
第二日  平成二十一年十二月十五日   開 議 午前十時 

 

○議長（齋藤惠一君） 

おはようございます。 

ただいまの出席議員数は十八名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから本日の会議を開きます。 

日程第一、一般質問を行います。 

通告により、二番鶴賀谷 貴君の一般質問を許します。 

鶴賀谷君。 

〔二番 鶴賀谷 貴君 登壇〕 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

皆さん、おはようございます。 

議長のお許しがありましたので、発言させていただきます。 

今年も残すところあと半月余りとなりました。今年一年、皆様方には大変お

世話になり、感謝を申し上げます。来年も町民の皆様には幸多い年であります

ように、ご祈念申し上げます。 

それでは、平成二十一年度第四回定例会に当たり、さきに通告いたしました

十二項目につきまして質問をさせていただきます。 

小田桐町長初め、各担当者から明快なるご答弁をいただきますようお願い申

し上げます。 

まず初めに、平成二十二年度の予算編成について質問いたします。 

民主党への政権交代により、国の予算のつくり方が変わりました。各省庁か

ら要求している予算を事業仕分け人がその有効性を吟味して予算そのものを削

減したり、見直しをするという事業仕分けを実施して、今までのやり方とは違

う形で国の予算をもつくろうとしています。そのことは、大変すばらしいこと

ではありますが、例年ならこの時期になると、国の予算の方向性がある程度わ

かるときなのですが、今年はもう少し時間がかかる状況になっております。今

回は国の方針が決まらず、町としても不明確な点がある中での質問となります

ので、現時点でのお答えをいただきますようにお願いいたします。 

藤崎町の歳入は国からの交付金の割合が高く、交付金が削減されれば、歳出

を削減したり、または町債を発行したりして、年度予算を作成します。その結

果、国の財政は厳しい状況になります。そこで、予算をつくる上で も大事な

国からの平成二十二年度の地方交付税の見通しについてお尋ねいたします。 
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次に、小田桐町長より合併後二期目の政策を今年六月定例会において私から

の一般質問の答弁の中でお聞きいたしました。一、行財政改革のさらなる推進、

二、少子化、高齢化に対応する環境整備、三、基幹産業の振興、四、生活環境

の整備の項目を掲げております。その実現に向けて平成二十二年度の重要政策

についてお尋ねいたします。 

次に、平成二十一年度第三回定例会において、小田桐町長は、（仮称）藤崎

町市街地東部地区開発基本構想計画書業務委託料と同所の農振除外図書作成等

業務委託料の予算を計上いたしました。議員に対しては計画の説明は数回しか

なく、採決するまで短時間であったため、戸惑いが生じました。また、町の財

政に与える影響などでこの構想に不安を抱いている議員が多く、否決となりま

した。新聞報道により知った町民から、内容を教えてほしいという声がたくさ

んありました。町民の中には詳しい内容がわからない方が多くいるのも事実で

す。この計画には町の重要な施設整備計画がたくさん入っております。老朽化

した北分署や老人福祉センターの温泉施設の新設、効率よい行政を行うための

除雪センターの統合施設、駅の道など、各種団体から要望がある施設など、さ

まざまな内容が入っております。私の提案ですが、この案件で議員を対象にし

た協議会をつくってもらい、その組織で協議するようにしたらいかがでしょう

か。また、同時に議員以外の町民を対象とした検討会を組織し、一般町民の目

線で検討していただくようにしたらいかがでしょうか。 

そこで、（仮称）藤崎町市街地東部地区開発基本構想は、今後どのようにな

るのかお尋ねいたします。 

次に、安全、安心なまちづくりの観点から質問をいたします。 

町道東亀田線・藤越の踏切は車一台が通るだけの道幅しかなく、冬になり、

積雪があると踏切から脱輪する車がある危険な踏切です。この件については、

今年の三月の定例会において、私が一般質問した際に、実施の方向での前向き

な答弁をいただきました。平成二十一年度には交通安全対策診断調査事業を予

定しており、その後、ＪＲ東日本と事前協議に移り、国と県との協議を行い、

平成二十三年度に着工予定をしているとのことですが、現在はどのような状況

になっているのか、お尋ねいたします。 

次に、町営住宅の政策について質問をいたします。 

本年十月に、藤崎町住宅政策関連計画策定委員会（委員長浅利 一副町長）

が組織されました。私は、幾度となくこの議場において町営住宅の整備につい

て質問をさせていただきました。特にしらかば団地、みどり団地の老朽化が大
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きな問題となっております。小田桐町長が掲げた二期目の政策にもあります少

子化、高齢化に対応する環境整備や生活環境整備を進める意味でも、また町外

から転入者をふやし、活力あるまちづくりをする意味でも必要な施設です。昨

今では、民間活力を利用して整備を実施しているケースもある中、長期的かつ

総合的な判断のもとに町営住宅の整備が必要と考えます。 

そこで、町営住宅の整備を今後どのように考えているのかお尋ねいたします。 

次に、教育問題について質問いたします。 

さきの衆議院議員総選挙において、民主党はマニフェストに子ども手当を月

額二万六千円を支給する政策を掲げ、議員定数の過半数の議席を獲得いたしま

した。藤崎町では、合併をしてからも旧常盤村が実施していた小学六年生と中

学三年生に対し修学旅行の助成を引き続き実施してまいりました。来年度から

は国が予定をしている子ども手当が実施された場合、修学旅行の助成を今後も

実施していく考えがあるのかお尋ねいたします。 

続きまして、少子化対策について質問をいたします。 

さきの第三回定例会の一般質問においても私は財源の見通しをお話ししなが

ら、この小学六年生までの医療費の無料化を実施していただきたいと小田桐町

長に質問をいたしました。先ほどの国の子ども手当などが実施されるかによっ

て、状況判断が必要となる政策ではありますが、ぜひとも来年度から小学六年

生までの医療費の無料化を実施していただきたいと強くお願いいたしますが、

小田桐町長の考えをお尋ねいたします。 

次に、各種検診の受診率の向上対策について質問をいたします。 

二〇一二年度までに、がん検診の受診率を五〇％にするという国のがん対策

推進基本計画を実施している中、内閣府は先日、がん対策に関する世論調査を

発表いたしました。ほぼ全員の方が検診の重要性は認識しているにもかかわら

ず、一年以内の間に胃がん、肺がん、大腸がんなどの検診を受けたことがある

かの割合は、二八％から三六％でした。藤崎町では、四十歳以上の受診率は、

肺がんが三二％、胃がんが三二％、大腸がんが三〇％となっており、特に子宮

がんが一〇％、乳がんが一三％と、低い受診率になっています。がんは早期に

発見されれば命が助かるとされているものです。人々が生き生きと充実したふ

れあいのある人生を送り続けるためにも健康でなければなりません。町として

も死亡原因の上位に位置しているがんを早期に発見するためには、これまで以

上のがん検診の受診率の向上対策が必要と思いますが、小田桐町長のお考えを

お尋ねいたします。 
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次に、農業振興について質問をいたします。 

ここ数年、環境破壊により異常気象が続いております。特に台風による水害

や竜巻、霜や雹の被害などで、地元基幹産業である農作物に与える影響はます

ます大きくなっており、被害額も莫大になっています。災害が発生してから被

害に対して予算措置をするのではなく、あらかじめ毎年の年度予算の中に一定

額を災害が発生したときだけに使える目的で災害特別基金として計上しておき、

災害が発生したときには迅速に対応できるようにしたらよいのではないかと思

いますが、小田桐町長のお考えをお尋ねいたします。 

次に、行政問題について質問をいたします。 

常盤村と藤崎町とが合併して早いもので四年が経過いたしました。合併前は、

秋になると常盤村ではいきいきまつり、藤崎町ではふじフェスタを開催してお

りました。合併後もそれぞれに分かれて秋まつりを実施してまいりましたが、

四年を経過した現在、そろそろ町民の一体感をつくるためにも、秋まつりの一

本化を考えてもよい時期だと思いますが、小田桐町長の考えをお尋ねいたしま

す。 

次に、各種公共施設の使用料について質問をいたします。 

平成二十年十月から各種公共施設の使用料の値上げを実施しました。値上げ

後の公共施設の使用状況は値上げ前とさほど変わらないということでしたが、

私の感覚は違います。ライオンズクラブでは、予算の関係で会議の会場を文化

センターから商工会に変えたりしています。また、現在、使用している各種団

体でも使用回数を減らしている団体もあります。 

そこで、各種公共施設の使用料の見直しをする考えがあるのかお尋ねいたし

ます。 

後に、今後の行財政改革の見通しについて質問をいたします。 

国には、約八百兆円以上の借金があり、藤崎町でも一般会計、特別会計合わ

せて約二百億円の借り入れがありますが、藤崎町は小田桐町長のリーダーシッ

プのもと、県内でも上位に位置する行財政改革が進んだ町です。今回、私が述

べた政策を実施するためには資金が必要となります。その時々の状況によって

事業の必要性や重要性が変わってきます。国においてもこれまで実施してきた

ダム建設などの中止や見直しをしております。藤崎町でも事業の見直しを図り

ながら、町民が安心して暮らせるまちづくりを実施しなければなりません。い

かなる時代においても住民サービスの向上をしながら行財政改革を確実に実施

し、次の世代の負担にならないような効率よい財政運営をしなければなりませ
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ん。今後の行財政改革の見通しをどのように考えているのかお尋ねして、壇上

からの質問を終わります。 

○議長（齋藤惠一君） 

二番鶴賀谷 貴君の一般質問に対する答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

おはようございます。 

鶴賀谷議員のご質問にお答えいたします。 

初めに、平成二十二年度の予算編成についての平成二十二年度の地方交付税

の見通しについてお答えいたします。 

町財政が大きく依存するまさに町財政の生命線とも言うべき地方交付税の収

入は、平成十五年度までは伸び悩みという状況はあっても、減額という局面は

ありませんでした。しかし、平成十六年度の国の三位一体改革に伴う地方交付

税改革における急激かつ大幅な削減以降は、様相が一転し、普通交付税は減額

される傾向にあります。その結果、平成十五年度で三十五億五千二百五十四万

円交付された普通交付税も年々減額され、平成十九年度には臨時財政対策債も

含め、三十二億六百四十九万円程度まで減額されております。ただ、平成二十

一年度は若干の増額となりましたが、米国サブプライムローンに端を発する世

界金融危機やドバイショックによる円高、株価の急落及び日本経済のデフレ傾

向に伴う企業収益の悪化などにより、地方交付税の原資である法人税収そのも

のが減少することが予想されるため、地方交付税の今後の見通しとしては、横

ばいか減少するであろうと思われます。ただ、国の平成二十二年度予算概算要

求中、地方分権、地域主権重視の立場から、総務省の事項要求という形で、地

方交付税は対前年度比一兆円の増額要求がなされており、平成二十二年度の地

方交付税の動向は、財務省対総務省の高度な政治的判断に委ねられております。 

次に、ロの平成二十二年度の重要政策は何かについてでありますが、自民党

から民主党へ政権が交代し、国の政策そのものがコンクリートから人への所得

再分配への政策転換により、公共工事を減らし、子ども手当、出産支援、農業

の個別所得補償、暫定税率の廃止、雇用対策など、重要視する政府の諸政策は、

少なからず町財政にも直接、間接的に影響するであろうと思われます。そうし

た中にあっても、多様化する地域住民の行政サービスや地域の性格課題を的確

にとらえ、行政サービスの充実、住民福祉の向上をより一層図る必要性がある
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と考えます。よって、継続事業であります藤崎小学校改築事業を初め、当町に

は道路や側溝の改修事業等の公共工事等はまだまだ必要であると考えます。 

また、新しくなる電算システム再構築に関する事業については、行政サービ

スを低下させないためにも必要な事業であります。合併六年目を迎える藤崎町

の活性化への取り組みを着実に推進していくことが重要であると考えます。 

次に、ハのご質問に関してでありますが、藤崎町には、町の歴史と自然、社

会的特性を生かした豊かな地域づくりを図ることを目的とした町総合計画、

「みんなで創る藤崎プラン」があります。その中には、藤崎町の将来像を「み

んなで創る心豊かな優しいまち」とし、まちづくりのための六つの基本目標が

設定されております。その基本目標に掲げられた施策を実現するため、町民、

職員とともに鋭意努力をしているところであります。また、その魅力あるまち

づくりの実現に向けた貴重なご意見、ご要望を町民の方々から数多くいただい

ているところでもあります。よって、そのご意見、ご要望の中にあります「若

者にも魅力ある農業、産業のまちづくり」「心豊かに教育、文化、スポーツに

親しむまちづくり」「安全・安心で暮らしやすいまちづくり」「そして若者に

夢を与え、若者にも魅力を感じてもらえるような活力あるまちづくり」を推進

するため、今後の財政状況や、合併市町村にとって有利な財源の期限等を勘案

しつつ、計画的に推進する必要があると考えております。 

次に、安全・安心まちづくり対策についての藤越・亀田線の踏切拡幅工事の

現状についてでありますが、このことにつきましては、昨年度の三月議会にお

いて議員からご質問があり「今後、ＪＲ東日本、さらには県、国等の関係機関

と協議を進めてまいります」と申し上げたと記憶しておりますが、その後につ

いてのご説明をいたします。 

この踏切拡幅につきましては、今年度四月に、ＪＲ東日本弘前保線技術セン

ター並びにＪＲ東日本秋田支社との事前協議がなされ、ＪＲ側からは、町の計

画に沿った形で検討する旨の回答が示されたものであります。これらと並行し、

本踏切の前後を含む路線の交通安全診断調査事業を実施し、それら資料に基づ

き事業実施に向けた公文書協議が行なわれ、その結果、七月にはＪＲ側から平

成二十三年度に踏切拡幅に同意する旨の回答を得たところでございます。 

また、これに伴い、八月にはＪＲ東日本秋田支社と町が双方立会いにより、

現地調査が行なわれ、概算事業費等の算出に取りかかる見通しとなっておりま

す。 

今後の予定でありますが、ＪＲ東日本秋田支社との協議及び補助金等の財源
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を検討しながら、実施内容の細部についての決定をしていきたいと考えており

ます。 

次に、町営住宅の政策について、町営住宅の整備をどのように考えているの

かについてでありますが、町では、現在、二百七十七戸の町営住宅を供用して

いるところでありますが、近年、全国的に公営住宅の老朽化が危惧される中、

町においても同様の問題を抱えているのが現状であります。現有する住宅の約

八割近くが建築後三十年を既に経過しており、老朽化住宅の改善が大きな課題

となっております。その対策の一環として、今年度住宅マスタープランの策定

に着手したものでありますが、その主な柱として、町住生活基本計画、町公営

住宅長寿命化計画を策定するものであります。この計画を策定するに当たり、

副町長を委員長とする町住政策関連計画策定委員会が組織され、去る十月七日

に、第一回委員会を開催し、主に住宅の現状についてとアンケート調査結果等

の報告、説明を行ったものであります。 

町営住宅の整備についての考えとのことでありますが、町営住宅を大きく分

けますと、常盤地域が木造であり、藤崎地域が鉄筋コンクリート造となってい

て、いずれも築後三十年以上を経過するものが多く、その改善策が急がれるも

のであります。そのような状況を改善するためにも、早期の具体的プランの策

定が求められますので、みんなで創る藤崎プランにおいても、住宅政策の充実

を取り上げておりますので、基本的にはそうした方針に即した住宅マスタープ

ランの策定に取り組むこととしております。 

次に、教育問題について、国の子ども手当を施行した場合、修学旅行の助成

をどのようにするのかについてでありますが、国では、子ども手当を来年度は

半額支給される予定となっておりますが、完全実施される見通しとなる時点に

おいて、見直しを検討してまいりたいと考えております。 

次に、少子化対策についての小学校六年生までの医療費の無料化の実施につ

いてでありますが、さきの九月定例会におきましても、類似した一般質問があ

りましたが、当町では小学校就学前まで入院、通院に係る医療費助成事業を行

っております。ご質問の医療費助成事業の対象年齢の引き上げ実施については、

全国の各自治体の判断により実施されている現状であり、子育て環境の医療費

面での地域格差が出てきていることは認識しております。この事業は、県と市

町村の共同事業の形で実施されており、国が参画していないことで、財源確保

が容易でないものであり、対象年齢の引き上げが進まない要因の一つだと思っ

ております。対象年齢の引き上げについては、関係課と協議をしておりますが、
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国の政権交代もあり、少子化対策や子育て支援対策などの施策がまだ不透明感

があり、今のところ国の動向を見ながら検討してまいりたいと考えております。 

次に、各種検診の受診率の向上対策についてのがん検診の受診率の向上対策

についてでありますが、昭和五十六年以降、日本人の死亡率の第一位はがん疾

患で死亡する方で、一年間に三十二万人と、三人に一人ががんにより亡くなっ

ています。このことは、国民の生命及び健康にとって大変重大な問題でありま

す。国では、こうした状況に歯どめをかけるため、平成十九年に、がん対策基

本法を制定し、国や地方自治体、医療保険者、国民及び医師などの責務を明ら

かにし、国、県はそれぞれがん対策を具体的、計画的に実行するためのがん対

策推進基本計画等を策定し、がんの罹患率と死亡率の減少に努めているところ

であります。 

当町における平成二十年の死因状況では、悪性新生物、がんにより死亡した

方は六十四人となっており、死因全体の三〇％を占めております。年代別に見

ますと七十歳以上の亡くなった方が全体の八〇％の非常に高い割合となってお

り、このことが町の平均寿命の低さにもつながっている現状であります。町で

はこれら現状を改善するため、自分たちの生命や健康を自分たちの手で守るこ

とを目標に掲げ、生活習慣病予防のための検診事業を行っております。この事

業は個人個人の都合に合わせ、いつでも検診の申し込みができる体制をとって

おり、女性特有の子宮がん検診と乳がん検診については、検診日をふやし、さ

らに検診率を上げ、がんの予防と早期発見、早期治療につなげるための検診費

用の助成を行っているところであります。しかしながら、依然として検診率は

全体的に低い状況にあり、特に子宮がん検診と乳がん検診については一〇％台

前半で推移している状況であります。今後がんによる死亡者数の減少を図るた

め、国の基本方針等に基づき、目標の一つであるがん検診受診率五〇％の達成

に向け、積極的に受診奨励し、健康づくりへの相談支援、情報提供などを関係

機関と連携し取り組んでまいります。 

次に、農業振興についての農作物に対しての災害特別基金の新設についてで

ありますが、平成二十年産のリンゴは、たび重なる降霜、降雹により、近年に

ない被害を受けるとともに、夏場に降雨量が多かったことから、主力品種のふ

じにつる割れが例年になく大量発生しているところであります。また、降霜、

降雹だけでなく、台風など自然災害を背景とした生産者の苦労は今後とも避け

て通れるものでなく、特に徐々に気温が上昇していく傾向にある地球温暖化の

問題は今後農作物に多大な影響を与えるものと懸念しているところであります。 
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このような中で、当町としては災害を受けた農業者や農業者の組織する団体

