように、また、無

うそういう事業でないかなというふうに委託

駄にならないといいますか、これをやるべく

契約書を見まして感じたわけです。

して立ち上げたものですから、一層これから

現在、２１年度は４３５万８,０００円が

足寄町としてのあり方、これをベースにさら

２１年度は使用されておりますが、これの金

に研さんを踏みながら、また、共通認識に立

額に見合った成果、費用対効果と申します

ちながら足寄としての人事評価のあり方を完

か、どのようにとらえているかお伺いいたし

成を高めていきたいというふうに思っている

ます。

ところでございますので、御理解いただきた
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いと思います。
○委員長（高橋幸雄君）
○１３番（高道洋子君）

当然相当前から導入されているでしょうし、
１３番。

いわゆ公務員と言われる分野についても、昨

町長に伺います

今の状況ではこういった評価制度が導入をさ

が、町長は約８年前ですか、一番先に町長に

れてきているという状況も含めて、これはや

なられたときは労働組合からの推薦も受け、

はり私としては導入せざるを得ないというこ

そういう立場で町長になられたわけですけれ

とで。

ども、労働組合職員の人にとって、労働組合

ただ、実際の評価に当たっては、これは以

員にとって人事評価導入というのは、なかな

前にたしか大久保委員さんの御質問だったと

か常識で、素人目で見ましてもなじまないと

いうふうに記憶しておりますけれども、評価

いうか、いずいというか、違和感があるとい

の仕方というのは、我々の職場については物

うか、それを導入していくということはそう

を生産している、あるいは営業活動をしてい

いうふうに感じられるのですけれども、想像

るということで、数値的に簡単にあらわせら

されるんですけれども、それはアンケートの

れない職場でありますから、ここのところ

結果からも、契約書類の目を通しましても、

を、いわば評価する者の恣意的な感情といい

いろいろと職員さんのアンケートによりまし

ますか、そういったもので差がつくというこ

ても、賛成できる面、反対というか理解でき

とはこれはあってはならないわけであります

ない面といろいろな数字が並んでおりました

から、一番難しいのはそこら辺だというふう

けれども、違和感があるというアンケートの

には思っているところでございますけれど

結果の数字もあったわけですけれども、そこ

も、これは実際に何回も何回も研修会をやり

をどういうふうに成功させるための意気込み

ながら、当然、私どもの職場は職務職階制を

というか、どういうふうに思っていらっしゃ

しいているわけでありますから、課長職が評

るか伺いたい。成功させるために、伺いま

価をすべき人、あるいは室長、あるいは係

す。

長、係ということになっているわけでありま

○委員長（高橋幸雄君）

町長。

すけれども、それぞれの段階で確認をし合な

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

がら本実施に向けた取り組みをしているとい

す。

うことでございますので、当然全職員がもろ

人事評価制度の導入に当たっては、当然団

手を挙げて賛成なのかと問われますと、現段

体交渉の場でも、これは議題の一つとして意

階でも大丈夫だよということで胸を張ってと

見交換もさせていただいております。

いうことにはなりませんけれども、私は現状

委員仰せのとおり、労働組合という立場で

の中ではおおむね少しずつ御理解をいただき

いきますと、そもそも評価をされること自体

つつあるのかなというふうに思っているとこ

がよしとはならないという部分も、これは率

ろでございます。

直な御意見として、そういう御意見もいただ
きました。

いずれにしましても、私どもの組織、役場
組織というのは、町民のための組織でありた

特に私が交渉の中でもお願いといいます

いということを私は就任したときのあいさつ

か、強調したのは、この評価制度というのは

でも申し上げておりますので、その目標に少

極めて難しいことだけれども、しかし最大の

しでも近づけるために、必要なことは私は職

目的というのは、やはり職員のスキルアップ

員の皆様方にもどんどん提案をし、御理解を

といいますか、今の現状よりもさらに一歩に

いただく中で進めていきたいという決意でご

なるのか半歩になるのかわかりませんけれど

ざいますので、御理解をいただきたいという

も、そのためにこの人事評価をぜひとも導入

ふうに思います。

したいと。さらには、これは民間の職場では
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以上でございます。

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

町民として果たすべき役割というのも当然あ

○１３番（高道洋子君）

わかりました。

るというふうに思っていますから、これは当

やはり評価の導入というのは、その目的は

然個人差も出てくるかなというふうには思っ

そもそも職員の能力と資質の向上、そして職

ておりますけれども、やはりそういう目標を

員能力の有効活用と職場の運営の効率化と、

立てて、そして節目節目で、これは半年ごと

最も大事な町民への奉仕の責任を果たすため

になるのか１年ごとになるのかは、これまた

に導入されたと思います。

個人の差もあるかもしれません。場合によっ

そういう職員の人たちが、特に労働組合の

ては、私どもの方からその検証の場という時

人たちが、やっぱりその点の町民のためにと

期も示さなくてはいけないだろうというふう

いう理解力を、それを実施する側が、町長の

には思っておりますけれども、そのことを繰

側がよっぽど高い崇高な目標と強い決断力と

り返すことによって、先ほども申し上げたと

いうか、意志というか、ないとなかなかそれ

おり、職員個々の能力アップあるいはスキル

は成功へと導くことはできないのではないか

アップにつながっていくのではないのかとい

なというふうに考えるわけです。今後、２３

うことを期待しているわけでございます。

年度以降、これが終わった後、どういうふう

ですから、ことしが今２年目ということで

になされていくのか伺いたいと思います。

ありますけれども、３年間の中で、まずは仕

○委員長（高橋幸雄君）

組みづくりをしっかりつくり上げて、そして

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

その後についても、それがちゃんと機能する
まずは３年の中

ように取り組みをしていきたいというふうに

で、あり方といいますか、仕組みづくりをま

考えていますので、御理解をちょうだいした

ずはしっかりしていきたいということでござ

いというふうに思います。

います。

以上でございます。

そこで、一番私自身も重点的といいます

失礼しました。ことしが３年目の最終年で

か、取り組むべきだというふうに思っている

すね。失礼しました。

のは、やはりそれぞれの目標といいますか、

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

これをやっぱりしっかりと立てる。これはこ

○１３番（高道洋子君）

わかりました。や

こ２年ぐらい、私も仕事納めのときに、よく

はり高い予算をかけてやっているわけですの

一年の計は元旦にありということを言われる

で、費用対効果がしっかりと無駄にならない

けれども、職員の皆さんよということでお話

ように、２３年以降が大事でないかなという

をさせていただいているのですけれども、当

気がいたします。

然、人事評価制度を入れていく上では、組織

次に行きます。次に、総務関連なものです

として、もっと具体的に言えば課としての具

から、企業振興費というところで、４２ペー

体的な目標であったり、あるいは室として、

ジですか、４１ページ。ここでは企業振興費

あるいは係としての目標であったり、それか

ということで、足寄町は工場とか、ソフト

らもっと言えば、先ほど申し上げた仕事納め

ウェア施設とか、試験研究施設とか、観光施

のときに言わせていただいているのは、やっ

設、宿泊施設、遊園地、ゴルフ場、スキー場

ぱりある意味で個人目標ということもやっぱ

など、企業の新設または増設する企業に投資

り立てるべきじゃないのかということを言わ

額の８％以内を助成するというか、それが企

せていただいているところでございます。

業振興促進条例という条例のもとに、また、

これは、個人目標で言えば、直接自分が携

工場誘致条例、それも見させていただきまし

わっている仕事はもちろんのことであります

たけれども、特に新設、増設する工場には固

けれども、しかし、町職員として、あるいは

定資産税相当額の３年間の奨励金を出して、
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固定資産税を免除するという、そういうこと

すけれども、例えば東京あしょろ会の会員さ

が条例の中に書かれてありました。

んへの働きかけとか、また、地元有名人で松

そこで、この近年、企業誘致に取り組んで

山千春さんとか、そういう人への応援要請と

いる現状、２１年度に各条例における企業誘

いうか、起用、そういう具体的な要請努力等

致の成果もしくは経過がありましたら報告い

はしていらっしゃるのかどうかをお聞きした

ただきたいのですが。

いです。

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

それから、せっかくこういう促進条例を立
てておりますので、もっと企業にとってほか

この間、要するに

の自治体とも競争になると思うのですよね。

企業誘致条例なり、こういうものを適用した

例えば十勝管内にしても、ほかの町もみんな

ものがあるかというと、ございません。

苦戦しているわけです。地の利のよい自治体

現実に企業誘致関係を全く取り組みをして

は、例えば帯広近郊の音更とか、また温泉の

いないかというと、これは明らかにはできる

ある町だとか、そういう地の利のよい自治体

ような状況ではございませんけれども、非公

との競争に打ち勝つためには、もっと企業に

式、公式を含めて一定程度照会があったり、

とって思い切った魅力のある施策、政策の転

あるいはこちらからアプローチをかけている

換が必要でないかなとも思うわけです。今ま

ということは、今の段階では二つほどあるの

での条例も見させていただいて。

も事実でありますけれども、なかなかやはり

今何かって言われたら具体的にはないんで

御案内のとおり、これはちょっと明るい兆し

すけれども、成果がなかなか出ないのであれ

があるかなと思ったら、とたんに例のリーマ

ば、足寄の条例の見直しも、例えば３年間の

ンショック等々があってですね、いきなりそ

奨励金だけども思い切って１０年間にすると

の話がストップだとかいう、こういう状況に

か。３年ならどこでもあって、１０年間固定

ございまして、なかなか企業誘致というのは

資産税免除というふうになってくると、また

一朝一夕にいかないなという非常に難しさも

ちょっと違うのではないかなという思いもす

感じているわけでございますけれども、いず

るものですから、もっと条例の枠を外して、

れにしましても、いろいろなありとあらゆる

優遇できる条例、それもどうかなと思うので

機会を通じながら、可能性があるとすれば、

す。

本当に企業誘致にもつなげていきたいです

それともう一つ、４１ページの報償費です

し、もっと言えば、こういう優遇措置もとっ

か、不用額が１０万ですね。報償費の中で不

ているわけでありますから、それを適用でき

用額が１０万出ておりまして、１４万の予算

るべく努力をしてまいりたいというふうに

の中の４万しか使わなかったんですね。その

思っております。

４万というのは、８月に地域通貨の研修会を

以上でございます。

して、その講師謝礼で終わったわけですけれ

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

ども、不用額を１０万も残すなら、もっと積

○１３番（高道洋子君）

なかなかこういう

極的な新たなアプローチ、地域づくり、企業

御時世なので、どこの町もこういう状況でな

誘致へのそういうことが、予算を組んである

いかなと思います。

のですから、できなかったものなのかも伺い

でも、また反面、こういう厳しい時代だか

たいと思います。

らどこの町もあきらめているのではないかな

それと企業アドバイザーとかそういう人も

という、結局、今は厳しいということで、努

いるわけですから、そういう人に来ていただ

力しても難しいということで、あきらめてい

いてアドバイスを受けるとか、そういう面で

たりはしていないかなという懸念もあるんで

はいかがだったんでしょうか。
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○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

