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開会（午前１０時００分） 

 

開会・開議 

 

議長（久田良平） 

ただいまから平成２４年第４回能登町議会定例会を開会いたします。 

ただいまの出席議員数は地方自治法第１１３条に規定する定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配布のとおりでございます。あらかじめ、本日の

会議時間を延長しておきます。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（久田良平） 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１１９条の規定によって、３番 市濱等君、４番 

小路政敏君を指名いたします。 

 

会期の決定 

 

議長（久田良平） 

日程第２「会期の決定」の件を議題にします。 

 お諮りします 

 本定例会の会期は本日から１２月１４日までの１０日間にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から１２月１４日までの１０日間に決定いたしました。 

 

諸般の報告 

 

議長（久田良平） 

日程第３「諸般の報告」を行います。 
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 地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に説明員の出席を求めたとこ

ろ説明員として本日の会議に出席している者の職・氏名は別紙の説明員名簿と

して、お手元に配布しましたのでご了承願います。 

 本定例会に町長より別冊配布のとおり、議案２０件が提出されております。  

また、地方自治法第２４３の３第２項の規定による、「財団法人能登町ふれあい

公社」及び財団法人能登町スポーツ振興事業団」の経営状況についての報告書

の提出があり、お手元に配布いたしましたのでご了承願います。 

次に、監査委員から平成２４年８月分、９月分、１０月分の例月出納検査の

結果についての報告があり、その写しもお手元に配布いたしましたのでご了承

をお願いします。これで、諸般の報告を終わります。 

 

議案上程 

議案第８１号から議案１００号 

 

議長（久田良平） 

日程第４議案第８１号「平成２４年度能登町一般会計補正予算」から日程第

１３議案第９０号「平成２４年度能登町水道事業会計補正予算」までの１０件

及び日程第１４ 議案第９１号「能登町暴力団排除条例の一部を改正する条例

について」から日程第２３議案第１００号「公の施設の指定管理者の指定につ

いて」までの１０件、併せて２０件を一括議題といたします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（久田良平） 

町長から提案理由の説明を求めます。町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 おはようございます。本日ここに、平成２４年第４回能登町議会定例会を招

集いたしましたところ、議員各位には年末を控え何かとお忙しい中にもかかわ

らず、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 本日提案いたしております各議案の提案理由をご説明する前に一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 １２月に入りまして、今年も残すところあと僅かとなりました。 

 気象庁の予報では、当初、エルニーニョ現象の影響で平年より暖かい冬にな

ると予想されておりましたが、去る１１月２２日に発表された地方気象台の３

カ月予報では、冬型の気圧配置が平年に比べて強まり、逆に雪または雨の日が
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多いと予想されています。町では毎年除雪計画を立て大雪に備えておりますが、

