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平成２９年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年６月２７日（火曜日）第１号 

 

◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づき、２項目、４点について質問いたします。 

１項目の福祉のまちづくり基金についてです。 

先の３月定例議会におきまして、小規模多機能

施設の今後の財源手立てについて質問をした際、

村長より、この部分は議事録の抜粋そのままです。

基金は基金として積みながら、寄附を受けたりい

ろ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、との答弁があ

りました。この答弁に際し、すぐ再質問すれば良

かったのですが、別の質問を行いその後に先ほど

副村長ですかと、寄附について質問をしましたが、

副村長はそのような答弁をしてないとのことで質

疑の取り消しを行い、その後一般質問を終えてい

ます。 

議事録を確認した際、前出のとおり確かに寄附

についての答弁が村長からされていたということ

がありまして、改めて村長に質問いたします。  

基金に積み立てる寄附金はどのような寄附金があ

るのかお答えをください。 

○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。 

当時の答弁の主旨としましては、基本的にはふ

るさと寄附金を念頭に置いたものでございます。

ふるさと寄附金を積み立てておりますふるさと応

援基金では、寄附金をされた方の申し出に基づき

まして六つの区分に積み立てておりますが、その

一つとしまして、高齢者の生活を支援する地域づ

くりに関する事業という項目がありますことから、

そのように答弁をさせていただいたところでござ

います。 

また、このほか小規模多機能型居宅介護等施設

の建設にあたり、高齢者の方々から多額のご寄附

もいただいておりますことから、これらも含め、

有効に活用させていただきたいというふうに考え

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）：私が３月で質問した

部分につきましては、老人福祉基金についてです

ね、その基金の手立てをどうするのかという質問

に対して、その答弁に対して寄附金を積むと、寄

附金を充てるというような回答でした。というこ

とは、今の村長の答弁ですと、私の質問に対する

回答ではないですよね。 

その辺はどうなんでしょう。私はあくまでも質

問したのは、まあ重複しますね、ということで、

私の質問に対する答弁ではなかったということで

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）：その部分については、

私もちょっと勘違いしてたのかもわかりませんけ

れども、老人福祉基金につきましてはですね、決

算の出た状況の中できちっと老人福祉基金に積み

立てるものは積み立てるという形の中でやってい

きたいというふうに考えております。 

ただ、あの老人福祉基金、ふるさと福祉基金に

つきましてはですね、病院もあります、それから

やすらぎ苑もあります、そして新しくできる小規

模多機能もあります。この部分につきましては、

当然、新年度の予算編成時にきちっと充てるもの

はあてがう、そして予算編成時にどうしても足り

ないものについては、そういう基金の中で積み立

てたものは基金の中から充当をさせていただきた
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いというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私はあくまでも老人

