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平成２９年 第４回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年１２月１２日（火曜日）第１号 

 

◎ 日程第６ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第６、これより一般質

問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

２番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：おはようございます。 

それでは通告に従い、順次質問させていただき

ます。 

まず最初に公共施設の配置についてお伺いしま

す。 

本村には更新時期を迎えた公共施設がいくつか

現存していますが、その一方で財政状況は厳しい

状態であるのが現状です。また、時代の変化とと

もに公共施設の利用需要状況も変化をしています。

将来の状況を見据えながら更新、統廃合、長寿命

化を計画的に行い、財政負担の軽減と平準化をし

ながら最適な配置を実現することが必要と考えま

す。 

本来であれば、公共施設等総合管理計画が策定

され、実施に向けて事業展開していくものであり

ますが、以前の答弁では早急に計画策定に取りか

かると明言されていましたが、計画の提示時期は

いつになるのか、また、公共施設等総合管理計画

を示した上で、国や道の補助金が活用されると考

えますが、対象となる公共施設の総数はどの程度

かお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

まず、計画の提示時期はいつになるのか、また、

対象となる公共施設の総数はどの程度かというご

質問でございます。 

公共施設等総合管理計画の本体部分につきまし

ては、昨年１２月に策定を完了しており、個別施

設計画に係る部分については、平成３０年度予算

編成前となる本年中を目途として作成を終える予

定としておりましたが、データ収集等内部作業の

遅れにより、お示しした時期に計画案の提示がで

きていないことを、まずはお詫び申し上げたいと

思います。 

個別施設計画につきましては、年度末までに計

画案の作成を終え、議員各位にお示しできるよう

鋭意作業を進めておりますので、その旨ご理解を

賜りたいと存じます。 

次に、対象となる公共施設の総数でありますが、

公共施設等総合管理計画においては、インフラ資

産を含むすべての施設が対象となりますが、その

うち個別施設計画で位置付けている施設総数は、

延べで５６の施設となっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：昨年１２月に公共施

設等総合管理計画が提出されたということは、私

も存じております。ただ、今村長が言ったように

個別の施設の部分に関しては、まだ具体的なもの

が全然我々の目には触れていないというか、まだ

できていないのだと思いますけども、まあ年度末

までに提出するということですが、どの程度まで

それができているのか。 

また、この５６の施設、個別の施設ですけども

この５６の施設の中でね、インフラはもちろんそ

うですけども私が今回この一般質問に取り入れて

いるのは、具体的に施設として、建物としてどの

程度のものがあるのかという部分ですけども、新

しいものから古いものまでたくさんあると思いま

すが、その中でもちろんこれすべての施設のもの

を検証しなきゃならないわけですけども、現に例

えば、１９７０年代にできたような古い施設に関
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して、耐用年数も近づいているということもあっ

てね、これ何年も前から一般質問でも取り上げて

ますけども更新時期を迎えるということで、その

辺も含めてねどの程度までその策定が進んでいる

のか、本当にこれが年度末までにできるのか疑問

が私は正直あります。それを策定した上で、その

通りにいけば良いんですけど、多分それはその通

りにいかないことが多々あると思いますけども、

この計画の中でまず聞きたいのは、どこを先にど

のようにという部分でね、これ次の質問にも関わ

ってきますけども、その計画が村長の頭の中にあ

るのか、ただそのどこかの業者にお願いして、そ

の策定作業に取りかかると思うんですけど、それ

を見据える前に村長が今現在、どっから手をつけ

たらいいのかなというふうに考えているのかとい

う部分がもしあるのであれば、お聞かせ願いたい

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）：ただいまのご質問

にご答弁させていただきます。 

まず最初に、個別計画の進捗状況でございます

けども、今難航してるのがですね５６のいわゆる

施設があるものですから、それについての具体的

な除却費用とかですね、更新あるいは修繕費用の

部分で少し遅れをとっているということに対して、

この部分については私のほうからも少しお詫びを

申し上げたいというふうに思います。 

具体的には、今４６の維持していく施設、１０

の除却施設という形での個別の管理計画を今作成

中でございますけども、このほかに個別のですね

例えば水道事業であれば、水道事業の計画に基づ

いた更新とかそういうところが出てくるもんだと

思っておりますけども、これをですねできれば年

度末までに今お示しをしていきたいというふうに

は思いますけども、具体的に更新の部分について

はかなりの施設、古い施設がもう４０％以上もあ

りますから、更新してくというところになると、

やはり住民ニーズも調べながら、きちっとしてい

かなくてはいけないと思っています。 

例えば生活改善センターをどうするだとか、村

営プールをどうするだとか、あるいは各公共施設、

各地域のですね集会施設の部分もありますし、学

校の部分もありますし、この部分について、第７

次の総合計画とも見比べながらですね議員の皆様

にもこの金額的なものもやっぱりお示ししないと

ですね、どうしても順位付けは難しいだろうとい

うふうに思っております。 

村のほうとしても地域の村民の意見を聞きなが

らですね、この順位づけについては鋭意整理をし

ていかなくてはいけないと思ってますし、一方で

村議会の皆様にもですねこれをお示しした時点で、

ある程度の順位付けを含めてまたご協議をさせて

いただかなければいけないというふうに思ってい

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この一般質問の性格

上、どうしても次の質問にかぶってしまいますの

で、このまま次の質問をしたいと思います。 

老朽化した公共施設等の対策は、今や待ったな

しの状況であり、今後の更新や改修等により住民

の施設の有効的な利活用促進と長寿命化を図れる

ものと考えます。公共施設等総合管理計画を策定

する上で、除却、改修対象となっている施設の選

定結果と優先順位、事業開始年度の目処は立って

いるのか、また、国が推薦する地方債等の活用の

検討はどの程度進んでいるのかお聞きします。 

この質問の中で今、副村長が半分ぐらいは答弁

になっていると思いますので、まずこの国が推薦

する地方債等の活用の検討という部分で質問した

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）：それではお答えをさ

せていただきたいと思います。 

まず、施設の選定結果と優先順位と事業開始年

度の目途という部分については、今副村長がお答

えしたことで良いということですので、私のほう

から地方債等の活用の検討についてご答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

地方債等の活用の検討についてでありますが、
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国では公共施設等の集約化・複合化・老朽化対策