で十分なのかどうなのかというのは、これは
担当のほうにも、常にほかの自治体の状況な

お答えをいたしま

す。

んかも情報としては収集してくれと。そうい
う中にあって、例えばどこかに進出したいね

報償費の残の関係については、後ほど総務

というところがあったときに、まさしく委員

課長のほうから答えさせていただきますけれ

仰せのとおり、比較をされたときに足寄町の

ども、前段の取り組みの中で、アドバイス的

優遇措置というのはこの程度なのかよと言わ

なものという取り組みはということでござい

れて、そこで足寄に来られなかったら、こん

ます。

なつまらないこともありませんから、その分

今現状、東京のほうに足寄町出身の方で４

については一番とは言わずとも、他自治体に

名の方、いろいろなアドバイスをいただくと

も見劣りしないような体制、常にそのことを

いう意味でアドバイザーとしてお願いをして

心がけようというようなことで指示もしてい

おります。これまで５名の方にお願いしてい

るところでございます。

たわけでありますけれども、今は１名欠員に

それからまた、今手元にちょっと資料がな

なって、もう１名いろいろ相談をして女性の

いのですけれども、昨年でしたか、国のいろ

人も入れたらいいのではないかという、そん

いろ、例えば固定資産税の優遇措置といいま

な御意見もいただいているのですけれども、

すか、減免というようなこと、これは十勝的

人選については先方のほうにお任せしている

にある程度まとまれば、そういったものを後

わけでありますけれども、年に１遍、懇談を

ほど交付税で補てんされるというような、そ

しながら多方面にわたって、観光面、いろい

んな制度もでき上がって、これは芽室町長の

ろな町づくりの関係を含めて、いろいろ御意

声かけで何町村でしたか、これまたちょっと

見をいただいているところでございます。

手元にありませんけれども、そういったとこ

ただ、その中で具体的に企業誘致に結びつ

ろにも加わって、そういう仕組みづくりなん

くような情報等々を含めて得られているのか

かについても積極的にかかわりを持っている

と言われますと、それはちょっとなかなか一

ということも報告をしておきたいというふう

足飛びにそこまで行っていないという状況で

に思います。

ございます。

先ほど申し上げたとおり、報償費の関係に

それからまた、松山千春さんのお名前も出
ましたけども、やはり松山千春さんのお立場

ついては総務課長からお答えをさせていただ
きます。

という分でいきますと、いろいろ御助言やら

以上でございます。

御協力もいただいているわけでございますけ

○委員長（高橋幸雄君）

れども、松山さんに企業誘致のことというの

暫時休憩いたします。

答弁調整のため、

は、これはちょっと率直に申し上げて難しい

午後

１時４７分

休憩

なというふうに思っております。ただ、いろ

午後

１時５６分

再開

いろな意味で、松山千春さんは我が町足寄町

○委員長（高橋幸雄君）

をラジオ、電波を通じていろいろＰＲもして

会を再開いたします。

休憩を閉じ、委員

いただいていますし、これは大変大事な方だ

答弁、大塚総務課長。

なというふうに思っておりますし、これから

○総務課長（大塚博正君）

も関係についてはより強化をしていかなく

いただきまして大変申しわけございません。

ちゃいけないというふうに思っているところ

報償費の大きな残ということでの御質問、

でございます。

お時間をとって

それとあわせてでございますけれども、旅費

それから、今、現行の企業誘致条例、これ

のほうも大きな残ということにはなってござ

― 10 ―

いますけれども、企画振興費ということで、

けです。残さないで、勉強することはいっぱ

年度当初町長の思い入れがございまして、町

い、それに自由裁量ということでもあります

づくりや地域振興のために、急遽そういった

ので使いやすいわけですから、そういうふう

大事な案件が生じれば、急遽飛び出していけ

に足寄に目が向くような企画を立てて、そし

るような要望活動やら、研修やら、専門の先

てやっていただきたいと思います。

生方に聞くだとかということで、まさに企画

次に行きます。総務関係があと二つほどあ

が中心に動かなきゃいけないということで、

るので、それを１回終わらせたいと思いま

町長の思い入れの中で旅費、それから講師

す。

等々の謝礼等々も少し額を多目に見させてい

次は、その上に自治振興費というのが１３

ただいて、柔軟に対応できるようにというこ

目でありますが、これは自治会への振興のた

とでの予算立てとなっていたわけでございま

めの予算だと思いますが、この中で花いっぱ

すけれども、１０万円の執行残につきまして

い運動の事業についてお伺いしたいと思いま

は、九州大学と御存じのように地域連携協定

す。

をやっておりまして、いろいろな九州大学の

これは年々、去年よりもことしが５万７,

知能の集団を何とか足寄町の産業やら我々と

０００円ほど花いっぱい運動費が少なかった

の人材交流等、いろいろな中で足寄町が少し

と、予算がですね。それで伺いましたら、花

でも上向くような施策が講じられればという

壇コンクールを実施していたんだけれども、

ことで、一つにはそういった先生方が、必要

これを取りやめたので花いっぱい運動の費用

な専門の方々が足寄に来られて勉強される機

が下がったという説明でございました。花壇

会があればということで、その中にももくろ

コンクールは別として、足寄町は国道が２本

んでいたわけでございますけれども、たまた

立派に整備されまして、やはりだれが訪ねて

ま九州大学のほうから総長先生を初め秋口に

きても、足寄は花が少ないねというのが感想

来ていただいて、向こうの九州大学の旅費の

でございます。最近は、開発からいただいた

中で講演会等々もやっていただいたというこ

花とか、また、ボランティア団体等が出て、

とがありまして、そこのところは町からわざ

花植えもして、駅前から両国橋へ行く道路等

わざ招聘していかなくても、１回講演会がで

も花はきれいに咲いておりますけれども、足

きたというような経過もありまして、そう

寄町全体を通してみると、本別から入ってく

いった費用も残ってきたということもありま

る国道、陸別に抜ける道路にしましても、升

すし、また、先ほど申し上げましたように、

はあるんだけど花がなかったりとかというと

柔軟に対応できるような費用ということで３

ころもあったりしまして、花いっぱい運動に

月ぎりぎりまで、実際に使うことはできずに

対するもう少し、他町村なんかを視察します

１０万円なり、旅費もそういった形で残りま

と、予算額なんかも聞きますと２倍３倍と、

したけれども、そういった形の中で柔軟に対

足寄の金額を聞くとそうなんですよね。結構

応できるようなものを財源として持っておこ

盛りだくさんに持っているということで、そ

うといったことでの予算残でございますの

こら辺の花いっぱい運動に対する考え方、今

で、御理解をいただきたいと思います。

後の方向について伺います。

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

○委員長（高橋幸雄君）

○１３番（高道洋子君）

企業誘致のための

長。

せっかくの町長の配慮もあって、そういう自

○住民課長（桜井光雄君）

由に使える予算を、やはりきちっと使ってい

す。

答弁、桜井住民課
お答えいたしま

ただきたい。また、それを有効に活用して町

花いっぱい運動、足寄町は昭和６１年から

づくりのために使っていただきたいと思うわ

自治会連合会が中心となって取り組んできて
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おります。現在の状況でありますけれども、

けどもなかなか体が動かない、腰もひざも曲

平成２１年度におきましては５２の自治会、

がらないんだわというのが実態としてありま

６８カ所に１万３,２６０本の苗を取りまと

す。

めをいたしまして、供給をさせていただいて

そういう中で、どうやって花いっぱいを進

おります。そして、その植栽並びに草取りと

めていくかということになるのですけれど

か維持管理でありますけれども、そういった

も、やはり他町村なんかを見ますと、そうい

ものについては自治会のほうでやっていただ

うサポートメンバーとか、ボランティア、花

いております。

が好きなマスターの人だとか、そういうグ

花いっぱい運動は、今後も推進をしていき

ループをやはり環境づくりとして、そこにも

たいところでありますし、していく考えに変

予算をかけてそういうグループをつくった

わりはありませんけれども、今一番困ってい

り、組織をつくったり、そうした中に花いっ

るというのは、維持管理をされていく町内会

ぱいを進めていく、また、花に取り組む農家

の皆さん、あるいはボランティアサークルの

さんを育てたり、安い苗で販売してくれると

育成といいますか、理解をいただいてそれを

ころをつくったりというふうに先進地では

運営していく、維持管理をしていくというこ

やっているようです。

とが今最大の問題があるのかなというふうに
思っています。

ですから、花を植えるだけでなく、そうい
う環境、組織づくりももっと力を入れてやっ

私ども、平成２２年におきましては、二つ
の自治会が参加に取り組んで多くなっており

ていただきたいなということをお願いしたい
と思います。

ますし、箇所数についても１カ所多くなって

次に進んでいいですか。総務の最後なんで

おります。これらは、いろいろな先進調査、

すけれども、先日、時間外・休日・夜間勤務

女性部の皆さんを中心に他町村の先進事例等

手当会計別の決算支給実績をいただきまし

を見てきた中で、私たちもこういった取り組

た。見せていただきまして、時間外勤務手当

みをしていこうという機運ができてきている

のことなんですけれども、一般会計だけで見

のかなということで、粘り強く住民の理解を

ますと、平成２０年、２１年度と比べまし

得ながら今後も推進をしていきたいな、その

て、２０年よりも２１３万９,０００円ほど

ように思っておりますので、御理解のほどを

減額されておりました。一般会計で。約３％

よろしくお願いいたします。

の減ということで、これは過去にいっとき、

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

１億円近い時間外のときもありましたから、

○１３番（高道洋子君）

花いっぱい運動に

ですから評価すべきことかなと思っておりま

つきましては、私も過去に長年取り組んでき

す。

たんですけれども、やはり環境をつくってい

そこで、お伺いしたいんですけれども、私

くというか、最近は特に自治会自体も高齢化

は今回、２１３万円も２１年度が２０年度に

していますし、ボランティアさん自体も高齢

比べて下がったわけですけれども、金額とし

化しましたりして、なかなか植栽だけが精

ては７,１００万円と、２１年度。２０年度

いっぱいで、草取りや水やりやといくことが

は７,３００万円ということで、年間７,００

なかなか厳しいんだよねという声も聞かれま

０万円台にあることは間違いないわけです

す。また、町内の中でも、商店街の人たち

ね。過去に、予算委員会か何かで論議しまし

も、国道縁の人たちも、みんな高齢化したり

たときに、そのときに事例として出たのが、

店番する人がいなかったりとか、いろいろ事

本別町が５,０００万円ですか、足寄が１億

情は、それぞれ１０年、２０年前よりは異な

近 か っ たと き に本 別 が５ ,０ ００ 万 円前 後

りまして、なかなか花いっぱいは好きなんだ

だったと思うんですけれども、抑制した実績
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が出ておりました。この７,０００万という

