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令和２年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和２年 ３ 月 １０ 日（火曜日）第１号 

◎ 日程第７ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第７、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。 

１番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）： 一般質問通告書

に基づき、２項目５点について質問をさせていただき

ます。 

この議会の中でも、年に４回の定例会の中、非常

に公共施設に関しての質問が多々あります。 

１２月にも、同僚議員が生活改善センターについ

て。 

また過去何年間からは村営プールについて。 

またその前には、今、郷土資料館になった旧浜猿

払小学校とあるのですが、その中で、また私も公共

施設ということですが、今回に関しては、全体的なも

の。 

また除却の計画について、重点的に質問をさせて

いただきたいと思います。 

まず１番目。 

猿払村では、平成２８年１２月に、猿払村公共施設

等総合管理計画が策定されました。 

目的としては、公共施設のうち４０％が既に建築や

整備後３０数年を経過し、老朽化が進行しておりま

す。 

インフラ施設、上水道や橋梁、道路などもの耐用

年数を超えるものが多々あります。 

また維持管理が至急必要なものが多くなり、これ

からの人口減少の進行も考えられることから、現状で

の課題や問題点を整理し、長期的な視点に基づい

て、除却や更新、統廃合などで財政負担の軽減、平

準化を目指しながら、猿払村において適正な配置を

実現するとあります。 

またその後、平成３１年２月に個別施設計画が示

され「施設保有量の適正化」「管理運営の効率化」

「安全性の確保と長寿命化」という３つの柱を推進し、

各部署や担当者しか把握できない状況から、施設

情報を一元化し、共有して横断的にセクションを超

えた施策を全庁的に推進することが必要とあります。 

この総合管理計画から約３年、また個別施設計画

から１年が過ぎました。 

この計画の進捗状況、また変更点、結果について

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）：ただいまの小山内議

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１点目の計画の進捗状況でありますが、議員

もおっしゃったとおり、公共施設等の管理適正のた

めの３つの柱に基づき、説明をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

まず１つ目の「施設保有量の適正化」に関しまして

は、施設の縮小や統合などを推進するため、計画期

間の１０年間で、現状の施設保有量の８．９％程度の

削減という目標数値を掲げており、計画期間の３年

目に当たる、本年度までにおいては、施設総量に対

し２．１％の削減となっております。 

２つ目の「管理運営の効率化」においては、平成３

０年度に延べ３９の施設で実施した照明設備のＬＥＤ

化により、ランニングコストの縮減に努めているところ

であります。 

また３つ目の「安全性の確保と長寿命化」につきま

しては、教育委員会所管施設や公営住宅で個別に

定めている長寿命化計画に基づき、既存ストックの

超寿命化に努めているほか、職員住宅に関する個

別管理計画についても、策定の準備を進めていると

ころであります。 

本計画の推進体制につきましては、本部長に副

村長、各課長職を本部員とする、猿払村公共施設
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等総合管理計画推進本部を設置し、計画の進捗管

理を行うこととしておりますが、十分に開催できてい

ない状況にあることから、施設カルテを基に、現状の

課題や今後の運営方針に関する議論を深め、横断

的な推進を図る必要があると考えております。 

策定時から計画内容の変更はなく、今後において

も、これらの３つの柱を基本に、総合計画後期実施

計画との整合性や財政負担の平準化を念頭に置き、

公共施設の適正な管理に努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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、村長から説明

があった、副村長をトップとする推進本部が、各部署

を超えた横断的なセクションを超えた施策を全庁的

に推進することがある会議、というふうに理解しました

が、村長からも会議がなかなか開けないということも

ありました。 

実際、具体的に年に何回くらい開かれているの

か。 

その回数及び中身、また個別の計画には、毎年

計画を見直しております。 

２月に去年策定されたものですから、今、３月。 

今年、令和２年度に向けて、計画が見直されたと

思っております。 

その計画の見直し等があれば、お教えいただけ

ればと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：お答えさせていた

だきたいと思います。 

村長の答弁でもありましたけれども、十分な開催

できていないというところで、本年度については、開

催が今のところ、できていない状況となっておりま

す。 

平成３０年度は１回の開催ということでございまして、

あと管理計画策定時の年度については、３回程度開

催しているということでございます。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、総務課長の答

弁で、平成３０年度１回、平成３１年度が０回というこ

とで、遅々として進まない現状が現れていると思いま

す。 

村長、副村長、理事者とも公共施設の除却や適

正な配置を軽く見ていると思いませんが、この場でも

何度も議論になっている公共施設配置計画がそのく

らいの回数が非常に少ない。 

これからの進むというふうが私たちには見えてこな

い。 

今年度、令和２年度に関しては、先ほど村長の執

行方針の中でも、予算化にはされてませんが、共生

型住宅の建設に向けて計画をしていきたい。 

年少者、児童や学童に向けての屋内型の遊具場

施設も造っていきたい。 

また今回予算化されている施設園芸実験施設、

それも公共施設になります。 

また院長公宅と。 

今年度、予算になっていないものなっているものも

含めて、４件から５件の公共施設がこれから増えてい

く。 

増えていくのに対しては、計画がどんどんなって

いくが、除却や縮小この適正配置というものについ

ては、非常に遅れている印象が否めません。 

令和２年度に関しては、新設の計画もそうですが、

この配置計画を随時、定期的に開催していただくシ

ステムをつくって、年に何回ではなくて、２カ月に１回

は開催する。 

３カ月に１回期毎に開催するというような計画を持

って、セクションを超えた推進本部の開催を期待す

るところですが、その件に関して答弁願います。 

○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

に答弁をさせていただきます。 

まず最初に、本計画の推進について迅速に進め

られなかったことに対しましては、私としては、反省を

しなければならないことというふうに考えております。 

改めて個別施設カルテの管理方針を基にして、

事業年度、財源を検討した上で実施について平準

化を基準として、各課横断的に作業を進めたいとい

うふうに考えております。 

この件については、やはり行財政改革も含めて一
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体化として考えていきたいと思いますので、定例的

な開催をしていきたいというふうにします。 

この部分について、公共施設については、何回も

答弁をしておりますけども、平準化が必要だというふ

うに考えておりますので、改めて、財源も含めて、平

準化をどう図るかというところを、資料を作成して、協

議をしてまいりたいというふうに思いますので、もう少

し時間をいただきたくお願い申し上げます。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：副村長の答弁に

あったように定期的な開催を望みます。 

また個別計画の中に、村民のニーズも盛り込んで

という文言が入っています。 

村民のニーズも聞いたということがあるのかないの

か。 

私の今までの話の中で、村民のニーズを聞いたと

いう話は、聞いたことはございません。 

また私たち議会も取り巻きながら、その推進本部

のサブの会議みたいなものもあってよろしいんじゃな

いかなと。 

庁内だけではなく、村民や議員、みんななるべく

横断的な形で、この会議を推進していくということが

必要だと考えます。 

次、２番目の質問に移ります。 

個別施設計画の中で除却方針とされている生活

改善センター。 

これについては、同僚議員が１２月の質問した件

ですが、その後、また旧鬼志別中学校体育館、旧猿

払小学校校舎・体育館、それと、さるふつ公園の農

業資料館、鬼志別東町の旧重機車庫の除却の計画

についてお聞きいたします。 

○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。 

本計画におきましては、除却施設として選定を行

った施設は、老朽化が著しく維持修繕が困難である

施設、あるいは既に用途廃止がされている施設であ

り、対象施設の除却予定年度につきましては、生活

改善センターが令和９年度、旧鬼志別中学校体育

館が令和７年度、旧猿払小学校が令和９年度、農業

資料館が令和２年度、旧重機車庫が令和１０年度と

なっております。 

まず、生活改善センターにつきましては、付近の

村営住宅の除却を進めておりますが、近接する村営

プールの除却を含めた、一体的な跡地利用計画の

策定を目指し、令和３年度から始まる総合計画の後

期実施計画の期間内において、具体的な方向を定

めていきたいというふうに考えております。 

また令和２年度の除却となっている、さるふつ公園

内の農業資料館につきましては、施設内部の展示

物の多くを旧浜猿払小学校に移設しており、施設利

用としては、既にその役割を終えておりますが、さる

ふつ公園のシンボリックである風雪の塔と併せ、観光

客の撮影スポットとなっていることもあり、当面は、最

低限の修繕をしながら維持を行うこととし、屋根の飛

散など危険が生じる状況となった場合には、除却を

せざるを得ないものと考えております。 

その他の施設につきましては、既に用途廃止とな

っており、必ずしも緊急度の高いものではありません

が、防犯面や防災面から危険建物の除却を進める

必要があることから、計画どおり進めてまいりたいと

いうふうに現在は考えております。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：令和２年度解体予

定の農業資料館。 

令和２年度、年が明ければ今年度ということです

けれど、シンボリックな形で風車とともにということで

あると、屋根を直したなら、今年度は、観光シーズン

を終えてからの解体ということでいいのかが１点。 

それと、令和９年度。 

いつも、この場でも話題になる生活改善センター

ですが、ただ除却の計画ということを村長が申しまし

たが、その他除却した後の計画等もまちづくりには、

多大な影響を及ぼす施設だと考えております。 

その２点についてお答え願います。 

○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をさせていただきます。 

農業資料館については、昭和５９年に建設されて、

３５年経っているということで、先ほど村長も答弁いた
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しましたが、風雪の塔の横にあるということで、シンボ

