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平成３1年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成３１年 ３ 月 ５ 日（火曜日）第１号 

 

◯議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。５番、森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づき質問いたします。 

平成３１年度予算編成と村政執行方針についてと

いうことで、ひっくるめた形で５点ほど質問したいと思

います。 

まず、これは去年も同じような質問をしたかと思い

ますが、１番目として、財政調整基金の取り崩しにつ

いてということであります。 

平成３０年度当初予算では、９５９０万円の財政調

整基金の取り崩しを計上していましたが、交付税の総

額等により、最終的には取り崩しを置かない予算執

行はできましたが、３１年度においては、昨年と上回

る、１億６７００万円の計上となっています。 

昨年３月の一般質問の際、提示いただいた平成２

９年度から３３年度までの猿払村財政シミュレーション

では、３１年度は取り崩しを見込んでおらず、村長答

弁でも財政調整基金には手を付けない予算編成をし

ていきたいとありましたが、この取り崩しに至った要因

をどう捉えているか、答弁願います。 

◯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いうふうに思

います。 

まず、相違が生じた原因といたしましては、主に歳

入面で２つの要因があるものと分析しております。 

まず１点目は、村税のうち個人村民税取得割の推

計において、平成３０年度と同程度で推移するものと

見込んでいましたが、新年度予算ベースと比較しま

すと、約９０００万円の減額となり、この部分で乖離が

生じたものであります。 

２点目は、普通交付税の計上方法に伴うものであり

まして、予算では、留保額相当を減額しておりますが、

推計上では、見込み額をそのまま計上していることか

ら、この部分で約５０００万円の減額が生じたことなど

により、地方交付税全体では、６８００万円程度の乖

離が生じ、これらの見込み額の乖離が、その要因で

あるものと分析をしております。 

しかしながら、村税収入の大幅な落ち込みが想定

外だったとはいえ、推計内容に大きく変動を生じてし

まったことは大いに反省をしなければならないという

ふうに思っております。 

今後におきましても、中長期的な行財政運営を進

めるためのツールとして、精度の高い財政推計作成

にあたっ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）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の説明ですと、村

税で９０００万円。 

それから交付税で６８００万円。合わせると１億５８０

０万円程度減収になるというか、そういった形での財

政調整基金の取り崩しになるかと思いますが、実際

のところ１億６７００万円。 

当然、村税が減収したにしても、交付税に算入さ

れるのが７５％のはずですよ。 

そうした分で、結構差が出てきている。 

ということで、あくまでもこれは見込みということです

から、どの程度制度があるのかと言われれば、はっき

り言ってつかめないというのがあります。 

昨年いただいた財政シミュレーションでは、３２年

度には１億２０００万円。 

３３年度では２億６７６０万円ですか、これが推計と

しております。あくまでも推計であると言ってしまえば

それまでですが、それなりの根拠を持って作業してる

と思われます。 

財政調整基金は、３０年度末では８億１８００万円。

この残高を見込んでおり、決算確定後には、剰余金

等により増えることが見込まれ、３１年度の交付税や

村税の確定により返答の余地はありますが、３１年度

は、確実に財政調整基金の取り崩しをしなければな
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らないとというような状況になると思います。 

