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令和４年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和４年 ３ 月 ８ 日（火曜日）第１号 

 

○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。 

５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、順次質問をさせていただき

ます。 

まず、新年度事業計画について質問をいたします。 

最初の質問です。令和４年度に予定されている道の

駅さるふつ公園遊具整備事業は、観光交流拠点の

機能向上の重点項目であります。 

また以前から多くの子育て世代から幾度となく要望が

寄せられていた遊具整備事業では、過去にも設置場

所の確保などの問題で断念した経緯があったことか

ら、一歩進んだ計画であると考えます。 

しかし公園内の屋内への遊具の設置は、強風時や

冬期間には使用できないなど問題点も多数あるのが

現実です。 

本来は屋内に遊具を設置し、通年での使用を実現

することが理想であり、今後の課題と考えますが、こ

の遊具の設置を契機として、さらなる子育て世代支援

を進め、将来的に屋内の遊具の設置に向けた取り組

みを検討するべきと考えますが、村としての見解をお

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）：ただいまの山森議員

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。 

議員から過去にも同様の質問があったものと記憶し

ておりますが、そのときに新型コロナウイルス感染症

の影響により、一旦検討を中止しておりました。 

私としましても議員同様に過去より通年で遊べる施設

と思っておりましたので、まずは既存施設の利活用に

ついて検討を進めてまいりました。 

既存施設の候補としては、生活改善センターの大ホ

ール、交流センターやスポーツセンターなどの利活

用について各担当部署も含めて様々な角度から検

討してまいりましたが、施設の老朽化や設備、面積的

な問題があり、現状では利活用が厳しいものと判断を

させていただきました。 

この考えに基づきまして、まずは屋外遊具の充実に

努めようと、令和３年度から３か年計画でさるふつ公

園内にアスレチックができる木製遊具や児童、幼児

用の複合遊具の整備をすることといたしました。 

そのほかにも令和３年度には鬼志別小学校のグラウ

ンド改修に合わせ、ジャングルジムやうんていなどの

整備を行いましたし、新年度予算におきましては、既

存遊具の老朽化に伴い、知来別小学校付近の児童

遊園にブランコや児童用の複合遊具などを整備する

ための事業費を計上させていただくなど、子どもたち

が元気に楽しく遊べる場として、屋外遊具施設の充

実に努めてまいりたいと思います。 

また議員のご提案にもあります、将来的に向けての

検討につきましては、ここ数年は大型事業も控えてお

りますので、次期総合計画策定時において検討させ

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この質問の中にある、

さるふつ公園内への遊具設置施設というものは、先

ほど質問の中でも述べましたが、とりあえず一歩進ん

だかなという感じはいたします。 

しかし３、４回くらい、この件に関して一般質問してい

ると思うのですけれども、先ほど村長が言ったように、

幾つか候補が挙がったのも存じております。 

それが実現できなかったことは非常に残念ですけれ

ども、ただ一つ言えるのは、この屋外に設置した遊具

と屋内に設置しようとしていた遊具というものは、全く

違うものであると考えております。 

村長が屋内に設置しようとしていたのは、エアー遊具
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というものだったと思いますが、そこで遊ぶ子どもたち

というのは、乳幼児も含めて遊べる場所でありました。 

ただ今回出てきた屋外のものに関しては、もう少し年

齢層が高い子に当たるのかなという気もいたします。 

計画を見せていただきましたけども、見る限りはそん

な感じはしています。 

あとは、通年で利用できるかできないかという部分で

す。 

これに関しても屋内の暖かいところで子どもたちを遊

ばせたいと。 

冬季間の寒いときでも、いつ行っても遊べるようなも

のをつくってあげないと。 

ただ夏の暖かいときだけ利用し、風が吹いたら遊べ

ない、寒くなったら使用はできないのでは、全く違うも

のであると私自身は考えています。 

ただ公園に遊具を設置したところに関しては、公園の

景観もありますし何の問題もないと思いますが、議会

の委員会において説明があった中で、私も質問させ

ていただきたいのですけれども、冬の現状を見ると雪

捨場みたいな雪山になっています。 

遊具を設置することによって、雪を置くわけにいかな

いわけですから、どこに持っていくかは考えなけばな

らないですし、春になり雪が融けたときにどのぐらい

遊具は損傷してるのか。 

２年３年は持ちますが、ランニングコストみたいなもの

がどれくらいかかるのかを検討しなければならないと

思っています。 

大したことないと思うのですが、結局はお金がかかっ

てしまうという部分に関して、これからは村の財産に

なるわけですから、その財産を今後、何年もつかわか

りませんけれども、継続していかなければならない。 

最初の何年かは遊ぶ人がいても、だんだん廃れてい

かないように検討していただきたいと思っておりま

す。 

もう一つ気になるのは、これも何度も言ってますけど

も当然、親御さん何某が車で連れてきて、子どもたち

を遊ばせるとなったときに、連れてきた方が休憩する

ところがないと。 

ベンチはあるのかもしれませんけれども、少し寒くな

ったら、車の中で待機する想像したときにちょっと見

栄えが悪い気がします。 

ですのでその辺も考えていただきたいと思っていま

す。 

それから、緊急的に何かあったときに、どこに連絡し

たらいいのか、もしくは見回ることも含めて、どのぐら

いまで検討しているのか。 

この２つ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）：公園内の休憩場につ

きましては、このたび公園については、防災道の駅に

認定を国のほうからしていただきました。 

その中で、担当部署のほうにお願いしているのは、議

員おっしゃられたとおり、東屋的な休憩所を建設して

いただけないかを協議してほしいと話を進めており、

その部分については実現可能かと思っております。 

これからどうしていくかについては、次の第８次猿払

村総合計画の策定の前に検討させていただきたいと

話をしましたけれども、いろんな技術が出てきていま

すので、大きな建物の壁とかにビニールハウス的な

がっちりかけるような屋内型というのもありますので、

いろんなことを排除しないで策定のときに検討させて

いただきたいと思っております。 

また詳しいことについては、担当課長から説明させま

すけれども、いろんな可能性を排除しないで、多方

面から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）：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。 

まずランニングコストの関係でございますが、令和４

年度、５年度、この２か年度にわたって整備する予定

ですが、複合遊具につきましては、養生する必要が

ないとメーカーからお伺いしております。 

整備については新潟のメーカーなので、雪を考慮し

て全国で設置してるところもありますので必要ないで

すが、専門的な整備士が点検しなければなりませ

ん。 

令和４年度、５年度はまだ必要ないと思いますが、年

間トータルでのランニングコストは、保守点検含めて

40万円ほどかかる予定です。 

期間ついては１年に１回、２年に１回なのか、その辺
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の保守も含めて検討していきたいなと思っておりま

す。 

また冬季の関係でございますが、議員ご指摘のとお

り、道の駅の通路の一部を閉鎖しておりまして、冬期

間は雪投げ場所となっておりますが、ふるさとの家の

駐車場のところの雪を堆積しておりますので、設置予

定の遊具場所については、大丈夫かなと思います。 

また昨日、現地を見てきたのですが、風が吹きさらし

ておりまして雪がほとんどないような状態なものです

から、雪害による破損は、あまり考えられないかなと

思っております。 

また見回りの関係で考えているのが、近くに観光協

会の事務所がありますので、職員に１日１回は見に行

っていただくのと、仮説的ですが観光協会のほうに電

話もしくは、直接お伺いするような看板を設置したい

なと考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：とりあえずは、休憩場

所ですか。 

先ほど村長が言った東屋というのは、遊具のためだ

けではなくて公園のとしての東屋で認識していいと思

うのですけれども、東屋も含めて頑張っていただきた

いと思います。 

この案件というのは、私も子育て世代の方と会う度に

言われてたことです。 

何年前かわかりませんけれども１回目に質問したとき、

そのときの対象になった子どもは、中学生ぐらいなっ

てると思います。 

その子どもには必要ないのです。 

ですから、こういうものはスピード感を持ってやってい

ただかないと。 

今、使用したい、利用したいと要望する住民が利用

できないのです。 

これからの住民のためにつくるのであれば問題ない

ですが、その時の要望があった家庭や親御さんは、

叶っていないです。 

あと先ほど村長が言っていたビールハウス的なもの

があるのも知ってます。 

とにかくあそこは風が強いのでどうなるかわかりませ

んけれども、実現できるのであれば、風対策も練って

いただきたい。 

防災道の駅にも指定されてこれから予算をかけて、

整備できる環境にあるわけですから、いい公園をつく

っていただきたいと思っております。 

もしかしたら作る前でしたら反対していたかもしれな

いけどもうここまで来たのですから、決して安くはない

予算を投入して、ぜひ長く使用できるようなものを建

設してほしい。 

先ほど村長が言ったようなビニールハウス的なものを

設置する意思があるのであれば、いつどのような形で

実現するのかを聞かせい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）：第７次総合計画につ

きましては、令和７年度までの計画になっておりま

す。 

第８次総合計画については令和８年度から。 

策定時期については、令和６年ぐらいから第８次に向

けて作業を進めていかなければならないというふうに

思っております。 

その中で、いろんな技術革新がありますので、普通

の一般家庭の菜園で使っているビニールではなくて、

全部の面積を東京ドームみたいようなビニールハウス

で覆うとなると相当莫大なお金もかかりますが、半分

は遊具施設の部分をビニールハウスにし、もう半分は

屋外の形にする。 

そして夏は両方使えて、冬はビニールハウスをかか

ったところだけで遊んでいただけるというようなすみ分

けをできるような形で検討できないかなと。 

今資料を集めて、管理型のごみ処分場というのがあ

るのですけれども、そういうところも大きな面積の中で、

半分シートをかけて、雨水が落ちない仕組みで水処

理施設を管理していくというような施設が主流になっ

てきておりますので、そういうことも含めながら、担当

部署と検討してまいりたいと思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：屋内の施設は早くて

も数年後になってしまうので、屋外の施設をできるだ

け環境にいいものにして、使っていただく部分に関し

ては、いいことではないかなと思ってます。 
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それは本当に現実できるのですか。 