等を推進し、その適正配置を図るため、公共施設

等適正管理推進事業債を平成２９年度に創設して

おります。 

この地方債は、公共施設等総合管理計画に基づ

き行われる事業が対象となり、延床面積の減少を

伴う集約化・複合化事業、他用途への転用事業、

除却事業及び長寿命化事業が該当となるものであ

りますが、個別施設計画の策定に並行して検討を

進めていきたいと考えております。 

しかし、このうち除却事業につきましては、充

当率が９０％となっておりますが、交付税措置が

ない資金手当のみの起債でありますことから、基

本的には基金の活用により対応してまいりたいと

考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、村長の答弁の中

にこの国の事業ですけども、これは私も存じてい

ます。除却の部分に関しては充当率が９０％とい

うことで、大変なことだという答弁でありました

けど、この公共施設を例えば除却するという部分

は、これもうさっきも言いましたけども以前から

出てきた話であって、これもう近い将来本当にそ

れを実施しなきゃならない部分であるというのは

当然のことです。 

しかしね、その除却の部分が引っ掛かって、そ

の充当率が高すぎるんでできないという理由には

ならないと思うんですよ。それも含めてね、じゃ

あ除却が可能であれば、次の段階に進んでいける

という部分があるんであればね、その除却の部分

を何とかしなければならない。基金を充当すると

いう部分ですけども、その基金だって実際にその

充当する費用にどの程度まで足しになるのかとい

う部分もあります。これは予算とにらめっこしな

きゃならない部分ですけども、ただそれが引っ掛

かるんであって、次の事業に進んでいけないとい

うことは、次の施設ができないということですね。

壁があるがゆえに、今までずっと何年か同じよう

な議論をしてきたと思うんですよ。その部分をど

うするかという部分は我々には示されていません

し、これから練っていくんだと思いますけど、そ

れはもう既に練っていなきゃならない部分であっ

てね、これ今本当はその部分を具体的に示してほ

しいんですけど、それが出てこないということは、

たぶんそれができていないんだと思います。その

壁という部分を取り払わないと、次の事業に進め

ないわけですから、何とかこれね、ほかの自治体

もたぶん同じことなんですよ。 

公共事業等総合施設管理計画というのは、おそ

らく既にほとんどのというか、すべての自治体で

もう提出されているんだと思いますが、私宗谷管

内の部分だけ調べましたけども、すべての自治体

が提出をされています。猿払村に関しては去年 

１２月、ほかの自治体に関しては今年の３月くら

いですかね、を期限に提出されております。とい

うことは、ほかの自治体も同じようなことを考え

ているんですよ。なのに、ほかのところはどんど

ん次の事業に進んでいっているという現状もあり

ます。 

猿払村に関しては、今年度新しい施設もできま

した。その部分に関して、そっちのほうにウエイ

トがどうしても占めるという部分も理解できない

こともないです。ただね、それがあるがゆえに次

のことができないっていうことは、これ理由にな

らないと思うんですよ。で、人口というのはどん

どん減っています。猿払村はまだ良い、良いと言

われていますけど、現実は人口がどんどん減って

きているわけです。減ってきてるってことは、人

が減るってことはこの公共施設に対する経費とい

うものが、いわゆる投資的経費ですか。どんどん

一人あたりの部分が増えてくるわけですよね。こ

れ今やっておかないとできない、将来これが５年、

１０年後、少しずつ事業が進んでいったとしても

ね、一人あたりの投資的経費が膨らんでくるわけ

ですから、その時になってね、もうこれはどうし

ようもならないというふうにならないように、今

から具体的なものをきちんと整理しておかなけれ

ばならないと思うんですよ。 

先ほど副村長が答弁の中で言ったように、遅れ
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ているという部分もこれはもう現実に遅れている