今後、本格的な降雪の時期に入りますので、町といたしましても厳重な警戒と

監視を行う所存でありますので、町民の皆様におかれましては、車や歩行者に

注意され、町の除雪作業等にご協力をいただきますようお願いいたします。ま

た、本格的な冬に入り、寒さが厳しくなりますが、火の取り扱いや、暖房器具

の消し忘れ等にも、十分に注意されますようお願いいたします。 

さて、今年１年を顧みますと、去る１月１７日、長年友好都市として交流を

続けてきました千葉県流山市との姉妹都市の盟約を取り交わす調印式を流山市

役所にて執り行いました。また、旧野尻町とは、平成７年から旧能都町と姉妹

都市の協定を締結しておりましたが、市町村合併を双方とも行ったことから、

宮崎県小林市と改めて姉妹都市の提携を結ぶこととなり、小林市の秋祭りの日

である１１月２３日に小林市で調印式を執り行い、祝賀会では弥栄太鼓を披露

するなどし友好を深めてまいりました。 

 両市とは、長年に渡る交流で築いてきた友好関係を礎に教育、文化、産業経

済など、さまざまな分野での交流を図り、相携えて発展していきたいと考えて

おりますので、町民の皆様並びに議員各位には、格別のご理解とお力添えを賜

りますようお願い申し上げます。 

 次に、金沢地方気象台によると、今年の夏の降水量は、平年の約２５％にと

どまっているとのことですが、特に寺田川上流域での降雨量が極めて少なかっ

たために、ダムの貯水量が著しく減少したことから、町では、去る８月２４日

に渇水対策本部を設置いたしました。町民の皆様から節水にご協力を頂いたお

かげで、給水制限の実施までには至らず、渇水対策を終了することができまし

たことに感謝申し上げます。町民の皆様に、ご心配とご不便をおかけしました

ことをあらためて深くお詫び申し上げます。 

 次に、去る１１月２日の臨時議会で、新しい議会組織がスタートいたしまし

た。この１２月定例会から新たな体制で議会活動が始まりますが、町民の皆様

の負託に応えるため、議会運営が活発になされることをご期待するとともに、

町政運営にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。また、国にお

いては、去る１１月１６日に衆議院が解散され、昨日、衆議院総選挙が公示さ

れました。 

 能登町管内には、現在２４投票所がありますが、今回の選挙から、選挙人の

利便性を向上するため、全ての投票所の投票時間を午前７時から午後８時まで

といたしました。「一票は、想いのこもったメッセージ」が、石川県の統一標語

でありますが、町民の皆様には、来る１２月１６日には、ぜひ投票に行かれま

すようお願いいたします。 

次に興能信用金庫が実施した７月から９月期の中小企業景況調査によ



- 4 - 

ると、能登を中心とする営業地域の業況判断指数は、マイナス 12．7 と

発表されました。原因は製造業の勢いが鈍り、消費者の生活防衛意識が

高まったことで、再び悪化傾向に転じ、来期の見通しも、一段の悪化が

予想されるとのことであります。  

 現在、平成２５年度当初予算の編成期を迎えておりますが、このような厳し

い経済状況の中で、合併に伴う財政面での優遇措置が終了する平成２６年度以

降も財政運営に支障のないよう、更なる行財政改革を進め、住んで良かったと

言える町づくりに取り組んで参りたいと考えておりますので、町民の皆様並び

に議員各位には、格別の御理解とお力添えを賜りますようお願いを申し上げま

す。 

 それでは、今定例会にご提案いたしました議案２０件につきまして、その大

要をご説明いたします。議案第８１号から第９０号までは一般会計、特別会計

及び水道事業会計の補正予算であります。 

国の経済危機対応・地域活性化予備費の活用に伴う道路整備費の追加や、県

単荒廃地復旧事業費を追加したほか、後年度の公債費負担の軽減を図るため長

期債繰上償還の追加を行っております。その他、人事異動等による職員人件費

の組替調整と事業費等の変更や確定による調整を行ない今回補正予算として提

案させていただきました。 

はじめに、議案第８１号「平成２４年度能登町一般会計補正予算（第４号）」

は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億３７３８万４０００円を追

加し予算の総額を１４８億９３８１万４０００円とするものであります。 

