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平成２９年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年 ３ 月 ７ 日（火曜日）第１号 

 

 

◎ 日程第７ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づき、質問させていただきたいと思いま

す。私の質問は２項目、３件・２件の合わせて合

計５件になりますね。まず最初の猿払村公共施設

等総合管理計画についてということで、始めたい

と思います。 

平成２７年９月議会におきまして、今後の基金

残高等について質問した際、旧猿払小学校等の解

体費について、次回での質問として質問を終えた

という経過があります。 

公共施設の管理計画は年度末までとされていた

ところでございましたが、その後、２８年度にお

いて公共施設等総合管理計画として策定が進めら

れたという形できておりまして、平成２８年１１

月２４日には猿払村公共施設等総合管理計画の案

の概要説明があり、その後、村の広報さるふつ  

２月号で同計画が４ページにわたり紹介されたと

ころであります。 

これらについて、下記の事項について質問をい

たしますということで、まず１項目、この中で現

状施設を維持した場合の推計と記載されておりま

すが、除却費用等は含まれているのか、その辺を

説明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの森議員の

ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

この推計における維持とは、現存する公共施設

の大規模改修や耐用年数経過後に同規模の施設を

更新することを目指しております。したがいまし

て、この更新費用の中に、除却費用は含まれてご

ざいません。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：わかりました。とい

うことで、１項目目の質問については、これで終

わらせて次に移ります。 

直近５年間とその比較でおよそ４.４倍の２３

億円を超える費用がかかるとされていますが、そ

の財源をどう考えているのか説明願いたいと思い

ます。数値は実際のところ概算と捉えて、財政状

況によりかなり制限がかかると思われますので、

その辺を踏まえて簡略に説明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

この推計につきましては、試算ソフトにより機

械的に算出したものでございまして、趣旨としま

しては、今後すべての公共施設やインフラ資産を

継続し続けていくことが非常に大きな負担を伴い、

極めて困難な状況にあるということを示すために

行ったものでございます。この計画の目標の一つ

として掲げております、施設保有量の適正化を進

めることにより、長期的視点を持って財政負担の

軽減・平準化を目指してまいりたいというふうに

考えております。 

あと数字的な部分ですよね。財源のほうについ

ては今、副村長のほうから説明をさせてもらいた

いと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：前段の質問の部分

については、村長のご答弁のとおりでございまし

て、財源の部分についてはですね、この部分につ

いては今後の部分で個別に公共施設のカルテ診断

を今作成しようとしている最中でございます。そ

れで、何回か公共施設管理の考え方については、

委員会等も含めてですねご説明をさせていただい

ているとは思いますけども、今後の予定の部分で、
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除却とかあるいは更新とか維持管理とかっていう