今後も知来別小学校の大規模改修を含め、公共

施設維持補修個別計画など、避けて通ることのでき

ない事業が目白押しということになっている中、どの

ような財政運営を行うのか。 

この辺は３問目の質問にも絡んでくると思いますが、

今後の方向性というか、どのように考えているのか、

答弁できるようであれば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）：ただいまのご質問にご答

弁をさせていただきたいと思います。 

森議員が言うように、制度の高い推計をしなければ

いけないというふうなところだというふうに感じておりま

す。 

実際に今財政シミュレーションを改めて３１年３月

現在で作っておりますけども、それを踏まえると３１年

度あるいは、３２年度には同じような財政調整基金の

取り崩しをしなければいけない予算編成、これは今

年と同じような村税収入だというところを想定してのと

ころでございますけども、これについて、今後どういう

ような形での財政を運営していくかというところについ

てはおそらく３番目の質問にも関わってきますけど、

行財政の改革で、今の第３次行政改革計画を含めた

形の中で、行財政改革をしていかなきゃいけないと

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）：３問目に関連して、

行革を進めるというような言い方はしていますが、こ

れはまたあとで触れたいと思います。 

仮に、財政調整基金、３１年度末で６億６１００万円

程度と見込んでおります。 

こうした中で、毎年のことでありますが、決算剰余

金が大体５６０００万円出るだろうということを考えると、

最終的には１億円の取り崩しということでいきますと、

単純に計算して７年。仮に、大規模補修なり大きな需

要が出てくるとまた変わってくる。 

知来別小学校が３１年度もしくは３２年度その辺で

やるのであればその分も出てきますよ。 

ほとんどの部分で交付金が付けば交付金。 

単費でやるのであれば、それでも起債という形にな

るかと思います。最終的には、起債の償還が出てくる

と。償還の３割は利息も含めて負担しなければいけな

い。 

ついでに言わせてもらうと、他の基金に触れますと、

最終的には今年で５億円程の取り崩しですか。実際

は４億円ほど減ります。そうすると、その基金によって

は、無くなる基金も出てきます。 

言わせてもらうと、福祉のまちづくり基金。これが３

２年度でたぶん無くなるんじゃないかと。 

そういったふうに基金によっては、無くなる基金が

出てくる。 

無くなりそうなのは、ふるさと応援基金です。 

大体、１億円ほどかな、積立ができるという。 

この分はふるさと納税として猿払村に使ってくださ

いという、要は、地元に納める税を、猿払村に納めて

くれた形になってます。 

これは当然、村の税として、歳入として使えるお金

ですけれど、ほかにはほとんど入ってこない。 

その辺も将来的にどうお考えか。一体この基金が

どこまで持つのか。 

その辺の認識というか、当てがあれば説明願いた

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）：ご答弁さしていた

だきます。 

基金の部分については、福祉のまちづくり基金の

話にも出ましたので、議員おっしゃるように、今の推

計上でいくと、３２年度で底をつくというような形になっ

ております。 

あと、財政調整基金、これをどうするかということに

なると、恐らくこの部分が財政調整基金のほうへ被さ

っていくというような状況も危惧されますので、ここは

行財政改革をきちんとするしかな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）：今の副村長の答弁で

行政改革に取り組んでいかないといけないという答

弁でございますので、飛ばして３問目に行きます。私

の今までの一般質問の答弁に対し、行政改革を行わ
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なければならない時期に来ているというような答弁が

何度もあります。 

３１年度の執行方針の中で、はじめて重点項目とし

て、この記載がされています。 

いつからどのような行動を起こすのか、どういう取り

組みを行うのか、その辺説明願いますか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：ご質問にお答えをさ

せていただきたいというふうに思います。 

新年度の予算編成状況から見まして、本村の財政

は非常に厳しい状況であるものと認識をしておりま

す。 

将来にわたって、自律可能な行財政運営のあり方

について、速やかに取り組んでいかなければならな

いというふうに思っております。 

このことを踏まえ、第３次猿払村行財政健全化計

画の着実な実行を基本に、私が本部長となっており

ます、庁内組織の猿払村行財政改革推進本部の定

期開催により、村の全ての事務事業に対する検証と、

新たな行財政改革について検討を進めてまいりたい

と思っております。 

合わせまして、村民代表で構成されております猿

払村行財政改革推進委員会へ協議内容に対するご

意見をいただくなど新年度早々に村政全般について、

行財政改革を進めていきたいというふうに思っており

ます。 

また、いつという形の中で、何月何日という形では

なくて、新年度に入り次第、早急に進めてまいりたい

というふうに考えております。 

◯議長（太田宏司）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと、新

年度から取り組むと。 

ということは今までやってなかったということでよろ

しいんですか。再度、答弁願います。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：決してそういうわけで