うに記憶してございます。

数字、下がったからいいんですけれども、や

また一方、そこで、これはある意味で言い

はり５,０００万円に近づけていってほしい

わけになってしまうかもしれませんけども、

ものだなというのが私の感想でございます。

御案内のとおり合併議論も駄目になって、自

これは経常経費、職員費はその削減にもな

立プランを平成１７年から実行するというこ

るし、人件費の削減、またそれを削減するこ

とで立てさせていただきました。その中で、

とによって他の事業へ回すこともできるとい

人件費という中での、総体の中で人件費をど

うことで、削減すべき、また労働過重になら

う圧縮をかけていくのかと。これは当然、時

ないためにもすべきだなと、そういう感想を

間外手当も含むわけでありますけれども、そ

持っております。

の中で職員の採用計画についてもそのときに

そこで、お伺いいたしますけれども、町長

内外に明らかにしたのは、生首は飛ばすこと

を中心に時間外をいかに削減するかという論

にはなりませんけれども、とりわけ定年退職

議、協議を、時間外を是正する協議を開催し

者の後補充をしないという形の中で、一つの

たことがあるのかどうか伺いたいと思いま

目標としては、５名退職して初めて１名の採

す。

用ということを表明をして、それ以降、現在

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

までその計画にのっとって職員の定数もどん
どん減らしてきているいというようなことで

お答えをいたしま

す。

ございます。
それからまた、途中経過の中では、開町１

時間外勤務手当についての御質問、もっと

００年記念事業等々もあって、そのときには

言えば対前年で２３０万円程度減っているけ

また相当時間外が膨らんだという実態もござ

れども、依然として７,０００万円台の時間

いますけれども、しかし、ぜひ御理解いただ

外勤務手当を支給していると。目標といいま

きたいのは、そこら辺との兼ね合いも含めて

すか、できれば５,０００万円台にならない

ぜひ御理解をいただきたいなというふうに思

のかという具体的な御指摘もございます。

うところでございます。

まず、時間外勤務手当の関係について少し

これは職員の労働過重という問題も含めて

お話をさせていただきますと、手元に資料を

いきますと、やはり一定の職員も採用しなく

ちょっと持ってきていませんから、私の記憶

てはいけないのかなという、ある意味、言葉

の中でお話をさせていただきますと、私は平

をかえれば、５人やめて１名の採用というの

成１５年５月に首長に就任をいたしました。

も、私自身も自立プランの中では１０年間の

たしか私の記憶では、１４年度の時間外勤務

中でそれを何としてもやるということで、強

手当の実績というのは、たしか１億円を超え

く決意を示したわけでありますけれども、そ

て い た。 し たか １ 億２ ,０ ０ ０万 円 ぐら い

うはいっても、現実に仕事の量がなかなか

あったのではないのかなという気がしており

減っていかないということもありますから、

ます。記憶しております。

ある意味、ちょっと限界点に達してきている

そこで、当然、時間外勤務手当をどうした

のかなという思いはありますけれども、しか

ら減らせるんだということも含めて、首長就

し、それはそれとして、ともかく努力はして

任以降、ともかくありとあらゆる努力も含め

まいりたいなというふうに思っております。

て減らすべきだという提案もさせていただい

それから、後段の時間外を減らすべく協議

て、たしかこれも記憶ですけれども、平成１

の場を設けているのかということでございま

５年度の実績でたしか６,０００万円台ぐら

すけれども、これは毎月開催しております行

いまで一挙に落ちたのではないかなというふ

政事務推進会議の中で、毎月毎月の各課ごと
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の時間外勤務の実績、これをみんなで確認し

