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午前１０時２６分

開会

○委員長（谷口二郎君）

これから、副委員

長の互選を行います。いかような方法で決め
◎

ますか、お諮りをいたします。

臨時委員長の紹介

○議会事務局長（村尾誠一君）

（「委員長指名」と呼ぶ者あり）

委員長が互

選されるまでの間は、委員会条例第９条第２

○委員長（谷口二郎君）

ただいま委員長指

項の規定によりまして菊地一將委員がその職

名の発言がございましたが、これに御異議ご

務に当たりますので、御紹介申し上げます。

ざいませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

◎

○委員長（谷口二郎君）

開会宣告

○臨時委員長（菊地一將君）

これより、予

私の方から指名することにいたします。
島田委員を指名をいたします。御異議ござ

算審査特別委員会を開きます。
委員長が決まるまで、私が議事を進めさせ

いませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

ていただきます。

○委員長（谷口二郎君）
◎

異議なしと認め、

副委員長に島田委員が決定をいたしました。

委員長の互選

○臨時委員長（菊地一將君）

異議なしと認め、

暫時休憩をいたします。

委員長の互選

を行います。いかような方法で決めますか、

午前１０時２９分

休憩

お諮りをいたします。

午前１０時４５分

再開

○委員長（谷口二郎君）

（「指名推選」と呼ぶ者あり）
○臨時委員長（菊地一將君）

指名推選とい

休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。

う声がございますけれども、他にありません
◎

か。

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）」
○臨時委員長（菊地一將君）

開議宣告

なしと認めま

これより、予算審

査特別委員会を開催をいたします。
本委員会におきましては、委員会条例第１

す。
委員長の推選を行います。

７条により、傍聴を許可することといたしま

４番

す。

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

谷口委員。

○臨時委員長（菊地一將君）

◎

谷口二郎委員

議案第９８号

との発言がありましたが、これに異議ござい

○委員長（谷口二郎君）

ませんか。

議案第９８号平成２０年度足寄町一般会計補
正予算（第９号）の件を議題といたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○臨時委員長（菊地一將君）

まず１４ページ、

提出議案につきましては、既に説明があり

異議なしと認

め、谷口二郎委員を委員長とすることに決定

ましたので、これから、質疑に入ります。
２２ページ、歳出から行います。目で進め

をいたしました。

てまいります。議会費。

暫時休憩いたします。
午前１０時２７分

休憩

午前１０時２８分

再開

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、休憩を

閉じ、委員会を再開をいたします。

一般管理費。

○委員長（谷口二郎君）

基金積立金。

（「なし」と呼ぶ者あり）
◎

副委員長の互選

○委員長（谷口二郎君）
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会計管理費。

でありまして、今年度、今回予算に計上した

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

鉄橋数は４橋であります。

財政管理費。

これは資料の方にもついているかと思いま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

すけれども、あと次年度以降も申し上げれ

文書広報費。

ば、来年度２１年度に４橋、それから２２年

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

交通安全対策費。

するということでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

に５橋ということで、合わせて１３橋撤去を
大体３年で分割をしたんですけれども、こ

財産管理費。

れは土現の河川改修の進捗状況もありますけ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

れども、どちらかというと金銭、工事費を３

車両管理費。

分割したといったことで３年計画としている

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

ところであります。

自治振興費。

内容についてでありますけれども、基本的

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

に、河川の場合は川の中にも入って撤去をし

企画振興費。

なきゃいけません、工事をしなきゃいけませ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

行政情報管理費。

ことで、これも河川管理者であります土現と

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

んので、河川の水位の下がる冬期間といった

あしょろ銀河ホー

協議の結果、冬期施工という形になっており
ます。

ル２１管理費。

さらに、大きな重車両が入っての撤去にな

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

りますので、凍結していた方が、凍上の関係

町史編さん費。

もあって、何かと架設費的にはその方が費用

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

銀河線跡地整備

なって今回の計上になっているところであり

費。
４番

が安いといったこともあって、冬期施工と
ます。

井脇昌美君。
ここで鉄橋の工事費

従来、鉄橋の場合は鉄げたですから、そう

が約８,４００万ほど、特定財源の中で内訳

いった面では発生材の鉄の処分をどうするの

として整理されておりますけれども、たしか

かということで、この間のレール、それから

これにかかわっている副町長さんだと思うん

電線等々もいろいろな部分で御協議をいただ

ですけどね、まずこの撤去の事業の執行方法

きましたけれども、今回は価格的にはかなり

をちょっとどのような方法でやるのか、まず

低迷をしているということでありまして、全

これ大事なところですからお聞きしたいんで

体撤去が３年後になるということで、その発

すけど、ちょっとお答えください。

生材の鉄に関しては、一時堆積をして、その

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

３年間の中で市場価格の一番高いときに売れ

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

れば一番いいんでしょうけれども、そういっ

○４番（井脇昌美君）

た事業完了年度までに、そういった市場の問

す。
銀河線鉄道施設の撤去の関係でありますけ

題等々もありますので、どこかの時点でとい

れども、土現管理の河川に旧ふるさと銀河線

うことは明らかにできませんけれども、売買

の鉄橋が１３橋ございます。それで土現との

をしたいといったことで、とりあえず今回は

協議でありますけれども、今、河川改修を

一時堆積をするといったことで考えていると

やっておりますので、３年以内に撤去をする

ころであります。

といったことで事業を調整をしているところ
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以上でございます。

○委員長（谷口二郎君）

４番

井脇昌美

がこれから先行き鉄鋼の関係の市況というん
ですか、これはチャート的に上がったり下

君。
そのことのこれだけ

がったりはするわけですけれども、そのこと

の鋼材、鋼鉄が下落している中で、この事業

が一括されて今整理されるのが、この鋼鉄の

が当該年度でどうしても整理しなければいけ

評価としても、やむを得なくこれは今の現時

ないのかということも実はお聞きもしたかっ

点の評価としてされた後にすべて一括してや

たんですけれども、副町長さんも本当に人柄

るのか、それとも分離した中で、鉄だけを鋼

がいい人ですから、地元の足寄の土建事業体

材を置いといて、その中の試算というのもし

の人らといろんな話の中で、全事業みたい

たことありますかね。今、一括して全部整

に、分離されるんじゃなくてこれ一括で、当

理、この鋼鉄の安いのをわかっていながら

然、費用のことをちらっと触れてましたけれ

も、それを整理するということも含めてです

ども、一括でこれ一応含んだ中で整理事業と

ね。

して進めるような方法を考えているんです

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

か。

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

○４番（井脇昌美君）

それとも分離した中で、冬期間の土建屋さ

す。

んの事業のあれも含みながら、お聞きしなが

具体的な試算というのは、鋼材スクラップ

ら進めているのか、それとも一括した中で入

価格の単価比較は当然しているところであり

札でかけてこの撤去の方法をとるのか、分離

まして、今、最新なのかどうかちょっと、１

するのか、それも一番ポイントだと思うんで

１月末の鋼材スクラップ単価というのは、

すけどね、それはどう考えているんですか

約、高いところでも２万円ぐらいでありま

ね。

す。
ただ、これがことし私ども鉄道を処分をし

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

○副町長（田中幸壽君）

今年度４橋という

たときには４万から５万ということで、そう

ことを申し上げましたけれども、１橋につい

いった比較でいけば、やっぱり圧倒的に今価

ては佐野川、町の中の佐野川にかかっている

格的には下がっているわけですから、今現在

小さな橋でございますので、その部分は大き

の価格でことしの冬、来春ですね、年明け工

な撤去部分と合算をして、３分割にして発注

事が始まりますけれども、そこで処分するこ

をしたいというふうに考えているところであ

とが、結果としてはその単価比較だけで損を

ります。

するといいますか、売り払いした場合には損

その一括という意味が売り払いも含めてで

をするというようなことの比較はしていると

あるとすれば、先ほど申し上げましたよう

ころであります。

に、鉄の部分の廃材については堆積をすると

○委員長（谷口二郎君）

いうことで、同じ場所に３橋分それぞれ堆積

君。

をしたいというふうに考えているところであ

○８番（高橋幸雄君）

ります。

対象になっている銀河線の整備費の関係です

○委員長（谷口二郎君）

４番

井脇昌美

高橋幸雄

今、ただいま審議の

けれども、今これ質疑を黙って聞いておりま
して、全体の橋梁数の分割３年、わかりまし

君。
○４番（井脇昌美君）

８番

私もその辺なんです

けどね、私があれしてるのは、今年度中に整

た。それから今の鉄の価格に伴って一時待
機、わかりました。そうですね。

理されるのかということをお聞きしたかった

あと、もう一つわからないのは、わからな

ところが、３年間の猶予の中で鋼鉄の処分も

いのは工法ですよね、ピアの工法。それから

堆積をしておいて考えてみたいと、そのこと

今提案になっている予算の内訳がどういうこ
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とで、例えば鉄橋が従来のように枕木とレー

時期については、副町長のおっしゃってる

ルと一括発注、これ一番わかりやすいんです

とおり、やはり水の中にあるという現況の客

よ、我々審議する立場で。今聞きますと、鉄

観的状況からいって、やはり水の量の少ない

橋は一時保管していくんだと、鉄価格がもう

冬期間、これはベストでしょう。通行の問題

２分の１ぐらいになってると、トン２万だ

もまたありますでしょうしね、耕作地もろも

と、それも選択肢としてわからんわけではな

ろ含めての。もろもろ客観的にはそれは了と

いんですね。

するんですけどね、ただ、問題とするのは、

ただ僕ね、一つ、過日、９番議員の質疑の
中で電気関係のことありましたね。本別町

やっぱりこういう価格物扱うときの留意点で
すよね。

が、足寄町になって、分離発注をしないで一

それはやっぱり結果的にことし２万円に

括発注したじゃないかと、何でしなかったん

なった、来年また１万になって、３年目に

だと。結果として持ち出しが出たじゃないか

なったら全然引き取り手なかったなんて、逆

と、マイナスになったじゃないかと、こうい

にごみと同様、生ごみなら、きのうの論議の

う議論が出てくるんですね。

ようにまだまだ付加価値高めれるんですけ

これはやっぱり結果オーライということも

ど、埋立ごみなんていうのはもうどうもなり

あるし、なかなか相場ものに公共団体が対処

ませんよね、それと同様だなんて、逆にお金

するときに、私は非常に難しいことだなと

つけてね、そういうことになることは、やっ

常々思ってるんですよ。

ぱり今のうちに予見し得れないことですよ

一番顕著な例は、今、金融危機があって

ね、だけど、現実問題として。

ね、例えば年金の資金運用、１兆何千億もマ

だから、現状の中で今答弁あったようなこ

イナス出るわけでしょう。黙って年金だけ集

とで了としますけど、ただ問題は、しから

めておいたって、利回りを一定の利回りない

ば、それじゃあ一定の数量というものがどの

と、今度、年金受給者に支給できないんで

ぐらい見込めて、そして今予算提案なってい

す。これはすべて金融機関も生命保険会社も

るこの８,０００万強の予算提案というもの

みんな同じですよね。

が、我々はどのようにこれを議決するのに受

その場合、今度公共団体の場合、例えば農
林中金あたりの例見ても、あれだけの利回り

けとめていいのか、ちょっとわからないんで
すよね。

で相当の欠損金出てるんですよ。したがっ

それと同時に、もう一つは、工法がどんな

て、今どうなるかわかりませんけど、公的資

工法なのかと。例えば昔よく爆破した経過も

金注入はしないんでないかという話も出るく

ありますね、ああいう種のものね。恐らくそ

らいですよね。

んな方法で、削岩機でがらがらやるのかな、

それと同時に、今度公共団体の方へ話もと

それなら高くつくだろうなと、いろんなあの

に戻しますと、公共団体の場合は、やっぱり

種のものの解体をしたときの状況を、いろん

結果オーライということもあるんですけど

なニュース等で見て私なりにイメージィング

も、これが非常に難しいなと。だから３年分

してるんですよね。それによって工費はどの

割、この量からいったって、１年でだってや

ように比較になって違うのかということの比

れんことないんですよね。

較はやったのかどうかという、その辺ちょっ

要するに、河川改良に伴って、道河川の場

とお示しをいただきたいと思うんですが、い

合の事業進捗状況に合わせた形の中で、ピア

かがでしょうか。

は撤去することですからね、そしたら何もあ

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

えてことし何だかんだやらなきゃならんとい

○副町長（田中幸壽君）

工事の具体的な内

う義務的な年限は全くないわけですよね。

容については、私も熟知しておりませんけれ
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ども、私が聞いているのは、この鉄橋の解体

済みですよね。枕木と鉄道入れて、実証済み

に当たって、銀河線の会社の方で試算をして

ですよね。そういう意味ではアバウトだった

います。

かなという思いしてますね。

当然、会社として経費負担を相当額を持つ

ただ、株主なんかは当然、私も５万円だっ

わけですから、そのときにいろいろ土木現業

たかな、出資して当然同額は振り込まれまし

所等々と協議をして、最終的に出された数字

たけどね、だけど私はそういう意味では、た

というのがございまして、私どもの担当者と

だ、今、足寄町がもう足寄町に財産権が移

しても、それをベースにしてやっているとい

り、足寄町に処分権が移り、あとはもうすべ

うのが実態であります。

て足寄町の、その当該構成それぞれの町で自

どういった工法かというのは、当然僕が聞

由にできるんだよ、フリーハンドなんです

いているのは、機械的というか、機械解体で

ね。そのときに今議会で８,３９２万です

削岩機で壊すんですけれども、その場合、河

か、提案して、同額基金に取り崩してそれで

川の中に散らばすということは、これまた河

この工事費で対応するわけですけどね、今の

川上認められませんので、川を一時的に切り

副町長の答弁では、僕、ちょっとあなたらし

かえて半分半分になろうと思いますけれど

くないなと。

も、そういった形で、その工法的には土木現

あなたらしくないなというのはね、通常、

業所との協議の上でそういった工法を選択を

今までの銀河線鉄道における財産権移った処

しているということで、一般的によくあるよ

分の状況を客観的に直視したときに、前段申

うに安い工法が選択肢としては何点かあるん

し上げたような事実が明らかなわけだから、

だと思いますけれども、その選択は私どもに

そうなると、例えば一つ鉄の部分が３００万

ないと。

しか試算してないんだと、試算３００万とい

ないというのは、河川管理者である土木現

うのは、今の残り１３橋を３００万とおっ

業所の方の意向もあって、やっぱり限られて

しゃってるのか、３橋を言ってるんですか、

くるんだということで理解をしているところ

今そこの３００万とおっしゃってるのかね、

でありますので、御理解願いたいと思いま

その価格設定が２万円なのか、従来の高いと

す。

きの４万円で会社が処分してみたのか、その

それで、鉄の価格になりますけれども、

辺はわかりませんけども、いずれにしても、

今、資料が来ましたけれども、会社の方か

私はやっぱりこの辺の足寄町に移ったら、河

ら、この橋の部分についての鉄の売り払いに

川との協議というのは、工事に当たっての事

伴う積算価格というのは約３００万円程度に

業展開上の河川法に基づく一定の事業制約を

なっています。

言ってるんであって、工法まで、事業なる工

以上です。

法まで義務づけどうのこうのってクレームつ

○委員長（谷口二郎君）

８番

高橋幸雄

けてるはずないんですよね。
だから、何ぼかの選択肢の中で何が一番安

君。
私ね、こういう場所

い、これ以上の選択肢が、今積算された財産

でこういう表現するの適切かどうかわかりま

を引き受ける前の銀河鉄道、高原鉄道の会社

せんけどね、会社も解散をいたしました関係

から引き受けた積算の工法しかないと私は思

で、差しさわりないかなということで言わせ

えないんですね。思えないんですよ。それは

ていただきますと、当初の銀河線鉄道会社の

既に終わったものも含めて、意外とアバウト

積算が、私はずさんという言葉は使いません

だったなということが実証されてますしね、

けど、アバウトだったなと。

当初から議会に報告あってみた時点から、そ

○８番（高橋幸雄君）

この結果は、従来まで済んだやつでも実証

んな数字で何なのという感じしました。
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しかしながら、当該公共団体の議会の一員

割してやれという指示して、そういう指示を

として、町のプラスになる、そんなこと力説

受けてるわけでないんでしょう、要するに。

するのがナンセンスだから今まで申し上げま

３年以内と言ってるんだから。

せんでしたけど、もう財産は移ったわけです

３年以内ったら、少なくても１年も入るわ

から、特に選択肢ですよね、やっぱり、明確

けですから。だからそれだったら、別に客観

にね。

的なあんたさっき言った答弁の理由にならな

３年分離というのは、今、鉄の価格の鉄材

いから、それで僕、めり張りつけて再度お尋

処分がこういう状況だから３年分離なのか

ねしてるんですよね。だからね、何でそした

ね、３年間に分離してやるのか、それとも、

ら１年でできなかったんですかということの

そうではないんだということで３年に分割す

理由をめり張りつけてくださいと言ってるん

るのか。恐らく鉄価格の問題で３年分割です

です。

ね、先ほどの答弁聞いたら。そうではなく

それは土現が３年以内にやってくださいと

て、鉄が安かろうと高かろうと、３年分割し

いうことは、３年間の中にやらんと、河川の

てやるというその問題は何がそうせるのか、

改修等の支障あるからそれだけやってくださ

そしたら答弁してみてください、そしたら。

いねと言われてるだけで、私はやっぱりこの

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

今の工事費そのものはね、せっかく町の財産

○副町長（田中幸壽君）

先ほども申し上げ

になったから、少しでもやっぱり、財政の厳

ましたけれども、この分割というのは、土現

しい折だからね、町にやっぱり留保する資産

にかかっている河川にある橋が１３橋という

が、資金として基金として残る量が多けりゃ

ことでございます。

多いほどいいんですよ、パイが多けりゃ。

ただ、一般の普通河川の部分については、

そういう意味合いで申し上げてるんで、そ

まだほかにもあって、町河川ですから、そう

のためには、入りもなかなか出れないんな

いった面では５年以内に、銀河線との解散時

ら、出ることを制しなきゃならんと、そうす

の申し合わせのとおり５年以内にすべて撤去

ると一定の工法のいろんな手法も選択した上

をするということで、３年以内というのは、

であってしかるべきでないですかと、こうい

土木現業所と私ども今河川改修をお願いして

うことを申し上げてる。

いるところであって、それに伴って３年以内

そしたら、いや、そういうことはあるかも

にはすべて撤去をしていただきたいというよ

しれませんけど、一応私ども今議会で御提案

うなことで、３年以内ということでありま

申し上げた８,３９２万強の予算等の工事の

す。

あり方については、高原鉄道の試算したその

３年以内に、じゃあ橋を何橋ずつ壊すのは

工法でやるんですと、こういうふうに答弁す

どうして決めたかというと、３分割をしたと

るもんですから、もうちょっとやっぱり研究

いったことで先ほど御答弁申し上げたところ

の余地ありませんかということを申し上げて

であります。

るの、まず工法のあり方が一つね。

○委員長（谷口二郎君）

８番

それから、河川上の問題で、川を出して河

高橋幸雄

川法の絡みの中で川を迂回したら、これは例

君。
土現との関係は、３

えば橋梁建設のときは当たり前ですね、橋梁

年以内だから１年だって構わないんでしょ

建設ですね。今回撤去ですけど、ピアのね。

う、３年以内ということは。３年以内という

これはごく当たり前の話で、そんなこと別に

のは、一定のタイムリミットの幅を示してる

御説明いただかなくてもそのとおりなんです

だけでしょう。だから客観的に、３年分割す

けどさ、問題はその撤去の手法ですよね。こ

るというのは土現が言って３年以内、３年分

れ以上やっぱり安価で、安価というのは安い

○８番（高橋幸雄君）

― 7 ―

価格と書いて安価ね、そういうことでできな

そういった部分では、議員もおっしゃって

いのかなということを私は申し上げてるの

ますように地元業界に対する配慮じゃないか

さ。

という、直接的にはそういうことは言ってお

今、答弁いただいたら、いや、現段階で

りませんけれども、当然、私ども行政の立場

は、高原鉄道のそういう試算に基づいてしか

でいけば、地元でできる部分は地元でお願い

今のところ考えてないと答弁されるもんです

をしたいといった部分では、よそから業者が

から、もう一度再検討してはいかがなもんで

来なければできないほどの数を発注すること

しょうかと。基本理念はチープガバメントで

はないんでないかと。
やっぱり地元の中で一定の整理ができるん

すよね。そういうことを申し上げてるの、再

であれば、まして土現が３年でいいと言うん

三再四。
それからもう一つは、鉄の関係については

であれば、３年に分割するということは決し

３００万、３橋、今回の分だけということわ

て間違っていないというふうに理解をしてい

かりますけどね、これはなかなか難しいと思

るところであります。

うんですよ、やっぱり。先ほど申し上げた結

それともう一つ、この間の売り払い等々に

果オーライだから、それを３年後に立って、

ついて、一括発注、分離発注でいくとそのよ

あのときやっていれば、あるいは３年後にや

うにいろいろな差が出たと、それは議員の

れば１０倍になったなんて言われたって、こ

おっしゃるとおりでありまして、それでやっ

れはだからその辺はやっぱりなかなか難しい

ぱり僕は、その中でそういったウエートが大

選択肢だなと。

きかったのは、やっぱり価格差、発生材の枕

私、この間の９番議員の本別町方式の話を

木であったりレールの処分代金の価格差で、

承ってね、ただ、うがった見方をすると、地

結果として、高く売れた売れないということ

元発注、地元発注という余りに、その分だけ

が結果として出てきたんだというふうに思っ

特別にそういうことによってそれ以上な町に

ています。

マイナスをもたらすことは、決して町民全体

工事費的には、レール・枕木を撤去するの

の利益としては好ましいことではないんです

が例えば２,０００円で発注するだとかとい

よね。そういう意味合いを我々は一つやっぱ

う、工事費的にはそんなに大きな差はないと

りきちっとした理念を持たざるを得ないもん

いうふうに私どもは理解をしています。

ですからね、あえてこういう質疑をさせてい

それで、今回ふるさと銀河線の会社が積算

ただいてるんです。この辺はひとつ御理解い

をした部分で計算をしているということを申

ただきたいと思うんですね。その辺はどうで

し上げましたけれども、何度も申し上げるか

すかね。

もしれませんけれども、これは当時の鉄道会

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

社と河川管理者である土現との協議をして工

○副町長（田中幸壽君）

３年以内の部分に

法を決定をしているといった前提に基づいて

ついては、議員おっしゃるとおりでありまし

やっていることであって、そういった部分で

て、ことし１３橋壊せればよかったんでない

の選択肢はないということを何回も申し上げ

かということで、それをなぜ分割したかとも

ているところであります。

う少し申し上げれば、冬期間にやるといった

ただ、議員の言うように爆破とか、もう

ことでは、議員も理解をしていただきました

ちょっと工法的にはあるのかもしれないんで

けれども、それで冬期間にやるということに

すが、確かにその辺になると、私もそういっ

なれば、３ヵ月しかないわけであって、この

た工事、技術的な問題については理解をして

中で１３橋をすべてが壊せるかというと、な

おりませんので、今後いろんな部分でまた勉

かなか厳しいものがあると。

強させていただきまして、それで河川管理者
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がオーケーが出るような工法があるんだとす

