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平成２８年 第３回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２８年 ９ 月 １４ 日（水曜日）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

づき質問させていただきたいと思います。私の質

問は２項目の計７点について、質問をしていきた

いと思います。 

まず最初の質問ですが、移住体験住宅につきま

しては、広報９月号によると既に７組が利用し、

ホテルさるふつや学童保育、やすらぎ苑などで就

労体験を行い、９月以降も予約がある旨記載され

ております。これらついて、以下の事項について

質問したいと思います。 

まず一つ目、この７組には２７年度の１組は含

まれているのか、これについてお聞きしたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの森議員の

ご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

この７組の中には、前年度利用された１組も含

まれております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それでは、ただいま

２７年度の１組が含まれてるという答弁でござい

ますので、この利用期間について改めてお聞きし

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

質問にお答えしたいと思います。 

利用期間につきましては、昨年の第３回定例会

の部分で、ごめんなさい、間違えました。昨年の

定例会において条例の制定をさせていただきまし

たが、その部分につきましては１週間から１カ月

以内の間での利用ということで定めさせていただ

いていると思います。 

以上でございます。 

すいません、もう一度お答えさせていただきた

いと思います。 

２７年度の方に関しましては、２週間の実績と

なっております。２７年度の分は２週間というこ

とでございます。 

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）：私が聞きたかったの

は、この期間というか言い方が悪かったんですが、

何月何日から何日間、そのことを質問したかった。 

○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）：すいません、

ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

２月７日から２月２０日の１４日間でございま

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）：今の答弁によります

と２月の７日から２月の２０日という形での答弁

でありますが、昨年９月の補正予算ですね、道の

駅さるふつ公園の除雪委託料として７７万１千円

を増額し、補正後で合計は５２７万円という形に

なっているはずです。決算につきましては、決算

書を見ますと、確か２万３千円くらいの残という

形でほぼ全額決算をしています。 

２月の１４日間ですか、１件の予約しかなかっ

た中、冬期間の全期間にわたり除雪を行ったとい

うことですが、その必要性があったのかというこ

とで質問したいと、説明を求めたいと思います。

無駄とは思わなかったのかという観点でお願いし

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
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質問にお答えいたします。 

２月分の先ほど２月の利用者の１４日間のうち、

１３日が除雪としての稼働期間となっております。

そのうち、１４日間ですので１日か２日に関しま

しては、当日雨が降っている日が何日かありまし

て、その部分については除雪を行っていないのと、

この期間の中で風雪が強い時期がありましたので、

その部分でここの除雪を行った経過がございます。

それと事前の準備と体験していただく準備と事後

の片付けといたしまして、前後２日間は除雪を行

っている、数字が今言った稼働日数となっており

ます。 

この件に関しまして必要か必要でないかという

ことに関しましては、移住体験の目的として夏期

という形に関しましては、暖かい涼しい、まあ気

持ちの良い期間で過ごしてもらうというのはもち

ろんなんですが、冬期間、現実的に猿払村に移住

してくるということに関しましては、その部分で

苦しい厳しいという季節も経験しなければ、移住

という可能性を見出せないという形を私達は考え

ておりまして、現実的に利用している方に関しま

しても、意見といたしましては、やはり冬期間の

部分の生活をしないと、やはり猿払村としての移

住の選択肢にも上がらないという部分もあること

から、例えば除雪、雪投げを皆さんやっておられ

ると思いますけども、雪投げだとか冬の作業とい

うのを現実的に経験しながら移住体験者としての

生活をしていただきたいということもあるので、

ここに関しては必要だと感じております。 

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）：今の説明ですと必要

性はわかります。しかしながら、実際にここで生

活された方については２週間と、まあその前後の

除雪も必要だったというような説明をされました

が、昨年末から今年にかけて国道を通った際に見

ますと、もう１２月からあそこの道は開いていた

と、１月もそうです。利用がまったくないそうい

った中でも除雪がされていると。なおかつ、たま

たま農協の牧場に勤める職員からお話を聞いたら、 

道路が八の字型に付いていて、その道路に沿って

必ず開けなさいと。芝の所については開けてはな

らない。そこは走るなというような指導があった

と。そうした中で、一定程度雪が積もったら投げ

ておかないと道が塞がってわからなくなると。 

そういった中で、１２月から３月までの４カ月

間は開けてたようなお話を聞いたんですが、その

辺はどうなんでしょう。 

○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。 

一定程度ですね、まあ吹きさらしの部分があり

ますので、そこの部分についてはスノーポール等

を立てながらわかる範囲まではそういう形を取っ

てたんですけども、なかなか１回で除雪するとい

うことが難しいこともあることから、一定程度降

った部分については、除雪をしていただくという

ことで対応していただいておりました。 

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）：そういうことですと、

予約がない中、除雪は続けたという判断でよろし

いですね。それの確認を改めてさせてください。 

○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

質問にお答えしますけども、一定程度の除雪のお

願いはしておりました。ただし、毎日ということ

ではないということをご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：とりあえずこの件に

関しましては、この質問の４番目にまたこれで触

れたいということで、ここら辺で止めておきます。 

次に２点目ですが、２８年度の実績についてお

聞きしています。これつきましても、具体的な日

にちでお答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現時点では７組でご

ざいます。具体的な日数については、担当課長の

ほうから答弁をさせていただきたいと思います。 
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○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。 