確認しとかないと知らないと言われそうなので実現し

ていただきたいと思います。 

では、次の質問に移りたいと思います。 

築40年以上が経過し老朽化による改築事業が計画さ

れている学校給食センターですが、近年の建築資材

の高騰などにより、建設予算は大きくなると予想され

ます。 

しかし必要不可欠な施設であり、食育の推進や近年

の厳しい衛生基準を満たすための事業計画であると

考えますが、計画案において施設内に食育研修室

など住民が使用できる環境も整っています。 

この改築を機に、新規事業としてそのスペースを利

活用した食堂やレストランなど新たな事業を展開する

ことで、住民サービスの充実や地産地消の拡大に貢

献するものと考えます。 

さらに費用対効果の向上にも寄与するものであり、検

討する値があると考えますが、村の見解をお聞きしま

す。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさせていただきます。 

令和３年度で実施しております、給食センター改築

事業の基本設計において、食育研修室なるものを設

けた背景といたしましては、新施設への衛生管理徹

底上、調理室内での施設見学はできなくなることにな

りますので、研修室からの窓越しでの見学。 

さらには、カメラでの映像なども活用しながら、食育事

業の実施場所として活用していこうということを念頭に

計画したものであります。 

文部科学省からも栄養教諭を活用した食育事業の推

進が求められているところであります。 

この食育研修室を拠点として、活用していきたいとい

うふうに考えたものであります。 

また学校給食の調理場と別に小調理室の設置を計

画しております。 

総務経済常任委員会でもご説明させていただきまし

たけれども、給食センターで実施している学校の長

期休業期間中における学童保育事業への給食調理

を行う場所としての利用のほか、社会教育の事業とし

ての活用、そして一般の方々のサークル活動の場と

して開放するということも一応想定をしているところで

あります。 

必要最小限度のスペースの設置ということで考えて

いるところであります。 

議員の質問にあります、食堂やレストランなど新しい

事業展開というところでございますけれども、現在の

基本設計の段階でそのような実施を見込んだ設計に

はなっておりません。 

実施を前提とする場合、今行っている基本設計の見

直しが必要になってくると思います。 

施設の構造並びに衛生管理上の問題、施設内にお

いて外部者と給食調理員との接触は、厳禁というふう

になっておりますので、その点についても配慮が必

要となります。 

食堂事業を行う場合には、給食調理とは別に、専門

の調理員の確保などの新たな問題も考えられます。 

さらに高齢者を対象とした昼食提供事業としては、楽

楽心で既に事業展開がされておりますし、一般の村

民や不特定多数の方への飲食提供も新たに実施す

るということは、村内の民間飲食店への営業圧迫にも

なりかねないということの心配もありますので、私とい

たしましては、食堂やレストランとしての事業展開は、

考えておりません。 

避けたいというふうに今考えているところであります。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、教育長から説明

をいただきました。 

建設費の高騰などで予算をどのぐらいかわかりませ

んけれども、かなりのものになるのではないかと思っ

ております。 

それで必要最低限という言葉を使ったのかなという気

もしますけれども、これ仮に予算を考えなかった場合、

どんなことになるのかを私なりに考えさせいただきま

した。 

多分もう少し違う形になっていたのかなという気もい

たします。 

ただ予算での私の考えというのは、もちろん結構な額

が膨らんでくるのかなと。 

現状としては建築資材の高騰から見ていると思って
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いますけども、例えば私の頭の中で思い浮かんだの

は、民間の方が使えるスペースがありますよね。 

この食育研修室の活用をするところで食堂なりレスト

ランなり栄養管理が行き届いた食べ物を提供してい

ただけるのであれば、違う予算を引っ張ってこれるの

ではないかと考えました。 

私なりに調べさせていただきましたけども、ないわけ

ではないのです。 

いろんな省庁から補助金なりというものがないわけで

はないです。 

どの程度かというのは、その省庁によっては違います

がないわけではないです。 

そうすることによって、少しでも実現に近づいてくるの

ではないかという気がします。 

これを単体でやると、文部科学省か何か補助金だと

思うのですけれども、委員会の説明の中で言ったか

わかりませんが補助率ってどのぐらいなのですか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：補助率のご質問で

ございます。 

正確な部分を持ってきていないのですが、文部科学

省の補助は定率で約３分の１の限度額がございます

ので、実際経費の３分の１よりは、下回る補助金額と

いうことが想定されます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：仮にこれ３分の１とし

ます。 

３分の１の補助金をもらって、どれぐらいなのかわかり

ませんが、もしかしたら８億のものが10億なのかもしれ

ませんけれども、そのぐらいの規模ではないかと図面

を見させていただいた限りは思います。 

大きな事業です。 

これはあくまでも、私の考えです。 

そうなってくると、ほかの省庁から引っ張ってこれると

したら、その分コストは削減されます。 

これは単純な考えですから、それがどうなのかわかり

ませんけれども、そうなってくるとまた違う話になってく

るのです。 

それが実現できるとしたら、どの省庁の予算を使った

かわかりませんけれども、道内にもありますよね。 

たしか給食センターを使ってそういう事業を展開して

るというのが。 

私も知ってますけども、どの省庁のを使ったかのか文

部科学省のものを全部使ったのか不明ですけれども、

可能であるというふうな答えも私調べた限りではいた

だきました。 

ただ予算が膨らむから予算を削るというのではなくて、

私が１番言いたいのは、それすることによって地産地

消という部分で猿払にはホタテもあるし、サケ・マスも

あるし、毛ガニもあるし、いろんなものがあります。 

飲むことに関しては、おいしい牛乳もあるだろうし、い

ろんなものがあります。 

イチゴも栽培しています。 

いろんなものを地産地消の消費と考えたときに、自分

のところで何とかしなければならないだろうと。 

かといって民間の方に施設を使ってくれというのも限

度あります。 

これは、やろうと言ってすぐできるものではないです。 

もう一つ、先ほど教育長も最後におっしゃってました

けれども、地元の飲食店に云々というのは、私の考え

ですが、違うのではないかと。 

飲食店が減ってきたからこうなっているのであって、も

ともとはもっとたくさんあったのです。 

だんだん辞めていって、だからこんな話になるわけで

あって、たくさんあるのなら別にいいのですよ。 

それはそれで、ただないから言ってるわけであって、

それをどうしようかという部分に関して、それに肉付け

する逆転の発想です。 

飲食店を増やそうという考えも同時に考えていき、地

産地消も盛り込んで、なおかつ、予算に関しても、ち

ょっとでも削減できないかということを考えて上での質

問なのです。 

私も絶対にこうしろとは言い切りません。 

ただ検証していただく事はできないのかということを

お聞きしてるわけであって、総合的に含めてこの複合

施設をつくることに関して、どうせやるのは１本でいき

たいわけですよね。 

だけれども、可能なのであればそれはできるかどうか、

これをもし実現するのであれば、人材確保も必要で
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人件費もかかってくるでしょう。 

その人件費を払った上で、どれだけ利益が見込める

かは難しいですけども検証をしていかないと。 

できるかどうかというのはわからないわけです。 

ただそういうふうに関しては、皆さんはプロなわけで

すから、集計していく計算できるのではないですか。 

検証は今だからできるのです。来年度になったらもう

遅いです。 

今だから、どのぐらいのものができて、どのぐらいの収

益があるのか、人件費がどれぐらいかかるのかに関し

て、もしかしたら、かつかつなのかもしれません。 

だけれども、店舗のつくり方によっては、もしかすると

化けるかもしれない部分は私の中にはあるのですよ。 

まあ面倒くさいですけども検証をしていただくつもりが

あるのか。 

もっと言うと、図面を見せさせていただきましたけども、

どうせてやるのならそのスペースの部分を窓際に持

っていって、いつでもそれができるぞというものをつく

っていただきたいとかなと。 

今の段階では簡単で可能でしょう。 

考えていったらもしかしたら少しでも近づくのではな

いかという気がします。 

できないわけじゃない。もう、やってるところもあるので

すから、絶対やらないんだではなくて、できるかどうか

検証してみていただきたいので質問をしています。 

ですから教育長なり村長なり、ぜひ検証して駄目なら

駄目で考えればいいのです。 

早急にやっていただきたいと思うのですけども、どん

なものでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさせていただきます。議員もおっしゃるとお

り、給食センターのほかに、あそこの施設を職員が視

察したところは、１階が給食調理のスペースで２階に

食堂レストランというような取り組みをされている町も

ありまして、資料を調べたところであります。 

ただ、そこの町の人口、利用者の数を比べるとうちは

人口も少ないですし、どれだけの方に利用していた

だけるかというのも確かにありますけれども、まるっき

り検討していないかといったら、実は検討をしていて、

いろいろと視察に行った結果、現状うちができる可能

な範囲で基本設計を組ませていただいているという

のが実情であります。 

給食のメニューは給食の調理室内で作ることになりま

す。 

そのほかにも食堂レストランとなると、多くの給食以外

の別なメニューがあってそれを調理しなければいけ

ないと。 

正直今の設計段階でのスペースは、そこまでできる

面積ではないです。 

非常に小さい。それこそさっきもご説明しましたけど、

学童保育の食事をつくる最低限のスペースしか今の

ところは見ておりません。 

食堂にしてメニューに対して料金をいただく計画はな

いまとめを今のところさせていただいております。 

仮に食堂レストランという形態をとるとすれば、今の面

積では全然足りなくなりますし、さらに建設費は膨ら

んでいくかなということも十分予想されるところであり

ます。 

ただ、食堂レストランという方式はとれないかもしれま

せんけれども、毎日つくっている給食メニューを試食

という形で毎日というわけにはいかないかもしれませ

んけれども、希望される方に提供することは可能であ

るので、今のところはそういった方法もとれるかなとい

う範囲内での協議となっております。 

回答になってるかわかりませんが、以上そういうことで

す。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：教育長の立場として、

お察しはしますけれども、わかったようなわからないよ

うなお答えをいただきましたけど、実現できるのであ

ればぜひやっていただきたいと。 

検証もしたとおっしゃったけれども、私の知っている

道内のところは、結構町の中に飲食店がたくさんあっ

て、今はあまり人が行ってないみたいな話も聞いたこ

とありますが、最初はすごかったみたいです。 

ただ、いきなりそれをやるというのではなくて、今の図

面の中でいうと、２、30人ですか。 

いいところぎりぎり詰めても入れるぐらいのスペースは

あるのかなという気はしますけど、そのすばらしいレス
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トランをつくるとかではなく、とにかくそこで地元のもの