というふうに思っておりますから、また引き

合いながら、例えば先月よりもふえている

続き毎月毎月行政事務推進会議の中で、まさ

ぞ、あるいは前年対比でもふえているぞと、

しく課の中でのお互いの協力態勢のことも含

これをどう減らしていくのか。それはその課

めてですね。ただ、いつも言わせていただい

の中で十分に協議をしながら時間外を圧縮で

ているんですけれども、人がいないから仕事

きるような努力をしていこうということで、

ができないって、これは言いわけにならない

これは毎月毎月行政事務推進会議の中で確認

ぞという話をさせていただいております。

をし合っているということでございます。
以上でございます。

いずれにしても、これは全くゼロというの
は至難のわざかもしれませんけども、ともか

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

く時間外勤務の縮減に向けて、さらに努力を

○１３番（高道洋子君）

時間外の問題は、

してまいりたいというふうに思っておりま

人件費の問題にとどまらずエコ対策ですね。

す。

毎年庁舎の電気代が７００万ですか、毎年。

なお、今、週に１日だけは朝に放送もかけ

そのように伝票を見ましたが、ありました。

て、きょうは全員退庁日にしようやというこ

一月四十何万台から五十何万台ということ

とで、よほどの事情のない限り全員勤務時間

で、電気代ですね。そういう庁舎の維持管理

が終わったら帰ろうというようなことも、週

の光熱費の節約問題にまで、また、もろもろ

に一遍、火曜日、水曜日でしたか、そんな取

の職員の健康問題等ありますので、大きな問

り組みもしているのも事実であります。

題でないかなって思うわけです。あとは、過

ただ、現実は、どうしても、最近はパソコ

去の担当課長さんとのやりとりの中で、時間

ンの時代になっておりまして、これはぐちを

外のとり方が、案外これは規制とか各課ごと

言うわけでありませんけれども、極端な話、

に枠がなくて、とれるものはとり放題とは言

あしたの何時までにこの回答をよこせなんて

わないですけれども、案外とっている課が結

いうことも間々あるわけでありまして、そう

構偏っていたという過去の流れがありまし

いった避けられない実態もあるということも

て、今は年間３４０万も時間外を払っている

事実でございますけれども、いずれにしまし

人はいないと思いますけれども、そういう中

ても引き続き縮減に努力をしてまいりたいと

で経常経費の節減という観点から、また、エ

いうふうに思っておりますので、御理解いた

コ対策という観点から、今度とも、町長が今

だきたいというふうに思います。

おっしゃった問題もわかりますけれども、と

以上です。

り方の工夫と削減の方法、とり方ですね、

○委員長（高橋幸雄君）

ちゃんと課長の決裁を受けてとっていくとい

君。

う、そういうきちっとしたシステムを立ち上

○９番（矢野利恵子君）

げて徹底していただきたいと思うわけです。

で、前に、平成２０年度１年間で残業代を一

以上で終わります。また後で。
○委員長（高橋幸雄君）

９番

矢野利恵子

職員費のところ

番もらった人は３４８万を超えていたと。平

町長、ただいまの

成２１年度で一番残業代をもらった人は一体

エコを絡めた関連について答弁願います。安

幾らだったのかなと、ちょっとそこのところ

久津町長。

をお答え願えたらと思います。

○町長（安久津勝彦君）

高道委員の発言の

○委員長（高橋幸雄君）

趣旨も十分理解できますし、当然これは私ど

長。

もの責務として、もっと言えば職員の健康管

○総務課長（大塚博正君）

理上の問題、それからもっと言えばエコ対策

ます。

にもつながるという、これは仰せのとおりだ

答弁、大塚総務課
お答え申し上げ

第１順位で３２０万円でございます。

― 14 ―

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

して、退手組合等がそういったことになって

○９番（矢野利恵子君）

普通は、本当に年

おりまして、足寄町の職員、お医者さんも全

間２０万ぐらいの残業というのが一般的かな

部含むわけでございますけれども、そういっ

と個人的には思うわけですけれども、３００

た中で１年間の給料、それから各種手当、退

万も取っていたら、７,０００万のうち３０

職手当等々を含めまして、トータルの給与費

０万といったら、たった２０人ぐらいしか残

が１７億２,３６５万８,７５０円という数字

業をもらっていないということにもなってい

になっておりまして、それが職員が２１３名

るわけだから、多くの人がこんな法外な値段

ということになっておりまして、割り返しま

ではやっていないということになるので、や

すと、すべて一般職から病院関係、もろもろ

はりここのところは考えていってもらいたい

町職員と言われるもの、お医者さんも含め、

なと。

割り返しますと、平均１人当たり８０９万

そして、いろいろな諸手当を含めた職員の

２,２９４円ということになります。

平均の給与というのは出ているのでしょう

矢野さんがおっしゃられていました一般行

か。広報あしょろの中に書かれていたのは、

政職ですとかいろいろなところを区分しなが

それは退職手当は入っていないと、あとどん

らのぞくとなると、ちょっと時間が非常にか

な手当が入っていないのかはわからないけれ

かりますので、その辺は御容赦いただきたい

ども、やはり手当とつくものをすべて入れた

と思います。

中で、一般行政職の平均の給与は幾らかとい

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

うのを出していってもらいたいなと。一般の

○９番（矢野利恵子君）

どうもありがとう

町民は退職金はもらわないわけですから。今

ございました。

もらわないと言っても、必ず最後にはもらう

それから、順番に戻って、最初からいくか

わけだから、やはりそれも給与の一環だと思

ということで、あと二つしかないんですけれ

う。それは今もらわないから、給与と関係な

ども、次は７７ページ、町づくり交付金事業

いから入れないよって言われても、一般人か

について。あしょろ銀河ホール２１地区の外

らしたら、なるべく低く見せるためのマジッ

構工事で階段をつくったわけですけれども、

クとしてやっているのではないか、そう疑わ

階段のそばで旅行者が転んで救急車で運ばれ

れても仕方がない。大体職員１人当たりどれ

たと。そこはどこの場所なんだろうというこ

くらいの年間の給与になるかということを把

とを直接聞きに行きたかったんだけれども、

握しているのかどうか、ちょっと聞きたいと

今の時間、聞いてはいけないということで、

思います。

又聞きして、でも又聞きなのでやはりちょっ

○委員長（高橋幸雄君）

答弁調整のため、

暫時休憩いたします。

と要領を得なくて、実際にどこの場所で観光
客の方が転んで、どういう状況だったのかと

午後

２時２０分

休憩

いうことをお知らせ願えたらと思います。

午後

２時３０分

再開

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

会議を再開いたし

ます。
○総務課長（大塚博正君）

長。
○総務課長（大塚博正君）

答弁、大塚総務課長。

答弁、大塚総務課
お答え申し上げ

ます。
申しわけござい

ません。

銀河ホールで観光客の方が転倒されたとい
うことで、日高管内の社会福祉協議会関係の

人件費の中身なんですが、実際に支払い関

お方、六十数名の御一行と聞いております。

係上から全会計、足寄町の職員全部を集約し

トイレタイムに寄ったということで、駐車場

た中での支払いとかという形になっておりま

にバスをとめまして、一度に用便のために銀
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河ホールのトイレというか、外のトイレを使

で何でもなかったという、レントゲンの結果

用したと。その際に、ぞろぞろと歩いていっ

も何でもないという結果が出まして、帰られ

たんだと思うんですが、ちょうど今外構工事

たということで、団体旅行でしたので、次の

のために段差が、トイレのベースと、それか

目的地へ何かバスで一行は向かわれたと。

ら地べた、それはまだ外構がちょっとできて

その方は、福祉協議会の事務局長さんがつ

いない関係上、段差があるということは高低

いて、病院に行ったりしておくれたので、皆

差があるということで、財産管理のほうでベ

さんに迷惑がかかるので、日高のほうからお

ニヤ板といいますか、斜めにしてスロープ状

迎えに来る車で帰られるということで帰られ

態でスムーズにトイレに入れるようにという

て、きのう帰っておりますので、私どもの対

ことで、スロープをつけて利用していただい

処としては、向こうも気にしないでください

ていたという状況でありまして、それがベニ

ということでございますので、二、三日たっ

ヤ板を数枚組み合わせた中で斜めにスロープ

てからちょっと電話して、その後の症状がど

をつくって、下の土台的には垂木ですとかと

うなっているかをお聞きして、向こうも荒立

いうので固定して、スロープを作っていた

てないでほしいということがありますので、

と。それがベニヤ板の上に渡してある合板

そういった状況で今の怪我等についてはそう

が、下の垂木が折れた状況になってて、たわ

いった状況で、今は様子を見ているという状

んでた。歩くところがだぼつくような感じ

況でございまして、まだこちらからは連絡し

で、２枚合わさっているところの一部が

ておりませんけれども、数日たってから、後

ちょっとずれたというんですかね。そこのと

からどこか痛いか、何か出るかということが

ころにひっかかったということで、転んだと

ありますので、その辺は確認はしていきたい

いうことで、顔から出血されていた。

なと思っております。

当時、観光協会の事務局長さんが現場に即

また、そういったことでトイレ等に入るた

いらっしゃって対応していただいたんです

めの板渡し、ベニヤでスロープ渡しをしてい

が、顔から、すり傷だったんですが、血が出

たということでありますので、今後も、一

ていたということで、転んだということでご

度、前にもちょっとずれたことがあって、直

ざいますし、また、御老人だということも

して気をつけてはいたんだと、担当の方はい

あって、救急車で町立に一応かかるというこ

たということでございますので、今後もそう

とで入られて、その連絡を受けまして、私ど

いったことが起きないように、短いスパンで

もの担当が町立病院に行って状況をお聞きし

安全管理を観光協会にもお願いしながら、そ

たという状況ではありますけれども、本人も

の辺の観光客の方たちがスムーズにトイレに

大変恐縮しておられたということなんですけ

入れるような形で安全策は講じていきたいな

れども、それは以前にも足寄のほうに来られ

と思っております。

て、こういうことで暫定的にやっているとい

以上が概要でございます。

うのは知っていたということで、気をつけて

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

歩かなきゃいけないなというのはわかってい

○９番（矢野利恵子君）

背中を打っている

たんだけれども、そういった状況でたわんだ

ということで、背骨は一番大切なところだか

ところに足がひっかかってつまずいて転んだ

ら、本当に何日か後に後遺症が出た場合は十

という状況で、向こうの方がおっしゃるに

分な対応をしていっていただきたいなと思い

は、本人の不注意も非常にあるので、町とし

ますけれども。

ては気にしないでくださいということを言わ

ここの階段がすごく長くて大変だ、車いす

れて、病院の診断結果も、ほほのところが転

で母親をトイレに連れていこうと思ったら、

んだ際のすり傷、それとあと背中等打撲程度

前は行きやすかったのに、今度は長く行かな
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きゃいけなくて、とても使いにくい。本当に

応してまいりたいと思いますので、御理解の

町民には不評な階段であるわけですけれど

ほどをよろしくお願いいたしたいと思いま

も、今は工事中で、そういうものがあったか

す。

ら転んだと。今度、工事が全部終わってし

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

まって、そしてまた階段で転ぶ人が出るん

○９番（矢野利恵子君）

あの階段について

じゃないかって町民の間では言われているこ

は、本当に町民の間に不評なので、これから

とがあると。その場合、これはちょっとまず

も十分対応していってもらいたいと思いま

かったなと、もうちょっと検討していって、

す。

転ばないような状況につくっていこうとい

そして、次にファイリングシステム導入業

う、そういう心構えというか、準備の気持ち

務なんですけれども、これについては、導入

というのはあるのかどうかちょっとお聞きし

したはいいけど途中でやめたという、そうい

たいと思います。

う自治体も出ていると。私も実際、今回、そ

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、田中副町

長。
○副町長（田中幸壽君）

のファイリングシステムでとじられたものを
見たんだけれども、本当に使いにくかった。

お答えをいたしま

す。

細かくて、細かいから見やすいという言い方
と、細か過ぎて持ちにくくて、どこからとっ

委員御指摘のとおり、今工事中でありまし

たのかわからなくなるから、そこに印をつけ

て、あそこの事業については、来年度すべて

ておかなければいけないんですけれども、前

完了という形になっております。

の簿冊のほうが、どんととじられてて見やす

今年度、残念ながらスロープが来年度、最

かったなと。そのファイリングシステムにつ

終年の事業になっておりまして、南側の駐車

いて、途中でやめたという自治体もあること

場から駅に向かってスロープがつく予定に

だから、そこの自治体になぜやめたのか、や

なっております。

めてどんなことが困ったことがあるんだろう

トイレに関しては、屋外トイレは北側にあ

か。

るんですけれども、その北側のスロープとい

大体十勝管内１９市町村のうち芽室と本別

うのは今現在できております。ただ、駅本体

と足寄ですか、３町しかやっていない。そう

の周辺の工事が、先ほど総務課長が言ったよ

いうことも、今度、パソコンの時代にずっと

うに、これから始まるということで、多少段

続けていくということになるのかどうかをお

差になっていると。そういった部分について

尋ねします。

は、すべて今年度中に改修するといいます

○委員長（高橋幸雄君）

か、工事は終了する予定になっておりますけ

長。

れども、南側のスロープについては、残念な

○副町長（田中幸壽君）

がら来年だということでございます。

す。

答弁、田中副町
お答えをいたしま

それと階段の御指摘は従来からありました

まずやめた町村を把握しているかという

けれども、基本的に上り下りする階段につい

と、しておりません。ただ、こういった制度

ては、３カ所ほど手すりをつけておりまし

を導入するかしないかというい選択の中で、

て、ただ、どこからでも上れるということで

導入をしないとか、金銭的な問題を含めて、

ありますので、そういった部分では階段の表

しなかったという町村があるというのは聞い

示等々で一定の整備をかけ、スロープも、あ

ております。

ちらに行けばスロープがあるだとか、そう

私ども、これを継続をしていって途中でや

いった誘導標識等々の整備をして、今後、そ

めることはないのかというようなことだと思

ういった事故等々も含めてないように十分対

いますけれども、今現在、文書管理上の問題
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点というのは、一定の整理をする中で、いろ