リックな写真スポットになっているということなんです

が、今のところは、その間の状態を維持したまま、現

状のまま置いておきたいと思っております。 

除却については、来年度ではなく、ちょっと様子を

見ながら検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：私の方から生活改

善センターの関係について、ご答弁させていただき

たいと思います。 

生活改善センターところの部分については、やは

り鬼志別地区でもあそこのところについては、プール

もありますし、中心的な公共施設という位置づけがさ

れているというふうに思います。 

その中で、今回の個別カルテの中で、きちんと財

源も除却するにしても、今現在の財源も含めて、協

議をしてまいらなければいけないというふうに思いま

すし、あそこに何が本当に村民のためにいいのか。 

施設あるいは複合的なものも含めて、検討してい

かなければいけないと思いますので、その辺、今の

施設の個別計画を全部洗い出す形の中で、その中

に総合計画の後期計画の中に入れ込みながら、検

討してまいりたいというふうに思いますし、また議会

の皆様にも、その辺の部分について、考えがあるの

であれば、お示しをいただければありがたいなという

ふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは、阿部企

画政策課長から、今説明のあった農業資料館につ

いては、今年度除却予定ではあるけれど、様子を見

ながらどのような形にするかということで、ただ、さる

ふつ公園の景観を考えると、不要な施設が長くある

というのは、非常に観光地としての美観を損ねるもの

と考えますので、先ほど村長が言ったように、屋根と

かの飛散、維持管理だとか最低限のことはお金をか

けなければならない。 

壊すものとしても、観光地ということを考えると、随

時、課で管理していただき、除却方向に向かう施設

ではありますが、維持管理を徹底していただきたいと

思います。 

次、３番目の質問に移ります。 

２番までは除却方針の建物でしたが、今回は計画

の中で、建て替え検討となっている施設でございま

す。 

今、個別施設計画の中で建て替え検討となってい

るのが火葬場。 

この場でもいろいろ議論が行われている村営プー

ル、給食センターの計画の進捗状況について、お聞

きしたいと思います。 

また特に給食センターについては、もう築４０年を

経過しており、他の施設と比べても、特異な施設だと

考えられます。 

今現在の学校給食センターが、学校給食衛生管

理基準を満たしていない建物と考えられます。 

猿払の子どもたちに安心安全な給食を提供する

施設としては、非常に不安の大きい施設だと考えま

す。 

他の指摘も重要ではありますが、この給食センタ

ーに関しては、早急な対応・対処が必要と考えます

が村長の考えをお聞きいたします。 

○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、火葬場につきましては、築４０年経過してお

り、この間火葬炉や霊台車などの改修や修繕などを

行いながら使用してまいりましたが、建物の老朽化

が著しく、さらには遺族控室の設置の要望が多数呼

び寄せられておりますことから、令和３年度から始ま

る第７次総合計画の後期実施計画期間内での改築

を検討していきたいというふうに考えております。 

次に、村営プールと学校給食センターにつきまし

ては、本年度策定した教育委員会所管施設に係る、

個別施設計画の位置づけとなる、学校施設等長寿

命化計画に今後の方向性を示しておりますが、村営

プールは築４８年が経過しており、築年数や老朽度

合いが改修しての延命を難しいものとして、改築を

基本として現在考えているところでございます。 

また議員ご指摘のとおり昭和５４年建設の学校給
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食センターは、築４０年が経過した施設であります。 

給食センターでは、衛生管理に十分な配慮を行

い給食の調理を実施しているところでありますが、衛

生管理基準を厳格に遵守するためには、大規模な

改修でも難しいことから、こちらについても改築を基

本として考えております。 

この計画においては、いずれの施設につきまして

も、令和５年度に建設工事の実施を予定していると

ころでありますが、他の大規模な事業と重ならないよ

う費用の平準化を念頭に考え、総合計画の後期実

施計画の策定協議において、十分に議論してまいり

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１項目で公共施設

について質問させていただきました。 

計画や変更点、会議の内容。 

また除却の件、建て替えの件。 

今、聞いただけでも、非常に財政負担が大きいも

のばかり、ここ５年、１０年の間にこの猿払村で施設を

建設しなければならないというのが、昔からですが分

かりました。 

また村長の言うとおり財政、予算の平準化をする

ためにも、やはり計画は非常に大事だと思います。 

計画しても見直しがされない計画、チェックされな

い、行われないという計画では、ここ何年間において、

財政を非常に圧迫する。 

総合計画の中で、猿払村の公共施設も村民一人

あたりの延べ床面積は、全国平均のたしか１２倍ぐら

いです。 

また都市部と比べて、こういう集落が点在していて、

村民も少ないということで、面積が伸びてしまうのは

しょうがないのですが、たしか小規模自治体と比べて

も、４倍から５倍の施設を持っている自治体だと思っ

ています。 

何とか縮小や縮減をして、適正な配置を目指すこ

とをお願いします。 

また次に２項目。 

これも非常に予算が厳しい施設ではあると考えま

す。 

一般廃棄物最終処分場施設について、お聞きし

たいと思います。 

現在、使用中の一般廃棄物最終処分場が平成３

０年度に行った調査で、令和６年度で処分受け入れ

が限界になることが昨年報告されました。 

個別施設計画の中でも、総事業費が１２億円を超

えるという予算規模になってます。 

また計画では、令和２年度に１千万円の予算で、

基本計画設計を行うことになっておりますが、計画の

進捗状況、新年度予算には計上されてないと私は

理解しました。 

進捗状況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。 

現在の一般廃棄物最終処分場におきましては、こ

れまで２度にわたって実施した残余容量調査では、

平成２７年度の調査では、令和７年２月まで、平成３

０年度の調査では、令和６年１１月で受け入れ量が

限界になるとの結果でありました。 

平成２７年度の調査以降、令和６年度中の新施設

の供用開始を目指し、防衛省や環境省補助事業の

実施に向けた協議を行っておりますが、村が示した

スケジュールでの採択は厳しいとの返答でありまし

た。 

この返答を踏まえ、現処分場の利用期間の延命

化を図るため、本年度に場内の金属粗大ごみのリサ

イクルや可燃粗大ごみの焼却処分場への搬出を実

施したところであり、その成果と今後も同様の搬出を

行うことを前提とした、残余期間の調査を新年度に

改めて行う予定でおりますので、その結果とこれまで

の協議を基に、改めて新設に向けたスケジュールを

作成していきたいというふうに思っております。 

以上です。 

蛇足ですけれども、建設する計画は５年ほど前か

ら、ある程度計画をしていって、最終的には５年後に

完成という形になっております。 

ただ、現在の防衛施設局の補助を受けて、民生

安定で受けた補助事業も最近は厳しいと。 

それと、環境省の方もなかなか補助率が少ないと
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いう形の中で担当課長も含めながら、鋭意努力をし