を消費していただきたいと。 

今の世界情勢も何か混沌としている中で、今いつどう

なのかわからない。 

輸出が滞ってしまったら村の税収も減るわけですから、

そういう部分を含めて輸出に充当するだけのものを

使えるわけではないのですけども、少しずつでも、自

分のところで作ったものは自分のところで食べましょう

というのが第１の考えであって、それは飲食店にもや

っていただいてますけどもできないと。 

実際問題、行政だからできるという部分もあるので

す。 

村長下向いていますけど、村長だっていろんなもの

を自分でやろうとして複合施設やら居宅介護施設や

らを自分でやったということもあるわけですから、行政

だからできる部分もあるので、設計段階ですけども、

できるものであれば、そっちのほうも設計しておいて

いいのではないかという気がします。 

住民の方にも数名の方に、こういうことをやったらどう

だと言ったら「おう、いい」と。 

他人事ですけど、みなさん言いますよ。 

そういうものを作るなと誰も言いませんから。 

問題は予算がかさむという部分であって、児童館に

給食という部分で。 

児童館ではないですよね、たしか。違いますよね。厚

生労働省なのかな。 

その予算を児童館に関しては、予算ついてますけど、

そうやって学校ではない部分に関してだって、供給

するわけですから、省庁ひとつになって、違うものつ

くったって別にいいのではないですか。 

複合施設と言われてるのですから、そのままに関して、

スパッと切るのではなくて、可能性を残しておいてい

ただきたいというふうな感じはします。 

お金がかかってしょうがないというのであれば、もう諦

めるしかないわけですけれども、今だからできるという

部分に関して検討して、もしくは検証をしていただき

たいと思いますけども、教育長に言っても同じ答えに

なると思うので、村長、どう考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：令和３年度について

は基本設計、令和４年度については実施設計という

ところで当然全体的に私も詳しく図面をみたり、研修

や視察に行ったわけではございませんけれども、私

も実施設計の中で見直しをしてほしいなというところも

先日、教育委員会のほうにも伝えておりますので、で

きるかできないか、議員も絶対できるとは思わないと

いうことですので、実施設計の段階で検討するという

部分については、しっかり検討していきたいというふう

に思います。 

教育長の決して否定的な答弁ではなくて、今ある現

状の中で非常に厳しいではないかというような答弁で

ありますので、ただ実施設計の段階で検討することは、

やっていきたいというふうに思います。 

当然地産地消という部分については、議員おっしゃ

られたとおり、うちの村には多様な食材があります。 

議員のおっしゃってることと若干ずれるかもしれませ

んけども、楽楽心のほうで食事の提供を高齢者の

方々と一般の方々に期間限定で、高齢者は毎日で

すけれども、一般の方々については月何回かという

形の中でやっております。 

今回の機構改革の中で栄養管理係を設けます。 

その中で、できれば夏休みや冬休みを利用して子ど

もたちに食事を提供したいなというふうに考えており

ます。 

子ども食堂とはちょっと大げさかもしれませんけれど

も、安価で子どもたちに食事が提供できないかと。 

中華の一流シェフも採用したわけですから、人材を

使いながら提供していきたいと思っておりますのでご

理解をお願いしたいです。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：私も100パーセントど

うしてもしなければならないものではないです。 

先ほど言ったように結構な予算がかかるわけですか

ら、せっかく新しい公共施設つくるのであれば、いろ

んなものを肉付けして、２言目には施設をつくるとき

に複合と言われてるわけですから、もし、１つ２つでも

実現できるのであれば、今だからできる設計段階で

検討、検証していただきたい。 

どのぐらいの人員が必要で、どのぐらいの予算がか

かるかとかいう部分も、ほかの省庁の予算も引っ張っ
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てこれる可能性があるわけですから、検討してみる価

値はあると思うのです。 

うりとして地産地消、もしくは栄養管理が行き届いた

食事を提供して、先ほど教育長が言ったように小さい

ことでもいいですからやっていただきたい。 

見込めるのであれば、もっと事業を拡大すればいい

わけです。 

設計の段階でやらないと、後からと余分な予算がか

かってしまうので、どっちでもできるように見直してい

ただければ、すぐに考え方を変えていけるのではな

いかと思っておりますので、検討のほうをよろしくお願

いしたいと思います。 

最後の質問に移りたいと思います。 

来年度から実施されると見込まれる開村100周年記

念事業は、本村の100年の歴史を内外に示すもので

あり、事業を通じて、過去の歴史、現在の状況、未来

への展望を明らかにする絶好の機会と捉えています

が、記念事業の実施規模やどのような形式で行われ

るのか。 

現時点での計画の概要とそれに先立って行われるプ

レ事業の内容などをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

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。 

昨年の11月に、私を委員長とし副村長と教育長を副

委員長、各課長職を委員として構成する猿払村開村

100周年記念事業実行委員会を開催し、職員からプ

レ事業の募集をしたところ、延べ17事業の提案があり、

翌12月の実行委員会にて事業の選定をしたところで

あります。 

プレ事業としては、４つの事業を計画しており、まず１

つ目は、開村70周年のときに役場庁舎前の敷地に埋

立てたタイムカプセルを掘り起こし、次年度に公開す

るための準備を進める予定としております。 

２つ目は、開村100周年を事前に周知するため、牧草

ロールの側面にカッティングシートを張った掲示物を

さるふつ公園内の国道側に設置するほか、役場庁舎

の敷地内にも懸垂幕を掲げる予定としております。 

３つ目は、村章バッチ300個を作成し職員へ配布する

予定としております。 

４つ目は、観光大使の世永聖奈アナウンサーに出演

していただき、ＨＢＣテレビの土曜日または日曜日の

夕方30分番組を作成し、開村100周年の周知のほか、

村の紹介や観光ＰＲ、ふるさと納税返礼品の紹介等

をしていただく予定としております。 

これらの事業費としまして、当初予算において410万

円を計上させていただいておりますが、財源につきま

しては、北海道の地域づくり総合交付金と開村100周

年記念事業基金を予定しております。 

また来年の記念事業につきましては、記念式典、記

念誌の制作、高齢者の表彰などを予定しております

が、その他の事業につきましては、本年６月ごろまで

に。今日、中学生の方々が傍聴に来ておりますけれ

ども、小・中学生を含めた村民からアイデアを募集す

る予定であり、その後提案いただいた事業内容を検

討して、秋までには事業内容を決定したいと考えて

おります。 

議員の皆様にも事業計画案がある程度まとまった段

階で、検討内容をお示しし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）：これ100年に１度です。 

90周年もやりましたけれども、100年に一度ですから、

逆に100周年にいる我々しかできないことなのです。 

言ってみれば、今ここにいる人にしかできない事業で

あって、ぜひ尻すぼみにならないような事業をしてい

ただきたいと。 

もう一つ、今日は傍聴に来てますけど、子どもたちが

猿払村を誇りに思えるような事業をつくっていただき

たいと。 

この機会にもっともっと、猿払村を知ってもらって猿払

村がこんなに明るい未来があるのだぞというものを示

していただかないと。 

また子どもたちは中学、高校卒業したら地方に行っ

てしまうのではないかと。 

成人式のたびに私はいつも思いますけども、猿払村

を何とかしたいという子どもを育てていくためにも、こう

いう100年周年記念事業の中で、伝えていっていた

だきたいと。 
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もちろん我々一般住民も猿払村はやっぱりいいなと

言ってもらえるような事業展開して欲しいと思ってま

す。 

プレ事業は大体わかりましたけれど、その概要も出来

次第聞けるのかなと思います。 

来年の話ですから今から計画を練って、議会にも示

していただきたいなと思っております。 

最後に一言だけ村長に答弁もらって終わりたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：本当に心に残る100

年記念事業という形にするためには、我々行政側が

積極的に関与することも必要ですけれども、村民の

皆様が一緒に考え参加していただけることが皆様方

の声が残る100周年記念事業になるのかなと思って

おります。 

ですから我々も提案しますけれども、小学生、中学生、

いろんな方々からご提案をいただいて実現なるという

ことは当然、子どもたちや一般の方々の心にも残るで

しょうから、ぜひ、そういう記念事業にしていきたいと。 

ありきたりな記念事業よりはもっと奇抜な記念事業に

なったほうがいいのかなと。 

そのためにもこのコロナウイルスの感染拡大を何とか

収束なればいいなと心から願っておりますけども、中

学生の皆さん、いろんなアイデアを出していただけれ

ばありがたいなというふうに思います。 

ご協力をお願いいたします。 

以上です。終わります。 

○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５６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。 

２番、森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：それでは通告書に基づ

き、進めていきたいと思います。 

増え続ける起債残高と減り続ける基金残高と題し、一

般質問に入ります。 

令和４年度一般会計予算において、村税及び普通

交付税は、前年度に比して大幅な増額計上がされて

います。 

しかしながら基金の取り崩しは、令和３年度とほぼ同

額が計上されています。 

令和３年度は普通交付税の増額により、余剰金を減

債基金と福祉のまちづくり基金に積み立てる補正計

上がされていますが、これは一過性のものではない

かと思っております。 

また令和３年３月には、５か年計画となる第４次猿払

村行財政健全化計画が策定され、具体的な取り組み

が進められていることと思います。 

これらを踏まえ、質問をいたしたいと思います。 

まず１項目目として、令和４年度予算のどこに計画が

反映されているのかということで記載しておりますが、

実際のところ昨年３月に同じような質問をしておりま

す。 

私が求めたかったのは、本来であれば令和４年度の

予算で新たに設けられた部分ということを質問したか

ったのですが、答弁書はもうできていると思いますが、

その辺をもし反映いただけるのであれば、そのような

説明を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）：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。 