問、目の学問、自分の見聞の中でそういう種

れば、そういった部分を検討してまいりたい

のものの工事をただ承知してるにすぎないわ

というふうに思っているところであります。

けですから、私はやっぱり提案するからに

以上で御理解願いたいと思います。

は、そのぐらいのことあってしかるべきなの

○委員長（谷口二郎君）

かなと思うんですよ。私はこれ以上、工法に

８番

高橋幸雄

ついては申し上げません。

君。
通常こういう町村が

それから、誤解を招くといけませんから、

言うときは、道の上級官庁の許可問題とか、

私はその工法が、仮に当該公共団体内の土建

そういう事情を前面に出すお話が多いんです

業者ができないことを意図して、そういう難

けどね、私はやっぱりもう時代がここまで来

しい工法を何か視野に入れてね、そういうこ

たらね、それじゃあ、そうなったら道が全部

とは全然念頭に全くないんですよ。純粋にこ

河川管理者がマイナス分負担してくれるの

の予算を質疑するという、審議して議決する

かったら、そういうこと全くないわけですか

という立場の中で申し上げているわけですか

ら、河川法上の一定の管理者としての最小限

ら、その辺は誤解ないように私はしていただ

度のことでないかと私は思うんですよ。まず

きたいもんだなと。

○８番（高橋幸雄君）

例えば、従来からあって黒部ダムとか、い

そのことはよろしいです。
私はね、一番残念なのはさ、今ここの議会

ろんな映画化、あれは石原裕次郎でしたか、

に基金を崩して予算提案しててさ、まだ方法

主演ね、いろんな形で当時ずっときて開発行

はあるかもしれませんけどということを言わ

為がそういう基盤整備がなって、そういう事

れると、ちょっと戸惑いを感じるんですよ。

業たくさんあるんですよ、枚挙にいとまな

８番議員が何と言おうと、現状の今の工法

い。

でもってやる方法が我が国ではないと言うん

あんなピア解体なんていうのは、もうちょ

なら話は別ですけどさ、それまで言い切るん

ろい話ですよね、正直言って。だからそうい

なら、私も全くそういう門外漢の人間が理論

う意味からいって、私はやっぱり公の議会で

を数多く言って質疑をするつもり全くないん

こういう基金まで崩して、基金まで崩して

ですけどさ、僕はやっぱりそうではないと思

で、特定財源だから当たり前の話なんですけ

うのね、やっぱり。

ど、当たり前の話なんですけどね、やっぱり

そういうことでもって財産引き受けている
けども、河川管理者との協議はこのとおりで

やるからにはそのぐらいやっぱりきちっと知
らしめていただきたいなと。

すと、しかし、工法としてはこうですけど

それともう一つ、この辺については再度お

も、今提案してるのは、３工法ぐらいピア解

尋ねしませんから、答弁の限界ということも

体等撤去について私ども視野に入れてると、

ありますよね、その辺、私も承知しておりま

どの工法で選択して執行するか等について

すから、それは……。

は、いずれにしてもただいま御提案をしてい

ただ、もう一つ、もう１点さらにお尋ねし

る基金取り崩し８,３９２万強の予算をもっ

たいのはね、足寄町の業界で地元発注で、こ

て執行させていただきますんで御理解いただ

れ経済の循環性からいって私は異論は申し上

きますと言うんなら、私はもうそれ以上、そ

げません。だけども、このボリュームしか、

こで３方法を知らしめて、どこでどういうふ

こ れ 今 ８ ,３ ９ ２ 万 、 こ の 程 度 の 工 事 の 規

うに違うなんて、それまで私は言うつもりな

模、３ヵ月間でこのぐらいの工事しかこなし

いんですよね。

得るような状況にないとは私は思えないんで

それまで言うつもりはない。私に対して事

すけどね、先ほどの副町長の答弁だと、大体

前研修もありませんので。ただ、私は耳学

期間が３ヵ月想定すると、そうすると大体自
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町内を視野に入れて、これは町長も日ごろ経

回の鉄橋に関しての解体費、鉄は一時堆積を

済の循環、私も議論は全くありませんよ。だ

しなさいという条件で出しますので、当然私

けど、それはあくまでも町民全体のことを考

どもが今考えて想定をしているのは、上利別

えて適正な執行のあり方ですよね、問題は。

のグラウンドを考えておりまして、そこまで

適正な工事費であったり、適正なやっぱり工

の運搬費は工事費の中に含まれているといっ

事手法であったりするんですよ。

たことで、そういうことで計上するところで

だけど先ほどの答弁聞いたら、いやいや、

あります。

自町内を視野に入れたら、大体３ヵ月の工期

ただ、一般的に売り払いした場合にでも一

でいくと、このぐらいでないとよそに発注、

括にした場合でも、橋げた、鉄げたを置くよ

よその町にね、町外に発注しないと事業量が

うなヤードが沿線にありませんので、いずれ

こなせないんだというようなそういうお話の

にしても、どこかの中間地点を決めて、そこ

答弁でしたけど、私はそう思えないんですけ

に集積をするという形になったかというふう

ど、それはそうだとすればやむを得ないんで

に思っています。そういった部分で運搬費は

すけど、この辺ちょっと確認をしておきた

工事費に込みだと、役務費等々で今後支出す

い。

ることはありませんので、御理解を願いたい

それともう１点、今回の予算提案、恐らく

と思います。

今の撤去分、今、高原鉄道３００万、これ１

それと、トン数については、今ちょっと手

ヵ所やると、想定したら上利別の学校跡地か

元に資料がございませんので、委員長、暫時

などこかな、いろいろ想定しますけどね、距

休憩いただければ、後ほどお答えします。

離的な場所からいって、その場合の輸送費と

○委員長（谷口二郎君）

かなんとかね、それもろもろを含めてその辺

憩します。

それでは、暫時休

のことについては、当然もちろん聞くに及ば

午前１１時２１分

休憩

ずでしょうけど、８,３９２万の今回予算提

午前１１時３１分

再開

案の中で工事一体の中で運送費かかりますよ

○委員長（谷口二郎君）

ね、運送費かかりますね。そういうことを当

を再開をいたします。

然お考えなんだろうなということを、後から

休憩を閉じ、会議

副町長、答弁。

役務費なんて、そんな感じにならないと思い

○副町長（田中幸壽君）

大変お時間をいた

ます。

だきまして、申しわけありません。

それと同時に、一応３００万というけど、

鉄橋のトン数、それから価格の話でありま

予想重量はどのぐらいになってるんですか。

すけれども、土現の河川の鉄橋は１３橋全体

それを２万で割るだけで済むんですか。予想

で７９３トンございます。ちほく高原鉄道の

重量、どのぐらいのボリュームがあっている

試算では９１６万５,０００円、トン当たり

のか、トン数なり体積なり、置くわけですか

１万１,５００円になっています。今回お願

らね、アバウト的にはちょっと国道走ってみ

いをしている３橋の解体に伴っての鉄橋の鉄

て状況わかってますけどね、その辺もちょっ

のトン数でありますけれども、２４２トンに

と再度確認したいと思います。

なります。
それで、先ほど３００万ということでアバ

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

○副町長（田中幸壽君）

御答弁申し上げま

ウトな数字申し上げましたけれども、正確に
は２７９万９,２８０万円になっておりまし

す。
まず運搬費の関係だと思いますけれども、

て、これも１万１,５００円で、以上でござ

レール・枕木等は一括発注しましたので、運

います。

搬費等は計上してないわけですけれども、今

○委員長（谷口二郎君）
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８番

高橋幸雄

○８番（高橋幸雄君）

君。

だから実際問題、こ

わかりました。とり

れは経済が疲弊されて、今、国の方でも、２

あえず、この問題については、もうこれ以上

次補正云々で政局絡みになっていろんな状況

言及いたしません。

になっているけれども、我が町だって決し

○８番（高橋幸雄君）

アバウトの数字が正確に数字出てまいりま

て、そういう意味では同じ状況なんですよ。

したので、全体像もつかめました。私だけで

足寄町だけ特別にいいなんていう状況になら

なく、質疑者だけでなくて、議会全体にも理

ないので。

解知らしめていただいたんでないかなという

ただ、ただいま質疑をしている８,３９２
万円強の予算の執行のあり方の一連の議論の

思いをしております。
そこで、先ほどちょっと、今、答弁欠落の

中でね、副町長の議論の中で時期の問題、こ

部分についてだけお尋ねしますけど、先ほど

れは適期、今の適期だとか、それから河川管

副町長の再質疑の答弁の中で、今のこの事業

理者の関係、それから３年の関係、それから

設定のボリュームの４橋という理由について

工事能力の関係、もろもろの中で迷走してる

は、３ヵ月という工期をということを考えた

ものですから、聞けばそう言うし、次聞けば

ときにね、撤去は時期的には、適期、水の関

また変わって、だんだん迷走してるもんです

係は、それはわかりました。３ヵ月しかない

からね、その辺の執行理念というのはやっぱ

と。

り明らかにしてね、だから今あれしたら、い

ただ、経済の循環の自町内ということにな

やいや、決してそうじゃないんだと。

れば、この程度の工事規模しか処理できない

時期的には３ヵ月だけど、先ほどはこの程

んですかと、このような認識でよろしいんで

度の３ヵ月を想定したら今の８,３９２万、

すかとお尋ねしてるんですよ。それに対して

この程度の橋梁解体が大体工事額として受注

答弁ないものですから、御答弁をお願いした

量としても的確でないかと言ったけど、そう

いということ。

でないんだと、たまたまことしは河川との道

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

との協議の中で３橋になっただけで、あと残

○副町長（田中幸壽君）

今年度の部分につ

りの９橋については、来年、再来年ってそう

きましては、河川改修の関係で土木現業所と

いうことでなくて、場合によったら９橋を一

の協議の中で３橋になったということで、例

気でも受注能力もうちの業界に、足寄町の土

えば地元企業が実際として壊せる規模なのか

建業界にもあるし、それだとすればその時期

どうかという部分については、もっともっと

を見て土現の許可をそういう協議をしながら

壊せるだろうというふうに思っています。

進めたいという、こういうことをめり張りつ

そういった部分では、じゃあ来年だったら

けてやっぱりお話ししていただかないと、こ

６橋でいいのかということになりますけれど

れは予算こうやって提案出てるわけだから、

も、それもあり得る話だというふうに思って

やっぱり先ほどの骨材の処理のあり方も相

ます。

当、皆さんの想定の中には分離発注、分離発

ですから、あくまでも３橋というのが業者

注ということは普通一括でね、だけどやっぱ

の部分の工事の力量の範囲で決めたというこ

り鉄の今の安い時期の中においてどうかなと

とではございませんので、土木現業所との関

いう、それはやっぱりあなた方がちゃんと読

係で、ことしはこの地区までということであ

んでそれは別途置いておきますと。

りましたので３橋になったということで、御

下でそれなりに売ってもいいというもんでは

理解願いたいと思います。
○委員長（谷口二郎君）
君。

１万１,０００円だから１万１,０００円以

８番

高橋幸雄

ないです。やっぱりその辺、でも、先ほど
言ってるように相場もんだから、このことが
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当たるのか当たらないのか非常に難しい、そ

ないという形、これはもう会社解散する上に

れでも私は批判は言うつもり毛頭ありませ

当たってはこれは当たり前の話でございま

ん。

す。

一回ここで了とした場合は、これはやっぱ

この撤去費等の積算についても、それぞれ

り議決する立場のやっぱり公人としての責務

沿線の自治体から技術屋さんを派遣、あるい

なんですね、その辺は認識していますけど、

はある自治体は事務屋を派遣というような形

ただ、一連の事業の全体像の中で、その辺

で、これは一応専門家がその積算に当たった

ちょっと迷走しないで、しっかりとひとつ御

と。

答弁をしていただきたいな。当然頭の中に

しかも、その前提というのは河川管理者、
この場合、会社の方で具体的に詰めたのは、

入ってるわけだから。
ただ、今でもまだ未回答なのは、工事の手

網走土木現業所の方と詰めて、その結果、帯

法についても明らかになってませんけど、な

広土現の方にも、共通の北海道の取り扱いと

いものを出せ出せと聞いても仕方ありません

してはこうですよということで、撤去の期限

ので、この程度でやめますけど、やっぱりそ

等々も含めて大枠が示されて、その中で財産

のぐらいのことがあってしかるべきでないか

の処分を一括してこれは沿線自治体が負った

な。今の時代背景からいって、この地方公共

ということでございますから、当然その中に

団体のやっぱり出すものは少しでも少なくと

は、解体撤去の費用部分も先ほど説明したよ

いう感じでね、以上でこの問題については質

うな形で積算がされてきているということで

疑を終わりますけども、最後に町長、黙って

ございます。

聞いててもちょっとあれでしょうから、最終

ですから、当然、議員具体的にお話がござ

的にこの基金のこの事業についてね、今まで

いました、撤去するだけであればいろんな工

の質疑を通じて、ちょっとめり張りつけて御

法あるんではないのかと、これは当然そうだ

答弁をいただきたいと存じます。

と思います。私も素人だからわかりません。

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

爆破したっていいでしょう、あるいはよくテ

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

レビなんかで出ます、大きな鉄球持ってき
て、ごんとやれば済むのかもしれません。

す。
まず、全体１３橋あるうち、３年以内にど

しかし、これは前提は、あくまでも当時、

うこの撤去をしていくのかということにつき

会社を解散するに当たって専門チームをつ

ましては、現段階においては、先ほど来副町

くったわけですから、そこと土木現業所、網

長からお答えをしたとおりでございます。

走土現と河川管理者と打ち合わせをした中で

なお、次年度については、先ほどお答えし

積算をされてきた。

たとおりの除却でいくのがいいのかどうなの

ですから、これをもとに私どもの現場、担

かも含めて、これはまた再度詰めさせていた

当する建設課の技術屋が、当然その積算され

だきたいなと、こんなふうに思うところでご

ているやつが間違いないのかどうなのかも含

ざいます。

めてチェックをしながら設計書をつくってい

また、工法の関係につきましても、これは

ると、こういうことでございますので、ぜひ

私の方からもお話をさせていただきたいとい

御理解をいただきたいなというふうに思いま

うふうに思うんですけれども、これは先ほど

す。

来から副町長がお答えをしているとおり、こ

なお、次年度以降につきましては、先ほど

れは銀河線の会社を解散をするときに、当

も申し上げたとおり、議員御指摘のとおりこ

然、保有をしている財産を処分をして、そし

れはしっかりと検討すべきものは検討をしな

て株主の皆さん方にはできるだけ迷惑をかけ

がら、できれば事前に所管の総務委員会等々
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にも、計画等もし事前に早く取りまとめがで

ただ、現状通年どおりでいけば、繰越明許

きるとすれば、そういったこともお示しをし

等々のそういった次年度にまたがるような工

ながら、滞りなく進めていきたいというふう

事にはならないと、３月３１日までには終わ

に考えておりますので、御理解いただきたい

らせるということで対応するということで私

というふうに思います。

ども理解をしているところでありますので、
御理解願いたいと思います。

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

８番

高橋幸雄

８番

高橋幸雄

君。

君。
○８番（高橋幸雄君）

○委員長（谷口二郎君）

もう１点だけ最終確

○８番（高橋幸雄君）

私どもの原則から

認しておきたいと思いますが、これは工期の

いってこういうことあるんですよね。例えば

関係ですけどね、今回、別に特段の予算措置

金融機関あたりにこういうことを指摘される

は一般の歳出予算しか見てませんけどね、歳

んですよ。年末融資受けるときにね、年末融

入はもちろん繰り入れですけれども、工期の

資、いやいや、実はもう大雪降っちゃって動

関係は、これは３月いっぱいできちっと終わ

かなかったというんですね。だけど冬工事や

らないであるとすれば、それなりの予算措置

るのに、冬の事業をやるのにね、雪が降った

が必要なんですけど、今回、予算措置全くな

から物が動かなくて、売り払いができなくて

いんですよね。そういうことは大丈夫です

資金ショートを起こしたという理由にならな

ね。

いと言われたんですね。

ということは、あす議会終わって、入札執

一般的に例えばこういうことあるんです

行がいつになるのかね。工期は当然行政年度

よ。今、雪降った時期いつなのかというんで

内ですよね、特別予算措置ないわけですか

すね。もう発注した年末から年始にかけて

ら。その辺をきちっと確認しておきたいんで

どっと降ってしまって、１月中にっちもさっ

すが、その必要は全くないのかどうかね。途

ちもいかなかったとかって、２月の中になっ

中でまたなんていうことにならないのかどう

てやっと何とかなったら今度増水だなんて、

か、その心配ないか。私ちょっと、やっぱり

こういう客観的な事情あるんですけど、だか

北海道なもんですから、これ沖縄だったら心

らその辺やっぱり工事の進捗状況をきちっと

配ないんでしょうけども、いかがでしょう

めり張りつけてね。
私だったら、繰越明許予算、特別予算措置

か、再度確認しておきます。
○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

するかなというやっぱり安全パイでするのか

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

なという思いはしてますけどね、まあ、した
らしたで、言ってる大義名分の増水で時期的

す。
先ほど冬期施工、河川水位が下がる冬期施

に云々なんて理屈、そうなるとへ理屈ですか

工ということで申し上げました。そういった

ら、普通はやっぱりやるのかなというそうい

部分では、これが４月、５月になると当然そ

うやっぱり懸念があったもんですから、あえ

の水位が上がってくる、雪解けで。そういっ

てこの際申し上げておきたいなと思いますの

た面では、物理的に３月末に終わらせなきゃ

で、以上です。

いけないというものだというふうに考えてま

○委員長（谷口二郎君）

す。

君。

ただ１点、大雪で本当にとんでもない災害

○９番（矢野利恵子君）

９番

矢野利恵子

この橋の撤去に当

が起きたとかという場合には、その時点での

たって、土現にかかってるのが１３橋、それ

判断というのが求められるのかなというふう

以外の町河川にかかってるやつもあるという

に思っているところであります。

ことで、その撤去に当たって、町内の事業を
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工事できる業者さんに平等に工事を発注する

