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○議員（佐々木淳君・登壇）：一般質問通告書に従

って、質問をさせていただきます。 

まず１つ目として、商業の振興について。過去に

何度も同僚議員が質問されていますが、確認の意味

を含めて質問をさせていただきます。 

助成事業、暮らし応援商品券はいつまで続けるの

か、またその効果をどのように認識しているのか、

お尋ねします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

まず、昨年行った暮らし応援商品券事業の実績に

ついて、ご報告申し上げます。 

昨年は、１２月１日から翌年３月１５日までの期

間を設定して、発行総額２，４００万円、１冊１万

円を５００円掛ける２４枚で、２０００冊発行をい

たしました。１人３冊を限度とし、券の発売取扱場

所を３か所、商工会・漁協・農協で販売、１２月７

日で２０００冊を完売したところでございます。 

換金請求された商品券は２，３９１万８，５００

円分、９９。６６％となりました。内訳は生活必需

品での利用があった小売業で８９％。年末を控えた

お歳暮等の地元商品としての利用があった製造業で

６％、サービス業が３％、宿泊飲食業・建設業が各

１％という結果でありました。利用可能店舗等は５

７件で、このうち実績として２９件で、利用した世

帯が３２８世帯、６９５人が購入したということに

なりました。 

成果といたしましては、小売業が８９％を占めた

ことは、商品券が生活必需品に充てられており、直

接の生活支援・暮らし応援につながっていると判断

されます。また、１２月のお歳暮時期ということも

あり、地元商品の購入に利用され、地元商品・企業

への経済効果そして村民の暮らし応援にも大きな成

果はあったものと評価しているところでございます。 

今後は、この事業の効果を起爆剤として、商工会

が独自の活動により村民に喜んでもらえる新たな取

り組みを展開することができないか商工会と協議し、

今年度も補正予算の計上について検討してまいりた

いと考えておるところでございます。 

いつまで続けるかにつきましては、事務事業の評

価及び商工会とも協議した中で今後検討・検証して

まいりたいとただいま考えているところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：再質問ですけれども、

今村長は検討されているということで、まだ実施す

るかどうか定かに決まっていないというふうに認識

してよろしいでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほども申し上げまし

たが、また前々回の議会におきましても同じような

質問がございまして、そのときも申し述べた記憶が

ございますが、行政といたしましてもこれだけの振

興策を行っているわけでございますから、先ほど申

し上げたとおり、商工会自体も努力する姿、前向き

な姿を見せつけていただきたいと申し上げてござい

ます。 

この先は、先ほども申し上げたとおり、新たな取

り組みが展開することができないかどうか、その辺

を検討しながら、今後について結論を出してまいり

たいと思っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：商工の不振というの

は非常に目に余るものがありまして、どんどんどん

どんこの駅前の商店街、鬼志別に限って見れば、も

ちろん浜鬼もそうなのですけれども、浜猿払なんか

にはもう商店がなくなってしまったりとか。猿払に

はありますが、浜猿には商店がなくなったりとかで

すね、とりあえず危機的な状況にあるのは間違いな

いわけでありますし、それが行政に依存ばかりして

はいられないというのも、これも当然のことであり

ます。 

ただ、この車社会におけるこの時代の流れにおい

て、この時代に、果たして太刀打ちできるのかどう

かというのも非常に危惧するところでありますから、

ぜひご検討いただいて、税収とかそういったまた猿

払の村民が一人でも減らないような行政のこの力と

いうのも必要なのかなというふうに考えております。 
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次に、役場が購入する物品について、村長は第６