に対して、被害農作物に対しての助成措置を講じ、農業生産力の維持と農業経

営の安定を図るため、農業災害のための基金条例を設置し、災害に強い農業を

推進していく予定であります。 

次に、行政問題についての藤崎町秋まつりの一本化についてでありますが、

藤崎町秋まつりは、平成十九年度から同実行委員会のもと実施されているとこ

ろであり、祭りの今後につきましては、実行委員会での検討を見守りたいと考

えております。 

また、秋まつりの開催は、町の産業振興、健康増進、芸術、文化の向上並び

に町民の交流や一体感の醸成など、地域の活性化に大きな成果をもたらしてい

ると考えており、町といたしましては、住民みんなが参加しやすく、楽しめる

イベントとしてさらに発展するよう、今後とも必要な支援の継続と関係者の

方々への働きかけを行なってまいりたいと考えております。 

次に、各種公共施設の使用料の見直しはするのかについてでありますが、現

在、町が管理運営し、地域住民にご利用いただいている教育関連施設につきま

しては、合併調整の方針を踏まえた使用料等の統一や利用者において施設の運

営経費を応分にご負担いただくという観点から、平成二十年十月より使用料の

改定を行ったところであります。また、今年四月には、減免規定等の一部を見

直すなど、使用団体の担う役割、公共性などに配慮した施設運営に心がけてお

り、利用者の皆様からもご理解をいただいているものと考えております。各施

設の運営につきましては、今後も利用状況等の把握と検証に努め、住民の声に

耳を傾けながら、地域活動の拠点としての位置づけと利用者の適正負担に十分

配慮してまいりたいと考えております。 

次に、今後の行財政改革の見通しについてでありますが、平成二十二年度か

ら向こう五カ年間の行財政改革の指針となる第二次藤崎町行財政改革大綱を策

定いたしました。この第二次大綱では、基本理念としている持続可能な行財政

構造の確立の達成に向けて、庁内改革、住民サービス改革、財政構造改革の三

つの改革を柱とし、住民と行政が一体となった参画と協働による改革が実現で

きるように取り組んでまいります。 

具体的には、これから策定する推進計画によることとしておりますが、職員

の定員適正化計画や定員に見合った組織機構の検討を中心に、健全な財政運営

に努めるなど、これまで続けてきた行財政改革について、手綱を緩めることな

く取り組むものとしております。今後とも住民の視点から改革を検討し、これ
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まで以上に職員一人一人の意識向上を図りながら、常に行財政改革を心がけた

行財政運営を進めてまいります。 

以上、鶴賀谷議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

二番鶴賀谷 貴君の一般質問に対する答弁が終わりました。 

これより二番鶴賀谷 貴君の一般質問に対する再質問を許します。 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

詳細にわたるご答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

時間の関係上ありますので、私の再質問は全部いたしません。まず、二番の

安心・安全なまちづくり対策の要は藤越の踏切の件について再質問させていた

だきます。 

町長に質問いたします。現実問題として、藤崎町、ＪＲとの関係、今林崎の

踏切の工事も実施しております。今答弁いただきましたけれども、今の藤越の

踏切、そしてまた各種団体から案件になっている藤崎駅の整備、こういったＪ

Ｒとの関係の問題点をいっぱい当町は抱えていると思います。ぜひとも私、町

長にお願いしたいのは、そういった案件も当町は抱えておりますので、ＪＲ東

日本に対して町長みずからトップとして陳情するという形のこういったタイミ

ング、こういったことが私は今後の町のやり方、今後のことを考えれば、必要

と思いますけれども、町長の意見をお聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

ＪＲに対する陳情、あるいは協議というのは十分にしながら、特にＪＲ関係

の工事というんですか、これは一般の公共事業に比べて少し予算がかかるよう

であります。ですので、当町の事業執行者側の財源確保、これも重要なことに

なりますので、もちろん相手側への要望、陳情と当町の方の財源、計画見通し、

それらを慎重に協議しながら、計画的にこれらは進めてまいりたいと、こう考

えているところであります。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

そういった意味で、ＪＲの場合は非常に一般の公共の整備と違いまして、非
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常に複雑な点も多々見受けられますので、そういった意味も含めて一度要望及

び顔合わせをしておいた方が当町にとってもいいのかなと、このように思って

おります。 

続きまして、町営住宅の政策について質問させていただきます。 

これは副町長にご質問いたします。 

壇上でも私、話しましたけれども、要は藤崎町の住宅政策関連計画設定委員

会、これは町営住宅生活基本計画と町公営住宅長寿命化計画というのを作成す

るということの意味だと思うんですけれども、それが設立する前までは、町の

総合計画の建設計画の中でこの町営住宅議論されていると思っているんです。

ですから、その計画と今つくり上げた、副町長が委員長をなされている委員会

との整合性をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤惠一君） 

副町長。 

○副町長（浅利 一君） 

従来、町では住宅マスタープランというような中でいろいろなことを論じて

おりました。今回、十月の七日に住生活基本計画というような委員会を立ち上

げまして、それには県の住宅関係の職員、あるいはまたコンサルタントとか、

各関係する課長をもって構成しております。この計画は十二月と二月をもって

第三回の委員会をもって町長に答申するというような形をとろうと思っており

ますが、今も出ました公営住宅長寿命化計画というような新しい事業でござい

ますが、これが国から示された今まで補助金がなかった事業なんですが、今年

からはその補助金があるというようなことでありますが、ただ、これには藤崎

町の公営住宅、しらかばとみどり団地があるわけでありますが、これは鉄筋コ

ンクリートでございまして、この補修については可能だと思います。手を加え

ながら、三十五年ぐらいになりますが、五十年、あるいはまた六十年ともちま

すが、ただ、常盤の地域にあります住宅はほとんど木造でございますので、建

てかえというような形になろうかと思います。この計画は十年をめどにこの住

宅を建てかえしていこうと、そういうような計画で今進んでおります。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

私、先ほど壇上でもお話ししましたけれども、町営住宅の整備、これはやっ
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ぱり長期的な視野と、そしてまた町の財政に与える影響が大きいので、総合的

な判断がこれ絶対必要になってきますので、そういった点を加味しながら有利

な財源があるうちにそういった施設整備、特に町長からの答弁にもありました

けれども、藤崎町の三十年以上経過している施設がもう八〇％になっていると

思いますので、そういった点も加味しながら検討していただきたいなと、この

ように思います。 

続きまして、教育長にお尋ねいたします。 

子ども手当を実施した場合の修学旅行の助成、これは壇上でもお話ししまし

たけれども、今は助成をいただいております。仮に町長の答弁で見直しという

答弁がありましたので、見直しが決まりましたら、速やかにＰＴＡ及び保護者

の方に通知していただきたいと。というのは、修学旅行を実施するために、一

年だけで一括でお金払うんではないシステムになっているはずなんです。です

ので、今までなら助成があった中での多分経費の積み立てをしているので、助

成のある前、要は旧藤崎町ですけれども、金額がちょっと多少変わってきてい

ると思っています。ですから、助成を打ち切る場合は、当然その分の費用負担

が保護者の分が出てきますので、そういった観点から、もし決まれば、そうい

う形の中で早く通知をしていただきたいと、こういうお願いをしておきますの

で、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

教育長。 

○教育長（舘山新一君） 

お答えします。 

子ども手当自体が今議論しているところでございまして、来年度から半分だ

とか、または一部地方の負担があるとか、こういう議論を今されているところ

でございますけれども、完全実施になった場合にはできるだけ早くそれについ

ては見直しを図って、父兄にも連絡をしながら対応していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

続きまして、がん検診の受診率向上対策についてお聞きします。 

これは福祉課長にお尋ねします。 

このがん検診の受診割合というんですか、受診率が低いのは当町だけに限っ
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たことではありません。全国的に私壇上でもお話ししましたけれども、低いん

です。なぜ低いかの原因が、私はこう思うんです。要は国の政策として今メタ

ボ健診、メタボ健診の健は検査の検でなくて、健康の健ですよね。これを今国

で導入しましたね。この結果、要はメタボの健診によって何が変わってくるん

だかというと、多分国の費用がその健診率によって変わってきますよね。要は

メタボ健診の低いところと高いところは金額変わってくると思っています、私。

国から来る補助金。各自治体は何をやったかというと、やっぱりそっちの方に

ウエートが行ったと思うんですよ。メタボ健診の方に。ですから、私はメタボ

健診と同時に今のがん検診の受診率を上げる施策というのは何かとれないもの

かと思っております。先ほど町長からのお答えの中に、高齢の方ががんで亡く

なる割合が高いように私は今感じがしていますので、メタボは四十歳以上とい

う形になるんでしょうけれども、このがん検診の割合を向上するには、やっぱ

り先ほど話した老人クラブだとか、本日傍聴に来ている町内会連合会の方々の

ご協力、そういった形の方々に意見を聞いて、そしてがんの検診率の向上を図

ることが必要だと思いますけれども、このことについてご質問いたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

福祉課長。 

○福祉課長（高木 博君） 

お答えします。 

今、鶴賀谷議員が特定健診というお話しもありましたけれども、これは平成

二十年度から始まってございます。その健診の受診率を申しますと、特定健診

に関しては四五・七％と。弘前管内においてはずば抜けて高い数字になってご

ざいます。 

それから、がん検診なんですけれども、風土的なものもありまして、青森県

特有の悪くなってから病院にかかるというのと、それから家族、また入院歴等

がある人についてはみずからやはり検診をしなければならないというふうな調

査結果が出ていまして、うちらの方としても春先に健康推進委員等において各

世帯を回って、受診勧奨をしてございます。ただ、先ほど言ったように、なか

なか悪くなってから病院に行くということでありまして、これからどういうき

っかけをもってあらゆる会合、先ほど言いましたけれども、町内会連合会さん

の方にもいろいろな団体、またその集合場所に行って、がん検診の大切さを訴

えてまいりたいというふうに考えてございます。 

以上であります。 

 - 13 -



○議長（齋藤惠一君） 

鶴賀谷君。 

○二番（鶴賀谷 貴君） 

ちょっとその施策をよろしくお願いいたします。 

続きまして、一番 後の行財政改革について質問いたします。 

先ほど町長の答弁にもありました第二次藤崎町の行財政改革大綱、このよう

なものを本年の八月につくって、先ほど町長からの答弁にもありましたけれど

も、まず大きなテーマは庁内改革と、住民サービスの改革と、それから財政構

造改革と、この大きな三つのテーマによって作成されております。要はこの行

財政改革大綱の進め方というところがありまして、これは平成二十二年度から

二十六年度までの五年間のこれからの藤崎町の財政の見通し、その改革の進め

方というのはこれに記されております。一度こういう形でつくったものを先ほ

ど私話しましたけれども、その時々の財政に与える影響、それから政策等によ

って毎年こういう形で見直しを図っていくんだという点については非常にすば

らしいことだと思っております。この方向性をじゃあ数字としての裏づけはど

のようになっていうのかということを私は非常に気になっておりました。とい

うのは、この中に今までの過去の数字は出るんですけれども、この二十二年か

ら二十六年までの推計はどういう形になっていくのかというのを私はちょっと

疑問に思っていたところ、今の定例会において、財政指標、財務の四表の資料

が私どもに配付されました。私はこの資料というのは、すばらしいなと思いま

す。というのは、見た瞬間確かにわかりやすいし、それで財政というのは一般

会計と違って非常にわかりづらい項目が並んでいるんですけれども、この中に

解説までつけていただいて、我々に理解をしてほしいという、これはすばらし

いことだと思います、町長。それで、この中にやっとこれからの藤崎町の財政

見通しが数字として出てきました。 

もう一つ、この藤崎町の財政をしっかりとらえている。要は、今年度から始

まっている地方公共団体の健全化法が施行されています。この中には実質赤字

比率、それから連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率と、要はこ

の四つの項目においてある一定の国が定める指数を超えれば健全化団体になる

し、それがもっと悪くなれば財政再建団体になるんだよと、こういった基準が

あります。その中で、今資料としていただいた藤崎町の財政を見れば、まずは

いいところもあります。しかし、私いいところはいいんですが、ちょっと問題

点だけ言いますと、この比較に基づけば、将来世代に負担する要は先ほどお話
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しした将来負担比率が若干基準よりも上回っているんだという、藤崎町の財政

は将来負担比率が若干高目なんですよと。ここが藤崎町では問題だということ

もしっかりとこの資料の中で提示しているんです。でも、じゃあ先ほど私が話

したほかの自治体、同じぐらいの自治体と比べた場合は将来負担比率が高いで

すけれども、国が定めた財政健全化法に当てはめればどうかといえば、それよ

りもまだまだ下回っております。しかしながら、同じ類似する町村から見ると、

将来負担比率が高いという、ここが当町の私は財政の問題点だと思っておりま

す。 

そこで、じゃあ問題点があるということは当然それをクリアしなければだめ

な問題が出てきますので、私はこれをどうやってクリアしていくのかというの

が、一つのこれからの藤崎町の財政の一つの基準になるのかなと。ほかの比率

は同じぐらいの町村と比べてもいいし、国の定める基準よりもいいんだと。し

かしながら、ほかと比べた場合ここの将来負担比率が若干高いと。これをクリ

アする方法というのは必ずあると思います。このことを財政課を中心に検討し

ていただければある一定の数字に下がっていくのかなと、こう思っております。

ですから、先ほど話した今後の計画としても、何をやるにしても財政というの

は非常に重要だと思います、私は。ですから、財政をしっかり見ながら、財政

改革しながら住民サービスをしなければならないというのは、これは両天秤だ

と私は思いますので、必ず財政というところをきちんと把握して、事業を実施

していただきたいなと、このように思っております。 

後になりますけれども、私今回提案した理由、一般質問で質問しましたこ

のことは、過去にも私何度か町長とやり取りしています。ただし、私は今二期

目として来年改選を迎えます。私の政策の中で、まだ実施されていない項目が

この項目でございます。それを成し遂げる、やっていただくには、この十二月

定例会で町長に対して質問することが一番私 善だと思ったので、今回改めて

二十二年度にできるかできないかということを含めて一般質問をさせていただ

きました。 

そういった中で町の財政をきちんと考えながら、今後も新しい事業も必要で

す。ですので、常に財政と住民サービス、何度も言いますけれども、この二つ

の両天秤を考えていただいて、町政運営をしていただくようにお願いして、私

の一般質問を終わります。 

○議長（齋藤惠一君） 

これで二番鶴賀谷 貴君の一般質問は終わりました。 
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十分間の休憩をいたします。 

再開時間は十一時十分からお願いします。 

休 憩 午前 十一時 

                                     

再 開 午前 十一時十一分 

○議長（齋藤惠一君） 

休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

次に、一番清水孝夫君に一般質問を許します。 

清水君。 

〔一番 清水孝夫君 登壇〕 

○一番（清水孝夫君） 

おはようございます。 

ただいま議長のお許しが出ましたので、一般質問をさせていただきます。 

平成二十一年第四回定例会に当たり、町の将来像である「みんなで創る心豊

かな優しいまち」を目指し、町民一万六千人の幸せに願いを込め、通告に従い

まして順次質問させていただきます。各担当課長並びに町長の明確なる答弁を

期待するものであります。 

まず 初の質問は、行財政運営についてであります。 

戦後の地方自治体は、高度経済成長とともに、右肩上がりの財政規模の枠の

中で地域の福祉に取り組んできました。しかし、バブル崩壊後の本格的な少子

高齢化社会の到来、地方分権制度や三位一体改革に伴う地方財政への影響、Ｉ

ＣＴ革命による情報化時代、住民ニーズの多様化など、社会情勢が急激に変化

しており、これまで続けてきた自治体の住民サービスを改めて検証する必要が

あります。行財政改革は、こうした課題を担って、個性的で多様な地域づくり

に向けてすべての事務事業のあり方を見直し、分権型社会に対応した自治能力

の向上を図るとともに、業務プロセスの改善により、行政サービスそのものの

改革を目指すものです。合併して五年目に入った藤崎町は、決して財政的に恵

まれているとは言えず、将来の経済基盤も安定しているとは言えません。この

藤崎町を未来の子供たちに引き継ぎ、将来像を達成するためには、あらゆる施

策、事務事業の評価、検証を行い、住民ニーズにこたえ、少ない財源を有効に

活用して、持続可能な行財政構造につくり変える行財政改革を断行していくし

かないのです。改革には痛みを伴います。しかし、それが住民の視点に立った

ものならば、必ず理解を得、前進していくものと確信しております。 
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それでは、要旨に沿って質問いたします。 

まず、イの機構改革に伴う部署移転についてであります。 

合併以来、教育委員会は常盤生涯学習文化会館に移転しており、いろいろな

面で不都合が生じていると思われます。また、福祉課の手狭の問題、常盤支所

の老朽化の問題についても早急に解決しなければならないと考えますが、町長

の見解をお伺いいたします。 

次に、ロの町文化施設、体育施設の指定管理者制度の導入の見通しと財政効

果はどのように推移されていくのかお伺いいたします。 

次に、ハについてであります。 

町の歳入の根幹をなす町税は昨年来のリーマンショック以降の景気低迷、農

業所得の減等による町民税の減収が影響を及ぼし、伸び悩みの状況が続いてい

ます。また、ドバイショック等により企業の業績不振により雇用環境が悪化し、

個人住民税や固定資産税及び国民健康保険税の滞納額の増加が懸念されるとこ

ろであります。そのような中で、人口増加対策及び税収アップのための施策と

ビジョンをお伺いいたします。 

次に、二番の議会改革の取り組みについてであります。 

議会改革の一環として、ごく 近、通年議会の実施に踏み切る町村があらわ

れ、その数が徐々にふえる傾向にあります。定例会の回数は地方自治法が改正

され、年四回以内から条例で定めると改められ、その結果、会期は議会が議決

で決められることから、条例で回数を年一回とし、一年間を会期として議決を

すれば、いわゆる通年議会が成立することになります。首長による議会の招集

は年一回で済み、閉会中をなくすことにより、臨時議会そのものが必要がなく

なります。つまり、本会議や委員会は議会の主体的判断で自動的にいつでも開

けるようになります。また、災害発生時などに機敏に対応でき、首長が議会閉

会中に議決に先立って行う専決処分などもチェックできます。 

以上のような点から通年議会に対する見解をお伺いいたします。 

次に、三番の教育問題についてであります。 

まず、イの各小中学校の新型インフルエンザ対策についてであります。 

全国的に感染しております新型インフルエンザは、死者が百人を超えており、

我が町の小中学校も学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖を繰り返し、罹患率は約三

六％であります。この現状に伴っての授業のおくれ、今後の学校行事開催の対

策は万全なのかお伺いいたします。 

次に、ロの藤崎小学校、藤崎中央小学校の学区割と運動会の日程についてお
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伺いいたします。 