ところをですね、具体的にどうしようかというと

ころは、この公共管理計画の中の方針に基づいて、  

今後個別のカルテを診断をしてですね、つくって

いこうというところでございますので、ここのと

ころでいわゆる総事業費とかいろいろ出てきた段

階の部分でですね、財源的な部分をじゃあどうし

ようかというところの部分については、補助金が

あるのかないのか、あるいは除却費を含めてどう

なのかというところは、今後個別に今計画をつく

るところでございますので、今の段階ではですね、

この２３億円の財源をどうするかというところに

ついては、もう尐し時間をいただきたいというふ

うに思っています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私の質問の内容が悪

いのかわかりませんが、私が実際に聞きたかった

ことは、この２３億円に関わらず、これから行う

こういった維持補修にかかる費用、これをどうし

ていくのかというその考え方を聞きたかったので、

今の説明ですと個別にカルテ診断を行って、これ

から出すような話ということになるかと思うんで

す。それは間違いないですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：大きな公共施設の

部分については、そういう形でのカルテ診断をし

なければ総事業費としても出てきませんし、財源

として今後どうするかっていうところについては、

そこの部分が出た段階で決めなきゃいけないとい

うふうには思っております。 

ただし、今の現状の中の公共施設を維持してい

くにはですね、様々な修繕とかが今現状では出て

きている状態でございますから、その中の部分に

ついてはですね、どうしても早急に直さなきゃい

けない部分については、現状の予算の範囲の中で

ですねきちっと予算立てをしていくということに

なると思います。総体的には本当に公共施設の管

理のあり方、これは道路、上下水道、いわゆる建

物も含めてですね今後の部分に対して、あくまで

も今の現状の国の基準単価を使った形の中で積算

した段階では、２３億円というところが出ている

ことでございますので、実際に本当にかかる部分

としてですね今後そこをきちっと算定し直してで

すね、本当に財政上どうしていこうかというとこ

ろについては、ここで決めていかなきゃいけない

というふうに思っておりますので、よろしくご理

解をお願いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁から逆に推

計すると、新年度２９年度予算編成において、こ

の管理計画に係る計上っていうのは実際されてい

るのかされていないのか、その辺をちょっとお聞

きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：２９年度予算の部

分については、先ほどもご答弁させていただきま

したけども、きちっとこれからのカルテの部分を

出した形の中で、総事業費とかそういうその何と

いうか順番づけをですね、きちっとしていかなく

てはいけませんので、２９年度の公共管理計画を

つくるというような予算では今のところ上がって

おりませんけども、今現状で上がっているのはや

はり早急に、２９年度は早急に維持管理をしてい

く部分で必要な公共施設の営繕修理予算とかそう

いうところは上がっておりますけども、大規模な

部分としては３０年以降の計画になってくると思

います。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：、公共施設等総合管

理計画に係る実際の維持補修に対しては、３０年

度以降の予算計上なり、計画ということになると

いうことで間違いないかと思います。私はとりあ

えず今回の予算計上の中に一部そういった分がも

うできているのかなと、入っているのかなという

ふうに考えてたんで、若干この後の再質問の部分

がちょっと変わってきますので、その辺は置いて

おきまして、逆に公共施設維持補修基金、これに

関してまた質問したいと思います。 
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この度の条例改正で、施設の除却も対象とする

