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○議員（須藤武保君・登壇）：１番、須藤。 

 通告書に基づいて質問いたします。 

 機構改革についてお伺いいたします。 

 人事は適材適所が私は最良だと思っております。希

望人事も含めた人事配置を村長は機構・組織の見直し

を含め適正な人事異動を実施したと思いますが、新年

度の人事が行われ役所に緊張感が走って、誰もが村民

が職員減少の中一生懸命働いている事が住民に十分理

解されていると思います。 

 その中で私は２・３気の付いたことを質問いたしま

すが、農業委員会、局長は私が議員になった当初産業

課長等が勤務しておりました。それから７年経った今

年突然局長が専任されましたが、農業委員会に新たな

仕事が増えたのか。税務係は一度に３人、社会福祉協

議会が２名、出納室に２名、村史編さん室に２名、保

育所３名の管理職が一辺に異動になりました。これら

の事についてその後の今後の仕事に影響が無かったの

か。それらについて村長の評価はいかがなものかと質

問いたします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：機構改革に絡めた問題

であろうかというふうに思います。 

 私は①の問題につきまして議員さん言われませんで

したけれども、私達は評価はしているところでござい

ます。もちろん評価しないという私の立場として言え

ない事でございまして、評価はしておりますし一生懸

命少数精鋭の中で頑張っているということでございま

す。 

 ２番目の農業委員会の関係でございます。 

 産業建設課長等が兼務している分野、この分野が非

常に広い建築・土木・下水それと農業・商工観光とい

うふうに非常に広い分野に広がっているというような

状況もございまして、まして農業委員会を兼務させる

ということにつきましては、なかなか難しい状況にあ

ろうかというふうにも考えておったところでございま

して、農業委員会に局長を置いた形の中で産業建設課

の分野の仕事、これらを協調した形の中で仕事を実施

してもらえればいいのかなというふうな観点に至った

ところでございます。 

 また、ご存知のように農林水産の課長補佐等につき

ましては十数年この農業行政に携わっているという現

状もございますし、なかなか人材の確保というものに

ついても難しい状況にあったわけでございまして、大

変その部分については広い分野でございますので、課

内での協調体制というものが僕は必要であったという

ふうにこう考えているところでございますので、その

ような中にあってこの産業建設課の中についてそれぞ

れが担当は担当という考え方では無くして、横断的な

形の中で協調して仕事をしてもらいたいという形の中

で配置をしたというようなところでございます。 

それからまた税務課の等の問題でございますけれど

も、一度に３人が替わったということでございます。

これは私の人事権に係わる問題でもございます。議会

に話することについては当然問題は無いというふうに

は思いますけれども、替わった３人の中で税務に精通

した人間もいたということもございまして、特別事務

に支障は出てこないだろうというような考え方でやっ

たような状況でございます。 

以上でございますので、ひとつよろしくその点ご理

解賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：人事権は村長の権限で

あると私は思います。後ひとつ保育所の３人の管理職

が必要なのかこの点ひとつ、１点だけ。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思いま

す。 

 保育所の管理職、補佐も含めて３人というような形

になるわけでございますけれども、今一番重要なのは

子育ての支援事業、子育てを支援するとこれが先程の

山須田議員が質問したいじめの問題にも繋がってくる

わけでございます。当然３歳・４歳児、これらの時に

一番知能が発達する時期に一生懸命そういう分野を教

え込むということもまた必要な事でございます。子育

て支援というものをまた学童保育こういう問題もきち

っと対応していかなければ、またそういうようないじ

めの問題にもまた繋がっていくというような将来的に

そういう観点もございます。これらについては重要な

問題として捉えなければならないというふうに考えて
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いるわけでございます。また、一般の保育士につきま