次総合計画で、村の商業は大変に厳しい状況にある

とのお考えを示されました。 

そこで、役場から購入する物品については村の業

者、村税納入者から優先的に購入されるのが好まし

いと考えます。物品の入札には、村の業者が指名に

入るよう行政として指導していくことがあってよい

のではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

基本的には、私は役場の物品に限らず村の中で生

産販売するものは、村内でできるだけ消費され、先

ほど議員もおっしゃっておりましたが地域経済の活

性化を図るべきと考えております。 

さて、今回の役場の調達する物品の入札及び見積

合せは、業者から提出される指名願に基づいて選考

しております。 

村内業者にあっては、調達する物品に対する指名

願が提出されている業者は選定していますが、以前

に指名の辞退があるなど、物品により難しい部分が

あり、そのため、物品によっては業者に対し調達の

可否の確認をするなどを行っておりますが、現状で

は、村内業者の対応できないものは村外業者となっ

ております。 

村内業者がどのような物品でも調達することがで

きる状況となるのであれば、村内に限っての入札ま

たは見積合せが可能となりますが、随意契約のでき

る見積合せは８０万円以下の物品購入で、２社以上、

それ以上の金額となれば５社以上による指名競争入

札とする選考基準を設けてあることから、村内に限

っての選考は難しい状況にありますが、できるだけ

地元業者が指名に参加できるような環境は作ってま

いりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：そこで再質問であり

ますが、確かに村の業者のこの努力というのが非常

に必要かと思います。 

しかし、先ほども述べましたように、この村の商

業というのは非常に危機的な状況にありまして、そ

このところを推し図って、行政が手を差し伸べると

いうまたこの努力があってもいいのではないかと。

これが、個人消費者がこの村のこの商店が買えると

かということを我々議会が、あるいは行政が主導す

るということ、これもまたいかがなものかと思うん

ですよ。個人消費はあくまでも個人の意思において

行うべきでありますし、これは村の中で買わなきゃ

いけないとか、また村外から買ったらいけないとか

ということはこれは押しつけるものではないと思う

のです。 

しかし、村で村税を払っているこの納入者が多く

救済していくというこの努力を惜しまないというの

もまた行政の役割ではないのかなと思っております。

ですから、その辺をもう一度積極的に育成していく

というアプローチをぜひお願いしたいと考えており

ますが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森財政企画課長。 

○財政企画課長（森 克彦君・登壇）：ただいまの

佐々木議員の質問に対してお答えしたいと思うので

すが、先ほどの村長の答弁にもありましたとおりに、

物品において村内調達する部分とできない部分、こ

れが極端に狭められております。 

そうした中で、ちなみに今のご質問とちょっと離

れますが、昨年及び一昨年、その前と一応３年間の

物品の納入等の入札件数ということをちょっと調べ

てみましたが、平成２２年度におきましては物品で

は４５件の件数がありまして、そのうち村内業者が

指名できた部分これが１３件と。それで、そのうち

その１３件のうち、村の単独業者のみの指名をした

のが３件、これが電化製品及びスポーツ用品という

ことになっております。また２１年度においては総

体件数が２９件に対し、村内業者が４件入っており

ます。単独で入ったのは１件と。また、平成２０年

度におきましては総体件数が１６件に対し、村内業

者が２件、そのうち単独での入札参加されたのが１

件ということで、私たち指名選考をする中におきま

しても、あくまでも先ほども言いましたとおり、指
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名願が出されて、その指名願に記載されている業種

なり物品そういった分に対する部分で行います。 

そうした中で、指名願に載っていない部分につい

ては、うちらとしても指名ができないと。なおかつ

指名しても、先ほど言われたとおり指名の辞退があ

ると。また、そうした中でこちらとしましても、あ

らかじめ調達に関して業者に確認をとってできるか

できないかのその確認をして、一応指名をしている

という部分があります。 

また、物品においては自社製品というような部分

であれば、それは単独なり可能かと思いますが、大

手製造業者に係る部分に関しましては、それなりに

流通経路というのは日本ではございまして、当然そ

の中には代理店が絡むとそういった分でワンクッシ

ョン、ツークッションが絡むと、そういった部分が

あります。 

そうした中で、村のこの指名業者がどこまで入り

込めるかという部分がありまして、その辺の限界が

ありますが、こちらとしても極力村内業者にとって

いただきたいという部分がありますが、実際に選考

なりそういった分の基準に基づいていくと、ちょっ

と今の段階ではできる部分とできない部分とその辺

がありますので、村内業者におきましてはその辺を

ちょっと考えていただければ、また若干別の状況に

なるかというふうに思っております。 

ちょっと質問の趣旨に沿った答弁になったかどう

かわかりませんが、以上で終わります。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：概要はよくわかりま