福祉基金について質問したのであって、そういっ

た答えは私は求めていないということです。 

今、村長が言いました決算剰余金ですか、この

辺を基金に充てるというような形であります。こ

れにつきましては２８年度ですか、剰余金を集め

て、確か３月で８５００万円、これを老人福祉基

金に積んだと、その後に特別交付税、この確定に

より４４７４万５千円ですか、これが補正で積み

立てを行っているとこういった部分、２８年度は

できたと。しかしながら、こういった傾向が今後

も可能かどうかというような不透明な状況がある

かと思うんですよ。たまたま特別交付税が予算よ

り多く交付されたというような状況でありますが、

特別交付税につきましては全く見込みがつかない

ような、だいたい前年並みと考えれば良いような

傾向があるかと思いますが、はっきり言って不透

明、確定はしてないと、そういった中でそのほか

に何かあるのかってことで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）：ただいまのご質問

に答弁させていただきます。 

基本的には基金ありきでこの事業を計画したわ

けではありませんので、単年度、単年度の事業の

私も３月の議会で答弁させてもらいましたけども、

いわゆるその全体予算の中できちっとこの事業に

ついては必要だという認識のもとにですね、全体

予算の中で確保をしていくということでございま

すので、よろしくご理解を願いたいというふうに

思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：前回と同じく、予算

の中で確保していくというような答弁でございま

すが、２９年、３０年度ですね、来年度これにつ

いては、確か１億６０００万円程度見込まれるよ

うな話でしたよね。で、単純に２８年度では老人

福祉基金、まあふるさと福祉のまちづくり基金で

すか、これに２８年度は約１億３０００万円です

か、３０００万円弱これだけ積み立てができたと。

しかしながら、３０年度は１億６０００万円です

か、その程度は財源不足というか基金取り崩しが

見込まれるようなお話でしたよね。そうすると、

間違いなくこのふるさと福祉のまちづくり基金は

目減りしていくと、仮に今年度と同じくですね、

２８年度と同じく２９年度も決算剰余金なり特別

交付税の確定により、１億円程度積めるとしても

間違いなく目減りしていくわけです。 

この辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：基金の目減りという

ところではなくて、予算の根本的な策定だと思い

ます。当然、予算策定時にあたっては、当然議員

もご承知かもしれませんけども、入ってくるお金、

歳入は当然ある程度、目標を立てて決まってくる

わけですから、そこの中で出ていくもの、やらな

きゃならない事業というのは優先事項として必ず

予算をつけなければならないわけですよ。当然、

やすらぎ苑の運営費補助、病院会計への補助金だ

とか負担金も含めて、あとそのほかの特別会計も

そうですよ。そういうところまで優先的にきちっ

と予算の中で確保をして、そして歳出の部分で優

先順位をつけて、事務事業評価もありながら、優

先順位をつけて総体予算を作っていく、どうして

も優先順位をつけていく中で来年度予算でやらな

きゃならないところについては、申し訳ないけれ

ども、基金からの財源を充当させていただくとい

うような考え方で予算を組んでいきたいというふ

うに思っております。 

あくまでも副村長からも答弁ありましたとおり、

基金を最初からあてにした予算策定は決してして

ないというところでございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：何も、私は優先うん

ぬん、それにこだわっているわけではありません。

当然やらなければならない、当然出てきます。そ

うした中で、要は予算編成にあたり、どのような

部分で削減をしたか、そういった部分が見えてこ
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ないっていうことを私は言っている。何も基金を

取り崩しては駄目だとそういう言い方をしていま

せん。 

ですから、例えば仮にあの１億円足りなくなり

そうだと、予算編成をやってその部分が１億円足

りない、単純に基金を取り崩しに回すとそういう

ことではなく、どこかほかに最低限削れるところ、

それからどんどん探していって最終的にどうしよ

うもない部分、その部分は基金取り崩し、それは

やぶさかではないと思うんですよ。ですから、そ

の辺のプロセスが見えてこないってことを私は言

っているんです。 

その辺について、一言だけお願いをします。 

○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

をさせていただきます。 

予算再編成にあたってはですね、各課いろいろ

な施策の事業が上がってきているのは議員もご承

知のとおりだというふうに思っておりますけども、

その中で基本的に我慢できるもの削れるもの、そ

れを全てですね、ある程度財政担当含めてですね

精査をしながら、２９年度の部分も含めてですね、

予算の策定にあたってはですねきちっと毎年毎年

ですね、その部分については何も無駄遣いという

かですね、必要な事業であってもやはり先に村民

の方に理解をしていただいて、我慢してもらうも

のは我慢してもらうというところを含めてですね、

予算の編成はしっかり行ってきているというふう

に考えておりますので、ご理解を願いたいなとい

うふうに思ってます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：答弁に対し、何かに

つけてご理解を願いたいというような言い方をさ

れますが、実際のところ３月にも言いましたが、

介護サービス事業ですか、あれの不足分、あれは

ほとんどまるまるですね基金取り崩しを行ってい

るというそういった部分、そちらへしわ寄せがい

ったのかもしれませんが、そういうふうに見えて

しまうというのがあるんですね。 

ですから、もっとちょっと手法なりやり方を考

えて予算編成をしていただきたいということでお

願いして、とりあえずこの分は終わりにさせてい

ただきます。 

２項目のふるさと寄附金についての質問をいた

します。 

平成２８年度のふるさと寄附金は１億９１３８

万９千円。この寄附に対し、基金積立は７４０７

万７千円。その割合は３８．７％となっています。

前年度の２７年度では、寄附金１億４８５２万円。

これに対し寄附積立額は、７３５３万３千円とな

りその割合が４９.５％となっています。２８年度

中途、６月からですか委託処理となったことが大

きいと思われますが、これらを踏まえて質問をい

たします。 

まず一つ目として、業者委託のメリット、デメ

リットについてお答え願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

メリットといたしましては、委託前まで事業主

が行っていた送り状の作成や村への報告などの業

務が、委託によるシステム導入により大幅な作業

量の軽減が図られたことや、寄附者の方々への商

品受け取り期間が数カ月であったものが数週間へ

と大幅に短縮され、利便性が高まったことなどが

挙げられます。また、道内３０自治体などに実績

のあります業界最大手企業による管理システムの

導入やインターネットサイトを活用することによ

り、寄附の受け入れ窓口の拡大やセキュリティー

対策の強化に繋がるほか、委託前は職員が行って

おりました寄附受領書の発送作業など日々の業務

が軽減されるなど、業務委託のメリットは多大で

あり、今のところデメリットはないものと考えて

おります。 

議員のおっしゃるとおり、寄附金に対する積立

額の割合は低くなっておりますが、全体の寄附額

の増加により積立額も伸び、また返礼品の発注量

の増加により地域経済にも大きく寄与しているも

のと考えます。 
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以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいまの答弁です