ず大きい金額のところは、仕方がなく入札と

ことができるのかどうか、お伺いしたいと思

いうことがあるかもしれないけど、町にか

うんですよね。

かっている河川、町の河川にかかっているよ

例えば、私は前に通信ケーブルのことにつ

うな小さい橋だとか、そういうことについ

いて言ったのも、あれがもし町内の業者が、

て、本当にこれからの形態として地内の業者

その事業の規模に合わせて平等にその仕事を

に本当に平等に仕事が回っていくようにと、

請け負っていったんだったら、たとえ６００

そのことをやっていただけるのかどうかをお

万円の損害というか、ちょっとマイナスに

尋ねしたいと思います。

なったとしてもそれほど文句は言わないとい

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

うか、それはそれで仕方がない。

○町長（安久津勝彦君）

先ほどもお答えし

でも、特定の業者だけに工事を持っていっ

たとおり、これは発注行為でございますか

たから、それはよくないんじゃないかと言っ

ら、当然町の財務規則、あるいは自治法上の

たのであって、このことに対しても、本当に

規定に基づいて、これは基本的に入札で実施

町内の業者さんすべてに、その事業の規模に

をするという考えでございまして、これは随

合わせて工事を発注できるのか、要するに随

契で平等に各業者に割り振るということはで

契でそれを持っていくことができるのか。で

きないものというふうに考えておりますの

きることならそうやってほしいな、そのこと

で、御理解いただきたいというふうに思いま

について少しお伺いしたいと思います。

す。

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

○委員長（谷口二郎君）

○町長（安久津勝彦君）

私の方からお答え

君。
○９番（矢野利恵子君）

をいたします。

９番

矢野利恵子

今これだけ経済が

これはやはり工事発注するときには入札が

冷え込んできて、町内の業者だっていつまで

原則ということでございますから、矢野議員

もつかわからないというような状況の中で、

今言われた電線の関係についても、これは入

本当に昔アメリカの大統領のルーズベルト

札の結果でございますから、当然その入札に

が、ニューディール政策といって仕事を与え

参加できる機会は、これはともかく与えなく

るようなことをしましたよね。

ちゃいけませんから、これは随契というのは

だから、足寄町も本当に法律的に許される

ちょっと難しいといいますか、法的にも

範囲を調べて、できることなら、そうやって

ちょっと難しいんではないかなというふうに

町の業者にまんべんなく仕事を与えていくよ

思っておりますので、あくまでも入札による

うな、そういうようなことを研究していって

発注ということで御理解いただきたいという

もらいたいと思いますが、それについての心

ふうに思います。

構えをお尋ねします。

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

９番

矢野利恵子

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

先ほどもお答えし

たとおり、受注する機会をできるだけ多く与

君。
基本的に工事の費

えるという一つの方法としては、やはり今回

用が幾ら以上、３,０００万だったか５,００

もそうですけれども、分割して発注をする、

０万だったか、それ以上が議会を通さなけれ

要するに物件をたくさんふやすと、これも一

ばならないし、入札しなければらないような

つの方法かな。

○９番（矢野利恵子君）

状況になっていると記憶していたんですけれ

これはいわゆる法的にも可能なわけであり

ども、少ない金額だったら、随契でたしかで

ますから、そういったことは、議員御指摘の

きたはずだと思うんですけれども、とりあえ

とおり受注する機会を多く与えるというの
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は、これは私ども発注者側の、もっと言えば

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

町政を預かる者としてのある意味義務といい
ますか、そういったことも責任もあるのかな

○委員長（谷口二郎君）

ることもわからないわけではありませんの

○委員長（谷口二郎君）

で、これは法の範囲、あるいは財務規則の範

助成費。
○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）

以上でございます。
そのほか、関連し

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
それでは、次に移

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）

統計調査費。
商工統計調査費。

○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）

監査委員費。
社会福祉費に入り

○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

し尿処理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

国民年金費。

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

病院費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

国民健康保険助成

○委員長（谷口二郎君）

費。

次、農業費に入り

ます。農業委員会費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

後期高齢者医療

○委員長（谷口二郎君）

費。

農業総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

じん芥処理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

福祉医療費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

清掃総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ます。社会福祉総務費。

○委員長（谷口二郎君）

環境衛生費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

予防費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

保健衛生総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

学童保育所費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

児童福祉施設費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

戸籍住民基本台帳

費。

○委員長（谷口二郎君）

へき地保育所費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

賦課徴収費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

子どもセンター運

営費。

ります。税務総務費。

○委員長（谷口二郎君）

児童福祉費に入り

ます。児童福祉総務費。

てございませんか。

○委員長（谷口二郎君）

地域支援事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただきたいなというふうに思います。

○委員長（谷口二郎君）

介護サービス事業

（「なし」と呼ぶ者あり）

囲の中で、これはできるだけ努力をしてまい

○委員長（谷口二郎君）

介護保険助成費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

と思いますから、当然、議員おっしゃってい

りたいというふうに思いますので、御理解い

在宅介護費。

老人福祉総務費。

○委員長（谷口二郎君）

農業振興費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（谷口二郎君）

聞きしたいんですけど。

畜産草地費。

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

○経済課長（鈴木

農地費。
営農用水道等費。
町民センター運営

おります。それで軽油につきましては１万
したように１２４円の単価を使いまして計算
したところ、２００万７,０００円の増とし

費。

ております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

大規模草地管理運

○委員長（谷口二郎君）

４番

井脇昌美

君。

営費。

○４番（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

農地・水・環境保

いうのは聞いてますか。

林業振興費。

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

しゃった１２４円というのは、いつの何月の
価が１２４円というのは。今のそして現況と

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

林道新設改良費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

町有林管理費。
緑資源機構造林事

午前１１時５３分

休憩

午前１１時５３分

再開

○委員長（谷口二郎君）

休憩を閉じ、会議

経済課長、答弁。
○経済課長（鈴木

業費。

泉君）

予算査定時の単

価を使用しておりまして、１１月末というこ

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

休憩します。

を再開をいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

今、経済課長おっ

月のそれ査定というか、調査なんですか、単

全向上対策事業費。

４番

単価につきまし

５,６００リッターということで、今申しま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

泉君）

ては、１リッター当たり１２４円で設定して

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

経済課長、答弁。

ちょっとこれ、他の

とでとらえております。

火葬だとか車両センター、プール、町民セン

○委員長（谷口二郎君）

４番

井脇昌美

ターにも当てはまってるんですけど、先月あ

君。

たりからここに来て燃料費の価格の下落が続

○４番（井脇昌美君）

いてますけど、特にここの一般需用費という

査定したの１１月末だということですね。そ

中で２００万ほど冬期間の除雪用燃料費の増

したら今、今日現在どのぐらいのいわば単価

額ということで出てるんですけど、これ相当

されておりますか、それ調べてません。これ

以前に、相当以前というか、下落前の単価の

の１２４円で一律購入するんですか、各スタ

計上だと思うんですけど、これは一応対象は

ンドから公平に。そういうつもりでいるんで

軽油だと思うんですけど、この単価は幾らぐ

すか。

らいの単価で補正の方にこれ計上されてるん

○委員長（谷口二郎君）

ですかね、今との誤差はかなりあるんですか

○総務課長（大塚博正君）

ね、ちょっとその辺だけお聞きしたいんです

ます。

ですから私、今この

総務課長、答弁。
お答え申し上げ

燃料の関係につきましては、総務課の契約

よ。
これ各所、金額は他の火葬だとか車両関係

財産室の方で各スタンドと単価契約をしてお

も金額は少ない、たまたまこの金額２００万

りまして、それがすべてその単価に基づいて

超えてるもんですから、今の現況の単価とど

各課が使用するというような契約内容になっ

のように違いますか、ちょっとその辺だけお

ております。
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現在はたしか軽油、１０９円ぐらいまで落

事業費。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ち込んでいると思いますが、先ほど経済課長
申し上げましたように、この予算査定時での

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

単価を予算計上させていただいておりますの
で、現状の価格でいけば乖離はしているとい

○委員長（谷口二郎君）
９番

う現状でございます。
今後どういう価格の推移をしていくかとい

住宅管理費。
住宅建設費。

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

これ北団地公営住

うことは、ちょっと私も判断つきませんが、

宅新築工事費として１億９,０００万余りが

非常に最近値動きが激しいものですから、そ

補正で上がっているわけですけれども、あの

ういったことで御理解いただければと思いま

北団地については、ほとんどがオール電化、

す。

それでオール電化にしているために、オール

○委員長（谷口二郎君）

次に移ります。観

電化の器具を借りる料金として、ほかのとこ
ろよりも毎月５,０００円上乗せされてしま

光費。

うという、その家賃に。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

土木費に入りま

スを利用した家もつくってほしいというふう

す。土木総務費。

に団地に住んでいる方から言われたんですけ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

れども、そういうふうにすべてがオール電化

地籍調査費。

というわけではなく、一部にガスをつける家

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

もつくるというふうに、計画をちょっと変え

道路維持費。

てもらえるのかどうかをお尋ねしたいと思い

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

ます。

道路管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

土木車両管理費。
道路新設改良費。

○副町長（田中幸壽君）

今回補正をお願い

も、平成２１年度分を前倒しして今回お願い
そういう部分で北団地、今回の１２戸を補

河川総務費。

正で団地全部の戸数が建設をするということ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

をしてます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

○委員長（谷口二郎君）

をしている北団地の関係でありますけれど

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

だから、オール電化ばかりでなくガス、ガ

ヘリポート管理

で、最終年になるわけでありますけれども、
建物的には。この間、電気暖房を利用してい

費。

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

都市計画費に入り

個々人がリースで北電さんから借りるといっ

ます。都市計画総務費。

たことでお願いをしているところでありまし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

土地区画整理費。

いけば、コスト的には随分、例えばそのリー

公園管理費

ス料を払ったにしても、かなり割安に上がっ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

てるというのが実態だというふうに私ども認

下水道費。

識をしてます。そういった中で対油ではです

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

て、ただ、現状、従来は油でストーブだった
と思うんですけれども、そういった部分から

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

今言ったように、器具については、入居者

まちづくり交付金

ね。
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今、議員がおっしゃられてるのは、ガスに

○副町長（田中幸壽君）

先ほども申し上げ

できないかということでありまして、正直、

ましたように、北団地５２戸の新設団地であ

油か電気かということの比較は十分従来から

りますけれども、全体的な基本計画の中で

やっているところでありますけれども、ガス

オール電化を採用していると。

についてはやっていなかったわけで、今回の

その根拠としては、前段申し上げましたよ

部分については、この間つくられた団地との

うに、まず経費の問題、コストの問題で、

関連もございますので、さらに電気にする

やっぱり油価格に比べれば、電気の方が安定

と、電気で特例加算ということで交付金対象

的に供給されるという分と、価格についても

にもなっている部分があって、そういったこ

安定化していると、これは実際問題として、

とで今回のその事業について、ガス化に変え

現実的には油価格は高騰したわけですから、

るということはちょっと難しいんであります

そんな中で今矢野議員おっしゃられているの

けれども、難しいというか、できませんけれ

はガス化という部分なんですけれども、多分

ども、今後そういった部分では、ガスも含め

調理部門の部分についてのみガス化というこ

て一定程度比較をして、入居者の負担軽減に

とであれば、また、調理機器につきまして

つながるんであれば、そういったことも選択

は、私どもが電子調理器を使っているのは、

肢としては当然考えていきたいというふうに

安心・安全の関係もあって、下愛冠団地の建

思いますので、御理解を願いたいと思いま

てかえを前提にした団地ですから、入居者に

す。

ついてはかなり高齢者が多いということと、
それでは、ここで

それともう一つ、子どもセンター建設の絡み

昼食のため休憩に入ります。再開は１時とい

もあって、一部２階の部分については福祉住

たします。

宅ということでそういった目的住宅になって

○委員長（谷口二郎君）

０時００分

休憩

午後

１時００分

再開

当然、小学生までの子供がいる家族という

それでは、休憩を

限定をしておりますので、小さなお子様がい

○委員長（谷口二郎君）

る入居者が多いと、そういったことで調理機

閉じ、午後の審議に入ります。
９番

います。

午後

器についてもそういった電気エネルギーを

矢野利恵子君。
オール電化で道か

使った製品に変えているということであっ

ら交付金が来るということですけれども、こ

て、イニシャルコストがどうのこうのという

れは毎年来るものなのかなと思ったら、建設

のは、正直言って、それは当初から二重設備

するときに費用がかかるからということで建

にすれというんであれば、できたかというふ

設時だけに交付金が来るということなので、

うに思いますけれども、全体計画の中でオー

それだったら、そんな金のかかるオール電化

ル電化を採用し、北電とリース契約をして、

じゃなくて、もうちょっと低い値段になるで

入居に当たっては、入居者に十分説明をして

あろうガスの施設をするという形で、また、

御理解をいただいて、入居選定を行っている

一たん道からは、この形でこの多い費用でと

ところでありますので、この団地については

いうことで許可されたかもしれないけれど

今までの計画どおり実施をさせていただきた

も、ちょっと補正このようにかけて、道に前

いということで、御理解を願いたいと思いま

よりも低い値段でできますということで出す

す。

ことがやぶさかではないのではないかと考え

○委員長（谷口二郎君）

ますけれども、そういうことについては考え

君。

ないのかどうかをお尋ねします。

○９番（矢野利恵子君）

○委員長（谷口二郎君）

と言うんだから、それはそれで行くしかない

○９番（矢野利恵子君）

副町長、答弁。
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９番

矢野利恵子

どうしてもだめだ

かなと、もう設計図もでき上がっていること

○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

だから、私ももっと前にこういう住民の方の
意見を聞いていたら、この設計図が上がる前

○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）

いうのは一つに頼ることなく、これだったら

○委員長（谷口二郎君）

電気ばっかりだったら、電気ってよく停電が

興基金費。
○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）

で、本当に今後に向けてエネルギーの分散と

○委員長（谷口二郎君）

いうことを考えた公営住宅づくりということ

費。
○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）
１３番

（「なし」と呼ぶ者あり）

当初、時間外勤務の当初予算は６,３００

教育費に入りま

万円だったと思いますけれども、あと３ヵ月

す。事務局費。

しか残さぬ今になって、１,１００万円もの

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

時間外勤務費につ

いて、手当についてお伺いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

職員給与費。

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

災害対策費。

学校給食費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、次に進

みます。消防施設費。
○委員長（谷口二郎君）

温水プール運営

費。

連ありませんか。
○委員長（谷口二郎君）

総合体育館運営

（「なし」と呼ぶ者あり）

をやっていってもらいたいということで、こ
住宅の関係では関

保健体育総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

までオール電化の家をふやすことはないの

○委員長（谷口二郎君）

生涯学習館費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

るので、そのことを考えて、オール電化もそ

れで質問を終わります。

博物館運営費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

エネルギーというのは、やはり分散化して

ういった場所も必要かもしれないけど、ここ

文化・スポーツ振

（「なし」と呼ぶ者あり）

ありますよね、停電起こったときどうするん

いかなければ生活には本当に不便なものがあ

公民館費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

しれないけれども、とりあえずエネルギーと

だ。

生涯学習費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

にその要求を持っていけたんですけれども、
ちょっと遅かったかなという嫌いはあるかも

学校教育費。

スクールバス管理

破格の金額が補正となって組まれております
が、当初の計画に対してどうしてこんなに多

費。

額の補正を組まなきゃならなかったのか、大

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

変疑問に思います。

学校管理費。

ことしは１００周年の記念事業とか、いろ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

いろあったことも事実ですし、それらを考慮

学校教育費。

してこうなったんだということも想像はでき

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

ますけれども、やはりこの金額からして、普

学校建設費。

通５０万とか１００万とか２００万という補

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

中学校費に入りま

す。学校管理費。
（「なし」と呼ぶ者あり）

正ならともかく、１,１００万円もの金額が
余りにも高額なので、計画に対して、当初予
算に対して、余りにもずさんな執行であった
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と言われても仕方がないのではないかと思う

は課長以上でないかなと思うんですが、これ

わけです。

を室長でなく課長職にゆだねた方が、より管

そこで伺いますが、このチェック体制です

理体制がきちっとなるのではないかと思うの

ね、管理体制、管理体制はどのように、決済

ですが、いかがでしょうか。

をどこでどういうふうに受けて、どういうふ

○委員長（谷口二郎君）

うになっているのか伺います、まず１点目。

○総務課長（大塚博正君）

○委員長（谷口二郎君）

ます。

総務課長、答弁。

○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

総務課長、答弁。
お答え申し上げ

これは決して課長がチェックをしないとい
うことではございませんけれども、それぞれ

ます。
時間外のチェック体制についての御質問で

の室の担当の者の仕事というのは室長に、今

ございますが、現在、時間外につきましては

まで機構改革以来かなりの権限を室長に持た

各室長に、時間外命令、それと実績の権限を

せるという中で、担当に一番身近な仕事をし

室長に日常業務の中にあって持たせておりま

ていて、上司として管理ができるのが室長で

して、それぞれ月々それでの集計に基づきま

あると。

す実績状況等は、課長等も総体で知り得ると

従来の課の体制の人数でいけば、むしろ室

いうことで、行政事務推進会議等で毎月のそ

単位が、一つの昔でいえば課であったような

れぞれ課ごとの実績数値等を確認しながら、

人数体制にもなっているところもございます

時間外については確認をしていくというよう

ので、そういった意味におきましては、室長

な状況になってございます。

が十分にまずは細かなことは日々仕事の中で

○委員長（谷口二郎君）

１３番

高道洋子

掌握をしていただきたいということでお願い
をし、大きな総括的なことでの流れの中で

君。
今、室長が決算権

は、課長等も室長と報告受けながらまた検討

者だという御答弁がありましたけれども、や

を加え、室の中での横断的な仕事、それから

はりこれは室長というのは一つ一つの小グ

さらに室同士の協力だとか課の中での協力だ

ループの長であり、時間外手当を申請する、

とか、そういったことについては、室長から

伺いを立てる一般職員から比べれば、一番席

課長等に相談をしながら進めるというのが仕

も近いところにもあり年齢的にも一番近い、

事の進めということで機構改革以降進んでき

そして職務的にも一番近いということで、室

ておりますので、高道議員仰せの、課長が全

長さんの支出がどうのと言ってるわけではな

部、事細かに仕事を掌握して指示を出せとい

く、心理的に多分これはすごく一般職員から

う御指摘でございますけれども、今の事務決

見ると時間外手当を伺いやすいいい立場にあ

済規程上もかなり室長に権限移譲してござい

り、また室長にしてみると、それをチェック

ますので、室長専決事項もふえてございま

したり管理したり、これはだめだよ、これは

す。

○１３番（高道洋子君）

いいよということをなかなか言いづらい立場

そういった中で室長の管理責任というのも

にある微妙な立場の人では、まあ個人差はあ

非常に重くなっておりますけれども、現状の

るでしょうけれども、そういうふうに思うん

機構の中では、そういったことで室長に権限

ですけれども、ですからこれはやっぱりき

を持たせているということでございますの

ちっと、伺いが上がってきたらばきちっと、

で、御理解をいただきたいと思います。

これは何のために時間外が必要なのかきちっ

○委員長（谷口二郎君）

とそれは精査できて、しかもチェックができ

君。

て、それをきちっと、今、時間外は必要でな

○１３番（高道洋子君）

いということをきちっと断れる職務にあるの

ます。ただ、自分も４０年間道職員として
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１３番

高道洋子

それもよくわかり

やってきたその手当をいただく、時間外手当

○１３番（高道洋子君）

初めて聞きまし

をいただく立場と、また管理をする立場を両

て、１８０万というと月、６ヵ月で１８０万

方やってきて思うことは、やはりきちっとし

ですから３０万ですよね。何時間働いたの

た当初予算に対して、その予算内で時間外を

か、人によって違うと思いますけれども、何

きちっと執行できるということが大前提であ

か昔は、こんな昔の話しして申しわけないん

るわけです。

ですけれども、給料のほかに時間外がこの倍

ましてや、今だったら道も支庁も、多分３

ぐらいも当たって、１年間でいくと、この調

０％や４０％は予算がつかない、実際に伺い

子でいくと、６ヵ月で１８０万ですから、こ

を立てても、１００時間伺いを立てたら３

れから先年度末にかけてもっと上がるとなる

０、４０％は予算がつかなくて、６割、７割

と、もう３〜４００万ぐらいいくのではと予

しか実際は支給されないのではないか、そう

想されるんです、この方ね。
そうすると、大分前ですよ、退職した人が

いう現状だと思います、どこも。
そういう中できちっとしたチェック体制で

申すのには、給料は奥さんに上げて、あと自

すね、機能、これが室長は余りにも近くて、

分の身の回りのゴルフの交際費にしても下着

そして仕事でも仲よくお互いに協力し合って

のはてまで全部、時間外で賄うことができた

仕事を進めていかなきゃならない立場に一番

と、そして交際費全部、そして町民の方のう

最前線にいるもんですから、それは状況を

わさでは、家まで建つんだということを、時

知っているがゆえに、なかなかそれをチェッ

間外で建てたんだという話を、大分前です

クできないのではないかなという思いがあっ

よ、それは、聞いたことがあります。
まさかと思っていましたけれども、今のこ

て質問したわけです。
そこであれですね、個人の、お答えできる

の方のあれでいくと、今１８０万ですから、

範囲でいいんですけれども、今までことし今

１年間でいくと家の一部はできるなという、

年度１０月か１１月現在で、お名前は言えな

相当な金額だなということがうかがえます。

いと思いますけれども、一番最高額という

どういう仕事ぶりをしたかはわかりませんけ

か、手当をいただいている中で、どのぐらい

ども、そこで伺いますが、大概あれですね、

の金額が時間外手当として当たっているので

予算伺いにその仕事をしたいという職員から

しょうか。

の伺いに対して、何割ぐらいが支給ができな

○委員長（谷口二郎君）
○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。

いそういう割合になっているんでしょうか。

時間外につきま

１００％支給ということですか、伺いがあっ

しては、職員の給料等を基礎としてございま

たやつは全部支給ということでしょうか。

すので、職員個々の給料額によりまして１時

○委員長（谷口二郎君）

間当たりの価格が違いますが、今、高道議員

○総務課長（大塚博正君）

仰せの支給額として一番高いというところで

業を達成するためにどの程度の時間を要する

は、４月から９月までの補正予算組むまでの

かという伺いでございまして、それに対して

資料としてつくり上げたものでございまし

自分の実績時間数は何時間であったかという

て、まだ１０月、１１月実績、ちょっと拾い

ことで二重決済、二本立ての決済になってい

切れてございませんけれども、４月から９月

るわけですけれども、今、私が申し上げまし

の上期６ヵ月分、半年分ということで最高支

た１８０万というのは、時間外をした実数に

給額としては１８１万６,０００円となって

基づく支給額でございます。実働でいきます

ございます。

ので、１００％、時間外は給付するという形

○委員長（谷口二郎君）
君。

１３番

高道洋子

総務課長、答弁。
伺いは、その事

になってございます。申請額ではございませ
んので。
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○委員長（谷口二郎君）