令和３年度と４年度と継続の部分についても一緒に

答弁させていただくことになるかもしれませんけれど

も、ご了解をお願いしたいと思います。 

第４次行財政健全化計画に基づく取組項目のうち、

新年度予算に反映している項目につきましては、令

和３年度からの継続分と令和４年度分の新規を合わ

せまして、10項目で2100万円程度の財政効果となっ

ております。 

その内容としまして、令和３年度からの継続分につき

ましては、浜鬼志別保育所の統合や村営プールの

休止、管内出張に係る日当の廃止など８項目で1280

万円。 

令和４年度からの新規項目では、生活改善センター
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の廃止や福祉タクシーの運休日の増など４項目で

820万円となっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：今の答弁ですと新たに

令和４年度から執行される分としては820万円程度の

削減しかなってないということでよろしいですね。 

その前にちょっと言いたいことを言わせていただきま

す。 

第４次行財政健全化計画の目的に厳しさを増す村の

財政事情や社会環境の変化に伴い、複雑化高度化

する諸課題に対し、限りある行財政資源、職員、資産、

資金、情報を効果的、戦略的に活用しながら、少しこ

の辺を省略します。 

途中からいきますが、年度ごとに進行管理及び検証

を徹底して、実効性の高い計画を目指すとあります。 

令和３年度はまだ終了していませんが、この各年度

の執行管理の検証、これは行われているんでしょうか。

今で言えば、まだ終わってない令和３年度になります

が、その検証が終わっているかどうか。 

お聞きしたいと思います。 

○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）：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３年度は終了してございませんが、行財政改革

推進本部の開催についてです。 

５月10日に１回目、２回目は８月２日、３回目が11月８

日で４回目が２月７日ということで４回開催しておりま

す。 

その中で令和２年度の検証を１回目で行っておりま

す。 

令和３年度の検証については、まだ年度途中なので

終わっておりませんが、中間という形で２月７日に検

証をしております。 

また令和４年度における取組内容の効果等を各課の

令和４年度の計画を含めて検証シートを出していた

だいて、検証し共有を図っ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）：今の答弁ですと、令和３

年度分は中間でしかやってないと。 

実際の数字は全く見えてきてないわけです。 

本来的に、令和４年度予算の編成をするためには、

令和３年度の検証はある程度やっておかないとでき

ないのではないのかなと思うのです。 

なおかつ策定にあたり、専任の補佐がいたが策定終

わったらいなくなる。 

そういった体制でしか行われていない。 

この辺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）：ただいまのご質問

にお答えをさせていただきます。 

まず専任の補佐の関係の部分でございますけども、

計画ができて必要がなくなって異動したわけではあり

ませんし、計画ができた以上、あとは担当課のほうで

それぞれが検証しながらやっていくということが必要

だというところでございます。 

実際に令和４年度の予算を考え方のときに、中間で

行ったというところも、実際に担当課長が説明したよう

に４回の行革推進本部を開催して、この中で令和３

年度の中間あるいは、令和２年度の総括をしながら

検証したわけでございまして、令和４年度の分につき

ましては、できるものからできるだけ早く進めようという

ことで、今回の予算に反映をさせていただいておりま

すけども、見直しの中で村民にかかる負担などが項

目の中にも結構ありますので、慎重な議論を庁内で

していき、そして議会の皆様へお示しをし、委員会の

ほうにもお示しをしないといけないということで、少々

時間はかかっておりますが、そのような考え方で行財

政改革の計画を進めているところです。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：ただいまの答弁で、でき

るものから村民負担は慎重にというお考えでしょうが、

実質最初の答弁で、令和４年度820万円。 

これは改善センターの廃止がほとんどですよね。 

そのほかにある程度なのは全く、全くと言ったらおか

しいけど、大して含まれてないのではないかと思われ

ます。 
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さっきも言いました目的の中に厳しさを増す村の行財

政事情これが、最大の目的ではないかと思うのです。 

厳しい財政、毎年何億も基金を取り崩さないと運営が

できないと。 

そういった財政をいかに健全化するのかが目的だと

思うのです。 

もう２年目になるのに、まだこの程度しかできてない。 

本当にやる気あるのでしょうか。 

○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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

行財政改革の部分については、基本的には議員さ

んおっしゃるように、持続可能な財政運営の健全化、

組織運営への強化、あるいは業務の効率化、適正化、

村民サービスの向上というこの４つの部分でくくられ

ているわけでありまして、当然その中には今回の予算

の中には反映されてないかもしれないですけれども、

基本的な持続可能な財政運営の中では、職員住宅

部門の見直しあるいは公用車のエコカーの促進、い

わゆる保育料の見直し、補助金の健全化、公共施設

の管理の在り方と財政的にはプラスマイナスになる部

分もありますけれども、村民サービスの向上でいうと、

保健福祉、特に検診などの関係で、がん患者もほか

よりは多いというところもありますので、その辺の健康

管理の部分で補助金や使用料の見直しも含めて、医

療費の適正化に向けて負担をなくしていくとか、いろ

んなことを想定しておりますので、あくまでも議員さん

おっしゃるのは財政運営のところではどうなんだいう

ところで、理解してますけども、総体的な４つの行財

政改革の目標を達成するために、この計画を進めて

いることでありますので、決してやる気がないとか、そ

ういうことではないということは、この場で申し添えた

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）：今、副村長が４つの項

目に基づいて行ってると。 

何回も言うようですが、行財政じゃなくて財政がメイン

なのです。 

職員の能力向上と組織運営の強化、業務の効率化

適正化、村民サービスの向上、これらがありますが、

これは後づけでしかない。 

この財政が伴わない限り、一定程度の財政を確保し

なければ何にもできないのではないですか。 

その辺が全然見えてこないのです。 

ただ言ってるだけ。このために行財政改革をやらなく

てはいけないと思うのです。 

実際のところ取組項目を見てても、どれだけ財政支

出を減らせられるか。 

そちらのやられていることは、増やすことしかやってな

い。 

何か建てれば当然ランニングコストがかかる。それは

どこから捻出するのですか。 

だから行財政改革を行って、削って、その削った分を

こっちへ持っていく。そういうことならわかります。 

その辺が全然見えてこないというか、私に言わせれ

ばやってない。そういうふうにしか見えないのですが、

どうお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にお答

えをしたいと思いますけども、基本的に建物の部分と

かについては、保育所の関係は住民の皆さんにもご

理解いただいて、統廃合をさせていただいたと。 

その上で子どもに環境のいい、保育環境を整備させ

ていただいたというところもありますし、基本的に公共

施設の関係については、もう築40年、古いものでは

50年を経過していると。 

まちづくりの再編の時期ではないかなというふうに思

います。 

これについては、必要なものを必要な形で改築をす

る、新築をするということは、現在必要なんではない

かというふうに思っております。 

無駄な部分を建てて建設しているわけではございま

せんし、基本的に削減した部分については、他の事

業を考え財源充当をしながら、村づくりをしていくとい

うところは、議員の言ってるとおりだというふうに思い

ますし、私どもも努力をしているつもりでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：副村長の答弁で、古く
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なったものを必要最低限更新しないといけない。 

当然、統廃合も必要になる。 

中には、生活改善センター、村営プールの取り壊し

に向けた動きは当然だと思います。 

その分で財源は減ります。ただその前に取り壊して、

財源が出てくるとその辺は、起債でも何でもやるので

しょうけれども、そのあとのことは、行きあたりばったり

で財政を組んでいるというふうにしか思えません。 

これ以上言ってもしかたないと思いますので、次の質

問に行かさせていただきます。 

行財政健全化推進計画の中に、起債発行の上限を

単年度４億円とされていますが、いつになれば達成

できるのか、ちょっとその辺のお考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現時点での見通しと

しましては、令和５年度は、学校給食センター改築事

業などの大型事業の実施を予定しておりますことから、

一般会計で10億円程度の起債発行が見込まれてお

ります。 

また令和６年度は、同じく５億1000万円程度。 

令和７年度は６億1000万円程度の起債発行をそれぞ

れ見込んでいる状況であり、住民生活の向上のため

には必要不可欠な事業もございます。 

しかし後年度の公債費発行が財政の硬直化につな

がることから、起債発行額が公債費償還額を上回ら

ないことを念頭に、令和６年度には行財政健全化計

画に掲げております、４億円程度の起債発行額に抑

え、健全な財政運営に努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）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：今の令和４年度で５億

円程度というように聞こえたのですが、それで間違い

ないでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：お答えをさせてい

ただきます。 

今、村長答弁として令和５年度の一般会計で10億円

程度の起債という形でご答弁をさしてもらったと思うの

ですけども、よろしいでしょうか。令和５年度ですね。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：とりあえず、その前に確

認させていただきたいのですが、単年度平均と令和

３年度から令和７年度、この計画期間の５年間でよろ

しいでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：お答え申し上げま

す。 

平均というのはおっしゃるとおり、計画期間内の５年

間の平均ということで載せてございます。 

あと細かい部分ですけれども、４億円というのは投資

的経費に関わる起債発行ということで位置づけしてい

まして、このほかに実際は、臨時財政対策債とソフト

事業過疎のソフト事業というのがあるので、そこは切

離して一応４億円ということで整理をさせていただい

ております。 

○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

経常的なものは含まないという考えですか。 

なんていうのだろう。投資的経費で４億円という考え

でよろしいですか。 

計画を見る限り、その部分は一切書いてません。 

ただ、４億円しか書いてない。今の状況を見るとどう

考えても、４億円を下回るなんてあり得ないような実

際の起債の借入れです。 

村長、10億円積みましたよね。令和６年度が５億1000

万円。ずれているのかな。 

７年が６億1000万円。 

実際に令和４年度は、予算でいくと７億6000万円。 

このくらいの起債発行になってるはずなのです。 

これがどの部分まで４億円になるのか。その辺をはっ

きりさせてください。 

○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、お答えいた

します。 

先ほども申しましたとおり、４億円という部分の考え方

ですけれども、臨時財政対策債、過疎ソフト事業につ

いては除いているということで申し上げました。 

ただ計画にそういう旨では書かれていなかったという

ところでは、事務方の不手際というか、きちんと言葉
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で入れて載せておくべきで誤解を招いてしまったこと