等に携わり４１年が過ぎ、非常に足寄町の、

いろなファイリングシステム、一つだけであ

また、森林、森づくりに対しても愛着を持

りませんでしたけれども、その選択肢の中か

ち、また、本当に山もかなり緑が、ここ一、

ら今回のファイリングシステムというのは導

二年で被害の後、復興してきて喜んでいると

入をしているわけであって、今現在、過去か

ころでもありますけれども、ある反面、危惧

らやっていた簿冊管理等々で維持できるので

しているところも一、二ございます。

あれば、それでよかったわけですけれども、

というのは、冒頭に申しました無立木地と

庁舎を建設し、一定の書庫等々の整備をする

いうことが町有林野事業の中で、一般質問の

中で、基本的に役場関係の書類というのはほ

中でも２５年度までの予定というものはまだ

とんどが永久保存になっています。そういっ

年数がありますけれど、大体の流れというも

た部分でいけば、年々どんどん書類的にはふ

のをお聞きはしているんですけれども、昨

えてくると。あくまでも紙での、ペーパーで

今、分収造林地というものが、縁あって個人

の保存をしておりますので、そういった部分

のいろいろな造林組合等々も含めて町の分収

ではふえてくると。それに対応は、いずれに

地なんですけど、お世話になった経過があ

してもしていかなきゃいけないということ

り、その中でことごとく再造林を皆さんはな

で、こういった制度を導入しているというの

さらないんですね。町に返還という現象が１

は一面あって、そういった部分でいけば、こ

００％に近いほどなっている今の現況です

の制度が一部問題点があるからといって、や

ね。

めるということは全く考えておりません。

所管の総務産業の委員さんにもお聞きした

ただ、先ほど高道委員からも御質問があり

ところ、足寄町全体でも、その分収地という

ましたけれども、やっぱり制度上問題点があ

のは幾らも各組合としても所持している人が

るんであれば、改善をしながらよりよい方向

ほとんど足寄でもなくなってきたという現況

で整備をしていくといったことはあるかもし

の中で、無立木地が町有林以外に、これも町

れませんけれども、そういったことで、とり

有林ですけど、分収地等も含めてむしろ増加

あえず今年度で大体整備がほとんど終わりま

していってる傾向にも、現実として。そして

すので、次年度以降、自主管理になっていく

反面、国の補助も思ったほど、それに全面的

わけであって、そういったことで宝の持ち腐

にどんどんというような補助も得れない、ま

れのないように一定の整理をしながら対応し

た、苗木が非常にここ二、三年の傾向でもそ

てまいりますので、御理解のほどをよろしく

ういう現象等、非常にダブル、トリプルのよ

お願いしたいと思います。

うな現象な状況なものですから、非常にそう

以上です。

いうことで危惧しているという言葉を使わせ

○委員長（高橋幸雄君）

よろしいですか。

てもらったんですけれど、その辺をどのよう

首をかしげているだけで、それでよろしいん

に管理されている職員さん、一生懸命、年度

ですか。

年度計画を組んでやっておられるんですけ

次に、４番

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

ど、考えておられるか、まずお聞きしたいと

第６款の農林水産業

思います。

等について林業振興、また、町有林管理等に

○委員長（高橋幸雄君）

ついてのお伺いをさせていただきたいと思い

長。

ます。

○町長（安久津勝彦君）

私も、何度か過去に一般質問にて町有林野

答弁、安久津町
お答えをいたしま

す。

等々の無立木地についての御質問をさせてい

町有林の管理について、以前から井脇委員

ただいた経過もございます。私も、この仕事

は、これはある意味で専門家という立場も含
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めて、大変御心配をいただいているところで

具体的な数字等々を含めて、あるいはポスト

ございます。

事業の中身についても、ちょっとそれまでは

ただいま具体的な分収林の伐採跡地の返還

わからない。すなわち来年の５月以降でなけ

等々を含めて、これは先日も、実は今の総合

ればはっきりしてこないのかなと、そんな思

計画のローリングのヒアリングを先日やった

いがしているところでございます。

わけでありますけれども、この先の見通しと

また、せっかくの御質問ですから、国の動

いうのは、やはり伐採後はどうしても継続と

きもちょっとお話をさせていただきますと、

いうことではなくて返還されるような状況だ

いろいろ今の民主党政権になって林業再生プ

ということで、何とか継続できないのかとい

ランですとか、あるいは新国家成長戦略等々

うこともちょっとやりとりもしたわけであり

を打ち出されておりまして、とりわけ私ども

ますけれども、なかなかこれは実態としては

も期待をしているのは、山に対するそういっ

難しいということも、私も聞いたところでご

たいろいろな事業が出てくるのかなという、

ざいます。

こういう期待をしているわけでありますけれ

そこで、従来ある無立木地のところも含め

ども、今のところはっきりしているのは、実

て、これは返還された場合については、これ

はこれまで間伐事業に対する補助制度もいろ

は責任を持ってしっかりと植林をしていきた

いろあるわけでありますけれども、これは今

いなというふうに考えているところでござい

の政権、実はこれはむしろ否定するわけでは

ます。

ありませんけれども、むしろ本州対策なのか

また後段、心配をいただいております今の

なというふうに思っているわけでありますけ

山に関する、造林に関する補助事業等々も、

れども、やはりまず木材を搬出するに当たっ

実はちょっと今のところ、先が見えない状況

て低コストでやるべきだということで、まず

でございます。実はつい先週も、北海道町村

第一に路網整備だと。材を搬出するために路

会で政策懇談会ということがありまして、私

網を整備しなくちゃいけない。いわゆる林道

も行って、そこでちょっと提案をさせていた

ですね。従来の林道とは違った、お金をかけ

だいたわけでありますけれども、実は時限立

ないで、もっと言えば大きな搬送車も入れる

法で２１世紀北の森づくり事業、実は２２年

ような、そういう路網を整備をすべきだと。

度をもって事業終了ということになっており

あわせて、高性能機械の導入、ここにどうも

ます。今、全道それぞれ林に関する団体を含

重点が行っているんですね。

めて、継続ないしはポスト事業ということ

それで、急遽８月にも、実は水源林造林協

で、北海道のほうに強力に要請をしていると

議会という組織がございまして、私もたまた

ころでございます。今の状況は、はっきりと

ま副会長を仰せつかっておりまして、８月の

した答えはいただいておりませんけれども、

頭に、急遽、新年度の概算要求に向けて

担当部署からは、これはポスト事業は必要だ

ちょっと心配だよということで、急遽要請活

というお答えはいただいております。

動をしてまいりました。それは何かといいま

じゃあ、いつごろはっきりするんだよとい

すと、今言ったような事業にどうも重点配分

う、詰めの話もちょとさせていただいたんで

されそうだと。いわゆる新植、新しく植える

すけれども、実は御案内のとおり、来年は統

分についてはなかなか概算要求の取りまとめ

一地方選ということで、知事も改選期だとい

の段階では厳しいというような情報も得まし

うこともあって、これが間違いなくできるだ

たので、これは大変だということで、急遽要

ろうというお話はいただいているのですけれ

請活動に行ってきたわけでありますけれど

ども、これは実際にそうなるかどうかという

も、これもまたちょっとどうなるのかという

のは、はっきり申し上げて選挙後でなければ

のは、先が見えていないというのが実情でご
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ざいます。

点に来るんですけど、それ以外になぜこのこ

そういう意味では、山ですから、当然伐期

とが余計に求められたかという要因は、林業

が来たものについては収穫をして、製品化に

労務者の高齢化なんですよ。林業労務者の高

していく。そして切った後は、ちゃんと植え

齢化で、いまだに、今現在もそうですけれど

ていかなかったら、これは循環が崩れちゃう

も、６０代の後半から７０代の人が５割近く

わけでありますから、これはいろいろな方策

ある事業体にはおられると思うんですけど

を見つけながら着実に町有林を守る取り組み

も、ベテランといえばベテランですけれど

をしていきたいなというふうに思っておりま

も。ただ、昔と違ってのこで伐採等をするん

す。

じゃなくてチェンソーという、これがある程

それともう一つ、苗木の心配もございまし

度年代もカバーリングしてくれるというよう

た。これは現実に、特にカラマツの苗がない

に変わってはきていますけど、これを解決す

ないということで、私も以前から委員が心配

べく高性能機械が本当に敏速に駆け足のごと

いただいていますから、場合によってはもう

く推進されてきたというのも事実であるわけ

ちょっと植え付けをふやしたらいいんじゃな

です。

いのかということも、担当ともいろいろ話を

ただ、その中で、この３町で林業の再生プ

しているわけでありますけれども、町長、そ

ランに即して若者に対しての意識ということ

うは言ってもカラマツの苗がないんだと、こ

で、ことしも産地形成の中で足寄町が座長に

ういうことで全道的に不足をしていると。こ

なって、若者だけのサークルというものを立

れも全道の会議の中で、私も一体どうなって

ち上げて、非常にそのことが効果を上げてい

いるんだという話もさせていただいて、やっ

ると。

とここに来てカラマツの苗木についてもほ

ですから、陸別町さんの若者は、苗圃を町

ぼ、完璧とは言いませんけど、ほぼ供給でき

から提供してもらって苗木を植えて、ひとつ

るような状況に改善されてきているのではな

カラマツを、Ｆ１というんですか、それを育

いかというこんな情報もいただいておりま

ててやってみようという、数百本にしても非

す。

常におもしろいアイデアの中で陸別町さんも

先ほど申し上げたとおり、総合計画のヒア

やり、その中でまた足寄も参画した中で、も

リング等々も今やっておりますから、来年度

ちろん、町長からおっしゃった苗木の問題も

以降も引き続きこれは町有林の管理、しっか

ある程度解消しつつはあるんですけど、右を

りとしたものにしていけるように努力をして

解決すれば左が未解決になるというように、

まいりたいという考えでございますので、御

今度は補助枠が若干スムーズ性を欠いている

理解をいただきたいというふうに思います。

という実態もあるわけです。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○４番（井脇昌美君）

その中で、サークルの立ち上げということ
４番。

も私も一般質問の中でちょっと触れたことが

そのような今の町長

あるんですけど、再生のプランとしての若者

からのお答えの中で、専門用語の中で路網整

にやはり若返るという、将来先々をとらまえ

備という言葉も出ました。これは、十分我々

ても、これからの若い人の意識ということが

も以前から、１０年も２０年もこの路網整備

林業も含めて非常に大事な、今の現実の実態

というのは、むしろ推進していた。このこと

は、年寄りは山を維持していく、話が非常に

が、えらいコスト削減に直結してつながるこ

前後しますけど、先ほどの分収育林も、今所

となんです。

持している人らの部落組合の人らは、みんな

高性能機械というのは、あくまでもどうい

７０代の中から８０代、９０代の人らで、で

うような形で、作業の効率ということが最頂

すから町に返還すると。２代目の後継人が、
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山に振り向きもしなければ、全くお金だけは