はなくて、着実に進めてはいたんですけども、ただ、

担当する部署というものがありますので、この部分を

今後どう組織改革をしながら、案として専門部署を作

りながら、今後、きちんとこの行財政改革に向けて村

としてやっていけるかということも含めながら改めて検

討していきたいというふうに思っております。 

ただ、今までズルズルやってきたわけではなくて、

先ほど出ました、福祉のまちづくり基金につきまして

も、やすらぎ苑の問題、また、特別会計、企業会計へ

の一般会計からの繰り出し、この部分についてもしっ

かりと検討していかなきゃなりません。 

この部分については、病院のほうともきちんと、これ

から議会終了後にお話しをするという形になっており

ますので全体的にきちんと進めて、これから行きたい

と思っておりますし、今までも決してサボっていたわ

けではなくて、進めてきたという状況でご理解いただ

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）：今までやってきたわ

けではない。 

しかしながらこれから進める。今までやってきたの

はどこに表れているのか。幸いにして、３０年度決算

においては、財政調整基金の取り崩しまでに至らな

かった。 

しかしながら、まず、３１年度は１億円を超えると思

うんですよ。 

３２年度、３３年度、これにつきましては、当然、さっ

きも言いました、福祉のまちづくり基金、これが３１年、

３２年、３３年には底を突いて無くなる。 

その分は当然、財政調整基金でしかなくなる。そ

のほかにどこをどうやって切り詰めて、財政運営をし

ていこうとしてるのか。 

本当に将来展望があるんですか。 

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）：行財政改革につい

ては、第３次行財政改革の中でその中に、当然、財

政に伴うものもあれば、職員の人材育成や質向上な

ど、いろんな内部経費含めた、いろんな項目がありま

すけども、具体的にはそういう形で、財政健全化計画

の計画の中で、職員の人材育成とかそういうところに

努めてきたというふうに思ってます。 

それで一方で財政推計をすると、非常に厳しいと

いう状況でもございますので、この辺については先ほ
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ど村長も申し上げましたけども、繰出金あるいは、補

助金含めて、住民に直結するものも当然ございます

ので、その辺も含めて何年か前にも、当然、使用料

の健康増進ということでの見直し等もございましたけ

ども、その辺も含めて、改めて住民合意をとりながら

財政については行財政改革の中で、住民含めて検

討し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）：全てにおいて検討し

ていくと、その程度の答弁しか出てこない。 

村政執行方針の中でも、スクラップアンドビルドと

いう言葉を使っております。どこにスクラップがあるの

か。 

今まで村民から要望があって、村民負担を軽減す

ると。これは簡単にやれますよ。そればっかりやって、

その他の部分が出てこない。スクラップは全くない。

そういうことをやっていると、いつまで経っても行財政

は向上しない。 

この後において、交付税が劇的に増えない限り、

同じような状況が続くんではないかと思います。 

たしか第３次の行政改革は今、実行中であります

が、その行革体系の取りまとめの中で、現在では保

護にされているというそういったものがいくつかあるか

と思いますが、その認識はお持ちでしょうか。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていた

だきます。 

財政の健全化を含めた形の中で、具体的な項目

がいくつかあると思いますけども、その中で今現在で

全て達成していないというところも、当然、承知してい

るところでありますので、この新年度に向けて認識を

統一しながら、この実行に向けて考えていかなけれ

ばならな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）：今私が言ったのは、

もう目標に到達していないうんぬん、そうじゃなくて、

当時決めた事項、それをやってない。例にとりますと、

細かいですが、管内宿泊すらもうやめようとことでや

めてましたよ。今やってるはずです。 

それから懇親会への出席もしないという取り組みも

したにも関わらずしていますよ。 

そういった分がそこに座ってる方々が、その行革大

綱を作る段階で、どの程度関わっていたか知りませ

んが、管理職会議の中等でその辺は周知されている

はずです。 

その辺を踏まえたう上で私は言っています。 

そういった細かいことの積み上げ、これが現在に繋

がっているんではないかと。 

考えが甘すぎる。本当に村の将来を考えるんであ

ればもっと真剣に行財政運営をやっていただきたい。

５年１０年先の猿払村と執行方針に謳ってますよ。 

そのときに本当に今の状況を維持できるのか。そこ

まで考えてやってください。 

ということでこの質問はとりあえず終わります。 

続いて、飛ばしました２番目、ふるさと寄附金に係

る基金の積み立てということで、これは一般質問では

なくて、予算審議の中で言ってもよかったんですが、

あえてここで言わせていただきます。３１年度予算で

は、寄附総額に対し、５０％ほどの積立てという形に

なっております。 

実際のところ３０年度の見込みでは、３８％程度とな

っています。 

詳細についての説明をお願いします。単純にこの

３８％っていうのは、予算第１５ですか、これにおけま

す寄附金総額３億５５００万円。 

それから基金の積み立て８５７０万円を足して１億３

７８８万４０００円。これを割ると３８．８％しかなりませ

ん。 

これがなぜ３１年度で５０％ほどになるのか。 

この辺の説明を願います。 

◯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

お答えをさせていただきたいと思います。 

平成３１年度のふるさと寄附の基金積み立てにつ

きましては、ふるさと返礼品の経費を現状の３割から２

割とし、さらに事務手続手数料及び郵送料の減額に

より、総体で平成３０年度と見込み、３８％から１２％以

上の上積みとし、平成３１年度のふるさと寄附に係る

基金積み立ての寄附総額を５０％以上とするものに

至っております。 
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◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の説明ですと、返