すし、非常に発注する側も受注する側も非常に難し

い問題があると、そういう経験がないとか、そうい

う力がないということもありますし、今課長もおっ

しゃったように、ただ、今製造段階で１次点、３次

点という流れはどんどん解消されつつありますし、

あとそういったことをクリアできる村内業者も何点

か見えておりますし、ですから私はお願いしたいの

は今後そういう方向でぜひ行政側のいろんなこのア

プローチまたは開示していただきますとね、先に、

例えば水道のメーターなんかも先に開示していただ

ければ、それに対応できるような業者も、水道なん

かをやられている業者ですね、対応できる可能性も

非常にあると、含んでいるというところの発掘をぜ

ひまたお願いできればなとこのように考えておりま

す。 

３番目の質問に入らさせていただきますが、同じ

ような質問なんですけども、先ほども申しましたよ

うに、車社会では大型スーパーのある地域に簡単に

行って、好きな商品をたくさんある中から選べるこ

とができるという意味では、非常に我が村の規模で

厳しい状態にあると。 

先ほど申しました、何回も同じことを申しますが、

ぜひこの各課における物品購入についてはぜひとも

この村の業者優先でというお願いをしたいというふ

うに考えております。 

何回も同じ質問ですが、ぜひまた村長も一言、ま

た、各担当の課長からでも結構ですけれども、村の

業者を育成していくんだという決意をまたご意見い

ただければありがたいのですが。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

ただいま議員の言われたとおり、本村のみならず、

車社会がもたらした地元離れによる田舎の商店街の

衰退と大型量販店等による集客、消費の拡大は年々

増加してきており、歯止めをかけることができない

状況となってきております。 

これら大型量販店の集客アップをめざした戦略と

しては、単独の店舗による集客もさることながら、

数店舗セット型の、大型駐車場を完備し、そこです

べての日常生活関連商品を揃えることができるよう

消費者のニーズを的確にとらえた戦略が見られます。 

本村においても、先ほどご質問のありました暮ら

し応援商品券は、過疎地域における、まさに内需拡

大を目指した１つの戦略であると認識し、行政とし

ても支援をしてまいりました。 

また、村民の定住促進を図る上で、村内業者によ

る建設の場合の助成制度も行政としての対策の一環

であります。 

いずれにいたしましても、このような社会情勢の

中で村内商業の振興を図る上で重要なことは、村民
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と商工業者が互いの情報を交換し合い、自分達がど

うすることで村内の商工業の活性化が図れるのか、

利用拡大できるかを話し合うことだと考えておりま

す。 

行政といたしましても、このようなことについて

商工会等関係機関と検討してまいりたいと思ってお

りますので、ご理解、ご支援を賜りますようお願い

申し上げい答弁といたします。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：ありがとうございま

す。 

次に、村道補修についてご質問をさせていただき

ます。 

公営住宅の道路など、村道の傷みがひどく、小さ

な子どもが引っかかって転んだりするような危険な

箇所も見受けられます。 

財政難はよくわかっておりますが、社会基盤の維

持も行政の重要な仕事であると考えております。 

村道の維持補修計画はどのようになっているかお

尋ねします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

高度経済成長期に集中して整備された村道は、

年々老朽化してきており、その維持管理において費

用の増加が見込まれる現状でございますが、これま

で整備してきた社会資本を大切に、かつ有効に使い、

施設の長寿命化や更新費用の平準化を念頭に置いた

取り組みに軸足を移していかなければならないと思

っているところでございます。 

村道の維持補修計画はどのようになっているかと

の質問でございますが、結論から申しまして、維持

補修計画はございませんが、維持管理の必要性につ

きましては、村道においては、本来の機能が常に発

揮されるよう適切な維持管理が必要と考えておりま

す。 

村民生活や経済活動に影響が生じることがないよ

う、毎年日常的な巡視や舗装補修・砂利道の路面整

正・路肩の草刈りや路面清掃など、放置すると施設

の機能や周辺環境に悪影響が及ぶことのないように

実施しております。 

また、異常や危険箇所を発見した場合には、早急

に適切な措置を実施しておりますが、現場の状況な

どから金額が多額にかかる場合は、現年度で調査を

行い、翌年度に予算計上して実施しております。 

なお、道路パトロール等により巡視では不十分な

こともあり、損傷が著しく危険な箇所等がありまし

たら利用者からの一報をお願いするところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：計画がないというこ

とでありますし、そしてまた日常では巡視している

ので大丈夫だというお答えですけども、私もそうい

うふうに思うのですけども、ただ財政難だからこそ

計画的に予算を積み立てて、突然この大きな費用を

掛けて修理をするというよりは、常にこの社会基盤

の整備というのは非常に村民が暮らしやすい生活す

るためにはどうしても必要なものだと考えるわけで

す。車にしてもです、バスにしてもそうなのですけ

ども、ですからそういう意味で突然の予算を大きく

かけるとかいうよりも、やっぱり基本的な計画、尐

しずつでもいいけれども、ここは来年直してく、こ

こはもうそろそろ傷みがかかっているので、このぐ

らいの予算でいくといった、財政難だからこそそう

いう計画が必要なのではないかというふうに考えて

おりますが、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷 厚君・登壇）：ただいまのご質

問なのですけれども、先ほど村長の答えにもありま

した補修計画はございませんけれども、うちの方で

維持水準、基準というものを設けまして簡単に言え

ば草の伸びがこうなると刈ると、そういった日常の

メンテとかそういう部分での水準基準はございます。

その部分で、今これにのって道路維持をしておりま

す。 

今言われた財政難の部分なのですけれども、ただ

先ほど言いましたとおり危険な箇所等については優

先的に実施するという部分では実施しております。
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かなり費用がかかるようでしたら、先ほども言いま

したとおり単年度で調査して次年度に実施していく

と。それはあくまでも新設という形で、道路維持の

他に設けている予算という形で対応しておりますの

で、財政難もありますけれども予算的な部分につい

ては実施しているという部分でないかなと、担当と

しては予算の確保に努めております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：よくわかりましたし、

私も傷みのひどいところもありますし、修理や修復

が進んでいるというところも見られるということは

巡回してわかりました。 

ただいま、私の意見として、常に予算として計上

していただくということが重要ではないかというこ

とであります。その答えは今、課長がそれなりにや

っているということなので、全般的に道路ばかりで

なくて、全般的にやはり常に維持補修の考えを持っ

て予算を計上していくというのが非常に大事ではな

いかと思います。 

以上をもって私の質問を終わります。 