ということにしております。この件は２７年度の

一般質問で提案した形だと思いますが、まあ結構

なことだと思います。基金残高におきましては、  

２８年度末で４億３０００万円ほどで今年度  

２９年度が公共施設維持補修基金は４３００万円

ほどですか。これで予算措置をしているという部

分ですね。それでこのあと、基金現在高の推計表、

これによりますと３０年度、３１年度が４０００

万円という形で計上されておりますが、そういう

ことでありますと実際のところ総合施設等管理計

画、これがまだできていないので、この分はまっ

たくの起債という形で捉えてよろしいんでしょう

か。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にお答

えをさせていただきます。 

あくまでもこの部分についてはですね、現状の

今公共管理計画の部分の大きなものをということ

ではなくてですね、今までの現状の推移の中で営

繕をしてきた部分での基金の取り崩しということ

での４０００万円として見ておりますので、この

部分については、今後の計画が出てきた時点で大

きなものがあれば、ここは動くというような形に

なると思います。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：そういうことであり

ますと、財源がどうなるかこの基金の取り崩しが

どうなるか、今の段階ではまったくわからないと

いう形になるってことで間違いないですね。その

辺もし違っていれば、あとで答弁願います。違わ

なければ結構です。 

次の３項目目、平成３０年度までに８.９％の削

減を目指すとしておりますが、その具体はあるの

かということでありますが、これもまだそうする

と具体的なものは出てきてないということでよろ

しいんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず具体という部分

につきましてはですね、削減数値の目標設定につ

きましては、まず庁内各課のヒアリング等を基に

終期設定により除却すべきとされた施設の延べ床

面積をその根拠としております。次にこの８.９％

削減の積算根拠につきましては、全公共施設の総

床面積１１万平米に対し、除却対象が延べ１４施

設で総床面積９８００平米という部分で根拠とし

ております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいまこの８.９％

の根拠まで説明していただき、ありがとうござい

ます。私が聞きたかったのは、この８.９％じゃな

くて、その具体的なもの、それがどうなのかとい

う質問なんですね。 

今のところなんか各課のヒアリングの中でその

根拠的な数字を出されましたが、その部分は実際

的に個別の施設としてたぶんもう把握されている

はずですね。それがもしわかれば、具体的なもの

を示していただきたいとそういった質問なんです

よ。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：さっき村長の答

弁で１４施設というふうに申し上げましたが、個

別施設について申し上げたいと思います。あくま

でも除却するということではないので、あくまで

も積算根拠ということでご理解をいただきたいと

思います。 

施設名については、村営プール、それからデイ

サービスセンター車庫、農業資料館、公営住宅、

生活改善センター、村職員住宅、旧庁舎および旧

庁舎車庫、旧鬼志別中学校屋内体育館、それから

旧猿払消防団第７分団詰所、これは芦野でござい

ます。それから同じく旧第５分団詰所、浅茅野で

ございます。旧猿払小学校校舎および体育館、そ

れと警察、駐在所付近にあります旧重機車庫、以

上で１４施設というふうになっております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の１４施設、全部

はメモはできておりませんが、大体わかりました。
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この辺の関係で、また再質問という形で用意して

た部分が、旧庁舎ですね。これは２９年度で設計

業務委託の計上がされてます。そういったことで、

早急にこの分はやられるのかなと。それから、旧

鬼中体育館、猿払小学校ですか。こういった部分

も含まれてるんですが、実際にこの解体について、

どのくらいかかるのかという部分を聞きたかった

んですが、たぶん今のお話だと金額的なものは出

せないかなというふうに思うんですが、もし間違

って、概略でもその辺金額は出せるんであれば説

明を願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：詳細の部分につ

きましては、先ほど副村長の答弁で申し上げまし

たけれども、ただいま個別施設計画ということで

コンサルのほうに委託をしておりまして、概算の

構造ですとか、年次ですとか面積ですとかそうい

ったものから概算の除却費用を出すという作業を

今進めておりまして、それを年度明けにでも整理

をした形で整理はできるかというふうに考えてお

ります。今のところは積算を終えていないという

ところです。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：すべての部分におい

て、今後でないとはっきりした数字は出てこない

ということでありますので、これ以上質問しても

仕方がないので、これでやめますが、いずれにし

ましても計画は計画として、財源の許す範囲での

猿払村公共施設等総合管理計画の実施、これをお

願いしてこの質問を終える形にしたいと思います。 

次に２点目の小規模多機能型居宅介護施設につ

いてということでいきたいと思います。平成２９

年の１０月の開設に向け、介護サービス事業予算

が計上されておりますが、事業実施にあたり下記

の事項について質問いたしますということで、ま

ず１項目目、１つ目ですね。老人福祉基金から福

祉のまちづくり基金と移行し、１億４７４５万 

６千円の取り崩しをおこなっていますね。その内

訳を説明してください。やすらぎ苑に関しては、

７１０９万５千円という形でわかっておりますが、

介護サービス利用支援手当ですか、それと小規模

多機能の運営費、この２つに分けてお願いしたい

と思います。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：それでは、

金額の詳細についてだけご説明させていただきた

いと思います。 

先ほど森議員が言いました、やすらぎ苑の分も

除かせていただきまして、基金の内訳ですけども

介護保険特別会計の介護サービス事業勘定で職員

給与費の部分８５４０万８千円のうち、業務に係

る部門１０名分といたしまして４０３３万７千円、

これが１つ、事業費繰入金のこの２５９３万３千

円のうち総務費の施設の維持管理費に係る経費 

２２７５万４千円、これ２つ目、これを合わせて

６３０９万１千円となっております。 

それと一般会計におきましては、盛んでありま

す地域交流施設運営事業の中の１５６４万７千円

のうち、使用料を差し引いた１３０２万７千円が

当資金の取り崩しの金額となっております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の回答ですと、介

護サービス利用支援手当という形で昨年２８年度

ですか。２８、２７以前も１１０万円か１２０万

円くらいずつ毎年取り崩して充ててたと思うんで

すが、その部分は今回の１億４７００万円、これ

には含まれていないということなんですか。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

質問にお答えいたしたいと思います。 

利用支援手当の部分は、この金額の中には入っ

ておりません。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：２８年度の補正第５

号では一般会計から介護サービス事業に対して、

繰り出しは３１５０万４千円とされております。

２９年度では１億１１３４万１千円、これが一般

会計からの繰入ですね。そうなると先ほどの部分
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でいくと８０００万円ぐらいなるのかな、ちょっ