も８２％という高率な高い位置にいると。や

欲しいけど、あとは何も要らないという現況

はりこれもできるだけ７０％近くでないと一

も、いろいろな方々とお会いしてもやっぱり

般会計の余裕が少ないということで、これも

同じことをおっしゃるんです。すべて町に返

極力努力していってもらわないと困ると。そ

還するという現象なものですから。

ういうことで公債費の関係も、経常一般の財

非常に片や今は経済課の方で、この３町を

政比率に関しても、１００を超えればいいと

含めた中で若者に対してのサークルを一生懸

うことで１０９なので、だけどもう少し余裕

命苦労されて立ち上げをさせていただいてい

のある財政の比率を構成していってほしいと

るようですけど、今の進捗状況ももしどんな

思うんですけども。

ぐあいなのか。ことしの春の総会でそのよう

公債費に関しては、償還予定が載っており

な構想を立てられ、いい方法だなということ

ますので、現時点の予定では毎年減っていっ

でお聞きしたんですけど、それはどのような

て、２５年には理想的な公債費率になるん

形で今は進んでおりますかね。

じゃないかと思うんですけども、やはり先ほ

○委員長（高橋幸雄君）

ど高道委員も言われたように、経常比をいか

答弁、渡辺経済課

長。

に削減するかの努力が一番大事だと思います

○経済課長（渡辺俊一君）

ただいま、若者

ね。かなり努力されていても、一般・特別会

のサークルを立ち上げて、その中でまた林

計あたりの予算規模が少なくなるから下げら

業、森づくりを推進していこうという、そう

れないという条件もあるかもしれませんけ

いう意識を向上させていこうという、そうい

ど、しかし、これからいろいろな事業をやる

うことでのサークルの立ち上げの状況という

のに関して、やはり経常費をいかに削減する

ことでございますけども、カラマツの３町で

か、健全な財政に持っていくかということが

行っております山地形成の推進協議会の中

これからの最大の課題だと思うので、今後さ

で、昨年も実施したわけですけれども、これ

らに努力するような、どのようにして努力し

から研修会を実施しながら、その中でお互い

ていくか、ちょっとお聞きしたいんですけれ

に意見交換、それから交流なども含めてやる

ど。

ということで、今年度中にまた研修会等を開

○委員長（高橋幸雄君）

催したいというふうに考えております。

長。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○１２番（大久保

優君）

○総務課長（大塚博正君）
１２番。

答弁、大塚総務課
お答えを申し上

げます。

財政構造につい

てお伺いいたします。

大久保委員仰せの新聞報道になりました公
債費率の数値の関係でございますが、これも

先月の２８日だと思うんですけれども、勝

９月定例会で健全化の状況につきまして報告

毎に２００９年度の財政、実質公債費の比率

をさせていただきました。そのことが新聞報

等が出てまして、全道で２３番目というワー

道にまとめ上げられてなったということで、

ストのほうに載っているんですよね。そうい

公債費の割合も先ほど大久保委員がおっしゃ

うことで、今回の財政の比率に関しては、財

られたとおり、これから引き下がっていくと

政指数が０.２０２％だと。これは基本的に

いう状況下の中でございまして、御指摘の全

町はこれぐらいが好ましいということなんで

体的な財政構造、経常収支の問題等々、これ

すけども、経常収支に関しては、一般、特会

も非常に従来から申し上げてますように、非

に関しても、これだけ財政が主張されてくる

常に国とのリンクというか、交付税に頼らざ

と経常収支が伸びることはなかなか抑え切れ

るを得ない脆弱な地方財政の基盤、ここが一

ないという考えなんですけども、やはりこれ

番問題でありまして、交付税がしっかりと市
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町村の財政運営が成り立つような確立された

あろうと思いますので、なお一層これから予

交付税の要素であれば、安定的なことをやっ

算査定等、新年度予算等ありますので、そう

ていけるわけでございますけれども、ここ近

いった中での経常経費のあり方については、

年、非常に交付税においても変動があり、削

その都度、理事者を筆頭に考えていかなけれ

減があり、税収の落ち込み等々もありますけ

ばならない問題だろうというふうに考えてご

れども、そういったことで日本全体の経済状

ざいます。

況に左右されて交付税が動いてくると。それ

以上でございます。

によって、地方も毎年毎年交付税を気にしな

○委員長（高橋幸雄君）

がらといった予算編成にならざるを得ないの

○１２番（大久保

が実態でありまして、独自の自主財源を持た

ざいました。

ない弱みでありますけれども。

優君）

１２番。
適正な答弁でご

それで、例えば蕗の里の建物なんですけれ

この辺も極力いろいろな施策の中で、予算

ども、最近あれはどのように利用されている

査定等の中で、自主財源確保に向けてはいろ

のか見えてこないと。当初の設置自体のこと

いろと各課と協議しながら予算編成に取り組

も問題ありますので、やはりこれからの事業

んでいるところでございますけれども、結果

をやるのに、例えば林道に関しても、これが

としては経常収支、これは本当に道路を１本

どのように利用されていくのか。いろいろそ

つくればそれの維持経費、何十年とかかって

ういう全体を見詰めて管理していかないと、

いくわけでして、それが立てた当初は普通建

どう見てもこれは日常の人たちが利用する道

設事業で投資事業として見られますけれど

路でない。たまたま運材だとか、そういう山

も、一たんできていくと、普通の経常経費の

の管理にしか使わないような道路でもきちん

中で、今度は維持補修だとかそういったもの

と整備されているとか、そういう基本的なこ

を見ていかなきゃならないといったことで、

とから日常的に見直していかないと、まず改

維持管理経費的なものがそういったことで経

善はされていかない。

常的な管理費に変わっていくということにな

郡部の会館にしろ、５年も６年も前から集

ると、ますます整備すればするほど経常経

約していくとか、そういう話になっている。

費、一定的なものがかかっていくというのが

だけど、結局、机の上だけの問題で、実行さ

全体的な構造的になっているんだろうと思い

れて、話し合われていかない。だから、理想

ます。

的な答弁はいいんですけども、職員皆さん方

そういった中においても、先ほどもありま

が日業的にいかに合理的な役場行政を運営し

したように電気代の問題ですとかいろいろあ

ていくかということを皆さんが考えていかな

りますけれども、公共施設等々の管理の手

いと、これは結果が出てこないと思うんです

法、それから集約化、いろいろな面で、そう

よね。

いった今、我が町が抱えているそういった財

さっき高道委員が残業の問題を言いました

産的なものの管理、こういったものを総体的

けれども、これは残業の時間だけじゃないん

にまた見直す時期、自立プランのときはかな

ですよね。そこにかかる維持管理費、それも

り見直した状況下もありますけれども、その

相当なものだと思いますよね。

中では住民負担も一応の一部負担も求めたと

だから、私も前からよく言っているんです

いうこともありますけれども、いろいろなこ

けど、事業の評価はしなさいと。どの事業も

との要素を含めながら削減努力に向け、経常

きちっと評価はしなさい、そして検討してい

経費が下がる中で自主財源が生み出されて、

きなさい。これは何を意味しているかった

それが投資的効果の経費となるような、そう

ら、いかに合理的に経費をかけないで町民に

いった仕組みというのが一番望まれる形態で

サービスさせるかということを私は基本に

― 22 ―

やっていただきたい。事業評価をすることに

ということで、今作業を進めているところで

よって、こういう方針じゃないんだけども、

あります。

こうやらざるを得ないということがたくさん
出てくると思うんですね。

あと、道路の関係等々ですね。私どもも基
本的に、そういったところで生活をしてい

そういうことをしっかりと見直しながら、

る、また、山があるというようなことで、イ

経常費の削減にこれから努力していかない

ンフラ整備等々の関係で、やっぱり維持をし

と、町民にその努力が見えてこないと、やは

なきゃいけない部分については一定の維持を

り評価されない。そういうことがあると思い

していくということで考えているところであ

ますので、もっともっと真剣になってこれか

りますけれども、なかなか機能を損なうこと

ら取り組んでいっていただきたいと思うんで

なく管理できるかというと、山奥であればな

すけれども、いかがですか。

かなか手が回らないという、そういった矛盾

○委員長（高橋幸雄君）

は確かにあるわけですけれども、委員御指摘

答弁、田中副町

長。
○副町長（田中幸壽君）

のとおり、やっぱりそうは言ってもここは一
お答えをいたしま

定の維持管理をして未来永劫残して、未来と

す。まず具体的な話で蕗の里の話が出されま

は言いませんけれども、残していく部分につ

したので、その部分から。

いてはちゃんと整備をすると。そういったこ

実はたまたまですけれども、きのう国の関

とを見きわめた中で、今後一定の管理をして

係の機関の方が現地に来ていただきました。

いきたいというふうに考えているところであ

というのは、蕗の里につきましては螺湾地区

ります。

にありまして、北海道が施設を整備をして、

財政の大きな問題でありますけれども、冒

１５年に私どもに移管されているわけですけ

頭、実質公債費比率の関係での御質問ありま

ども、それ以降、委員の御指摘のように、な

した。足寄町は数字的には３カ年の平均の実

かなか十分な利活用がされていないというこ

質 公 債 費比 率 は多 分 ２０ .６ ％だ と 思い ま

とで、この間、地域の自治会の方とも議論を

す。そういった部分で、北海道的にも余りい

させていただいて、行く行くは、あそこには

いほうの数字のランクには入っていないとい

季節保育所があるんですけれども、そういっ

うことでございますけれども、これは毎年毎

た部分も含めて集落センターといいますか、

年議会の方にも明らかにしておりますけれど

螺湾地区の生活改善センターを含めて、そう

も、１年前の予測値からいけばですね０.２

いった機能を含めて蕗の里のほうに移行でき

％ほど下げて２０.６％という数字をクリア

ないかということで、この際、話をしてきた

しましたし、ほかの部分についても、すべて

ところであります。

が１８年から２０年までが大体ピーク時だっ

地域とはほぼ、いろいろな諸条件はありま

たものですから、それ以降はどんどん下がっ

すけれどもクリアできるということで、問題

ていくといったシュミレーションで財政運営

は国庫補助金の適正化の問題で、そういった

をやっているところでありますけれども、大

ことで保育所だとかそういったことにシフト

体推計値どおりの数字はほぼ維持、維持とい

できるかどうかということで国の機関の担当

いますか、予測どおりの数字以下にはしてお

者に実はきのう現場を見ていただいたところ

りますので。ただ、残念ながら財政力指数等

でありますけれども、まだ結論は出ておりま

根本的な部分については、なかなか企業等々

せんけれども、その結論に基づいて、私ども

が進出もしてこない中で、一定の収入という

は蕗の里のほうが施設的にも新しくて、機能

のは私どもはほとんどが町民税等々の税金に

的に整備されておりますので、そちらのほう

頼り、さらには交付税に収入の大部分を財源

に地域の会館を含めて全体的にシフトしたい

としておりますので、そういった部分が落ち
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込むと、割り算で来ますので、ほかの数字に