礼品を２０％に減らすと。 

それから送料。その分の圧縮をかけるということで

すが、実際のところヤマトなり、佐川急便、ゆうパック、

これらの送付ですか、この運賃は３社において若干

の増減はありますが、一定程度は決まっているはず

です。金額は。 

猿払村の場合は玉冷なりホタテ製品が多いとなる

と、当然チルドになります。 

そうすると上積みになります。ここからホタテの生を

東京に送った場合は、たしか１８００円ぐらい送料が

掛かったんじゃないかと思うんですよ。 

そうした中でその送料の削減というのは、それはど

のような形で行われるのか。 

実際に可能なのか。その辺をちょっと答弁願いま

す。 

◯議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

◯企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えさせていただきます。 

今、実際にふるさと納税のサイトについては、ふるさと

チョイスと、もう１つは楽天市場と２つのサイトで行って

おりまして、それぞれ業者も別々の２業者のほうと委

託契約をしております。 

現在その２業者の委託契約のほうと直接輸送会社

のほうと契約しているものですから、うちの村としては

業者のほうにお金をお支払をしたということで、内容

については、北海道は北海道、東北、いろんな部分

の地域がありますが、それぞれ各地域のほうで送料

を業者が決めまして、平均で１５００円から１６００円と

いう形なっておりますが、新年度からにつきましては、

村のほうが直接業者のほうにポータルサイトの委託業

者のほうに契約をするではなくて、直接村のほうが宅

急便業者と交渉して、契約することによりまして、今の

ところ金額が、今の委託契約の金額より下がるという

ふうな形で見込んでおります。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと、送

料は直接村と運送業者と契約をするということで、実

際にその辺の話は進んでいて、合意に至っているの

かどうか、その辺を確認したいと思います。 

◯議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

◯企画政策課長（阿部真人君・登壇）：実は今回、

この契約だけではなくて、昨年の秋くらいから現在７

社といろんな部分でポータルサイトの委託の関係で、

業者にきていただいて、いろいろな交渉をしてまいり

ました。 

そんな中で手数料の減額だとか含めて、いろいろ

交渉をしたんですが、その結果、当然、今の業者より

も条件の良い業者も見つかっております。 

今度は新年度については、その業者のほうと契約

を結ぶこととなっておりまして、また先ほどの宅急便

等のお金についても直接その業者とお話ししまして、

今以上に安くなるということで、金額的な部分はまだ

はっきりとは出ていないんですが、１００円２００円とか

っていう金額で安くなるというお話しになっておりまし

て、実際にまだ１００％いくらっていう形ではないんで

すが、今の現状よりはかなりお安くなるということで話

をしております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：先月の道新の記事に

も載っておりましたが、総務省ではふるさと寄附金の

実質収支額を５０％引き上げるような報道がされてい

たと。 

それに合わせる形での引き下げなんでしょうか。実

際に今の見込みでは５０％、経費ですね、掛からない

ような形になるという答弁ですので、それに向けて努

力をしていただきたいということでこの質問終わりま

す。 

続いて、４番目の職員住宅管理計画について。当

初の通告書を出した段階では公共施設維持補修計

画個別施設計画ということで作ってありましたが、ちょ

っと違うんじゃないかということで修正をかけたところ

文章的におかしくなりまして、若干修正しながら読み

上げてきます。 

２月１３日に職員住宅管理計画の説明ありましたが、

その中で職員住宅のリース事業による建て替えの説

明がありました。 
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公共施設維持補修計画個別施設計画の中では３

２年度から実施ということでの記載があります。 

そうした中で村政執行方針の中にも同じような記載

がありまして、私が思うにはなぜリースなのか。 

民間アパートの住宅を建てて、職員を住み替えさ

せたほうが費用的負担は少なくなるという考えですが、

その考えについてはどのようにお考えでしょうか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君）：ただいまのご質問にお答え