歳出からご説明いたします。 

第１款「議会費」の追加は、職員人件費の調整を行ったものであります。 

第２款「総務費」では、９７６７万５０００円の追加であります。第 1 項「総

務管理費」のうち、第１目「一般管理費」では、職員人件費の調整をはじめ、

人事管理システム更新事務費の確定による減額を行った他、職員健康診断の前

立腺ガン検査費の追加であります。第２目「文書広報費」は、有線放送特別会

計への繰出金の減額であります。第３目「財政管理費」は、財務会計と起債シ

ステムの更新による事務費が確定したことによる減額であります。第５目「財

産管理費」では、柳田庁舎における非常用予備発電装置及びボイラーの修繕費

の追加であります。第６目「基金管理費」では、財政調整基金への積立を追加

しておりますが、今回、補正の財源調整を行い、一般財源の余剰部分を積立し

たものであります。第７目「企画費」は、奥能登広域圏事務組合で行っている

共同電算システム更新事業費における、保育料算定システム改修補助金の確定

による財源調整であります。第１３目「交通対策費」では、能都中学校の移設

に伴い、通学の安全性を確保するため、バス停整備費を追加した他、予約制乗



- 5 - 

合タクシー運行費の助成では、今後の利用実績を見込んだ追加であります。第

２項「徴税費」、第３項「戸籍住民基本台帳費」、第４項「選挙費」、第５項

「防災費」及び第６項「統計調査費」は、職員人件費の調整を行ったものであ

ります。 

第３款「民生費」では、１９０万７０００円を追加いたしました。第１項「社

会福祉費」における第１目「社会福祉総務費」の追加は、職員及び町社会福祉

協議会事務局長の人件費の調整であります。第６目「介護保険費」では、介護

保険特別会計への繰出金の減額であります。第７目「国民健康保険費」では、

国民健康保険特別会計への繰出金で、保険事業勘定の減額と直営診療施設勘定

での追加であります。第８目「後期高齢者医療費」では、後期高齢者医療特別

会計への繰出金を減額いたしました。第２項「児童福祉費」における第１目「児

童福祉総務費」では、職員人件費を調整したほか、ひとり親家庭医療費給付費

の決算見込みに基づき、追加を行っております。第３目「児童福祉施設費」で

は、公立保育所運営費において、児童数の確定による嘱託職員の賃金を追加し

た他、私立保育園運営費では、保育料単価の改正と入所児童数の決算見込みに

基づき、追加を行っております。 

第４款「衛生費」は、６２４９万１０００円の減額であります。第１項「保

健衛生費」における第１目「保健衛生総務費」は、職員人件費の調整を行い、

第６目「環境衛生費」では、斎場管理費において、修繕費のほか管理費の決算

を見込み所要経費を追加いたしました。また、浄化槽整備推進事業特別会計へ

の操出金を追加しております。第２項「清掃費」における第１目「清掃総務費」

は、職員人件費の調整であります。第３項「水道費」では、水道事業会計への

補助金の減額や簡易水道特別会計への繰出金を減額したものであります。これ

は、事業費の確定と水道料金改定が主な要因であります。 

第６款「農林水産業費」は、９万７０００円の減額であります。第１項「農

業費」における第１目「農業委員会費」は、職員人件費の調整であります。第

２目「農業総務費」では、同じく職員人件費の調整を行い、福光ダム施設の再

生整備を進めるため機能診断経費を追加した他、来年、七尾市で予定されてい

る世界農業遺産の国際フォーラムに向けた準備経費の追加であります。第５目

「農地費」では、県営中山間地域総合整備事業において蓮花坊工区の換地清算

金の追加をはじめ、農山漁村活性化プロジェクト支援事業で事業費の確定によ

る組替えを行った他、農業集落排水事業特別会計への繰出金を減額しておりま

す。第２項「林業費」では、第１目「林業総務費」で職員人件費の調整を行い、

第２目「林業振興費」では、森林整備地域活動支援事業で交付金の単価改正に

よる減額を行いました。林道整備事業では、事業費の確定による組替えと追加

を行い、林業活性化路網整備事業では、職員人件費の調整を行ったものであり
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ます。また、９月に柿生地区に発生しました林地崩壊につきましては、県単荒