ど、とりあえず各担当の方はこういう未収納

パーセント的には影響していくと。分母がど

が発生しないような日常的な努力をしていか

うしても小さくなるとそういった状況になっ

ないと、貴重な財源が失われていますので、

ているところでありますけれども、この間、

その辺しっかりと今後はやっていっていただ

１７年に策定の自立プラン、さらには毎年度

きたいと思います。

毎年度皆様にお示しをしている公債費比率の

○委員長（高橋幸雄君）

適正化計画等々につきましては、一定の数字

長。

は維持しながら財政運営をしているというこ

○副町長（田中幸壽君）

とでございますけれども、委員御指摘のとお

ありまして、不納欠損等々の多額の数字が出

り、やっぱり財源の一定の確保というのがこ

ているというのは事実でありますけれども、

れは使命でありますので、今後についてもそ

従来、かなり国保税も含めてなんですけれど

ういった部分を引き締めた中での財政運営を

も、かなり滞納者が多かったということであ

図ってまいりたいということでございますの

ります。

で、御理解のほどをよろしくお願いしたいと
思います。

御指摘のとおりで

そういった中で、職員体制さらには十勝市
町村税滞納整理機構というのもできたという

以上です。

部分で、一定の協力を求めながら、一般的な

○委員長（高橋幸雄君）
○１２番（大久保

答弁、田中副町

優君）

１２番。

経済状況も大変厳しくなってきておりますの

わかりました。

で、それを支払うというか、納税する側も大

しっかりと新たな視点に立って、これから２

変厳しい状況ではありますけれども、そんな

３年度の予算編成に当たるわけなんですけれ

中で一定の数字というのは出てきていると。

ども、自覚を持ってやっていただきたいと思

従来よりも収納率はアップしてきているとい

います。

うことでございまして、そういった部分も一

それで、財政の問題なんですけれども、特
に税金関係の未収、未済の関係が各事業に発

定程度評価をしていただきたいなというふう
に思っております。

生していると。そして未入欠損処理もされて

ただ、当然１００％であるべき数字であり

いる。やはり少ない財政の中でそういう未収

ますから、それに満足せず、今後なお一層努

がかなり発生しているんですけれども、これ

力をしてまいりたいというふうに考えており

をきちっと回収する。そういうシステムが今

ます。

回でき上がっているわけですから、やはりそ

国保の関係でありますけれども、滞納者

れなりのきちっと手順をとって市町村税滞納

等々については基本的には不交付になります

整理機構ですか、こういう機構も利用した

けれども、病気をされたときにということ

り、本来はそういうものを利用しないで町民

で、これは一定程度社会問題になっている部

に当たりながらきちっと税収を回収する、そ

分もありますので、３カ月に１回、私がトッ

ういう姿勢が一番大事だと思います。

プになっているんですけれども、内部に委員

どうしてこれだけの未収入分があるのか。

会をつくりまして、滞納者の個々人それぞれ

特に健康保険税関係、また、病院関係も単年

の状況を整理した中で、場合によっては３カ

度で発生していると。特に私が気になるの

月の交付、６カ月の交付ということで、基本

は、健康保険税でこういうのが発生している

的には２年交付になっているんですけれど

ということは、健康保険証がどのようになっ

も、それを縮めた中で、一定の短い期間での

ているのかな。特別に交付している制度があ

保険証の交付をして、理解をしていただいて

りますので、それを利用しているのか、

納税のほうにも協力していただくと、そう

ちょっとその辺が不思議だなと思うんですけ

いったことで住民の方にも納得をしていただ
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いて対応しているところであります。

滞納になっていきますので、その辺は私ども

そういったことで、私どももなお一層努力

も十分留意しておりまして、１カ月滞納やら

してまいりますので、御理解のほどをよろし

３カ月滞納という節目節目で通知をして督促

くお願いしたいと思います。

をするというようにして、まずははがきで通

以上です。

知をしているということでやっておりまし

○委員長（高橋幸雄君）
○１２番（大久保

優君）

１２番。

て、実際、数字的には本当に微増ではありま

ありがとうござ

います。

すけれども、過年度分についても努力をして
滞納額を減らすようには努力をしてきて、若

税金等の未収については、前年度から見た

干ではありますが過年度分の徴収もふえてき

らかなり改善されていることは数字で見えま

ているというような状況でありますので、な

す。ただ、公営住宅の未納もたしか三十何万

お一層努力をいたしまして、滞納分の解消に

あったんじゃないかと思うんですよね。

向けて努力をしていきたいと思っております

要するに、滞納したときの督促というか、

ので、御理解いただきたいと思います。

それが遅過ぎる。３カ月も４カ月もたってか

○委員長（高橋幸雄君）

らやっと来るとか、そうなると、まとまって

○国民健康保険病院事務長（對馬邦彦君）

払い切れない。そういう状況があるので、そ

国保病院の診療費にかかわります滞納につい

ういうことを速やかにすぐ対応していかない

て説明をさせていただきます。

と、ずんずん払えなくなるというんで、それ
は早急な対応していってほしいと。

病院事務長。

現在、未収ということで発生した場合につ
きましては、徴収管理簿等で管理をしており

それから、病院の関係でも、私はある人に

まして、まずは電話だとかということで督促

聞いたことがあるんですけど、やはり病院の

をいたします。その後、３カ月に一度必ず督

対応の仕方が気に食わなくて払っていないん

促を発送しておりまして、対応させていただ

だと、こういう人もいるんですよね。一部の

いております。

人だと思うんですけど。それが全然請求が来

実際に滞納のある方で、またかかられると

ないということがあるんですよね。だから、

いう方も実際にはいらっしゃいますけれど

もしそれが事実だとすると、そういう再請求

も、なかなか診療のほうを拒否するというこ

の仕方をしているのかなと、真剣に回収して

とはできませんことから、その都度、その方

いないんでないかなという、一部のことです

にはまたお願いをするということで、収納に

けど、その辺が懸念されますので、その辺は

努めているところであります。

徹底したやはり回収するならする、早急な対

以上です。

応をしていただかないとずんずん滞納が解消

○委員長（高橋幸雄君）

できなくなりますので、その辺はきっちりと

○１２番（大久保

処理していっていただきたいと思いますの

今の総務課長その他の答弁をいただきまし

で。

て、来年にその数字があらわれるような努力

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、大塚総務課

長。
○総務課長（大塚博正君）

１２番。

優君）

わかりました。

をしていっていただきたいと思います。
それでもう一つ、監査のほうをちょっとお

町営住宅の使用

料について申し上げます。

伺いしたいんですけれども。
昨年もこの件は指摘されていることと思う

確かに大久保委員仰せのとおり、一たん家

んですけれども、実際にこの監査は、タイト

賃がとまりますと結構な額でございますの

ルのように意見書なんですよね。やはり行政

で、２カ月、３カ月たまると、本当に一月の

執行に対して、今後どうされたいこうされた

給料ぐらいでは間に合わないぐらいの家賃の

いと意見書ということになっていますので、
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その意見が見られない。やはり審査意見書と

で、前にもお話ししました部分で、違法な支

いうのはだれが書いているのかという問題も

出があったという部分の私の考え方は、確か

あるんですよね。今後、きちっとした意見書

に文章としてはこれでは伝わらない部分があ

なら意見書らしく各項目に意見をつけて、今

るのかと思いますけれども、それ以降、毎月

後こうあるべきだとか、そういうしっかりと

毎月の支出伝票の監査にも、もっと念入りに

した意思を示していただきたいと思います。

細かく見させていただいてますし、事務方の

それと、審査結果の一部なんですが、今回

ほうでは伝票を変更し、このような再発防止

の教育委員会の問題で文書が出されておりま

策をとられているようなので、そこら辺も踏

す。これにはやはり監査委員の責任も一部問

まえて、今後そのようなことがないように私

われると思うんですよね。だから、この文書

も真剣に監査に取り組んでいく所存でござい

は、自分たちの監査の経過も入れておかない

ます。

と、ただ内容だけを書いてあるんですけど、

以上でございます。

その辺理解できますか。監査にもひとつ問わ

○委員長（高橋幸雄君）

れる面があると思うんですね。その辺ちょっ

○１２番（大久保

と自覚されているのかどうかお聞きしたいん

に関しては、やはり１,２００万というライ

ですけど。

ンの問題の認識が足りなかったんじゃない

○委員長（高橋幸雄君）

優君）

１２番。
審査の結果の件

前段の概念と具体

か。実際じゃないので、その辺の自覚がない

的な関係の質疑もありますので、適切に答弁

からそうなったという見落としがあるという

願います。

ことを私は指摘しているので、その分がここ

答弁調整のため、暫時休憩をいたします。

に本来入るべきじゃないかということなんで

午後

３時２３分

休憩

す。自分たちの業務の中のことを入れるべき

午後

３時３５分

再開

じゃないかと私言っているので。

○委員長（高橋幸雄君）

会議を再開いたし

ます。

と批判するべきだと思うんです。あなたは、

答弁、川村代表監査委員。
○代表監査委員（川村浩昭君）

そしてもう一つ、各審査の項目別にきちっ
執行者から見たら独立機関なんですからね。

時間をとら

せて大変申しわけございませんでした。

それを自覚しながら、今回の経常費の問題、
これもやはりいろいろとこうすべきだと、今

一般会計に関しまして意見ですけれども、

後こういう行政を運営していくべきだという

これにつきましては、私が審査に当たった結

意見を項目別につけるのが意見書じゃないで

果、中身を精査し感じたことを、私なりの考

すかと私言っているんですよ。総体のもの

えをこちらのほうに書かせていただきまし

じゃなくて、必ず項目的に、本来の足寄町の

て、次年度の予算執行に当たってほしいとい

行政はこうあるべきだ、財政はこうだからこ

うような旨の意見を書かせていただきまし

う解決すべきだと、そういうきちっと意見を

た。

監査としてつけていただきたいということな

本当にこういう情勢でございますので、先

んですよ。その辺どうですか。

ほどからもいろいろな形の中でお話が出てま

○委員長（高橋幸雄君）

すように、税収と、それから国からの予算が

査委員。

出るのかどうなのかという部分も含めまし

○代表監査委員（川村浩昭君）

て、大変な時期でございますけれども、そこ

ございます。

ら辺の思いを意見として最後に載せた次第で
ございます。

答弁、川村代表監
ありがとう

今の意見を踏まえて、今後、ある程度対応
できるような形で、それぞれの部署ごと、項

続きまして、最初の審査の結果ということ

目ごとに意見をつけれるものはつけて、次年
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度以降やっていきたいというふうに思ってい