わけですから、しょうがないと言えばしょうがな

いですけど、これ実はあってはならないことだと

思うんですよね。もうこれは本当はもう既にでき

あがって事業が進んでいく段階になってると思う

んですけど、その部分に関してね、どうしてもそ

のスピード感に欠けてしまうと。いろんな無理難

題があると思うんですけど、それはもうどこでも

同じことですから、それも含めてねやっていかな

きゃならないと。 

実際に職員の方の仕事量も増えると思います。

増えると思いますけども、そのちょっとしたね、

ちょっとしたじゃないですね。その除却の部分に

引っ掛かっているのであれば、それはやっぱり何

とかしなきゃならないってものを、今すぐにね示

していただかないと我々もね、もちろん住民もで

すよ、納得できないと思うんですよ。現実に、ど

うなっているんだっていう声も我々に届いている

わけですから、言ったからにはやっぱりやらない

わけにいかないわけですね。これ何年も前にもう

やるやると言って現在も出てきていないわけです

から、それも含めて今すぐこの検討に入って、も

ちろん今検討に入ってると思うんですけども、そ

れも含めて今の現状をもう一度お聞きしたいと思

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）：ご答弁をさせてい

ただきます。 

猿払村だけでなく、ほかの公共団体についても

ですね、この公共施設については、１９９０年代

に建設をしながら、地方の活性化を図ってきたと

いうふうに思っておりますけども、現在において

猿払村においてもいわゆる４０．１％以上の３０

年を経過した建物があるというところで、公共施

設の老朽化の現状や人口減少、高齢者対策を踏ま

えて村においても公共施設の適正管理計画を作っ

たところでございますけども、これの部分につい

て今の除却の部分もですね、この現状をもって国

のほうでも除却に対しての充当率が９０％という

ような地方債の発行ができるという形になってお

りますけども、この部分についての実際の交付税

の補填というのは資金手当だけであってですね、

ゼロだというところを踏まえると、やはり一般財

源、自分の持ち分の中でですねきちっと計画を組

んでいかなきゃいけないというふうにもなってい

ると思います。 

実際にこの発行の地方債の部分にはですね、仮

に償還ということになると、やはり年次１０年間

というところの制約もありますけども、この１０

年間で、例えば１０年間で平準化を図って返す、

それで利息がですねそれにも付くわけでございま

すから、その部分が良いのか、あるいはその、本

当にその基金を貯めてその部分で、基金で単費で

すぐに除却をするところが良いのかですね、この

辺についてはやはり財政状況、年次の財政状況も

含めて見ていかなくてはいけないというふうに思

っております。 

いずれにしても、この金額をですねまず先にき

ちっと出してですね何を一番先にやっていくのが

良いのかというところもお示しをするのが私たち

の責任だというふうに思っておりますので、それ

ができてからですね基本的には除却はどういう資

金でいけば良いのか、あるいは更新・修繕はどう

いう資金でいけば良いのかというところもあわせ

てですねお示しをしていきたいと思いますし、逆

に除却の部分でいくと、空き家再生等推進事業と

いうのが国にもありますけども、この部分につい

ては空き家、建築物という指定もありますが、実

際には国からの４０％のこの補助金というところ

もありますけど、最終的には跡地利用の計画をき

ちっとつくらなければこの補助金も該当にはなら

ないというところもありますので、この辺もしっ

かりと議論の中にあわせてですね進めていければ

なというふうに思ってます。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の答弁の中にちょ

っとわからない部分があるんですけども、これ国

の事業の公共施設最適化事業債ですか、の部分で

除却も含まれてるわけですけども、これ例えばね、
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除却の部分ではその充当率がうんぬんという話が

ありましたけども、除却をするという前提で先に

そこを除却して、複合施設として違う所に施設を

持っていくと、統合するという部分で統合の部分

とその除却の部分を同時に進めることはできない

んですかね。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：お答えをさせてい

ただきます。 

基本的にはこの事業債ができた目的というのは

ですね、複合とか除却とかそういうそのいわゆる

公共施設をコンパクトにしていく、あるいは集約

していくというような形のところでこの事業債の

法律ができたわけでございますから、基本的には

それは可能だと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：そうしたらですね、

可能だということですけども、これが複合施設と

して事業が始まったと、なおかつその除却の部分

も、もともとの古い施設もね事業を始めるという

部分で、例えばこれね、先ほど村長の答弁の中に

費用がどうしても嵩んでしまうと。基金を使うの

か、それとも自前の予算を使うのかという部分で

これ難航しているという部分でね、除却の部分が

遅れてしまったと、もし仮にですよ。新しい施設

が建設中なのに、その除却の部分が遅れてしまっ

て立ち行かなくなってしまったという部分に対し

て、国の罰則なり何なりっていう部分は、これは

あるんですかね。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：お答えをさせてい

ただきます。 

罰則等っていうところについては、今現在お示

しされていません。それと先ほど来言ってるのは

ですね、完全に除却をする場合については基本的

には財政の負担がかなりかかるだろうと。単独年

度、単年度の財政状況が非常に逼迫する状況にな

るとですね、除却の部分については基本的には充

当率で地方債の発行の９０％というところの制度

ができたと。ただし、それに対する他の事業とは

違ってですね交付税措置がいわゆるゼロだと。資

金手当のみだというところを思うとですね、やは

りその単年度の財政状況に合わせた除却もきちっ

と考えていかなきゃいけないだろうと。いわゆる

単年度の予算の平準化も含めて考えなきゃいけな

いので、基本的には１０年でそのものを地方債を

発行してですね、１０年間の期間で平準して返し

ていって、さらにその利息がかかるわけですから、

その分の利息をかけても財政状況上ですね平準化

が保てるんであれば、それも一つの手でしょうけ

ども、基本的には単年度の基金を使ったりですね

単独の事業の中から生み出してですねやっていけ

れば利息もかからないわけですから、それに越し

たことはないなというふうな思いでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：もちろんこれね、そ

の通りになればそれはそれで良いんだろうですけ

ども、私が今言ってるのは先ほど言ったようにね、

どうしても難航すると。除却の部分に経費がかか

りすぎるという部分で、その部分でどこかで引っ

掛かってしまう部分があるわけですよね。その部

分にね、先ほど副村長が言ったように罰則等は無

いということですけども、その時のことをやっぱ

り考えてやっていかなければならないわけですね。

全部その除却の部分も含めてね、その１０年度で

うんぬんという部分もありますけども、その解決、

やる気があればできると思うんですよ、今言って

る内容を聞くとね。それを踏み切るかどうかとい

う部分なんですけども、ただそれができれば良い

ですけども、やっぱりね今私が言ってるのはここ

でやっぱり一歩踏み出さないと、何も起きてこな

いという部分があるわけですから、すべてができ

あがってから先に進むというふうになってくると

ね、またこれ１年、２年と先送りになってしまう

のかなっていう不安はあります。 

ただやっぱり住民としてはね、これ今ここで議

論しているのは、この予算の部分で議論してるの

は議会と行政の間の問題であって、住民にははっ
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きり言って関係ないと言ったら悪いですけども、