と、委託により寄附金が増えたと、積み立ても増

えたというような話ですが、積み立てはほとんど

変わってないですね。実際２７年度と２８年度で

は、寄附額が４２８７万９千円ですね。これだけ

が増加になっています。積立額は５２万４千円し

か増えてない。２８年度は村が直接受けた寄附額

は、たぶん１９７６万９千円だと思います。この

分に対するシステム使用料等があったと仮定する

とその分だけで単純計算ですが、１３０万円ほど

と推計されます。村にかかる費用、これらはまた

別にあるかと思うんですがこれらを考慮すると、

逆転現象が起こると思われますが、このことにつ

いてどう思いでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

２時２０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時 ８分 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

一般質問を続行します。 

追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：ただいまの

森議員のご質問にお答えいたします。 

おっしゃるとおり、寄附金額の増額に伴って 

２８年度につきましては、４月・５月が直営でや

っていて委託じゃないものですから、それを委託

に直しますと積立額が逆転するということだとい

うふうに思うんですけども、この寄附金額の増額

に伴ってそれに係る経費、経費と申しますのは返

礼品の金額の増崇がありまして、単純に一概に 

２７年度と２８年度の返礼品の単価が違ってくる

もんですから、そういった意味で一概に比較する

ということにはならないのではないかと考えてお

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）：今の答弁ですと、返

礼品の単価が２８年度で上がっていると、ですか

ら単純にはいかないというような形ですが、私は

その分は考慮に入れないで単純計算したわけでし

て、今の返礼品うんぬんについてはこの後の質問

で出てくるはずですよね。私の言い方もちょっと

悪かったんでちょっと理解できなかったかと思い

ますが、単純にシステム移行して委託にして実際

寄附額は増えた。しかしながら、最終的に村に残

る積立金、基金については何ら変化がないと、こ

の辺がはっきり言ってメリットがあるのかどうか

それを私は疑問に思います。 

それを踏まえて次に行きます。 

返礼品の増嵩についてということで、これにつ

きましては２７年度決算と２８年度委託分に関す

る比較ですが、返礼品割合が２７年度は４６．３％、

単純に委託に係る部分、これの返礼品割合が   

５４.５％と増加しています。 

その辺の理由、改めてお答えいただきたい。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：先に述べま

した返礼品の金額の増によるものというふうに考

えております。 

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）：今の返礼品の増とい

うふうにお答えをいただいたというふうに考えて

間違いないでしょうか。金額、単価ね。単価が上

がったということですが、約９％上がったってい

うこと、そこまで単価が上がったのかどうか、特

にホタテ、確かホタテも返礼品に入ってたと思い

ますが、ホタテが上がったのはわかります。しか

しながら、他の製品がそこまで上がったのかどう

かその辺を改めてちょっと確認させてください。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：申し訳ござ

いません。それについての資料は手元に用意して

ございません。申し訳ございません。 

○議長（太田宏司君）：森君。 
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○議員（森 克彦君・登壇）：返礼品の種類別集計、