て両方の補助を向けられるような形の中で、この計

画も含めて、進めていきたいというふうに考えていま

す。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般廃棄物処分

場については、私たちが一番身近にあるごみ問題で

ございます。 

また今、村長の方から５年間で建設にかけて年度

を変えるということは、令和６年で満杯になる。 

令和７年度から供用開始というふうになると、もう令

和２年度から動き始めなければ５年という時間がな

い。 

今まで言った除却や建て替えの建物というのは、

維持管理をしながらでも使っていける施設でもありま

すが、最終処分場については、使っていけば最後に

使えなくなるというのははっきりしている。 

村民が利用できなくなる施設というのと、あと予算

の平準化を、いつも予算の話の中で出ることを考え

れば、もう令和２年度、新年度には載っていないで

すけれど、補正予算を組んででも、設計化に入るよう

な予算措置が必要ではないかなと。 

突然、３年間でその事業をやるとなると、予算規模

でいくと約１２億２千万円ぐらいなので、４億円を超え

る予算を村の方から支出しなければならないというこ

とが単純にもわかります。 

今年度からでもそういう計画とかをやる意志、また

やらなければならないと私は考えるのですが、その

点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：坂本住民課長。 

○住民課長（坂本秀喜君・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。 

村長からの答弁にもありましたとおり、現在防衛省

の補助金と環境省交付金、両方での対応に向けて、

それぞれに北海道・防衛省と協議をしている段階で

あります。 

残量調査の結果といたしましては、令和６年１１月

で持ち込み可能限界になるという状態ではありまし

たが、今年度、金属製の粗大ごみのリサイクルとして

の搬出、あと可燃性の粗大ごみの搬出合わせまして、

約４０トンの処分場内からの搬出を実現することがで

きました。 

事業については、令和２年度以降も引き続き行っ

ていくという考えでおりますので、これまでどおり使用

されたとしても、残余期間、受け入れ限界となる期間

ももう少し伸びるだろうという段階で今収めておりま

す。 

平成３０年度の調査地点の航空写真と昨年１１月

搬出が終わった段階で、村ドローンによる写真撮影

を比較した段階では、おおむね２年ほど遡っての投

入量になっているというのが見えましたので、防衛省

とは令和８年建設完成に向けて、実は協議をしてい

ると。 

その基礎資料として、新年度において、改めて残

余容量調査をして、その見込みが事実であるかどう

かを調査した上で、防衛省もしくは環境省と協議を

進め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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今年度、最終処分

場から可燃ごみや金属類のごみを搬出したということ

で、２番目の質問にも書いてあるのですけれど、延

命措置の為に、今年はたしか予算規模では、１５０万

円か１６０万円ぐらいだったかと思います。 

最終処分場から金属類と可燃大型ごみなどの搬

出を行いました。 

排出されたものを選別して搬出し、処分場の延命

を図るよりも、不燃ごみの元々の出し方というのを考

えることも必要ではないかと思います。 

不燃ごみ、大型ごみの分別方法を細分化して、去

年からカセットボンベの収集方法が、各ごみステー

ションに袋で設置されて、事故もあった経過もあると

思いますが、カセットボンベだけちゃんと穴を開けて

網に入れるようになる。 

あれは金属なので、リサイクルされているとは思う

のですが、そのような形で金属類、また可燃大型ご

みなどの箱などを設置し、出していただくような収集

方法も村として提案したらどうかと思います。 

それによって、処分場の延命や廃棄物、一般に対

する村民の意識改革を促すような施策が必要と考え
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ますが、村長の考えをお聞きいたします。 

○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

お答えさせていただきたいと思います。 

収集委託業者からは、ごみに分別状況などにつ

いて、随時担当者も含めた報告を受けており、現在

も分別の不適切なごみ袋が、収集日ごとに排出され

ている状況にあります。 

悪質な排出には、注意書きや回覧での改善を求

めておりますが、それでも改善されない時や排出者

が不明の場合には、やむを得ず担当者やごみ収納

庫の利用者、自治会の役員の皆さんなどに適正に

分別をし直していただくように、現状で努めていただ

いております。 

不燃ごみにつきましても、空き缶や空き瓶、ペット

ボトルの資源物が混ざった排出が見られ、適正な分

別対策が必要であるとの認識をしております。議員

ご提案の金属類等の分別回収については、想定す

る量や方法にもよりますが、収集人員の確保や現有

の車両数での対応が難しく、さらにはリサイクルセン

ターでの収用も限界であり、ごみ処理経費が増加す

るなどの課題があります。 

これらの点からも、適正な資源化に向けた、広報

活動による処分場への搬入量の減少と、現在も搬入

時に処分場内で、置き場を別にしております粗大ご

みの搬出を行いながら、議員のご提案も含め、延命

化に向けた取り組みについて、引き続き検討してま

いりたいというふうに考えております。 

また何よりも、やはり排出していただく住民の方々

への啓発啓蒙、これを徹底してやっていかなければ

ならないというふうに考えております。 

平成１０年から、このごみの分別収集が始まりまし

た。 

もう２１年から２２年経ちますけれども、最初は悪か

ったのですけれど、当時からは非常によくなってきて、

猿払村の資源物については、もう全国一だというよう

な形の中で、最高点の１５０点ももらっていただいた

経過もあります。 

また今後、ある程度いろいろな方々が、猿払村に

転入をしてきています。 

そういうところにつきましては、窓口できちんとごみ

の分別等についての、昔はカレンダーなどもつくりま

したけれども、現在もそういう形の中で、猿払村独自

の排出の分別、排出の資源化に向けての指導という

のもやっていかなければならないだろうなというふう

に考えておりますので、ご理解のほどをよろしくおね

がいしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、村長が答弁し

たとおり、広報活動・啓蒙活動が非常に重要だと考

えます。 

また私のイメージですが、令和６年から令和７年に

一般廃棄物最終処分場は満杯になるということを知

っている村民がどれぐらいいるものなのか。 

多分、ほとんどと言ったらちょっと言い過ぎかもし

れませんが、半分ぐらいの人が知らないんじゃない

かなと。 

その辺のところも、村として啓蒙活動をして、なん

となくですが緑のゴミ袋、何でも入れていいようなイメ

ージがあります。 

先ほど金属ごみや大型ごみの分別方法を変える

と、収集業者の負担やお金、予算の措置もかかると

思いますが、実際出してもらったものを村の予算で１

５０万から１６０万円をかけて、また今年もゴミ捨て場

から金属類を拾って、さらに出す。 

もう明らかに金属とわかるものは、村民の意識改

革を図って、金属として出してもらうような施設、リサ

イクルセンターの容量にも限界もありますし、従業員

の方々にも負担をかけるというのも重々承知ですが、

啓蒙活動をやるに当たっても、村民に今のごみの状

態を知らせるというのも、村の大事な仕事ではないか

と思います。 

村の予算の平準化を図るためには、この一般廃

棄物の最終処分場の予算・計画は、非常に大事な

案件だと考えます。 

１日も早い計画、また補助金の策定をお願いして、

質問を終了します。 

○議長（太田宏司君）：昼食のため暫時休憩いたし

ます。 

 午後１時まで、休憩いたします。 
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休憩 午前１１時４７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。 

一般質問を続行いたします。 

２番、森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：通告書に基づき、一般

質問をしたいと思います。 

１点、３項目について。 

派生する部分もありますが、その分をいきたいと思

います。 

令和２年度予算及び今後の財政運営についてと

いうことで質問します。 

令和元年度に引き続き、令和２年度は１億４４００

万円の財政調整基金の取り崩しが計上され、特定目

的基金を含めると６億３２７１万２千円となっていま

す。 

福祉のまちづくり基金は、全額となる１億８６９８万

５千円を取り崩し、積み立てが無くなり、令和３年度

からは、一般財源からの支出となり、そのしわ寄せは、

全て財政調整基金の取り崩しに頼らなければならな

い状況となるはずです。 

また昨年３月の一般質問において「第３次猿払村

行財政健全化計画の着実な実行を基本に、庁内組

織の猿払村行財政改革推進本部の定期開催、全て

の事務事業に対する検証と新たな行財政改革の検

討を進めていく。併せて、村民代表で構成の『猿払

村財政改革推進委員会』の意見を伺うなど、新年度

に入り次第、早急に進めてまいりたい」という答弁が

ありました。 

これらを踏まえて、以下の質問をいたします。 

まず１点目、令和元年度ではどのような取り組みを

行ってきたのか説明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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いうふうに思い