住民はそれわからないわけですよ。住民というの

はやっぱりね、やってほしいからやってくれと、

やりますと言ったからには住民はこれ一般論です

けども、来年できると思うんですよ。やりますと

言ったからには、すぐやってくれると思うのが住

民なんですこれね。内容がわかりませんから、た

だ予算付けなり何なり国との交渉もあるだろうし

いろんな部分が含まれるわけですから、やっぱり

やりますと言ったからにはそれから１年、２年と

かかるわけですよね、最低でも。その部分も含め

てやっぱり住民説明もしなきゃならないですし、

住民の意見もやっぱりさっき村長が言ったように

聞いていかなければならないという部分もありま

すからね。まだ意見も聞いていない段階でね、ど

うしていけるのかっていう議論をしてるわけです

から、まずはこういうことをしたいんだと、議会

からもこういう要望があるという部分も住民に示

していただいて、我々もね当然住民にはね、今話

してるから待ってくれというふうにしか言えない

わけですよね。その辺のこともやっぱり含めてね、

お互いにやっぱり住民に対して説明していかなけ

ればならないと思います。 

この公共施設というのは、もうインフラはもち

ろんそうです。インフラがこれねボロボロになっ

てしまうと住民生活そのものが侵されるわけです

から、どうしようもないわけですけども、その施

設の部分に関してはね今現にあるわけですから、

まだ使えるだろう、使えるだろうと言いながらも

４年、５年、６年と過ぎてきたわけですよね。そ

して耐用年数はどんどん近づいてくるという部分

に関してね、もうすぐにでも本当は計画を提出し

てほしいんですけども、そうなってくるとどんど

んどんどん住民サービスというものが低下されて

くるんでないかという不安があるわけです、住民

にも。あそこの施設行ってもね、なんかね、例え

ばスポーツセンター行っても、あの運動器具が壊

れてもう使えないんだよねとかね。改善センター

行っても寒くてしょうがないんだよねとかさ。い

ろんな部分で不満が出てくるわけですよ、毎年、

毎年。例えばボイラーが壊れただとか何とかとい

う部分で、それにお金をかけている施設もありま

すよね。 

そのことを考えてもやっぱりね、思い切って一

歩踏み出していかなければならないと、それによ

って村の予算というのが限られてるわけですから、

ほかの部分からいろいろ捻出しなければならない

という部分もあります。それは行政としての仕事

ですからそれがね。お金が余ってしょうがないと

いう部分は、どこの自治体に行ってもないわけで

すからその辺も含めて、と言うのは今年ね小規模

多機能の施設ができましたよね。あの部分は住民

からすると高齢者の施設だと思っちゃうわけです

よ。どうしてもね。そうじゃないんですけども実

際は。税金を納めてる我々には何かないのかと、

前からこうやって言ってるんだよなっていう話は

ちらほらと私の耳にも入ってきます。 

そういう部分も含めて、村長も２期目に入った

わけですから、１期目は勢いでできたんですけど

も、２期目というのは実力が問われると私は思っ

ています。それも含めて総合的にやっぱりね考え

ていかなければならないと思いますのでね、ぜひ

とももうちょっとスピード感を持って取り組んで

いただきたいと思います。 

この質問について最後に村長にお伺いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然全部の施設が  

５６、維持管理していくのが４６、今後除却して

いくのが１０の施設という部分でお示しをさせて

いただきました。当然、住民説明をする場合につ

いては、やはり計画的な部分を何年にやっていく

という部分とそれに対応するやっぱり単年度の財

政というものをきちんとたたき台を作った中でや

っぱり住民説明をしていかなければ、ただ漠然と

意見交換をするだけではそれはどうしようもない

ので、やはりこちら側のほうからきちっとした計

画、それから財政的な根拠も含めた中でこれから

住民説明をしていきたいというふうに思っており

ます。その中で若干３、４カ月お示しをする期間

が延びてしまったというところについては、改め
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てお詫びを申し上げますけれども、平成２９年度

中には何とかこの計画をきちんと作った中でです

ね、その後、地域住民また議員の皆さん方ときち

っと説明をする中でですね、いろんなご意見を賜

って今後、スピード感を持って進めてまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：予算の分も含めて何

年にいくらという部分を示したいという部分です

けども、まずその前にね住民からの意見が先だと

思うんですよ。 

総合管理計画、こういうものがあるという部分

を示した上でね、住民が例えばですよ、生活改善

センターはまだあのまま使えるから良いよと言う

んであれば、良いじゃないですか。使えるぎりぎ

りまで使えば。じゃなくて、もうちょっとちゃん

としたものをつくってほしいと。例えばね、スポ

ーツセンターだとか農村環境改善センターをもう

ちょっと直してほしいとかね、改良してほしいと

いう部分を、それであれば生活改善センターを向

こうに持っていきましょうだとかという部分を示

せるわけですよね。まず、その住民の意見を先に

聞かなければ予算って付かないんじゃないかと思

うんですよね。それも含めてぜひスピード感を持

って進めていただきたいと思います。 

次の質問です。 

老朽化等で除却や改修の対策が待たれる施設と

して、生活改善センター、村営プール、農業資料

館、旧役場庁舎、旧浜猿払小学校、旧芦野小学校

は、近い将来その方向性を示す必要があります。

その中で、旧浜猿払小学校、旧芦野小学校は現段

階において具体的な利活用の方向性は示されてい

ないものの、施設の利活用について計画が進行中

の段階であることと認識しており、さらに再配置

の観点から鑑みた場合でも立地条件等で再検討に

は値しないものであり、今後の推移を見守るべき

と考えます。 

一方で、除却・改修が必要な施設をどのように

取り扱うのか、早急に検討しなければなりません。

その一つの例として、除却の検討をしている施設

と改修が必要な施設を集約化した場合、将来の財

政負担の軽減につながるものと考えます。例えば、

除却が必要な生活改善センターのホール機能と改

修が必要な農村環境改善センター、スポーツセン

ターを集約し、一つの施設として活用することで

実現可能な施策が見えてくると考えますが、村と

しての考えをお聞きします。 

○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

お答えをさせていただきたいと思います。 

公共施設等総合管理計画において、適正管理に

向けた柱の一つとして施設保有量の適正化を掲げ

ており、議員のご提案は検討に値するものと私も

感じております。 

しかしながら、生活改善センターの機能を農村

環境改善センターやスポーツセンターに移すとい

うことは、この施設は高台にありますことから市

街地形成や利便性の観点から見た場合、さらなる

検討が必要であるというふうに私は思います。 

生活改善センターの再整備は平成３３年度から

の総合計画後期実施計画の中での実施を検討して

おりますが、その他の施設を含め、老朽化した施

設の更新にあっては、複数施設の集約化・複合化

を念頭とした整備を考えてまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今日私がこの質問を

したのは、実はこれが言いたいがばっかりにこの

質問を出したということですので、質問したいと

思いますけども、まず村長が今言った生活改善セ

ンターの機能をね、町並みがあるあそこに残した

いということでいいと思うんですけど、私は逆な

んですね。例えば、高台にあるっていうことです

けども、高台にあると防災対策の観点から見ても

非常に私は有効的なものであるというふうに考え

ます。もしかするとそっちのほうでも予算が工面

できるのかもしれないですしね。まぁこれは調べ

てみないとわかりませんけれども、という部分で

あそこに残す理由というものがね、その町並みと
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いう部分に関して言えば、いろんな意見があると