をさせていただきたいというふうに思います。 

先に職員住宅管理計画の素案を議員の皆さんに

お示しをしたところでありますが、その内容について

は未確定要素もあり、再度検討を要する内容もありま

すことから現時点における村の考え方としてご答弁を

させていただきたいと思います。 

まず、リース方式を検討している理由でありますが、

職員住宅を直接建設する場合においては、補助金

や地方債などの財源手当てがないため単年度の財

政負担が大きくなることを考慮し費用負担の平準化

を念頭とした考えによるものであります。 

また、民間アパートへ住み替えをさせたほうが費用

負担が少なくなるのではないかとのご質問であります

が、確かにそのとおりであり、平成１４年度以降は職

員住宅の新規建設を凍結し、民間アパートへの入居

にシフトする形で住宅を確保してきたところでありま

す。 

しかし、単身者向け住宅に入居している、若年層

を中心とした職員が現在２５名程度いる状況であり、

これらの職員が婚姻などによる世帯向け住宅への転

居が今後想定されますことから、その受け皿となる住

宅について、現状の民間アパートの空き家状況など

から見た場合に、その必要数が確保できないものと

判断し、職員住宅の新規建設計画に至ったものであ

ります。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の単身者がいると。 

そういった中で将来的に当然、結婚をするという中

で、単身住宅を出ると、そういったことを想定しての職

員住宅の建設だと思いますが、実際のところ、今１棟

なり２棟、民間アパートが建ってます。そうした中で、

そのアパートのうち１戸分なり２戸分、それを村でも借

り上げてしまうというような形を取った方が、はるかに

経費的には安くなる。さっきも言ったように、行財政改

革を進める中で少しでも無駄なお金を使わないって

いう、そういった方向になぜならないのか。 

私が思うには、民間アパートの事業者については、

村の１棟あたり１４００万円の補助金があります。 

そういった業者さんについては１０年程度で回収で

きるというような説明があったかと思います。 

１棟当たり５０００万円程度で建築されているという

説明ありましたが、これはあくまでも試算で６５００万円

っていうことで１５年で借り上げるというような形でこれ

は確定数字ではないから、どうこう言う筋合いもない

かと思いますが、その１５年で村に移管させると。 

そうするとその後は、当然、１５年過ぎると大規模改

修なり出てきます。その分は村で負担しなければい

けない。 

将来的に４０年、５０年経ったら取り壊しが出てくる。

その分も村が負担しなければならない。 

そうすると、実際にどのくらいまで掛かるのか。 

今の段階では、私はとんでもない数字になるかと

思います。私の試算では、その民間アパートを借りる

ということで、建設費の１４００万円。これが村が補助し

ます。 

そのうち、３１年度予算書によりますと６３０万円。こ

れが交付金で補てんされている形になってます。そう

すると７７０万円。これは単年度支出になります。そう

した中で、村としては個人に住居手当ですか、これを

出すと。 

そういった分を計算して、その間に固定資産税の

収入、これは減額という形で、１０年間では１８７７万円。

１５年では２３９９万円ですか。 

２０年では２９２１万円。この程度済む。 

仮に４５年にわたり借りたにしても、５４６１万円。こ

の程度で済みます。これらを考慮に入れて今資産段

階でしょうから、検討段階、この辺の部分を考慮に入

れて、また、行財政改革、これを考慮に入れて、検討

の材料にしていただきたいというふうに思います。 

最後に、移住促進住宅の取り組みということで載せ
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てあります。 