しても、鬼志別・浜鬼志別と二つございます。それら

を十分に管理・運営していくためにはそれだけの管理

職は私は一人では出来ないというふうに感じます。そ

ういう意味におきましてこのような配置をさせていた

だいたというところでございますので、これからの保

育行政という問題につきましては、将来的に向かって

今の少子化の問題に向かって絶対欠くことの出来ない

問題であるというふうにも私は考えておりますので、

そういう意味で充実を図ったというような事でござい

ますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：子育て支援・学童保育

一番だという考えという村長の答弁、私も納得しまし

た。ところでその次、機構改革後、職員が一生懸命仕

事に打ち込んでおります。一生懸命仕事に打ち込むに

は良い家庭を作り、良い環境つまり住宅などが必要だ

と思います。小さい子供も抱えている若い職員は古く

寒い住宅に住んでいます。また、住宅手当（持ち家制

度）を利用して個人住宅を建設する３０代の職員もお

ります。一定の職員厚生も必要ですが、同じ住宅に定

年まで２０年以上も住んでいる事も問題があると思い

ますが、民間のアパートがほとんどない本村でむしろ

職員には持ち家制度を利用し家を建ててもらった方が

村の持ち出しも少ないのではありませんか。それから

これから触れる市町村合併問題と関係しますが、まず

人口を減らさない事が大事です。そのためにも職員に

は家を建ててもらい、末永く家に住んでもらう事も大

事であると私は思います。村の自主財源である固定資

産税も増えるのではありませんか。それが村長の提唱

する三愛運動、村を愛し、地域を愛し、職場を愛しに

繋がりませんか。しかし中堅以上の相当数の職員が比

較的環境の良い職員住宅に住んでいる現在の状況をど

のように考えておりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：はじめにご質問のござ

いました職員の持ち家の関係につきましては十分理解

の出来るところでございます。後段の部分ですが、機

構改革と職員住宅、中堅以上の相当数の職員が比較的

環境の良い住宅に入居しているというような問題につ

きましては、これは機構改革とは別な問題であろうと

いうふうに私は考えます。ただ、この問題につきまし

ては、基準を作りまして役場側とそれから組合サイド

でこれは基準定数に基づいてその基準定数も合意に致

してそれに基づいて入っていただいているとそういう

現況も理解をしていただきたいというふうに存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：機構改革についての質

問、これで終わります。 

 続きまして道州制でありますが、１２月１３日道州

制特区推進法が成立されました。地方分権に向かって

動いていると思いますが、あまりにも権限の移譲項目

が８項目と少なく、分権改革の意義が実感出来ないの

ではないでしょうか。権限に伴う財源は使途を限定さ

れたものとか、交付金として移譲されますが、それが

実際にどのように運用されていくのかが課題だと思い

ます。地方自治体が効率的で民主的に活用できれば良

いのですが、国の関与次第では限りなく使途の限定さ

れた補助金のようになる可能性があると思いますが、

村長の考えはどうですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思いま

す。 

 北海道を対象とした道州制特区法案が成立したこと

は議員さんもご承知の事と存じ上げます。地方分権は

かなり進んでいるとして、国と地方の新たな姿を作る

目的ではありますが、全国道州制の先駆けとの狙いが

あります。本当に私は理解し難い問題であえるという

ふうに思っております。認識としては道庁職員の意識

改革とやる気の問題だろうというふうに思います。今

は今年度の１２月の道議会でもこの道州制の問題がひ

とつも議員から出なかったということが、やる気があ

るのかないのかという問題に私は繋がってくるのでは

ないのかなというふうに考えます。また、道職員も今

は手薄で仕事が無いというような実態にあるというふ

うにも聞き及んでいるところでございます。そういう

ような道職員の意識改革ややる気の問題、この問題が

この道州制を法案を立派なものにしていく全国の先駆

けとなっていくようなものにしていかなければならな
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い。そういう部分においては私は非常に疑問に思う次