に関しては、お詫びを申し上げたいと思います。 

令和４年度の起債発行額総額７億6430万円ということ

なっておりますが、そのうち、先ほどの定義に照らし

た場合は、令和４年度は６億7400万円という形になり

ます。 

また村長が答弁申し上げました令和６年度と令和７年

度分の数字につきましても、同じような考え方でこの

ほかに、先ほど言いました臨時財政対策債等が含ま

れるという形になります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：単純に先ほど答弁あっ

た、令和５年、６年、７年度、今言われたようなものも

含めて、どう考えたら単年度平均４億円になるのでし

ょう。 

誰が見てもおかしいかなと思うのですけど、なぜ４億

円なのか。その辺を教えてください。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：４億円の根拠です

けれど、公債費の毎年の償還があると思うのですが、

それがここ数年、５億円前後というか５億円台で推移

をしています。 

先ほどの言った臨時財政対策債を含めても、単年度

当たりの償還額を上回らないような借入れに抑えて、

残高を増やしていかないような財政運営に努めると

いう意味で４億円という目標を設定させていただきま

した。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：現在の償還額は５億円

程度と。 

上回らないために４億円にするということですが、実

際はこれ以上借りてますよね。何のための計画なの

ですか。 

はなからできないのはもっと、違う数字にすればいい

ですし、ついでに言いますけど実際、起債をこれだけ

借りて、なおかつ純然たる借金である債務負担、これ

だって、特定財源がある職員住宅を外したにしても令

和４年度で8300万円、これだけ実際に借金してるの

です。 

借金が膨らむばっかりではないですか。 

５年先はまだしも10年先を見通せというのは、不可能

というか難しいでしょう。 

しかしながら村の財政がどう転んでも５億円、10億円

増えるなんて、そんな考えられないと思うのです。そ

の辺のギャップがありますがどうなのですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきます。５年、10年先の村の一般財源について、

現時点で推計するのは、平均をとればできるのかもし

れないですけれども、正確な額というところは難しい

です。 

また４億円の部分については先ほど総務課長が言っ

たとおり、基本的に借入れの返済を含めた範囲内で

計画を想定しておりますけれども、いかんせん、改修

の工事等も当然出てきてる中で、目標達成を目指し

ますけれども、基本的には令和６年度くらいをめどに

目標の数値を近づける、あるいは下回ることを念頭に

ありますけれども、いろんな事業が突発的に出てくれ

ば、村民生活に影響を与えるのであればやらなけれ

ばいけないというところは私どもも押さえております。 

基本的には令和５年度の10億円の借入れのところに

ついても、いろんな大規模改修などを令和５年度に

やらなければいけないのかというところも議論をして

おります。 

この計画の４億円にできるだけ近づけていくかあるい

はそこを目標にしなければ、５年、10年先の村政運営

がゆるくなくなるというところは、私どもも理解をしてい

るところでございます。 

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）：やらなければならないこ

とが出てきた場合はそのときの判断によるでしょうけ

れど、令和５年度、６年度で４億円に近づける。 

でしたら４億円を下回ることを目途とするというような

書き方をすればいいけど単年度平均です。単年度平

均４億円ということは、４年の平均で４億円ではないの

ですか。 

誰が見てもそう思わざるを得ないのです。 

それからすると４億円なんてとんでもない話でしょ。５
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億円、６億円そのくらいまでいってしまうです。 

今のは計算しておりませんが、借金はどんどん膨らん

でいる。その辺最後答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきます。 

持続可能な財政運営の具体的な取組事項について

４億円のところが上限設定というような形で書いており

ます。 

この４億円と書いた分については先ほど申し上げた

趣旨を念頭に置いているもので、そこがわかりづらい

ところがございますので、今後の建設事業あるいは修

繕事業の見通しの計画についての書き方を修正させ

ていただきたいと思います。 

先ほども申し上げましたけども、令和６年度で各事業

を本当に当該年度でやるかどうかについては、財政

上の推計も見ながら、返還、返済の５億円程度を下

回るような形を念頭には置いていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：今の答弁ですと令和６

年度あたりに達成する方向のような話ですけれど、別

に私は、この４億円守る必要はないと思うのです。 

ただ一つ言えることは、予算でいきますと、基金の取

り崩し、これはほとんど変わってないのです。 

なおかつ借金が増えている。 

借金が増えたことで基金の取り崩しも減った。それな

らまだわかります。そうではない。 

さっきも言いましたけど、令和３年度において普通交

付税の留保が２億５千万円程度できて基金を積み立

てた。 

これはまた後の質問に入ってますからここでやめて

おきますが、その程度の財政運営なのです。 

何ら変わってない。増えるのは借金。 

実際に借金総額を調べたのですが、令和４年度の見

込みで、59億円ですか一般会計。 

それに特別会計を含めますと65億円近く、ここまでい

っちゃう。 

以前、私の質問で総務課長が負担のツケ回しではな

いと言葉が出てこないけど、要はみんなで負担しても

らう。 

そのための後送り、負担の公平だったか何かそんな

言い方されましたよね。 

これで見る限り、単純に後世に残していく。 

どんどん積み上がっている。そういった状況でしかな

い。 

これをいつかどこかで断ち切らない限り、何度も言い

ますが、財政は立ちいかなくなる。 

そういうふうに思うのですけど、本当にこのままで大丈

夫なのですか。 

○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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

確かに議員おっしゃられるとおり、令和５年度の村債

の残高については65億程度というふうに、現状では

推計をしておりますけれども、現状は先ほどもご答弁

をさせていただきましたけども、建物を含めた給食セ

ンターあるいは保育所などいろんな工事の改修が出

てきていると。 

これは申し訳ないですけども、改修内容を何年もの

間、我慢してきた。 

改修事業ではもう余儀なくされたものをも含めて負担

が出てきているところだと思っております。 

これについては、令和４年度の起債も見ていただけ

ればと思いますけれども、決して後世に負担を残して

無駄になるようなものを起債事業として上げていると

いうふうには思っておりませんので、その辺も申し添

えたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：確かに将来的に無駄に

ならないとおっしゃいましたけど、無駄にならないもの

で後世に借金を残すのか。 

借金増やすだけ増やして、何かおかしくありません

か。 

一時的に何もしないで減らしたっていう時代がありま

した。 

それでやっと財政が健全化されてきたという部分があ

ります。 

ところが箱ものを建てるだけで、本当に財政の立て直
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しやる気あるのですか。 

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）：過去の話はもう、どう

でも僕もいいと思ってます。 

ただ我慢してきて財政の平準化というか、財政がある

程度立ち直ってきたところで、改修、修繕を我慢して、

そのツケを後世に先送りするのか。 

それでも今どうしてもやらなければならない公共施設

等はいろいろあります。 

無駄なものではなく、住民や子どもたちに我慢しても

らって、統合や廃止をしたりするような施設が多々あ

ります。 

今何もしないのであれば、生活改善センターをその

まま運営すればいいですし、プールも直して運営し

ていけばいいです。 

だけれども、そこに投資をするだけの寿命がないわけ

です。 

だからどこかで誰かがまちづくりのために更新をして

いかなければならない。 

それがここ数年の間に決断をしなければならない時

期だと私は思っております。 

確かにいろんな起債をしたり借金をしたりすることもあ

ろうかと思います。 

その部分については、住民皆様にご理解いただきた

いというふうに思っております。 

これから学校給食センターについては、アレルギー

の問題など様々な形があります。 

今の施設では当然対応ができません。 

そういう対応できるような施設を造っていかなければ

ならない。 

保育所の部分については、浜鬼志別の保育所の子

どもたちに我慢をしてもらって鬼志別まで通園しても

らいながら、保育をさせていただいております。 

その中で保育環境をしっかり整えていかなければな

らない。 

さらに学童保育についても、保育所の園児の人方を

優先してしまいますので、新たに児童館を建て、基礎

学力向上のために猿払村未来塾を開設した中で、こ

れから進めていかなければならない事業は、私はあ

ると思います。 

村民の皆様方には、借金ばかりというふうにあるかも

しれませんけれども、これから必要な事業が出てくる

と思います。 

その部分については、住民の皆様や議会の皆様に

説明をしながら進めていきたいと思ってもおりますけ

れども、行財政は決して我々の手を抜いてやってい

るわけではなくて、必死になってやっております。 

ただ、限界もあるというのは、理解をしていただきたい

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）：私は全てを駄目だと言

ってるわけではないです。 

それはご理解願いたいと思います。 

ただ新しく事業をやる。最低限の建設コストは、将来

的に起債で負担を軽減していくという方法がとられて

いる。 

しかしながら、ランニングコストがかかってくるので、ど

んどん財政は締めていく。 

そういう部分があちこちで見えてきています。本当に

そこまで考えてるのかな。借金が増え負担も増える。 

当然、給食センターは必要です。 

誰もやめろとは言っていない。教育委員会のほうでも、

必要最低限、コストのかからない設計にする。 

これはこれで頑張ってくれています。 

しかしながらそうでもなさそうなところもみえてる。 

中には、また今後どう運営するのか、これから詰める

とか、この前の予算説明の中でそういった説明もあち

こち見られます。 

そこまで考えて計画をした上で、ものをつくるとかを本

当になされてるのか。されてませんよね。 

そんな状況でよく財政運営やってると言えますよね。 

村長は去年の私の質問で私は政治家だとお答えに

なりました。 

確かに政治資金規正法では、我々も含めて選挙で

選ばれる人間は政治家になります。 

ところが実際は国会議員や道議会議員ではなく、市

町村長たるもの行政マンでなくてはいけない。 

政治をやるのではなくて、しっかり行政をやって村を

守ると。 
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村民の将来を守る、それが使命だと思うのです。 