２８年度の９月１１日までの実績といたしまし

ては、６月３０日から９月１１日までで合計７組

の利用実績となっております。 

まず１組目が６月３０日から７月１０日までの

１１日間。続きまして、２組目が７月１１日から

７月２５日の１５日間。３組目が７月３１日から

８月１０日までの１１日間。続きまして、８月  

１０日から８月１６日までの７日間。５組目が 

８月１７日から８月２７日の１１日間。６組目が

８月２８日から９月３日の７日間。最後７組目が

９月４日から９月１１日までの８日間となってお

ります。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の説明を通して聞

いていますと、一応今年度の利用が７組というこ

とで間違いないかと思いますが、広報の９月号に

よると既に７組が利用してということになってて、

９月の分が入っていないから、１組違うというこ

とでよろしいんですね、わかりました。 

具体的にですね利用期間は聞きましたが、その

就労体験をされてると思いますが、広報にもホテ

ルさるふつ、学童保育ややすらぎ苑などというこ

とで書かれておりますが、この辺の具体的な件数

を教えていただければと思います。 

○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

質問にお答えいたします。 

２７年度の方については、ホテルさるふつのほ

うで厨房のほうで働いていただいたという部分が

まず一つと、保育所のほうで童謡だとかコンサー

ト方式のことをやられた方が一人、あと清掃会社

で働いていただいた方が一人、あと英会話教室を

していただいた方が一人、あと子育て講座のほう

を開催していただいた方が一人。あと、ちょっと

夫婦で来られてる方もいらっしゃるので、ちょっ

と人数が７組にはならないんですが、やすらぎ苑

のデイサービスで働いていただいた方が一人、 

あと役場のほうの企画政策課のほうで、一般的な

回覧だとかそういう事務をしていただいた方々が

３組ほどいらっしゃいます。 

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）：今、具体的な就労体

験お聞きしましたが、猿払村の産業というのは漁

業と酪農が主と認識しておりますが、実際の就労

体験、これは一定程度村が用意し、体験者の選択

により就労されるような実態になってるかと思い

ますが、先ほど同僚議員が質問の中で酪農ヘルパ

ーの従事についてＰＲするような説明がありまし

たが、この主要産業での就労体験がないっていう

こと、これをどのように考えているのかお聞かせ

ください。 

○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ます。 

今までの実績といたしましては、１次産業の就

労体験というのは結果的にございません。ただし、

今現在行っているツアーも含めてですね、移住体

験住宅の利用者に関しましては、１次産業のご紹

介もさせていただいてますので、今後につきまし

てもそういう形で１次産業の就労体験の説明と紹

介を常にさせていただきたいと思いますし、酪農

の部分につきましては、去年のツアーに関しまし

ても酪農の経験がある方もいらっしゃいますので、

その方たちに関しましては移住体験住宅の申し込

みがあった時点で、そういう形で酪農業の就労を

していただくという紹介もさせていただきたいと

考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：移住体験住宅につき

ましては、利用者はあらかじめこの立地等を調べ

て来てるというような形、ツアーの中でもお話は

していると思いますし、去年の１１月にハウスが

できたというような形で実態が把握できてるとは

思いますが、現在の場所ですと自炊するとなれば、

一番近い店舗でも２キロ程度離れているというこ

とですね。当然車がなければかなり不自由される。
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夏であれば自転車等の利用も可能でしょうが、冬

はそれは無理だと。仮に２週間程度レンタカーを

借りた場合、普通乗用車程度だと思いますが、  

１０万円程度かかるというような実態があります。 

この辺が利用に影響してるのではないかと思い

ますが、その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（追久保敦君・登壇）：森議員の

ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

現在のところ、あの場所は店舗から２キロほど

離れておりますが、皆様方だいたい車をお借りし

たりだとかという、レンタカーをお借りしたりだ

とかということを実際されております。また、そ

のレンタカー業者と当村のほうでですね、いろい

ろな協議を行ってかなり格安なお値段で、今ちょ

っとここでいくらというのはタイプによって違う

ものですからはっきりとは申し上げられないので

すが、かなり格安の状況でお借りしてる状況でご

ざいますのと、あの立地につきましては、今年に

ついても観光客の方がかなりたくさんの方が観光

協会の窓口のほうに聞きに来ていただいていると

いうことで、立地としてはその場所でよろしいの

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）：実際に今年度それか

ら昨年度ですか、利用者はほとんど車で来ている

ような実態だと思いますが、こういった体験をし

たいという方については、車のある方、そういっ

た方はいいかと思うんですが、特に都市部になる

と車を持ってない、または免許も無いというよう

な方がかなりな数になるかと思います。そういっ

た方が、こちらに体験したいというような状況に

なった場合、その辺の足が確保できないという実

態になるかと思います。実際のところ、まだそう

いった方の利用はない。 

利用にあたり、やっぱりその辺が弊害になって

いるんじゃないかというふうに私は考えますが、

その辺どうでしょうか。 

○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

質問にお答えします。 

車の免許の無い方につきましては、私達企画政

策課の中でバックアップをさせていただきながら、

移住体験のほうをしていただきたいというふうに

考えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００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。 

５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほど質問の途中で

打ち切りとなってしまったんですが、たぶん最後

に質問したかったというかその部分なんですが、

とりあえず先ほど村側のほうから、免許の無い方

については村で対応するような答弁がありました

ので、今後におきまして、そういった方に対して

ですね、もっとアピールして免許は無くても猿払

村に来て移住体験ができるというようなことを進

めていっていただきたいというふうに思います。 

次３点目に入ります。 

利用者からのアンケート等の有無についてお聞

きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：移住体験利用者様か

ら、利用をしていただいた方につきましては、必

ずアンケート調査は実施をしております。 

また、戻られて村のほうに移住体験者の方から

良かったとかいろんな形でのお手紙、またはメー

ル等をいただいている状況でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今ですね、利用者か

らのアンケートをとっているということをお聞き
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しました。余談ですが、私も２月から３月にかけ