第でございます。これからその部分については道の職

員やら道議会で議論が活発にされていく問題であろう

というふうには思いますけれども、更に権限の移譲が

柱になってきます。それと村民の住民の参加というも

のも明確になってまいりますし、住民基本条例という

ものもあちこちで作成してきている段階にありますが、

うちの村としては住民基本条例というものではなくし

て、猿払村理念条例と村民参加条例この二つを自治基

本条例として捉えて、今まで進んできたわけでござい

まして、非常に私は先駆的だというふうに考えている

ところでございます。ただ、住民基本条例につきまし

ても、私はそれらをベースにした形の中で規則等でそ

れらを住民基本条例等を作っていければ、素案は私持

っておりますけれども、まだ公表はしておりませんけ

れども、そういうような形を取っていければというふ

うな考え方も持っているところでございます。 

道州制に伴う権限の問題でございますけれども、権

限の移譲これが柱になっているということでございま

すけれども、様々な既得権益を死守しようとする中央

官庁、中央省庁が果たして権限を手放すかということ

が大きな問題であろうというふうに私は認識を新たに

しているところでございます。なかなか国の官僚がこ

の権限の移譲を手放すという事になりますと、国の官

僚等の仕事という問題それとそれに付随する色々な

様々な問題があろうかというふうにも存じます。そう

いう部分では非常に私は先行き不安を感じているとこ

ろでございますので、その点につきましても道州制の

問題についての私の認識とさせていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長の答弁の中に理解

し難い、道職員がもう少し働かなければならないと、

うちの村は基本条例があるからこれをベースにしてこ

れからも向かっていくのだと、分かりました。それか

らこれからも市町村合併や支庁再編を一体的に見たビ

ジョンを道側が打ち出さないと今後小さな権限移譲を

積み重ねているだけで終わるのではないかと新聞に出

ていましたが、村長はその辺小さな権限移譲とかどの

ようにお考えになりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村民の受益に繋がる問題の権限であれば私は移譲し

ても構わないというふうに考えているところでござい

ます。ただ、小規模町村ですからそんなに大きな重要

な権限というものは移譲されてはこないだろうという

ふうな考え方も反面持っているところでございますの

で、ご理解賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：３番目の介護保険制度

についてお伺いいたします。 

 ６５歳以上を対象に道新で調査しておりましたが、

４月から始まった介護保険の中身を熟知しているのは

村内に何％ぐらいいると思いますか。保険料を負担し

ていれば介護認定を受ける立場になった時、直ちにサ

ービスが受けられると思っている人が大半ではないの

ですか。高齢者になってから一番大事な介護保険につ

いては今一度住民に説明はいらないと思いますか。す

るべきではないかと思いますが、村長の考えは。 

○議長（佐々木正光君）：昼食のため午後１時まで休

憩いたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（佐々木正光君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：午前中で介護保険制度

の関係についてご質問が終わりましたので、ご答弁を

させていただきたいと思います。 

 村としては回覧・広報誌等で周知をしているところ

でございます。６５歳以上の方と４０歳以上６４歳以

下の方で法律で定められた病気が原因で介護が必要に

なった方に対して介護保険被保険者証を交付しており

ますが、この交付の際に担当者が被保険者宅へ持参し

て直接説明しているので十分理解はしているものと判

断をしております。これが具体的にパーセンテージに

ついては特に抑えてはおりませんが、果たしてこれら
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について必要があるかどうかということについてもち

ょっと考えさせていただきたいなというふうに思いま

す。 

 また、介護保険法第６７条により保険料を支払って

いない場合、サービスは受けられますが全額自己負担

となります。現在保険料の滞納者はおりませんが介護

が必要になって各種サービスを受ける場合は保険証が

あれば掛かる費用の９割が村で負担する事になってい

ます。新しくサービスを希望する方は村に対しサービ

スを受ける計画を作り、届け出しなければなりません。

この計画の作成や届け出は村またはやすらぎ苑がいた

します。そうした事例が発生した際は保健福祉総合セ

ンターに問い合わせていただきたいというふうに思っ

ておりますし、病院ともまた十分連携をとっておりま

すのでこれらの対応も出来る体制になっているところ

でもございます。６５歳に到達された方や新たにサー

ビスを受けられる方もこれからも増高していきますの

で、先程議員が申しました周知の方法等も定期的にや

ってまいりたいとこのように感じているところでござ

いますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し

上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：回覧板等の確認をして

おりますが、職員が直接指導に歩くということは素晴

らしい事だと思います。もう１点、やすらぎ苑の件な

のですが、やすらぎ苑に今は空きがあるのですが。随

時新しい人が入っていける体制になってますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今現在やすらぎ苑については空きはありません。た

だ、ショートステイについては空きがあります。これ

をどのような形で使って有効利用を図っていくかとい

うことについてはやすらぎ苑と法人の方と相談をして

いかなければならない問題だろうというふうにも思っ

ております。ただ、ベットは確保はされておりますけ

れども、身体の状態が悪くて病院の方へ入院している

方が居られます。これが病院で病気が治ればまた介護

施設に帰ってくるというような形になっている状況に

あります。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：４番目の広域連合につ

いてお伺いいたします。 

 市町村合併を考えるにしろ、現在自立行政でも広域

連合は考えていかなければならないのではないかと思

います。今後考えられる短期的で調整可能な効率的な

広域連合というのは考えは村長お持ちでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先に質問の趣旨を伺い