１３番

高道洋子

諮りお認めをいただいた額でございまして、
これを先ほども申し上げましたように各課そ

君。
私聞いたのは、そ

れぞれ実績に基づき積み上がってきたもの

の１８０万のこの人でなくて、全体的な予算

を、毎月、推進会議等で実績としてこの程度

の中で、今回は足りないということですから

ありましたと、ふえ続けるような状況であれ

１００％支給、余るほど、足りないぐらいで

ば、一層削減というようなことでの検討はそ

すからね、１,１００万円の補正になったわ

れぞれ課の方にもお願いをして、極力、予算

けですから、支給できなかった部分なんてい

でとどまるようなあり方について、毎月、確

うのはもちろんないと思いますが、大概、道

認行為をさせていただいているところでござ

にしても支庁にしても、やっぱり当初予算に

いますけれども、今回この補正に至ったとい

対してぴったり使うか、もしくはそのうちの

うことは、執行のその見込みの甘さというこ

当初予算というよりも希望、伺いですね、伺

とも当初御指摘いただいたこと、これも重く

い金額に対して、伺った金額に対して１００

受けとめなきゃいけないことでございまし

％支給ということは、大概どこの職場もない

て、当初から１００年事業というのはわかっ

と思います。

ていただろうと言われれば、それまででござ

○１３番（高道洋子君）

そこで、予算の配分はどういうふうになっ

いますけれども、これにつきましても、どの

ているのか、例えば本年６,３００万円の当

程度時間外をすれば１００年事業が実行でき

初予算に対して、それは総務課長は一括管理

るかということもなかなか読み切れないとい

しているのか、この６,３００万円を。また

うことで、当初見ました６,３００万円の当

は各室ごとに、課ごとに前年度の実績を見て

初予算で走りながら、節減しながらという思

経済課は何ぼ、総務課は何ぼとか福祉課は何

いもありましたけれども、いろいろと１００

ぼというふうな割り当てがあって、そして執

年事業、それから新たに補正で認めていただ

行されているのかどうか、伺います。

きましたファイリング事業のスタートですと

○委員長（谷口二郎君）

総務課長、答弁。

か、それから戸籍の電算化業務だとかという

お答え申し上げ

大きな事業、年度内完成で進めるというよう

○総務課長（大塚博正君）

なこともいろいろ出てきた事業絡みがあった

ます。
職員費につきましては、今、予算書で御協

りして、そういったものが当初の平常ベース

議いただいてますように、職員給与費、ここ

で見ていたところよりもかなり上回る実態に

の款で一括管理をしているものでありまし

なってしまったということでの補正のお願い

て、ここの職員費につきましては、私ども総

でございますので、御理解いただきたいと思

務課の方で一括管理をし支出をする。

います。

国庫補助事業等につきまして事業費支弁と

○委員長（谷口二郎君）

１３番

高道洋子

いう、国庫補助金等で人件費も見ていいよう

君。

な事業につきましては、それぞれ各課に事業

○１３番（高道洋子君）

ごとに張りつきというようなことをしてござ

０年記念事業は、もう１０年も何十年も前か

いますけれども、それ以外につきましては、

らきちっと予想されていた行事ですし、それ

すべて職員費で一括管理をしているというこ

は１００年に１回しかないから、どのぐらい

とでございます。

時間外があるかは、それは想定できなかった

そうですね、１０

御質問の時間外の管理のあり方につきまし

かもしれませんが、しかし、先ほど伺った各

てでございますけれども、６,３００万円当

課に何ぼずつというその振り分けですね、時

初予算に計上いたしましたのは、前年実績を

間外の。

勘案しながらということで当初予算、議会に

それも一つの課長の責任の名において、我
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が課は年間１,５００万なら１,５００万の時

ましたら、何かいつも役場に電気がついてい

間外を何としてもこの予算内で守り切るとい

て、１０時半、１１時でもついてる日もある

うか、予算オーバーしないように頑張ろうと

と、よく町民の人もそこのここを通るんだな

いう課長を中心に団結して、そして横の連携

というふうに思うんですけれども、やっぱり

とりながらそれを抑えていくという、総務課

みんな通るたんびに役場を見るみたいなんで

長のところに一括ということになると、いよ

すよ。そしたらもう明々と、一部であったり

いよやった者勝ちというか、先に時間外した

全体であったり、もう９時、１０時なんて結

者勝ちというか、そういうふうなイメージに

構ついてると皆さんおっしゃるもんだから、

私はは映るんですけれども、しかもチェック

私もあそこちょうど帰り道なもんですから通

体制が余りできない中で１００％支給という

るたんびに見るんですけれども、平均して時

話を聞きますと、そういうふうに映るんです

間外をしてるんだなという、何をしてるんで

が、総務課長が管轄している課長としてどう

すか、どういう仕事してるんですかと町民の

いうチェックを、また機能を果たしているの

人も素朴に聞きまして、なかなか答えづら

か、伺います。総務課長に。

い、どういう仕事かいということで、なかな

○委員長（谷口二郎君）

か町民に聞かれた人に答えづらい三つのうち

○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。
お答え申し上げ

の一つなんです。一つぐらいですね。
いつもあいまいというか、何の仕事してる

ます。
私どものチェックということで先ほど来か

かは、実際そこへ入っていったわけでない、

ら申し上げておりますけれども、毎月の時間

一回本当にこっそりと言ったら失礼ですけ

外の状況実績、これを各課に公表しながら確

ど、一回行って、何の仕事してるのかなって

認をしていくということでのチェック、

そうやって聞かれるもんですから、結構町民

チェックといいますか、そういった確認行

の人に。だから伺いたいなと思うそういう気

為。

持ちにも日々あります。

それから、私どもの責任として総務課長と

先ほど今言った何とか会議、課長以上の会

して、じゃあ各課にどれだけ細かく事業の中

議ですね、行政推進会議、そこで総務課長か

身について実態チェックしてるのかと言われ

ら、今現在こうなって、あと残高これしかな

ますと、私の職務怠慢とおっしゃられるかも

いというふうにしてチェック・管理してるん

しれませんが、実際のところ、そこのところ

でしょうけれども、やっぱりさっき最初言っ

はなし得ていないのが現状でございます。

た課長がそういう決済権者でないがゆえに、

配当予算的なことはしておりませんけれど

そこに集まった課長たちも、多分それは室長

も、前年実績等勘案しながらの予算計上して

の権限だから責任ないとは言いませんけど何

ございますので、大きな事業等変動のない場

となく、そしてしかも配分されてないですか

合の平常年においての時間外の総枠的なこ

ら、いっぱい時間外を支給、手当を働いたら

と、これはそんなに大きく変動しないように

支給したいという思いは部下にはあるでしょ

今後とも留意しながら、私としてもしっかり

うから、しかし、その責任というのか、これ

またチェックをしながら各課に指示をしてい

だけ守らんきゃいかんとか、この範囲でやら

きたいなと思っておりますので、御理解願い

なきゃいかんというそういう選択が全くなく

たいと思います。

て、そうですかということで各課へ戻ってい

○委員長（谷口二郎君）

１３番

高道洋子

くのではないかなと、しかも権限ないですか
ら、そういうふうに想像されるんですけれど

君。
私、いつもいろん

も、やはりきちっと予算があってそれを予算

な町民の方とお会いしていろんな意見を聞き

内で執行するためには、そういうきちっとし

○１３番（高道洋子君）
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た計画的に、しかも課ごとに、室ごとにき

て、この制度で休暇を取った者につきまして

ちっとした責任があって配分があって、そし

は、これも４月から９月の上期でございます

てそれをきちっと守って、そして年度末を迎

けれども６８０時間で、１日８時間で割り返

えるという、それはオーバーしたらオーパー

しますと８５日程度の振替を取っているとい

したその理由書ですね、支庁あたりはそうら

う実態にございます。

しいですけど、オーバーしたら理由書を添え

以上でございます。

て、なぜ必要なのかといって提出するそうで

○委員長（谷口二郎君）

すけども、そういう厳とした体制が必要でな

君。

いかなと思います。

○１３番（高道洋子君）

１３番

高道洋子

支庁でも道でも出

それからもう一つ、振替休日のことなんで

先機関でもほかの職場は、振替休日をもう全

すけれども、土曜、日曜は多分イベントと

くの基本に置いてそれが原則、もう時間外と

か、こういう１００年記念行事もそうだった

いえば振替休日という、しかも８週間とい

と思うんですけど、土曜、日曜関係なく実施

う、前後８週間という２ヵ月間ですよね、そ

されましたもんですから、そのときの振替休

れだけの猶予があるわけですから、私がいた

日の割合というか、それはきちっと振替休

ときは、今週休むと前後１週間しかありませ

日、しかも何週間でそれを取るようになって

んでした、だからなかなかその１週間以内で

いるのか、伺います。

休み取るということは厳しかったんですけれ
暫時休憩します。

ども、今は８週間ですから、それを何ぼでも

午後

１時３１分

休憩

取ろうと思えば可能なわけです。

午後

１時４４分

再開

ですから、ただ当時からありましたよう

休憩を閉じ、会議

に、今もそうかもしれませんけど、土曜、日

○委員長（谷口二郎君）

○委員長（谷口二郎君）
を再開いたします。

曜の単価というのは、１時間当たり、だれび

総務課長、答弁。

とも高いもんですから、なかなか普通の振替

○総務課長（大塚博正君）

大変時間をおと

りいただきまして、まことに申しわけござい

よりも、そういうふうな気持ちになる傾向に
あることは事実なんです。
だけど、そこをチェックする人がきちっと

ません。
振替につきましての御質問でございますけ

いて、いかなる理由があろうとも振替休日が

れども、原則、健康上、いろんな労働管理上

基本という原則というふうにルールを決めれ

から、土曜、日曜等の休日等の勤務に当たっ

ば、そんな違うことをする人はいないのでは

ては、同一週内で極力休暇を取ってもらうよ

ないかと思うわけです。

うな計画を立ててもらって、それを実行して

そして、さっきから課長職に私こだわって

もらうというような形にしておりますが、こ

るんですけれども、やっぱりこういう議会の

の同一週内の振替を取った場合につきまして

席にいて、議員とのやりとりを絶えず緊張の

は、時間外等手当が発生しませんので、

中で、お互い課長たちは、いかに財政が厳し

ちょっと今、それが何日あったかということ

いかということをよくよく熟知をしている課

は掌握し切れない部門というのがございます

長たちが、やっぱりそういうチェックマンで

ので、御容赦願いたいと思いますが、時間外

いなければ、室長がどうのって能力を言って

の発生する振替といたしまして、時間外が必

るわけでなく、町の財政を一番厳しさをよく

要なその日の前４週間前から、それからまた

肌身で感じているそういう人にチェック体制

時間外をした日の８週間後ということの間に

をしてもらった方が、課としてもまとまりが

おいて振り返ることができる、休みを取るこ

つくし、課を中心にチームワークがとれるの

とができるというふうになってございまし

ではないかということと思うのですが、課長
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に移したらどうかというふうに思うのです

に私自身も、先ほど１８０万なんていうお話

が、いかがでしょうか。

も答弁もさせていただいてますけれども、こ

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

れは逆な言い方をすれば、職員の健康管理と

○町長（安久津勝彦君）

私の方からお答え

いう部分の私の責務もあるわけでありますけ
れども、ここのところは本当申しわけないな

をさせていただきます。
まず、今の決済権限といいますか、その権

という思いもありながら、何とかこなしてい

限を課長に移したらどうかということでござ

ただいているというような実態でございま

いますけれども、これは１７年度に大きな機

す。

構改革をして大課制をとったということも

そこで、ちょっと話、横にそれましたけれ

あって、これは先ほど来から総務課長が答弁

ども、ともかく議員仰せの趣旨は十分私ども

しているとおり、その中で室長、これも管理

も理解してますし、毎月の行政事務推進会議

職でございますから、そこでの役割分担とい

で、私が就任してからは各課の時間外の実

うことで、これは内規的なものでありますけ

績、対前年比ということをやって、少し時間

れども、時間外等の決済、命令含めてこれは

外ふえてるぞというようなことも含めて、こ

室長権限ということで、そういう整理をさせ

れはまた職場長が各課に戻って、室長にまた

ていただいたということでございます。

そこら辺のこともお伝えをしていただきなが

なお、議員が御心配いただいておます課長

ら、さらに時間外の縮減に努めようというこ

のいわゆる管理監督という分でいきますと、

とを毎月毎月やっているということでござい

これも先ほど来からお答えしているとおり、

ます。この点については引き続きそういった

私が首長に就任して以来、人も減らすけれど

ことでやっていく。ですから決済権限を今の

も時間外も減らしてくれということ、そして

ところ課長に移すという考え方はございませ

これは議員も仰せのとおり、振替という制度

ん。これはぜひ御理解いただきたいなという

もあるんだから、これをぜひとも徹底して

ふうに思っております。

やってくれというようなことでやっていただ

それともう一つ、この間の質疑の中で

いた結果が、きのうの一般質問の一部でもお

ちょっと私も気になるところありますから、

答えしたとおり、時間外手当もピーク時から

これはちょっと論点整理の意味も含めて、

比べると、平成１６年度は半額ぐらいまで落

ちょっとお話をさせていただきますと、これ

ちたと。

は時間外勤務を命令した以上は、これは実績

しかし、これまた一つ言いわけに聞こえる

で全額払わなきゃいけないということですか

かもしれませんけれども、御案内のとおり職

ら、これは法的にも、仮にそれを払わないと

員もどんどんどんどん減らしてきてるという

いうことであれば、これは法的にも問題あり

こともあるわけでありますから、これは１人

ますから、これは仮に、働いたのに、時間外

職員を抱えるということであれば、いわゆる

勤務命令受けたのに、それが実績支給されな

共済費も含めて、これは時間外手当、割り増

いなんていうことを仮に訴えられたとした

しで支払いますけれども、これもまたちょっ

ら、これは１００％負けますからね、これは

と適当な発言かどうか、ちょっと自分自身も

そんなことにはならないということで、これ

疑問に思うところでありますけれども、やは

はまさしく議員がまた後段で言っているこれ

り１人職員として抱えることの生涯の人件費

は時間外の予算的なこともありますから、こ

を考えたときには、これはどうしても仕事と

の管理をどうするかということにかかわって

いうのは時期によって波もありますし、ま

くるんだというふうに思いますんでね、それ

た、今年度はいろんな大きなイベントもあっ

は引き続きまたしっかりやっていきたいとい

たということでございますから、これは本当

うふうに思ってますので、ぜひこの点は御理
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解いただきたいな。少なくても私の口から

がオーバーしてるようにもちょっとうわさ

サービス残業すれということにはならないと

で、うわさというか、そういうふうにも聞こ

いうことで、ぜひ御理解いただきたいという

えます。それに対する不信感やら、あの人が

ふうに思います。

あれだけもらうんならということでまた張り
切る人も出てくるかもしれないし、そういう

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

１３番

高道洋子

康管理上からもそのチェック体制をしっかり

君。
○１３番（高道洋子君）

空気があることも事実ですから、きちっと健

町長の言ってる趣

とお願いしたいと。

旨はよくわかります。だけど、すべて何でも

そして、１億何千万という時代もあったわ

予算があって執行があってというわけですか

けですから、そして今５,０００万まで減ら

ら、いかにこの予算を守るかというチェック

して、またひたひたと１億何千万の時間外に

体制かい、それがきちっとしてない限り、何

向かいつつあるようにも心配しております。

回も室長は大変だと、お互い仕事も協力して

ですからこのチェック体制ですね、きちっと

もらわなかったらその仕事が執行できない

もう一回検討していただきたいと思います。

し、その人が時間外しなかったら自分がしな

以上です。

きゃならんという立場にもある微妙な立場に

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

室長は絶えずいるわけですから、なかなかそ

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

れを精査するとかチェックするとか、それを

す。

管理機能を発揮するということは、なかなか

今回１,１００万円という大変大きな補正

室長は難しいんではないかなということを何

をお願いをしておるわけでございます。今現

度も何度も言ってるわけです。

在、ほぼ底をつきそうで、これから先のこと

そこで、終わりにしますけれども、町民

を考えたら足りなくなるという想定のもと、

は、どんなイベントでもどんな行事にも本当

１,１００万円という多額の補正をお願いを

にボランティアでみんな参加し、そして仕事

してるということでございます。

を終わった後に充実感と、なし得た喜びにみ

これ以降、これはもう従来どおり、もっと
言えば従来に増して、ここら辺の議員仰せの

んな浸っております。
決して町民は時間外手当も当たらなきゃ、

とおりこの時間外の勤務の管理といいます

みんな本当の自分の厚意と熱意と、そういう

か、命令関係についても、さらにもう一度行

使命感でいろんなイベントに参加し、１００

政事務推進会議、あるいは課長はまたそれを

年事業もそういうことて裏づけがあって大成

職場に持ち帰って、室長会議等々で徹底をし

功したのではないかと思うわけです。

ていただいて、極力この先も時間外勤務につ

そういう中で１００％支給にもまたこだわ

いては減らしていくよう、最大限の努力をし

るわけなんですけれども、そこら辺のしかも

てまいりたいなというふうに思っておりま

１,０００万もオーバーしてのそういうこと

す。

に対しまして、町民に何と説明し申し開きを

また、きのうもお答えしたボランティアに
よるという部分も出ましたけれども、これは

するのかなという思いでいっぱいです。
これが当たり前なんだというふうにはゆめ

それぞれの方々が町民の方々、これは町職員

ゆめ思わないでほしいし、先ほど町長言った

もそうでありますけれども、いろんな職場を

ように、定員も５人入れて１人減らすという

離れたら、いろんなところで所属をしている

相当数の人件費削減をやっておりますから

方もたくさんいらっしゃって、これはいろん

ね、それもよくわかるんです。

な場面で、これは業務ではなくて、まさしく

ただ、それと１人の人に何か集中して金額

ボランティアて参加をしているという例も
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多々ありますから、ただ、きのうもお答えし

傍聴された方がボランティアでお手伝いした

たとおり、今回の１００年記念事業に限って

んですね。

は、それぞれ団体が集まって実行委員会をつ

この議会の議論を聞いていて、我々はあの

くって、そして行政がある意味主導をして

日１日いたけどね、お茶いっぱいしかなん

やってきたということでございますから、こ

だ、弁当は出るわけでないし、そのボラン

れをボランティアだけでなし得たのかという

ティアの意義というのはね、それは本人の意

と、私は、できたのかなという部分でいけ

思によって一定の、先ほど町長が答弁された

ば、極めて疑問に思うところでありますか

ように、一定のそれぞれの団体の中で自発的

ら、この辺についてはぜひ御理解をいただき

にやってらっしゃることはよく承知するんで

たいなと。

すけども、改めてこういう議会の中でね、

決してボランティアを否定するものも何物

やっぱり納税者の立場から考えたときに、私

もございませんし、昨日もお答えしたとお

はずっと従来から思ってたんですけど、一番

り、来年も例えばふるさと花祭りが実行委員

難しいのは、町職員の方がやっぱり有料でそ

会でやられるんだとすれば、これはまた職員

れに、有料でということは、時間であった

に対してもボランティアを積極的に呼びかけ

り、要するにそういう形で一定の労働の対価

をして、参加をしてくれという働きかけもし

があるのに、同じこういう形にしてもないと

ていきたいというふうに思ってますので、ぜ

いうことの疑問が出てみたり、それからもう

ひ御理解をいただきたいというふうに思いま

１点は、例えば自治会運営あたりでも、なか

す。

なか町の職員、役員やりたがらないというこ
とで、時の町長がね、今は違いますよ、今は

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）
８番

違います、積極的に今なって会長やってらっ

ほか。

しゃる方もいるし、だから当時の町長は、そ

高橋幸雄君。
ただいまの審議され

れも協働のまちづくりというそういう概念論

ております時間外手当の関係についてね、

ではなくて、ともにやるということで、やっ

ずっと質疑を聞いておりましてちょっと感じ

ぱり積極的に役員でお手伝い願えれば、一つ

たことを御所見いただきたいと思うんです

のまちづくりになるという御答弁をした記憶

ね。

があるんですよね。

○８番（高橋幸雄君）

まず、後段の一番最後の答弁の中で、昨日

私、そういうことを思い出すときに、今回

も傍聴された方が、町民センターで絵画展が

のこの時間外論議の中でね、今、ボランティ

あったんですね、絵画展。あのとき、ほとん

アの方と、それから町の職員と一定の事業を

ど私も、道立美術館とか公立美術館へ行って

進める上に立っての進め方ですよね、難しい

見れないから、たしか私が行ったのは日曜日

なと、どのようにやっぱり理解されてるのか

の日だったんですけどね、最終日、解説の方

な。

が帯広美術館かなんかからお見えになって

町長の答弁どおりいけば、いやいや、それ

て、最初、何の説明してるのかなと思って、

は団体でちゃんとやって云々だからという話

団体が入ってるのかなと思ったりしたんです

になって、一方的に言ってしまえばそれまで

ね。

の話ですけどね、過去方は別として、これか

聞いてみましたら、いや、そうじゃなく

ら等についてもね、例えばそれじゃあ今の言

て、帯広美術館から学芸員の方が見えて絵の

う事業体はいいけど、自治会の会長やって葬

解説をしてくれたんですね。それがわかれ

儀やって葬儀委員長やったと、それで時間外

ば、私もそこへのこのこついていって見るこ

手当なんてね、要するに公務時間はいいけど

とはできたんですけど、その絵画展に、昨日

時間外で、お通やなんかはほとんど、そんな
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ことにはならん、やっぱりそのときもそれ