て村民後見者かな、それの講習を受けた際に体験

実習をやると必ずレポートを出すというような形

になってたんで、その辺の確認をしたかったので

あります。 

続きまして、２週間程度、まあ１週間の方もい

ますが、もっと長い方もいるかと思います。その

生活の中でどう感じたのか。また今後、猿払村へ

の移住の検討の余地があるのか、その辺の確認は

できてるかお伺いしたい。 

○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。 

アンケートをとらせていただきまして、皆様の

声といたしましては、利用料金がかなり低額です

ので安く利用しやすくて、さらに就労体験ができ

て従業員さん達の交流を通じて地域との情報を多

く取得できたというような内容となっております。 

感想といたしましては、冬の情報というのがど

うしても無いということで都会の人にはあまり知

らないので、冬の生活についてももっと知らせて

いただきたいということが１点あります。 

それとですね、冬期間の運転がやはり心配なの

で練習も含めて冬期間の運転をやってみたいとい

う、慣れてみたいという感想が、ここの部分が多

くあります。そういうことも含めまして、改めて

冬の期間に興味を持っていただいてるということ

がわかりましたので、冬の利用についても改めて

周知ですとかアピールをしていきたいと思います。 

それと移住に対してですが、去年２月に来た方

に関しましては、８月にも実はもう１回来ていた

だいております。その方につきましては、いろい

ろ猿払で事業を行いたいだとか、そういう希望が

ございまして、例えば家を建てる部分については、

土地はどういう所があるのかだとかということの

細かい相談も受けているところでございます。 

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）：先ほども私が質問し

ている前に就労体験の就労先での従業員との交流

があったというようなお話でしたが、まあ実際こ

のあと私も聞きたかったんですが、利用者が今言

われた就労体験の就労先の従業員、これは別とし

て、地域住民との交流ができたというようなこと

はお考えか、その辺をお伺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）：ただいまの

質問にお答えいたしたいと思います。 

地域住民という形での直接の住民とのお付き合

いというか、そういう形にはならないのかもしれ

ませんが、保育所だとかそういう部分での就労体

験によって、父母と父兄だとかという方達との交

流をやった方達もいらっしゃいます。 

それと余談になりますけども、従業員の交流を

通じて２回目に来た方に関しましては、既にもう

そこで１回目の就労体験でそれなりの交流を深め

ておりますので、２回目に来た時にも来ただけで

も、こう柔らかな皆さんの対応をしていただいて、

入りやすいという形をとったのが現状となってお

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）：利用者の実際地域住

民との交流ってのは、そうそう無いようなお話で

した。その辺も踏まえてやっぱり立地的な部分、

まあ公園内にあると、まあ夏の間でしたら観光客

が多く入って来るという中で、また住民もパーク

ゴルフ等であそこに来てるというような形があり

ますので、交流は多少なりともできるのかなと思

いますが、冬期間になると、あそこの部分は観光

客はまず来ることはないだろうし、一般住民もま

ずあそこには行かない。せいぜいホテルの温泉利

用というような中での利用しかないという中で、

特に冬期間こういった形で地域住民との交流、こ

れは当然将来的に猿払村に住むということになる

と、住民との交流って、これが一番大事になるか

と思うんですね。 

その辺はどうお考えなのか、再度お伺いしたい

と思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 
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○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまの地域住

民との交流の部分でのご質問だと思いますので、

その部分について私のほうから答弁をさせていた

だきたいというふうに思います。 

確かに来た人達の部分でですね、なかなか地域

住民との交流が少ないというふうに担当課長のほ

うから申し上げたところでございますけども、そ

の中でもやはり立地的な条件、冬場の部分も含め

てですね、教育の部分とか英語教室とかいろいろ

さまざまな部分でですね、やはりあそこの公園の

所にあってもですね、鬼志別の地域の中で、ある

いは各地域の中で教育の部分についていろんな催

しとかですね、いろんな教え方もしていただいて

いるというふうに今の状況の中では考えておりま

す。その中からやはり交流もどんどん生まれてい

くのかなというふうには思ってますし、その方か

らの手紙の中でもですね、やはり自然がやはり素

晴らしいと。こういう所はやはりなかなか見れな

いんだろうなというふうにも感想として来ており

ますし、やはり自然環境を含めて猿払村はほんと

に素晴らしいと。そして、その産業もしっかりし

た形の中であると。その中でさらにですね、やは

り教育の部分について、やはり非常にたいへん大

切なんだろうなと。 

将来を担っていく猿払村の地域交流をどうして

いけばいいのかというところは、きちっとお手紙

もいただいた中からですね、こういう例えば例で

言えば、英語教室をもっとずっと継続していけれ

ばとか、そういうところも含めて私に何かできる

ことがあるんじゃないかというところの部分もで

すね、お手紙の中に十分感じられた部分もありま

すので、今後についてはやはり地域住民との交流

を含めた何ができるのかというところは今始まっ

たばかりですから、十分その辺については協議を

しながら、あるいは来ていただいてる方とですね

含めて、いろんなその経験も含めて村としては推

進してまいりたいというふうに思っておりますし、

その中でも先ほどもほかの議員さんからのご質問

も中にちょっと出てたと思いますけれども、やは

りこの帰った方がですね、北海道内を１周をしな

がら猿払村の定住移住を経験した中で、北海道の

道東あるいは道南地域を含めてですね１周をした

中で猿払村の感想を書いていただいております。 

その中でもやはり、ほかの地域にはない、いわ

ゆる観光資源があっても、ほかの地域にはないよ

うな素晴らしい地域だったというふうにも言われ

ておりますし、その中で外国人の方にも実は会っ

たという話がありました。その中で猿払村という

のはやはり知らないんだけど、そういうようなそ

の定住の人達からのいろんな情報を聞いた時にで

すね、自分もそこへ行ってボランティアをしてみ

たいというような話も中には書かさっていました

ので、基本的にはそういういろんな今始まったば

かりですから、今後いろんな人とのつながりを含

めて地域交流が生まれるんだなというふうに思っ

ておりますので、冬期間の場合というところには

限らずですね、やはり長い目で見ていただきたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願

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）：簡潔に答弁させてい

ただきたいと思います。 

議員おっしゃるとおり、移住、こちらのほうに

移住して来るというふうになるとやっぱり移住者

の方については、今まで住んでいた所を引き払っ

てこっち側に来るわけですから、それ相応の覚悟

というのが必要だと思います。 

いろんな方とお話をさせてもらう中で、やはり

一つの不安として、この地域が自分達をしっかり

受け入れてくれるかというところも不安だという

ところもお伺いしておりますので、今後、地域住

民との交流という部分については、３６５日役場、

保健センター、保育所いろいろな所も事業をやっ

てるわけではございませんけれども、いろんな自

治会ですとか、それから保健センター、それから

ふれあい学級だとか、いろんな事業が大きく取り

あげてやってるところもありますので、日程等が

かみ合えばですね、そういうところに参加をして

いただきながら、ご紹介をさせていただきながら

ですね、今後なるべく移住してくる人方のそうい
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う地域での受け入れ体制ということの不安を払拭