廃地復旧事業の採択となり、本年度の所要経費を追加しております。第３項「水

産業費」は、職員人件費の調整であります。 

第７款「商工費」は、１２１０万８０００円の減額であります。第１目「商

工総務費」で、職員人件費の調整を行い、第３目「観光費」では、「あばれ祭

り」が千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館において、常設展示される事に伴い、

「展示用御輿」について支援費を追加しております。 

第８款「土木費」では、１億５５１３万６０００円を追加いたしました。第

１項「土木管理費」においては、職員人件費の調整をおこない、第２項「道路

橋りょう費」における第２目「道路橋りょう維持費」では、修繕工事費を追加

した他、近年の降雪量を見込み、除雪機械の消耗品や修繕費の追加をした他、

除雪業務委託料を追加しております。第３目「道路橋りょう新設改良費」では、

事業費の確定により、社会資本整備総合交付金事業において組替え調整を行い、

道整備交付金事業では、登記手数料や工事費の追加を行っております。また、

新たに国の経済危機対応・地域活性化予備費の活用に伴う追加内示を見込み、

落石対策法面保護工事費を行う道路更新防災等対策事業を追加いたしました。

第３項「河川費」では、急傾斜地崩壊対策事業の確定による組替えの他、県営

急傾斜地崩壊対策事業負担金の追加であります。第５項「都市計画費」では、

職員人件費の調整はじめ、県営新町通り線街路整備事業で事業費の確定により

負担金を追加した他、公共下水道事業特別会計への繰出金を減額しております。

第６項「住宅費」は、職員人件費を調整した他、住宅管理事業では、ボイラー

等の修繕費を追加しております。 

第１０款「教育費」は、５４３万５０００円の追加であります。第１項「教

育総務費」の第２目「事務局費」は、職員人件費の調整であります。第２項「小

学校費」では、第１目「学校管理費」で、職員人件費を調整したほか、教育費

寄附金を受け教育備品の購入費を追加しております。第２目「教育振興費」で

は、要・準要保護等児童就学援助事業費の決算を見込み追加を行ったものであ

ります。第３項「中学校費」は、第１目「学校管理費」で、職員人件費の調整

を行い、第２目「教育振興費」では、同じく決算を見込み、要・準要保護等生

徒就学援助事業費を追加した他、新たに、県のエネルギー教育推進事業の採択

を受け、備品購入費を追加したものであります。第４項「社会教育費」では、

第１目「社会教育総務費」で、職員人件費の調整を行い、第４目「図書館費」

では、嘱託職員の欠員補充による追加であります。また、第５項「保健体育費」

においても、職員人件費の調整であります。 

 第１２款「公債費」は、２億４６９５万８０００円の追加であります。今後

の財政負担の軽減を図るための長期債繰上償還金の追加であります。また、平
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成２３年度許可債の借入額や金利の確定による調整の他、住宅総務費の追加に

よる財源調整も行いましたので、宜しくお願いいたします。 

 以上、この財源として、歳入において、「地方交付税」、「分担金及び負担

金」、「国庫支出金」、「財産収入」、「寄附金」、「諸収入」及び「町債」

を追加し、「地方特例交付金」、「県支出金」及び「繰入金」を減額して、収

支の均衡を図りましたので宜しくお願いいたします。 

次に、議案第８２号「平成２４年度能登町有線放送特別会計補正予算（第１

号）」は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３９９万６０００円を追

加し、予算の総額を２億７１９３万８０００円といたしました。その歳出の内

容は、職員人件費の調整を行った他、インターネット運用委託費や有線テレビ

引込工事費等の決算を見込み、管理費を追加した他、平成２３年度許可債の確

定により公債費を減額したものであります。この財源として、「分担金及び負

担金」、「使用料及び手数料」及び「繰越金」を追加し、「繰入金」及び「諸

収入」を減額して、収支の均衡を図っております。 

次に議案第８３号「平成２４年度能登町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）」です。保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３

９５万９０００円を追加し予算の総額を３０億６０万２０００円とするもので

す。歳出の内容は、職員人件費の調整をした他、決算見込みに基づき、医療費

適正化特別対策事業費の事務費や高額療養費の保険給付費を追加した他、保険

税の過年度還付金を追加したものであります。この財源として、「基金繰入金」

を追加し「一般会計繰入金」を減額して、収支の均衡を図りましたので宜しく

お願いいたします。 

また、直営診療施設勘定では、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５

６万１０００円を追加し、予算の総額を６７８万１０００円といたしました。

歳出の内容は、職員人件費の調整をした他、決算を見込み、事務費や医療用経

費を追加したものであります。この財源として「診療収入」及び「繰入金」を

追加し収支の均衡を図りましたので宜しくお願いいたします。 

次に議案第８４号「平成２４年度能登町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）」は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１９９万４０００円

を減額し予算の総額を３億２０４３万２０００円といたしました。歳出の内容

は、職員人件費の調整であります。この財源として「繰越金」を追加し「繰入

金」を減額して、収支の均衡を図りましたので宜しくお願いいたします。 

次に、議案第８５号「平成２４年度能登町介護保険特別会計補正予算（第２

号）」です。保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８４

０万７０００円を減額し予算の総額を２６億５６８９万７０００円とするもの

です。歳出の内容は、「総務費」及び「地域支援事業費」における職員人件費
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の調整であります。この財源として、「国庫支出金」、「県支出金」及び「繰

入金」を減額して収支の均衡を図りました。 

次に議案第８６号「平成２４年度能登町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）」は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１６３０万３０００

円を減額し、予算の総額を７億３８５８万３０００円とするものです。歳出の

内容は、「総務費」において、「一般管理費」では、職員人件費の調整と、消

費税の確定による追加であります。「施設管理費」では、電線共同溝建設事業

が翌年度事業としての組替えがあり負担金を減額するものです。「建設改良費」

においては、松波処理区及び小木処理区の整備事業費の確定による、組替と減

額を行っております。また、「公債費」では、平成２３年度許可債の確定によ

り減額したものであります。この財源として、「繰入金」及び「町債」を減額

して、収支の均衡を図りました。 

次に、議案第８７号「平成２４年度能登町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）」は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２６万４００