次に、四番の地元商店街の活性化対策についてであります。 

当町の商業は、近年の車社会の進展等から郊外型の大型量販店などの消費の

流失が進んでいることに加え、既存商店街では経営者の高齢化や後継者不足等

による空き店舗化が加速していることにより、店舗数、年間販売額は減少傾向

で推移していると思われます。そこで、イの空洞化、再生について町長の見解

と施策をお伺いいたします。 

次に、ロの地場産品のＰＲと販売戦略についてであります。 

「商店街の活性化と集客力の増強を図るため、各種イベントの開催、異業種

間での共同事業による地域特産品の開発及び販路の拡大を図り、産業基盤の活

性化を推進します」と、町総合計画の基本計画にもありますが、町長の見解を

お伺いいたします。 

以上をもって壇上からの質問を終わります。 

○議長（齋藤惠一君） 

一番清水孝夫君の一般質問に対する答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

清水議員のご質問にお答えいたします。 

初めに、行財政運営についての機構改革に伴う部署移転についてお答えいた

します。 

機構改革につきましては、町の規模に見合った職員数の目標数値を定めた定

員適正化計画との一体的な取り組みが必要であると考えております。そのため、

今年度は、平成二十二年度から平成二十六年度までの定員適正化計画及び機構

改革方針の策定に着手しているところであります。 

機構改革に伴う部署移転につきましては、今後の職員の配置状況や庁舎等の

物理的スペースなどの有効活用を図りながら、簡素で効率的な行政組織の構築、

住民にとってわかりやすく、信頼される役場づくりを進めていく中で、行政機

能の集中化について検討してまいります。 

ロの町文化施設、体育施設の指定管理者制度導入の見通しと財政効果は、に

ついてでありますが、各施設につきましては、それぞれの目的に応じ、文化、

芸能、スポーツ振興の拠点施設として利用されているところであります。これ

らの施設の指定管理者制度の導入につきましては、施設の管理業務のほか、町
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の政策、施策に見合った業務範囲を考慮の上、関係団体との連携、協働を視野

に入れた指定管理者の選考方法、管理運営コスト縮減を見据えた指定管理料の

設定などを慎重に検討する必要があります。これらの要件等を踏まえ、現在、

施設の役割を十分発揮できる管理運営手法を模索しているところであり、財政

効果ありきの導入ではなく、利用者に対するサービスの確保、向上や文化及び

スポーツ振興の基幹施設であることに配慮しながら、同施設への導入に取り組

んでまいりたいと考えております。 

次に、人口増加及びそれに伴う税収アップのための施策とビジョンについて

でありますが、国勢調査に基づく当町の人口は、平成二年以降減少傾向を示し

ており、前回の平成十七年、国勢調査による当町人口は一万六千四百九十五人

で、平成二年から平成十七年までの十五年間で約四％、六百四十人余りの減少

となっております。今後は、少子高齢化の進展により、人口減少傾向がさらに

加速し、国立社会保障人口問題研究所による将来人口の推計では、二十一年後

の平成四十二年における当町の人口は約一万三千人まで落ち込むと予想されて

おり、当町にとりまして人口の維持増加対策は、非常に重要な課題であります。

豊かな自然環境を有し、交通の利便性に優れているなど、町の特性を生かし、

若い人たちが定住できるための子育て支援や児童福祉対策の充実、安全・安心

で快適な住環境の整備、さらには交流人口の促進対策等につきましては、重要

な事項と位置づけておりますので、町総合計画に基づく各種施策の計画的で早

期の実現に向けての検討に努めてまいりたいと考えております。 

次に、議会改革の取り組みについてのご質問の通年議会に対する町長の見解

はとのことについてでありますが、私たちの町の町政につきましては、住民の

直接選挙で選出されました議員各位により構成されます。町議会と町長は、二

元代表民主性のもとで、合議制、独任制というそれぞれの特性を生かしながら、

緊張関係を維持しながら政策をめぐりましての立案、決定、執行、評価などに

おきまして、その論点、争点を明確にし、私たち藤崎町の善政について競い合

い、協力し合うことを常に認識し、町政を運営してきていると私は認識してお

ります。住民の意見や行政ニーズが多様化する中において、町議会が果たすべ

き役割は日に日に大きくなり、より幅広い意見、要望の聴取や政策議論の機会

が求められている現在、町政の政策遂行のスピードに対応できる審議方法や住

民の期待にこたえ得る二元代表民主性の精神に基づいた議論のシステムづくり

が必要になってきていると私は考えます。このシステムづくりに対する私の基

本的な考え方は、議会の招集権が町長にあることを規定する現行の地方自治法
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百一条第一項によります「普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長

がこれを招集する」との規定により、二元代表民主制をとる中において、なぜ

議会招集権が町長だけにあって、町議会の議長にないのか。本来は議長にもあ

るべきでないのかとの私見を持っており、議会がその大きな役割である執行機

関を監視し、政策を提案していくためには、みずからの権限で参集できる制度

とすることが必要ではないのかと考えます。全国の市町村に目を向けますと、

会期を一年としている自治体が複数あらわれているようですが、これらの自治

体の動向を注意深く観察し、通年議会の運営のメリット、デメリットなどを町

議会の議員各位と検証し合いながら、持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与

できるのであれば、実施検討を考える必要はあると考えております。 

次に、教育問題について、各小中学校の新型インフルエンザ対策についてで

ありますが、十二月八日現在の小中学校児童生徒の罹患状態でありますが、罹

患者数は五百一人で、罹患率は三八％となっております。対策といたしまして

は、うがい、手洗いの励行、マスクの着用を徹底しているところであります。 

また、学級閉鎖等によります授業のおくれに関しましては、放課後や冬休み

に代替授業を行い、その調整を図っているところであります。 

次に、藤崎小学校、藤崎中央小学校の学区割と運動会の日程についてであり

ますが、まず、学区についてでありますが、平成六年四月一日の藤崎中央小学

校の開校に合わせて現在の学区で施行して現在に至っているところであります。

現在までの児童数はほぼ同数で推移しております。両校が学力及びスポーツに

切磋琢磨しているところであり、現状を維持してまいりたいと考えております。 

次に、運動会の日程についてでありますが、現在、藤崎小学校が五月第四土

曜日、藤崎中央小学校が五月第四日曜日に実施しているところであります。学

校行事であることから、今後、学校と協議しながら実施してまいりたいと思い

ます。 

次に、地元商店街の活性化対策についての地元商店街の空洞化、再生につい

ての見解と施策はのご質問でありますが、当町における商業は、長引く景気低

迷、車社会、消費者ニーズの変化などに伴う大型量販店への消費流出や経営者

の高齢化、後継者不足による既存商店の廃業が進展するなどの状況を呈してお

り、町内各地域の小売商店等を取り巻く環境は大変厳しい状況であります。町

では、これまで商店街等の活性化のため、町商工会への継続的な財政支援を実

施するとともに、今年度においては国の交付金を活用しながら、町商工会のプ

レミアム付商品券発行事業に対する助成を行うなど、町内小売商店等の経営向
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上対策に努めてきたところであります。町内各商店等においては、厳しい経営

環境のもと、消費者への商品の提供はもちろんのこと、地域のにぎわいや情報

交換の場などを創出いただいているところであり、当町の活性化のため、日々

ご協力をいただいているものと認識しております。今後とも町商工会と情報の

交換、連携をとりながら、住民の地域内商店の利用が促進されますよう、商店

などの創意工夫に対する支援の検討に努めてまいりたいと考えております。 

次に、ロの地場産品のＰＲと販売戦略についてでありますが、町ではこれま

で商工会が中心となり、リンゴ紅の夢やときわニンニクなど、当町の農産物等

の地域資源を生かしながら、ジュース、ジャム、ガーリックオイルなどの商品

開発に取り組んできております。リンゴ紅の夢については、弘前大学農学生命

科学部藤崎農場から穂木の提供を受け、三十七人の地元生産者へ協力をお願い

し、栽培体制を整備したところであり、今後とも協力できる生産者の発掘、拡

大に取り組んでいく方向であります。 

また、生産者のみならず、関連する団体や事業者に協力をお願いしながら、

町全体に波及効果のある地場産業の振興を図っていくとともに、今後とも首都

圏との有力なパイプ役を担っている五者協定、食料と農業に関する基本協定の

活用やふるさと藤崎会などのトップセールスなどを実施しながら当町地場産品

のＰＲ、宣伝に努めていく考えであります。 

以上、清水議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

一番清水孝夫君の一般質問に対する答弁が終りました。 

これより一番清水孝夫君の一般質問に対して再質問を許します。 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

町長の明確なる答弁ありがとうございました。 

まず、一番の行財政運営の中の機構改革に伴う部署移転についてに質問をい

たします。 

先ほど壇上で質問しましたが、まず、近隣の市町村でも弘前市とか平川市も

合併しました。その中で教育委員会もやっぱり合併と同時に我が町と同じで移

転しております。弘前は岩木庁舎、平川は尾上庁舎です。そういう中で私たち

も今合併５年目に入ったわけですけれども、例えば、今の新型インフルエンザ

対策とか、この間の中学校の部活の事故とか、そういう早急に対策とか対応を

しなければならない。そういう点でやっぱり私の意見は本所にあった方が利便
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性があるのではないか。いろいろな面でやっぱり離れていると不都合が生じて

いるのではないか。そういう点でぜひ本所に、今すぐじゃなくてもいいですが、

移転してもらいたいということで町長の再度また見解をお聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

合併後五年、まず当初はこういう形でといいますか、本所、支所、それから

教育委員会、あるいはまた外郭団体という形でほとんどすべての外郭団体とい

いますか、町の関係する団体さん、組織が統合されて、消防団等、婦人会さん

とか、商工会さん、それぞれ一つの町としての体をなしてきたということだと

思います。非常に結構なことだと思います。そういった中で、機構改革という

ことですけれども、本所と教育委員会の一体的な配置というんですか、本所に

教育委員会を置いた方がいいんじゃないかというご意見はご意見として承りな

がら、私も五年暮らして、教育委員会は本所にあった方がいいのではないかな

という多くの同類のご意見をもとに、私もそのような方向で考えていくのがい

いのではないのかなという気になっております。これは機を見て、また本所自

体の建物も今の状況では手狭といいますか、全員を収容するだけのスペースが

ありませんので、この辺の解決ができればそういう形にはなれるのではないか

なと、こう思います。もう少し時間がかかるかと思いますけれども、今検討を

し始めているというところであります。機構改革や、あるいはまた行財政改革

の中の機構改革やそれからまちづくり、藤崎町総合計画の中で私は検討してま

いりたいと、こう思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

今の町長の答弁の中で手狭という言葉が出ました。その手狭のことですけれ

ども、旧藤崎病院、今は診療所ですね。あそこの建物のこの間改築したばっか

りなんですが、二階と三階部分は使われていないと。その中で藤崎病院の建物

の借金ですね、償還ですね、それが平成二十三年度で終了するということです

ので、平成二十四年度からときわ会と協議していただいて、そこを使えるよう

に、例えば今福祉課でも手狭、教育委員会もまず本所に持ってくるとまた手狭

になるということですので、ぜひ二十四年度から二階、三階部分を使えるよう
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に協議してもらって、手狭を解消してもらいたいと思います。それに関して町

長。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

藤崎病院の二階、三階の利用方についてであります。 

藤崎町にはその施設も含めてさまざまな施設、この庁舎の周りにもあります。

それらの空きスペースというんですか、施設等を十分検討しながら、今ご提案

あった施設も選択肢の一つとしながらも、検討をしてみたいと思います。あり

がとうございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

それともう一つ、常盤支所の問題です。前にも一般質問で取り上げました。

今の二階、三階部分がもし可能なのであれば、例えば教育委員会が本所に来る。

今現在の文化会館ですか、あそこに支所を移転するとか、今の支所はどうして

も本当に老朽化で修繕しても修繕しても金ばかりかかって、建て直すといって

もなかなか財政も厳しいもので、やっぱりもし二階、三階部分が使えて解消に

なるんであれば、今の学習会館ですか、文化会館ですか、あそこに支所を移転

するという案も私は考えているんですが、その辺もお願いいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

それもまたいい選択肢の一つだと思います。同類のご意見や提案が幾つか、

何人かからも私のところにあります。私も大変いい選択肢の一つだなと、こう

考えております。それも一つの考えとしてこれから関係者の方々と検討してま

いりたいと思います。非常にいい選択肢ではないかなと、こう思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

次に、ロはちょっと省きまして、次にハの人口増加及びそれに伴う税収アッ

プのための町長の施策とビジョンについてです。 
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先ほど答弁にもあったとおり、人口はますます減少傾向にあり、少子化が進

んでおります。今日の東奥日報の新聞にも出ましたが、選挙人名簿ですね。藤

崎町は一万三千三百何人でしたか、人口一万六千人に対して成人している方が

一万三千人もいると。二十歳以下が三千人ぐらいしかいないんですね。そうい

うような中で、私のこれは提案ですけれども、町長に強いリーダーシップを発

揮してもらって、人口二万人宣言という形で、私子供のころから思っていたん

ですが、藤崎町は弘前市に本当に近くて、七号線、三三九号線、立地条件もよ

い。やっぱりベットタウンですね。他県で言えば岩手県の滝沢村ですね。盛岡

市のベットタウン。そういう形で私子供のころから思っていたんですが、住宅

の問題ですね。それは先ほど鶴賀谷議員も質問しましたが、要は市街化調整区

域の網がかかって、サラリーマン住宅は建てられない場所もある。私が頭の中

で今川部に行く通り、あの辺の田園はかなり広い。そういうところに例えば限

定でも民間と共同しながら住宅とか建てられないものかなと思ったりもしてい

るんですが、サラリーマン世帯がもしそこで建てられるとすれば、おのずから

人口は本当にふえると思います。立地条件がいい藤崎町ですので、その辺の私

のこれはビジョンですけれども、町長はどういうふうに思いますか。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

大変よろしいビジョンだと思います。将来展望はやっぱり人口問題、少子化

問題が一番今出てくるご時勢だと思います。それがやはり財政基盤を安定させ

る一番基礎になる。人口がやっぱり安定していないと税収の面とか、そういっ

た財政面での基盤になるものがやっぱり人口ですので、定住化、あるいは人口

増をやはりもくろんで政策を展開していかなきゃならないと思います。その政

策展開の中で一番 初に来るのがやっぱり住宅問題とひらめくわけですけれど

も、私としては、住宅問題は、これはどういう政策をとろうとも、住宅問題と

いうのはやはり促進していかなければいけないと思います。既存の住宅の増改

築も含めて、新規もやはり考えていく。新規がなければやはり人口増になりま

せんので。ただし、この住宅問題を進める上で、並行してやらなければならな

いのは、やっぱり町に魅力を持たせると。魅力を持たせれば人が来る。子供を

産みやすい、育てやすい。それで初めて住む環境が生きてくると。ですから、

住宅問題を展開するのと同時にまちづくりというのを、これをやっぱりやらな

ければいけないと思うんですね。そうでなければ、単なる住宅を改築しても、
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新築しても、既存の住宅から引っ越すだけの住宅になってしまいますので、そ

れだと少し施策のプラスアルファというんですかね、効果が薄いと思うんです

よね。既存の住宅からの単なる引越し先の住宅の建築だと。これも必要ですよ。

必要ですけれども、そうでなくて、他市町村から、あるいはベットタウンとし

ての機能を持たせた住宅を展開するんであれば、やはり魅力のあるまちづくり

をやりながら、他から来てもらうという、あるいはまだ間に合うんであれば、

これからでもといいますか、若い人たちにやっぱり出生率を上げるというんで

すかね、子供を産んで育ててもらう、育てやすいそういう住環境、育てる環境

をやはり充実していくということが必要だと思います。 

関連のことであれですけれども、やはりまちづくりということ、藤崎町は五

年目を迎えましたので、総合計画に基づいたまちづくりというものを、魅力あ

るまちづくりというものをやはり私だけでなくて、議会の皆さんや町民の皆さ

んと一緒に構想を描きながら、これを協議してまいりたい、こう思う次第であ

ります。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

町長、全くそのとおりでありまして、本当に二万人宣言を本当にしてもらい

たいと思います。私も頑張ります。 

次に、先ほどの新型インフルエンザ対策ですが、教育長に伺いたいんですが、

授業のおくれという、この間も臨時議会で聞きましたが、現在本当にどのぐら

いのおくれているものか教えてもらいたいです。 

○議長（齋藤惠一君） 

教育長。 

○教育長（舘山新一君） 

この新型インフルエンザによる学級閉鎖並びに学校閉鎖のおくれでございま

すけれども、今四学校から申請があがっておりまして、学校のおくれについて

は三日ないし五日間おくれておりまして、これについて申請が来ておりますの

で、承認をしたところでございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 
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三日ないし五日ですか。今これから冬休みに入ると思うんですけれども、冬

休みに授業をふやすという方針とかってあるんでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

教育長。 

○教育長（舘山新一君） 

今、お話ししたとおり、三日から五日のおくれの中を冬休みを短縮してこれ

に振りかえをして、授業時数の確保に努めていきたいと思っております。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