ます。 

本年度につきましては、行財政改革推進本部及

び行財政改革推進委員会をそれぞれ３回ずつ開催

し、内容としましては、村内理髪店への移動支援事

業、知来別線のデマンドバス事業を拡充、保育料の

無償化、合葬堂に関する使用料等について協議を

致しました。 

さらには、第３次猿払村行財政健全化計画の改革

プランの検証として、これまでの改革プランの検証を

各課で行いたい、その結果について、本部で共有し

協議したほか、最終年までの実施予定や検討事項

について取りまとめたところであります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：今、各３回ずつ行った

ということでありますが、令和２年度の予算書を見る

限り、猿払村行財政推進改革委員会のこれらの予

算は、計上されていませんが、こういった分の費用弁

償等は発生しないんでしょうか。 

○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をさせていただきます。令和２

年度の当初予算の関係ですが、３回、予算計上をし

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）：今、委員会の開催、２

年度で３回分というのは話ですが、私の見落としでし

ょうか。 

ちょっと、ざっと見た限りではなかったのですが、

何ページにありましたか。 

申し訳ない、今の質問、取り消します。 

ちなみに今年度、委員会をやったという中で、課

題などそういった具体的な部分をここで発表すること

はできるのでしょうか。 

○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をさせていただきます。 

第３次猿払村財政健全化計画に伴う改革プラン

の検証ということで、行った経過がありますが、その

中で各課において、全項目で４８項目を検証いたし

ました。 
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その中で、この健全化計画の平成２８年度から実

際に計画を練ったわけなのですが、年度途中であり

ますが、その取り組みということで、各課において係

の内容について、検討を行ってまいりました。 

どういうような検討したかというと、事務事業の評価

の実施、乳と肉の館の商品の追加ですとか、いろい

ろな部分について、各４８項目の取り組み内容を検

討して、そのプランの検証を行ったという経過でござ

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、４８項目、そのうち

どれぐらいやったか分かりませんが、とりあえず検証

を行ったということで、その結果というのは、どこに見

えているんでしょうか。 

特に予算、令和２年度の予算に反映されているか

どうかというところを。 

○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いただきます。 

例えば、行政改革の部分については、一例を申し

上げますと、ふるさと納税の基金の関係で、こちらの

サイトも８サイトに増やしまして、独自財源ということで、

職員自ら、工夫をしながらふるさと納税にいろいろな

アイディアをかけながら、新年度については、３億５

千万円の歳入予算の計上をしたということで、いろい

ろな削減の部分も当然査定の中で、査定前には各

職員の中で、改革プランを基に検証行った結果で、

財政の減額ですとか、いろいろな形で予算計上を前

に、各課において工夫をしながら、予算計上をしたと

いうことでございます。 

予算の中で見てるかという部分については、全体

部分で、職員の方でいろいろ検討しながら、削減で

きる所は削減しながら行ったということでございます。 

詳細については、いろいろあるものですからあれ

ですけれど、令和２年度に予算計上するに当たって

は、いろいろと職員が工夫をしながら計上したという

ことでございます。 

○議長（太田宏司君）：森君 

○議員（森克彦君・登壇）：今の財政、歳出の削減

に取り組んだということでありますが、実際のところ、

当初予算の総額で見ると、昨年の当初予算とほぼ同

じような状況でしかない。 

そういった中で、本当にその削減がなされたのか

と。 

どこまで突っ込んだか、取り組みがされたのかが

全然見えてこない。 

それはとりあえずまた後にしまして、２番目の質問

にいきます。 

２月１７日の総務経済常任委員会での説明。 

当初予算の概要等を説明されましたが、まず、そ

の後、当初予算の予算書が配布され、地方交付税１

３００万円増額しております。 

こういった中で、昨年以上の地方交付税が計上さ

れている中、留保財源、どの程度あるのか説明願い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

まず、この２月１７日開催の総務経済常任委員会

で説明した新年度予算概要は、説明の前に議員さ

ん方に、まだ流動的で未確定の段階であるものです

ということを申し添えながら、あの説明をさせていた

だきました。 

その中で、地方交付税についても、総務省からの

参考資料に基づき、再積算を行ったことにより変更

が生じたものであります。 

その上で、地方交付税の留保財源について答弁

させていただきますが、当初予算における普通交付

税の留保枠は５千万円を見込んでおります。 

また特別交付税につきましては、全国的な災害の

発生等により効果が左右されるため、積算が難しい

側面もありますが、現状では１３９０万円程度の留保

額を見込んでいます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君 

○議員（森克彦君・登壇）：１７日の説明では、流

動的であって、まだ確定ではないというのは、それは

重々承知しておりますが、その時点で一定程度の交

付税等につきましては、確定できると思って今の質



- 10 - 

問をいたしました。 

取りあえず、５千万円の留保があると。 

特別交付税を合わせた６千万円を超えるというよう

な中で、令和元年度は、２千万から３千万円程度し

か普通交付税の留保はなかったような気がしたので

すが、増える要素というのはどこにありますか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：私の方からお答え

させていただきたいと思います。 

交付税での増額の部分ですけれども、主に基準

財政需要額については、公債費の算入見込みが上

がるだろうという見通しを立てている部分が１点で

す。 

基準財政収入額については、市町村民税所得割

の算入額が減額になる見通しということで、２つの理

由でもって、増額という形を見込んでいるところで

す。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：今のご説明ですと、村

税が落ちると。 

それと村債が増えると、公債費が増えるということ

ですね。 

しかしながら、公債費。 

令和元年度と比べて５００万円しか増えていない。 

村税は３１００万円ということは、村税については、

基準財政収入額に算入されるのは７５％ですよね。 

そうなると微々たるものではないでしょうか。 

再度お答え願います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：お答えさせていた

だきたいと思います。 

まず公債費の部分ですけれども、令和元年度の

部分でいきますと、３億１２００万円の算入ということで、

令和２年度の予算積算上では３億６４００万円で、約

５千万円程度上がったような形になっています。 

要因としては、ちょっと事務的な部分で、令和元年

度算入すべき部分の一部が漏れていたというところ

が後日わかりまして、これについては、３年に１度行

われる交付税検査の後、錯誤措置として、後で交付

されるということで本来交付されるべき部分の一部２

千万円程度として把握しておりましたけれども、算入

漏れが後日分かったということで、その分が結果的

には、歳入欠陥となったことになりまして、その部分

はお詫びさせていただきたいと思っております。 

それから市町村民税所得割の部分ですけれども、

７５％ということで議員がおっしゃったと思うのですが、

基本的にはそういう形になるのですが、今の算定で

すと税源移譲分とそれ以外のものということで、ちょ

っと算定が複雑化しているというところもあって、単純

な所得割の増減だけでは、比較がなかなか難しいと

いうところもありまして、この部分は税務の担当の方

に、積算はお願いをしているところでありますので、

詳細については、私の方から申し上げられませんが、

そういう要因があるということをご理解いただければと

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）：それでは２番目の問題

につきまして、ひとまず置いておいて、３番目にいき

ます。 

令和３年度以降はどのような予算を編成するのか、

その見通しを伺いたい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えさせていただ

きたいと思います。 

現在のところ、令和３年度から令和５年度までの財

政推計を行い、その見通しを立てておりますが、地

方交付税など地方財政をめぐっては、社会的情勢

等による変動も大きく、先読みが難しい部分もあるこ

とも事実であります。 

いずれにしましても、今後の予算編成及び事業執

行に当たっては、国や道の補助事業、また起債事業

については、地方交付税措置率の高い辺地過疎債

の活用など有効な財源確保に努める一方で、経常

経費の縮減も意識しながら、財政運営を進めてまい

り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）：ということは、令和３年

度以降も令和２年度と相変わらずの予算編成をして

いくという考えでよろしいんですね。 

ひとつここで言えることは、令和２年度で財政調整
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基金なり、福祉のまちづくり基金、これは取り崩して