思います。いろんな団体からあそこの部分にいろ

んなものを、生活改善センターと複合してつくり

たいだとかいろいろ聞きますけども、それが改善

センターでなければならないっていう理由はない

んですよね。それはそれでつくれば良いんです、

あそこを除却した後にね。 

ただ、あそこの生活改善センター、今の状態を

見ますと使われているのはほとんどホール機能で

あってね、例えば大きなお葬式があった場合には、

あそこのセンターを使いますよね。それからいろ

んなイベント、それから年末に行っているチャリ

ティーだとかね、そういう部分に関してあのセン

ターはある程度の人数が入れるので、役場の交流

センターでは補い切れない部分を補い切れるわけ

ですからあそこを利用するわけですね。あのホー

ル機能という部分を生かしながら、農村環境改善

センター、スポーツセンターの部分にくっつけて

持っていく、あのまま持っていてもしょうがない

んですよ。向こうの施設にはそういう会議室や何

なりという部分があるわけですから、ホール機能

だけをねあそこに持っていくということで、例え

ばいろんなものが見えてくるんですね。 

例えば駐車場、大きなお葬式があった場合にね、

あそこの今の改善センターの駐車場にまかない切

れない道路の向こうに止めてみたりという部分で、

危ないですよね、あれね。道路渡って、夜にね。

お通夜終わった後に渡るわけですから、そういう

部分も含めて、あの高台に持っていくと土地の確

保ができるわけですね。 

そしてホール機能も、例えばこれ具体例を出し

ますけども、２００２年に管内の、具体例ですけ

ども利尻町の「どんと」っていう施設ができまし

たけども、あそこの施設は傾斜になってる椅子の

部分が撤去できるんですよね。移動式になってて、

平面と言うんですか、平らにできるという施設な

んですね。あそこ５００何十人か収容できますけ

ども、真っ平らにするとあそこでやる気になれば

葬儀もお通夜もできるわけです。そういう分も含

めて、今いろんな技術が発達してるんで、できる

と思うんですね。あのホール機能と最低限の部屋

だけ用意すれば、そこに持っていって建設するこ

ともできるわけです。 

そうすると、先ほど副村長が言った国のね補助

金の対象になるわけですよね。２０対２０の施設

があって、４０にならなければ良いんですね。生

活改善センターの機能のホールの部分を持ってい

くということは、縮小されるわけですから、十分

にその国の補助金の対象になるというふうに私は

見てるわけですけど、それも含めて具体的にこれ

私今提案しましたけど、どのようにお考えなのか

お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今、議員のほうから

ご提案をいただきました。そういうことも含めて、

今後検討していきたいなというふうに思っており

ますけども、ただ、ああいう村民すべての方が利

用するような施設という部分については、できれ

ば僕は高台ではなくて平地のほうが利便性として

は良いんじゃないかと思います。 

また、生活改善センター跡地につきましては、

先般、商工会のほうからですねご提案をいただい

た計画等もございますので、そういうところと整

合性を持った中で今後進めていかなきゃならない

なというふうに思っておりますし、どうしても高

台にあるとですね子どもから高齢者の方までやっ

ぱり歩いて上まで行くというふうになると、非常

に不便を感じられるのではないかなというふうに

思ってます。 

また、高齢者の方々の声を聞きますと、やはり

上のほうに老人憩いの家だとかいろいろな部分で

なかなか上まで歩いていくという部分については、

非常に最近は苦痛だと、できればバスでいろんな

形で送迎してほしいという要望もありましたけれ

ども、現実問題、そこまでは対応をできかねます

ので、高齢者の方々につきましては、極力皆さん

の車で助け合って乗り合わせをしていきながら、

また福祉タクシーを利用していきながら何とか使

っていただきたい、また、そこで使っていけない

部分については保健センターの大ホールを利用す
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る中で、事業の分散化をする中で利用していきた