しながらですね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）：先ほど副村長の答弁

ですか、その中で教育に従事したり、あと保育所

なり、そういった所での交流ができているという

ようなお話もありましたが、私としてはあまり記

憶にはないんですが、あるテレビ番組で確か芸能

人が移住体験をするような、そういった番組があ

ったと思いますが、あの中で一番重要視されてる

のはやっぱり地域住民との交流、これが第１だと

思うんですよね。将来的に住むためには、どうい

う人間が住んで、どういう環境にあって、どうい

う対応をしてくれるのかと。それが一番大切なと

ころで、今のところ今の移住体験からすると見え

てこないと。 

将来的に移住するためには、やっぱり地域住民

とどう接していけるのか、どういう人間が居て、

そういった環境が一番知っていただかなければ、

将来的に移住にはつながらないのかなと。そうい

うふうに考えますが、どうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほどの答弁の繰り

返しになるかもわかりませんけれども、確かに議

員おっしゃるとおり、こちらのほうに移住してく

る部分については、地域住民の方々が自分達をど

う受け入れてくれるかというところが不安を持っ

てるということについては、お話としてお伺いを

しております。また、最後の終活と言いますか、

最後の看取りと言いますか、そういうところのお

話もお伺いをしております。 

ですから、いろんな形で移住ツアーの方々、そ

れから移住体験の方々についてもですね、きちっ

と担当課のほうで、いろんな行政サービス等も含

めながらですねプレゼンをさせていただいており

ます。今後は先ほども同じ形になりますけども、

なるべく村とかいろんな事業があるところについ

てはですね、そういうところに１回出てもらいな

がらですね、一緒に交流をする。改めていろんな

ところと短い時間でですね、どうのこうのという

形にはならないかもわかりませんけれども、そう

いうところを含めながらですね、彼らの移住に、

短期移住、まあ定住に向けてですね、不安を払拭

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）：今までの答弁を含め

まして今後ですね、体験に来られる方、その方に

は十分住民との交流、これができるような形で進

めていただきたいということでお願いして４点目

に移ります。 

今年度の今後の利用見込みについて、もしある

のであればお知らせ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）：今後の利用見込みに

ついてというところでございますけども、現在の

ところ、９月、１０月、１１月に各１件ずつあり

ます。それと来年１月から３月までの利用を希望

されている方で、現在日程調整を行っている方が

３件おります。合わせて９月から来年の３月まで

は、今のところ６件の利用者を見込んでおります。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今年度の利用日数、

現在まででいくと先ほど午前中の答弁で確か７０

日間くらいになるかと思います。 

今後の見込みは、先ほど件数だけしかお知らせ

いただいておりませんが６件。２週間にすると、

６カ月、７カ月弱で６件ということは、月の半分

にも満たないというような形になるかと思います

が、この利用状況について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）：多いか少ないかと言

えば、今年から始めたばっかりですから実態とし

ては比較する材料はございませんけれども、順調

だろうというふうに僕は思っております。 

そして、この移住体験をしてくれた方々がです

ね、いろんなところに発信をしていただいて、そ

ういうことであれば、ぜひ私も行ってみたい、私

も行ってみたいというようなお手紙をいただいて
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おりますので、今年度、来年度以降についてはで

すね、もしかしたら今年度また件数が増えるかも

わかりませんけれども、そういう形の中で来てい

ただいた方がいろんなところに発信していただく

ことによって、まだまだこれから移住体験者の

方々が増えるだろうというふうに思っております

し、ぜひ増え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）：今、村長の答弁にあ

ったとおり始まったばかりの事業ですので、先が

見えない対比のしようもないというのは当然だと

思います。その前の答弁で、一応冬期間が一応  

３件の利用見込みがあるというような状況ですが、

前年度の１件より増えるという状況にあるかと思

います。 

しかしながら、除雪の問題ですね、昨年度です

か、同じような除雪体制をとるのか、それとも利

用される実際の利用期間、その間だけの除雪にす

るのか、その辺をちょっと再度考えをお聞きした

いと思います。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（追久保敦君・登壇）：ただいま

の森議員のご質問にお答えさせていただきます。 

昨年度と同じ除雪体制を考えておりまして、通

常、住宅の管理に関しましても、職員がですね、

そこに行くまでの間、さまざまな管理を行ってい

る状況でありまして、雪をただ降り積もらせてお

いた状況の後の除雪となりますと、除排雪がすべ

て絡んでまいりますので、同じような状況で除雪

を行っていきたい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）：昨年度の除雪という

のは、確か八の字型に除雪をしたというような形

ですよね。まあ当然、道路がそのように付いてい

るから八の字だというふうにお聞きしております

が、単純に、あの道路は無視してもっと直線的に

つけるとか、Ｕの字につけるとか、そういった部

分であれば多少除雪費も削減できるのかなと。 

当然下に芝がありますから、あまり深く除雪を

すると芝に傷を付けるということがありますが、

なるべく圧雪をした形で、雪を多く残すという形

での除雪はできないのでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（追久保敦君・登壇）：ただいま

の森議員のご質問にお答えさせていただきます。 

あの道路から真っ直ぐ向かっていく除雪となる

と、森議員がおっしゃられたように芝生の上を通

るようになると思われます。そこでですね、下に

少し残したりだとか圧雪した状況で除雪をすると

いうことで、当初、今除雪を委託している業者と

もいろいろなお話をさせていただきましたが、そ

の除雪１回だけであればそれで良いのですが、そ

のあと１日何回もそこを出入りするとなりますと、

暖かい暖気の日だとかそういった時にですね、そ

のまま芝生を痛めてしまったりだとか、ぬかるみ

ができてしまうということで、次の年の保守管理

にまたお金がかかるということも含めてそういう

ような考えの状況ではなく、八の字でいくという

ことで考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それではですね、最

終的に冬期利用が今のところ３組の予約がありそ

うだというような話ですが、実際３組で半月、二

週間、そうすると６週間ですか、１カ月半程度の

利用になるかと思います。 

それで、先ほどの説明で職員が行ったりという

ような言葉があるかと思いますかが、そのために

７７万円程度の除雪費をかけるというのであれば、

いっそのことホテルさるふつが冬期間ほとんど宿

泊がいないというような中で、ホテルに泊まって

もらってその経費を助成したって、するという部

分、そうすれば７７日間、一人であれば７７日間

の助成で済みます。仮に二人で来たら夫婦で来た

場合、ツインの部屋なり一室料ですよね。そうし

た中で、そういったホテル利用したほうが経費的

に安く収まる可能性がないのかなと思うんですが、

その辺はどうでしょう。 
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○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（追久保敦君・登壇）：ただいま