させていただきたいのですけれども、現在自立でも広

域連合を考えると述べているところでございますけれ

ども、広域連合なのか広域連携なのかその辺伺いした

いのですけれども。連合でよろしいですか。 

 現在は宗谷の未来を語る会が進められているところ

でございます。また、合併クラスター関係これについ

ては豊富・猿払・稚内というふうになっておりまして、

助役レベルで話し合いをしているところでございます

が、稚内市・豊富町も今統一地方選挙を抱えていると

いうような実態にあります。合併等については取りあ

えずタブー視されているのが実態ではなかろうかとい

うふうに感じているところでございまして、両方から

もこの件に関しアタック等は今の所ありません。当然

私もそういうような関係からアタックする事について

はどうなのかなというふうな感じを持っているところ

でございまして、今は避けなければならないのかなと

いうふうにも思っているところでもございます。統一

地方選挙が終わった段階で法に基づく協議会等も作っ

ていかなければなりませんし、おそらく急速にこの問

題等については進んでいくものだというふうに考えて

いるところでございます。相手もあること合併にしろ

広域連合を例えば広域連携を持ちかけるにいたしまし

ても、今現在では難しいのかなと特に広域連合の場合

につきましては、ひとつの自治体を作らなければなら

ないという法的な問題があります。これは当然首長の

選挙それから議会の選出等もございます。ひとつの特

別地方公共団体的なものは作られるというような状況

にあるわけでございまして、このクラスター３つで連

合を作るということについては非常に難しい問題であ

ろうというふうに私は考えているところでございます。

後ほど質問等にありますけれども、北海道全体での広
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域連合というような形になりますとこれは応分のコス