と今２８年度と比べると、７９００万円か。これ

だけは実際増えてますよね。ということは、その

ほとんどが施設に係る赤字に対する基金の取り崩

し、そして介護サービス勘定への繰り出しという

形になってますよね。その辺をちょっとお聞きし

たいと思います。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えいたしたいと思います。 

議員のおっしゃるとおり、来年度の基金の繰り

出し部分につきましては、先ほどもご説明いたし

ましたが、２８年度の介護保険特別会計介護サー

ビス事業勘定では３１５０万４千円の繰り入れと

なってますが、２９年度につきましてはそれから

増えた部分につきましては、まず人件費としての

繰出金が８５４０万８千円と、先ほど言いました

事業費の繰出金が２５９３万３千円のみの繰り出

しとなっております。 

それともう一つ最初も申しましたけども、やす

らぎ苑の運営費補助で９７３３万８千円が当該基

金の取り崩し額ということになっております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ということで、実際

のところ２８年度は３１００万円で２９年度は 

１１１０万円というような形での介護サービス勘

定への一般会計からの繰り入れという形ですよね。

それで基金の取り崩しでそれでほとんどを賄って

るという形で間違いありませんよね。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

質問についてご説明いたしますけども、大部分は

そういう形にはなるんですけども、収入といたし

ましては、介護サービス事業勘定におきましては

小規模にかかる収入が一部ございますことと、あ

と一般会計につきましては一般会計の地域交流施

設の運営事業につきましても、ここに係る使用料

が一部あります。 

それとその部分の収入を差し引いた分をこの介

護サービス事業勘定の繰入金として設定させてい

ただいております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：とりあえず、私の質

問はあくまでも介護サービスに係る部分でありま

して、今言いました地域交流施設、これにつきま

しては一般会計の中でやられてますよね。収入は

大体２６０万円かな。需用費、委託料そういった

もので１０００万円程度というような形、それは

わかっております。これはまた、もうちょっとあ

とのほうでもう一回、この関係は質問したいと思

いますが、実際のところ１億１１３４万１千円か

ら、やすらぎに対する補助７１００万円、これを

除くと７６００万円かな、この程度になると思い

ますね。そうすると２８年と２７年の差額、要は

一般会計から繰り出した金額、これを比べてみま

すと単純にほとんど同じ金額、まあ３００万円ほ

ど違いますが、ということはやっぱり小規模多機

能施設、これの運営費の赤字部分これらはすべて

基金でまかなわれるというような形になるかと思

います。昨年３月に質問した際ですね、施設の赤

字分については基金でもという形で触れておりま

したが、副村長の答弁ですね。総合計画にあった

部分で見直しをかけて財源を捻出するというよう

な答弁がありましたが、どこにその成果が出てる

んでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：財源の捻出の部分

については、総合計画と含めてですね、きちっと

行っていくという答弁をさせていただいておりま

す。 

ただこの事業についてはですね、小規模多機能

型居宅介護施設あるいはやすらぎ苑の施設の部分

については、ご説明をしておりますけれども、こ

の部分についてはやはり今、村で人口減尐対策の

部分についてですね、きちっとやはりこの地域で

安心して暮らしていくにはどうしても必要な事業

であるということは、私どもとして押さえている

ところでありますので、全体予算の中でこれはや

はりきちっと財源を確保していくことがですね、
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将来村にとっての安心して暮らせる村づくりでな