の森議員のご質問にお答えさせていただきます。 

除雪費とホテル宿泊料の対比ということだけを

考えますと、ホテル宿泊料金１泊２食付きで現在

８６４０円でございます。そこから移住ハウス利

用料金５００円を仮に差し引いた額が８１４０円

となりますが、昨年から現在に至るまで１組２名

以上がほとんどであるために２名の利用と設定し

た場合、１回あたりホテルに泊めた時の村の支出

が８１４０円掛ける二人掛ける２週間、１４日間

ということになりますと、おおむね２２万   

８千円程度というふうに、２３万円程度ですか、

というふうに考えております。除雪費７７万円を

この２２万８千円で割り返しますと、約３.４回分

の回数となりまして、現在のところ先ほど村長が

答弁いたしました３組の冬期間申し込みがある現

状の中で、さらにＰＲなどを行ってまいりますの

で、今後１、２組の申し込みをまださらに進めて

いかなければとならないと考えておりますので、

そういう計算からいきますと除雪費のほうが安い

のではないかなというような部分があるのと、も

う１点ホテルに関しましては、さまざまなエージ

ェントと契約の上、例えば冬期間であっても１回

にワンバス、ツーバス、時にはスリーバスという

状況もございますので、その状況に合わせたもの

をホテルとなかなか噛み合わせるというものにつ

いては、非常に難しいのではないのかなというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：経費だけの問題で言

いますと、そうなる可能性もあるのかもしれませ

んけれども、この移住体験をしていただくという

目的を考えると、やはり彼らの目的というのは、

この冬にですね、あの移住ハウスに泊まって自分

達で自分達がきちっとこの村で生活をしていける

かというところも見据えながら来るわけですから、

ホテルに泊まっていただいて、あげ膳据え膳で移

住体験ですよという形では、僕は目的から外れる

ものではないかなというふうに思っております。  

ですから、多少は経費はかかるかもしれません

けれども、そういうことも念頭に置きながらです

ね、ご理解をしていただ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）：私が思うに、移住体

験のメインは住民との交流、これが一番だと思っ

てます。ですから、別にホテルに泊まろうが、あ

の不便な移住体験ハウスに住もうが、そうそう違

わないのかなというふうには思っております。 

これについて答弁はいりません。そういった考

えが私が持っているということを頭に入れておい

てください。 

始めて１年にも満たないような事業であります

ので、今後どのように推移していくのかまったく

わかりません。実際、この事業が移住につながる

というのも、はっきり言ってまだまだ先だと思い

ます。多少なりとも今後において、移住者が出て

くることを期待して、質問、ここの部分は終わり

ます。 

二つ目の質問、交付税についてということで質

問したいと思います。 

本年度の普通交付税が確定し既に報道がされ、

決定額は１９億３０１９万４千円ですか、前年対

比でマイナス８.６％、当初計上額を３７５０万 

６千円下回っていると。既に５月臨時議会では、

１２１３万９千円の追加計上をしておりまして、

合わせて４９６４万５千円、確かこの数字は補正

予算に載っていますね。この分の歳入欠陥となっ

ていると。そうした中で、補正５号でつじつま合

わせを行っていますが、その原因等について下記

の事項ですね、３点ありますが、これらについて

質問したいと思います。 

まずはじめに、過去にこのような事例があった

のかどうかお知らせください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

関係書類が現存する平成１２年度以降で調べま
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したところ、平成１５年度に同様の事態が生じて

おり、内容としましては、予算額１９億８８８０

万円に対して交付決定額が１８億９６１０万円に

とどまり、差額９２７０万円程度の財源不足とな

った事例がございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁で資料があ

る平成１２年度以降というような説明がありまし

たが、これは何の資料なのか。実際のところ議決

書ですね、これは昭和の古い年から残っておりま

す。残ってるはずですね。その議決書の中には当

然、当初予算、それから決算、これの資料がある

かと思います。この資料を見れば、当初予算の数

字と翌年度の決算、これを対比するだけでどのよ

うな状況だったのかってのを簡単にわかると思い

ます。その辺の調査はしなかったんですか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：ただいまのご質

問にお答えさせていただきます。 

何の書類をもって調べたのかという部分ですけ

れでも、普通交付税算定台帳という書類がござい

まして、それを基に調べております。書庫に書類

があるのが、平成１２年度以降ということになっ

ております。 

それと決算書等を調べればわかるのではないか

という部分ですけれども、単純に当初予算書に載

ってる金額と予算割れとは必ずしもリンクしませ

んので、正直言いますと、日数もちょっとそこま

で調査する余裕もなかったということで、今答弁

した調査内容というところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の総務課長の答弁

ですと、資料のある交付税の算定台帳に基づいた

ということでありますが、まあ当然議決書の中に

ある予算書、これは当然当初予算にどの程度まで

算出したかという、要は予算計上した金額がわか

るはずですし、決算書を見れば最終的にどれだけ

の交付税になったか、それは一目瞭然じゃないん

ですか。その辺てのは考えませんでしたか。ひと

言言っておきます。 

私、全部調べろと言っているわけじゃなくて、

なぜこの交付税算定台帳だけにしたのかってのを

お聞きしたい。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：言い訳になるか

もしれませんけれども、総務課の書類に残ってい

る部分での範囲で探した結果ということで、それ

以上の部分の調査というところは、試みるという

ところは考えておらなかったのが現状ということ

です。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私が言いたかったの

は、まず交付税が当初と実際の決定額、どの程度

のかい離があるのかそれを聞きたかったのと、ま

あ実際に歳入欠陥になった、それがあるかどうか

っていうのを聞きたかったというのもありますし、

今、総務課長が言われた総務にある書類という部

分で、議決書は総務課所管ではなかったのでしょ

うか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：はい、議決書は

総務課の所管ということです。ただ係が違う部分

で、交付税の部分は財政係の所管ですけども、議

決書は総務係の所管ということで総務課の所管で

あることには変わりはありません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：とりあえず私は過去

の部分を全部調べてうんぬんということではない

ので、次の部分にいきたいと思います。 

今年３月の第１回定例会におきまして、普通交

付税の留保金額をただしたところ、一応２０００

万円程度というような回答があったはずです。そ

の分を含めると、ほぼ７０００万円程度になるか

と。こういった部分が行政報告で触れております。

まあこの２０００万円には触れておりませんが。

このかい離した金額、その実際の原因を述べてい
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ただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、歳入欠陥とな