その辺本当にどう考えているのか再度お答え願いま

す。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：議員の目から見て私

をそういう目で見られているのかもしれませんけれど

も、私としては前回の答弁というとおり、村長がどうい

う立場なのかという質問で政治家と答えさせていただ

きました。 

一方で村長として、猿払村の長としてそれを議員に

言われるまでもなく村民の生活の安全や命の安全安

心を守るということは、これは私にとっても議員にとっ

ても一緒ではないですか。 

それはあえてこの場で言われる必要ないと思いま

す。 

そのために僕も一生懸命進めてまいりたいと思って

おります。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：村民を守ると言いながら、

行財政推進計画の中には村民負担の見直し、保育

料の見直しとか、これは安くするための見直しです

か。 

それとも値上げするための見直し、どちらなのでしょ

う。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：そういう負担の関

係の部分につきましては、当然プラスになるあるいは

マイナスになるというところも含まれると思います。 

先ほど申し上げたとおり、住民生活に影響を及ぼす

ような使用料だとか補助金だとかそういうところの部分

については、慎重に検討している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）：今の答弁ですと住民を

守るために使用料等については、すぐに見直さない

というような言い方ですが、将来的に財政が厳しくな

ると見直して上げていかざるを得なくなる。 

これは誰が考えても言えることです。 

何回も言いますが猿払村は収入を簡単に増やすこと

はできません。 

村税が漁業の衰退あるいは盛況により増減はしま

す。 

たかだか２億円、３億円程度だと思うのです。 

令和４年度は村民税が２億円程度ですか、増額にな

ってます。 

ところが２億円増えても単純に村の歳入は２億円増え

ません。 

その分交付税が減らされる。 

増えた分75パーセントが削られるから実際に25パー

セントぐらいしか増えない。その程度でしかない。 

ちょっと脱線しますが、本年度の交付税の予算額を

かなり増額でみています。23億円か。 

特別交付税も含めて2021年は、特別交付税が決定

しませんが、今のところ24億円。 

令和４年度対比で令和３年度に対して令和４年度は

１億1000万円程減る。 

たまたま去年の８月の交付税の確定にかかる行政報

告を錯誤で3900万円入ってきている。 

この錯誤分は単年度分ですよね。 

令和２年度に交付されるべきものが令和２年度に入

ってなかったということで、令和３年度に交付されてい

ると。 

そうするとここまで増えない。 

村税が２億円程度増えると１億5000万円ぐらい減る。 

それを考えると見過ぎかなと思うのですけど、答弁で

きるのならお願いします。 

できなかったらいいです。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５０分 

再開 午後 １時５３分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を続

行いたします。 

一般質問を続行いたします。 

中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：はい、お答え申し

上げます。 

令和４年度の普通交付税の積算についてですけれ
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ども予算計上額20億7780万円ということになっており

まして、議員おっしゃるとおり昨年、交付決定額と比

較いたしますと１億1800万円ほどの減額というふうに

なっております。 

実際の普通交付税の決定は７月になりますので、今

の時点での見積りというのは、概算で多分に変動す

る要素がありますけれども、基本的には見過ぎないよ

うに示された伸び率だとかありますけれども、そこから

は一定の部分を抑えて予算計上しております。 

基準財政需要額については4000万円ほど見て減額

して見ているということになりますが、議員がおっしゃ

ったとおり、錯誤が昨年度3900万円ほどありますので、

それを除きますと200万円程度のほぼ横ばいで、結

果的には抑えてみています。 

それと基準財政収入額ですけれども、５億2270万円

ということで前年度比3600万円程度減額ということで、

議員がおっしゃった村税収入の増収に対する交付税

の算入というのは、基本翌年度になりますので令和４

年度に課税される市町村民税については令和5年度

の基準財政収入額に基本的に算入されるということ

で、そこで１年のずれがあるというところでご理解いた

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）：総務課長の説明でとり

あえず私が１年勘違いしてたということので、それは

申し訳なく思っております。 

いずれしても今の質問は、通告にはなかったので申

し訳ないです。 

最後の３問目にいきます。 

特定目的基金はいつまで運営できるのか答弁願いま

す。 

このまま最初にも言ってるとおり、令和３年度分は減

ってない。２億５千万円のふるさと基金が入るから、４

億円近く積んで約３億9000万円か、若干プラスにな

ってるということでありますが、この分は置いといて相

対的にということでお考えください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：相対的にということで、

この４年間という形の中で答弁させていただきたいと

思います。 

今後の４年間で約７億円が減少する試算ですが、こ

れは地方交付税の一定の減額を見込み推計を行っ

た結果であります。 

地方財政を取り巻く状況は不透明な状況であり、これ

だけをもって判断するのは難しい部分でありますが、

基金は万が一における備えといった役割もあります

ので、いずれにしましても基金への依存度が高くなら

ないような財政運営をしてまいりたいと思っておりま

す。 

しかしながら本村のように財政基盤が脆弱な小規模

自治体にとっては、地方交付税の動向で影響を受け

る部分が大きく、地方の努力にも限界があると感じて

おりますので、地方財政の実態を鑑みて、私も国に

対して地方交付税総額の確保について、継続して求

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）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：ここで脱線するかもしれ

ませんが、令和３年度の補正で減債基金に３千万円

ほど積立ててます。 

この理由をもしよければ教えていただきたいと思いま

す。 

ここでなくても予算の中でもよかったのですか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：お答え申し上げま

す。 

今、手元に資料がないので正確ではありませんが３

千万円程度、令和３年度普通交付税の追加交付が

年末にされております。 

その中の内訳としては、臨時財政対策債の償還費と

いうことで、本来であれば翌年度以降、その償還額が

普通交付税に措置されるのですけれども、今回に限

り一括して普通交付税の中に含まれて交付されたこ

とで国からの通知文とかを見ますと、今回１回きりで

交付するので、逆に言えば翌年度以降はその分は

措置しないということになるわけです。 

そういうことで将来の負担、償還に備えて積み立てを

しておくことが望ましいとありましたので、交付措置措

置額と同額を減債基金に積み立てて、将来の償還費

に充てるため計上させていただいております。 

大体今回の臨時財政対策債総額の大体３割ぐらい



- 18 - 

が交付されておりますので、後年度の償還にその基

金を充てるというような形で考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：すいません。 

突然の質問をお答えいただきありがとうございます。 

取りあえずは、減債基金の３千万円分については、

以降の臨時財政対策債の償還に大手を振って振り

向けることができるということでよろしいんですね。 

ありがとうございます。それでは本題に戻ります。 

ふるさと応援基金積立令和２年度決算で１億6800万

円。 

令和３年度の見込みでは１億4400万円。 

令和４年度は1億1500万円と減少し続けてます。 

先ほど村長の行政報告にありました、ふるさと応援基

金の２月末の収入が２億4000万円程度です。 

ということは50パーセントですから１億2000万程度し

か基金積み立てできないということになると、かなり財

源が足りなくなり、積み立てがその分目減りします。 

このように、ふるさと応援基金がどんどん減っていく。 

それに合わせて、福祉のまちづくり基金も令和３年度

において、何度も言いますが普通交付税等の留保に

より２億2600万円ほど増額計上、積み立てをしている。

これは、うれしいことですよね。 

しかしながら、令和４年度においてほぼ取り崩し、決

算終わってみないとわかりませんが、残りは3000万円

程度の見込みとなります。 

ほかにも今の状況でいきますと、令和５年度でＪＲ天

北線代替輸送確保基金、協議の中で打ち合せをし

て負担の減額に向けた取り組みをされるということで

すが２千数百万円しかない。これで足りるのか。 

令和５年度の積み立てが令和４年と同程度と仮定し

て、令和５年度の予算編成においてはほぼ全額に当

たる。 

基金の取り崩しを行わないと予算が編成できない可

能性があります。 

特に福祉のまちづくり基金、これは間違いなく足りな

くなる。 

そうなると財政調整基金、ふるさと応援基金が1億数

千万円、また同額見込めるというようであればまた、

その分も取り崩せば何とかなるかもしれませんが、か

なり財政調整基金に頼らざる得なくなるような危険性

になると思うのです。 

２年、３年の先を見通せというのも言い過ぎかもしれま

せんが、その辺も踏まえて将来的に見通しは立って

いるのかどうか。 

改めて、お伺いします。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：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。 

ＪＲ天北線代替輸送確保基金については、議員おっ

しゃるとおり令和５年度に残高がゼロになる見込みを

しております。 

また福祉のまちづくり基金についてもこのまま段階だ

と、令和５年度で残高がなくなるというような形にはな

っています。 

いずれにしてしましても、ＪＲ天北線代替輸送確保基

金の問題については、今議論をしていますし、福祉

のまちづくり基金については、どうしてもなくしてはい

けない施設でございますから、足りない部分につい

ては、一般財源で補っていくということでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：先ほど言いました、ＪＲ

天北線代替輸送確保基金及び福祉のまちづくり基金

がなくなれば一般財源というご説明ですが、一般財

源自体は今でも足りてないのです。 

令和３年度で基金取崩３億9000万円。 

これは特定目的も含めての数字ですが、それを踏ま

えて、令和４年度が３億8000万円程度の取り崩しにな

る。 

令和５年度もこの程度まで行くとすれば、もう全然足り

ない。 

当然、財政調整基金費しかなくなるということは間違

いないですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきます。 

議員さんのとおり、基本的には先ほど村長答弁申し

上げましたけれども、あくまでも地方交付税が一定減
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をするというところを含めた厳しい見方の財政推計を

したときに、基本的には来年度であれば４億程度、４

億9000万円くらいの取り崩しが出てくるということにな

ります。 

しかしながら普通交付税の推移あるいは村税の推移

は、今の段階での厳しい推計でございますので、基

本的に議員がおっしゃるとおり、どんどん特定基金の

部分については、目減りしてくことは確かでございま

す。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：先ほどの質問の中で、

普通交付税の取り扱いは非常に申し訳なく思ってお

りますが、総務課長の説明によると令和４年度の２億

の増収は、ほぼ令和５年度に影響することになるかと

思うのですが、そうすると基準財政収入額が１億5000

万円ぐらい増えるということは、普通交付税が間違い

なく減るということになるので間違いないですか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：お答え申し上げま

す。 

基本的には議員おっしゃるとおりというような仕組み

なので、基本的には基準財政収入額が上がってしま

うことになると思いますので、普通交付税が減るという

ような、単純にそこだけをとらえた場合は減ることにな

ると思います。 

単純にその額がそっくりということではなくて複雑な部

分もありますので、簡単には言えない分もありますが、

基本的なそういう形になると思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森克彦君・登壇）：総務課長ありがとうござ

います。 

この辺を踏まえて、もっとしっかり行財政を考えた財

政運営をやっていただきたい。 

私は間違ったことも言いました。でも、ある程度筋はと

おっていることは言ったつもりです。 

間違いは間違いと正してください。 

この辺を踏まえて、これから始まる令和４年度、それ

からまだ１年ありますが令和５年度予算にしっかり反

映されるような行財政改革を進めていただくことをお

願いして終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。14時

20分まで。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時２０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。 