これがあればどのような傾向があるかお知らせい

ただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：資料手元にありますか。 

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。 

資料については、今、手元にございませんけど

も、決裁上の中ではほぼ７割から８割がホタテの

玉冷とか貝柱とか、そういうところの産品だとい

うふうに理解をしております。そのほか牛乳とか、

バターとかそういうような形だというふうに理解

していますけども、詳細の部分の明細については

ですね、後ほど提出をさせていただきたいという

ふうに思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁で７割から

８割がホタテ関連だということであれば、ホタテ

は昨年かなり値段が上がったということで推計は

できますが、以前にこの辺の集計をお願いした、

余計なことは言わないほうが良いよな。 

とりあえず、この辺の種類別の集計、これは後

ほど出していただくとお願いしてこの部分を終わ

らせていただきまして、３番目の総務省の返礼品

３０％というような通知が出てると思いますが、

村は５０％を超えてると、これに対するお考えを

お示し願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：村の主力返礼品であ

りますホタテ冷凍貝柱は、内容量の変更など対応

が難しく、当面は３０％を下回ることは難しいも

のと現状では考えておりますが、総務省通知の主

旨に基づき、事業者に対して内容量の見直しなど

の対応についてお願いをしていきたいというふう

に考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今のご答弁から推察

しますと、内容量等を変更して５０％を下回ると

いう形、そういった形にしていくということでよ

ろしいんですね。返礼品割合につきましては、イ

ンターネット等を見ますと１００％から８０％と

かかなり返礼割合が高いというそういった分も出

ていますよね。そういった割合がネットで公表さ

れています。中には返礼品が無いというようなと

ころで全く返礼品をやめるというような部分も出

てきているはずです。別に私は３割にこだわって

いるわけではありません。当然、地場産品が当然

使われてるわけですから、当然その分は村の業者

さんの収入になるといったことで村の産業の促進

にも繋がるというふうには思っております。 

５月１３日のネット配信ですかね、所沢市が返

礼品の返送やめたら寄附金ゼロとなっても良かっ

たというようなことで、返礼品をやめたところも

実際にはあります。当然、返礼品をやめればふる

さと寄附金はほとんど集まらないだろうと。前に

も村へ来ている方にアンケートうんぬんと話しま

したが、アンケートはいろいろとったというよう

な話があります。しかしながら、実際のところで

ふるさと寄附をどこにするか本来は自分の愛着の

ある出身地とかそういったところが主旨だったと

思いますが、今、ふるさと納税をされてる方、ほ

とんど返礼品、これで選んでいるというふうな傾

向にあります。ネットのサイトによりますとやっ

ぱりランキングというのがありまして、上位にラ

ンキングされているところはやっぱり和牛ですね。

そういったところがほとんど。それこそ、ちょっ

と遅れると、返礼品がありませんというような、

そういったサイトが結構あります。そうした中で

猿払村が選ばれてる。それは猿払村に愛着がある

と、それ以前に要は返礼品ほとんどはホタテ、７

割、８割がホタテ関連ということがありまして、

たぶんホタテ目当てだと思います。そうした中で

一気に３割を切るようなホタテの量に減らすとい

うことは、私は別に今のままでも結構だと思いま

すが、極力せっかく寄附をしていただいたのにそ

の分がもので消えてしまう、猿払村で実質基金と

して収入を蓄え事業に使える金が極力減らないよ

うな形、これを取っていただきたいと思います。 

今までこの辺を踏まえまして、実際にシステム
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会社に委託する前と委託した後、当然寄附金が残