率の新聞紙上の、今回の９月の議会に出され

ますので、よろしくお願いいたします。

た数値が新聞に出されてから町民が非常に不

○委員長（高橋幸雄君）

安に思ったということに対して、率直に町長

○４番（井脇昌美君）

４番。
今、１２番委員さん

はどのような思いをなさりましたかね。その

がおっしゃった監査委員さんの審査の結果

ことをちょっとお聞きしたいんです。

等々について、重複するところもあるんです

○委員長（高橋幸雄君）

けど、監査委員さんの責任の一端というの

長。

を、まずさっぱりこの文書からでは触れてい

○町長（安久津勝彦君）

なかったという、この文書からですね。

す。

答弁、安久津町
お答えをいたしま

我々も何とか仲間で今回のこの決算審査で

新聞報道をなされた後に直接的な御意見は

やっぱり勉強している中で、本当にこういう

私の方には届いてはおりませんけれども、最

相対面していつもあれしている中が、こうい

近でこそそういう機会はございませんけれど

うことを、それもやはり一つのお互いの勉強

も、自立プランをつくったときも含めて、や

なわけですから。その辺も決して１２番大久

はりこれまで国の景気浮揚対策も含めて間違

保委員さんの意見が個人的に云々くんぬんと

いなく足寄町は１００億を超える借金、平た

かっていうことがまずないような形で、今、

く言えば借金があるんですよと。だからと

代表監査委員さんも、次年度からはまた今

いって、何もしないで借金返済だけしていれ

後、今回の監査のいわば事業のほうに対して

ば町が回るのかというと、これは町の経済の

も活用していただきたいという非常に前進的

こともあるから、やっぱり一定の投資的な経

な意見もいただいたわけですから。

費も必要だということも含めて、これはまさ

それで、やはり私もちょっと前後しますけ

しく自立プランをつくって、私が就任した当

ど、同じく１２番委員さんの、足寄の町民か

時、約１７億近い、１６億台の返済がずっと

らこういうことが実際は声が出たわけです。

毎年毎年ついてきたと。２１年でたしか１５

公債費比率が、１２番委員さんがやはり９月

億台に入ったというふうに思うのですけれ

２８日に出た、これは道内の１７９市町村健

ど、これから先の返済、ピーク時はそういう

全化判断比率というのが打ち出されたんで

意味では一つの山は越えたのかなという思い

す。そこに、同じ流れに、収支に対する借金

をしています。

の返済の割合ですね、公債費比率というのが

ただ、一方では、やはり求められている行

白抜きにして堂々と載ったものですから、足

政需要というのもあるわけですから、一方で

寄で後ろから１６位ですね。大した後ろから

は借金返済、今は１５億から１６億返済して

３番目、市町村で１９なんですね、そして下

います。投資的経費に投入するために、また

から３番目だと。町民の人がこれは不安に

新たな起債を起こす。問題はその引き算だと

なったわけですよ、どうなったんだと。

いうふうに思っているんですね。

でも、執行者にしてみれば、大綱に沿っ

私は、当然、単年度ごとの上下はあります

て、５カ年計画の中で計画しているのに沿っ

けども、私が就任してからは平均値で言わせ

た想定済みですよと。そのことを恐らくおっ

ていただきますと、これも私の頭の中であり

しゃると思うんです。

ますけれども、平均して大体毎年平均ベース

もちろん、そのことも当然なんですけど、
ちょっとお聞きしたいのは、町民の今のいろ

でいけば８億程度は着実に減らしてきている
なというふうに思っております。

んな人の思いを町長は率直に、この指数を見

そういう意味では、新聞報道にあった公債

て、その前後、前後も非常に数字がごろごろ

費比率が全道から、もっと言えば下から数え

変わってきたわけですけど、いわば公債費比

た方が早い数値。ただ一方、もう一つあった
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のは、将来の負担比率というのも出ていたと

ときにも、そういった部分では安心をしてい

いうふうに思うんですけども、これは逆に言

るわけではないわけでございまして、今回、

えば、私どもの計画どおりいくとすれば、少

御案内のように、それぞれ事業がふえている

し順位は回復をして、十勝管内においても現

よということで経過をしてますし、町長が言

在の実質公債費比率は私どもよりもいいとい

われるとおり、将来負担比率を見ればという

う町村においても、将来の負担比率を見る

ことがありますけれども、ただ、そういう中

と、逆に私どもの町とは逆転をしている町も

でも、私個人に指名がございましたので、そ

あるということでございます。

ういった中では、今後、社会資本の整備とい

そういう意味では、本当に最悪の状態、い

うものが足寄町は、インフラ整備ですか、そ

わゆる具体例でいきますと夕張市ですとか、

ういったものが出てくるということでござい

あるいは懸念先ということで、市が多いわけ

ますので、委員さんを初め執行者を含めて十

でありますけれども、公表もされております

分に注意しながら進めていかなければならな

けれども、そういう状況にはもちろん絶対に

いというふうに判断はしております。

させてはなりませんし、そういう状況には

○委員長（高橋幸雄君）

よっぽどのことがない限りはないというふう

○４番（井脇昌美君）

に私も自認をしておりますし、もっと言え

ことを重複して、１２番委員さんが財政力指

ば、いろいろな機会の中で町民の皆様方に我

数だとか経常収支比率だとか、ただ０.９ポ

が町の財政状況ということも、機会があるた

イント減だと、５.４ポイント減だと。財政

びにそういったことも情報公開を含めてお知

の構造が０.５ポイントただ減だということ

らせをしていきたい、不安の解消に努めてい

ですが、そこにやはり監査委員さんの貴重な

きたいというふうに考えておりますので、御

思いというものをきちっと行政に、また、指

理解をいただきたいというふうに思います。

示というよりも指揮した中で協議するような

○委員長（高橋幸雄君）

場で、それだけ代監さんと監査委員さんは重

○４番（井脇昌美君）

４番。

４番。
わかりました。その

わかりました。恐ら

要なポストで財政をあれしているわけですか

くことしが２０.６ですから、来年度はまた

ら、一言やはりその中で、一般会計は５行か

１３％か１４％に、これは２３年度の比率で

ら６行ですか、４７ページに意見として。特

すから、これの返済を２３年度までにあれす

会は３行で、ぱっぱっと何か意見として締め

れば、また数字がぐっとダウンすると思うん

てあるようですけど、これは決まり切った文

です。そのことは私らもわかるんですけど、

句であって、各指数の中にやはり一言きちっ

やはり首町さんのそういうような力強い言葉

と重要な、それこそ３行４行でもいいからい

を、町民と接する場合に、中にはやはりそう

ただきたかったなと。

いう言葉ももし出たときには談話するよう

昨年は、おおむねという言葉にまず大きな

な、正しい今の現況と先行きをお話ししてい

指摘を受けたんですけど、ことしはおおむね

ただければと。

という字は記載はされていません。そういう

同じく、代監でも議選の監査委員さんでも

一つ一つがお互いに議論し合って改善しなが

いいですから、今の私と同じ質問なんですけ

ら、またあれするわけですから、そういうこ

れど、この数字のことで何か感じましたか。

とも含めて、今後ぜひ１２番委員さんの意見

○委員長（高橋幸雄君）

も含めて最後にお願いしたいと思います。

答弁、熊澤監査委

員。
○監査委員（熊澤芳潔君）

○委員長（高橋幸雄君）
今、委員のおっ

答弁、熊澤監査委

員。

しゃるとおり、私どももこういった紙面を見

○監査委員（熊澤芳潔君）

まして、と同時に、財政健全化比率審査等の

ことはもっともでございまして、私どもも監
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井脇委員の言う

査につきましては、こういった決算審査意見

○委員長（高橋幸雄君）

書というものを出しますけど、そのほかにも

て延会といたします。

本日はこれをもっ

それぞれ監査の定例監査とか、それにつきま

次回の特別委員会は、あす１０月２９日午

して町長とも具申なりお話し合いなりして

前１０時開会といたしますので、御参集願い

いってございますので、そこら辺を今後とも

ます。御苦労さまでした。

御指導いただければというふうに判断してご
ざいます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

○１３番（高道洋子君）

もう時間でござい

ますので、何か恐縮なんですけども、民生費
を二つほど伺いたいと思います。
決算書の５１ページ、目は１、１３節。こ
こに老人福祉総務費ということで、緊急通報
装置の設置という委託料で出ておりますが、
予算書によりますと、緊急通報装置は４２１
万 ６ ,０ ００ 円 が予 算 化さ れ てお り まし た
が、決算額は１８７万８,５９０円というこ
とで約半額しか支出されておりませんでした
が、その経過を説明いただきたいと思いま
す。
○委員長（高橋幸雄君）

答弁、堀井福祉課

長。
○福祉課長（堀井昭治君）

ただいまの平成

２１年度緊急通報装置運営費の決算の額につ
いてでございますが、当初予算は委託料で４
２１万６,０００円、決算額といたしまして
は３８６万５,９００円ということで、１２
月に不用額の補正をいたしておりますので、
最終的な実行予算としては３９１万８,００
０円になっているかなというふうに私として
は認識しているんですが。そういうことで、
不用額としては５万２,１００円だけだとい
うふうに認識しているんですけれども。違っ
ているでしょうか。
○委員長（高橋幸雄君）

暫時休憩いたしま

す。
午後

３時５１分

休憩

午後

３時５２分

再開

○委員長（高橋幸雄君）

会議を再開いたし

ます。
◎

延会宣告
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午後

３時５３分

延会