いかなというふうに考えておりますので、その辺

については今の総体の予算の部分については財源

をきちっと全体予算の中で確保していくというこ

とが今の現状でございますので、よろしくご理解

をお願いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今副村長の答弁で、

全体予算の中でという形で説明がありましたが、

どこにそれが反映されてるんですか。実際のとこ

ろ介護サービス事業で小規模多機能施設、これが

できた。村からの一般会計からの繰出金、それは

ほとんど不足分、すべてにおいて基金で対応して

るという形しかありませんよね。何かほかに一般

財源を取り崩して、いや取り崩しじゃないな、一

般財源から振り向けたっていうのがどこかにある

んですか。その辺の説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご質問にお答えを

させていただきます。 

現状では今の老人福祉基金、いわゆる今回改正

をさせていただく予定であるまちづくり福祉基金

のほうからですね財源を今年度については捻出を

させていただいているところでございます。 

ただし、今後の部分についてはですね、やはり

全体の予算の中で、やはり基金が限りなくあるわ

けでもございませんので、全体的な予算の中で相

対的なものを考えていかなければならないという

ところでご答弁をさせていただいたつもりでござ

います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ということはですね、

２９年度においては不足分を全額、基金取り崩し

て行うと。３０年度以降は財源の中で何とかする

ような説明ですが、実際ところ先ほどの当初予算

の概要、これの最終ページにありますね。基金の

推計の中で福祉のまちづくり基金、今年度は１億  

４７００万円、それから３０年度・３１年度は  

８５００万円ずつというような形で取り崩しを見

込んでおると思いますが、実際のところ、この  

８５００万円の中にはやすらぎ苑にかかる部分、

大体これが４０００万円前後、平常であればかか

るかと思いますが、４０００万、４５００万円く

らいですか。そうすると、残る部分これで一応小

規模多機能居宅介護施設、これに対する繰り入れ

の財源としてこの程度しか見込んでいないという

ことにしかなりませんが、その辺の考えをお聞か

せください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほども副村長から

色々ご説明を、答弁をさせていただきました。こ

のやすらぎ苑と小規模多機能居宅介護施設・地域

交流施設分を合わせますと、２番目の質問でござ

いますけれども、３０年・３１年度は約１億   

６０００万程度の財源確保と、必要となりますけ

れども、このまま推移しますと早い時期に、基金

も潤沢にあるわけではございませんので底をつい

てしまうということが想定されますから、一応努

力目標ということで半額程度の８５００万円程度

という形の中で、３０年・３１年度は見込ませて

いただきました。 

また、参考までに申し上げますと、この３０年・

３１年度の推計でございますけど、介護サービス

会計につきましては全体で７３８０万円ほど、そ

れと一般会計の地域交流施設の運営の部分につき

ましては１７２万円程度、それとやすらぎ苑の施

設運営補助としまして６８９０万円ほど見込んで

おります。トータルで１億５５９０万円となりま

すことから、その半額をですね２ヶ年度に分けて

見させていただいたというような形でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ということは、その

足りない半額、その部分は一般財源の中から捻出

するような形になりますよね。本当にそれできる

んですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問に答弁
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をさせていただきます。先ほども申し上げました

し、昨年の３月の定例村議会でも申し上げさせて

いただきましたけれども、このやすらぎ苑たす今

度の小規模多機能型居宅介護施設の部分について

はですね、これが将来に渡って住民のための本当

に必要な最重要事業として、私どもは位置づけた

というところでございますし、この部分の目的に

ついても昨年来の議会の中でもですねご説明をさ

せていただいて、本当に将来に渡って必要だとい

うところをご説明をさせていただいたものでござ

いますので、この部分については先ほども申し上

げたとおり、予算の全体の予算の中で財源を確保

していく、捻出を努力する必要があると思います

し、逆に言えばそれを捻出して、将来に渡って事

業を展開していきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくご理解を願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほどの説明で１億   