る、基金、これの金額が変わってきてます。そう

した中で実際に業者に支払うシステム使用料、手

数料これらを考えた場合、仮にですね、直営で一

人雇って、村で一人、人件費を確保してそれで処

理をすると、そうした場合仮に寄附額が１億９千

万でなくて１億になったにしたって実際に村に入

る寄附金、それから最終的に残る基金この部分が

まだまだ増えるのではないかというような形があ

ります。先ほど村長のデメリット、メリットこの

中でデメリットはないと、メリットは発送が早く

なるそういった部分がありますが、今までは総務

係が業務の傍らやってたという中で専門にやる職

員がいることによって、そういった分がもっとス

ムーズにすんなりいくような形になる可能性はあ

りますよね。その辺はちょっとどうでしょうか。

一人雇ったほうが逆に村としてのメリットは出て

くるような気がします。その辺のお考えをお聞き

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）：ただいまのご質問

にお答えさせていただきます。 

この事務の部分については、臨時職員を１名例

えば雇ったというところについては、いろいろな

受付業務、あるいは寄附金の受領証の発送あるい

は苦情の電話処理、この辺が多々ありますので基

本的には１名ではやはり無理だというふうには思

っておりますし、メリットとしてはやはり先ほど

答弁にもしていただきましたとおり、このクレジ

ット決済とかもありますので、その辺についての

情報はですね少し遅めに直営の場合は入っていた

と、いわゆる今システムを委託することによって

瞬時にですね発送業者のほうへ返礼品の発送業者

のほうへデータが渡り、返礼品の発送の部分につ

いてもですね、相手方の寄附者のほうへですねス

ムーズに発送が送られるというところもいろいろ

なメリットがあるというふうに思いまして、直営

ではやはり現状では一人では無理ではないかなと

いうふうに考えております。 

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、副村長から臨時

職員一人というようなお考え、答弁がありました

が、臨時職員じゃなくていいんですね。正規の職

員一人雇ったって、年間４００万円か５００万円

その程度でできると、苦情処理うんぬんと言って

もその専任職員一人でやる必要はないし、総務課

なら総務課の中で対応できる分は対応すれば良い

んです。２７年度は実際それでやってましたよね。

できてたんですよ。その分で時間外がどの程度発

生したのかその辺はわかりませんが、実際に２７

年度までやってたとそういった実績があります。

そうした中で、仮に業者に１０００万円を超える

手数料等払うよりは、４００万円、５００万円か

けて直営でやったほうがはるかにメリットがある

んではないかと、当然クレジット決済とかそうい

った分なくなるデメリットはあります。しかしな

がらそういった手立てをせずに２７年度は１億４

千万円集まってます。 

この辺はどうお考えでしょうか。ちょっと聞か

せてください 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに２７年までに

ついては総務課の職員のほうで担当させていただ

きました。この部分につきましてもですね、相当

あの今、議員からご指摘があったとおり時間外も

ですね相当多いわけでございまして、納税通知書

の発送時期になりますと職員が総務課全員がです

ね、夜中までかけてですね、封書詰めしながやっ

ていくということもあります。先ほど答弁でもし

ましたけれども、職員の勤務の軽減という形も含

めますと、やはり今の流れとしましては、業者の

ほうに委託をさせていただく。それから、今はふ

るさとチョイスというところからですね、ホーム

ページ等で入ってきますので、そういうところか

ら今はそういう納税をしていただくというところ

を考えます。そうするとまた職員が村のホームペ

ージをまた更新しながらそういうところを操作を

して考えながらですね、やっていくというところ

よりはそういう業者委託をしながら、職員の勤務
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の軽減をしていくだとか、そういうことも必要な

んだろうというふうに思っております。また、   

２７年で１億４千万円ほど職員のやっていく中で

伸びてきたというような話もありますけども、相

当件数がですね２８年度に、２９年度これからで

ありますけども、相当件数も増えてきております

ので、それにかかる業務の量というのも相当かか

ってきますので、今の流れとしては民間のほうに

ですね、ノウハウを持ってるところに委託をきち

っとさせていただいた中でこの事業については進

めさせていただきたいというふうに考えておりま

す。ちょっと１億４千万うんぬんかんぬんという

ところから外れるかもわかりませんけども、現状

としたこの状況の中で事業を実施させていただき

たいなというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：まああの職員の業務

量軽減ですか、この辺はわかります。ですから私

は専任とりあえず一人専任で雇うと。で、足りな

い部分は周りの職員が手伝うという状況で十分対

処できるんではないかと思います。私が思うには

システム使用料それからその業者に払う手数料、

これで１０００万円以上はかかってるんですね。

せっかくふるさと納税という形で一般の方から寄

附をいただいたと、そういった部分で返礼品は当

然お礼として良いかと思うんですが、この支出に

係る部分、この部分が全く消えてしまうんですよ。

仮に寄附者が１万円を寄附しました。ところが寄

附したところは返礼品は別としてそのだいたい２

割か１割ですか。１割以上それが消えてしまうと。

その辺がはっきり言って無駄ではないかという形

でしか私は考えられないんですね。ですから極力

こういったロスをなくするという方法、これを何

とか取っていただけたらという形で今回質問して

おります。それがする気はないんならそれは、言

い方悪いですね。今のまま現状で進むということ

であればそれはそれで良いですけれど、実際に  

２９年度はどうなるのかとその辺が非常に不安な

んですね。せっかくです１億９千万円これが若干

増えて２億円になりましたよ、寄附が増えました。

しかし、基金積立分が６千万円しかありませんで

した、こういうふうになるんじゃないか、その辺

だけは不安なんですよ。今年はホタテが若干下が

っているという中で返礼割合が現状でいけば減る

可能性がありますね。しかしながら、５０％くら

いにはまだなるのかと、先ほど村長言いました量

的な部分、それの対応が業者のほうで可能かどう

か、ホタテであれば漁業協同組合さんなり各加工

場さん、そういったところが該当するかと思いま

すが、そういったところがそういった３０％から

４０％に抑えた、そういった量での製品化が対応

できるかどうかっていう、それは非常に難しい部

分があるかと思いますんで、その辺、極力僕は３

０％にこだわりません。しかしながら極力ふるさ

と納税という形で全国の皆さんが納めていただい

た寄附金、これをいくらかでも有効に活用する、

そのためにはやはり余計な経費をかけないほうが

良いというふうに思ってます。その辺を最終的に

はまた来年ですか、その時に改めてまたその辺の

質問をしたいと思います。 

これをもちまして、とりあえず私の質問は終わり

ます。 