特に中学校三年生、受験を控えておりますので、今ワクチンも来月から接種

するようでありますけれども、本当に今までこういう全国的に大流行したイン

フルエンザはないんですけれども、中学校三年生にはぜひインフルエンザに感

染しないように努めて、学業に支障がないように万全の体制で教育委員会も学

校長に指導していただきたいと思います。 

次に、四番ですね。地元商店街の活性化対策についてです。 

先ほど答弁にもありましたけれども、地場産品のＰＲと販売戦略です、ロの。 

紅の夢というジュース、あとジャム、あとガーリックオイルですか。これは

旧常盤の福舘の株式会社ユーニスさんですか、何か開発していると聞きました

けれども、今現在生産体制はどのようになっているんでしょうか。農政課長。 

○議長（齋藤惠一君） 

農政課長。 

○農政課長（浅利 克君） 

お答えいたします。 

町長の答弁にもありましたように、昨年の春、三十七人の生産者に協力をお

願いしております。それで一応栽培体制を整えたと。ただし、これからもどん

どん生産者の発掘、それから掘り起こし、これをしていきたいということでご

ざいます。 

また、商工会ではある程度の団地性を持った二十アールとか三十アール、そ

の辺の土地がないかどうかということで農政課にも来ておりますので、その辺

も検討していく必要があるというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 
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清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

先ほどの答弁にもありましたけれども、地場産品のＰＲですけれども、さっ

き鶴賀谷議員も質問しましたが、秋まつりの一本化の問題ですけれども、その

一本化にした中で、やっぱり実際本当に一回でいいと思うんですよ。その中で

地元の商店だけのブースでやってもらいたいし、また、テレビＣＭ、チラシ等

で今の紅の夢とか、ジャムとかガーリックオイル、そのようなものを本当にテ

レビでコマーシャルを出して、町長みずからはんてんを着て販売に、我々議員

も宣伝して、その年一回の祭りにどんと販売をしていくと。リンゴはもちろん

ニンニクもそうですけれども、そういう意味でもやっぱり秋まつりも秋にこだ

わる必要ないと思います。昔商店街でアンペ市という、旧町民体育館でやった

こともあります。ですから、秋にこだわらず、早期に日にちを決めて、やっぱ

り藤崎町をアピールする。地場産品をアピールする。みんな行政と町民が一体

となって販売をするという形でぜひやってもらいたいんです。その辺の見解を

町長。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

藤崎町には、加工品、あるいはリンゴやお米、ニンニク、生果、生食のもの、

農作物から花卉とか、いろいろな農作物あります。地場産品豊富に種類があり

ます。それを生かした加工品あります。まだまだ開発中のものがあります。そ

れから開発途上のものもありますし、有望な有力な開発品目もあると思います。

例えばニンニクとか、あるいはお米、米粉を利用したパンとか給食に出ていま

すけれども、それらを含めて非常にいいご提案をいただきましたので、ぜひそ

れは実現したいなと、こう思います。地場産品を町民で協力しながら売り出し

て行くと、ＰＲしていくと。行政側は割りとコンパクトですので、割りと小回

り利きますけれども、あとは町民の協力といいますか、参加と協力、協働参画、

これをぜひこの機会にお願いしたいと思います。清水孝夫議員も率先してはん

てん着て、はんてんを一緒に着て、議員各位も一緒になってやる。これに意義

が出てくるんじゃないかなと、こう思いますので、そのときはよろしくお願い

したいと思います。非常にいいご提案だと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 
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清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

全くそのとおりで私も同感でございます。一生懸命売ることに関しては私も

なれていますので、セールストークは任せてください。 

次に、 後になります。通年議会のことをやります。 

先ほど町長、詳細に答弁をいただきました。そこで、副町長の見解をお聞き

したいと思います。通年議会について副町長の見解をお願いいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

副町長。 

○副町長（浅利 一君） 

私も議長もやった経験がございますが、通年議会というのは早い時期に聞い

たことはございますが、その後一向にここ十年間ぐらい休んでおりましたので、

これから勉強したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

副町長、これから勉強するんですか。通年議会って聞いたことはある。 

じゃあ次に総務課長に聞きます。同じ質問です。 

○議長（齋藤惠一君） 

総務課長。 

○総務課長（三上 治君） 

町長の答弁にありましたように、今の地方自治法上、議会の招集権は町長で

ございますので、町長の登壇での答弁をしたとおりの内容で今後検討してまい

りたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

清水君。 

○一番（清水孝夫君） 

これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（齋藤惠一君） 

これで一番清水孝夫君の一般質問は終了いたしました。 

昼食のため休憩いたします。 

再開時刻は午後一時といたします。 

休 憩 午前十一時五十七分 
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再 開 午後 一時 

○議長（齋藤惠一君） 

  再開前に報告事項がありますので、事務局から報告させます。 

○事務局長（奈良岡信彦君） 

  野呂日出男議員が午後所用のため欠席する旨の届け出がありましたので、ご

報告いたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

次に、三番奈良岡文英君に一般質問を許します。 

奈良岡君。 

〔三番 奈良岡文英君 登壇〕 

○三番（奈良岡文英君） 

ただいま議長の許しを得ましたので、発言させていただきます。 

今日は傍聴席の皆さん、大変寒い中ご苦労さまです。午前中に引き続き傍聴

ごゆっくりよろしくお願いしたいと思います。世の中、インフルエンザがはや

っていますので、インフルエンザに感染しないようどうぞこの師走を乗り切っ

て新年を迎えていただきたいと思います。 

それでは、通告した内容に沿い質問させていただきます。 

まず、第一点目の下水道事業について質問いたします。 

下水道事業は地域住民の日常生活や経済生産活動によって生じる汚水を速や

かに浄化し、公衆衛生の向上、生活環境の改善、水質保全を初め、農村環境保

全を考える上で極めて重要な施設であります。また、近年の地球温暖化による

ものと考えられるゲリラ豪雨や干ばつによる水不足への対応、その原因である

二酸化炭素の排出削減など、地球環境問題への対応や身近な問題としては農業

用水の水質保全や生活環境の向上など、まちづくりの一環として下水道事業を

考える必要があると思います。 

まず、料金値上げについて伺います。 

下水道料金については、町村合併以前の旧藤崎町と旧常盤村の料金体系の統

一から始まり、今回の改定となったわけでありますが、今、町民にとっては役

場の機構改革、補助金の見直しや町有施設の民間委託、利用料、手数料の値上

げなど、官民一体となって行政改革を強力に進める中での改定であり、その内

容は来年度からの基本使用料、従量使用料ともに三〇％の大幅な値上げとなる
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ものであります。また、社会経済は依然として低迷を続け、大企業の業績不振

による相次ぐリストラや深刻な雇用不安、失業率の増加など、町民生活は苦し

いときだと思います。こういうときに直接生活に響く料金値上げでありますか

ら、よほど時間と労力をかけて真剣に取り組まないと町民の理解は得られない

と思いますが、その周知への取り組みを伺うものであります。 

次に、料金値上げの会計上の効果について伺います。 

農業集落排水事業、下水道事業、両事業会計の平成二十年度の決算を見ると、

農業集落排水事業が八千百三十二万円の赤字、また下水道事業が三千五百六十

九万円の赤字決算となっていますが、今回の値上げによってどのくらいの会計

上の効果が上げられるのか伺います。 

次に、下水道農業集落排水事業についての累積赤字の会計に及ぼす影響につ

いて伺います。 

下水道、集落排水事業ともに赤字決算であり、特に集落排水事業は二十年度

決算で累積欠損金が二億五千万円ほどあります。これが将来にわたりこの事業

に及ぼす影響はもとより、町の財政に与える影響は大きなものがあると思いま

すが、事業の健全経営化に向けて、町としてどのように考えているのか伺いま

す。 

また、赤字解消に向けた取り組みについても伺います。 

次に、加入率向上について伺います。 

下水道事業は生活の基盤となる事業であり、公衆衛生の向上、生活環境の改

善、公共用水の保全につながるものであり、まちづくりの視点で事業の推進を

考え、地域環境保全につながるものとして広報、啓発活動を通じて、普及、加

入率の向上を図っていかなければなりません。加入率の向上について伺うもの

であります。 

次に、若柳地区の下水道事業について伺います。 

若柳地区は、平成十九年九月に我が町に編入されましたが、生活基盤の整備

が急がれるところでありますが、この地区住民にとっては早期に下水道施設を

整備することが必要であるかと思います。若柳地区の下水道整備計画について

の見通しについて伺います。 

次に、第二点目の町財政運営について伺います。 

我が町の財政運営は、依然として厳しいものがあります。合併直後に策定し

た藤崎町行財政改革大綱は、ただ単に財政効果を上げるだけでなく、新しいま

ちづくりを進める上で大きな効果をもたらしたと言えるでしょう。そして、今
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年八月には、さらなる行財政改革の指針となる第二次藤崎町行財政改革大綱を

策定しました。平成十九年に作成した町総合計画「みんなでつくる藤崎プラ

ン」で掲げた地域住民と行政が一体となった参画と協働によるまちづくりが実

現するよう取り組んでいるところです。また、行財政改革の中で取り組んでき

たことは、主に質の高い行政サービス、職員の定員、給与の改定、町有施設の

民間委託、補助金の見直し、使用料、利用料の見直しです。このように行財政

改革を役場はもとより、全町民一丸となって強力に進めているところですが、

地方自治体の財政の健全度を示す各財政指標は、我が町ではどうなっているの

か伺います。 

地方自治体の財政破綻を事前に防止するために制定した地方公共団体財政健

全化法が定めた財政指標の中で、実質公債費比率と将来負担比率がありますが、

我が町の町債残高は平成二十一年度末で一般会計が百二十七億円、上下水道会

計の七十億円と合わせると百九十七億円となり、町民一人当たり約百二十万円

となります。それらを返済していくための借金の返済に充てる費用が、標準財

政規模に対する割合を示す公債費比率と町が上下水道会計も含めて、将来負担

すべき債務が、標準財政規模の何倍になるかを示す将来負担比率の見通しにつ

いて伺います。 

後に、経常収支比率について伺います。 

自治体の財政構造の弾力性をはかる比率としてでありますが、この比率が高

いほど自由度を失い、財政運営が硬直化し、政策的に自由に使えるお金が少な

くなっているとされていますが、我が町の経常収支比率は今後どのように推移

していくのか伺います。 

以上で通告しておいた項目についての質問を終わりますが、答弁に際しては、

この議場だけにとどまらず、一万六千三百人の町民に対して、親切、明快なる、

かつ責任のある答弁をお願いして、発言を終わります。 

○議長（齋藤惠一君） 

三番奈良岡文英君の一般質問に対する答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

奈良岡議員のご質問にお答えいたします。 

初めに、下水道事業についての料金値上げについての周知への取り組み方法

についてお答えいたします。 
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このことについて町では、利用者の方々にご理解をいただくために、町ホー

ムページ並びに広報「ふじさき」に掲載し、周知徹底を図ってまいりたいと考

えております。 

次に、料金値上げの会計上の効果についてでありますが、会計上の効果とい

たしましては、赤字幅の縮減が図られるとともに、資金不足額の発生を抑制で

きるものと考えております。 

次に、下水道及び農業集落排水事業についての累積赤字の会計に及ぼす影響

はについてでありますが、累積赤字の原因は減価償却費に起因するわけであり

ますが、赤字が拡大することにより、四条予算である資本的収入の補てん財源

が減少し、資金不足を生じることがその要因となるものであります。 

次に、赤字解消への取り組みはについてでありますが、事業のさらなる経費

の縮減を図るとともに、加入率の向上に努めてまいります。 

次に、加入率向上の取り組みはについてでありますが、平成二十一年三月末

現在の加入率は、下水道事業及び集落排水事業全体で六六・五％となっており

ます。合併以降の接続件数につきましては、四百三十二件となっております。

年平均百八件と、接続件数も伸びており、今後も広報「ふじさき」への加入促

進にかかわる掲載を初め、祭りなどの行事の機会を通じ、加入促進を図ってま

いります。 

次に、若柳地区の下水道事業についてでありますが、若柳地区の下水道の整

備につきましては、下水道事業において一部未着工部分を残しておりますが、

整備をほぼ完了している現状にあります。しかしながら、若柳地区のみならず、

町全体におきましても整備区域外において、宅地開発などが進み、汚泥処理を

浄化槽処理している現状にあります。今後の若柳地区の下水道の整備につきま

しては、事業の経営健全化を図りながら検討してまいりたいと考えております。 

次に、町財政運営についての各財政指標についての公債費比率及び将来負担

比率の今後の見通しについてでありますが、この実質公債費比率、将来負担比

率も地方自治体の財政破綻を未然に防止するため、平成十九年度に設立した地

方公共団体財政健全化法に基づくものであり、地方公共団体の財政状況を判断

するための指標の一つとされます。ご承知のとおり、市町村では実質公債費比

率が二五％から三五％で早期健全化団体に、また三五％以上の場合には、財政

再生団体に指定され、北海道夕張市同様、財政再生計画の策定などが義務づけ

られるなど、財政運営そのものが国の管理下に置かれることになります。町に

おける今後の見通しでありますが、平成二十一年度、つまり平成二十年度の決
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算に基づく実質公債費比率は一九・二％、将来負担比率は二一八・三％となっ

ております。今後の実質公債費比率の見通しとしては平成二十二年度の一九・

六％をピークに、次第に逓減するものと思われます。 

一方、将来負担比率の今後の見通しとしても、平成二十四年度以降は、地方

債残高が減少していくことに伴い、逓減していくものと思われます。ただ、こ

の数字の算定方法、いずれもが普通交付税等の標準財政規模、元利償還金、準

元利償還金に係る基準財政需要額、今後進める事業に充当する地方債の元利償

還金及び地方債残高等の数値であることから、その将来的予想は難しく、混沌

とした経済情勢や政権交代に伴う国の予算編成状況からして、来年度の普通交

付税額を推計することすら難しい状況であり、現時点での推計に過ぎないこと

をつけ加えさせていただきます。 

次に、経常収支比率の今後の見通しについてでありますが、この経常収支比

率は、地方自治体の財政構造の弾力性をはかる比率であり、これは人件費、扶

助費、公債費など、縮減することが容易でない義務的経費に町税、普通交付税、

臨時財政対策債などの一般財源がどの程度充当されているかを見るものであり

ます。当町の場合、平成二十年度決算では九〇％であり、財政運営が硬直化し、

政策的経費に使えるお金が少なくなっていることを示しています。今後の見通

しでありますが、普通交付税、臨時財政対策債が算定基礎となっており、しか

もその年度の経費そのものを経常的経費、臨時的経費に分析することも必要で

あることから、この将来的見込み額を推計することは非常に難しいと思われま

す。ただ、この数値は極端に変動することが少ないため、今後の見通しとして

は、町税等の収入が逓減し、普通交付税が激減することがないとすれば、ここ

三ないし四年にかけて、人件費が減少していくことに伴い、年々経常収支比率

も逓減していくと思われます。 

以上、奈良岡議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

三番奈良岡文英君の一般質問に対する答弁が終りました。 

これより三番奈良岡文英君の一般質問に対する再質問を許します。 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

それでは、答弁に対する再質問をさせていただきます。 

まず、下水道料金の値上げについてですけれども、その周知への取り組みに

ついてですけれども、五月までという限られた期間の中で 大限の効果を出し
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て理解してもらわなければならないという状況に置かれているんですけれども、

ホームページ、広報、それらで知らせて周知し、理解してもらうというのはだ

れしもが考えることであって、むしろその内容が問われるわけであって、この

下水道事業の必要性や、まちづくりを進める上でどういう観点で必要なのかと

いうことで訴えて理解してもらわないといけないと思うんですけれども、具体

的に五月までにどういう段取りで周知を図っていくのか伺います。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

周知につきましては、まずは今回の改定に至った経緯につきまして、これは

詳細に利用者の方々の理解を得るために、まずはその改定の理由を掲載すると

ともに、現在の事業会計の経営状況、これも利用者の方々にお示しをし、それ

によってこういう今の現状を経営改善をするためにはどうしても今の値上げが

必要であるというものを明記し、利用者の方々に示した上で、理解を図ってま

いりたいと考えております。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

よほど真剣に取り組まないと、今のこの値上げはなかなか理解してもらえな

いのかと思いますけれども、これまでにこういう事態になった経緯を説明する

ことはもちろんですけれども、その過去を振り返って総括するというか、そう

いう視点からも説明が必要かと思いますけれども、その点についてはどうお考

えですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

今、奈良岡議員より指摘のありましたように、今までの経緯、スタート時点

からの経緯、これにつきましては、当町におきましては県下でも一、二番の整

備率ということでありまして、これはどういうことかといいますと、それだけ

先行投資を他町村よりしてきているということもございます。ただ、スタート

時点では利用者に対する負担ということも考えておりまして、料金設定が、ス

タート時点では高い設定にはしてございません。それが何年も続いてきたとい
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うことも経緯の中でございますので、その辺も利用者にご理解をいただくため

にも細かく利用者に説明していきたいと考えております。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

まちづくりの一環として環境保全にも役立つんだと、農業を基幹産業とする

町としての産地としてのイメージアップを図るんだという、そういう観点から

も説得していくことが必要かと思いますけれども、ぜひただ汚水を処理すると

いう観点だけでなく、そういう多面的な方面からも考えていただきたい、こう

思います。 

値上げに関しては検討委員会で十分検討されていると思いますけれども、そ

の検討委員会の中で値上げの時期、あるいは値上げ率、あるいは段階的に値上

げしたらどうなのかとか、そういう話はされたのかどうか伺います。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

検討委員会におきましては、まず、こちら、町の方から改定が必要だと。ど

ういう状況で改定が必要なのかということに対して、委員にお示ししまして、

収入不足が今現在どういう状況にあるのかということを委員会に示し、その後

どのぐらいの改定率が必要なのであるかということにつきましては、ある程度

のパーセントを示しまして、段階二〇、二八、三〇、それから四〇、この範囲

で検討委員にお示しをし、どの率で改定するべきかと。ただし、今の現状にお

きましては、三〇ぐらいがベターではないかと。三〇でもまだこのぐらいの不

足がありますよということに対しましては、委員にお示しして検討してもらっ

た結果でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

検討委員会の了解をもらっているということなんですが、経済が冷え込んで、

失業者もふえていると。失業率も高い。生活が皆さん逼迫している。一般町民

の方は逼迫してきている方も多いと思いますけれども、そういう中での値上げ

であって、当然未収金対策というものも出てくると思いますけれども、その辺
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についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