った５０００万円程度と留保金額の２０００万円

程度を合わせまして、７０００万円程度の差額が

生じた原因についてというご質問でございます。 

２０００万円程度という留保額は当初予算時に

おけるもので、現状の留保額については８００万

円程度であります。したがいまして、歳入欠陥分

５０００万円程度と現状の留保額８００万円を合

わせた５８００万円程度の差額が生じた要因につ

いて、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、普通交付税交付決定額が予算額を下回っ

た要因につきましては、主に基準財政収入額の算

出が過小であったことによるものであります。歳

入の大宗を占める地方交付税の予算割れは、編成

上あってはならないことであります。まずもって、

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、基準財政収入額の算定にあたり、

個人村民税額の平成２７年度調定額を基礎とすべ

きところを、誤って平成２７年度当初予算編成に

おいて積算した個人村民税額を基礎に算定したこ

とにより、結果的に約５３９０万円の大幅な算定

増となったほか、村たばこ税において、消費税や

たばこ税の増税による売り上げ本数の減少を過大

に見積もっていたことにより約３４０万円の算定

増、また、固定資産税においては、機械や船舶な

ど新規の償却資産申告による増額により約６２０

万円の算定増となったことが要因としてあげられ

ます。 

私としても、今回の事態を重く受け止め、地方

交付税の予算見積もりにあたりましては、現状分

析などの精度を上げるとともに部署内での数値な

どの確認を徹底し、今後このようなことがないよ

うに取り組んでまいりたいと思いますので、ご理

解のほどを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、村長の答弁で基

準財政収入額ですか、これの計上において瑕疵が

あったという説明ですよね。じゃあなぜ行政報告

の中に盛り込まないのか。行政報告を見る限り、

基準財政収入額が減った、基準財政需要額が増え

たのかな、ちょっと今、行政報告を机に置いてき

てしまったようなので詳しくは今ちょっと言えま

せんが、そういった書き方は一切してない。単純

に見ると、ただ違っただけ。何も問題なかったよ

うな書き方をされてます。ところが蓋を開けてみ

ると、要は間違えた。それが第１の原因ですよね。

行政報告だけ見たら、何にもわからない。そんな

ことでいいんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

についてお答えをさしていただきたいと思います。 

ほんとに村長が先ほど答弁したようにですね、

この交付税の基準財政収入額の誤りについては、

改めてまたお詫びを申し上げますけども、基本的

には行政報告の中でですね、この部分を書かれな

かった部分については、一般質問の中でそういう

質問がありましたので、基本、一般質問との重複

をですね避けなきゃいけないというところが過去

の議会でもあったような記憶にありますので、基

本的にその一般質問の中できちっと答弁をしたほ

うがですね、より議員の皆様にはわかりやすいと

いうふうに思いまして、この行政報告には掲載は

さしていただきませんでした。 

その部分で、たいへん行政報告とのかい離があ

るというところのご指摘がもしあるとすればです

ね、その部分については次回のところから正して

いきたいと思いますので、よろしくご理解をお願

いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほどの村長及び副

村長の答弁があって、当然そういう形になるだろ

うなと思っておりましたが、このあと私が用意し

た質問の内容につきましてもかなり出てきてしま

ったので、それらは省略するような形にせざるを

得ないと思います。 

それで再度またちょっとお話をしたいと思いま



- 12 - 

すが、当初予算の段階で今年度の留保、当初予算

計上に留保額を含めますと２０億円を超えるよう

な形だったと思います。そうした中で、実際の留

保は１％にも満たないような予算編成をしたと。 

交付税の予算計上にあたりまして、宗谷総合振

興局等からですね、目いっぱい見るなというよう

な指導はなかったんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：はい、ただいま

のご質問にお答えいたします。 

道の指導等については、基本的にはありません。

あくまでも市町村で考えるものということで、参

考資料等は当然国から道を通じて流れてきますけ

れども、基本的には市町村がそれぞれの状況を見

て積算するということでございますので、そうい

った指導はありません。 

ただ言えるのは、本来であれば、もう少し余裕

をみた形で予算計上を抑えて予算編成できればベ

ストではあるんですけれども、なかなかやりくり

が大変だったということも事実でございまして、

そういった部分で過大見積もりということでは当

然考えておりませんが、みれる範囲の分は目いっ

ぱいみざるを得なかったという状況という当初予

算の考え方でありました。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ほぼ目いっぱい予算

計上したというような形ですよね。 

そうした中で、この前過去５年ほど交付税です

ね、当初予算及び決定というような形で調べてみ

たんですが、２７年度が留保が２億４０００万円

くらいかな。２６年度は３２００万円、まあこの

年が一番少ないんですね。それで２５年が１億 

２０００万円程度。それから２４年は４億円。  

２３年が１億円というような形で、結構留保はし

てます。まあ、たまたまたぶん平成２４年の４億

円というのは、確かいろいろ国のほうから新しい

部分での交付があったのではないかと思うんです

が。ここまで留保は必要ないかと思いますが、突

発的なものは必ず出てきますよね。 

あとでまた触れますが、この辺に備えてやっぱ

り一定程度の留保、残すべきだと思います。実際

に交付税が算定されて予定より多くなるってこと

もたまにあるかと思いますが、やっぱりある程度

の保険をかけるってのは必要ではないかと思いま

すが、どうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：はい、議員おっ

しゃるとおりだと、私どもも考えております。 

結果としてこういう事態になってしまいました

ので、次年度以降予算編成にあたりましては、そ

ういったことのないよう、余裕を持った入りを少

なくみるという原則にまた立ち返りまして、予算

編成に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：普通交付税につきま

しては、７月の上旬に算定が行われるというのが

変わっておりませんよね。そうした中で、その段

階でほぼ総額が決まってしまうと。地方交付税法

によって、確定が７月３１日になるのかな。その

後に新聞報道がされるというような形になってお

ります。 

先ほど言いました過去５年ほど調べてみました

が、交付税の確定についての行政報告、これは毎

年行ってるわけですが、昨年は８月２日の臨時議

会においてしております。ほかは９月の定例会と

いうような形になってまして、調べてみたら過去

の昨年以外の年につきましては、７月、８月と臨

時議会がなかったと、そうした中で９月の報告と

いう形になってます。 

今年度においても７月１９日は臨時議会があり、

あと９月の上旬でしたっけ、子ども議会があって、

みんな集まってると。その中ででしたっけ、人事

に関しての村長からの報告があった。そういった

機会がありながら、ここまで議会説明がされてい

ないというのは、その辺の状況、なぜそうなった

のかというその辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：はい、行政報告
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の時期に関してのご質問かと思います。 