この質問については、先ほどの同僚議員の２人の

質問とかぶる部分がかなりありますので、若干省略さ

せながらいきたいと思いますが、まず起債の部分に

なります。 

昨年１２月定例会での一般質問での答弁の中に、

移住促進住宅の整備を検討するとのことでありました

が、予算計上はない。 

これ予算計上をしていない理由は先ほど聞きまし

た。 

また、執行方針の中にも、移住促進住宅の取り組

みが記載されていないということで、今後、どうされる

のか、この説明をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

移住促進住宅につきましては、鬼志別地区で空

き家となっている職員住宅をリフォームした形で

利活用を検討しておりましたが、さるふつ公園内

にあります、移住体験住宅との住み分けや今後に

おける移住促進事業の計画や移住促進住宅の入居

者の条件、また、就労プログラムを受け入れてい

ただける企業等との協議など改めてこの１年間で

しっかりと煮詰めたうえで、改めて整備に向けて

検討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）：今の村長答弁でいき

ますと、１年間煮詰めるということでありますが、その

結果やめたということになる可能性もあるということで

す。 

今の浜鬼にあります、移住体験住宅ですか、あれ

については、３０年度において、どの程度の利用状況

があるのかちょっと私把握しておりませんが、１００％

の稼働率ではないですよ。そうした中で、申し込みは

ブッキングしたというそういった実績はあるんでしょう

か。 

◯議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

◯企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えさせていただきます。 

平成３０年度なんですが、まだ今は途中なんです

が、現在のところ、平成３０年度で９組延べ１１名が利

用されております。 

さるふつ公園にある移住体験住宅にです。その中

で、似たような時期に電話があり、予約をしたいという

連絡も何件かありましたが、日にちをずらしていただ

いて、予約をしていただいたという経過がございます

が、重なって何月何日からっていう部分の予約が入

ってるんですけど、そういうふうな問い合わせはありま

した。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：わかりました。 

先ほどの村長の答弁に戻りますが、移住促進住宅、

これについては、古くなった職員住宅、それこそ解体

予定というような住宅です。それをリフォームして使用

できる状態にできるということであれば、なぜ職員住

宅をリフォームして使わないのか。 

ちょっと戻りますけれど、その辺が非常に疑問に思

います。本当にもう住めなくなって、解体しかない、そ

ういう住宅であればリフォームして使うなんて発想に

はなりませんよ。まだリフォームして当面使えるという、

そういった前提があるんです。その辺が納得できない

んですよ。だから本当に住めないのであれば、こうい

ったリフォームもできない。 

リフォームして住めるのであれば、リフォームすれ

ばいいじゃないですか。 

ちょっと戻って申し訳ないですが、その辺ちょっと

答弁できるならしていただきたいと思います。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君）：ただいまのご質問にご答

弁さしていただきます。 

確かに今の住宅をリフォームして使うというところに

ついては想定をしておりましたけども、今現況でその

まま使えるところも出てくるというところもありますので、

あくまでも午前中の答弁にもさせていただきましたけ

ども、住宅を用意するだけでは移住政策にはならな

いというふうに思っております。 

今度の職員住宅をリフォームしてという考え方は、
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公園にあるのは短期型としての就労体験だろうと。 