福祉のまちづくり基金は無くなる。 

ということは、必然的に来年度は、その財源をどこ

に持っていくかとしたら、他に財源出てきませんよ

ね。 

交付税が相当増えるとは限らない。 

村税も漁業の動向にありますが、そういった段階

で増減はあるでしょう。 

でも、２億円も３億円もそこで増減するということは

ないと思います。 

そうした中で、今年度は１億８千万円福祉のまち

づくり基金を取り崩すと、その部分が当然、財政調整

基金にしわ寄せがいく、上積みがされるということに

なるかと思うのですが、その辺の認識をお願いしま

す。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに令和３年度、

令和２年度はまだ始まっておりませんけれども、これ

から推計という形の中で、今、鋭意努力を進めて、作

業を進めているところでございます。 

その中で、歳入と歳出、入ってくるお金と出ていく

お金が拮抗した中で、予算編成ができるということに

ついては、それが一番望ましいことだというふうに思

いますけれども、やはり、今進めている事業の中で、

やらなければならない事業。 

それから、特別会計の一般会計からの支出部分

については、やめられないところもあります。 

医療、介護も含めて、その部分については、一般

会計からの財政出動ということも念頭にしながら出し

た部分については、あとは一般会計の方で、経常経

費を含めたいろいろなところで、村民の方々に対し

て我慢していただくところについては、我慢してもらう

ような形の中で、令和３年以降は進めていかざるを

得ないだろうなというふうに思っております。 

その中で、どうしてもこの財政状況の中で、議員お

っしゃるとおり、収入が大きく上がったり下がったりと

いうところでありますので、下がったときについては、

下がったなりの運営をしていかざるを得ない。 

そういう形の中で、努力をしてということを今現在と

しては、申し上げられないと考えています。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：今、歳入の状況を見な

がら考えていくという答弁でございますが、実際のと

ころ２億円を超える部分で足りない。 

それ以外にも他の特定目的基金を取り崩し、それ

が令和２年度には６億円を超えている。 

他の目的基金は置いておいたとしても、福祉のま

ちづくり基金、それと足りない部分の財政調整基金

の取り崩し、この２点を合せると３億円程度になりま

す。 

その分が、実際令和３年度以降も足りないとなると、

３年から４年、極端にここまでいかないと思います。

実際。 

ところが、仮にいったとした場合、２年で財政調整

基金もなくなる。 

せいぜいもって３年。頑張って４年。そこが限度だ

と思うんですよ。 

そこしか見えてないのに、今なんら手を下そうとし

ない。 

その辺はどうお考えでしょうか。 

まさか村長の任期が２年しかないからそこまで考え

られない。 

そういう答弁はありませんね。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、後のことにつき

ましては、任期の部分については、当然私も来年１２

月２日で任期切れになります。その部分について、

自分の任期の部分だけ村政運営をしていればいい

だろうということだけは、決して思ってはおりません。 

確かに、今後財源という部分について非常に厳し

いというのは、これは我々も私も含めて、他の理事者、

それから管理職職員も考えているところでございま

す。 

その中で、税収も含めて当然増減はあります。 

今のところは、そういう収入がある中で、住民要望

に多少なりとも答えながら、やっていかざるを得ない

んだろうなというふうに思っております。 

ただ、令和２年度の新年度予算も見ていただいて

わかるとおり、新規事業というのは、ほとんどないん

ですね。 
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過去からのいろいろな営繕、修繕、公共事業の修

繕、それから道路の修繕、いろいろなインフラ整備の

修繕の方に、ほとんどお金を取られている状況なん

です。 

その部分を利用者の方々に我慢をしてほしい。 

雨漏りしているから我慢をしてくれ、道路にクラン

クが出来ているから我慢してくれという状況ではなく

て、やはり苦しければ苦しいなりに少しずつ住民生

活、住民の方々に不安を与えないような状況の中で、

少しずつやっていかなければならないだろうなという

ふうに思っております。 

その中で、限られた財源ではございますけれども、

一生懸命努力をしていくという形で、今は取り組んで

いきたいというふうに思っております。 

また先送り先送りという形にしていきますと、議員

ご指摘のとおり、僕の任期のその後のまた執行者に

対して、同じようなことが起こってくるのではないかな

というふうに僕は思います。 

その中で、自分の任期中にできることは少しでも

できる。 

借金を残せばいいものではないですけども、少し

ずつやっていきたいなという気構えでおります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：大した答弁になってな

いと思いますが、本当にこのままでいったら４年後は

ないんですよ。 

その辺の認識は全く見えてこない。 

村長がなって今回で７度目の予算編成です。 

その間に起債がどれだけ増えたかという認識あり

ます。覚えています。ちょっと質問します。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今、手元に資料が

ないものですから、後ほど示したいというふうに思い

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：急な質問で申し訳ない

ですが、１３億円超えているんです。 

７年間で１３億円増えています。 

当然、その分は公債費に反映されてくるということ

で、ここ１年から２年公債費が増えだしている。 

この先もまた増えていきますよね。そういった部分

も控えています。 

だから事務事業というか、個別事業の説明書あり

ますよね。主要事業一覧。 

これをどうしたって財源は出てこないんです。 

これに載っているのは、ほとんど国庫支出金であ

り、道支出金、基金であり、地方債。 

これを全くなくしたって、歳入も減る訳ですから、

基金取り崩しは別として。 

だから大した効果は出てこない。 

どこで効果を出すかといったら、ここに載っていな

い部分ですよね。 

そういった部分でやらない限り、歳出の削減はで

きない。 

言うなれば、この基金につきましても不要不急の

基金事業、これは止めるべきだと思います。 

当然止めたら基金は減らない。 

減らないにしても他の事務・事業に回せるというそ

ういった可能性が出てきます。 

特に、村民以外に使う部分、これに基金を使う。 

特にふるさと基金ですか。 

あれはもっての外だと思っています。 

せっかく猿払村に使ってくださいって寄附してくれ

た、その寄附金を猿払村民のためじゃなくて、移住

促進とか言いながら村民以外にばらまくという。 

無駄ではありませんか。 

ちょっとその考えを再度お聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：決して僕は無駄だと

いうふうに思っておりません。 

移住・定住ですとか、交流人口をこの猿払村に呼

び込むという形の中では、非常に重要な課題だとい

うふうに思っております。 

全道・全国的に人口減少という形の中で、各自治

体、いろいろな施策をしながら取り組んでいる状況の

中で、これは猿払村独自のすばらしい取り組みだと

いうふうに思っております。 

その中で、議員おっしゃるとおり、ふるさと納税の
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一部をそういう人方の為に使うのは無駄ではないか、

というふうなご意見もあるとは思いますけれども、私と

しては、こういう事業は継続的にやっていかなければ、

なかなか猿払村の知名度も含めながら、猿払村とい

うところも分かってもらえないのではないかなというと

ころで、非常に重要なところというふうに思っておりま

す。 

そういうこともしながら、結果として、いろいろな交

流人口も増えてまいりましたし、現実、猿払村の移住

体験ツアーで来た方々がうちに就職をしてくれたり、

地域おこし協力隊として来ていただいたというような

結果もありますので、今後引き続き、これもやってい

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）：質問をちょっとそれてし

まいましたが、いかに歳出を削減するか。 

だからこういった主要事業一覧、こういった分の削

減じゃないんです。 

それ以外の経常経費、そういった分をいかに削減

していくか、そうでもしない限り財源は生まれてこな

いんです。 

その辺がどこに出てるのか。 

どう考えてるのか、その辺をお聞きしたかったので

す。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にお

答えしたいと思いますけれども、おそらく経常経費含

めた削減をきちんとしなければならないという認識は、

当然、私ども思っておりまして、予算編成時に当たり、

あるいは令和元年度の執行に当たり、いろいろ職員

の間でも精査をしながら事業執行をしてきたつもりで

おります。 

また今回の予算編成に当たっても、やはり見直し

をすぐに出来る部分については、何があるのかという

ところも含めて、予算編成をしたつもりでおります。 

実際には、行政改革をする部分が一番重要だろう

というふうに思ってますし、使用料関係の部分につ

いても、一定程度の見直しをかけなければいけない

だろうなというふうに思いますけれども、基本的には、

健康増進を含めた使用料のあり方というのが、前の

議論の中で、私ども提案をして、使用料の見直しを

かけたという部分については、議決をいただいたとい

うところについては、相当重いなというふうにも思いま

すので、これは村民の意見も聞きながらこういう財政

状況だというところも示しながら、財政状況に左右さ

れないような検討してまいらなければならないという

ふうに思いますし、村民生活に関わるいろいろな使

用料・利用料の部分については、緩やかな検討をし

なければいけないだろうなと。 

当然、議員おっしゃるように、緊急だというところに

ついてはわかりますけれども、やはり村民の生活の、

要は収入も人それぞれ違うわけでありますから、その

負担も含めて、緩やかな判断をしていかなければな

らないというふうに思います。 

また歳入についても、今年度、令和２年度予算に

計上させていただいてますけれども、企業版のふる

さと納税とか、ふるさと納税の充実を含めた財源確

保をすることが、歳入での行政改革になるのかなと

いうふうに判断をしております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：たいした私の質問に対

する回答にはなっていないような気がします。 

その中で、ふるさと納税の企業版。 

これのお話ししましたが、これは猿払村がやると言

って、すぐ出来るような問題なんですか。 

何年か前に猿払村がやると言って、やりたいという

我々の前で説明されました。 

結果的に分かったことですが、結局は認められな

かったと。 

要は国に対して申請をして、それで審査をされて

有無の判断をされると。 

そういったことではなかったかと思うのですが、状

況変わったのでしょうか。 

○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。 

企業版のふるさと納税の関係でございますが、今、

実際に村の方で申請を行っております。 

これについては、まず企業版のふるさと納税の適
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用を受けるためには、地方公共団体が地域再生計