い、また小規模多機能の地域交流施設もあります

から、そちらのほうと事業ごとにこう分けてです

ね使っていっていただきたいというようなお話も

させていただいておりますので、できれば議員の

ご提案があった部分については、それは検討をき

ちっとしていきますけど、できれば平地という部

分にあったほうが私は使い勝手が良いのではない

かなというふうに現状としては考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：高台にあるとなかな

か歩いて行けないと、それは鬼志別の人の話です。

例えば、浜鬼の人は皆たぶん車や、バスで来る人

もいるかもしれませんけど、ほとんどの人が車で

す。ほかの地区の人もそうです。鬼志別の近くに

居る人は歩いて行きます。猿払村というのはいろ

んな地区でできてるわけですから、それは理由に

ならないんです村長。 

というのは、今言ったようにいろんな団体から

いろんな要望があると、じゃあそれがすぐ実現で

きるんですか。その予算が確保できるんであれば、

検討の余地はありますよ。まだ模索段階であると

いうんであれば、今私が示したこの案であれば、

すぐ国の予算に適合するんですよ、って言ってる

間にまた１年、２年と経っていって、予算の充当

率がどんどんどんどん変わっていくというふうな

結果にもなりかねませんのでね。これかなりの予

算が国から出てますけども、すべての自治体が総

合管理計画を提出しているわけですから、それに

伴って改修なり除却なりというものがこれからど

んどんどんどん出てくるわけですよね。そうした

時に、またそれでこまねいている間にね、またこ

のいろんな部分でできないことが起こってくると

いうふうなことになりかねませんのでね。 

その高台に持っていく理由で、歩いて行けない

からっていうのは理由にならないと思います私は。

それは鬼志別の人の話であって、バスで来た人も

そうかもしれませんけれども、住民、猿払村のこ

と全体を考えるんであれば、それは理由になりま

せん。それよりもどうしたら今それが実現できる

かという部分でね、その生活改善センターでなけ

れば商工会の施設はできないんですか。それはそ

れで個別につくれば良いじゃないですか。 

それも含めてもう一度質問します。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：生活改善センター跡

地の利用という形で今後、商工会も含めてですね

ご提案をいただいた、いろんな商業ゾーン、いろ

んなゾーンをつくりながら村の活性化に努めてい

きたいというようなご提案をいただいております。 

ただ、議員からご提案があった部分と私がこう

申し上げてる部分と、ただそこにメリット・デメ

リットはありますから、そういうことも含めなが

ら村民の方々ときちっと我々のほうで作った計画

の中でですねどういう所が良いのかというところ

も検討していかなきゃならないですから、議員の

ご提案も一つの意見ですし、私ができれば平地の

ほうでいろんな施設をつくっていきたい、これは

またお互いの意見だと思いますので、それをいろ

んな議論をした中で、良いものを今後きちんとつ

くっていければいいなというふうに思っておりま

す。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：跡地利用っていうこ

とですね。そうするとやっぱり除却が必要になっ

てくるわけですね。あの施設をそのまま生かすと

いうのであれば、それはそれで良いのかもしれま

せんけども、除却をした後の跡地を利用するとい

う部分で、じゃあそれ除却しなきゃならないじゃ

ないですか。じゃあその予算はね、どこから引っ

張ってくるのか。村が独自の予算でできるわけで

もありませんしね。 

それと高台に移転するという部分で、もう高台

にあるじゃないですか。農村環境改善センターと

スポーツ施設、学校は当然学生が行きますけども、

柔剣道場もありますしね。現にあそこに施設があ

るわけですよね。あそこに高齢者が行かないとい

う話にはならないわけですね。高齢者も行くわけ

ですよ。大変だ、大変だと言いますけども、先ほ
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ども言ったようにね、じゃあこれ今ね例えば、防

災の観点からいってもね皆高台に持っていってる

じゃないですか。 

その部分も含めてメリット・デメリット、今村

長言ったようにいろいろますよ。ありますけども、

村長の言ってるメリットと私が言ってるメリット

は、たぶんね私のほうが大きいと思います。今の

段階ではね。それが違うと言うのであれば、違う

条件を示していただきたいと思いますけども、こ

れねこれからもっともっと議論しなきゃならない

わけですけども、どれが一番住民にとって良いこ

となのかという部分で、早く新しい施設をつくる

のが住民にとって良いことかもしれませんし、ま

だいらないって言うんであればね、これはもっと

もっと熟考して考えていかなければならない部分

ですし、しかしねそうやってやってる間に先ほど

も何回も言ってるようにどんどんどんどん耐用年

数が近づいていって、どうしようもならなくなっ

て、国の予算も取れなくなってっていう部分にな

りかねないと、私はそれが一番心配なんですよ。

それでいつも何かいろんな部分が変わっていって、

とうとうできなくなっちゃったねっていう部分が

今までもいくつかあったわけですから、その辺も

含めて考えていかなければならないと思います。 

先ほども言ったように駐車場の部分に関しても

ね、あそこに例えば今の改善センターを除却して、

あそこにプールもありますね。じゃあプールも除

却して、多分村長の考えでは、プールは今のとこ

ろいろんな事業の計画が立たないから、しばらく

は稚内市のあのドームを使ってくださいと、子ど

もたちはバスで運びますと言ってくるんだと思い

ますけど、そうじゃないんですよ、住民というの

は。今まであったものが無くなって、ずっと無い

んであればそれが当たり前ですけども、今まであ

った施設が無くなるって、プールが無い所なんか

ね、今はありますけども、ほとんど無いんですよ

ね。 

それも含めてあそこを更地にしてね、いろんな

部分をつくる、つくるならそれで良いんですよ。

つくったほうが良いです。ただその機能をあそこ

に置いとかなければならないという理由がないん

ですよ。ただ歩いて行けるからというのは理由に

なりません。商工会があそこの跡地を使うと言う

んであれば、使えば良いじゃないですか、独自の

施設を建てて。改善センターでなければならない

理由はないんですよ。 

私が言いたいのはね、私もあそこでなければな

らないっていう絶対的な理由はないですよ。ただ、

今の場所よりもあそこのほうが良いんじゃないで

すかと、それは国の予算も持ってこれるだろうし、

上手くちゃんと設計してね、コンサルも入れて全

部準備万端にしていけばたぶん国の予算下ります

よ。ただ除却の部分でちょっと引っ掛かるという

説明もありましたけど、それもクリアできるじゃ

ないですか。これからどんどんどんどん検討して

議論していければ。そこなんですよ。今すぐ進ん

でいけるのは何なのか。考えますという部分で、

検討しますはやらないということですから、その

部分でどうしても高台のあそこの場所でなければ

ならないという理由はないですけども、あそこに

今持っていくのがベストだということです、私の

今言ってることは。 

その辺も含めて、ぜひともこれ真剣に検討して

いただきたいと思いますけども、最後にもう一度

ご説明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ちょっと今、生活改

善センターの話が中心になっておりますけども、

あそこの生活改善センターの部分については第７

次の村の総合計画の中で平成３３年度の中で、後

期の分できちんと検討していくという形になって

おりますので、除却だとかそこの除却した後の再

整備、また生活改善センターの機能を持たせた施

設をどこにまた建設をしていくのか。その一つの

案として高台が良いんではないかというような議

員のご提案もありますので、そういうことも含め

ながら高台が良いのか、またほかの空き地があれ

ばですねそこの所が良いのかという部分について

は、この３年間の間にですねきちっとまた検討し

ていかなきゃならないし、当然先ほど言ったとお
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り、借金はできます。借金は９０％できますけど