７月１９日の臨時議会でまずしなかった部分に

つきましては、算定自体は議員がおっしゃるとお

り７月の上旬に出ております。議員がおっしゃっ

てましたが交付決定は７月末ということで、それ

までの間は取扱注意ということで口外と言います

か、公にできないルールになっております。その

ため議会への報告も含めて７月は見送りをさせて

いただいたということになります。 

子ども議会うんぬんというお話もありましたけ

ども、あくまでも我々といたしましては、正式な

議会の場で報告ということでこれまでも行ってお

りますので、今回の報告とさせていただいたとこ

ろです。   

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の総務課長の説明

によりますと、まあ正式な場での発表というよう

な形、まあそれはそれでわかりました。 

それでは、最後の質問とさせていただきます。 

補正第５号ですが、この中で皆減または減額、

それからたぶん基金に振り替えたというような部

分があるかと思いますが、その中で、詳細につき

ましては補正予算の説明の中であるかと思います

が、実際に、特に皆減ですか、こういった事業に

ついて、その選択の理由、これをお聞きしたいと

思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：その選択の理由につ

いて、ご説明をさせていただきたいと思います。 

今定例会に提出しております一般会計補正予算

案におきまして、普通交付税の減額計上に伴う財

源不足の調整のために建設事業の実施見送りや事

業内容の見直しなどを行っております。 

個別事業では、鬼志別市街１４号線道路補修工

事、知来別地区小規模治山調査設計業務委託の２

事業の実施見送り、また、浜猿払地区宅地分譲地

道路新設工事、浜鬼志別市街９号線道路補修工事、

教職員住宅屋根等改修工事の３事業につきまして

は、事業内容を縮小させていただいております。 

これらの事業を選択した理由につきましては、

大半の建設事業の発注が終わっているため、未発

注の事業の中から事業量の調整により年次の先送

りが可能なものと判断したため、見送りをさせて

いただきました。 

私としても、この地方交付税の減額、事務的な

処理のミスの中でこういう事業の皆減、またはど

うしてもやらなきゃならない部分についての事業

も中には当初としてはあったんではございますけ

れども、前段の理由により、苦渋の選択として来

年度に見送りさせていただけるものについては、

見送りをさせていただいた経過もありますし、事

業を縮小して半分に分けるなりするような形の中

で歳入歳出のバランスを取らしていただいたとい

う状況でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の説明によります

と、工事未発注のものを主体に次年度以降に繰り

越せるもの、または半減できるもの、それをやっ

たということですよね。 

こういったことができるんであれば、なぜ当初

予算の段階でできていないのか。ましてや交付税

も目いっぱいみた形。何かがあったら、当然足り

なくなるってことは目に見えなかったのかと。こ

ういうことになった、そういった交付税の算定誤

り、この辺を踏まえて責任の所在ってのは、どう

お考えでしょう。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今ご指摘いただい

たご答弁について、ご質問についてご答弁をさし

ていただきたいというふうに思っております。 

当初予算を組む段階でもですね、相当財政的に

は厳しいというところも今年度の部分もおさえな

がら予算編成をしたわけですけども、最終的には

基準財政収入額の見誤りをしてしまったというこ

とについては、事務方の責任者としては、私につ

いてはかなり重いんだなというふうに思っており

ます。 

当然今回のこの収入不足についてですね、やは

り当初予算では事業の必要性、あるいは今年度の
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事業としては優先順位は最も高かったわけですけ