画を作成しなくてはなりません。 

これについても、地域再生計画をもう作成しており

まして、今、申請中でございます。 

これが許可になれば、当然、企業の方に村の方が

いろいろな事業をやりたいということで、企業の方に

ＰＲをしまして、企業側がぜひふるさと納税をしたいと

いうことであれば、これがふるさと納税の企業版という

形で、企業の方から寄附をしていただいて、その事

業をすることができるということで、実際のところ企業

版ふるさと納税に向けて、申請をしているところでご

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）：ただいまの課長の説明

によると、企業版ふるさと納税の申請をしていると。 

そのためには、事業をやらなければいけないよう

な説明ですが、それは既存事業に充当できるのか。 

それとも新しい事業がないと駄目なのかと。 

その辺どうなんでしょう。 

○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。 

例えば、令和２年度の当初予算に乗っかっている

事業のみ、企業の方にこういう事業がありますという

ことで、協議して寄附をしていただくという形になって、

あくまでも予算計上している事業のみという形になっ

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）：当初予算に計上されて

いる事業のみということでありますが、ほとんどの事

業がひも付きですよね。 

村の基金取り崩しがありますが、そういった財源措

置がされている部分、それに対してもその対象にな

るんでしょうか。 

企業に寄附してくれ。実は、今のところ金が無いか

ら基金で対応するような形状を取っていますが、そ

の分をおたくの企業が賄ってくれないか。寄附してく

れないかと。 

そういったことで寄附を集めることが可能ですか

ね。 

○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。 

可能であるというふうに認識しております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：ふるさと納税に関して

は、この辺にしておきまして、実際のところ経常経費

削減している。 

取り組んではいると言いながら、昨年とそうそう変

わらない計上がされているのだと思います。 

実際、昨年度の予算規模とほとんど変わってな

い。 

事業費もそんなに変わってない。 

ということは、経常経費も変わっていないってこと

ですね。 

ひとつ予算に関心をしてもらうと、令和２年度予算

要求で、我々議員が内灘町に視察ということで、予

算計上しました。 

その話によりますと、議員８名、職員２名で内灘町

へ行くということで、査定に臨んだ際に職員を１名に

減らせと。 

そういうようなカットされたという話を聞きました。 

現状のような厳しい予算の状況の中で、なぜ「全

部やめろ」と「行くなら自分たちで行け」。そこまで突

っ込めないのかなと。 

他の予算に関しても同じだと思うんですよ。 

何とかの全国大会。そういった分が結構ありますよ

ね。 

あと、何かの大会。そういった分に出かけていく。

果たしてどれだけメリットがあるのでしょうか。 

何か特別新しい情報を得てくる。 

そういったことがあれば別ですけれども、単なる顔

合わせ、人数集めでしかない、そういった部分もかな

りやられていると思うんですよね。 

この際だからそういった部分、極力やめてしまう。 

何かの説明会、何とかの担当者会議、毎年同じよ

うな時期に同じような形でやられますよね。 

中身は多少変わります。 
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しかしながら、担当者が変わったばかりならいざ知

らず、２年も３年もやっていて同じような説明を聞きに

行くという、そういったことは、私に言わせれば無駄

だと思っています。 

皆さんはどう思っているか知りませんが、そういっ

た部分の見直しをがっちりやるという。 

そういった部分でもいかない限り、財政の健全化

に向けた取り組みが出来ていかない。 

せめて、そういった姿勢を示さない限り、いつまで

たっても状況は変わらない。 

３年４年で財政調整基金が無くなって、さあどうし

ましょう。その時にどうします。 

一般企業であれば、製品の値上げを図るなり、リ

ストラをする、またまた経営者の給料下げる、職員の

給料をカットする、そういった部分は可能でしょうけど、

猿払村にできることがどれだけありますか。 

簡単にリストラはできない、出来るとしたら給料の

カットぐらいですけど。 

３年から４年後には目の先が見えてる。それが見

えませんか、あなたたちは。 

この先、２年から３年で財政が劇的に改善する。そ

う言い切れますか。 

その辺ちょっとお聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：何点かご質問があっ

たかと思います。 

まず私も公務で出張に行くことがあります。 

いろいろな大会、それから役員もやっていますの

で、全道の副会長を含めて、いろいろな理事・役員

をやらせていただいております。 

そういう形の中で何々大会、何々大会というところ

で、これは職員ではなくて、やはり村の代表、議長と

して議会の代表として、お互い行くわけです。 

これは決して無駄なことではなくて、全国からそう

いう首長なり議長が集まるような大会については、そ

れを全てキャンセルという形では決してならないので

はないかなと僕は思います。 

内灘の議員さんの視察研修、その他内灘を経由

しての視察研修だと思いますけれども、その分につ

きましては、議会としてきちんと議員さん方と議会事

務局とお話をした中で、計上してきたのだろうという

ふうに思っております。 

その中で我々、私の出張も含めて、職員もそういう

ところに爪を立てながら、縮減できるところは少し縮

減しようという形の中で、副村長筆頭に予算査定を

やってきたというふうに僕は思ってます。 

その中で、もし議員さん方が必要ないということで

あれば、６月補正でもいいですから、カットしていた

だければ非常にありがたいなというふうに思っており

ます。 

その中で、自分たちの中で行かれるのであればそ

うしていただきたい。 

私も自分の行くいろいろな役員の会議についても、

選択をしながら欠席という形の中で、旅費を減らして

きたという経過もございます。 

それは、あとは議会の考え方ですから、そのように

決めいただければありがたいなと。 

それは僕がいちいち口を挟むことではないと正直

思っております。 

あとは、全体的なそういうところで、爪を立ててい

かなきゃならないということはわかっています。 

当然、いろいろな諸団体への補助金等も含めて、

一気に廃止という形にはなりませんので、そういうとこ

ろは、各種補助金団体であるところについては、きち

んと今年度から話をして削減して、こういう状況なの

で、削減できるところについては削減していきたいと

いうような理解を求めながら、そういう形の中で、経常

経費の削減を、今後はしていかなければならないだ

ろうというふうに思っております。 

過去に私も職員時代には、給与・休業手当等の

削減もありました。 

そういうところは、極力、今いる職員についてはし

ないような、させないような形の中で取り組んでいき

たいというふうに思っております。 

決して、将来的な推計で見ていないという状況で

はなくて、そういう危機感も持ちながら、しっかり令和

３年度以降も予算編成してい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。 
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○議員（森克彦君・登壇）：先程言った私の旅費の