も、それに対しての交付税措置が当然ありません

ので、その借金をですね先ほどの副村長の答弁に

重なりますけど、１回に返すのか１０カ年計画の

中で財政状況を見ながらきちっと返していくのか

というところについては、基金を対応していくの

か、それに向けて当然貯金もしていかなきゃなら

ない、そういうところの財政状況を含めながらで

すね検討してまいりたいと。検討はいらないと言

いますけども、すぐこれ早急に、議員はすぐ１年、

２年の間にやれと言いますけども、なかなか全体

的なことを、財政的なことをやっていきますと、

すぐ早急にできるというような確約はできません

けれども、今そのために公共施設管理計画を作っ

ておりますので、その関係の中できちっとそうい

う今議員からご提案もあった中の部分も検討して

いきながら、今後至急進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：その高台うんぬんと

いう部分で、これ高台ありきじゃないんですよ。

あそこに農村環境改善センターとスポーツセンタ

ーがあるということなんです。そうすると改善セ

ンターを除却して、そこに持っていった時に、そ

の機能の総面積の、縮小して持っていくと複合施

設として国から予算が下りるということなんです

よ。それ以上のものをつくっちゃうと予算は下り

ないんですよ。そういう部分であそこにあるから

あそこが良いって言ったまでであって、そうする

と、いろんなものが見えてくるんですよ。防災の

観点も見えてくるでしょうし、駐車場の確保もで

きるだろうっていうことなんです。どうしても高

台に持っていかなきゃならないということが前提

ではないんです、私の言ってるのは。あそこにあ

の施設があるからなんですよ。 

あの施設だって修繕しなきゃならない所ありま

すよね。雨漏りもしてるだろうし、使ってない部

分もあるだろうし、例えば浴槽ですか、あれもう

どうしようもないですよね、あれね。またつくろ

うとしたってもの凄くお金がかかる、これ前の議

会でも同僚議員が質問をしてましたけども、そこ

なんですよ。それも含めてすべて国の予算で賄え

るっていう目処が付けるからどうなんですかって

私は言ってるんです。その高台ありきじゃないで

すよ。あそこにあの施設があるからそこにホール

機能を持っていったことによって、いろんな前に

進める状況が見えてくるから、私はここで今質問

をしてるんです。 

村長が言ってる部分というのは、どうしても高

台ではなく平地で持っていきたい、平地でまちづ

くりを進めたいということですけども、道筋が見

えてるんであれば議論になりますよこれ。ただ、

これから何とかしようっていう部分と私が言って

る道の先が見えている部分というものは、これど

ちらを優先したら良いかというのは、これ当然ね

最後に決めるのは村長ですから決めなければなら

ないですけどね、今すぐやると言ったってこれ完

成するの何年後ですか。来年できるわけでもない

です。ただ、さっき私が言ったのは住民はすぐで

きると思ってるってことです。その部分もやっぱ

りくんでいただいてね、少しでも事業を少しずつ

進めていかないとまだそんなことやっているのか

と言われることになりかねませんのでね、ぜひ検

討のほどをお願いしたいと思います。 

答弁しても多分同じ答弁だと思いますので、答

弁はいらないです。 

最後の質問をしたいと思います。 

ＡＥＤの適正配置についてお伺いします。 

自動体外式除細動器いわゆるＡＥＤは、   

２００４年７月から医療従事者ではない一般市民

でも使用できるようになり、本村でも公共機関や

民間企業の事務所等に設置をされています。 

万が一、心肺停止の事態が起きた場合、最寄り

のＡＥＤの有無で一命を取りとめる可能性が高く

なります。しかし、広大な行政区域を所有する本

村では集落間の移動距離も長くなってしまいます。

さらに、公共機関の業務時間外は施設への出入り

は困難であり、改善の検討が必要と考えます。 

消防関係者からの要望で村内の各消防団の詰め

所への増設が望まれており、これにより夜間の使
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用も可能となります。日常から人々の生命を守る