今後の部分の住民の中に入っていくところについ

ては、長期的なスパンによって就労体験をしてもらう

というところも含めておりますので、これは企業にもき

ちんと就労の体験というか就労がなにがあるのか、あ

るいは賃金体系がどうなのかっていうところもきちんと

今後村内の企業さんも含めて、協議をする時間をもう

少しいただきたいということで、今現状ではそこを整

備して、それに伴って今現況開いてくるような住宅、

いわゆる職員住宅というところを含めて模索をしてい

くので、もう少し時間をいただ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）：今の副村長の答弁、

住居の前に仕事ですか。 

これは前々から言われている、私も言っていること

です。なおかつ先ほど私の質問は、今の答弁に対す

る質問じゃありません。分かります。 

もう１回言いますけれど、なぜ、壊そうとしている、

解体しようとしてる職員住宅、それをリフォームして使

えるようになる、なぜなんですか。 

もう使えないんであればリフォームできないはずな

んです。そういった住宅を壊そうとする。その辺の姿

勢を正しているんです。 

答弁願います。 

◯議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

◯企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問ついてお答えさせていただきます。 

今現在検討していた部分につきましては、空き家

政策という形の住宅だったんですが、現状のところ、

屋根もかなり老朽化、壁も老朽化して現状すぐには

入れないような住宅でした。 

それをかなり屋根、また、壁、あと冊子類全て交換

してという考えでおりまして、中身も含めて交換してボ

イラーとかもついておりませんので、改修工事も含め

て金額の部分はかなりの金額にはなるんですが、も

し職員住宅でってことであれば、当然、そういったふ

るさとの部分でいろいろ基金も検討しながら、また、も

う１つが交付金の対象にもなるということで、それも含

めて今後検討したいということで、なるべく新築ってい

う形になれば相当な金額が掛かるということでなんと

かそういう空き家の部分を改修して、どうせならなるべ

く改修に壁、屋根、あと冊子等の全ての交換、中途

半端に改修するのでは、また相当、移住の促進住宅

としてはなかなか来ていただくっていう部分では、老

朽化してる職員住宅では非常に厳しい環境であると

いうことで、そういった分でお金を整備をかけて、検

討してたところでございます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：また答弁になってま

せんよ。 

私が聞きたいのは、解体予定、その職員住宅はリ

フォームかければまた使える。かなりな金額が掛かる。

しかしながら、それは２０００万円も３０００万円もかける

わけじゃないんですよ。 

なぜそのような手法なるのか。それをお聞きしてる

んです。 

○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。 

確かに、住める状況の職員住宅であれば、リフォ

ームをして、職員をきちんと住まわせたほう良いので

はないかというようなご質問だと思って答弁させてい

ただきますけども、職員をそこに恒久的にずっと住ま

わせるというふうになると、根本的にしっかりと直して

いかなきゃならないというところで、相当なお金が掛

かるという状況の中で、そこを若干間引きじゃないで

すけども、少しお金を掛けさせていただいて、長期で

はない、体験住宅ですと１週間とか２週間、３週間なり

ますけども、そこでは何か月間か住んでいただけるよ

うな、我慢していただけるようなリフォームをさせてい

ただきたいと。 

ですから、職員をずっと何十年もそこに住んでいた

だけるような住宅ではありませんので、それを根本的

に解消するというのは非常に難しい。 

ですから、解体をしたいんだけれども、ただ、今移

住体験はないという状況の中で、そこにお金を掛けさ

せていただいて、数か月だったら我慢をして、体験住

宅として住んでいただける程度かなというような形で、



- 9 - 

改修をして、そこを移住体験住宅としてリフォームをし

て使わせていただきたいというような状況になってお

ります。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと、中

途半端にしか直さないような村長の答弁ですが、先

ほどの阿部課長の答弁ですと、屋根を変え、外壁を

変え、外壁を変えるということは、当然、断熱もやるだ

ろうし、窓も変える。内装も変える。 

かなりのリフォームですよ。 

そこまでやっときながら、なんとか住める状態でし

かないという、その程度のリフォームでしかならないん

ですか。 

それだけ金掛ければ立派なリフォームで５年や１０

年、２０年程度、当然、住めるようなリフォームになると

思うんですけど、その辺どうなんでしょう。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに担当課長のほ

うから説明があった部分については、相当数お金が

掛かると思います。 

見積もりの中では確か９００万円程掛かるんだろうと

いうふうに思っておりますけれども、ただそこまで果た

してお金をかける条件あるかどうかということも含めて、

差し戻しをして、そしてこの１年間きちんといろんなソ

フト面、ハード面も含めて、就労体験も含めて、検討

としていこうという形になっておりますので、どういうよ

うな状況でリフォームをさせていただくかという形の中

で、また今年１年間きちんと煮詰めさせていただいた

状況中で、また議員さんのほうにご提案をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：この問題につきまし

ては、これ以上やっても結論に達しないと思うので、

とりあえずやめますけれど、最後に、３１年度予算に

おきましては、移住促進事業の予算総額は前年より

減ってます。 

しかしながら、移住体験ツアーやまるごとフェアは

依然として行われると。３１年度で見直しをかけるとい

いながら、やめるようなニュアンスではない。 

先の同僚議員の最終的には意見で終わりましたが、

移住促進を行うのであえば、まず住むところ、そして

働く場所、その辺の認識は同じですよ。これは最低

限確保しなければならないと思ってます。 

ましてや、予定してる移住促進住宅は、当然、冬期

間も利用することになると思うんですよ。 

それを寒くて我慢できないような住宅にはできない

はずなんです。 

それだけできるんであれば、また戻ってしまうので

やめましょう。 

こうした中で、この事業におきましては、村のＰＲだ

けではなんの移住促進にもならない。 

本当にやる気があるのであれば、なにを差し置い

ても移住体験住宅の整備、これをやるべきだと思うん

です。それこそ移住促進住宅、これを建てて、移住体

験をしてもらい。 

そうした中で、猿払村に移住したいということであ

れば、その住宅をそのまま貸し付けるというような、そ

ういったことも可能だと思うんですよ。 

あともう１つ言えることは、今の公園にある施設、あ

れは冬の利用も若干はあるようですが、その冬の利

用のために、除雪費用７０万円くらい掛けてますよ。 

その冬期利用をやめて、この移住促進住宅、こち

らのほうに集約すると。冬の間は。 

そうすることによって７０万円浮く訳なんですよ。そ

ういった手法もあります。 

その辺を考慮に入れて、本当に移住促進事業を

やるんであれば、これを前提にします。 

私としては、移住体験ツアーやまるごとフェア、これ

はもう必要ないと思いますが、移住促進として事業を

やるのであれば、くどいようですが、この移住体験住

宅の整備、これをきちんとやっていただきたいというこ

とをお願いして質問を終わります。 