部分、あれは極論であります。 

特に議員に関しては、私個人の意見になりますか

ら、それはまた別の話に置いといて、本当に５年から

６年先、どうみてもこの基金の状況を見たら逃れよう

がないじゃないですか。 

例えばＪＲ基金。これが今１億円残ってます。２年

で１億円残る。 

ところが、３年間の取り崩しが約３千万円。というこ

とは、４年もしたらなくなるのです。そうするとどうしま

す。 

どこからかこのお金、浮いてきますか。こういった

基金があちこちにあります。 

ふるさと応援基金につきましては、その年の寄附

金によって変動はありますが、令和元年度であれば、

２億円を超えていますね。多分。 

しかしながら、令和２年度以降どうなるかわからな

い。これが泉佐野市みたいに何百億円も集めれる。 

そういった見込みがあるなら、それならそれで財政

は潤沢になるでしょうけど。そういった部分が全然な

い。 

ましてや午前中の一般質問の答弁もあったとおり、

令和８年度には、終末処理場というか埋立をやらな

いといけないということは、令和３年度にはかからな

いといけない。 

当然、その段階で５年かかるのであれば、基本設

計なり実施設計までいかないと間に合わなくなる。 

そうした中で、補助も決まっていない。当然、起債

にはなるでしょうけど。 

そうした中で、当然一般財源も出てくるでしょう。そ

ういった部分の手だてが全く考えてないとしかうかが

えないですよね。 

４年後には、本当にこのままいってしまうと第２の

夕張ですか。同じ様な状況、下手したらそれよりひど

いかもしれない。それが見えてるんですよね。 

村長にはそれが見えませんか。 

再度聞きます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：夕張市のことはさて

おきまして、決してそういうことがないように、しっかり

と我々予算編成をつくっていくということしか、それ以

上でもそれ以下でもないということに、今考えており

ます。 

４年から５年後、その時々のいろいろな諸事情が

ありますから、今どうなんだ、保証せよと言われると、

なかなか厳しい難しいところもありますけれども、その

都度しっかりとやっていきたいというふうに思います。 

ただ、議員おっしゃるとおり、長期的視点に立って

いろいろな形の中で、財政運営も考えてやっていく

べきだと、そのとおりだと思います。 

今後そういうことも念頭におきながら、しっかり財政

赤字団体にならないような形の中で、運営をしていき

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）：やりますというのは簡単

ですよね。 

では、令和３年度から本当にやるんですか。令和

３年度からやって間に合うんですか。どっから金が湧

いてくるんでしょうね。 

歳出は待ったなしです。歳入は増える見込みはそ

うそうない。 

さっきも言ったように、ふるさと納税が１００億円、１

００億円にいかなくても、１０億円を超えるような状況

まで持っていければ、それはそれで何とかなるかもし

れませんが、今の段階では１００％無理とは言いませ

んが難しいです。 

本当にやる気があるのなら、もう始めてください。

答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：午前中もご答弁さ

せていただきましたけれども、公共施設管理計画含

めた行財政改革については、定期的な形の中で、

今回、今年度も含めて検討していきたいというふうに

思います。 

議員がおっしゃるように、やはり財政が厳しいとい

うのは、村側も承知しているところでありますけれども、

基本的には、今この場で、私が言うべきものではな

いのかもしれないですけれども、地域の声とか、ある

いはその地点の会議で、いろいろな声が行政側もそ

うですし、議会側も含めて聞こえてきているというふう
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に思っております。 

ですから、この体制を悲観的に見るのではなくて、

基本的には、その部分をお互いに協議を詰めながら、

よりよい村づくりを進めていくような考えを持たなけれ

ば、悲観的な意見だけであれば、どんどんこのまま

財政赤字に転落するわけだ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。 

○村長（森克彦君・登壇）：では、副村長は希望を

持って財政赤字に向かっていくと、そう答弁している

ようなものですよね。 

たしか村政執行方針の最終ページです。そこに

書いてあります。 

これまで先人たちが築き上げた活力ある猿払村を

１０年後・２０年後、そして５０年後の子どもたちの未

来にしっかりとつなげてまいります。こう書かれていま

す。 

この１０年なんてお先真っ暗じゃないですか。この

１０年から２０年、５０年、この根拠というのはどっかに

あります。説明して下さい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：財政的な事を考える

と、全ての事業を廃止して算出を減らしてやればい

いという状況ではないと思います。 

財政の厳しい中にも、ある程度将来に向かった光

が見えながら、少しずつ行政運営をしていかなけれ

ば、やはり村全体がすさんでしまうという状況だと思

います。 

その中で、議員おっしゃるとおり、歳出出動が余り

にも多すぎるのかどうなのかという部分については、

やはりいろいろな要望等もありますので、できる限り

限られた財源の中で、希望を持てるような形で、村政

運営をしていかなければ、これから将来展望がたた

ないだろう。 

その中で、１０年後・２０年後、５０年後という部分に

ついては、これからの次世代の子供たちにしっかりと

そういうところを見せながら、バトンタッチをしていけ

るような形にしていきたいという思いで、私は書かせ

ていただきました。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：執行方針が将来の希

望を持たせるために書いたと、そうおっしゃったよう

ですが、本当に１０年先はっきり言わせてもらって、

財政は真っ赤っ赤ですよね。 

３年から４年、そこまでは将来まだありますと言い

ながら、年度越した瞬間に財源がない。赤字転落。

それにどうしてならないと言えるのか。 

あまりにも楽観的過ぎますよね。３億から４億円、こ

れだけの足りない財源、どうするんです。 

手っ取り早い話、１つありますよね。今、国が盛ん

に探している高レベル廃棄物の最終処分地。これに

手を挙げれば一発で解消できます。 

しかしながら、当然漁業者があり、農業者があり、

住民にある。おそらく総スカンを食らうと思いますけ

れど、これは極論です。 

こういった分がありますが、それに匹敵するような

爆発力のある、そういった方法がどこかにあるんです

か。あれば答えてください。多分ないでしょう。 

そうした中で、こうやって６億円も基金を使って、財

政運営をしていって、何年持つんですか。小学生が

計算しても分かるのではないですか。 

最終的にこの６億円。全部含めて６億円ですけれ

ど、当然、会計年度末には余剰金が出て、交付税が

確定して、そういった中で多少圧縮はできますよね。 

でも、１億円にも満たない金額でしかない。というこ

とは、５億円ほどは赤字になる。 

そのうち、ふるさと寄附による２億円の収入を省い

たりしてもいくらですか。計算しないでわかりますよ

ね。 

その程度、財源が足りていないんですよ。それを

いつまで続けられるのか。いつまで続ける気なのか。

その辺はっきり答えてください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：その時々によって、

毎年毎年入ってくる収入、税収も含めて変わってくる

状況にあるかと思います。 

そういう状況の中で、しっかり先ほども答弁させて

いただきましたけれども、拮抗した中で、予算編成を
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つくっていくということは、そのとおりだと僕も自分で