ト削減の負担で済むのかなというような事もございま

すけれども、広域連合をする場合につきましては、そ

れぞれ市町村の格差というものもこれもございますし、

その格差是正をどうしていくのかということについて

も非常に難しい問題であるのかなとこのようにも考え

ている次第でございますので、その点ご理解を賜えれ

ば私幸いだというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：広域連合は大変だと分

かります。 

この春の統一選挙終わった時点で村長選は無いので

ありますよね、でありますので選挙が終わった後この

連携であれば何か考えがあるのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁させていただきま

す。 

 広域連携にいたしましても先程申しました町村独自

の格差是正という問題を処理しなければならないとい

うような問題もございますし、非常に手間の掛かる問

題だなとこのような感じを持っております。後わずか

２年数ヶ月の間で果たして実行できるかどうかという

事については、これは例えば合併するにしろ住民がき

ちっと納得した形でないと合併はこれは無理であろう

というふうにも考えておりますし、議会の皆さんも同

様な考え方だというふうには思います。そういう状況

の中できちっとした建設基本計画が果たして建てれる

のかどうなのかということについても、これは早急に

やらなければならない事であって、将来展望を見据え

た形の中でやっていかなければならない問題であろう

というふうに思います。今合併するにしろしないにし

ろ、私達が村民と一緒になって議会と一緒になって考

えた事が果たして将来どのような評価が得られるのか、

ということは誰しもが今現在分からない事だろうとい

うふうにも考えているところでもございますので、そ

の点につきましてもご理解を賜りませれば有難いなと

このように感じております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長の答弁大体分かる

のですが、私聞いているのは統一地方選挙終わった後

にこの広域連携という形、連合ではなく、それが今村

長の頭の中にどのようなもの模索出来るのかなと、終

わった時点でスタート出来るものもあるのかなという

考えでいるのですが、どうでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程も同僚議員の方に

も申したように、宗谷の未来を語る会とかそれから助

役レベルでの事務協議だとかそういう状況の中で今連

携した場合にどのような連携があるのかということを

今検討している最中でございます。今この例えば国民

健康保険だとか介護保険だとかこういうものを広域連

携でやっていかないかということについては、先程申

したように当然格差是正という問題も３つですけれど

もあるわけでございまして、それらの調整等について

も考えていかなければならない問題であろうとこのよ

うに考えております。連携出来るものについては色々

数あるのかなというふうには考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：連携出来るものがあれ

ば早急にやっていただくのも行革のひとつだと思いま

す。国民健康保険事務とか老人介護保険、老人保健医

療事務とかそれらの事務的な連携、事務事業のそうい

うことも出来るものから早急にやっていただきたいと

思います。 

 それで、次に医療改革制度ということで通告出しま

したが、医療制度改革関連法が１８年６月１４日参院

本会議を通過し成立したと、２年後の現行の老人保健

制度は廃止されて新たな制度に移行するというがどの

ような制度かということで通告書出してあるのですが、

この後明日、規約説明がある模様なのでこの項の答弁

は要らないです。 

 ６番目にいきます。 

 第一次産業の漁業・酪農が頭打ち状態であると思い

ます。それが今後猿払村の観光産業、ふるさとの家周

辺を基盤として道の駅も含めた観光施設がどのように

発展していくのか私の考えではあの道の駅をお客さん
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が集まる観光客が集まるような集客の場所になればい

いなと思っているのですが、村長の考えはいかがでし

ょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今のさるふつ公園の関

係につきましては、若干遅れているのかなというふう

に思っているところでございます。また、従来の通過

型観光から滞在型、体験型観光への観光動向がありま

す。若干道北地方、猿払村ばかりでなくして道北地方

については観光客の入り込みが少ないというのが今の

実態でございます。何とかこのさるふつ公園の道の駅

を中心として、またふるさとの家を中心とした活性化

というものも私は考えていかなければならない問題で

あろうというふうに思っているところでございます。

以前にも申しましたけれども、民間参入の促進という

ような問題もありました。しかし、あまり出店者が現

実的に居なかったというような問題もあります。ただ

１件でございますけれども、１件であったとしてもそ

の方向に向かった形の中で活性化を図っていかなけれ

ばならない。その１件の方が道の駅なりさるふつ公園

を活性化させてくれる原動力に、また道しるべと言い

ますか、口コミになっていただければこれもまた幸い

だろうというふうにも考えているところでございます。 

公園の関係につきましては、議会の皆様とどの様な

形で施設整備をしていくかということにつきましても、

これから議会の皆様と一緒になって考えていかなけれ

ばならない問題であろうというふうにも考えておりま

すので、機会を見つけて議員の皆様とまた打ち合わせ

をしてまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと存じます。活性化を

図っていかなければならないということについては、

これは紛れもない事実であろうというふうにも考えて

いるところでございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：道の駅の事なのですが、

あそこの道の駅、あれは観光客が来てもどこにトイレ

があるのかも分からない状態です。身体障害者等がバ

スで入ったけれどもトイレがない、この公園何だろう

という感じで良く言われるのです。どこにトイレがあ

るのですかと。そういうことの計画的なあそこの中の

計画的なものが何一つ出来てないということですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村の案としては２案・３案として色々な形の中で作

ってございます。その中には身障者トイレももちろん

作っておりますし、トイレの数も多くしておりますし、

そのような図面も書いてはおります。それらを元にし

た形の中で議員の皆様と一緒になって考えていっても

らえれば大変幸いだというふうに思っているところで

ございます。 

 ただ、私としては村のやっている村の考えているも

のについて一貫性を持った形の中で出来るものであれ

ばやっていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。その案についても後ほどまたお示しをして

協議をしてまいらなければならないというふうにも考

えているところでございますので、よろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：道の駅なのですが、こ

のトイレの問題も含めてですけれども、案はあるけれ

ども実現化するということをまだ考えてないというこ

とですか。いつ頃までに実現したいのだと、あそこに

建物が作りたいのだとか、そういうことも全然ただ案

であって実現化しようという気持ちは無いのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁をさせていただ

きます。 

 村で考えていた案につきましては、９月の議会だっ

たと思いますけれども、予算計上させていただきまし

たけれども、予算を落としたという経過がございます。

これは村独自の図面を書いた形の中でやって、皆様に

その資料を渡せなかったということに対しては大変申

し訳なかったというふうに思っているところでござい

ます。それらについて協議をして予算を組んできちっ

とした形の中で道の駅というものをそれらに関連する

ものの整備を図ってまいりたいとこのように考えてい

るところでございます。村全然そういう計画が無かっ

たのかということでは決してございませんので、その

ような経過でございますので、その経過等も踏まえて
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これから協議をしていかなければならないというふう