未収金対策につきましては、これは上水道と一体となっておりまして、未納

者につきましては主に上水道の未納ということでやっているわけでございます

が、上水道イコール下水道ということで、未納者につきましては一たん給水停

止ということで、その後、未納者に対しまして相談を行いまして、できるだけ

未納は払っていただくということで一たん給水停止ということで確約書を未納

者に対して提出していただき、決まった額を支払ってもらうという措置を講じ

ております。現在、その段階で集排、下水の未納額が幾らであるかと。これに

つきましては、平成二十年度末におきまして、集排会計におきまして五百五万

六千円、下水会計におきまして三百九十四万九千円となってございます。この

未収につきましては、単年度の未収ではございませんが、今までの積み上げと

いうことで、経済状況も影響されますけれども、多少毎年その年度の未収金の

額につきましてはふえる状況にはありますけれども、先ほど収納対策を述べま

したが、今後につきましてもきめ細かに収納対策を行ってまいりたいと考えて

おります。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

それでは、加入率向上についての取り組みについて伺いますけれども、加入

率については、以前下水道を整備した年代によって早く整備した地域は加入率

はいいと。新しい地域は余り進んでいないというふうなことを聞きましたけれ

ども、そういう傾向にあるというのは今でもそういう状況にありますか。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

これは二十年度末の状況でございますが、公共下水道につきましては、藤崎

地域においては七〇％加入率でございます。常盤地域の公共におきましては五

五・三五％、常盤の公共におきましては集落排水の後になっている関係上、ま
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だ加入率におきましては五五％前後にとどまっております。ただ、集排におき

ましても、早い地域におきましては榊、常盤におきましては八〇％を超えてご

ざいます。ただ、福富、それから藤崎地域の中野目、中島、それから林崎は

終年度でございますが、これらにつきましては五〇％前後の加入率でございま

す。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

その加入率の低い地域といいますか、整備して間もない地域に対してどのよ

うにこれから先加入率向上の説得に当たっていくのか伺います。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

これにつきましては、加入率の低い地域におきましては、それぞれ何かの集

会なり、そういうものがございましたら進んでそういう形では加入の促進のた

めに出向いてまいりたいということでやってきているわけですが、今のところ

まだ広報による加入促進というものが主な状況になっておりまして、今後は積

極的に出向いてまいりたいと考えております。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

料金値上げについての試算の資料をもらいましたけれども、その中で加入率

七〇％での試算をしていますけれども、先ほど町長の答弁にあった数字は六

六・五％ですか。それに対して七〇％と、ちょっと目標にしては、現状に対し

て目標が低いという感じがしますけれども、七〇％という目標を設定した経緯

について伺います。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

七〇％という設定につきましては、毎年の接続件数、これにおきましても大

体使用料二十立米の使用している人が接続するものという前提のもので、七
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〇％というものを設定したわけですが、大体二十立米使用する人が六十件ぐら

い、これが三年間で接続していけば七〇％ぐらいにはなるだろうということで

設定したものでございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

料金値上げの周知期間についてもそうですし、加入率アップについての取り

組みもそうですし、ただ広報とか、ホームページとか、そういう印刷物、ある

いはウェブサイトに頼るだけでなく、やはり一番効果的なのは出向いてひざを

交え合わせて説得するという、そういう取り組みが一番効果が上ると思います

けれども、そういうただ机に座って印刷物を流すだけでなく、足を運んでやる

取り組みを続けていただきたいと、こう思います。 

それで、若柳地区の整備計画についてですけれども、整備するに当たって具

体的に今問題になる、障害になるというのはどういうことが挙げられるんです

か。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

まず、今の現時点で一番問題になるものといいますと、事業会計の経営状況、

これがまず第一点でございます。経営状況、集落排水事業におきましては水道

事業会計から一億数千万円を借り入れして、資金不足を補っている状況にある

わけでございますが、これもまず一つ問題点にはなります。 

次に、若柳地区につきましては、集排地域と公共下水道区域、これは線路を

挟んでいるわけでございますけれども、これが本来もし整備するとしまして、

集排事業で整備すべきものか、公共下水道に接続すべきがいいものか、これに

ついても検討をしていかなければならないという問題もございます。今の問題

につきましては、町長の答弁にもありましたけれども、まずは事業会計の経営

改善を図りながらと。これが図られないうちにさらなる投資ができるものか、

これも今後の検討課題ではあると考えてはおります。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 
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若柳地区が平成十九年に我が町に編入されたと。その地区住民の人たちが藤

崎と一緒になってよかったと、こう思えるような、その一つとして下水道の整

備かと思いますけれども、合併してよかったと思えるような政策を進めていた

だきたいと、こう思います。 

次の財政運営について伺います。 

青森県全町村の公債費比率が高いということなんですけれども、これはやっ

ぱり借金の返済が重くのしかかっているということで理解してよろしいですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

財政課長。 

○財政課長（新谷義昭君） 

今おっしゃった内容でよかろうかと思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

大分前に新聞に財政の四指標が載っていたわけなんですけれども、九月です

か。その中で将来負担比率が町村でいけば悪い方から三番目と、我が町が将来

負担比率が二一八・三％と。公債費比率は青森県は全体的に悪い町村が多いと

いう中での将来負担比率が悪い方から四番目だという事実があるんですけれど

も、これをどう受けとめているのか伺います。 

○議長（齋藤惠一君） 

財政課長。 

○財政課長（新谷義昭君） 

お答えいたします。 

ただいまご指摘のありました将来負担比率については、ことしの九月の新聞

等で報道されていますように、県内においては藤崎町が四十市町村のうち五番

目ということで、数字的にいきますと、二一八・三％ということになっており

ます。ただ、二一八・三％が高いかということの判断でございますが、この数

値については、先ほど上下水道課長の方からも答弁ありましたけれども、下水

道や、それから各種施設等、これらの行政的資産への投資との問題ともつなが

ってきますので、一概に高いとは言えないのではないかというふうに判断して

おります。 

また、将来負担比率を引き上げている原因のもう一つでございますが、合併
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した市町村についてはすべてのところで借り入れしておりますが、合併してか

ら十年後には地方交付税が下がるということの対策として、まちづくり基金と

いうものをつくっております。そのまちづくり基金の財源といたしまして、合

併特例債、事業債、うちの藤崎町でいきますと十一億円の基金をためるという

ことでやっておりますけれども、そのうちの十億四千五百万円ほどが合併特例

債ということになっておりますので、その十億四千五百万円も将来負担比率を

引き上げている一因とは考えております。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

それでは、経常収支比率について伺いますけれども、九〇％台だということ

で、それじゃあ残り一〇％が自由に使えるお金だということなんですけれども、

実際その一〇％の自由に使えるお金というのは、金額にして幾らぐらいになる

んですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

財政課長。 

○財政課長（新谷義昭君） 

お答えいたします。 

経常収支比率についてのパーセントに対するお金でございますが、標準財政

規模の約一〇％、四億円程度になろうかと思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

後に町長に伺いたいと思いますけれども、自由に使えるお金が四億円程度

だということなんですけれども、まちづくりのために何もするなと、その四億

円さも手をつけるなとは言いませんけれども、町の活性化のために、これはや

っぱり何か事業を起していかないとだめだろうと思いますけれども、借金を増

やさない。なるべく減らしていくという中で、これをプライマリーバランスと

いうんですか、それを保ちながら投機的な事業も起して、町の活性化も図って

いかなければならないということは否定しませんけれども、身の丈に合った事

業の展開、まちづくりの展開が必要だろうという今の財政状況を見れば、だと
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思うんですけれども、その点について町長はどう考えるか伺って質問を終わり

ます。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

今のご質問ですけれども、毎年四億円ほどの自由に使えるお金と。地方公共

団体というのは単年度で多額の財源をもって、単年度で短期で事業を進めると

いうものではなくて、短期で行う事業は次年度の予算、新年度の予算編成を目

下行っているところでありますけれども、逆に言えば、四億円という毎年自由

に使えるお金があるということでは、来年、あるいは再来年、あるいは五年、

十年というスパンで中期、長期的に計画的に構えていくのもこれは地方公共団

体の事業の進め方かなと、こう思います。今、新しい町としてスタートして五

年、六年という時期において、まちづくりの総合計画を目下策定中であります。

これを実施計画という形で先ほど来、各議員からも魅力あるまちづくりについ

て町長のビジョン、あるいは議員各位の提案、提言といったものの中にも住宅

問題、あるいは町の物産のＰＲ問題、あるいは子育て支援の問題というものを

この四億円の自由に使える財源をもとに、あるいはまた合併特例債などの今そ

ういうバランスをとりながら、中期、長期でここで事業を起しても差し支えな

いのかということも慎重に吟味しながら、それぞれの事業展開はしていけるん

ではないかなと、こう思っております。 

いずれにいたしましても、魅力あるまちづくり、そして先ほど来議論しまし

たように住宅問題、そして少子高齢化に対応できるまちづくりや環境整備とい

ったものも必要であります。そういったものを町民の要望にこたえる形でやっ

ていくことが望ましいのではないかなと。一番効率いいのは、町民が願ってい

るもの、あるいは理想というものにどうやってこたえたらいいかということを

具現化、実現化していけばよろしいんじゃないかなと思います。奈良岡議員か

らは折に触れて、農業問題が得意な方ですので、農業政策の振興策ということ

で町に対しての提言があるわけでありますけれども、あるいは清水議員は商工

業の方ですので、そういった面から提案がある。それらのあるいは教育問題に

関してはだれというふうに、あるいは町民のふだんからでも、そういったいろ

いろな多面的に、それぞれのご要望や意見に耳を傾けて、それを中期、長期で

こなしていくと、政策展開していくということが今大事なことではないかなと。
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それにこたえられる今私は状況にあるんではないかなと、こう思う次第であり

ます。 

まだ来年度の普通交付税云々も確定しておりませんけれども、私としては政

権が変わっても期待できる面はあるのではないかなというふうにも思っており

ます。国の制度、そういうものが出されたときに、その部分では町も積極的に

その国の制度に乗って、あるいはそこを重点の施策に展開できるものがあるん

じゃないかなと。子育て支援にしても、そういったものの制度に乗って、町は

その末端の窓口として施策を展開していきながら魅力あるまちづくりに展開し

ていけるのではないかなと、こう思います。 

地方公共団体の財政運営というのは、一般の家庭の、あるいは一般の企業の

財政運営とはまたちょっと異なることもあるんじゃないかなと、五年務めて、

その辺も薄っすらとではありますけれども、感触つかんでおりまして、いろい

ろな国の制度、交付金制度、補助金制度、あるいはまたいろいろな事業を展開

する有利な財源等も見つければあるんですね。その恩恵を得ながら、これまで

もいろいろな例えば 近では伝承館とか、そういったものも地域の要望にこた

える形で何年も要望を受けてからたたないうちに実現できたものの一つの代表

的なものでありますけれども、そういったこと、それをやったからといって、

今、財政運営に支障が出ていないわけでありまして、そういうような地方公共

団体がゆえの、だからこそ財源がつくれる、確保できるというものもあるわけ

でして、その辺を大いに勉強しながらというか、駆使しながら、英知を出しな

がら少ない予算、あるいは限定した予算を効率よく運営するというところに

我々サイド、それから議員各位にも理解していただきながら、やっぱり施策を

展開していくというのが今一番地方公共団体に求められる資質、素質ではない

かなと、こう思うわけであります。その私は先頭に立って、これからもまちづ

くりのために鋭意努力し、また町政運営に心がけてまいりたいと、こう思う次

第であります。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

奈良岡君。 

○三番（奈良岡文英君） 

後と言いましたけれども、もう一度だけ。事業を起すときは、多額な資金

が必要な場合は借金もしないとできないということは十分わかりますけれども、

今こういう財政状況の中での新たなる借金とか起債を起して事業をやるという
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のは、その事業の必要性、あるいは住民が必要性をどのぐらい理解しているか

というのが一番大切なことだろうと思いますけれども、その辺について町長の

考えを伺って終わりにいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

その辺の答弁も含めて、今少し時間をかけて説明したつもりなんですけれど

も、地方公共団体というのは、少ない予算で、あるいは依存財源も活用しなが

ら百かかるものを二十か三十ぐらいの原資で自己資金でもって、そのほかはみ

んな起債のものもありますけれども、起債の半分は、あるいは七割は返ってく

るとか、交付金算入してくるといった普通一般の人にお話ししても理解されな

いような財源の仕組みになっているのもありますので、そこは今の財政状況に

かんがみて、無理しないように、無理のないように、財政の専門もいますので、

そこは協議しながら、皆さんにも説明しながら展開していくことが肝要である

と、こういうふうにご説明したわけであります。 

今、記憶を思い返せば、奈良岡議員からは、私が就任当初、合併当初、「町

長のカラーが見えない」と、こういうふうによく指摘された記憶が今でも鮮明

にあるわけであります。カラーを出すには、やはり財源をかけていかなければ

カラーというのは出ないものだなと、この四年間、五年間かかりまして、その

財源をどこから出すかというのをどうするかということ、これは一つの課題で

して、できるだけ町長のカラーというよりも、もうそろそろ我々執行部、それ

から議員、それから町民が一丸となって、町民が欲している、求めているもの

にどうやってこたえるかということを我々今一生懸命やっているのでありまし

て、無駄のない事業を展開していきたいと。町民の要望にいかにこたえるかと。

奈良岡議員の要望にいかにこたえていくかということも、あわせまして私は頑

張っているわけですから、そこはバックアップをお願いしたいものだなと、こ

の機会に申し上げておきたい。小田桐カラーというよりも藤崎のカラーを一緒

に出していこうじゃありませんかと、こういうふうに 後に申し上げて、答弁

にかえさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

これで三番奈良岡文英君の一般質問は終了いたしました。 

暫時休憩いたします。 
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再開時刻は二時といたします。 

休 憩 午後 一時四十九分 

                                     

再 開 午後 二時  一分 

○議長（齋藤惠一君） 

休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

次に、六番吉村忠男君に一般質問を許します。 

吉村君。 

〔六番 吉村忠男君 登壇〕 

○六番（吉村忠男君） 

議席番号六番吉村忠男です。 

午後の眠くなる時間帯ですが、眠気を覚ますようにスピーディーにやりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、ただいま議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただき

ます。 

まず、入る前に、今年は春先の大雨により一部のリンゴ園地などが冠水など

をいたしましたが、大して被害に至らず、その後は霜、雹、台風などの襲来も

なく、町の基幹産業であります米、リンゴ、ニンニクなど、農作物の収穫もま

ずまず順調に出来秋を迎えることができたようでございます。また、国内に目

を向けますと、今年の流行語大賞は「政権交代」だそうですが、政権交代はし

たものの回復傾向にある景気も再び低迷しているように思われます。青森県の

景気状況も有効求人倍率がまた全国 下位になったことを見てもわかるように、

相当厳しい状況にあると言えます。国では、事業仕分けで予算削減に躍起とな

っており、青森県の主要産業であります農業政策も先が見えず、また、公共事

業関連はどうなるのか、これから事業仕分けがされるのではないかと不安な今

日であります。 

それでは、通告に沿いまして質問をいたします。 

まず一点目は、町総合計画について、今後どのように実施していくのかにつ

いて、町長の所信をお尋ねします。 

また、二点目は、下水道事業について、農業集落排水事業及び下水道の現況

と未整備区域の今後の整備計画について。 

三点目は、今年も雪の季節を迎え、雪対策の消融雪溝等の整備計画について

であります。側溝、消融雪溝の整備状況と今後の計画についてお尋ねいたしま
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す。 

四点目は、環境問題であります。各家庭内から排出されますごみの現況と量

及び経費削減について対策はあるのかお尋ねします。 

後に、社会教育施設の充実とＰＲ対策についてであります。常盤ふるさと

資料館あすかは、入場者数も増加し、評判も大変よいわけですが、絵画など、

収蔵庫の増築計画の要望がありましたが、その後どうなっているのか。また、

版画、企画展、看板等のＰＲ対策はどうなるのかお尋ねいたします。 

町長初め、各担当の方々の明瞭かつ明確な答弁をお願い申し上げ、私の壇上

からの一般質問といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

六番吉村忠男君の一般質問に対する答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 

○町長（小田桐智高君） 

吉村議員のご質問にお答えいたします。 

初めに、町総合計画についての今後の実施計画についてでありますが、町総

合計画の実施計画では、総合計画に掲げております六項目からなるまちづくり

基本目標に基づき、向こう三年間で実施を予定する町の主要事業を具体的に示

しており、現在は平成二十一年度から二十三年度を計画期間とする第三次実施

計画により、各事業を予算化、展開しているものであります。今後の実施計画

につきましては、町民の皆さんのご要望、町が直面している対策など、新しい

まちづくりを牽引するための事業を展開するために、平成二十二年度当初予算

編成と並行しながら、第四次実施計画として策定し、当町の将来像である「み

んなで創る心豊かな優しいまち」の実現に向けて、計画にあげた事業の着実な

実行を図っていきたいと考えております。特に、町の基幹産業であります農業

の活性化対策、少子高齢化対策、安心・安全なまちづくり、若者の定住促進対

策などに係る事業につきましては、喫緊の課題として考えてまいるつもりであ

ります。 

次に、下水道事業についての農業集落排水事業及び下水道の現況と未整備区

域の整備計画についてでありますが、下水道事業の町全体の整備率は九八・

五％となっており、そのうち公共下水道による整備が四七・五％、農業集落排

水による整備が五〇・一％、浄化槽設置によるものが〇・九％となっておりま

す。今後の下水道の整備につきましては、事業の経営健全化を図りながら検討
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してまいりたいと考えております。 