ども、最終的にはこういうところの財源不足であ

る以上はですね、やはり来年への先送りを判断さ

していただいたというふうに思っております。 

もちろん過去の議会でも、先ほど総務課長言わ

れましたように１５年度議会でもありますけども、

基本的には財政調整基金を崩しながら、その年の

ですね、事業を執行したという経過はありますけ

ども、その中でもやはり基金を取り崩せば、それ

で根本的にそういう考えがあるのかというご質問

も過去には受けておりますけども、私の考えとし

てはやはり基金を取り崩してですね、それで足り

ればというような考えが根本的にあってはならな

いというふうに考えておりますし、やはりこの歳

入欠陥の部分については、きちっと現場を関係課

とですね、この事業、未執行の今残っている事業

については関係各課と協議をして、そして現場も

確認しながら最終的には今年度もう１年住民には

不便をかけますけども、我慢しても来年度へ何と

か事業として組ましてもらってもいいなというふ

うに判断をしたところでございますし、もちろん

それが当初予算ですれば良かったんではないかと

いうところでございますけども、やはり今後の事

業、やはり総合計画含めてですね、かなりの本数

の事業がありますし、やはり優先度もこの部分に

ついては高かったというところもありますから、

その辺も踏まえて財政的な予算を組んだ時点では

ですね、この事業を今年度執行しようというふう

に判断しております。 

ただし、先ほども申し上げましたとおり、最終

的には歳入欠陥を起こしたというところのチェッ

ク体制の甘さについてはですね、事務方の責任者

である私が非常に重いと思っております。 

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）：先ほどから事業の削

減もしくは縮小というような部分に触れて、なお

かつ１５年度ですか、その部分は財調で補てんし

たというような言い方して基金は取り崩していな

いというような説明でございましたが、予算書に

ある公共施設維持補修基金取り崩しってのは、 

３１３４万２千円計上されてますよね。この分っ

てのはどうなんですか。今回の交付税の減額、こ

れに関連しての削減じゃないんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 １時５７分 

 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にご答

弁させていただきます。 

財政調整基金の先ほど取り崩しとかというとこ

ろについてはですね、先ほど例で言った平成１５

年度の部分では、歳入欠陥を起こした時には財政

調整基金で賄ったというふうなことで先ほどはお

話をさしいただきましたけども、公共施設維持補

修基金を取り崩して行った事業についてはですね、

やはりどうしても公共営繕の部分で、それについ

てはどうしてもやらなきゃ、今年やらなきゃです

ね来年までもたないという判断のところも含めて、

今回はその公共営繕の部分についての基金につい

ては取り崩しをさしていただいて、事業を執行し

たところでございますけれども、今回のその事業

についてはですね、できればこの歳入欠陥を起こ

したというところにあってはですね、やはり現場

も確認しながら来年度へまわしても十分ですね、

耐えられるんでないかなというふうに考えたとこ

ろで、こういう形で最終的には事業を少し縮小さ

してもらったり、あるいは事業の執行をですね、

停止したりというふうな形で今回は考えさせてい

ただきました。 

いずれにしても歳入に見合ったですね、事業執

行を今後も心掛けていきたいというふうに思って

おりますで、ご理解をお願いいたしたいと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：実際のところ、村長

に聞いてもいない事業の個別事業まで説明してい

ただき、ありがとうございます。 
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先ほどの村長の答弁でありますと、公共施設維

持補修基金、これの対象外の部分が主に削減なり

減額されてるというような部分ですよね。結果的

に公共施設維持補修基金３１００万円、これを取

り崩してまあやってる。 

財調取り崩しと公共施設維持補修基金ですか、

この取り崩し、どう違うんですか。なぜ最初から

みることはできなかったのか、その辺は疑問に思

いますけどね。 

ご答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず基本的なスタン

スとして、結果的にはこの収入、歳入不足という

ことを招いてしまったという部分については、た

いへんお詫びを申し上げたいというふうに思いま

す。 

ただ、その中で残っている事業の中で、財政調

整基金を取り崩して、そして事業を執行するのか、

それとも渋々と言いますか苦渋の選択として、今

あげている歳出であげている事業をもう一度きち

っと見直しをして歳入の部分を抑えていくのかと

いう部分については、これはきちっとみんなで担

当課も含めてですね精査をしていきました。この

部分については、最終的な判断としてはやはり基

金をどうしても先ほど副村長が言いましたけど、

どうしてもやらなきゃならないという部分につい

ては、基金を取り崩してその事業をやらしていた

だきましたけれども、苦しい答弁にはなりますけ

れども、当初からそしたらできたんじゃないかと

いうような形になりますけれども、実態としては

こういう形になったんで、私のスタンスとしては、

まず支出の部分を抑えようと。 

基金を崩して事業実施は、ほんとに住民の方々

にご迷惑をお掛けしますけれども、まず歳出の部

分を抑えて歳入歳出のバランスをとろうというこ

とで、副村長をはじめ関係課の課長のほうと協議

をさせていただいたという形でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今までいろいろ答弁

がありましたが、結果として３０００万円を超え

る基金取り崩しを行わざるを得なくなったってい

うのが事実ですよね。この辺の事実を今後どうす

るか。さっきも言いましたが、財調の取り崩しで

あろうが公共施設維持補修基金の取り崩しでだろ

うが、結果的には同じですよね。ただ基金の名前

が違うだけ。 

まあこういったことは、よく財調の取り崩しに

ついては、前の議会からかなり問題視されて極力

できない、しないような、そういった形になって

ると思いますが、結果的には基金を取り崩したと

いうことで、こちらのほうはとりあえずこの辺で、

その辺を理解しながらというか、この辺の質問は

とりあえず置いておきます。 

それでひとつ質問があるんですが、これここで

質問していいのかどうかわかりませんが、あの議

長お願いします、もし不適切な質問でしたら切っ

てください。 

○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○

○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○、○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○、○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

再開 午後 ２時０４分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほど質問について

は、とりあえず取り下げということでお願いした

いと思います。 

最後に、交付税の留保がまったく無いという中

で、今後の補正対応をどうしていこうとしている

のかと、その辺をお伺いしたいと思います。 
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１２月に入りますと、人勧で期末手当の０．１

カ月分ですか、この分が間違いなくあがってくる

と思われます。その分だけでも３００万は超える

というような数字になるかと思います。以前に総

務課長とお話をした時に、２７年度の繰越金、こ

れの２分の１を財調に積むような形ですが、今そ

の分で、すいません資料がちょっと見当たらなく

なって、まあ２０００万円か３０００万円程度だ

ったかなと思いますが、その分の留保的な財源が

あるとは思いますが、今後そういった補正に対し

てどう考えていくのか。 

その辺だけ質問したいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えをさせて

いただきます。 

まず今後の補正見込みに関してですけれども、

現状で当方でおさえている部分につきましては、

議員がおっしゃられたとおり先月人事院勧告が出

まして、基本的には猿払村の職員給与につきまし

ても、今までは基本的に準拠して給与改定をして

るという部分があります。ただ確定ではありませ

んけども、その分では４００万円程度、一般会計

ですね、今のところ追加が見込まれております。 

それと今後の財源対策についてというご質問で

すけれども、ご承知のとおり普通交付税を全部は

き出してしまったということで、留保が無いとい

うことでございます。財政調整基金の部分になり

ますけれども、６月定例会において補正予算案を

議決いただきましたけれども、そこで前年度実質

収支の２分の１を積み増しをしております。それ

に加えまして、調整分と言いますか、上積みの部

分を積み立てをしておりまして、今回このあと議

題にありますけども今回の補正予算でも財政調整

基金積み立てということで計上させていただいて

おります。それを合わせますと現状での留保財源

という部分では、１６７０万円ほどを見込んでい

るところです。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の数字どこかにメ

モしていたと思うんですが、今、総務課長が言わ

れたとおり１６７０万円ですか、この程度は今後

の補正には対応できるということですね。 

極力この金額を上回らないような形、無理して

使う必要のない部分は無理をしないというような

予算対応をしていただいて、今後くれぐれも、こ

の金額を超えないような予算編成をしていただき

たいとお願いして質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 
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