６０００万円、これが介護サービスに対する繰り

入れになるような説明でしたよね。そうした中で、

その半分、一般財源で本当に節約できるんですか。

先ほどの質問でもありました、公共施設の維持補

修、これが始まりますよね。そうするとその分の

財源も必要になってくる。来年度には、来年度と

いうか３０年度においては多分２９年度の税収が

かなり増えるというような中で当然、交付税は減

額する可能性がある。そうした中、実際に起債の

償還が始まりますね。３年前に借りたふるさとの

家ですか。あそこの償還がもう始まるはずですね、

元金。そうしてるうちに、３１年度くらいからは

この小規模多機能の償還が始まると。そのうちの

７割は過疎債なんで、交付税で補填はされます。

ところが、その３割分は村の財源の中から捻出し

ないといけないと、そういった状況を踏まえて再

度質問しますが、本当に大丈夫なんですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていた

だきたいと思います。 

先ほど申し上げたとおりですね、いろいろなそ

の当時、その時々によっていろいろな事業が出て

くるのはこれは当たり前のことでありまして、そ

の中で財源も特定、本当にその限られた財源の部

分でございます。ただし、先ほど私も答弁させて

もらいましたけども、このやすらぎ苑と小規模多

機能型居宅介護施設についてはですね、私ども最

重要課題として、村づくりの部分としての位置づ

けをしておりますので、この部分については財源

の捻出をきちっとしていきたいというふうに考え

ておりますし、また先ほどの公共管理計画の部分

につきましては、道路あるいは下水道の部分につ

きましてもですね、実際にこれから個別のカルテ

をつくるわけでございますけども、この分につい

て、本当に水道の部分であればですね本当にその

料金体系がきちっとこのままでこの水道維持をで

きるのかというところも含めてですね、将来の部

分についてはきちっと決めていかなきゃいけない

ので、ただ、今ご質問ある部分についてはですね、

その部分については最重要の事業として位置づけ

ておりますので、この分の財源の捻出については、

きちっとやっていきたいというふうに思っていま

す。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：できましたら私の質

問していることだけに対して、お答えを願いたい

と思います。 

何度も財源を捻出していきたいという、努力目

標でしかない。その辺の根拠がまったく示されて

いないわけですね。そうした中で１０年後、２０

年後考えると、当然人件費、若い職員がかなりい

ると思いますので給料が上がっていくと。需用費

関係の燃料費、これらについては特に今回導入し

たヒートポンプがどの程度までカバーしてくれる

のか、あくまでも試算でしかないと思いますので、

一年経過してみないとその辺ははっきりしてこな

いと思いますが、こういった部分の経費だってま

だ見えていない部分があるんですよ。そうした中

であまりにもちょっと無責任すぎませんか。 

この事業はどういう形でやるような、どういう



- 8 - 

ような決定過程を見たのか私は知りませんが、私

が議員になった段階ではもうやると決まっていた

という中で、その始める段階で将来的にこういっ

た赤字ですね、財源捻出をしないといけないとい

う補填をしないといけない、そういった部分まで

考えてやったんでしょうか。その辺をお聞かせく

ださい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：小規模多機能型居宅

介護施設・地域交流施設につきましては、きちっ

と将来的な推計に立った中で何人ぐらいの職員が

いてどのくらいの経費がかかるという部分につい

ては、きちっと関係部局と相談をしながらやって

きております。 

ただ、議員個人としては、その経過は私は当時

携わっていないから関係ないとおっしゃいますけ

ど、最終的には皆で議員と我々ときちっと協議を

した中で、こういう方向性で将来猿払村の高齢化

人口もこういう形でなっていって、将来的にはこ

ういう介護保険法も変わりながら、特別養護老人

ホームはあります、病院もあります、ただそうい

う状況の中で、介護度が上がっていく中で３以上

でないと将来施設には入れませんよと、そして要

支援１・２、要介護１・２の人方を在宅でこれか

ら面倒を見させていただかなきゃならないような、

村としてもなりますよという状況の中で、小規模

多機能型居宅介護という部分については、どうし

ても必要だという部分で私も判断をさせていただ

いて、その部分については議員皆様方ときちっと

お話をさせていただきながら、方向性を一緒にな

って見い出してきたというふうに考えております。 

無責任だと言われるかもしれませんけれども、

その部分については先ほど副村長から答弁あった

とおり、きちっとやすらぎ苑も小規模多機能も苦

しくなったからやめます、じゃあ地域住民、介護

を必要としている人方はどうぞ地方へ出ていって

ください、そういう形にはなりませんから、副村

長から言ったとおり将来きちっとここで最後まで、

終末期を迎えられるような形で福祉体制を整えて

いきたい、そういう部分できちっとこの部分の２

つの施設については予算をきちっと確保しながら、

一般会計の予算の編成に今後も進めてまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私は何もそんな無責

任なというような話はしていないはずですよ。私

はその施設の計画にあたった、その辺の経過です

ね、ゴーサインを出した経過、それは聞いていな

いというそれだけの話です。 

実際私が聞きたいのは、実際に今の村長の答弁