次に、消融雪溝等の整備計画について、側溝、消融雪溝の整備状況と今後の

計画についてでありますが、初めの側溝整備につきましては、各町内会や沿線

住民の方からの要望箇所、交通危険箇所、洪水のおそれがある箇所など、町内

全域にわたり存在していることを担当課から報告を受けております。そのよう

な箇所については毎年度緊急性の高い順に、その整備を進めているところであ

りますが、まだ追いつかないのが実態であると認識しております。安全・安心

で暮らしやすいまちづくりのためにも、そのような箇所の改善に向け、十分な

調査と財源確保に努め、順次整備を進めてまいりたいと考えております。 

第二点目の消融雪溝の整備につきましては、町では現在、藤崎地区、常盤地

区、富柳地区、常盤ニュータウン地区、亀田地区が整備されております。現在、

事業を実施中であります柏木堰地区が完了いたしますと、整備延長では県道を

含め約二十八キロメートルとなり、これを全町の総世帯数と利用世帯数で比較

した場合、約二二％の整備率となっております。 

また、今後の消融雪溝整備計画についてでありますが、このことにつきまし

ては、これまでも申し上げてまいりましたが、通学路、あるいは除雪された雪

の処理が難しく、交通障害を来たすような箇所などを優先とし、補助事業等の

活用により計画的にその整備を進めてまいりたいと考えております。 

次に、環境問題についての各家庭内から排出されるごみ問題についてであり

ますが、さきの三月定例会におきましても、同様の一般質問がございましたが、

まずは町のごみの現状からお答えいたします。 

一人一日当たりのごみ排出量は、九百二十八グラム、リサイクル率で一六・

二％となっております。県平均の一人一日当たりのごみ排出量は一千百四グラ

ム、リサイクル率で一三％となっており、いずれも県平均よりよい結果となっ

ており、前年度に比較し、ごみ排出量は、町も県平均も減少傾向にあります。

ご承知のとおり、今県で進めている「もったいない青森県民運動」では、県内

各市町村も参画しながら、さきのレジ袋の無料配布中止に引き続き、ごみ減量

化を推進しているところでございます。さきの定例会で、吉村議員のご質問に

お答えしているとおり、ごみ減量化を図るためのＰＲ活動として、現在町広報

誌を活用し、今年六月からごみ減量化の特集を組み、既に四回ほど掲載し、町

民の皆様にごみ減量化をお願いしているところであります。ごみ減量化につい

ては、今後のごみ排出量の推移を見ながら、さらなるごみ減量化に努めてまい

りたいと思っておりますが、どうしても減量化が進まない場合は有料化も含め
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検討する必要はあるものと思っております。 

次に、社会教育施設の充実とＰＲ対策についての常盤ふるさと資料館あすか

の収蔵庫の増築についてでありますが、ふるさと資料館あすかは、榊出身の版

画家高木志朗氏の木版画の作品展示及び保管並びに常盤出身であります浅利 

崇氏の浅利文庫の開設を目的に、平成八年に建設された施設であります。その

後、水木出身の円平 仁氏の木版画、一般作品の絵画等の作品の寄贈があり、

収蔵庫の収納能力も手狭になってきております。町の財産でありますこの作品

の管理保存が必要なことから、収蔵庫の増築については、町財政運営計画に盛

り込み、町総合計画との整合性を図りながら、収蔵庫増築建設計画を進めてま

いりたいと考えております。 

次に、ロの企画展等のＰＲ対策についてでありますが、常盤ふるさと資料館

あすかは、町総合計画における心豊かに人と文化が輝く教育、ふれあいのまち

づくりの主要施策の中において、地域文化の継承と文化芸術活動の一層の活性

化を促進するため、ふるさと資料館あすかでの年間を通して行われる常設展と

企画展及び図書室の利用等をさらに充実させてまいりたいと考えております。

そのための住民への周知、広報活動としましては、年間の企画展の計画を町の

広報に折り込みをし、また、各企画展については毎回ポスターを作成し、町内

外に掲示をお願いしているところであります。その他の周知対策としましては、

広報への掲載や各新聞社の催事案内の掲載依頼、テレビ局への取材依頼をし、

企画展を開催しているところであります。今後もＰＲ活動に努め、住民の文化

芸術団体、サークルなどの活動支援を図りながら、住民の文化、芸術意識の高

揚を図っていきたいと考えているところであります。 

以上、吉村議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

六番吉村忠男君の一般質問に対する答弁が終わりました。 

これより六番吉村忠男君の一般質問に対して、再質問を許します。 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

財政課長にお伺いいたします。 

町の総合計画の今後の実施計画ですが、計画を実施する上では、とにかく先

に立つものはお金です。そのお金のことですが、今現在、合併特例債は総額で

幾らぐらいあって、今までに幾らぐらい使って、残りが幾らあるのか。また、

いつまで特例債は使えるのかお伺いいたします。 
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○議長（齋藤惠一君） 

財政課長。 

○財政課長（新谷義昭君） 

お答えいたします。 

合併特例債については、合併した平成十七年度から平成二十六年度までの十

カ年の借り入れが可能でございます。総事業費として見積もりされているのが、

事業費枠でいきますと五十八億円となっておりますが、これの九五％、約五十

五億円が合併特例債として借り入れ可能な額ということになっております。藤

崎小学校等の平成二十三年度までの継続事業の借入額を含めますと、現時点で

は約二十六億八千万円を消化しております。それで、今後平成二十二年度から

平成二十六年度までの五カ年間で借入可能な合併特例債の額については、およ

そ二十八億円となっております。ちなみに、いつも申し上げておるまちづくり

振興基金、これはまちづくり振興基金造成事業ということで基金造成を行って

いるわけですけれども、十一億円を積み立てるということで現在行っておりま

して、平成二十一年度で積み立てが終ります。これの対象となっている合併特

例債の十億四千五百万円については、先ほど述べました全事業費五十五億円の

別枠として借り入れを行っているものでございます。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

町の総合計画の基本設計構想、ああいうものではよく金を使ってでも着工順

位の迫っている要するに北分署の消防の庁舎とか、それから温泉のお湯とか、

それと機動隊あたりのああいうものはこの特例債的なあれで整備していかねば

だめなんでないかなと思いますけれども、その辺、町長、簡単に。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

今おっしゃったような施設ですけれども、これまでも事あるごとに喫緊の課

題としての改修、あるいは移転の事業の施設に当たると思います。また、新設

するものもあると思いますけれども、これらは計画的にまちづくり、あるいは

町の総合計画にのせまして、順次整備していく必要があろうかと思います。そ
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の際も、町全体の財政バランス、あるいはまた政策展開、例えば福祉だけ突出

してもだめですし、農業振興だけ突出してもだめで、やはり行財政改革を進め

ながらお金をかけるところはかけて整備をする。少子高齢化に対応する魅力あ

るまちづくりというのが私の掲げている目指すところでありますので、バラン

スよくそれらの事業展開をする必要があるのではないかなと思います。いずれ

にいたしましても、財政状況等もかんがみまして、可能な限りの計画を中期、

長期というふうに総合計画の中に組み入れて行っていきたいと、こう考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

ただいま町長説明いたしましたけれども、これからの四次実施計画の目玉と

なる主な事業計画は、どういう計画があるんですか、町長にお尋ねいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

企画課長。 

○企画課長（小杉利彦君） 

お答えいたします。 

先ほど町長の方から答弁ございましたが、今後の第四次実施計画については、

これから策定する予定でございます。その目玉になるのは、やはり先ほど吉村

議員の方からもございましたが、これまでの第三次実施計画の方に登載されて

おります北分署とか、老人福祉センター、こういった施設の整備等が継続され

て登載されていくことになると考えております。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

財政とにらみ合いをしながら、町民みんなに活用される、やってよかったな

と、そういうような事業の進め方をしてもらいたいと思います。 

それでは、下水道事業についてでございますが、先ほど奈良岡議員も取り上

げておりましたが、今ざっくばらんに言って、未着工区域、若柳地区でどのぐ

らいのキロ数といいますか、それは前にも一回聞いたことがありますけれども、

今現在どのぐらいですか。 
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○議長（齋藤惠一君） 

  休憩いたします。 

休 憩 午後 二時二十四分 

                                     

再 開 午後 二時二十五分 

○議長（齋藤惠一君） 

休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

これにつきましては、前にも吉村議員から質問がございましたけれども、こ

れは二百八十メートルほど想定しております。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

奥羽本線を挟んで水木寄りとそれから常盤寄りに若柳地区はなっているんで

すけれども、水木寄りの方はたしか私の知っている範囲内では農集排だと思っ

ています。それから中学校の方は中学校の陰を通り、常盤養鶏、徳下に至るあ

そこは公共下水道だと思っていますけれども、それに間違いありませんか。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

そのとおりでございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

それで、この下水道を三〇％値上げするという方針でありますけれども、明

徳中学校から徳下の方に至る公共下水道ですけれども、当時は浪岡町でありま

したので、そこの若柳の地域、道路に並んで住居が四、五軒あるんですけれど

も、普通は自分の町でやれば本管を入れ、また宅地に汚水桝というものを持っ

ていっているんですけれども、当時は今言ったとおり浪岡町でございましたの

で、宅地の方に汚水桝が入っていない現状なんです。これから徐々に加入率と
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かそういうんたことの先を見た展望でものを言えば、この宅地まで汚水桝を持

っていく、その建設費あたり幾らかでも補助するとか、そういうことを考えて

おりますか。 

○議長（齋藤惠一君） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（根岸鉄二君） 

お答えいたします。 

今の質問につきましては、以前にも吉村議員より質問がございましたが、現

状といたしまして、現在はそのような地域に関しましては、原因者負担と、本

人負担ということで合併後進んでおるのも現状でございます。ただ、先ほどか

ら説明しておりますように、両事業会計とも経営改善を図らなければこの先、

独立採算制という観点からいきましても、大変な時期に来ているということも

ございますので、この改善を図りながら、さらにはそれをどういう方向で進め

ていくべきなのかというものは今後の検討課題であると考えております。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

若柳のはそれでわかりましたけれども、これから旧七号線沿いの水木のはず

れからときわ会病院、あそこまでは下水道の本管が布設されておりません。そ

れから、千葉ブロックからあそこに分譲地が千葉ブロックを挟んで二カ所ある

んですけれども、そこもアパートとか、そういう建物とか住宅が密集しており

ます。そういうところにも本管が入っておりません。また、ときわ会から地下

道へ向かって常盤小学校に曲がるあそこの信号までも本管が入っておりません。

これはやっぱりこう考えてみれば、人口が密集しているところにまだ未着工区

域が大変あるように見受けられます。さっきから少子化、人口の確保とかしゃ

べっていますけれども、私もこの定住圏は大好きでございます。定住圏構想の

一点として、また、そういう分譲地的なものを確保しながら、さっき町長も話

しておりましたけれども、わきから人口を引っ張ってくると。そして町の活性

化につなげるとか、そういうような観点から今言ったこういうんた未着工部分

もこれは財政で金はかかります。金はかけるときにかけなければ、やっぱり取

ることもできないことも生じると思いますけれども、その点についてどう考え

ておられますか。町長でも結構です。 

○議長（齋藤惠一君） 
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町長。 

○町長（小田桐智高君） 

私でよければお答えいたします。 

こういう時代で非常に財源乏しい地方自治体の運営を余儀なくされておりま

す。私は今年の流行語の漢字一文字は「新」新しいという字だそうです。日本

の国民はこの「新」という新しいという字に何を期待しているのかというと、

私はちょっと疑問に感じながら、それの一番の話題は政権交代したことから新

しい「新」という字が新政権誕生から来ているらしいんです。やはり国民がそ

れを要望したという結果をとらえて、一番私たち地方の自治体に関係する行政、

あるいは議会が一番それに敏感に反応していると思います。それはこれからど

うなるんだろうということでの反応だと、こう思うんです。先ほども答弁の中

で申し上げましたけれども、やはり期待をしたいと思います、まず。いろいろ

な政策を打ち出してくるし、それがオープンにやはり日々公開されているのは

ご案内のとおりであります。中にはおやっと思うような話題もありますけれど

も、こと地方はどうなるのかといった点に関するものはやはり敏感に見て、や

っぱり注視していかなければならい。それは地方に対してのどう財源を与えて

くれるのかといったところだと思うんです。私はこの点も鳩山総理の国があっ

て地方があるんじゃなくて、地方があって国があるということのそのワンフレ

ーズだけなんですけれども、それに何とかたずまって、期待をしていきたいと、

こう思います。 

陳情の方法も何か変わったように聞いておりますし、もうその陳情の説明会

も受けております。これになれるまでちょっと苦労すると思うんですけれども、

でも、陳情すればかなうのだとすれば、その陳情の必要性、先ほども鶴賀谷議

員からも言いましたけれども、その陳情の必要性をやはり皆さんと一緒になっ

て、議会と両輪で必要な施策の展開、町民が望むところのまちづくりの展開の

ために、陳情にもやはり力を入れていきたいなと、こう思っております。それ

で、この地域に必要なものをどんどんやっていきたいと。その一つの中に、吉

村議員おっしゃった公共事業、環境の整備、融雪溝とか、集落排水、あるいは

下水道の整備ですね。そういったインフラの整備を藤崎町はまだまだ低いです

から、それらの展開のために、これはやっていくべきだと。経済の活性化につ

ながるということからも、私はその先頭に立って陳情なり、要望なり、しかる

べきところに足を運び、皆さんといっしょに運動を展開していく必要があろう

かなと。今から楽しみにしているところであります。 
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そういったことをやりながら、新政権にこの地方の公共団体の発展の将来を

見ながら、期待をしながら、これから来年度の予算、あるいは将来の藤崎町中

期、長期の事業展開に向けてやっていきたいと、こう思います。このぐらいで

よろしいでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

少子化を解消するためにも、また人口をふやすためにも、さっき申したそう

いう未着工部分を金は伴いますけれども、前向きに考えてやってもらいたいと

思います。 

それでは、三つ目の消融雪溝等の整備計画についてでございますが、町長は

ことしの地域活性化生活対策臨時交付金とか、経済対策の創生事業とか、雇用

対策の事業とか、そういうものを活用しながら町内のインフラ整備といいます

か、こういうのは本当に着工して喜ばれております。町長をほめるのはあんま

りよくないんですけれども、本当にいいものはいいというのが私の本心でござ

いますので。それで、今、流雪溝で柏木堰の方の事業を行っておりますが、あ

れはもう何年ぐらいで終了するんですか。建設課長にお願いします。 

○議長（齋藤惠一君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

お答えいたします。 

これは我々の方である程度年次計画は組むわけですけれども、これもまた国

からの予算の配分等によって多少ずれますけれども、おおよそ三年ないし四年

ということでご理解いただければと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

柏木堰のその事業だけで三年、四年ということですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

柏木堰地区については残りあと三年ないしあるいは四年とか、そういう形に

なろうかと思います。もう既に実施してから三年を迎えていましたので、全体
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では六年、あるいは五年、六年、七年ということです。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

側溝の事業は町民が一番喜んでいるような事業形態だと思います。まだ随分

町長も何かに活用して整備はしておりますけれども、まだ奥しまにも、まだ道

路はついてあるけれども、排水が何もできていないと。側溝が入っていないと

か、そういうところもまだ見受けられます。そういうのにまた金の話なるけれ

ども、そういうのも整備してもらいたいと思います。 

それでは、四つ目の環境問題についてですが、当町は旧と言えばあれだけれ

ども、藤崎地区が弘環の組合、旧常盤は黒石施設組合と、こう二つになってお

るんですが、この二つの近隣の市町村で有料化をやっている町村はどことどこ

ですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

住民課長。 

○住民課長（浅利勇蔵君） 

有料化を行っている市町村ということでは、黒石市、一部平川市、それから

田舎館村でございます。藤崎と弘前市は行っておりません。 

以上でございます。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

私も施設組合の方の今議員をやらせてもらっておりますけれども、あそこは

結局、管理者が黒石の鳴海市長でありまして、この前の定例会のときも町長も

行ってわかっておりますけれども、有料化して、年間でどのぐらいの財政効果

があったのかという話になりまして、黒石市の場合約七千三百万円ぐらいの財

政効果があったと言っております。それから、一千九百万円ぐらい何かにと経

費がかかって、中身は大体五千幾らぐらい経済効果があったと、そう聞いてお

ります。この水道料金を上げる。ごみを有料化にしていくとなれば、これも町

民もなかなか値上げラッシュでないかと、そういうんたあれも受けることもあ

りますけれども、これは近い将来避けては通られない問題だと思います。町側

でもあんまり一回に住民に説明もなくでなく、住民に説明を何回となく納得い

くまでやって、将来はそういうような方向性を持ってもいいのではないかと、
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そう思います。 

それで、そういうような有料化であれば私の大体の頭の試算でいけば、一千

万円や一千五百万円ぐらいの藤崎町でも効果があるのではないかと、そう考え

られます。住民からお金を取って、また何かの町の公共施設の利用の料金とか

を格安にしていくとか、何らかの還元してやっていくようなことも必要でない

かと思いますけれども、その辺について町長、どういうんた感覚を持っており

ますか。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

ごみの有料化については、再三これまで議会で吉村議員ほか、各位から質問

ありましたけれども、当町、近隣の市町村ですね、二つの環境施設組合の構成

の市町村の中では、大体有料化が多くなってきている時代だと思いますが、当

町はできるだけそれを有料化ということは負担をお願いするということですか

ら、ほかに我々生活していく間に先ほどの下水道料金の改定、値上げ等の負担

等もありますし、できるだけ負担は抑えていきたいと、こういう考えでいます

ので、今もう少し検討を重ねながら、できるだけ有料化しないようにごみの減

量を図るというふうに登壇でも答弁しましたので、そのように考えながら、減

量されれば収集の料金も下がりますので、それはまた有料化しなくても負担軽

減、経費軽減になりますので、減量を目指す意味での料金を抑えていくと、有

料化にしないというのを考えていますので、いましばらくこれでやっていきた

いと、こう思っています。有料化になったときは、吉村議員は積極的にこれを

取り上げていただいていますので、結構何といいますか、これに積極的ですの

で、感心していつも拝聴するんですけれども、今のところは有料化しないでも

う少し頑張ってみたいと。減量化していきたいと、こう思っております。よろ

しくお願いします。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

後に、社会教育施設の充実とＰＲ対策について、登壇で町長も言っており

ましたけれども、収蔵庫の増設です。これも随分と要望されて、私も結局あれ

どうだんだべな、これは物もへるところもなくなったし、たんげ増設してもら
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えねもんだべやと、そういうような要望も受けます。こういう財政難ではあり

ますけれども、せっかくこういうあすか的な立派な施設があるのですから、な

るべく早い機会にこういう増築計画を敢行してもらいたいと。それを切にお願

いいたしますけれども、町長からひとつ。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

資料館あすか、非常にいい施設だと思っています。私も収蔵庫、副町長と教

育長と関係者の皆さんとで調査いたしました。そうすると、貯蔵品、木版画の

原版とか、絵画、いっぱいあります。それがちょっと整理が行き届かないで、

ともすればその貴重な木版画の原版や絵画の価値が損なわれるおそれがあると

いうふうに一致して調査の結果感じましたので、あれはただの貯蔵庫じゃなく

て、空調とか、そういう非常に特殊な環境が必要だというふうに聞いておりま

す。ですから、少し予算がかかると思われますので、この辺は財政と、それか

ら計画的に、やはりこれもまちづくりの一環ですので、総合計画との整合性を

とりながら、町民からの熱烈な要望もありますし、吉村さんからのご提言もあ

りますので、これを計画的に総合計画と整合性をとりながら、財源裏づけをも

って進めていきたいと。必要な施設であるというふうには受けとめております。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