という使命を受けている消防関係者の声は重いも

のと考えますが、ＡＥＤの増設について村として

の考えをお聞きします。 

○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

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、村内におけるＡＥＤ設置状況についてで

ありますが、より多くの方が利活用する公共施設

への設置、また、村内事業所のご理解により設置

いただいているものも含め、現在では計２９カ所

に設置をされております。 

村内のＡＥＤ設置施設には、設置箇所を示す目

印看板を設けており、村公式ホームページにおい

ても写真付きで紹介しております。ホームページ

では、心肺蘇生法とＡＥＤによる救命処置の手順

を掲載しているほか、村内企業や各種団体を対象

とした普通救急講習も積極的に展開し、応急手当

の知識の普及にも努めているところでございます。 

しかしながら、議員ご指摘のとおり、設置施設

のほとんどにおいて２４時間対応ができない体制

にありますことから、課題の整理を地元自治会や

消防団とも協議を行った上で、２４時間対応可能

な分団詰所への設置を念頭に整備を進めていきた

いというふうに考えております。 

あわせて、消防分団のない狩別・浅茅野台地地

区につきましては、自治会と協議を早期に進め、

できる限り早期の導入を進めてまいりたいと考え

ております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：実は、この話は以前

から私も伺っていました。いつになるのかなと考

えていたところに、また消防関係者の方から話を

伺いましてね。たぶん村長も同じ人から話を聞い

たんだと思いますけども、村長に言ったけど知ら

ないって言ったと聞かされました。で、その１年

か２年くらい前かわかりませんけど、定かではあ

りませんけども言ってるんだと、消防には言って

るんだけどねって話を聞きました。私もその時に

初めて聞いたんでね、そうなんだということで聞

いたんですけども、これどういうことですかね。

消防署のほうから話が今まであがってきていなか

ったのか、それとも消防支署がその話をちゃんと

聞いてなかったのか、それ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）：ご答弁させていた

だきます。 

予算査定時の中でそういう話はあがっていたこ

とはあがっていました。ただ、管理の仕方といい

ますか、本当に分団で良いのかとか、あるいはそ

の自治会の管理している集会施設で良いのかとか

ですね、いろいろな部分で検討してくれという話

の中で、まだまだ少しまとまっていなかったとい

うのが現状だと思います。実際にあの分団に置い

てても保管や鍵の管理とかですね、あるいは外に

置くとか、箱を作ってですね外に置いてどうする

とかいろいろな保管状況とか、あるいは管理の仕

方についてですね課題があったように思っており

ますので、その分について検討しながらですね、

最終的には今２９カ所の所へ置いておりますけど

も、そこは基本的には鍵がかかってきちっと管理

ができるんだろうというふうな形の中で、現状で

はそこに置かせていただいているというふうに思

っておりますけども、実際にその鍵の管理が今度

は２４時間の部分で、実際に本当に必要な時にそ

の鍵がすぐ取り出せてですね、住民の生命を守れ

るのかというところが現状課題にあがっていると

いうふうに今認識しておりますので、その辺も含

めて早急にどういう体制でどういう形で分団詰所

も含めてですね、どこの場所に置いたほうが良い

のかも含めて、検討して早急に進めてまいりたい

というふうに思っています。 

ただ、今現状でも狩別地区・浅茅野台地地区に

置いていないというところの現状もありますから、

基本的にはそこも含めてやはり無いというところ

については非常に、生命を守るというところにつ

いては基本的にはそこはあってはならないという

ふうに思っていますので、その辺含めて検討とあ
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わせて推進をさせていただきたいというふうに思

います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：その管理の仕方うん

ぬんで今その検討段階に入っていたということで

すけども、今、村長にもお話をしたと言っていま

す。その方が私にも話をしてきて、これ一般質問

でたまたま出しましたけどもね、その方が村長に

提言しなければ、これ設置する検討に入ったんで

すかね。その管理うんぬんで押し問答をしてたと

いうか議論しててね、いつまでもずっとそのまま

でいたのかそれがちょっと疑問ですけども、この

分団詰所っていうのは２４時間あそこ開いてるん

ですよね。鍵はかかってません。何があっても良

いように。だから内玄関、外玄関ありますけどあ

の中に入れれば良いんじゃないかって簡単に言わ

れましたけども、いつでも開いてるべやって感じ

ですね。それはそうだと、前から言ってるんだと

いう話をしてましたけども、その最初のものが出

てきた時に、管理うんぬんという部分じゃ、もち

ろんそれは当然必要ですけどもね、そこではない

と思うんですよね。どうしても必要だから置いて

くれと言っているんですから、村長のところに耳

に入らなかったら、多分これそのままずっと来年、

再来年も同じような状況が続いてたのかなと思い

ますけど。 

これもう一つ質問しますけど、これはＡＥＤ 

２９カ所ありますけども、これは村の持ち物なの

かリースなのか、この辺ちょっとお伺いします。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

先ほど村長の答弁でもありました２９カ所です

けれども、公共施設と民間事業所に置いていただ

いている部分とあります。すみません、ちょっと

数えますね。すみません。公共施設、村が管理し

ているところが１６カ所で、民間企業に協力して

置いていただいている所が１３カ所です。 

基本的にはリース物件として導入しております。

メリットとしては、消耗品、パッドですとかそう

いったものが定期的に交換していただけるという

ことで、基本的に５年のリースということで導入

している現状です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これリースっていう

ことは、これ定期点検とかはもちろんあるんです

よね。これもう一度聞きますけど、毎年なのかそ

れとも５年に１回そのパッドを変えるだけに来る

のかどうなのかっていう部分をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：内容としては、

バッテリー交換ですとかさっきも言いましたパッ

ドの交換ですとか、周期については５年に１回と

かではなくてですね、ちょっと定かではないんで

すが、１年ないし２年単位で交換しているという

ふうに記憶をしております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：大体概要はわかりま

した。これ公共機関、もちろんこれ民間の事業所

もそうですけど、定時になっちゃうと鍵が閉まっ

ちゃうんですよね。そういう場合はいくらＡＥＤ

が中にあったって入って行けないわけですよ。何

の意味も無いってことで、こういう提案がなされ

たと思うんですけども、これぜひね、今予算の部

分は聞きませんでしたけども、リースであればリ

ース会社にお願いして増設する部分でね、すぐに

でもこれ検討に入れると思いますので、ぜひとも

検討していただきたいと思います。 

これで終わってもしょうがないので、最後に村

長に一言お願いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに議員のおっし

ゃるとおり、せっかく付けてあるＡＥＤが何かあ

って鍵がかかってしまって使えない状況にあると、

これはとんでもない話であって、ただ、職員側と

してはやはり貴重な財産ですのでそこをどうやっ

て維持管理をしていけるんだろうかというところ

で一歩とどまってたというところもありますので、

今ご提案があった２４時間開いているような分団
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だとか、それから各会館ですと中にあるんですけ

どもそこは風除があって二枚ドアになってますん

で、中側は鍵をかけていただいて、できれば外側

は開けていただいて、そこの風除室の所に置くだ

とかそういうようなことも含めながら今後、自治

会と検討をしていきたいというふうに思っており

ます。当然２４時間、一番使えるような状況の中

で今後検討していきたいと思いますし、ただその

維持管理という部分について、若干そこのところ

で行き違いがあったんだろうな、職員側のほうも

そこを盗難に遭ったりいろんな形の中であっては

まずいよなというところの中で足踏みしていた状

況もありますけど、今後はそういうことがないよ

うな形の中できちんと検討していきたいというふ

うに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：最後に一つだけ。 

総務課長、これリースですけども仮に中に入っ

て盗難だとか破壊だとか物損された場合に、どう

いう処置というかどういうふうになるんですか。

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：詳細については

確認しなきゃならない部分もあるんですけども、

基本的には、基本的にはですけども人が在中して

いる場所に置いているという前提だと思いますの

で、もしかしますと人の居ない所に置いて盗難う

んぬんとなった時には、補償がされないというリ

スクもあるかもしれませんが、そこら辺はちょっ

とそれも含めて検討させていただきたいというふ

うに思います。 