４番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：４点について質問を

行いたいと思います。 

まず１番目、ワンストップ窓口について。 

北見市役所では、１回の届出で複数の窓口に行かな

くても済むよう簡潔にし、書かない窓口として住民の

方が来られて、担当する方が聞き取りをされてパソコ

ンを打ち込むという、書かなくてもいい窓口が大変評

価されているようでございます。 

牧島かれんデジタル担当大臣も就任早々に北見に

来られまして、視察をされた報道も聞いております。 

また道内一部の自治体、また全国の自治体の中には、

北見市にプログラム使用料を支払いして、導入して

いる自治体も複数あると聞いております。 

私は猿払村にもそういう村民サービスは、大変いいア

イデアではないかなと思います。 

プログラムもお借りすることができるということでござい

ますので、ぜひ前向きに検討なされたらいかがかな

と。 

これについて村長さんは、どのようにお考えかお聞き

をいたしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの野村議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

まず本村の窓口業務の件について若干説明をさせ

ていただきたいと思います。 

本村における窓口業務の現状ですが、これまでも住

民課と保健福祉課において連携をとり、住民の方が

不必要に役場や保健センターへ足を運ばなくても済

むような工夫をしております。 

したがいまして、一部分でありますが、ワンストップ化
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が図られておりますが、先進地に比べまして、まだま

だ不十分な部分もあると考えております。 

さらなるのステップアップのために、仕組みづくりやそ

れに伴うシステムの構築が必要となりますので、議員

ご提案の先進地などの情報を集めながら、本村にど

のような仕組みが有用か、また、システム構築費用の

試算などを含めて、ワンストップ窓口の導入に向けて

検討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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんから特別話

したことはないと思うのですけど、村の課長さんの会

議とかでは、こういう話題が出て検討したことがない

のですか。 

住民課と保健福祉課に窓口がある。 

私は印鑑証明をもらう程度ですけど、複数以上の届

け出される方に職員さんが親切丁寧に聞いてくれて

行うと、ほかの課に行かなくてもいい。 

大変便利だと思いませんか。やろうと思いませんか。

課長さん方の皆さんどうお考えですか。 

私は積極的にやって村民さんが本当に来て、窓口に

来てよかったと。 

そういうほうがいいのではないのかなと思います。 

もう一回村長さんどうですか。お答えいただけません

か。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：申し訳ないのですけ

ど、今までそういうような一気通貫型の行政手続という

部分については議題が上がって、共有したことはな

かったところについては大変申し訳ないなと思いま

す。 

ただ、窓口の接遇については、それぞれの担当部署

のほうで一生懸命やっていただいてると思います。 

それが全庁的に渡るという部分については、当然シ

ステム改修ですとか、いろんなことが出てきますので、

先ほどの答弁と重複しますけれども、構築費用も含め

ながら、今後検討していきたいと思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村の窓口に村民の方

ができるだけ足を運んでいただいて、書類とか手続

のときに喜んでいただけるような窓口づくりを考えま

せんか。 

先日も印鑑証明をもらいに来たのですけども、私のほ

うから「こんにちは」と挨拶をしたら、１人だけ「こんに

ちは」と挨拶を返していただきました。 

その程度です。だから、ほかの人方が来ても「いらっ

しゃい」とかそういう言葉というのは、これは別にその

人が悪いわけではないんでしょうけど、「いらっしゃ

い」とか声をかけるということが恥ずかしいというか、そ

の辺、村長さんとか副村長さんがどういうふうに見てる

か知りませんけど、外から来てそんな対応では私は

駄目ではないかなと思います。 

私も用事で名寄市役所さんにお邪魔することがありま

した。そしたら、中二階が入口ですが、そこで女の人

が仕事をやっていました。 

なんとなく私を見て、どんな用事でしょうかと声かけて

いただきました。２回目は１か月ぐらいおいてから行っ

たのですが、また同じ人だったのですけど、１回目と

同じように声をかけていただきましたし、入った担当

課の窓口もすぐに出てこられきて、対応していただき

ました。非常に感じがよかったです。 

こういうのをやることによって、担当の人がはっきりす

るし、来た人も座ってじっくりとお話をするので、役場

の窓口が明るくなるのではないかなと思います。 

村の中ネットワークは全部が毎年ではありませんけど、

５年とか７年でシステムやプログラムを更新するため

に何百万円もかかって、費用は相当かかっていると

思います。 

村は払っているのですけど、一般の村民には、恩恵

を常日頃は受けていないと感じてしまいます。 

ですので、前向きに取り組んでいただきたいなと。 

ここまでお話してどうですか、村長さんでも結構です。

副村長さんでも結構ですけど。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず１点目の職員が

住民等に対する説明等につきましては、改めて、私

からも訓示もしくは管理職会議で職員のほうに周知

徹底をさせていただきたいと思います。 

議員さんから住民の方々が役場職員に対してそうい

う思いを寄せているところについては、私としても反
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省をしなければなりませんし、職員にも接遇をしっか

りやってもらえるように、指導してまいりたいというふう

に考えております。 

また同じような答弁になりますけれども、先ほどと同じ

ような形の中で、しっかり経費も含めながらできるよう

な形で、できるかどうか検討しっかりしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：これもデジタルと申し

ますか、一部の県ではタブレット端末を使ってお年寄

りの好奇心を利用した、自然野菜の採取の価格だと

かそういうものを提示しながら、お年寄りの趣味を広

げて使っている方もあるわけです。 

それは商売に使っているということですけど、今、猿

払村は、子どもたちはもう100パーセント皆さん持って

いて、私もたまたま見たのは、うちのセイコマートに浜

鬼志別小学校の子どもさんたちが視察に来たとき、

たまたま横で見ていたのですけどもタブレットで写真

撮って、それが記録になって、そういうのがまた勉強

になっているのを間近に見たわけですけれども、タブ

レット端末も村内でも65歳以上のお年寄りがたくさん

いる中で、私の中にもそういう活用方法もあるのでは

ないのかなと。 

そんなふうに思いますし、そういうことで広げていくと、

お年寄りの活性化にもつながっていくのではないの

かなと。 

ただ１番目の話とは入れかわってしますけど、そういう

中で、一つタブレットを窓口で活用するのも検討して

いただきたい。 

次に２番目の各種証明書も外部交付について。 

村内のごみ袋は、各販売店さんが登録されて、業者

にご協力いただいている。 

しかも、浅茅野地区は商店がなくなったということで

浅茅野郵便局さんがごみ袋の代行の取り扱いもされ

ている。そういうことでございます。 

さきの窓口の話もそうですけど地域も遠い、あるいは

役場も週休２日制で祝日が挟む。 

なかなか各種証明書を民間の方が忙しい中、証明書

が必要なときに取ってくるわけですけれど、今ネットワ

ークがつながって行政の印鑑証明書や住民票を例

えばコンビニであるいは村内で言えば浅茅野郵便局

さんですとか、外部の事業者さんでやってくれるよう

なところに持っていくというそういうようなお考えとかご

ざいませんか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：財政出動がシステム

構築のために莫大な費用がかかるということも含めな

がら、算出も含めまして答弁をさせていただきたいと

思います。 

現在村の状況としては、システム自体外部交付は対

応しておりませんので、各種証明書の外部交付を実

施するためには、まずシステムの構築が必須となりま

す。 

この構築に係る経費につきましては、国の補助を除

いた村負担ベースで約7500万円が見込まれるほか、

ランニングコストとしてシステム利用料が月額約30万

円。 

令和６年度まで国の２分の１の補助がありますが、令

和７年度からは、年間約360万円の利用料が発生す

るほか、システムの運用主体の負担金として年間約

70万円が必要となります。 

しかし本村における各種証明書の令和２年度の発行

実績は、件数が3781件、手数料は約158万円となっ

ていることから、費用対効果としては現在低いものと

いうふうに考えております。 

住民サービスの観点からは、利益が出ないことを理

由に実施しないということには必ずしもなりませんけ

れども、現状においては、村民からの要望も特になく、

現段階では導入には難しいものと考えております。 

しかし現在、国で進めております、市町村の各種業

務の標準化が整うことにより、外部交付の大幅なコス

ト削減が見込まれれば、その段階で改めて住民ニー

ズの把握を含めながら検討を進めてまいりたいという

ふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：費用ずいぶんかかり

ますね。 

調べていただいたのですね。これでは進められませ

ん。 

ですけど、猿払村だけどうのこうのではなくて、これ全
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道的にそういう機運になりませんか。 