そういうこともありますね。もう一方で、身

じゃあ有給になるのか、有給になるのか、そ

近だからわかるということもありましょう

うではないのかという話もね、特別休暇なり

し、両刃の剣的な要素あるんですよ、その辺

もろもろの話、議論あったこともあるんで

は。
だけど、ただ一つ言えることは、ここに今

す。
そういうことも踏まえて、今回の時間外論

手元にそれぞれ前年度から対比、９月分、１

議は単に、単に論議に終わらず、先に向けて

０月分の資料を全部前年の対比ありますけど

町民との一緒の事業体のあり方、この辺は

ね、ありますけど、私、その辺のあり方等

やっぱり考察すべきだなと、どう取り組むべ

も、先ほどの数字聞いて僕、愕然としたんで

きかということを痛切に感じられるんですよ

す。まさか１人の方が１８１万なんていうこ

ね。それはやっぱり町長、今後課題だと思い

とは想定しておらんかったんですよ。
これはむしろ時間外手当の支出の負担より

ますよ。
私に言わせれば、日曜日行ったと、それ

も、当該職員の健康の方が心配ですよ。割り

じゃあ次長や教育長がいたのかったら、僕、

返していったらどういう数字になるんですか

部屋は行きませんけど、若い職員の方がね、

と、私の手元で逆算計算、平均パーで２,４

名前はちょっとわからんけど顔の知ってる方

９４でこれ２５％割り増して一定の資料で計

が２名、女性の方がボランティアの方だなと

算、１０月分まであるんですけどね、その方

思ってましたけど、よくわかりませんけど

が６ヵ月１８１万というから、２,４００円

さ。

や５００円でなくて３,０００円近いのかな

さりとて、そういうやっぱり日曜とか土曜

と、割り返ししてみると。

日がすべて管理職が当たらんきゃならんとい

それにしてもやっぱり時間外、相当健康を

うものでもないし、お互いにね、そしたら時

害して、そんなことで決済してる責任者の顔

間外手当当たらんから支出がないじゃない

を見たいんですよ、また私に言わせれば。理

かって、そんな議論だって正当議論とは言え

解できないですよ、正直言って。これはやっ

ませんでしょう。

ぱり何者にもかえがたい職員っているんです

そしたら時間外手当という面では、そうい
う意味では公金の支出ではそういうことが言

よ、専門的な処理しないと。その意味もわか
るんですよ。

えるでしょうけども、私はやっぱりその辺非

かつて私もずっと御案内のとおり三十数年

常に難しい、今後やっぱりきちっとしていた

議会へ参画して、この論議は決算委員会も含

だきたいと思いますね。内部的にも外部的に

めて十二分にやってるんですよね。そのとき

も。

に結果的に決算委員会は９８条を付与される

それともう一方ね、今回の時間外手当に当

関係で、職員の数の少ないときでも、固有名

たってそれじゃあ管理職、今、決済権限の中

詞が出ると何ら変わらない状態になること多

で１３番議員が発言あった決済規程のあり

いんですよ。

方、本当に実態を知ってるのかと、権限を逆

今この時点でいけば、もう亡くなった方、

に移譲したものをもとに戻さないと、厳しい

退職した方もいらっしゃいますし、現職の方

財政状況、議会との中で一定の意思疎通、意

は私全く承知しておりません。監査委員は覚

見をありながら、この公の場でやるだけのこ

えてますね、監査委員は。だからむしろやっ

とはでき得ないだろうと。

ぱり健康管理が心配ですね。

もう一つは、やっぱり近い関係の中で、時

もう一つはね、そのときの議論があったの

間外を室長したいんですけどと言っても、時

こういう議論ある、こういうことが判明した

期変更権等も含めて断れないんでないかと、

んですよ。時間外手当は、その職分につくん
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じゃなくて人についていくということも判明

今 恐 ら く １ ０ 月 い っ ぱ い で ３ ,９ ０ ０ 万

したんですよ。そのことを根拠として何が根

余、要するに約４,０００万執行済みなんで

拠ったら、人事やって動いたんですよ、当然

すね。今１２月２１日に支給される１１月

決算委員会のとこで注目して精査したんです

分、これが６００万強というふうにお聞きし

よ。ほとんどないんですよね、定数も同じな

たんですけどね、その辺ちょっと確認、総務

んですよ。何をいみじくもそのことは如実に

課長にお聞きしたいんですけど、そうすると

あらわすかということが答えが出たようなこ

既定予算が６,３００万から、仮に６００万

ともあるんですよね。

と想定したら４,６００万ですね、残り１,７

だから、これは本人の名誉のためですか

００万が残り４ヵ月分なんですよ。

ら、余りそういうことを申し上げたくないん

通常の場合でしたら、通常の場合の議会の

ですけども、やっぱり我々か住民の皆さん方

議決の権能からいって、予算修正案なんです

にお聞きをされたときに、例えば先ほどの１

よ。予算修正案というのは、今回の１,１４

３番議員の中に、いやいや、住宅ローンは全

０万は認めませんと、客観的に精査していっ

部払えたという話ですよ。得た労働の対価を

て、現計予算の減額あるわけですから現計予

何に使おうと何しようと、カラスの勝手、自

算、ただ僕、幸いに、予算を超過してね、１

由なんですけれども、内部職員の中から、一

１月の支払いがなくして、議会の議決書持っ

定のそういう職にない方は、時間外して一生

ていってそれで予算して２１日の時間外手当

懸命勤勉に務めたくてもできないという状況

を支給すると、こういう状況には全くないん

がありますよね、職務上からいって。特に室

で安堵したんですよ。
通常１,１４０万という補正予算、時間外

長なんかもそうですよね。
だから私はね、そういうことをやっぱり相

手当で私経験ないもんですから、補正予算見

関的に、単なるやってる人が悪いと言わんば

てびっくりしたんですよ。いやいや、いかが

かりなね、自分だけが、その所得を得てると

なもんだろうと。

いうそういうニュアンスのことを得たんで

僕も監査委員経験あるもんですから、

は、今後のやっぱり勤労意欲に問題もありま

ちょっとしたら１２月の２１日に支給する時

すし、当該職員に対して。

間外手当を食い込んでるんでないかと、１０

それともう一つは、やっぱりあれですよ

０年事業もありましたからね、だからそれは

ね、健康の問題、だからそういう意味では、

きちっと精査したら、そういうことはなく

仕事をやらせてる人の職員の、課長が決済し

て、なくて、現状の中では恐らく今の６００

てないというから私言いやすいんですけど、

万の４,０００万だから４,６００万ぐらいあ

ここに決済した人いないから、その人の顔見

るから、あと残り現計予算、議決をこのまま

たいというんです。そんなに労働過重させて

しなくても１,７００万ぐらいあるのかなと

ね、来る日も来る日も来る日も、月に３０万

思うんですね。１,７００万で４ヵ月、前年

でしょう。私これはいかがなもんだか、そん

状況でいくと、民間だったらこれで何とかク

なことを平然としてる自体がおかしいんです

リアするはずなんです、本来的に。
それと同時に、やっぱりり理事者の予算査

よ。
私はね、大体が推進会議やるって、恐らく

定、私も一般質問の際の段階で申し上げたけ

この経過からいって推進会議ね、この経過が

ど、査定能力が本当にあるのかどうかって。

各課からこれ出ていくんですよ、これ前年対

本来こういう査定はしないんですよ、論議を

比も町長答弁したとおりあるんですよ。一番

交わすようなこの年末の段階で。もうちょっ

私は申し上げたいのは、あなた方理事者に私

ときめ細かくそれなりに手当てしていくもん

はやっぱり申し上げたいんですよ。

なんですよ。いきなりどんどとくるというこ
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とは、私はいかがなもんだろうと思うんです

になったらまた支出が増になるとおっしゃる

よ。

方もいるけども、やっぱりこれが何の意味の

それはやっぱり議会の体制もね、御案内の
とおり私が力説したって、私も修正案も、今

ないこと、人件費総体の行政面からいくと何
も全体出るわけだ、現実問題で。

のとこ判断してませんけど仮に出したって、

もう一つは、やっぱり定数管理の問題も出

可決になるかどうかだって私よくわかりませ

てくるんですよね。これ見てみたら、さすが

んけども、私だけが修正って、同調者いな

やっぱり投資事業がない建設課なんか少な

きゃ出せませんけどね、可決にならんと。

い、従来は建設課ってあったんだよ、すご

むしろ、そういうことよりも、前向きな論

く、私の経験則からいくと。投資事業がない

議の中でね、この議会の論議を踏まえてき

んで時間外手当するったって、事業がないわ

ちっとしたやっぱり今後の執行体制、予算議

けですから、さすがそうだなと。

決したものを全部使わんきゃならんなんてい

課によって、やっぱり例えば福祉あたり

う出先官庁みたいなそういうなる必要全くな

だって、きのうの私の一般質問でないけど

いわけですから、だから予算編成のあり方

も、身寄りのない人いたらお通夜までするわ

と、この段階で予算提案をしなきゃならん

けですから、お通夜までね、線香上げて身内

かったこと、それからこういう執行状況が

のかわりに弔いするわけですから、当然時間

ずっと推移を推進会議の中で全部承知してる

外発生しますよね。どうしてもそういうこと

わけですから。

はあり得るんですよ、現実問題として。

前年対比で５,７８８時間オーバーしてる

私は今回のこのいろんな論議を通じてね、

んです、１０月現在で５,７８８時間。恐ら

一生懸命やってる職員に対して意欲なくさせ

く総務課の手前で、１１月分もまだ給与の支

てはいけないし、そしてもう一つはやっぱり

払いで時間外手当も職員の方にお支払いしな

健康を阻害してはならないし、一定の時期的

きゃならんから多分集約されてると思います

に仮に収入があったとしても、健康を害して

けどね、その段階で町長答弁によって推進会

しまってはやっぱりその職にとどまることは

議に各課から出てるんだと言ったって、そん

できなくなるわけですから、それはやっぱり

なこと何の話にもなりませんよね。話として

時の為政者の責任ですよ、やっぱり。あえて

は成立するけども、行政実態効果が全くない

はそのセクションの管理者の責任ですよ、

んですよね。

やっぱり。その辺も含めてひとつ理事者の方

そこでもう一つのコメントがあればいいん

から御答弁をいただきたいと思いますが、い

ですよね、しかじかかくかくでって。だから

かがですか。

それは従来のような１億時代の話を持ち出し

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

て、一つわかるんですよ、職員定数が、職員

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

定数が減ればまた全然違いますからね、だか

す。

らこの予算編成の状況の中で全体の給与費に

まず冒頭、議員から、本当に事業の進め

占める時間外手当というのは、通常ノーマル

方、内容によってそれぞれ極めて難しい、線

でないんですよね。

引きが難しいという、これは実は、私自身も

それとあわせて、それだったら何も若い職

職員時代も実は経験をしております。

員の２％、職員の給与切ることないの。まと

きのうから言ってますから一例で、わかり

もにつければいいの、そのまま、裏を返せ

やすくするためにも一例で言わせていただき

ば。そしたら言う人に言わせれば、いや、裏

ますと、本当に歴史あるふるさと花祭りとい

を返したら、（不明）上の職２.５％なくし

うのは、従来から観光物産協会がトップに

て足したらそれにまた時間外が、こんな状況

なって、それぞれ実行委員会形式でやってい
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る、ここにはもちろん町も事務局として加わ

総務課であります。総務課、しかも企画財政

る。当然事務局として加わってる分について

室が非常に集中したんでありますけれども、

は、これは時間外を払っている。じゃあ職員

これは事実として、これは御案内のとおり千

がそれぞれ所属しているところ、例えば連

春さんの映画、これはありがたい話で、これ

合、あるいは技能士会、いろんな組織にいる

は足寄ＰＲに絶好の機会だということで、最

わけですから、そこの人たちはまさしくボラ

大限の協力をするぞということで、ここの窓

ンティアで出てきている。

口もやっぱり企画財政室であった。

そうなると、やっぱり片や仕事で時間外も

さらには千春さんのコンサート、これも最

らっている、片やまさしく一般の町民の皆さ

初予定したのが急遽キャンセルになって、要

んと同じくボランティアでやっている。これ

は２回やったという事実ですね、そんなこと

は同じ役場職員ですから、その中でもね、私

もございます。

自身も経験していることですけれども、本当

さらにはのど自慢大会、要するに実際に実

にこれでいいのかなというそんな思いもあり

行していただく方との渉外関係、これは室長

ました。

を先頭に、そして担当主査がもう一緒になっ

だけども、本当にこれは議員も十分御理解

て、その場その場で判断しなくちゃいけない

の上、御発言いただいてるというふうに思い

ことというのはたくさんありましたから、そ

ますけれども、これがやっぱり本当にその事

ういう意味では、本当に仕事をふだんから分

業の遂行する目的等々含めて、これはやっぱ

散してフラット化しようということも申し上

りすぱっと切れれば一番わかりやすいんです

げてるわけでありますけれども、ここはぜひ

けれども、なかなか割り切れない分といいま

御理解いただきたいのは、そんなこともあっ

すか、それもあるのも事実であります。

てちょっととりわけ総務課の企画財政室、し

そういう意味では、これから先も十分いろ

かも特定の人間に負担がかかっているという

んな事業をやっていく上では、これは内部の

のも事実だということでございますから、こ

議論を含めて、時には労働組合との議論も含

れは率直に認めますし、また、それが本当に

めて、引き続きしっかりとやっていきなが

正しい姿かというと、決してそうは思っても

ら、できるだけ整理ができるものであれば整

いません。
当然、職員の健康管理の問題もあります

理をしていきたいな、こんなふうに思ってお

し、それから家庭の問題だってあるわけです

ります。
私自身としては、きのうから再三お答えし
てるとおり、可能なイベント等であれば、こ

から、ここら辺全部犠牲にして業務の遂行に
当たっていただいているわけであります。

れは職員に対しても、ともかくボランティア

これは本当に、決してこのものに限らず、

で町民と一緒になって汗かこうやというよう

私の認識としては、先ほど大変リアルといい

なことで声かけをし、あるいはお願いもして

ますか、家を建いただとか、やりたくてやっ

きているところでありますけれども、これは

てるんでないかという、それに近いような御

今後もそういったことで、一足飛びにいかな

発言もいただきましたけれども、私の認識と

いかもしれませんけれども、そんな努力をし

しては、時間外手当を欲しくて、あるいは時

てまいりたいな、こんなふうに思っておりま

間外をやりたくて時間外をしてるという職員

す。

は、私はいないというふうに思ってます、私

それから次に、やっぱり特定の職員に集中
しているというこれも現実あるんではないか

は。
仮にですよ、仮に本来の仕事を例えば日中
さぼっていて、夜、一生懸命やってるんだ

と、これは現実、実はそうであります。
とりわけ、今回一番ふえてる課というのは

と、そんな職員がいるとしたら、どんどん私
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に言ってほしいというふうに思うんですよ。

もさらに進めながら、しっかりとした行政運

私はそう思っておりません。私は、職員の名

営に努めていきたいというふうに思っており

誉にかけても、そのことは明らかにしておき

ますので、ぜひ御理解を賜りたいというふう

たいなというふうに思っているところでござ

に思います。
以上でございます。

います。
それから、最後の方で言われました今現在

○委員長（谷口二郎君）

８番

高橋幸雄

の執行残、まだ財源があるよということを含

君。

めて予算査定の問題、これ言われました。こ

○８番（高橋幸雄君）

れは真摯に受けとめたいなと、こんなふうに

めておきます。また、町長も私の質疑に対し

思います。

て真摯に受けとめて御答弁いただきましたけ

答弁は真摯に受けと

当然私どもも、繰り返しますけれども、毎

ど、ただ、今予算の絡み、当初予算の絡みと

月毎月チェックしているわけでありまして、

我々議決する立場において、だから先ほど

当然これは対前年比、相当オーパーしてるな

ちょっと５７８万の対前年比、増なんですよ

というのも認識をしておりましたし、そこで

ね、時間外手当が、１０月現在で２万７,５

じゃあ、いきなり１,０００万円を超える補

１０円強の。これからいくと、普通だったら

正をお願いをするということがいいのかどう

予算補正が６００万弱なわけですから、１,

なのかというのは、これはもう御指摘のとお

１４０万でなくて、その増になった分でいい

り、これは査定時点でもう少し私なり、ある

のかなと。

いは副町長、もうちょっとその内容を精査し

だけど恐らくこの想定の中では、１００年

た上で、きちっと予算計上するものはする

事業のキャンセルいろいろあって、今答弁

と、あるいは抑制を指示するものはしていく

あったとおりそれは私も十二分に承知してお

ということで、そういう意味では、御指摘の

りますけども、だけども、ファイリングシス

とおりちょっと査定時、少し手抜かりがあっ

テムの問題とかもろもろおっしゃってました

たかなと、こう反省をするところでございま

けどね、ただ、この際はっきり申し上げたい

す。

のは、予算修正云々というとらえ方の提案よ

いずれにいたしましても、安易に職員をふ

り、むしろ本日の理事者の答弁を真摯に受け

やすということにはなりません。正直言っ

とめてね、受けとめて、この予算執行１,１

て、労働組合と団体交渉をやったときに、町

４０万の補正についてはね、幾らでも足りな

長、これだけ職員が減ってるんだと、仕事回

ければ補正がきくんだという考え方ばかりで

らんぞと、人をふやしてくれというところ、

はなくて、やっぱり１職員に至るまできちっ

これは現場でも上がってきてます。

とやっぱり整理かけていただきたい。

特養あるいは保育所、特にここは仕事をあ

そして万が一、健康管理、こんな勤務時間

したに送るなんていうことになりませんけれ

の対応をしてたら、労災認定も１００％可能

ども、その日のうちの仕事を処理しなくちゃ

になりますよ。だから町長おっしゃってるよ

いけないということでありますけれども、し

うに、そんな時間外まけてくれなんて、そん

かし、これはきのうも申し上げてるとおり、

な法律に反するような発想、議員だれも持っ

５人に１人しか採用できないということを内

てませんよ、そんな。そういう発想はどなた

外に明らかにしてるんだ、だからともかくや

も持ってませんから、それはもうやったもの

りくりをしながら何とか頑張ってくれという

は１００％ですよ。

ことで、この間ずっと来てるわけでありま

１００％支給というのは、これは僕もそん
なもの、今は小学生か中学生、小学生の高学

す。
引き続きそんなことも含めて職員との対話

年から中学生ぐらいでさ、労基法上きちっと
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明確になってます。そんなせこい話で、何ぼ

算をお願いをしているということでございま

厳しい予算だからっても、そういうことは公

す。

の場所でだれも考えてませんけども、ただ一

これは議員御指摘のとおり、極力、極力こ

つ言えることは、やっぱり厳しい財政状況の

れを圧縮かけるような形で、１,１００万、

中で、やっぱり職員の健康管理も含めなが

何とか議決をいただいて、これは少しでも多

ら、一定のやっぱり行政執行をしていただき

く執行残で残せるような形で、これはまた行

たいと同時にね、議会との関係もきちっとし

政事務推進会議、あるいは昨日もお答えしま

たやっぱり、アバウトではなくて、予算提案

したけれども、議会終了後に予算編成会議も

していただきたいもんだな。

ございますから、これは室長以下主査まで集

できればこういう種のは補正予算ですよ。

めますから、その中でもこのことをしっかり

だからあえて言うならばね、あえて言うな

徹底をして、時間外の縮減という分について

ら、今現状の中で約６００万、前年対比から

は徹底して対応をしてまいりたいというふう

増の時間外手当が出ていることは事実です、

に思いますので、御理解をいただきたいとい

１０月いっぱいね。そして来期になれば、今

うふうに思います。

回の１００年事業のキャンセルもとかもろも

以上でございます。

ろあって、その対応でもって職員があった

○委員長（谷口二郎君）

と、これにその分が不足したぐらいの話だっ

か。

たら、常識的なやっぱり補正予算の提案の説

４番

そのほかあります

井脇昌美君。

明かなと、このように思うところですが、今

○４番（井脇昌美君）

今、一連のこの私も

回はそうではないわけですから。

時間外、超過勤務手当についてのちょっとお

だから通常ですと、私の試算では、まあ５

聞きしたいんですけど、まず首長の町長の１

００万程度予算を修正しても残り６１４万あ

３番議員に対する末の答弁の中で、非常にイ

りますし、既定予算が今１,７００万ぐらい

ンパクトのきつい時間外命令という言葉が町

ありますからね、それ４ヵ月ですからね、

長出ましたね、その後に法律に沿ってという

ファイリングシステム等もできるのかなとい

言葉が続けて連発して出たんですけど、さす

うことを考えてますけど、しかし、あえてそ

がむしろ町長らしい言葉だなと。

ういう議会の権能をまず知らしめない形の中

私は、これだけ財政が厳しい厳しいと言っ

で一定の執行に期待したいと思ってますの

ていながら、本当に内部で協議できるのかな

で、ひとつこの後残り４ヵ月間、きちっと対

と、そのような言葉がぼんぼんぼんぼん発声

応をしていただきたいと思いますが、町長、

される中で、１７年度の大課制とって、今い

決意のほどを述べてください。

い制度だということでグループ制を導入し

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

て、そのときの趣旨として、効率化、敏速性

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

というものを必ずうたったはずです。
そのことによって超過勤務手当も縮小する

す。
議員仰せのとおり、今回補正をお願いして

んだぞという、いわばそれが枝になり足に

いるのは、今ある予算算額にこれから残され

なってる部分があると思うんです。どうもそ

た期間、これは一番参考としてるのは、昨年

のことが私、本当に答弁の中でそんな気持ち

の実績プラスファイリングシステム、もう記

の人が、僕、この残業賃で本当に重要なとら

念事業はすべて大体終わりましたから、後

え方、町長してくれてるのかなという一瞬思

ファイリングトステム、これはもう既に着手

いを受けたわけですよ、今のやりとりの中

しておりますけれども、この部分のところ

で。

で、たしか１０％ぐらいのマイナスをして予

例えば、１３番議員の答弁の中で町長は大
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きく大きくうなずいてました。少数の１人、