財源を確保しながらなるべく早い時期に敢行させていただきたいと思います。 

後に、木版画や絵画等の作品の数はどのぐらいあるもんですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

文化会館館長。 

○常盤文化会館長（笹森末八君） 

お答えいたします。 

現在の収蔵庫の作品の数量でござますけれども、高木志朗氏の版画が八十一

点、それから版木が千二百二十四点、円平 仁氏の作品、版画が五十七点、一

般寄贈作品ですが、水彩、油絵、それから写真、刻字等を合わせて二十六点、

合計で一千三百八十八点ございます。 
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以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

こういういい絵画的な数もあることでありますし、これに対してのＰＲ対策

はどう考えておりますか。 

○議長（齋藤惠一君） 

文化会館館長。 

○常盤文化会館長（笹森末八君） 

お答えいたします。 

あすか資料館は年間十二から十三回の企画展を実施しております。来館者は

町内外から多数の方に観覧していただいておりますが、ＰＲといたしましては、

駅に案内図とポスターの見取り図を掲載していますが、電話などでの問い合わ

せなどが頻繁に来ておりますし、アンケート調査などを実施したときに案内板

を設置してほしい旨をたびたび聞かれることがございます。これについては収

蔵庫と抱き合わせて今後計画していければと考えております。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

吉村君。 

○六番（吉村忠男君） 

そういう立派な施設があるのですから、ＰＲも常盤の駅のホームあたりにで

っただ大きい看板あたりもかけて、ＰＲ、宣伝するのも一つの策ではないかと

思います。 

今、横山議員もしゃべったとおり、汽車の窓からそれこそ目に入るような、

そういうんた立派な看板などをつくってもらいたいと思います。 

それでは、皆様方に立派な答弁をいただきましたので、私の一般質問を終了

させていただきます。 

○議長（齋藤惠一君） 

これで六番吉村忠男君の一般質問は終了いたしました。 

暫時休憩いたします。 

再開時刻は三時です。 

休 憩 午後 二時五十二分 
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再 開 午後 三時  二分 

○議長（齋藤惠一君） 

開会前に報告事項がございますので、局長から報告させます。 

○事務局長（奈良岡信彦君） 

對馬光久議員がこの後欠席する旨の届け出がございましたので、ご報告いた

します。 

○議長（齋藤惠一君） 

休憩を取り消し、会議を再開いたします。 

次に、十四番浅利直志君の一般質問を許します。 

浅利君。 

〔十四番 浅利直志君 登壇〕 

○十四番（浅利直志君） 

ただいま議長の許しを得まして、一般質問をいたします。 

皆さん、お疲れのところ、本当にご苦労さまでございます。 後であります

ので、もうしばらくお耳を貸していただければ幸いでございます。 

日本共産党の浅利直志です。 

さて、年の瀬も近づき、二〇〇九年もあと十五日余りとなりました。行く年

も来る年も健やかで幸多い年であることを念じております。 

今年は、八月の総選挙で自民・公明政権が退場し、民主党中心の政権誕生と

いう歴史的審判がくだされた年でもあります。国民の審判は前向きの大きな一

歩でありました。この中で政治を変えてほしいという国民や、あるいはまた町

民の期待にこたえつつ、国民にとってよいことには協力し、不安や問題点はた

だしながら、住民目線で日本の政治をさらに前に進める建設的野党として努力

していくつもりでございます。国民が新しい政治を本格的に探求する新しい時

期が始まったと言えるのではないでしょうか。私たち藤崎町にとりましても、

自治とみずから治める。そして協働していく、その力で住みよいまちづくりを

新たに進めていくことがさらに求められていると思います。 

それでは、質問通告に沿いまして、一般質問を行うものであります。 

まず初めに、藤崎町東部地区開発構想について町長に質問いたします。 

九月定例議会にて、大規模開発関連予算、約二千万円は否決されました。し

かし、町長は大きな、そして重要な構想であり、開発構想の推進になお意欲を

持ち続けているようであります。藤崎中学校の東側一帯の七町歩から八町歩ぐ

らいの田んぼを造成する。そして北分署の建設、あるいは温泉を含む福祉セン
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ター、除雪センター建設、そして果てはサッカー場などの建設も飛び出す大き

な構想でありました。総額三十億円から五十億円の事業規模で推進したい旨、

そのこともるる説明されてはおりました。 

そこで、町長に改めて質問いたします。 

東部地域開発構想を白紙に戻して再検討するのか、あるいは手順を踏まえて

進めていくのか、改めてお聞きいたします。 

関連いたしまして、除雪センター統合建設は本当に必要な事業なのかどうか。

そして、構想推進は町の財政にとって無理のない計画と言えるのかどうか、改

めて質問するものであります。 

次に、住みよいまちづくりのための環境整備計画について質問いたします。 

まず 初に、弘前実業高校藤崎校舎の野球用グラウンドの借用計画の現状と

今後の見通し、取り組みについてお聞きいたします。 

次に、子育て支援にもかかわる常盤地区の学童保育施設の整備方針と計画に

ついてお聞きするものであります。 

さらに、子育て支援、教育環境の整備にかかわる常盤小学校のグラウンドに

ついてお聞きいたします。常盤小学校のグラウンドについては、照明設備が整

えられて、充実しているところでありますが、グラウンド整備は長年にわたっ

て整備されておりません。水はけも改善されておりません。特に野球とソフト

ボールグラウンド部分の暗渠排水工事が必要ではないかと思われます。常盤小

学校グラウンドの暗渠排水整備の現状と今後の整備に向けた取り組みについて

質問するものであります。 

後に、学校給食の問題について質問いたします。 

我が町の主なる産業の一つであるリンゴ、学校給食にさらにリンゴを取り入

れて、子供たちに喜んでもらい、リンゴを食べる、そういう食習慣をつけてい

くことが大事だと思っております。学校給食にさらにリンゴを、その現状と今

後の取り組みについてお聞きいたします。 

以上の質問事項について、町長を初め、理事者各位におかれましては、簡潔、

明瞭な答弁をしてくださることを心から願いまして、壇上からの一般質問とい

たします。 

○議長（齋藤惠一君） 

十四番浅利直志君の一般質問に対する答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 小田桐智高君 登壇〕 
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○町長（小田桐智高君） 

浅利議員のご質問にお答えいたします。 

初めに、質問一点目についてでありますが、質問のイ、ロ、ハについて、関

連がありますので一体的にお答えさせていただきます。 

先ほど鶴賀谷議員、吉村議員にもお答えしましたとおり、今後のまちづくり

事業につきましては、まちづくりに対する住民ニーズも多様化、高度化してお

り、まちづくりに対する町民の方々のご意見、ご要望も数多く寄せられている

ところであります。よって、町総合計画の実施計画に掲載された事業、特に町

の基幹産業であります農業活性化に関する事業、町の安全・安心向上のための

事業、そして若者の雇用創出、定住促進のための事業などについては今後の財

政状況や有利な財源などを活用し、できるだけ早期の実現に向け努力していく

所存であります。その一方で、財源確保対策も重要施策の一つであると考えま

す。よって人件費を初めとした行財政改革、あるいは税など、滞納対策により

一層取り組み、これまで行ってきた歳入歳出改革の努力を決して緩めることな

く、無駄ゼロに向けた見直しを断行し、真に住民に必要なニーズにこたえるた

めの財源確保に努めていきたいと考えております。 

次に、住みよいまちづくりのための環境整備について、弘前実業高校藤崎校

舎の野球用グラウンドの借用計画などについてでありますが、ご承知のとおり、

同野球場は、旧藤崎園芸高等学校時代に整備された公式野球場であり、その後、

同校野球部が廃部になって以来、遊休施設となっておりました。以前より環境

の整った野球場がほしいという要望もありましたので、県の関係機関と交渉を

重ねた結果、平成二十一年九月十六日から平成二十六年三月三十一日までの五

年間、約二万一千平方メートルの土地と付属物を含め、町民の運動公園として

利用できるように、土地使用貸借契約を締結したところであります。 

次に、子育て支援・常盤地区学童保育施設の整備方針と計画についてであり

ますが、現在、学童保育施設については小学校学区に設置し、運営しておりま

す。西中野目地区、小畑地区及びスポーツプラザ藤崎での学童クラブは統合し

て中央小学校内に移転して、新たな施設で十一月からスタートしております。

藤崎小学校内の学童クラブは、学校建設に伴い校舎内に専用施設を整備し、今

月の下旬から新たな施設でスタートすることとなっております。ご質問の常盤

地区学童保育施設については、現在、常盤生涯学習文化会館の一部を利用して

運営しておりますが、できれば専用施設での運営が望ましいものと思っており

ます。そのことを視野に入れながら、今後、関係課等を含め、十分協議してま
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いりたいと考えております。 

次に、常盤小学校グラウンドの暗渠排水整備の現状と今後の取り組みについ

てでありますが、まず、現状でありますが、建設当初はグラウンドに暗渠もあ

わせて整備した施設でありますが、三十数年が経過し、浸透性が低下して、表

面排水で処理されている状況にあります。今後は学校整備とあわせながら整備

検討をしてまいりたいと考えております。 

次に、学校給食にさらにリンゴ、その現状と今後の取り組みについてであり

ますが、学校給食では、現在デザートとして月に五回ほど果物を提供しており

ます。その中で一回ないし二回、地元藤崎産のリンゴを使っております。一回

につき三百七十個ほどを使用しております。一人四分の一カットを提供してお

り、残りはミカンなどで対応しております。今後につきましては、提携業者と

の値段の交渉と、メニューを工夫しながら、数多く藤崎産のリンゴを学校給食

で提供してまいりたいと考えております。 

以上、浅利議員の一般質問に対する登壇での答弁といたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

十四番浅利直志君の一般質問に対する答弁が終りました。 

これより十四番浅利直志君の一般質問に対して再質問を許します。 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

十四番浅利です。 

初めに、東部地区の開発構想についてお聞きいたします。 

質問の要旨としては白紙に戻すのかということを端的に聞いたわけでござい

ます。財政問題については奈良岡議員もほかの議員も非常に心配もし、また町

の将来、身の丈に合ったまちづくりや投資をしていくべきだというふうな町長

の言葉を借りれば、財政問題をにらみながらということでございますが、そこ

で白紙に戻すのかということについては、総合計画に沿って進めていきたいと

いうような答弁でありましたけれども、白紙ではないけれども、グレーぐらい

には戻す、灰色ぐらいには戻すという意味なんですか。どういうふうに受けと

めればよろしいんでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

今、浅利直志議員に指を指されましたけれども、何もそんなに悪いことをし
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ているわけではありませんので、お手柔らかにひとつお聞き願いたいと思いま

す。 

その構想については、前回の議会で予算的に設計の予算、構想の、これが否

決になっておりますので、白紙にも何もそれから進まない状況であります。た

だ、その構想の内容といたしましてはどういう事業かといいますと、すべて喫

緊に解決しなければならない施設、これは先ほど来、今日の一般質問等で取り

上げた喫緊に取り組まなければならない施設と、それから中期、長期で整備し

ていきたいという、この事業に分かれると思います。いわばまちづくりの一環

として考えられる事業、あるいはまた構想として盛ってもいいのではないかと、

こういうふうな事業が考えられるわけであります。これもすべて考えたのは町

民の方々、あるいは議員の方々でありまして、要望をされたのがこちら側であ

ります。要するに、町民や議員各位からの要望を受けた事業がほとんどである

ということをこの際に理解していただきたいと思います。私といたしましては、

要望されたものに関しては、できるだけ町民の期待にこたえていきたいという

ことを常日ごろ、先ほどの答弁と重複するわけですけれども、財源を確保しな

がら、要望された事業を実現していきたいと、こういうことでありますので、

構想についてのメニューについても、事業についてもすべて要望された事業で

ありますので、これをできるだけ実施したいというのが私の構想であります。

しかし、私は実施したいと、そこから否決されておりますので、白紙に戻すも

何も今の段階では町民、あるいは議員各位から要望された段階というところに

いるようであります。しかし、これからその要望されたものを総合計画、まち

づくりにあげながら、計画的にその財源を見い出しながら、その要望にこたえ

て着々と実施していきたいと、このように考えておりますので、よろしくご理

解をお願いしたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

今の町長のお話しですと、みんな町民と議員と各種の団体が要望したことな

んだというような、それを一つずつ着実にやっていきたいということについて

は我々議員の多くも、あるいはまた町民の多くも同意していることではないか

なというふうに私は思っておりますけれども、しかし、問題は町長が早い話、

九月議会と、あるいは十月初めに、二十分も三十分もかけて説明したぶち上げ

た構想というのは、七町歩や八町歩、 大十町歩だというような、それを造成
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して、そこにすべての要望を集めるという構想なんですよ。そこまでだれも議

員は要求していなかったし、あるいはまた、実施計画にも造成地を特定して、

そしてここに三十億円でも五十億円でも注ぎ込んでやろうというふうにはなっ

ていなかったわけであります。町長の構想、これは大事な重要な構想なんだと

いうことで、町長自身がそれを練り上げてきたものなんじゃないですか、東部

地区開発構想というのは。その点についてはどうですか、責任を何か議員や各

種団体に転嫁するようなことはちょっと納得できない、いかがなものかなと思

うんですけれども、どうでしょう。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

冷静に私のお話しを聞いていただきたい。素直にすべての事業は町民の方々

から常日ごろこの五年間の間に、今もって要望があるものがほとんどあります。

それをどうやって実現したらいいかということ。それから財源や敷地の関係も

ありますものですから、ある程度早目に考えておく必要があるだろうと。そう

いう点からまとまった区域にまとまった整備計画が必要ではないかなという、

これまたまだ構想の段階ですので、その後、皆さん方と協議をしたかったわけ

であります。必ずしもそれが実施計画ではありませんので、あの当時は。です

から、今の段階としては残念ながらそこから構想の説明、それから一つ一つの

どういう団体から要望されているとか、それから一つ一つのコンセプト、それ

から効果、それから必要性、それから建設後の維持管理、そういったことをど

うしようかということを一つ一つ細部にわたってあれからあの時点から説明申

し上げたいと、こういうことで考えておったんですけれども、残念ながらそこ

までまだ白紙に描けないまま終っております。あれが少し進めば、具体的なも

のがわかり、また問題点もそこで出てくると思いますし、また財源とも照らし

合わせて、それが議論されると思います。 

そして、無理のない、実現可能な、そして真に町民から要望されたものの中

でも優先順位もつけながら実現して、やがてそれが藤崎町にとって魅力ある事

業、あるいは公共事業の輩出、創出とか、それらにつながっていき、ひいては

一番 初に登壇してご質問いただいた清水孝夫議員の住宅問題、あるいは人口

二万人の目標といったところにも少しでも近づいていけるのではないかなとい

う気持ちでおったわけで、町長としてはふだん皆さんからいただいたご意見、

要望、それをアレンジしたという感じで受け取っていただければよろしいんじ
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ゃないかなと。アレンジしたということで、アレンジしてこういうのはどうで

しょうかというふうに提案しようとしたといいますか、だから、まだ白紙も何

もそういう段階で否決をされておりますので、進展はしておりませんけれども、

喫緊に取り組まなければならないものに関しては、それこそ喫緊に取り組んで

いくと。 

それからその後また新たに要望が出てきているものの中に、皆さん今日初め

てお聞きになったものとしては、例えば、あすかの収蔵庫ですとか、その他い

ろいろあるんですけれども、日々常に町民の方々からは要望というのは私のと

ころに全部集まりますので、ですから、それらをアレンジしたといいますか、

将来に向けてどれを選択したらいいのかというのを非常に悩んでおります。そ

れを率直に私は議員の皆さんと協議をしたかったということで、本当にその点

は受け取っていただければよろしかったのになと、今思っております。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

町長は各種団体や、あるいは住民の要望をアレンジしたというふうな言い方

でございますが、アレンジをし過ぎるととんでもない深みにはまるというのが

多くの自治体の困難を抱えているところの現状でもあります。 

そこで、お聞きしたいのですけれども、財政問題についてであります。町の

地方債といいますか、借金についてはおよそ一般会計でさえも百二十億円ほど

と、あるいはまた下水道会計の状態を変えなければならないというようなこと

で三〇％の使用料などの値上げ法案も値上げ条例も今回議会に提案されている

わけであります。やるべきことは、実際、総合計画で優先順位をつけた三つ、

温泉つき福祉センター、それから北分署の建設、除排雪センターといいますか、

この三つにかかわらず、やるべきことは山積しているわけです。問題はそれに

優先順位をどうつけてやっていくのかが、町長及び理事者側に求められている

ことだと思うんです。造成工事というのは一たん始まってしまうと無理くりで

もそこに建てなければならないという状態が生まれるわけですから、そういう

手法はやめていただきたいというのが、私の要望でありますし、町民の多くの

声だということを改めて強調しておきたいと思います。 

そこで、財政当局にお聞きいたしますけれども、私どもに財政計画の策定指

針というのが渡されております。その中で歳出の現状と課題ということで、財
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源の自由度が大幅に減少した歳出構造だというようなことでなっております。

一つは人件費の問題もあると。義務的経費、それからいわゆるこの間、下水道

や小中学校という形でインフラ整備をしたという借金も残っているということ

なわけです。そこで、財政の自由度が大幅に減少している歳出構造になってい

るんだということで、財政当局としても認識しているわけであります。この中

で三十億円にとどまらない、五十億円の例えば事業をやるというふうになれば、

この試算そのものをすべて見直さなければならないというふうになりますね。

一気にそれは支出するわけでありませんけれども、年度ごとに五年間なら五年

間をかけてやるということですけれども、この今でさえも財政の自由度が大幅

に減少した歳出構造になっているんですよというふうに言っていますけれども、

仮に五十億円なら五十億円というような造成やその事業を、施設配備をすると

いうふうになれば、これらもすべて見直しをかけなければならないというふう

になりますよね。その辺はどうでしょう。 

○議長（齋藤惠一君） 

財政課長。 

○財政課長（新谷義昭君） 

お答えいたします。 

議員の皆さんの方にお渡ししている財政計画の中の七ページのところをお話

しになっているんだと思いますけれども、一番 後のところで、奈良岡議員に

もお答えしたんですけれども、公債費比率と将来負担比率、これについては推

計の条件といたしましては平成二十五年度までの各課からあげていただいおる

財政運営計画、これ二十五年度までにやろうとしている事業の集計でございま

すが、これと現時点で行っている継続事業、これらを踏まえたものでの公債費

比率と将来負担ということでの比率を出しております。ですから、今現在、議

員の方からおっしゃられている総合計画に現時点でのっている事業、それから

これからのってくるであろう事業等についての大きな事業については、財政推

計等については現時点ではのっておりません。ですから、もしそれが組み入れ

られたとすれば、再度財政推計としてはやり直す必要性が出てくるということ

になります。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 
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手順を踏まえて進めていくということも表明しておりました。そこで、お聞