であると、一定程度の赤字というか持ち出しは見

えていると。そうした中でその辺、その持ち出し

に対する先ほど言いました来年度は３０年度です

か、１億６０００万円。そういった分の財源負担

をできるという見通しがあったのかどうか。その

辺をお聞かせ願いたいんですよ。ちょっと答弁が

違うような気がしますが、再度お願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：平成３０年程度以降

もですね、この部分の基金は努力目標という形で

あげておりますけれども、一次産業もしかり、き

ちっと基金は基金として積みながら、寄附を受け

たり色んなところで積みながらですね、この老人

福祉基金にきちっとあてがいながら、３０年度以

降も継続して運営できるような形の中で予算、一

般会計の予算編成を組んでまいりたいというふう

に考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：基金積み立てにつき

ましては、このあとの一般会計の補正予算ですか、

その中であちこちからかき集めたというか、最終

的に不用額を積算をしてその中で１億５０００万

円ですか、老人福祉基金に積み立てるというよう

な形、この辺は理解できますが、実際にこのあと

もこれだけの金額を積めるのかどうかという、そ

れははっきり言ってわかりませんよね。間違いな

く３０年度も本年度と同じような税収が見込める

かといえば、それの保証はまったくないと、そう



- 9 - 

した中で果たしてこの先同様に基金を管理し、一

般財源を極力投入しない形、じゃないな、一般会

計で賄うような形、それが本当にできるかどうか

っていうその辺の心配をしているんですよ。基金

は２８年度末で５億円ですね。この中から１億 

４０００万円、これを取り崩すということになる

と残りは３億６０００万円ですか、それしかなく

なる。仮に１億６０００万円それを毎年取り崩し

ていったら２年でなくなるというような形でしか

ないじゃないですか。じゃあその後どうするんだ

ってなると当然ほかの基金を取り崩す、財調を取

り崩す、そういった形でしかなくなる可能性はあ

りますよね。そこまで考えておられるんですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：極力、財調という部

分については手を付けたくないというふうには考

えております。その中で村債も減らしていかなき

ゃならない、そしてやることはきちっとやるとい

う形の中で、取捨選択をしていかなきゃならない

というふうに思っております。 

また、やすらぎ苑のほうにつきましては、今年

度、屋上防水の改修という形の中で大きな金額に

なっておりますけれども、約、今年は９７００万

円という形なっております。この部分については、

平成３０年度以降については６８００万円ほどと

いうことで推計しておりますけども、こちらのほ

うは法人は法人として、小規模は小規模として、

やはり法人は法人として切り詰めてもらうところ

はきちんと切り詰めていってもらうような方向性

で、今後検討していかなければならないと思って

ます。そして小規模は直営ですから、小規模は小

規模できちっとやっていかなきゃならないという

形の中で、これは行政だけではなくて、法人とい

うところについてもきちっと話し合いをさせてい

ただきながら、切り詰めていくような方向で尐し

でも基金が継続できるような形で今後も進めてい

きたいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○。  

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○

○○○。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

再開 午後 ２時３６分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

◎発言取り消しの議決 

 

○議長（太田宏司君）：ただいま森君から、一般質

問における一部の発言について、会議規則第６４

条の規定によって、取り消したいとの申し出があ

りました。 

お諮りいたします。 

これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（太田宏司君）：異議なしと認めます。 

一般質問を続行いたします。 

森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：前回のこのやすらぎ

苑、じゃなくて小規模多機能施設に関する質問の

中で、平成３２年度で元利償還は３９００万円、

それから３３年から４０年度にかけて８０００万

円、最終年度は４１年度は３０００万円程度とい

うふうに回答がありました。このうち３割は村の

負担と７割は交付税で補填されるというような形、

こういった分が重くのしかかってきます。そうし

た中で、福祉のまちづくり基金におきましては、

本格的な高齢化社会に備え福祉活動の推進、快適

な生活環境の形成とこういった目的のために、老
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人福祉基金から変更するというような条例改正を

このあと行うわけですが、そのために取り崩しの

みを目的としておりまして、実際２８年度末です

ね、これが５億円に満たない基金ということで、

ましてや２９年度は１億４０００万円の取り崩し

を行うということでいくわけですね。 

今後においてはできるだけ安易に取り崩すことな

く、必要な財源は一般財源の創意工夫によりでき

るだけ捻出すると、その辺答弁もありましたので、

その辺をお願いして一般質問を終わります。 