例えば一つの１事例として、これからも地

２人の方の膨大な超過勤務、それは固有名詞

域的にもこれから雪、除雪関係が発生すると

を伏せて一つの金額を提示してもらったわけ

思うんです。車両には必ず助手をつけるとい

です。

う、夜間なんかは特に危険ですから、僕は過

町長はあの金額聞いて別に、当たり前だと

去にある１点、名前は伏せますけど、いや、

やったんだから、あ、当たり前だわと、何の

残業賃で使ってくれると言った町職員です

今の現況、今の世の中のいわば町民の所得

よ、乗せてくれると。内部できちっとここま

等々も踏まえた中で１８０万というのは、

で財政が厳しい、本当に町民のことも考えた

あ、これはやったんだからいいんだと、あ

ら、管理者を便乗的に便乗してもいいんじゃ

あ、むしろ健康管理、体裁よく言ったように

ないですか、管理者。

むしろ私は聞こえたんですけど、健康管理の

いわば超過勤務手当の対象外の、気の毒で

方が心配なんだわと、私にもそういうとこは

すけど、私はそれぐらいの話し合いが内部で

責任あるという表現をなされたですけど、私

なされてもおかしくないと思うんです。過去

はもちろんそのことも大いにあろうと思いま

にそんなことなかったんですか、そんな話ま

すけど、私はそれ以上に、今の町民の年収の

で進展したことないんですか。

現況ということを考えたら、町長、本当にそ

私はそういうことを一つ一つとっても、本

のことが命令と法に沿った支払いだから、む

当にやる気あるのかなと、本当にこの重要

しろ残業ボランティアなんったら違法な、と

性、時間外手当の感覚を、ただ出せば、まあ

んでもないよと、うちらはもう大盤振る舞い

何とか今の議員の連中だったらパスするだろ

なんだとまでは言わなくても、やったものに

うと、そういうつもりで私はむしろ出してき

対してはやりましょうと。

てるんでないかなという気にはしてるんです

本当にこの方がマンツーマンに固有名詞で

けど、ちょっとお答え願います。

あったら出せるはずですから、課に払ってる

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

んでないですから、課を経由して個人に支給

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

されてるわけですから、この超過勤務手当

す。

は。本当に命令してるのかなと。むしろ、１

率直に言わせてもらうと、極めて心外な御

００時間超えるわけですから、申し出によっ

意見をいただきました。実は私自身も職員時

て認可してるものと全然違いますからね、町

代に総合体育館、教育委員会にいたときであ

長、命令と言いますけど、本人からの申し

りますけれども、これは温水プールを５月に

出、ちょっとこういうことで遅くなります、

新築して５月にオープンするよとなったとき

これは本人からの申し出ですから、室長か

に、私もいっとき、実は月額３０万ぐらいの

ら、この分が処理されてないから、きょうあ

時間外やったことあります。これはもう肉体

なたこれ整理してくれよと、このニュアンス

的にもこれは大変きついものでありました

の違いですけど、これ大きな違いですから

し、決してやりたくてやったわけではありま

ね、法的なことを言うとですね。

せん。

申し出と町長が強調された命令というのは

しかし、これは何としてもオープンに間に

大きな違いありますからね、そのことの法を

合わせなきゃいけないんだという、これは工

余り振り回すようなことを発言されると、非

期の関係もありましたから、これはやはり私

常に何か本当に町長、この重要な案件を本当

は今回お願いしていること、さらにはことし

に真から考えているのかなという気、我々今

の１００年記念事業のことも含めて、これは

ここでそういうような聞き方をさせてもらっ

職員がですよ、そんなざっくばらんな、先ほ

たんです、実は。

ども言わせてもらいましたけども、ざっくば
― 34 ―

らんな答弁をさせていただきますけれども、

は、これは口が裂けても言えないということ

職員が日中だらだらしていて、そして時間外

でございますから、決して私は法律を振りか

手当が当たる夜になったら、ねじり鉢巻きで

ざしてどうのこうのということではございま

一生懸命仕事をしている、あるいは土曜、日

せんけれども、少なくとも行政である以上

曜来て、振替もしないで土曜、日曜も来て時

は、法律を遵守しなきゃならないという立場

間外をもらってる、仮にそんな事実あるとし

にあるということもこれは事実でありますか

たら、私のところにぜひ情報欲しいんです

から、そこのところはぜひ御理解いただきた

よ。これは私は厳罰に処したいというふうに

い。
それから次に、除雪のことを含めて、じゃ

思ってます。
私は、少なくとも職員を信頼してますし、

あ時間外を払わないで管理職の皆さん方が率

本当に定数も減らした中で、しかも独自削減

先して、これ実はやってます。ことしの１０

という形の中で給料も減らした中で、私は本

０年事業だってそうですよ。きのうはボラン

当に頑張っていただいて業務を遂行していた

ティアの要請しなかったということでありま

だいてるな、こんなふうに思っているところ

すけれども、交通整理も含めて、まずは本当

でございます。そのことをまず冒頭申し上げ

に管理職の皆さん方、これは課長を含めて室

ておきたいというふうに思います。

長を含めて朝から晩まで、本当に交通整理含

それから次に、命令なのか申し出なのか
と、こういうお話がございました。時間外勤

めて、まさしく時間外手当も払ってません、
これは。

務をさせるということは、これはもう最終的

これは厳密にいけばですよ、本来業務の例

には命令であります。ただ、途中経過の中で

えば何々課の課長であれば、課の業務であれ

は、仕事を遂行していく上で、これは担当の

ばですよ、これは当然管理職の責務としてこ

方から室長に、きょうはこういうことで時間

れは払わなくてもいいと、これは明確になっ

外をするぞと、せざるを得ないよと、こうい

てます。

う申し出というのはこれは事実あると思いま

これは本当に事細かくいけば、１００年記
念事業で率先して出てやってもらったわけで

す。
しかし、実際それは室長が認めて時間外勤

すから、これ本当に争い事になってですよ、

務をやったということであれば、これはもう

通常の管理職業務以外の業務だということに

間違いなく命令でありますから、これは法的

なると、これはひょっとしたらひょっとする

にいったって、これは実際に働いてもらった

答えも出てくるかもしれませんけれども、し

時間については、これは命令であります、こ

かし、これは私どもの課長、あるいは室長含

れは法的にも払わないということにはならな

めて管理職の皆さん方、職員の皆さん方に

いということでございます。

も、おい、休みだけども仕事に出てくれよと

これは極論といえば極論かもしれません。

いう意味では、率先していろんな事業に、時

しかし、これは争い事になったら、これはも

間外も出ませんけれども、業務に当たってい

う労基法で決まってるわけですから、これは

ただいてるということでございますから、こ

そういう意味で私は明確に申し上げたんで

の点もぜひ御理解をいただきたいなというふ

あって、ほかの組織のところの実例、実は６

うに思います。

％しか８％というのは、私は掌握はしており

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

ません。
しかし、ここは議会という公の場ですか

４番

井脇昌美

君。

ら、そこを私は容認する、あるいはそれに

○４番（井脇昌美君）

従って私もそういうことでやりたいいうこと

しゃることはわかりました。ただ、私は本当

― 35 ―

まあ、町長のおっ

にここをもちろん言うべきではないんですけ

な、この大課制をとったグループ制との機能

ど、能力的な問題もあるのかなと、ある意味

を期待したいと思います。最後にちょっと決

においては。これは言えないことです。

意のほどをお願いします。

それと個人のモラルということで、町長が

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

おっしゃるのもよくわかります。やはり全職

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

員、部下を信頼をすると、これはもう当たり

す。

前のことで、いかなる場合であってもカバー

今、最後に議員言われたとおり、平成１７

リングする、信頼をするということから、こ

年に大きな機構改革をしたというのは、やは

れが効率化のもとになるわけですから、です

りそれまでややもすると縦割りということに

けど、私はそのことが余りにも能力的な問題

なっていて、仕事が一極集中みたいなことが

がある、そしてあわよくばこのことが加熱し

ありましたから、ぜひこれは仕事のフラット

てこれだけの大量な超過勤務が発生するんで

化をしたいんだと。

あれば、本当に美しく言えば、健康管理の面

だからこれ私が就任したときに、一つの大

で、また所管のそれを許可する人にも、私は

きな目標に掲げました連携ということも掲げ

責務が出てくると思うんです。このことが体

たわけでありますけれども、これはまさく係

調を壊したとなったらですね、むしろそっち

内の連携、室内の連携、あるいは課の中の連

の方が大きい問題になってくると思うんで

携なんてこんなことは当たり前なことだと、

す。

もっと言えば、課を越えた連携をしながらで

私は決して払ったものを、私も払う必要な

すよ、時期的に忙しいということであれば、

いと、６０％カットだと、３０％カット、そ

まずは室内で、担当のところを越えて室内で

ういう意図で言ってるんではないんです。や

まずは応援態勢も含めて組む、そこでもおさ

はりある程度、本当に重複してしまうんです

まらなかったら、もう課長の指示のもと、課

けど、残業というのは目標を持ってやるとい

の中での連携をしながらやっていくんだと、

うのも本当はおかしいんです。

しかもできればそれが時間内で済めば一番い

本当はおかしいんですけど、これだけ財政

いことでありますし、そのことをこれからも

が厳しい折には、ある程度目標の超過勤務手

ぜひ追求をしていきたいなというふうには

当とはこれぐらい、前年度、前々年度の対比

思っております。

として、ことしは何ぼ努力してもこれぐらい

ただ、本当にとりわけことしの分について

はやっぱり想定されるんじゃないかという目

は、やはり仕事を分散するにも、なかなかそ

標を持つということは、これは大事なことで

ういう体制にもなっていなかったことも含め

す。

て、やっぱり渉外的なことがかなり多かった

超過勤務というのは決して正しい労働では

ということもありますから、やっぱり一定の

ないわけですから、この残業賃というのは本

室長なり、これ室長というのは本当に時間外

当に難しい、個人の意図的ということは言い

出てませんけれども、室長は一体どれぐらい

たくないですし、個人の本当にモラルと信頼

働いたかのというのはちょっと聞いてません

ということがなるわけですから、非常に難し

けれども、やっぱり担当したが大変な思いを

い問題を我々一生懸命やりとりしてるんです

して采配を振るっていただいて、何とか町民

けど、この辺をやっぱり、従来の課題である

の皆さん方にも喜んでいただけるような結果

これをやっぱりもう一つ何とか逆に信頼、内

になったなということで、正直言って、私は

部の信頼でこれを大きくやはり削減する、す

感謝もしてますし、ほっとしているという思

べく、またはより一層仕事の効率を、逆にそ

いであります。

の削減した分だけ仕事の効率を上げるよう

いずれにしましても、ちょっと余分なこと
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を申し上げましたけれども、いずれにいたし

も持っているということもあって、いわゆる

ましても、議員御指摘のとおりこれから先も

町長部局、事務職の部分と、あとは教育委員

やはり連携をしながら、こういった時間外な

会の事務部門だけでいきますと、私もそうい

んていうことはできるだけ、健康管理の問題

うところ数字を気にしながら、気にしなが

もありますから、できるだけ圧縮をしながら

らったらちょっと御幣ありますけれども、ほ

業務遂行に当たっていきたいというふうに思

かの町はどれぐらいの人数なのかなというふ

いますし、このことをまた引き続き、先ほど

うに思ったりもしてますけれども、私は決し

も答弁しましたけれども、引き続き徹底しな

て多い職員ではないなというふうに思ってお

がら取り組みをさせていただきたいというふ

ります。

うに思いますので、御理解賜りたいというふ

ただ、そうはいっても、これは昨日来いろ
んなところでお話出てますけれども、ともか

うに思います。

く１７年からスタートしてます自律プランの

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

２番

榊原深雪

中では、１０年間、やはりつらいけども、職
員を５人退職して１名しか採用しないという

君。
人件費の残業手当の

ことをこれは内外に明らかにしているわけで

ことのまた関連してなんですが、以前に私

ありますし、そして職員にも言っておるわけ

も、加藤教育長が総務課長のときに残業手当

でありますけれども、だからといって町長、

の件でお話、質問させていただいたことあり

人が減ったから仕事できないなんていうこと

まして、町長の答弁も今と似通った答弁をい

にならないぞと、町民の皆さん方にはそんな

ただいたところでありました。

ことにはならないんだよというお話もしつこ

○２番（榊原深雪君）

そして今財政が厳しい中で、人件費を抑制

いぐらいさせていただいております。

したり経常経費を抑制するのは図っていかな

ただ、現実問題として仕事の整理もこれ以

ければなりませんけれども、２０年をピーク

上はできないだとか、これ以上人が減ったら

に、来年度もベテランの職員の方の退職とい

支障が出るよということであれば、先日もお

うことで、その後を穴を埋める職員の方がま

答えしたしおり、仮に本当にそんな状況があ

た大変な御苦労があろうかと思います。

るとすればぜひ言ってくれと、議論しましょ

それで５名に１人という、５名の退職者に

うと、そのときにはまさしく内外に明らかに

対して１名を採用という一応基本的な考え方

した自律プランの見直しということだって、

がありましたけれどもね、その中で職員の重

場合によってはですよ、議会にもまたお願い

圧性で住民が８,０７６名という中で、今後

をし、議論をするという考え方がないわけで

の職員の定数管理のあり方というものをお聞

はないということも、これは職員の皆さん方

かせ願いたいと思います。

にも申し上げているところでございます。
今のところ、具体的なそういうお話はいた

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

だいてませんから、つらくても何とか仕事を
こなしていただけるものというふうに確信を

す。
人口について、議員お話しありましたとお

してますし、もっと言えば、ことしの時間外

り１１月末で８,０７６人ということでござ

の分については、これはちょっと余りにも大

います。よく他町村で比較するときに、類似

幅な伸びという、ただ、これは特殊要因があ

団体の人口に対する職員数ということの比較

るんだということでこれは御理解賜りたいな

もされるわけでありますけれども、私どもの

というふうに思っております。

町について、直営で国保病院を持っていたり

ちょっと余分なことを申し上げましたけれ

だとか、特養あるいは保育所、給食センター

ども、今後の定員管理ということについて
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は、もうしばらくの間は、５人やめて１人採

券のもぎりをやっていた人も一般の職員の人

用というこのペースでいきたいというふうに

たちだった、どこに課長さんたちが手伝って

思っておりますので、御理解いただきたいと

いたのか、まあ私が知らないところで手伝っ

いうふうに思います。

ていたんだろうとは思うけれども、この券の
もぎりぐらいは何か私でもできたかなと。

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

２番

榊原深雪

そういうイベントをやるに当たって、一般
の人の公募してくれって、喜んで手伝いたい

君。
定員管理のことはよ

と思ってる人がいっぱいいるんだから、それ

くわかりました。それでやはり今お話しあっ

なのにそれも一切やらず、一般の人でもでき

たように老人ホームだとか保育所だとか、特

るような単調な作業のところに高い給料の人

別な勤務を要するところってありますよね。

たちを充てているって、これをやりながらで

そういう人手がやっぱり欲しいところは、や

仕事したからこれはお金払わなきゃいけない

はり臨機応変に対応していただけるようなシ

んだ、そんなことにはならないんじゃないか

ステムづくりというのが、どうしてもやっぱ

と。

○２番（榊原深雪君）

り子供の教育とかお年寄りの世話とかという

一般の人で幾らでもボランティアで無償で

ところには、臨時職員の方の負担のかかる部

手伝いたいという言ってる人がいる中で、職

分も大いにあると思います。

員だけが給料を多くとってこれをやったんだ

そういったところをよく検討していただき

ということにはならないんじゃないんです

ましてね、職員の方もやはり人員が不足して

か。それについてちょっとどういう考えでい

いるという声もあろうかと思いますし、この

たのか、お聞きしたいんですよね。

数字の中には、やはり職員の方のお金もそう

私は何回も総務課へ行って、一般のボラン

でしょうけれども、やはりちょっと時間外勤

ティアを募ってくれと、私は喜んで手伝うか

務という悲鳴というものも聞こえてくるよう

ら、無償で、それを無視してまでもこれだけ

な気がします。そういうところをよく職員の

の高い残業手当を出してくる、それは一体ど

方と検討していただきまして、今後の定数管

うしてこんなことになったのかをお聞きした

理のあり方にもよく検討していただきまし

いと思います。

て、今後進めていただきたいと思っておりま

○委員長（谷口二郎君）

す。

○総務課長（大塚博正君）
そのほかございま

この１００年事業につきましては、実行委
員会形式をとっておりまして、先ほど来から

すか。
９番

お答え申し上げ

ます。

以上です。
○委員長（谷口二郎君）

総務課長、答弁。

町長等も申し上げてますように、各団体等の

矢野利恵子君。
先ほど４番議員さ

協力をいただきながら、所属団体、それから

んが質問していたところに、町長が本当に顔

町の事務局等々実行委員会形式という中での

色を変えて、時間外つない課長が一生懸命い

組織の中で動いたということがございまし

ろんなイベントを手伝っていたということ

て、そういった中での時間外としての実態と

だったんですけれども、私、松山千春のコン

いうことでございますので、御理解を願いた

サート一つとっても、車とめたら、ここはだ

いと思います。

めだって、向こうへ行けと言われた人は一般

○委員長（谷口二郎君）

の職員の人だったし、そこへ行ったときの車

君。

を整理していた人も一般の職員だったし、そ

○９番（矢野利恵子君）

して遠くから歩いていって中、会館へ入って

ここですよね。そして一番時間外とっている

○９番（矢野利恵子君）
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９番

矢野利恵子

全く理解できない

方は半年間で１８１万６,０００円も、こん

事業のために、時間数的にはかなりのハード

なに時間外働いていたら、次の日朝来たって

な実態となっているのは事実でございます。

ろくな仕事できないんじゃないかって。健康

ただ、先ほど高道議員にも申し上げました

管理の面からでも、本当にこんな膨大な時間

ように、１人１人、給与体系が違いますの

外を許しちゃいけないような気がするんです

で、働いたその時間帯の時間外の単価が違う

よね。

関係上、トップバッターが１８０万というよ

これだけいっぱい時間外やってきて朝来

うな世界になってございますけれども、決し

たって、そんなちゃんとした仕事ができると

て金額ばかりではなくて、やっぱり時間数的

思えない、一般常識から考えても。そしてだ

に結構なもので、これはグループ的に動いて

んだん覚醒してきて、時間外のつく時間に

いるということでございますから、この辺は

なったら元気になってきて時間外をやってい

先ほどから御答弁申し上げてますように、今

くって、そういうような形になっていかざる

後しっかりと室内の一層の仕事の平均化な

を得ないような時間外手当の量だ。

り、室を越えての応援態勢ができないのだろ

今、１,１４０万ですか、これだって、も

うかと、いろいろとそういった事業によって

しこの１８１万６,０００円の人がとるとし

はもっと検討を加えなから、効果的に仕事が

たら、大体そのうちの１６％、約１６％を１

こなせるようなあり方というのは検討してい

人で持っていくことになると、そういう試算

かなきゃいけないだろうというふうには思っ

も出てくるわけだから、やはり時間外につい

てますので、御理解いただきたいと思いま

ては本当にもっと考えて、室長が権限を与え

す。

るということになっているけれども、室長と

○委員長（谷口二郎君）

いうのは、やはり職員とすごい近いから、こ

君。

れ職員に言われたら断りにくいものがあるん

○９番（矢野利恵子君）

じゃないかって。

るというので、本当にその検討に期待したい

ここはやっぱりその権限を課長に戻してい

９番

矢野利恵子

検討していただけ

と思います。

くべきではないかな、そう考えますけれど

私が昔視察したところで新潟県の黒川村と

も、今後に向けて、時間外を許すのは室長で

いうところがあってそこは基本的に残業手当

はなくて課長にその権限を持っていくという

は出ないというところだった。あそこは組合

ことを考えていただきたいと思いますけれど

がなくて、町長以下全員の入ってる親睦会が

も、それについて検討をしていただけるのか

あってということで、特に職員の方から出す

どうか、お伺いします。

んじゃなくて、上司の方からこれをやってく

○委員長（谷口二郎君）
○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。

れといったそのときの残業手当は、たまにだ

お答えを申し上

けれども出るけれども、普通は職員の方から
できないから残業手当なんていうのはあり得

げます。
先ほど来、そのトップバッターばかりの議

ないって、そうやって村を挙げて村の存続の

論になってございますけれども、決してその

ために頑張っていた。そこは６,０００人の

トップバッター１人にすべてを任せたという

人口だけど、人口が全然減ってない、そんな

ことではございませんでして、時間数でいき

気構えがこの足寄町にも必要じゃないかな

ますと、トップバッターは５００時間ちょっ

と。
残業手当を使うということは、要するに能

とやってます。
それから、同じ総務課グループでございま

力がないということにつながることなんだっ

すけれども、そういったイベント事業関係で

て、その仕事をするということでその給料を

４００時間とかという、おしなべて、特殊の

やっているわけなんだから、その時間帯にで
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きないということは、その人の能力がないと