施策として思っております。 

ただ、その状況の中で、いろいろな形の中で、計

画を作っていく中でも、やはり飛び込みの施策です

とか、いろいろな形の中で入ってくると思います。 

議員おっしゃるとおり、今現在いろいろな本当に

爪を灯して、爪を立てて、いろいろなところで経常経

費の削減をしているかと言われれば、厳しい、本当

に昔やってきた平成１２年の地方分権一括法の中で、

交付税が減った中で、いろいろなやりたい仕事をや

ってこなかったという状況の中で、インフラ整備もロ

ーリングしてきた経過もございます。 

その状況で、過去がどうのこうのではないけれども、

そのツケが、ツケといいますか状況が、今こういう状

況になってきているということも、僕はにらめないので

はないかなというふうに思っております。 

だから、いろいろなところに爪を立てながら縮減し

ていく。この基本は大事なことだと思います。 

そればっかりやっていては、やはり将来展望に立

った猿払村というところについて、なかなか見えてこ

ない。 

だから、将来展望に立った中で、苦しい中でもみ

んなで知恵を出し合いながら、汗をかきながらやって

いく。 

これは、議員さんからもよく言われる、議会も責任

を持ってというところで、やはり行政と議会が一緒に

なって、真剣に取り組んでいきたい。 

これは、議会の方に責任転嫁をするわけではない

ですけれども、我々もしっかり取り組んでいきたいと

思いますし、議員さんの方からも、力をお借りしたい

という状況だ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、収入が毎年変動す

ると、そういうお話をしました。 

そうした中で、今まで繰り延べになった事業、それ

らをやっていかなければならない。それは重々わか

ります。全部が全部やめろとは言いません。 

そのために、どこから財源を捻出するのか。それ

が全く見えてきません。 

片や入ってきた収入で賄いたいと言いながら、基

金を６億円崩しているんですよ。その現実は全く目を

向けようとしない。総額でいっても２０億円しかありま

せん。 

毎年、仮に４億円を超えるふるさと寄附がある。そ

のうち、２億円を積める。ということはさっきも言ったと

おり、１年に４億円足りないんです。 

今ある基金が２０億円ぐらいですか。そうしたら５年

で無くなる。それこそ特定目的基金も全てなくなるん

ですよ。 

そうしないために、何らかの手だてを１日でも早く

やらないと、財政赤字が発生する。それが何年先な

のですかね。 

さっきも言ったように３年か４年か。遅くとも５年。そ

の前に、あれもやりたいこれもやりたい。そういった事

業もあるでしょうし、起債の償還は若干増えていく。 

そのうちの７割は国が補填してくれると言いながら、

３割を村がしないといけない。その財源も出てきます

よ。 

その辺をしっかり考えて財政執行をしてもらわない

と先は全く見えない。 

幸いに私の任期はあと３年ほど。それぐらいは財

政は持つかもしれない。 

財政赤字になった段階で私、責任とって辞めます

わ。それは可能ですよ。私はいいです。 

ところが、村民に当然負担は出てきます。それが

仮に水道料が倍になっても、何とか払える金額しか

ない。 

ところが職員はどうなります。給料３割カットですか。

４割ですか。そこまでしないと財政再建は難しいかも

しれない。そういう状況が間違いなくくる。 

今の財政状況、財政規模でこのまま推移すると間

違いないんじゃないですか。再度これに反論してく

ださい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：一般財源も非常に

厳しいという状況の中で、一般財源から特別会計に

繰り出しをしているという事業についても、しっかり検

討していかなければならない。 

当然、病院やそれから特別養護老人ホームやす

らぎ苑、楽楽心というところもありますけれども、こうい
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うところも含めて、今後どうしていくかというところだと

思います。 

病院会計については、もう３億円を超えるような一

般会計からの繰り出し、やすらぎ苑については、１億

円近い繰り出し、今後建物も古くなってきます。職員

の人件費も上がっていきます。 

はたしてそういうところに、爪を立てれるかどうかと

いうところについては、それぞれの担当部局が一生

懸命鋭意努力をしておりますけれども、そういうところ

も、抜本的に改革をしていかなければならないような、

状況になってくると思います。 

学校施設・保育所、いろいろなところの統廃合も

含めて、これは全体的に検討していかなければなら

ない。 

そういうところを検討していかなければ、小さいとこ

ろに爪を立てたとしても、非常に厳しい状況です。 

それは大事なことです。ですけれど、そういう触れ

てはいけないというか、そういうところにやはり今後は、

しっかりと取り組んでいかなければならないところが

出てくるのだろうと思います。 

特に病院に関しては、今、２８床の病院を抱えて

おります。これを有床の診療所にするのか、無床の

診療所にするのか。 

この部分については、やはりいろいろな住民の

方々のご意見を聞かなければ、私どもの判断だけで

はなかなか厳しい、そういうところも少しお時間をい

ただきたい。 

これから研究教育部局も含めながら、いろいろな

検討していかなければなりませんけれども、そういうと

ころに突っ込んだ形の中で、今後検討していかなけ

れば、なかなか難しいだろうと、大きな大なたを振る

えないんだろうというふうに思っております。 

その部分については、私が先頭に立っていろいろ

な意見もあると思いますけれども、進めていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

２時１０分まで。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

一般質問を続行いたします。 

森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：先ほど村長の答弁の

中で何点か言っていました。病院の問題、学校の統

合、それからやすらぎ苑、楽楽心も触れました。 

そういった中で、例えば、学校の統廃合うんぬんと

言いましたが、これ、できますか。 

村の立場としては、住民からの声があって初めて

検討する。村から持っていかない。ましてや、知来別

小学校。大規模改修終わったばかりですよね。２億８

０００万円。補助金が入り、起債を借りている。 

そうした以上、今すぐ統合なんてできませんよね。 

結果でいくと何年でした。１０何年。それぐらいまで

はできない。補助金を返す。そういった部分では可

能でしょうけれど、そう簡単にいくような問題ではな

い。 

病院にしても、新しい医者が１０月に来ると。それ

で、今の院長はそこで退任ですよね。その後でない

と話は出来ない。そういう言い方ですよね。 

昔、病院と診療所どちらが有利かという検討をされ

たという記憶がありますが、その時に２０数床の病院

と１９床の診療所。それの比較検討を行ったというふ

うに聞いています。 

それで診療所にするよりは、今の病院の方が有利

だという結果に至ったと。 

でしたら、それを１０人以下のベッド数の診療所に

すると。そういった検討したらどうかと思いますが、こ

れを踏まえて何年後に出来ますか。 

仮に病院が２年から３年後に、診療所化したと。歳

出を減らすことはできた。そこまで財政が持つんです

か。そんな悠長なことを言っていられる状況にあるん

ですか。足元を見てください。これ以上言っても返っ

てくることは同じなんでしょうけれど。 

実際のところ、今の財政状況でいった場合、あと

何年持つと思います。 

だいたいでいいですが、総務課長の見解をお伺

いします。 
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○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：何年持つかという

定義は、一概に言えない部分もありますけれども、こ

こでは、基金が無くなるまでの年数というところで、今

の推計をベースにお答えしたいと思います。 

このまま現状で推移した場合ですと、見込みです

が令和７年度あたり。 

今のままいった場合ということですけれども、令和

７年度には、基金がほぼ底をつくような状態なのかな

というふうな推計という形になっております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：すいません、総務課長、

余計な所に振ってしまって。 

ちなみに７年にまで、５年か。それは全部基金を

踏まえての話ですよね。分かりました。 

財政担当の課長でも、その程度までしか持たない

という。 

それは、基金も全部含めていると、そうすると、そ

の中には減債基金含まれる。そうした中で、今一番

多いのはふるさと応援基金が２億６千万円ですか。 

次に公共用施設維持補修基金。財政調整基金は

除いておいて、そんなものですよね。 

それらしかない中で、収入の状況を見ながら、こ

れからゆっくり考えるような、そんなのんきなお考えの

ように理事者の方々、それはちょっと考えを改めてい

ただきたい。 

そうしないと、本当に全ての基金を含めて、７年ま

でしか持たない。財政調整基金だけを考えたら、３年

ぐらいしか持たないと思うのです。 

その程度でしかないのに、まだまだ明るい希望を

持っていられるんですか。 

どの程度の希望を持っているのか、再度お聞かせ

ください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：総務課長から非常に

答えづらい、総務課長としては、立場的には非常に

答えづらい答弁であったと考えておりますけれども、

ただ、財政的な部分で単純に割り返した部分につい

ては、確かに７年しか持たないという状況の中で、７

年で本当に猿払村がつぶれてしまうか、なくなるの

かと、そういう悲観的なことをばっかり言ってしまうと、

猿払村から人がいなくなってしまいます。僕はそう思

います。 

だから、そういうこともないように、しっかりと取り組

んでいくんだというところも、明るい展望を少しでも持

ちながらやっていかなければ、今、議員のおっしゃる

とおり、反問権と言われるかもしれませんから、あまり

言いませんけれども、そういうことだとなかなか厳しい

のではないですか。村民としては。 

暗いところばかりお話ししても、現実問題としては、

我々はしっかり持って取り組んでおりますけれども、

やはり明るいところもあり、やっていかなければ非常

に難しいのだと思います。 

もし、議員の方からいろいろな形の中でご提案を

いただけるのであれば、ご提案をしていただいて、こ

の持続可能な財政、村づくりにもご提案をしていた

だければ、反問権と言われるかもしれません。 

そういう状況の中で、今後、一緒に議会と我々と

協議・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）：議会と一緒になって取

り組みたいというお話はわかりました。 

明るい未来に向けてしっかり取り組みたい。その

明るいは何色なんですかね。赤ですか。黄色ですか。

黒ですか。 

その辺をしっかり答えていただきたいが、答える気

がないでしょうけど、実際にその辺の認識はあるんで

しょう。○○○○○○○○○○○。○○○○○○○

○○○。○○○○○○○。○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。 

本当に、猿払村をこのまま持続させていきたいの

でしたら、早目にやってください。今すぐでもいいで

す。 

以上で終わります。 

 

○議長（太田宏司君）：これで、一般質問を終結い

たします。 

 