０円を減額し予算の総額を４億６３５２万円とするものです。歳出の内容は、

「総務費」において、職員人件費の調整を行った他、事務費や消費税の確定に

よる追加であります。また、「公債費」は、平成２３年度許可債の確定による

減額であります。この財源として「繰入金」を減額して、収支の均衡を図りま

したので宜しくお願いいたします。 

次に議案第８８号「平成２４年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計補正予

算（第１号）」は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３９万８０００

円を追加し、予算の総額を５５７２万１０００円とするものです。歳出の内容

は、「総務費」において、職員人件費の調整の他、施設管理費でブロア修繕費

や海水流入防止加工費を追加したものであります。また公債費では、平成２３

年度許可債の確定による減額を行ったものであります。この財源として「繰入

金」を追加し、収支の均衡を図りましたので宜しくお願いいたします。 

次に、議案第８９号「平成２４年度能登町簡易水道特別会計補正予算（第１

号）」は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３９７万８０００円を追

加し、予算の総額を４億８０５万９０００円とするものです。歳出の内容は、

「総務費」の「一般管理費」で、職員人件費を調整した他、システム更新経費

や消費税の確定による事務費の減額を行い、「施設管理費」では、決算を見込

み事務費の組替えと減額を行っております。また、「建設改良費」では、柳田

地区再編推進事業の確定により、組替え調整と追加を行ったものであります。

この財源として「使用料及び手数料」、「国庫支出金」及び「町債」を追加し、

「繰入金」を減額して、収支の均衡を図りましたので宜しくお願いいたします。 

次に、議案第９０号「平成２４年度能登町水道事業会計補正予算（第２号）
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は、収益的収支において、４４５２万８０００円を追加し予算の総額を４億６

４９１万９０００円とするものであります。歳出の内容は、営業費用で職員人

件費の調整や、決算を見込み動力費を追加した他、会計制度改正で見直しのあ

った、「みなし償却廃止」に伴う減価償却費の追加であります。この財源とし

て、「給水収益」を追加し「雑収益」を減額して収支の均衡を図りました。 

 また建設改良事業では、事業費の確定により「配水設備改良事業」を「浄水

設備改良事業」に組み替え調整を行っておりますので宜しくお願いいたします。 

 次に、議案第９１号「能登町暴力団排除条例の一部を改正する条例について」

は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の一部改正に伴い、

関係する引用条文を整理するものであります。 

次に、議案第９２号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について」も、地方自治法の一部改正に伴い、

関係する引用条文を整理するものであります。 

次に、議案第９３号「能登町税条例の一部を改正する条例について」は、地

方税法等の一部改正に伴い、関係する引用条文を整理するものであります。改

正の主な内容は、不利益処分等について、能登町行政手続条例に基づきその理

由を提示することとするものであります。 

次に、議案第９４号「能登町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の制定について」及び議案第９５号「能登

町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の制定について」は、地域主権一括法による介護保険法の一部

改正に伴い、それぞれの事業に対して、人員、設備及び運営に関する基準等に

ついて、今回、町の条例で新たに制定することになりましたので、議会の議決

をお願いするものです。 

次に、議案第９６号「能登町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例の一部

を改正する条例について」は、児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴い、支

給対象児童の要件が追加されたため、本条例の一部改正をお願いするものです。 

次に、議案第９７号「石川県市町村消防賞じゅつ金組合規約の一部変更の協

議について」及び議案第９８号「石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合

規約の一部変更の協議について」は、「七尾鹿島広域圏事務組合」が、平成２

５年３月３１日付で解散し新たに平成２５年４月１日から「七尾市」と「中能

登町」が組合に加入することになったため、組合規約を変更することの協議に

関し地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定により、議会の議決を

求めるものであります。 

次に、議案第９９号「能登町公共下水道小木浄化センターの建設工事委託に

関する協定の締結について」の議決の一部変更について」は、平成２３年第４
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回能登町議会臨時会において議決を頂いております協定金額が、建設工事の入

札を執行した結果、２億３６００万円から２億６２０万円に協定金額が減額と

なりましたので、議決の一部変更をお願いするものです。 

次に、議案第１００号「公の施設の指定管理者の指定について」は、まつな

みキッズセンターの指定管理者の指定であります。この施設の管理運営につき

ましては、専門的技術を蓄積していることから、字松波の「あっぷる」に再度

指定管理をお願いするものです。 

 以上、本定例会に提出いたしました各案件につき、その大要をご説明申し上

げましたが、議員各位におかれましては、慎重なるご審議をいただいたうえで、

適切なるご決議を賜わりますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終

わらせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

休   憩 

 

議長（久田良平） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

ここでしばらく休憩いたします。（午前１０時３８分） 

 

再   開 

 

議長（久田良平） 

休憩前に引き続き会議を開きます。（午前１０時５０分） 

 