れから真剣になってこの対策にも取り組んで

いうことになっていく、そうやってそこの村

いっていただきたい。

では考え方を持っていると。足寄町も急にそ

たまたま今回の残業の件に関しては、町立

の考え方になれとは言わないけれども、やは

病院が大変努力されまして残業をかなり落と

りこれだけ人口が減ってきたら、そういうこ

していただきましたよね。ところがやっぱり

とを考えていかなければならないんじゃない

一番中心で落とさなきゃならん総務関係、企

かと。

画関係が落ちてない、ふえてると、そういう

ラスパイレス指数が９８にもなった、十勝

こともやっぱり町長もふだんの中で課の中で

管内で上位１位のグループに入るぐらいの給

全員で協議し合って、これから町政の私たち

料体系になっている、やはりこれは考えてい

が納得できることを３月までやってくださ

かなければならないことだと思うので、本当

い。そういうことで期待しておりますんで。

に根性かけてラスパイレス指数上げないよう

○委員長（谷口二郎君）

な形、町民がおかしいと思うような残業をし

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ないような形に持っていってもらいたいと思

○委員長（谷口二郎君）

います。
○委員長（谷口二郎君）

１２番

大久保優

それでは、最後、

町長の方から。
町長、答弁。

君。
○１２番（大久保

ほか、あります

優君）

その辺の問題は

私ずっとわかってたんですけど、私この時間

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

外の追加に関しては、議員のほとんどが、こ

これは先ほど来から答弁してますとおり、

の数字、今までの過去の残業実績見て、皆さ

今回の多額の時間外の補正のお願いをしてい

んは執行者に疑心暗鬼を抱いてると思いま

るということでございます。
算出根拠は、先ほどもお答えしたとおり、

す。
それで、過去にもごみ分別の関係で３５０

今ある予算残額に昨年度の実績プラス、ファ

万、年間残業やられた人おりましたよね。そ

イリングシステムということもこれから、既

のときにもこういう問題が起きました。そし

にスタートしてますけれども、さらにまた本

てあのときも町長は、徹底的にこういうこと

格化するということがあって、１０％程度の

を改善していく、ところが新庁舎まで待って

上乗せをしているということでございます。

くれと、いろいろなことに関して新庁舎で逃

いずれにしましても、これを全部使い切っ
て当たり前だなんて、そんな感覚は全く持っ

げてきました。
それで今度、今まで一時残業は下がったの

ておりませんので、ともかくこれを極力圧縮

がまた上がってきたと、そういうことで過去

できるような形で、先ほどと同じ答えになり

のことを追及しても仕方ないんです。これだ

ますけれども、議会終了後の予算編成会議も

け皆さん各議員が将来のこと、いろいろなこ

ございますから、そのことも含めて、今回の

とを町長に指摘されたり、課長たちにも期待

議会の議論も含めて、さらに室長を頂点にし

かけていろいろ意見を言われております。そ

ながら、いわゆる係長職であります主査含め

れで今期はあと３ヵ月ですから、それまでに

て、時間外の縮減に向けては努力をする、そ

あなた方の姿勢を見せてください。どのよう

して減ったから仕事がおかしくなっちゃった

に努力していったかね、きたか、そういうこ

ら、これは論外でありますから、仕事もしっ

とを見せてください。

かりしていく中で、時間外の縮減にもお互い

そうすることによって議会もそういうこと

努めようということで頑張っていきたいとい

は納得していくと思うんで、やはりその辺こ

うふうに思いますので、御理解をいただきた
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等について、町としてどういう実態を把握

いというふうに思います。

し、内容について今後の考え方があったかど

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

そのほかなけれ

うか、まずその点についてお伺いしたいと思
います。

ば、ここで１５分休憩をいたします。
午後

２時５６分

休憩

○委員長（谷口二郎君）

午後

３時１１分

再開

す。

○委員長（谷口二郎君）

休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。
これより、歳入に入ります。項で進めま

○委員長（谷口二郎君）

休憩を閉じ、会議

お答えをいたしま

て過日、支庁の方で説明会等がございまし

道補助金。

た。
地元でその協議する場を設けて、１月３１

道委託金。

日までにその対策について申請をせというこ

財産運用収入。

とになってございまして、きのう、地元のＪ
Ａさん、あるいは私どもの担当者含めて集

（「なし」と呼ぶ者あり）
財産売払収入。

まって、この対応について協議をいたしたと
ころでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
寄附金。

なお、詳細については、これから細部を詰

（「なし」と呼ぶ者あり）

めていって、国のその支援対策、どの部分が

○委員長（谷口二郎君）
○委員長（谷口二郎君）

該当するのかも含めてこれは精査をしなが

基金繰入金。

ら、遺漏のない形で対応していきたいなとい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

うふうに思っております。

雑入。

今現在、私が聞いているのは、飼料の値上

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

がり分につきましては、国の方としては７０

町債。

％ぐらいの補てんというようなことも打ち出

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（谷口二郎君）

それでは、これよ

されているようでありますけれども、実態と
しては、これもこれから詰めさせてもらいま

り総括。
７番

再開

策、あるいは燃油高騰対策、これを受けまし

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

３時１５分

過日、国の方から出されました飼料高騰対

道負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

午後

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

休憩

○町長（安久津勝彦君）

国庫負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

３時１４分

町長、答弁。

「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（谷口二郎君）

午後

を再開をいたします。

す。１９ページ、負担金。
○委員長（谷口二郎君）

休憩をいたしま

すけれども、実態としては、農協の担当との

熊澤芳潔君。
それでは私の方か

打ち合わせの中では、実態としては６割ぐら

ら、現状の農業情勢、実態を踏まえた中での

いになっちゃうのかなという、そんなお話も

ちょっと質問、１〜２点質問したいと思いま

途中経過では聞いておりますけれども、いず

す。

れにしましても、これから１ヵ月ちょっとし

○７番（熊澤芳潔君）

まず、私が先日、臨時議会で、ことしの農

かございませんけれども、精力的にそこら辺

業情勢どうだろうということでお聞きした結

詰めて、その国の対策に乗っかっていきたい

果、まだ実態としては把握をしてないという

と、こんなふうに思ってますので御理解いた

ことでございましたけれども、その後の動き

だきたいというふうに思います。
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ついてどのような形で動いておられるのか、

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

７番

熊澤芳潔

君。
○７番（熊澤芳潔君）

そうですか、そうい

う意味では、農協との連携の中で最近そう
いった協議がなされてきたということのよう

ちょっとお聞きしたいと思います。
○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。
ＪＡさんの方から、今、議員がお話があり
ました、要するに農地に堆肥を投入して地力

でございますね。はい、わかりました。
それで、私も実は今年のこういった農業危

の増進を図っていきたいというこういう要望

機に対しての心配もございましてね、農協の

もいただいておりますし、さらにデントコー

管理者ともちょっと一部きょう話を聞きまし

ンの作付に対する支援、さらには大規模草

た。これは決してお願いされたとかなんとか

地、これは指定管理者制度でやっております

じゃなくて、私の方でそれぞれ心配な中で、

けれども、これは道営事業で一定の装置整備

どういう実態なんたろうということでお聞き

はやったわけでありますけれども、整備がさ

した中で、今までの経過の中での農協と町と

れてないところの整備のことについても要望

の関係の中で、いろいろ対策が要望があった

をいただいております。

ということの中に堆肥の関係、これは町長、

今現在、農業振興室が窓口になってより具

一部の中でお話しあっかと思いますけれども

体的に詰めてくれと、とりわけ耕種連携のこ

堆肥の件だとか、それから大規模草地の更新

とも含めて、堆肥の有効活用については、私

の件だとか、それから配合資料の値がりの関

もこれはいいことだというふうには思ってお

係、当初、配合資料値上がった段階で、農協

ります。

の方でも輪作体系を含めた耕畜連携の中での

ただ、中身をもっとももっと精度を上げて

デントコーンによる作付の要望と、こういっ

くれというお話をさせていただいておりま

たものも実はしてあったんだということで

す。端的に申し上げますと、今、地力更新の

あったわけですけれども、全体見て、このこ

ために堆肥を相当数、畑に入れてると、この

とによるやっぱり来年度に向けた対策も含め

運搬費について助成をしてくれということで

ての関連もあると思いますので、そういった

すから、私は、そうはならないと、少なくと

中でのことが延び延びになってるというよう

も助成をするという分につきましては、公費

なことも実は聞いているんですよね。

を使うわけですから、税金を使うわけですか

それで、いいとか悪いとかじゃなくて、そ

ら、これはやはりある程度完熟化した本当の

ういった対策について、じゃあこの段になっ

堆肥を投入をしていくということでなけれ

て、１２月段階になって来年度に向けてどう

ば、少なくとも生堆肥を入れればいいという

いう形で問題があるのかどうかということ

もんではないというふうに私も、まあ素人で

を、若干私から見れば、ある程度このデント

すが、しょせんは素人ですけれども、そんな

コーン作付の関係だとか、そういったことに

思いがしておりまして、これは私自身も、専

ついては、そのほかにも何か根菜類をつくる

務さんにも直接お話をしたこともございま

ためのチューブによるサイレージといったこ

す。

とから、機械もそういったことでも考えを示

この仕組みづくりをやっぱりしっかりして

してるんだというようなことも実はあるわけ

くれと、そうでないと、私が自信を持って議

ですけれども、こういった農協との関係の中

会に対して予算提案はできないということで

でのやっぱりある程度のスピーディーなとい

お話をして、支援することは決してやぶさか

いますか、迅速に対応する部分もあるのかな

ではないと、ですからそこら辺の仕組みづく

という気がいたしますんで、そういった点に

りも含めてしっかりとやっていこうと、お互
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いに協議してやっていこうということでやっ

○委員長（谷口二郎君）

ております。

君。

それから、デントコーンについては、これ

○７番（熊澤芳潔君）

７番

熊澤芳潔

わかりました。私の

は国の支援対策にも肉牛農家、とりわけ肉牛

聞く範囲内では、やはり来年の経営に影響の

農家が一番大きなウエートだというふうに思

ないような部分での提案もあるのかなという

いますけれども、酪農家含めて自給飼料のこ

気がいたしますので、そういった意味では、

れを、自給率を向上させようということで国

来年の早いうちにそういった部分できちっと

の支援措置も結構出てるんですね。ですから

連携をとりながら、緊急な対策というような

当然そこに乗っかっていけるものは乗っかっ

形になろうかと思いますので、そういった面

ていくと。

では連携をとってやってもらいたいという気

ただ、ちょっとお話聞きますと、畑作のデ

がいたします。

ントコーンというお話もありますから、これ

それと、特に一番影響があるのがこれは肥

は耕畜連携の中でこれも仕組みづくりができ

料の関係、町長御承知のように６０％値上が

ないと、ただ単に品目を変えてデントコー

りしたよということの中に、これ農協として

ン、おれ、ちょっとデントコーンつくりたい

も、とりあえず国の事業としての対策を、組

からここに支援ということには、私はならん

合員にファックスの形で実は私にも来たんで

というふうに思ってますから、これもそこら

すけれども、そういった形の中で補助制度も

辺の耕畜連携の中でどう仕組みづくりをして

あるよということでは、今後やっていくんだ

いくのかということが大事だということで指

ろうと思いますけれども、その中にも、

示もしております。

ちょっとこれ町長に提案すればよかったんで

それから大規模草地、これは先ほど申し上

すけど、見せればよかったんですけど、見せ

げたとおり指定管理者制度をやっているわけ

なかった分申しわけないんですけど、今回一

でありますから、これは年間の指定管理者と

番影響あるのは肥料だよということなんです

しての計画をちゃんと立てるということに

よね。

なってますから、当然これが必要があれば、

それで、肥料に対して低減努力だとか、そ

当然その分は必要な分というのは当然見れる

れから値上がり分だとか含めて、国なり道な

ということになってますから、これはちゃん

りで予算が出たということの中に、私ぱっと

と契約事項がありますからね、ここら辺も

見まして、やはり町も、できれば農協もとい

しっかりお互いに連携をしながら、どういう

うような形の中で補助しながら、昨年の肥料

形がいいのかということもしっかりやろうと

費ぐらいには抑えれるような仕組みにするよ

いうことで、これは少なくとも今年度という

うなことも一つの方法なのかなという気がい

ことにはならないと、来年度に向けてそこら

たしまして、そういったこともやろうと思え

辺が耕畜しっかりできるんであれば、これは

ばやれるのかなという部分がございますの

議会にも提案することはやぶさかでないとい

で、細かく少し煮詰めていただいてね、そし

うお話もさせていただいているということで

て検討してもらえたらなという気がいたしま

ございます。

すので、よろしくお願いしたいと思います。

今後においても、農協さんとしっかりと連

肥料の関係につきましてはその程度です。以

携をとせせていただいて取り進めていきたい

上そういうことでしたら、少し来年に向けて

というふうに思いますので、具体化したなら

早急に詰めていただくことをお願いしたいと

ば、議会にも相談はしたいというふうに思っ

いうふうに思います。

ております。
以上でございます。

それから、農業委員会の会長にお伺いいた
します。農業委員会は特に足寄の農業、基幹
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産業である農業の実態、ことし大変な部分だ

答弁。

よという中で、農業委員会としても、やはり

○農業委員会会長（阿部正則君）

ことしの実態等踏まえながら、何か町なり農

り離農者も出ますので、農地関係のことは、

協に対しての動きというものがあるのかどう

農協と密に連絡をとりまして、適正な処分の

か、そこら辺もちょっとお伺いしたいと思い

仕方をしていくつもりでございます。

当然やは

以上でございます。

ます。
○委員長（谷口二郎君）

農業委員会会長、

○委員長（谷口二郎君）

７番

熊澤芳潔

君。

答弁。
○農業委員会会長（阿部正則君）

お答えし

○７番（熊澤芳潔君）

わかりました。私の

方からは、その点について質問を終わりま

ます。
農地行政は、特に経済的なことで支援する
というわけにはいきませんものですから、出
てきましたあっせん業務については、スピー

す。
○委員長（谷口二郎君）
５番

そのほか。

木村明雄君。

ディーに迅速にやるようにしておりますし、

○５番（木村明雄君）

十勝の農用連、道の農用連を通じまして政策

て伺いたいと思います。

エゾ鹿の被害につい

ことしの被害について、今までにどのくら

提言をそれぞれやっております。
ＷＴＯ交渉なり、これだ飼料、燃料、肥料

いの想定をしているのかということが一つ。

の高騰対策とか、そういうことの国に対して

２番目に、ことし今までにどれだけの頭

の要請も、１２月の頭に道農用連を通じまし

数、捕獲頭数があったのか。それからハン

て政策提言をしまして、何とかその要求を実

ターの人数はどのくらいなのか。

現するべく運動をしておりまして、特に町に

それから４番目に、ハンターの費用負担に

対してどうのこうのという農業委員会として

ついてはどうなってるのか。これは上げる上

のあれはありませんけれども、農地行政の中

げない、いろんなことがあったような気がす

では、スピーディーにとにかく出てきた案件

るわけなんですけれども、その辺伺いたいと

を解決していくというよう方法で今取り進め

思います。

ているところでございます。

○委員長（谷口二郎君）
ます。

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

７番

熊澤芳潔

君。
○７番（熊澤芳潔君）

暫時休憩をいたし

わかりました。それ

で確かにそういった部分もありますけれど

午後

３時２８分

休憩

午後

３時２９分

再開

○委員長（谷口二郎君）

休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。

も、緊急のこういった緊急事態も含めた農業

ただいまの質疑については、発言者より取

情勢ですよね、特にコスト高ということでご

り消しということでございますので、御理解

ざいますので、そういった部分もやはりとら

いただいたようでございますので、補正予算

まえながら、農業委員会としても、やはり農

にありませんのでね、それじゃあ、そのよう

協等の協議だとか実態だとかをきちっと踏ま

によろしくお願いをいたします。

えていただいて、そして何とかそれを乗り切

そのほか。

るということも必要でないかと思いますの

４番

井脇昌美君。

で、その点も要望しましてお願いをしたいと

○４番（井脇昌美君）

いうことでございますけれども、委員長お願

１ページなんですけど雑入というところで、

いします。

２７万９,０００円の金額は少額なんですけ

○委員長（谷口二郎君）

農業委員会会長、

歳入の諸収入で、２

ど、銀河線鉄道有価物売払収入となってるん
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設備・電気は一括なんですよ、３戸一括ね。

で、これは何の収入なのかなと。
同時に、歳出の方で工事予算見てこの金額

入札は個々なんです、今度。本体工事は

を基金積立の方に計上してるものですから、

個々って、非常にまれな状況で執行してるん

総括でお聞きしたわけなんですけれども。

ですね。

○委員長（谷口二郎君）
○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。

そのことによって、１億９,０００万もこ

お答え申し上げ

の事業に同一時期に行われる、執行されるに
かかわらず、議会の９６条議決が不要となる

ます。
レール・枕木等につきましては、入札で処

んですね。このことは、たしか私の記憶で

分をしたわけでございますけれども、それ以

は、昭和５０年代後半ぐらいに、町有林の公

外に、駅周辺で出ました鉄くず等が若干出ま

団でない山林を売買したときに、財産処分の

して、これ等のあわせて処分をしたというこ

関係で同じような質疑が他の議員から出たん

とでの、少額でございますけれども、処分を

ですよね。同一でその状況に処分すれば、当

したという関係でございます。

然議会の議決になるんですけどね、全くなら

それで、処分した財源につきましては基金
管理をしてございますので、基金の方に積み

ないということでいかがなもんだろうかとい
うことがございました。
当然、昨年の今の同じような状況で１９

立てるという予算計上となってございます。
○委員長（谷口二郎君）

総括、そのほかあ

２１年ということなんですけどね、私、そう

りますか。
８番

いうことで果たしていいのかなという疑義が

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

年、２０年ということで、これは今２０年、

公営住宅の建てかえ

事業の関係についてお尋ねをいたします。

あるんですよ。
執行の方法としては何ら法的には問題はな

これは特段に繰越明許の関係もございます

いんですけどね、常日ごろ申し上げてるよう

しね、２条予算の関係でお尋ねしますので、

に、議会の権能と技研権の執行状況のことか

総括でお尋ねをしたいと思いますが、これは

らいって、もう少しやっぱり丁寧に、かつ親

繰越明許は１億９,０４４万強になってござ

切にね、結果として今予算を認めますでしょ

いまして、もちろんこの関係で先ほども理事

う、あとは所管委員会が工事のやってるとこ

者の方から答弁ありましたように交付金事

を見て、入札の執行状況を所管調査の段階で

業、９番議員の質疑の中でお答えしてますけ

見せていただいて、ただそれだけしかないん

ど、問題は、その執行の方法について、本年

ですね。

度、平成１９年、２０年度等についての執行

私は、やっぱりもうちょっと丁寧にやった

状況は、御案内のとおりの状況で執行してる

らよろしいのかなと。そのためには、要する

んですけどね、これは本年度、要するに本年

に昨年度と今年度のような同じような執行で

度使えるように繰越明許もありますから来年

は、私はちょっと危惧感を感じるもんですか

度にかけて、入札は当然当該、つまり今年

ら、まずその状況についてどんなことを考え

度、そのための繰越明許ですからね、このあ

て今予算提案されてるのか、まず最初に、

り方について私、非常に疑義持ってるんです

私、決めつけて物の言い方すると恐縮ですの

よ。疑義持ってる一つのポイントは何かとい

で、まずそういう思いがあるということを念

うと、議会の議決権を逸脱してるんでないか

頭に置きつつ、ちょっとどんな方法で執行さ

という思いなんですよ。

れるのか、入札に付すのか、お示しをいただ

だから１億９,０００万強の予算ですよ

きたいと存じます。

ね、それを分割発注する関係で、例えば今１

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

９年度、２０年度の状況からいきますれば、

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま
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れば、従来どおりで今の時点は多分いくんだ