きしたいのは、一つは、いわゆる基本計画そのものは実施計画も含めたものを

基本計画、これをつくるというようなことについては、今後三月議会もありま

すけれども、三月議会までにやるのかやらないのかということについてはどう

でしょうか、町長にお聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 

お答えいたします。 

ちょっと話が、浅利直志議員のお話しはちょっとかみ合っていないような状

況を私は修正したいと思います。 

造成計画をやろうというふうに私が計画をしたのではなくて、今、町が合併

して誕生して五年、六年たっているわけであります。これは旧藤崎町が町制施

行何十年と歴史あった、旧常盤村が何十年あったと、その延長じゃないわけで

あります。新しい町が誕生したわけですね。新しい町が誕生して、それを構成

する集落、町民、あるいは行政の、あるいは習慣、慣習とか、それらが全く一

緒になった町、新しい町なわけであります。それがスタートしたことによって、

まちづくりというものを計画的に構想の段階から進めてきているわけでありま

す。方針、基本計画、それから総合計画、実施計画と、今まさにこれからどう

いう施策を展開するかという時期なわけであります。 

そこにおいてふだん町民の方々から、あるいは議員の方々から、今日もそう

でしたけれども、住宅をやればいいんじゃないか。あるいは、あすかのような

貯蔵庫をふやせばいいんじゃないか、あるいは公共事業をふやせばいいんじゃ

ないかといったものの声がここらで五年、六年たったところで結構まとまって

きているわけなんですね、ちょうどいい具合に。それで、喫緊で取り組まなけ

ればならない事業とか、課題とかは総合計画に載せてあります、もう既に。そ

のほかに町民が、こういったことをやれば、あるいはつくれば、この町の魅力

が倍増すると、生かせるんじゃないかと、町長、こういうものをつくってくだ

さいという、議員にもそうだと思います。また署名もあがっているのもあるわ

けであります。そういった要望にどうしてこたえられればいいのかなというの

が、こたえることができるかというところで今結構まとまったものがあったわ

けであります。それをどうやって組み立てればいいのか、あるいは財源がもし

裏づけができないとすれば、どれを優先させて、じゃあこたえていけばいいの
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か、やればいいのかということを考えているところなわけです。それを議員各

位に一緒に考えてほしいというのが私の率直な願いでありました。 

これからやるものはすべてまちづくりだというふうに考えております。とり

わけ大きな財政支出の伴うものはまちづくりということで私はとらえておりま

す。要するにまちづくりというのは手順を踏んで、総合計画なり、実施計画に

ちゃんとあげて、それでみんなにわかりやすいようにやっていくのが正しいや

り方といいますか、より日ごろからわかりやすい運営をしろと、財政面でも。

そういうことがありますものですから、すべてまちづくり総合計画等に載せて

いけばいいんじゃないかなと、こう思っております。その際もバランスよく、

繰り返しになりますけれども、農業振興だけが突出してもだめだし、福祉だけ

が突出してもだめだし、住宅が先行してもだめだしという形で、バランスよく

やっていくということ。そのためには、やはり議員各位の協議が必要だと思う

んですよね。 

ですから、まずは私からこういうものがあって、こういうものを考えており

ます、ありますということを提案してみたわけなんですね。だから、それから

議員各位と一緒になって揉んでいったり、考えていったりで協議していくとい

うことを目指したわけであります。ですから、構想イコールすぐ実施計画とい

うわけではありませんので、その辺はもう少し押さえていただいて、その段階

であるということを含んでいただければ、財政課長の答弁ともちぐはぐになら

ないで済むんじゃないかなと、こう思います。そこをぜひ酌みとっていただき

たいと、こう思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

この件に関してはあと二点ほどで終りたいと思いますけれども、我々に提案

されたのは、話し合いというよりも、農振除外もワンセットで予算化して、こ

れを審議してくださいというようなことでありましたから、そういうようない

ってみれば協議に走ってしまうようなやり方にはとても納得できないというこ

とで、我々も同意できなかったということであります。まちづくりについて話

し合うということについては何らやぶさかではないので、これから大いに話し

合っていきたいというふうには思っておりますので。 

そこで、具体的に通告しておりました除雪センターの統合計画、これは実施
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計画の具体化の中にさらに何項目かあるうちの優先度の高いものだというふう

に言って、実施計画でやっているんですけれども、これ本当に除雪センターが

必要なのかどうか、我々に説明しているのは機械の管理のためにいいんだと。

一カ所にあった方がいいんだと。あるいはまた、作業指示のためにも便利なん

だというふうに言っておりますんですけれども、私に言わせれば、常盤の除雪

センターはまだまだ使えるものなんです、休憩室もそれなりにありますし。そ

ういうふうな本当に必要なものなのかどうか、その辺は必要性をどういうふう

にとらまえて統合して新しくつくらなければならないというふうになったんで

すか、お聞きいたします。 

○議長（齋藤惠一君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

お答えいたします。 

この除雪センターのことですけれども、これは合併当時以来から、私はたま

たま除雪も担当しておりましたし、実態を見ております。とにかく雪だけじゃ

ありませんけれども、いろいろな維持作業あるわけでございます。除雪から、

夏場でも冬場でも、道路の維持管理、あるいはそういう形での維持作業がかな

りの量的にはあります。それと、除雪そのものについては非常に作業は特殊性

があります。はっきり言って雪が降って、じゃあ午後やろうかとか、次の日や

るとか、そういった形ではとてもできないと。いわゆる雪が降れば、即座に迅

速な形で、それも短時間で仕上げていくというふうな形におおよそなります、

実は。そういう作業をする際に、二地区に分けて機械も置く、いわゆる冬場に

なると人員配置までが分かれていくというふうな形になりますと、非常に作業

面での効率は落ちます、はっきり言って。大体除雪とかの機械になれば、各路

線に入ってしまうと、なかなかその路線を半端で終るわけにもいかないとか、

例えばロータリー車でもその路線はある程度片づけていくというような形があ

りますので、両方分かれていってしまうと、特別雪が多いときとか、臨機応変

に機械を自由に操作できないような可能性も出てくると。指示系統が二つに分

かれていきますので。そういうふうな作業の効率面を考えてもやはり一緒にし

た方がいいんじゃないかということで、私の方からもお願いもした経緯もあり

ます。 

それと、築年数でございますけれども、藤崎地域の除雪センターですけれど

も、これは築後三十三年ほどたっておりまして、非常に老朽化が進んでおりま

 - 68 -



す。現に大雪のときなんかはシャッターも開け閉めできないような状況にもな

ったということもあります。まだ使えると申しましても、常盤地区についても

やはり二十八年ほど経過しております。ですから、こういう状況から見てもや

はり作業の効率性と今後のそういう作業の一元化といいますか、効率を考えま

すと、どうしても一カ所が望ましいだろうということで、私は必要であると考

えております。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

この点については、機械管理の効率化と作業指示の効率化のためにも統合し

て新しくつくった方がいいんだというご説といいますか、論立てなんですけれ

ども、実際現場に行くのは藤崎地区なら藤崎地区に行くわけでしょう。藤崎の

例えば役場の向いでもいいですし、そこから常盤なら常盤の方に出動して行く

というふうなことが、むしろ現場の作業にとってはいわゆるロスが生まれるん

ですよ、そこ。ただ単純に統合すれば、職員目線では作業指示をやりやすい、

機械管理をやりやすいということだかも知れないけれども、統合したからとい

って、現場の作業する人そのものの効率化には必ずしも結びつくものじゃない

と思うんですよ。その辺、何か統合のもちろん基本的には使えるものは使おう

と、修理してでも、補修してでもというのが土台ですけれども、統合したから

といって機械管理はできやすくなるでしょうけれども、作業の現場、土台、直

営で作業している人そのものは数限られているんじゃないんですか。だんだん

少なくしていこうというのじゃないですか。機械だって、ロータリーだけ持て

ばいいような話までしているんじゃないですか。それをなぜ統合しなければな

らないのですか。 

そして、聞きたいのは、現場の作業の効率化には、必ずしも結びつかないの

ではないかということについてはどういうお考えなんですか。 

○議長（齋藤惠一君） 

建設課長。 

○建設課長（兵藤 寿君） 

今、浅利議員のお話しの中で、機械も減らしていく、少なくなる、要らない

んじゃないかということと、何で作業が効率的になるのかというお話しでござ

いますけれども、決して常盤地域にある機械が常盤だけを作業しているわけで
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はございません。藤崎地域、あるいは常盤地域、これらの機械は双方状況を見

ながら、雪の降り方も違いますし、藤崎町の機械も常盤の方へ行きますし、常

盤の機械が藤崎の方にも来ると。これは絶えず我々の方でも分け隔てなくそう

いうふうな状況になったらすべてそっちの方へ行こうとか、そういう計画で作

業は実施しております。だから、決して常盤の機械は常盤にいるだけではない

んです。藤崎の機械が藤崎にいるだけじゃないんです。どこかで何かあればそ

ちらの方へ全部行って、排雪なり除雪もする。こっちの方であればまたそうい

うふうな形をとるということでして、その場所に放しておいて、距離が近いと

か、遠いとかという話のことでおっしゃっていると思うんですけれども、そう

いう意味で一元化の話をしているわけじゃないんです。 

ですから、ある程度同じオペレーターもこれから機械も少なくなる、人数も

少なくなるとは思います。しかしながら、今の状況では仮に機械を減らしたと

しても、今の施設どっちかの方へ片づけておこうと、仮にした場合でも、収用

し切れないというふうな状況なわけです。ですから、やはりそういうことも考

え合わせますと、やはり一本化して統合した方がよろしいんじゃないかという

ことでございます。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

今の除雪センターの除雪ステーションといっておりましたけれども、それの

建設、あるいはまた温泉の建設、北分署の建設と建設位置の問題、さまざま問

題をはらんでいるわけですから、大いに議論をして、大いに 善の方向を探求

しようではありませんか。そのことを我々は否定するわけではないので、その

ことを強く要望しておきたいと思います。 

それと、まちづくりに関した住宅の問題も大事な問題であります。 

そこで、住みよい環境づくりの環境整備、弘前実業高校の野球用グラウンド

を借用するという問題であります。 

これも長年のというか、実業高校になった段階からの懸案でもあったようで

ありますけれども、実際野球用のグラウンドとして使うためには、前田さんの

ところの家の前を行かなければならない。非常に道が狭いという問題だとか、

それから駐車場をそれなりに確保する問題だとか、それからグラウンド整備と

いうか、内野の整備だとか、こういうのをどういうふうに進めていこうとして
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いるのか、ここの管理計画のあらましなどについてお聞きしたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（福井勝彦君） 

お答えいたします。 

先ほど町長の答弁にもありましたとおり、今回契約を締結した野球場は遊休

地として二十年以上放置状態になっております。したがいまして、野球場とし

て使用するためには、内野のグラウンド、いわゆるダイヤモンドの部分なんで

すけれども、その部分については整備工事が必要になっております。それに合

わせて防球ネット、これらも近隣が園地になっておりますので、そちらの方に

ボールが飛ばないようにということで防球ネットがあるんですけれども、それ

も同じ状態で今腐食していると。それともう一つ、トイレの改修工事、これも

今回計画して、安全に安心して使用できるような形で平成二十二年度、新年度

の予算案に工事費を計上していきたいと思っていました。 

もう一つご指摘の取りつけ道路と駐車場のことなんですけれども、駐車場の

方は三塁側の方に空地がございます。その部分も今回面積にしますと五千八百

七十平米ぐらいの駐車場スペースと。これも一緒に借用できるようにしてござ

います。それと、取りつけ道路につきましては、現在のところその計画はござ

いません。 小限度の状態で野球ができるというような形での貸し出しを計画

しております。 

それに合わせまして、貸し出すことになれば、学校用地ということですので、

町民の方に無料で貸し出すことに今計画は立てているところでございます。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

小限の経費で効果が上るような整備と運営をやっていただきたいというこ

とを要望しておきたいと思います。 

次に、学童保育施設の整備のことなんですけれども、現在、八十人ほど常盤

地区のは登録されているということですけれども、実際は三十人ちょっとぐら

いがそこを平均すれば利用していると、学童保育として。私が聞きたいのは、

基本的には長い目で見れば、ぜひ単独施設というか、併用施設というか、藤崎

では実際に新しく中央小学校にも、あるいはまた藤崎小学校にもできるわけで
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ございます。そういう点からも学童保育施設の整備方針を関係者、指導員をや

っている方、あるいは関係課だけでなくて、あそこは教育委員会も使っていま

すし、教育委員会、生涯学習というか、それから住民課というか、その人たち

も、それから指導員の方も含めてどういう方向がいいのか、ぜひ協議の場をつ

くっていただきたいというふうに思うわけです。長期的な方向性と、当面何を

やればいいのかという、狭いということも聞いております。そういうようなこ

とで、当面と長期的な計画、それで学校を新しく建てるまでだとか、そういう

先延ばしをしないということを前提にして、早急にその協議の場を設けていた

だきたいと思いますけれども、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

住民課長。 

○住民課長（浅利勇蔵君） 

先ほど町長の方からも答弁されましたけれども、できれば専用施設の運営と

いうのが一番望ましい方法ではあるというふうには考えております。ただ、今

現状で、仮に常盤小学校の方に余裕教室があるかということも一つでございま

す。そういったもろもろのこともありますので、いわゆる関係課、私の方では

担当でございますが、教育委員会の財産ということもありますので、その辺も

含めて十分に協議してまいりたいと。そこの中でどのような方向に行くのか、

それはやはり協議の段階で決定されるべきというふうに認識してございますの

で、そのような対応の仕方をしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

ぜひ新しく学校をつくったらというようなことで、そういう方向づけも必要

ですけれども、当面の対応策もぜひ考えて現場の意見を生かしていただきたい

と思います。 

常盤小学校のグラウンドの暗渠排水整備についてお聞きするんですけれども、

今回、麻生内閣の公共事業対策といいますか、そういうことも含めて、藤崎町

の中央小学校の暗渠排水工事は本格的なもので、我々は概要説明を受けただけ

でありますけれども、約八千万円もかけて本格的なものをやるわけであります。

暗渠排水、そのグラウンドをはがしてしまって、新たに暗渠を入れ、そして覆

土をして芝生をやるというようなことでございます。それと比較するのは何な

んですけれども、常盤の小学校というのは長年ほったらかしの状態であるわけ
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です。中学校もそうなのかなと私は思っているんですけれども、さまざまなま

ちづくりや総合計画というのもありますけれども、少しは今のように八千万円

も注ぎ込んでやるというようなことはできないかも知れないけれども、少なく

とも内野部分とか、そういうのをきちんと予算化してやるべきだというふうに

思いますけれども、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（齋藤惠一君） 

学務課長。 

○学務課長（加福哲三君） 

お答えいたします。 

現在の常盤小学校は昭和四十九年に建設されております。その当時は暗渠排

水もなされておるというふうに聞いております。ただ、建設以来三十五年ほど

過ぎて、暗渠排水の浸透性等も低下しておりますので、表面が固くなって地表

も固くなって浸透していかないと。地表で流れていって、処理されている。あ

るいはすぐ浸透しないで、二、三日、あるいは四、五日して自然に浸透してい

くというような現在の状況であります。それと、今後ですけれども、町長の答

弁にありましたように、学校整備とあわせて検討してまいりたいと考えており

ます。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

学校整備とあわせてと言えば、それは財政の問題等もにらまなければならな

いし、学校整備の前にというのは、学校整備を新しくつくると一緒になると、

それはまたずっと先延ばしするんですよ。そういうことのないように、少なく

とも内野部分はやるとか、トラックの部分をやってくれというふうに我々は要

望もしていなし、少なくともその点について優先的に考慮して、今の小学校の

整備状況を比較することはよくないんですけれども、きちんとやるべきだとい

うふうに、学校を新しく建てるという問題とは切り離して整備を検討していく

必要があるのではないかと思っておりますけれども、町長はどういうお考えで

すか。 

○議長（齋藤惠一君） 

町長。 

○町長（小田桐智高君） 
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お答えいたします。 

また一つ要望が、やはりこういうふうに多額のお金がかかる事業というのは、

結構藤崎町に隅々あるわけです。そのバランスをとって、町といたしましては、

かなえてあげたいという気持ちでおります。ただ、先の事業に関しましては、

あれはいわゆる麻生内閣の経済対策で打ち出された財源をもとに、町のお金を

ほとんど使っていない、緑化何とかという事業に乗っかって、暗渠整備の整っ

ていない学校でしたので、それをやったという趣旨の説明なわけであります。

そういう財源があればやってあげたいというのがやまやまですので、できれば

常盤小学校も藤崎小学校と同じ耐用年数、経過年数ですので、そろそろ検討委

員会云々もありますけれども、常盤小学校をどうするかの検討委員会にそろそ

ろ入っていく時期でもあるんじゃないかなといったところで、相対的に、総合

的に、効率よく全体を常盤小学校の場合は整備するのがいいのではないかなと、

これも議員各位と相談させてもらいたい大きなまちづくりの一つの事業であり

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（齋藤惠一君） 

浅利君。 

○十四番（浅利直志君） 

何か後ろで「やってけねぐなるはんであんまり聞くな」という話でしたけれ

ども、私今回やっぱりまちづくりと財政問題というか、それが大きなテーマだ

ったのかなという議員各位においても、私は一つだけ、現在の藤崎町の財政は

確かに先人の努力と、そしてこの間の言葉で言えば行財政改革だと言っている

けれども、実際は現業部門である病院だとか、あるいは保育所だとか、それを

臨時職員を四十人も五十人も、そういう犠牲の上に成り立っている財政なんだ

ということを肝に銘じて、これから歩んでいく必要があるんじゃないかという

ことを町長にも指摘して終りたいと思います。 

○議長（齋藤惠一君） 

これで十四番浅利直志君の一般質問は終了いたしました。 

以上で一般質問を終わります。 

これをもって本日の日程は終了いたしました。 

これで本日は散会いたします。 

   散 会 午後三時五十九分 