全道の市町村で共通のものを使ったら安くなるとかそ

ういうことも一つ検討してみてください。 

私はよくわかりませんけど、札幌市はそっちのほうが

便利だし窓口業務の負担もかからないから、共通の

システムでできるところはやると思います。 

できないところは、コストがかかるからできないというこ

とですよね。ですからあと全道的に外部交付を広め

ていくということは大事なことではないかなと思いま

す。 

窓口業務も必ず１人、２人ついていないとできません

けど、仕事をしてる方々も民間の方々も大変忙しい

時間帯もあるわけですから、便利に住民票がとれる

地域とそうでない地域の差が日本全国であってはい

けないのではないのかなと思います。 

ぜひ一つ息長く運動していただきたいなと思います。 

３番目、児童館について。 

現行の保育所敷地内が狭く感じられる。学童保育が

保育所の側にあることが必要ないと思います。 

余裕のある適地を探すことを提案します。私も実際に

見てきました。 

その日は何か事業があったのかわかりませんが裏側

の職員住宅側から表側からも駐車場もかなり車が埋

まっていました。 

それで裏側から見に行ったら、建設予定地は雪山で

した。 

しかし、どうしてこんな狭いところに建てるのだろう。こ

んな場所しかなかったのか、その点についてお願い

します。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、保育所につき

ましてはここ数年、低年齢児の入所が増加しているこ

とから、保育士が不足傾向となっております。 

そのため学童クラブ担当の保育士には、学童が利用

しない午前中は、保育所で通常の保育に従事しても

らい、午後からは児童館に移動して勤務することとし

ているため、職員の移動がスムーズに行えることを念

頭に、隣接地にて建設するものであります。 

そのほか、施設の電気、電話、インターネット等のイ

ンフラ関係を独立して設置せずに、保育所から分岐

させて接続することで、コストを抑えられるという利点

もあります。 

また保育所のグラウンド内に建設することで、グラウン

ドが狭くなり、運動への影響についての懸念もありま

したが、幸い大きな施設ではないため、大きく敷地を

占拠することなく、日常の遊びにおいても十分なスペ

ースが確保され、また、運動会を実施についても建

設箇所の部分は使用しておらず、建設に支障はない

ものと判断をさせていただきました。 

以上の点から児童館の建設場所を保育所の隣接地

に計画をするものであります。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いや、それにしても

狭いと思いました。 

使ってないところかもしれませんけど、どうしてこんな

ところ選んだのだろうという思いで、現地を確認した

いと思って、横のほうから行ってみました。 

明らかに狭いし、保育所のグラウンドの真ん中に建つ

のかなとそんなような思いをしてきました。ちなみに、

もう７年ぐらい前になると思いますけど、議会で豊富

町の定住支援センターを視察しました。 

平米数は2800平米ぐらいだったと思うのですけど、絵

本館や図書館や会議室もありましたし、200人ぐらい

収容のステージつきのセンターもありました。 

あと保健福祉課がそこの一角に役場から独立して入

っている。 

玄関は、旧豊富中学校のグラウンドの上ということで

長い玄関が４つもあるのです。そこの玄関の１つから

入っていくと、右側に絵本館、次に図書館、左側に学

童保育の部屋が、結構広い部屋があります。 

また稚内の南地区の活動拠点センターというのです

か。緑町の南小学校かな。その向かい側のほうにあ

ると。活動拠点センターの中で学童保育が行われて

いる。 

隣の浜頓別町では全部ほかの小学校がなくなって、

浜頓別小学校の中にあるということを先日お聞きした

ところです。 

学童保育がどうして保育所のそばでなければならな

いんだったのだろうかと。鬼志別にだって用地がまだ

いっぱいあると思いますよ。 
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学童保育は、小学生になってるわけですから、保育

所の２歳児とか３歳児と違いまして、言うことがきちん

とわかるようになって、先生方の言うことを聞けるので

保育所のそばでなければならないというには、何もな

らないのではないかな。 

今どこか小学校や中学校や空き教室とかないのです

か。一時、そういうところでもいいからお借りをしてま

た建設場所を少し探したらどうですか。どうですか。 

○議長（太田宏司君）：阿部教育次長。 

○教育次長（阿部孝好君・登壇）：議員さんのほう

から空き教室の関係でご質問ありましたので、お答え

させていただきたいと思います。 

全校に共通はしないのですけども基本的には普通学

級のほかに特別支援学級ということで、教室を別に設

ける必要がありますので、鬼志別地区の鬼志別小学

校でいきますと空き教室はないという状況にありま

す。 

中学校については、もともと各学年２クラスありました

のが、今は単学年になって普通教室でいくと３つあり

ますけれども、ほかは学習指導室や特別支援学級も

その１クラス使っているのですけれども、完全に余裕

ある空き教室で空いている部屋というのは、基本的に

はないということになります。 

場所として中学校に関してまとめますと、上の２階の

フロアにもともと６教室あったうち３学年が１教室ずつ

使っておりまして、１教室が特別支援学級、残り２つ

については、学習指導室で使用しているという状況

にあります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、特別支援学級な

どで鬼志別小学校は塞がっているというお話です。 

拓心中学校については、工夫すればつくれないわけ

ではないということですね。 

次の質問とも関連するのですけど、児童館の建設に

ついて、もう少し、適当な場所を探して、本当にここが

いいという場所に造ったほうがいいのではないでしょ

うか。 

各学校の知来別や浜鬼志別の学校が空いているか

らという話ではなくて、一時避難的な場所として鬼志

別で空いてるんであれば、中学校でもいいと思いま

す。 

私は本当に狭いと思います。村長さん、児童館につ

いて、そういうお考えになることはないですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まずこの児童館の建

設に至ったというところについては浜鬼志別保育が

鬼志別保育所に統合させていただいて、お預かりを

している学童の生徒たちが使う部屋がなくなったとい

うところで児童館の建設をしようと。 

そして、どうせ建てるのでしたら、そこに今、教育関係

で問題を抱えている国語、算数、数学、英語の基礎

学力が全国、全道、宗谷管内を比較しても猿払村は

低いという懸念事項がありましたので、これから基礎

学力をしっかりつけてもらえるような方法で猿払未来

塾も一緒にあわせて開校しようという目的で児童館を

建設させていただくということを考えました。 

その中で設置場所についても協議をしてきました。 

先ほどの答弁させていただきましたけれども、まず保

育士の児童クラブに担当する保育士の確保が難しい

状況の中で、午前中は保育士として、午後からは児

童クラブの保育士として仕事をしていただくというとこ

ろで近場のほうがいいだろうと。 

それにより移動はスムーズになるので近場のほうがい

いだろうと。 

インターネット等のランニングコストも含めて分岐がで

きるので、保育所のほうが近いということで検討をして

図面上に落として、１人当たりの面積を出して、このく

らいで十分だということも含めながら、検討してきた結

果、あそこで十分でしょうという形の中で至りましたの

で、ぜひそこの部分で建設をさせ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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：浜鬼志別保育所が閉

鎖して人数が増えるようになって、学童保育で使って

いた部屋を今度は使えなくなったので新しくやると。 

こういうふうに言われましたけど、学童期はもっと違う

と思うのです。 

１つは学校に就学してるわけですから、そういった意

味から保育所とは離れた場所とは言いませんけれど
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も、敷地自体がもともと狭いところの場所に、建てると

いうことがどういうことなのかという提案をしているとこ

ろなのです。 

本当に鬼志別に土地が全くなかったのか。確かに先

生は、すぐ歩いて通う場合はいいですから、先生は

それでいいと思いますけど、本来、学童をどうするの

かと考えたときに、今の場所のすぐそばでなくても、

十二分に学童保育のとれるところがあると思います。 

ほかの各市町村でもいろんな形でやられているわけ

です。その辺をもう１回、部内でお話をしていただき

たいなと。 

この児童館については、これ１回質問を終わります。 

ＩＣＴを活用した猿払村未来塾について、少し村長さ

んも触れられたので、学力が少し弱いところがあると。 

そのような観点から塾をつくって、集中的に学科を勉

強してもらう施設をつくるということでございます。 

これは、村内の希望される小学生、中学生を全員受

け入れる体制は既にできているのか。 

中学生の場合は、児童館で受けるわけですけど、例

えば拓心中学校が空いてます。１つ部屋空いてます

となって鬼志別小学校で希望される方は歩いて来ら

れます。 

拓心中学校の方々は、そのまま学校で受けれます。 

あと知来別小学校さん、浜鬼志別小学校さん、浅茅

野小学校さんで、希望がある生徒方の送り迎えという

のはどういうふうになるのですか。 

親御さんの送り迎えという形になるのか。 

それとも、村のほうでそういう手はずをとるのか、その

辺をお答えいただきたいのですが。 

○議長（太田宏司君）：阿部教育次長。 

○教育次長（阿部孝好君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。今のところ基本的には、学校を下校後に

塾に通ってもらうというイメージで考えておりますので、

その辺は保護者の送迎をお願いしたいと考えており

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：教育次長のほうから

一応基本的な考え方として、保護者の送迎ということ

でお話をさせていただきましたけれども、地域差を少

しでも解消するために、塾の集合形式のほかにパソ

コン機器の貸し出しによって、自宅でも受講できるよ

うな計画を現在しておりますので、来るのが遠く、毎

週通うことが難しい子どもたちについても、受講がで

きるように、地域性を考慮した形の中で運営をしてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：その会場に来られる

人は、ＩＣＴでやるのですか。集まるけどＩＣＴでやらな

い。 

あと遠隔の人もＩＣＴでやられるのか。基本はそういう

ことでやられるということですか。 

１回も教室へ入らなくてＩＣＴでやられる。そしたら、教

室の必要ないのではないですか。どうですか。 

○議長（太田宏司君）：阿部教育次長。 

○教育次長（阿部孝好君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

今のイメージですが、集合形式プラス自宅からオンラ

インで参加する自宅型のハイブリッドといいますか、

両方のパターンで遠くて来れない方については自宅

で受けていただく、集合に参加できる方には、会場に

きて塾に参加いただくということで、集合の場面につ

いては、講師の指導自体をオンラインで行う形で考え

ておりますので、集合のところでも基本的にオンライ

ンで指導を受けることになるのですが、月に何度か講

師の方も現地に来ていただいて現地指導もしてもらう

ということも考えています。 

今、遠隔でのオンライン指導を集合の教室で行う、も

しくは自宅で指導を受けるかという２パターンを同時

に行うというようなイメージで塾の内容を計画している

ところです。 

ですので、教室が必要ないということではないというこ

とをご理解いただければと思います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いや、通えない人は

基本的に自宅でやるということですね。 

通える人は来て、やるわけですね。どっちの方でも同

じだったら教室はいらないのではないですか。 

みんな自宅で本当は通って来ているけど、時々都合

悪くて休みましたというのと、ずっと来ないとは違うと
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思うのです。 

片方は、歩いても来られる場所の人、それでも参加し

ない人もいるかもしれません。ですけど歩いて参加で

きます。 

ですけど、したいけど親が忙しくて送れないからずっ

とリモートでやるというのは最初から差があるではない

ですか。そう思いますけど。 

どこまで言っても答えが同じなので、これ以上議論す

るのは無理かなと思いますけど、私はちょっとよくない

なと。 

児童館の終わった後に、ここへ皆さんが集まって、同

じところでやる。ですけど、今聞いたら自分でそこの

教室に来る。 

来れない人はリモートでやる。それは最初から差があ

るのではないですか。そう思いませんか。そう思うと思

います。 

何を話しても質問しても同じだと思いますけど。また、

今度、始まってどういう形になるかわかりませんけど、

また、この問題でもう１回やりたいと思います。 

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。 

 

 