す。
今回の予算提案につきましては、同様の規

ろうなと。こんなだろうなでは困りますね、

模でもう既に建設がされていますし、設計も

いくというふうに思っているところでありま

終わっているということで、従来単価等の見

す。

直しをして総額表示をして提案をしていると

以上です。

いうことでございまして、では、入札のとき

○委員長（谷口二郎君）

にどうなるのかということだと思います。

君。

正直申し上げて、入札に当たっては、来年

○８番（高橋幸雄君）

８番

高橋幸雄

いや、私ね、これ

度の年明けになりますけれども、それは指名

ずっと思ってるの。例えば常識論から考え

委員会にかけて、分割するかしないか等も一

て、単体の１物件ですると、一定の事業費入

定の協議をしながらやることになりますけれ

れると、今おっしゃってるように分離するも

ども、従来のやり方でいけば、議員御指摘の

んですから、それを合算していくと、１物件

とおり建築主体については、３棟あるわけで

そのものが、１戸の住宅そのものが全く我々

すから３棟の分離。

の議決権の範疇内なんですよね。だけど今の

それと設備・電気については、それぞれ棟

従来やったような方法でいくと、分離すると

別にすると流末等で法で１ヵ所になってしま

もうばらばらになるもんですから、議決外な

うものですから、どちらの責任の分野かっ

んですよね。だけど私はこういう進め方って

て、いろいろなトラブルがありますので、１

どうなのかなと。

２戸まとめて一括発注する、電気と設備につ

それが別途あるとすればね、例えば今議会

いてはですね。そういった部分では５件に分

でこれを求めてる全体の事業１億９,０４４

けて、５物件に分けて従来は発注をしていま

万３,０００円なわけだから、それとあとま

した。これは平成１８年からずっと同様の対

た交付金事業の歳入を見込んで、あと事業債

応をしていたところであります。

ですよね。我々はやっぱりこれを一括ここで

それで、議員がおっしゃられている５,０

今議決をするということになりますれば、今

００万以上の議決権のお話かと思いますけれ

度あと執行の状況がどうなるかということ、

ども、正直申し上げて、今年度当初に、昨年

そして議会がもう全然関与できない状況にな

度繰越事業で実施をした、２月に入札をして

るのか、これが関心事なんですよ。

おりますけれども、設計価格が約４,９００

昨年、一昨年ですか、かなり低減な一定の
業者が落札して、３戸１億減でやや１戸分に

万円ぐらいになります。
私どもは今、財務規則、法律、さらにはそ

近い、７割かぐらいですか、予算が不用額出

のほかの法に照らし合わせて、５,０００万

た経過ありますよね。私ね、この辺が非常に

以下であれば、１件５,０００万以下であれ

我々、私として難しい物言いの言い方なんで

ば議決は要らないといったことで、この間対

すけど、本来ですとね、１億９,０００万一

応しているところでありますけれども、今御

括で要するに今の水回り、そんなもの一括に

指摘の部分について、正直、従来のパターン

なれば処理すると言うけども、よく考えてみ

で５,０００万以下はという部分で、ちょっ

たら変な話なんですよ、あんた。

と若干安易に考えていた部分もあるかもしれ

Ａ業者とってＢ業者とってＣ業者とって、

ませんので、今言えることは、予算は従来ど

そしてその水回り、電気が特定なＤ業者が水

おりの予算の要求でありまして、発注に当

回りやって、Ｃ業者が３戸みんなやるわけで

たっては、もう一度そういった法規範上の問

すから、大型工事ならいざ知らず、この問題

題等々、一定の整理をさせていただきたいと

の一番キーが西小学校なんですよ、副町長

思いますけれども、今どうするんだと言われ

ね。あれ一括だったんだ、全部今までは。西
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話ですよね。だけども大体私の頭の中には

小学校から分離発注したんですよね。
あれだけ事業が大きくなりますればね、あ

ずっとこう、今、建設工事の仕事のない時期

るいは今執行してる屋体、足寄小学校の屋体

ですから、だから地元に受注していただくの

工事になりますれば、まあ大体理解の範疇内

は結構と、あとは問題はやっぱり、さりと

かなと、物件が一つなもんですから、箱物が

て、きょうの議会の答弁で町長がいみじくも

一つだから私は、だけど今公営住宅そうじゃ

時間外手当の問題で労基法の問題をおっ

ないんですよね、今。説明しなくたって、所

しゃったように、やっぱり法規範はやっぱり

管委員の皆さんならみんな知ってるし、もち

きちんと遵守しなくちゃ、やっぱりね、どう

ろん執行者はもちろん知ってるから、どうも

もいびつだなと私は思うんですよ。
だけど皆さんがいいということでだれも言

やっぱりおかしいなと。
それでね、それでは全部１物件として入札

わんから僕黙って、前はそのとおり黙ってい

に付したらどうなんだと、何の問題ないです

ましたけどね、僕はいかがなもんなのかなっ

ね。そしたら堂々と、予定価格が幾らになる

て、議会議員としてやっぱりそのことはやっ

か知らんけど、予定価格になれば、それの範

ぱりこのまま許容すべきでないんでないかな

囲内であれば議会議決になるんですけど、当

と。受注するのはもちろん地元発注、地元の

然この額ですからもう議会の議決なりますよ

方で結構ですしね、その方法をやっぱりもう

ね、（不明）する方法もありましょうし、そ

少しオーソドックスにやるべきでないだろう

の辺が、そしてなおかつ、９番議員の物言い

かという思いあるんですよ。

を借りていただければ、みんなで仲よく一つ

今の段階で副町長の、町長ももちろんそう

ずつ分け合ってとるんだと、そしてＡ業者は

でしょうから頭の中には、先ほどの答弁から

Ａ物件に集中して入札する、Ｃ業者はＢ物件

いくと、ほかの選択肢はなくて、これから指

に力入れると、Ｄ業者はＥ物件に力入れるっ

名選考委員会をやって発注するって、手法は

て、こんな感じでね、そして結果として仲よ

前年度踏襲と考えてらっしゃるんですけど

くみんなで分けてとった、あとの電気関係

も、私はやは議会議員として議会として私は

は、工事ボリュームからいってＲ業者が全部

いかがなもんだろうかと。

水回りをとって、Ｚ業者が電気工事をみんな

一歩譲って、一歩譲ってですよ、これは入

とってと、だけど実際考えたら不可思議な話

札の結果は情報公開で全部わかるんですね。

なんですよ。

それじゃ一歩譲っても、入札の方法もあるん

やっぱり住み分けして、今いろいろ官製談

ですよ、入札の方法。私が聞いたことに間違

合問題大きくなっておりますけどね、地元発

いがなければ、同時入札をしてるんでないか

注はもちろん結構でございましょうしね、だ

と思うんですね。１号、２号、３号物件、あ

から僕、やっぱり方法としてはもう少し明朗

と分離のあれとこれ同時入札、どんと。

的に、議会の議決権もあわせてね、そういう

本来ならば、普通の民間だったら、民間

一つの発注サイドの手のうちにあるわけです

だったらね、１号物件入札する、予定価格に

から、だからそれはやっぱり誤解の招かない

達しました、何々建設様、最低価格４,３０

方法なのかなというそういう思いをしてるん

０万ですといったらさ、設計も仕様もみんな

ですよ。そういう思いしてるの。その辺は

同じだから、もう。別なら別ですよ。それ

やっぱり執行者としても考えどこなのかな

じゃ次の札入れるのは、４,３００万で落札

と。

したわけだから、予定価格に達したら、次の

前々年度前のように一部業者が落とすと、

入れる業者はそれから下回って入れるんです

普通は入札だから、そんなもの別にあってあ

よ、これは通常だったら。そうでしょう、落

り得る話ですよ、官製談合以外は。あり得る

札する気だったら。
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このことは、応札したときに予定価格に達

近はと言ったら、いやあ、もう土建も開発も

しないということで、まず第１回の入札が不

もう入札執行が８５とか、厳しいですって

落になる場合あるでしょう、そしたら次に最

おっしゃってました、大変ですってね。

低価格が出ますわね、入札価格に達しないん

そして今システムも相当変わってますで

で２回目入札執行しますったら、次に応札す

しょう、もう天の声もなければ、そういう状

る業者は最低入札価格より下回って入れるわ

況になってるんですよ。だからやっぱりね、

けだから、もう上回ったら即一発だめですか

行政も毅然としてやっぱりそういうものはそ

らね、それと同じ原則を一歩譲っても、正規

ういうもんでね、よそに発注しないわけだ、

にやるんならそうやることが至当でないかな

地場に発注するわけですから、やっぱりその

という思いはするんですよ。

辺の執行のあり方を、私はやっぱりそれは大

私はやっぱりそのぐらいのやっぱり業者受

体は小学生的な発想で大体解決できる執行の

注、地元の業者にも仕事、当然もうよそへ広

方法かなと、私は私の頭の中で考えて、何も

げないわけですから、あの規模だと思うんで

私は能力なくてもその程度は考えるんです

地元で十分できるわけですから、あとは入札

よ。

執行はやっぱり納税者サイドに立った物の見

インターネットで新潟県とかいろいろとり

識の中で執行の手法を考えるわけですから、

ましたよ。だけどうちの町にそれをきちっと

そうするといろんなマスコミ報道であるよう

当てようったら、やっぱり議会全体の総意と

ないろんな、私はよくわからん、公正取引委

いうこともありますしね、なかなかそれは私

員会言ったのはそのとおりだと認識してます

はちょっと無理かなと、だけど一度ぐらいは

けどね、それを報道機関は報道してるんだか

提言してみたいもんだなと。場合によっては

ら、だから町村でいろんな形で出てますよ

ね、課徴金をあれでしょう、裁判所判決で課

ね、残念ながら首長さんとかいろんな方が

徴金納める業者も出てくることありますで

ね、悲しいことだなと。

しょう、一定の入札、落札率にその分の（不

業者も仁義がないなと私は思ってるんです
よ。すぐげろするんだよ。昔の日本武士なら

明）換算の数字計算みたい、そういうことに
なってますよね。

腹切るんですよ、もう、げろする前に。貞操

私はそれだけやっぱり今一般の経済が冷え

観の強い女性なら舌かみ切るんですよ、乳房

込んだりいろいろなことで、先ほども時間外

に短剣刺して死ぬんですよ、げろしない前

手当の額見て私もちょっとびっくりしました

に。最近それないんですよ、やっぱりね。私

よ。額もびっくりするというより、それだけ

はそれだけに、やっぱり今の社会情勢から

体がもつかなって。そういうことも相あわせ

いって執行者がやっぱり毅然とした方法を

てね、やっぱり相当びりびりしてるんです

ね、私はやっぱりとるべきだなと。

よ、やっぱりね、皆さん方も。

やっぱり新潟県の状況、入札状況をね、私

したがって、やっぱり行政の執行する方も

どもやっぱり私自体も、競争原理が働いてる

ね、やっぱり前年度踏襲ということではなく

のか働いてないとかと言ってみたって、出た

て、時代に即した方法をやっぱりきちっと模

入札の執行率、所管委員会でいただいても、

索して、やっぱり執行すべきだなと私は思う

声を大にして（不明）の業者の幹部の方が

んですよね。
だから恐らくこのまま黙って質疑をしない

おっしゃってました、去年。
ちょうどたまたま鈴木宗男氏が選挙遊説に

でいたら、前年度踏襲になるんだろうなと。

来られて、どこかあの辺の道銀のあの周辺に

ただ、私は所管委員の委員としてもね、あえ

集まったとき、たまたまそこへ私が行ったと

て１人ぐらい力説しても、多数決議論ですか

き業者の方がお見えになって、どうですか最

ら、私はあえて主張しません。今、私個人
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の、１議員として私の所見を述べて質疑をさ

もう一つ、じゃあそれぞれに分けたら割高

せていただいてるからこれは自由ですから

でないかということもあるんだと思います。

ね、どうぞひとつ理事者、私の今の一つの執

ただ、経費的には、全体５物件一括まとめた

行のあり方について御答弁をいただきたいと

諸経費率等々をあえて採用しておりますの

存じます。

で、分割しても設計金額的には１件でまとめ

○委員長（谷口二郎君）

副町長、答弁。

たのと同じ金額を案分かけて割っているとこ

○副町長（田中幸壽君）

まず、５物件に分

ろであります。

けて分離発注をしてるということで、それを

当然すべてとれば、３件とればその経費で

まとめて発注すれば、一定の競争力も含めて

できるという判断をして、こういう形にして

そういった入札が行えるんでないかといった

ますけれども、そういったことでその部分で

ことは、当然それぞれの対応の仕方によって

決して私どもが不利にはなっていないという

はあり得るというふうに思ってます。

ことでやっているところであります。

それで、私どもが一番こだわっているの

ただ、今、入札制度の問題についても御指

は、今回約１億９,０００円万、端数はつき

摘をいただきました。本当に競争力働いてい

ますけれども工事費、これを５件に割ると、

るか否かというのは、数字でしかわかりませ

建築主体工事というのは約５,０００万以下

んので、平成１９年度の最初にやった公営住

になるんです。

宅、本当に９７％というような数字で落札を

それで議決案件でなくなるということであ

実態として知っています。

りますけれども、その前提が、議会議決を得

それじゃあ同じものがその後一体幾らでっ

ないがためにやっているというんでなくて、

たら、やっぱり９０％以上の数字で２０％程

１億９,０００万一本工事で発注した場合に

度差が出ているわけで、だからこういった違

は、建設業法的には特定建設事業の資格を

い等々も御指摘をされているとおりでありま

持った業者でなければ発注できないというこ

して、たまたま年明けが入札の指名願いの見

とで足寄町で私どもに指名登録をしている地

直しに２年、隔年なんですけれども、見直し

元企業でいけば３社ほどあります、特定建設

期間になっているということと、この間、議

事業。当然財務規則上５社以上の入札になっ

員が御指摘のように、入札制度に対する公取

てますので、よそから業者を探してきての入

も含めていろんな部分で指導がされて、総務

札になると。

省の方からもいろんな文書流れてきます。

結果は当然入札でありますから、それはや

そういった中では、町村も将来的にはやっ

むを得ないということになるんでしょうけれ

ぱり総合評価制度を導入すれだとか、今の入

ども、ただ、これが先ほど言ったように５物

札制度のあり方、指名競争入札のあり方につ

件に分けた場合、建築主体が５,０００万割

いて、いろいろな通知文書等々もいただいて

るわけで、そうすると下請に出す工事費の上

おりますから、年明けには、来年度の指名委

限というのが建設業法で決まっていまして、

員会の冒頭でそういった部分の決着をつけた

それの額からいくと、一般特定建設業の業者

いということで考えているところでありま

でもいいということで地元業者すべてが参入

す。
それで、２０年度からは例の事前公表とい

をできると、指名登録業者ですけどね。
そういった形の中で私どもの政治判断とし

うのを取りやめておりますし、そういった部

ては、やっぱり地元業者に指名機会をふやす

分では若干の数字は下がったと、ポイント的

べきだといったことで、当然地元業者ででき

には下がったということで総務委員会の方に

る工事費で３件に分けた方がというのが一つ

も御報告をさせているかと思いますけれど

大きな分ける原因の一つになっています。

も、そういったやつに加えて、さらに上級官
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庁等々も、いろんな部分で入札制度のあり方

札の執行の方法についてだってあってしかる

等々については今議論が巻き起こっていると

べきでないかということを申し上げてる。

ころでありますから、私どもも、田舎町であ

そのことについてあなた明言しないんだよ

りますけれども、そういった制度で適用でき

ね。明言しない、答弁しないと。あとは難し

る部分については反映をしていきたいという

い話はわかった、理解の範疇内で。一歩譲っ

ことで、今後対応してまいりたいというふう

てという議論からいったらどうですか、そ

に思いますので、御理解を願いたいと思いま

れ。答弁してみてください。

す。

○委員長（谷口二郎君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

私の方からお答え

○委員長（谷口二郎君）

８番

高橋幸雄

をさせていただきます。

君。
これ以上、大体答弁

先ほど来から副町長が答弁させていただい

の限界だね、その辺がね。そこでただ一歩

てるとおり、これまで過去２年間について

譲ってもという議論しましたね、私ね、一歩

は、それぞれ分割して、３棟１２戸の分につ

譲ってもそれはそれで了としていいと、わ

いては分割して発注をしてきたと。

○８番（高橋幸雄君）

かったと。特定建設の問題いろいろ出てまし

たまたま初年度については、同一業者が３

たね、当然承知の上でお話ししてるんです

棟ともとったということでございます。今年

よ。

度につきましては、それぞれ違う３業者がそ

私ね、ただ一番、こういう公の席で議論し
て担当関係者に不利益あるとき、発言するの

れぞれ落札をして実行しているということで
ございます。

に非常に勇気要るんですね。だけど私はやっ

これは一括発注か分割発注かというのは、

ぱり公人としてそれはもうめり張りつけて

これは先ほどの矢野議員さんとの答弁のとこ

ね、たしか今地元に発注するということを申

ろとも関係あるわけでありますけれども、私

し上げてると、発注のあり方は納税者サイド

の思いとしては、ほとんど個人入札の関係に

に立って、今の状況を踏まえて考えるべきだ

ついては、すべてもう副町長に任せてありま

と。

して、私は余りかかわってないわけでありま

それともう１点は、やっぱり議会の権能と

すけれども、ただ、これだけ厳しい経済情

してね、その状況から見ても、最近、私、財

勢、とりわけ公共事業がどんどん減ってきて

務規則ちょっと勉強しておらんですけど、か

いるということがありますから、できるだけ

つて例えば課長決済権限の額をね、それを脱

受注する機会、すなわち入札に参加できる機

法行為というか、分割して執行するんです

会を多くとりたいというのが私の思い。

ね、だからこれらの決済要らないもんですか

さらには、地元でできる工事であれば、で

ら、それはやっぱり行政行為の時期等から勘

きるだけ地元の業者で、しかし、そうはいっ

案して完全に脱法行為だって、きちっと見る

ても法規制なんかもありますから、これは範

者が見たらわかるんですね。あってはならん

囲内の中でそういう対応をしていきたいな

よと。

と、こんな思いであります。

今、私がここで論じてるのは、やっぱり議

そこで、今、高橋議員からより具体的にお

会も９６条上議決あるわけだから、それを明

話がございました。しからば、一括発注でな

らかにね、そのことによって要するに２事業

いとすれば、入札の当日の執行のあり方、こ

外して３物件を同一発注するなんて、一定の

れは物件ごとに執行する、これも一つの方法

議会の議決要件いらん工事額になってしまう

だというふうに思いますから、そのことも含

もんですからね、だから一歩譲っても、それ

めて、今回繰越明許で上げておりますこれの

じゃあそれでわかったと、一歩譲っても、入

実行に当たっては、一括発注がいいのか、あ

― 50 ―

るいは従来どおり分割発注をするのか、仮に

言ったのは議会でだれ言った、結果的に固有

分割発注にするとすれば、またその入札執行

名詞が出るんですよ。

のあり方、物件ごとにやるということも含め

私はやっぱりそれは正統的な行政行為であ

て、これはトータル的にまた検討させていた

れば、だれがどの議員が言おうと彼が言おう

だいて、実行段階までにはしっかりと検討し

と、めり張りつけてきちっと毅然として私は

た上で実行に当たっていきたいというふうに

執行すべきだと思うんですよ。これは基本的

考えてますので、御理解をいただきたいとい

に納税者サイドに立った目線です、やっぱり

うふうに思います。

ね。そのことを申し上げて、一言だけ最後の
決意ひとつ、この予算質疑なもんですから

以上でございます。
○委員長（谷口二郎君）

８番

高橋幸雄

さ、物言いを言ってそれで終わるなんていう
ことにならないんですよ。その辺は誤解のな

君。
こういう種の議論を

いように、誤解はありませんでしょうね、私

積み重ねていくときには、やっぱりこの際だ

の考え方、分割して申し上げましたけど、よ

から明確にお話ししないと、いろいろな話が

ろしいですか。

ひとり歩きする傾向あるんですね。

委員長（谷口二郎君）

○８番（高橋幸雄君）

まず私が申し上げてるのは、この問題につ
いて一つは、議会の議決権能からいって、し

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

かるべき執行のあり方があるんでないだろう

まず発注の方法、どちらかをとるかをしっ

かという観点ね。もう一つは、地元業者に発

かりと検討させていただく。分割して発注を

注するということなら、何らもう異論なく問

するということで選択をした場合については

題ないわけですから、その辺はまず明確に申

入札の執行、これは物件ごとに分けて入札を

し上げておきたいと。

執行するという方向で検討させていただきた

それからもう一つ、受注の機会をふやすた
めにそれじゃあ１物件を出すんなら３物件、
これは一歩譲ってよろしいでしょうと言って

いということで、御理解をいただきたいとい
うふうに思います。
以上でございます。

るのさ。要するに従来の５物件方式だね、そ
◎

れでは一歩譲って、それじゃあ入札のあり方

延会宣告

等についていかがなもんだろうかと、こうい

○委員長（谷口二郎君）

う提言を申し上げてるから、このめり張りだ

でございますけれども、お諮りいたします。

けきちっとしとかないと、もう話だけひとり

本日は、これで延会をしたいと思います

歩きしてね、最近、世の中物騒になりました

が、御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

んで、３４年前の犬のかたきもとる人が出る
ぐらいだから、ましてや目先の経済の中で、

○委員長（谷口二郎君）

私もどっちかというとそのタイプですけど

す。

さ、大体小学校１年生からの記憶ほとんど

それでは、質疑中

異議なしと認めま

よって、本日はこれで延会することに決定
をいたしました。

残ってますからね、世の中物騒ですから。
この辺は公の席だから明確にきちっと言っ
とかないと、変に誤解されて変に話が伝わっ
ても困りますんで、高橋幸雄、何か業者が倒
産することを進めたいな、阻害することを
言ったって。えてしてあるんですよ、私、長
い議員生活の中で。困ったら執行者も、ああ

― 51 ―

午後

４時００分

延会
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