に考えているところでございますので、よろしくお願

い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：であれば、この春雪解

けから実現化に向かって作業が始まっていくのだとい

う取り方でよろしいのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 春先から即ゴールデンウィークに掛けてその事業を

実施していくということについては、今これから協議

していく段階において３月予算、例えば新年度で予算

計上したとしても若干無理な部分があろうかというふ

うに思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：それではこの春から着

工出来ないとなると、その後５月・６月・７月から始

めてもそれは今年度の最盛期の利用にはならないとい

うふうに取ってよろしいのですか。分かりました。 

 次にいきます。 

 ７番目の新年度予算についてなのですが、今年度も

当初予算がなかなか難しかったと、この度決算委員会

で費用も見て決算委員会も無事通って終わったのであ

りますが、今年度の地方交付税等が年々削減されてい

るが、新年度の予算は何を軸にどの位の予算で組むの

か。大体の事でよろしいです。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先般１２月１１日付け

で平成１９年度の予算編成方針を職員に周知したとこ

ろでございます。一般会計を主にご答弁をさせていた

だきますが、歳入においては今現在新型地方交付税の

内容等明確でございません。面積・人口等これを主に

した形で交付されるということになるようでございま

すけれども、面積に重点を置くのか・人口に重点を置

くのかということについてはまだ不透明な段階でござ

います。 

以前に人口規模で税源移譲というものがありました

けれども、ほとんど見合うお金が来なかったというこ

とが現実としてございます。そのような状況の中でお

そらく明日・明後日中には具体的な財務省の予算内示

が詳しく出てくるものだろうというふうにも考えます。

ただ、地方交付税は出口ベースでは減額されていると

いうことはこれは部分的に報道されているところでご

ざいます。 

また、更に国の方で地方の格差是正という問題をこ

の交付税の中にきちっと盛り込んでいただいた形の中

でこの新型地方交付税というものを作って私はいただ

かなければならないというふうにも思っているところ

でもございます。税収面におきましても、漁業所得の

落ち込み、更には農業関係も厳しい実態にあることか

ら、５，０００万円程度の減収を見込まざるを得ない

状況に今推計をしているところでありますけれども、

予算規模につきましては大体３７億円から４０億円に

なるかどうかその辺につきましては国の財源事情によ

って変わってくるのかなと、またもう少し落ち込むの

かなということもまたこれも予想されるわけでござい

ます。 

何を軸にするかということの質問でございますけれ

ども、第５次総合計画であるわけで予算も目まぐるし

く変化しておりますし、社会情勢の変化もあります。

現在財政健全化のための集中改革プランの作成中でも

ございますし、行財政改革推進委員会及び検討委員会

でこれらについて査収をしているところでございます

ので、またこの面につきましては、予算編成時期に向

けてこれらの関係の事務事業評価を踏まえた形の中で

投資的経費事業も含め、また経常経費的な事業も含め

て多面的に検討を加えてまいりたいとこのように考え

ているところでございます。 

この点につきまして、ご理解賜りたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：３７億円から４０億円

ということで、今年度も当初４０億円を切った当初予

算でありましたが、決算にいってみれば４０何億円と、

当初予算てこんなもの決算がこういうふうに膨らんで

くるのかなという考えはいたしました。これはこれで

いいのですけれども、行財政委員会ですか、職員この

前終わって、１２月１１日に職員の行財政委員会か何

か終わったのですよね。分かりました。この２６日に

村民の行財政委員会等がございますか。 
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○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そのように考えている

ところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この行財政委員会だけ

じゃなく、各委員会沢山ありますよね。訳の分からな

いと言ったらおかしいのですけれども、勉強不足かも

分かりませんけれども、分からない委員会が沢山行っ

ております。これらに傍聴は出来ないのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：基本的に条例で定めて

ない限りは、これは公開可能でございます。条例で秘

密会に徹するという部分については、それはそれとし

て対応していかなければなりませんけれども、公開は

可能でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：傍聴が出来るという答

弁いただきましたので、私の質問はこれで終わります。 