質   疑 

 

議長（久田良平） 

日程第４議案第８１号から日程第２３議案第１００号までの２０件について

の質疑を行います。 

質疑は大綱的な内容でお願いします。質疑はございませんか。 

 ３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 上下水道課長にお願いします。小木浄化センターの３０００万円の減額です

が。これの原因とこの工事の進捗状況はどのあたりまでいっているのか。そし

てもう一つは、建物は前から建っていましたが当初建てられたのはどういう目

的で建っていたのか。まずその３点お聞きしたいと思います。 
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議長（久田良平） 

 上下水道課長 浅井弘之君。 

 

上下水道課長（浅井弘之） 

 市濱議員のご質問にお答えします。下水道事業団との協定の減額についてで

すが、日本下水道事業団との建設工事の委託内容については詳細の設計から工

事の入札、工事の監督、完成検査、総合試運転など一連の業務を委託しており

ます。今回の減額につきましては事業団が実施をいたしました脱水設備工事と

電気設備工事の入札の結果、予定価格よりも安く契約が出来たためにその差額

分を協定の金額から減額になったということです。次の現在の進捗状況ですが、

１２月の１４日に完成の予定でございます。現在、最終的な仕上げをしており

ます。また、現在の建物ですが当初の汚泥処理の計画であそこに脱水装置をい

れてそこで脱水をして搬出するという計画で、もともとそういう計画で施設が

建っています。以上です。 

 

議長（久田良平） 

 ３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 課長の説明で先の２点はおおよそ分かりましたが、最後の建物がその旨を想

定して建てておいたというふうな答弁でしたが、今、ちょっと私現場を除いて

みますと方法的になんか私の考える普通の想定した流れとは少し違う部分があ

るのではないかというふうに感じているのです。それがどういう部分かと申し

ますと、乾燥してトラックに積む部分ですかね。最後のホッパーというところ

に溜まるようになっておるようなんですが、今、行ってみるとそのホッパーが

トラックのプラットフォームから少しこう右の方にずれていると。入り口から

みると。ずれているというふうな感じで。そしてホッパーから、ホッパーへい

れたものをまた団子汁の押し出すようなそういう装置で小さなもののところか

らトラックへ積むと。効率が悪いのではないかと私は思います。その効率の悪

さというのはそこにそういう建物があってそこを使うという想定で建物が建っ

ていたということに対して、今、その設備が変わってくると何か最終的なトラ

ックに運搬とかそういうところにものすごくロスが出てくるのではないかと。   

最初に戻りますがその３０００万円を利用してもっと効率的な設備にならな

かったのかなというふうなことを私は考えるのですが。課長どうですか。 
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議長（久田良平） 

 上下水道課長 浅井弘之君。 

 

上下水道課長（浅井弘之） 

 小木の浄化センターの脱水設備のホッパーの位置が悪く搬出車両に直接投入

できず無駄ではないかとのご指摘ですが、当初、小木処理区の汚泥処理の計画

では汚泥の搬出については、当時、県の広域用で処理構想によりまして広域で

導入する移動乾燥車での搬出と今現在実施しております脱水汚泥のトラックで

搬出するという２つの方法で検討がなされておりました。よってまた、汚泥の

投入につきましては、ホッパーから直接トラックに投入する方式ではなく今言

われた汚泥の切り出し装置とベルトコンベアを使って移動乾燥車とそのトラッ

クに投入するという方法で計画がされておりました。浄化センターの建設時に

はホッパーの設置位置は汚泥を直接車両に投入しないことと、また施設の有効

利用も勘案して２階部分の壁に近いほうに開口部を設けて、また１階部分にも

地下からの荷物の出し入れをする開口部も設けられておりました。今回脱水装

置を設置するにあたりまして検討した結果、当時計画があった移動乾燥車は運

用されておらず脱水ケーキのみでの搬出となりましたが、ホッパーの位置につ

きましては、他の設備の関係やもともと開口部等があり、変更することが出来

ないため当初から計画していた位置にそのまま設置して、切り出し装置のみを

利用して汚泥を移動させトラックに積み込むというような搬出の仕様となって

おります。トラックに積み込む時間ですけれども大体１０トン車で３０分程度

かかるということでございます。以上でご理解をお願いいたします。 

 

議長（久田良平） 

 ３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 詳細なことはおおよそ分かりましたが、汚泥を積み込むのに３０分もかかる

ということで、トラックが入ってもの凄く効率が悪いのではないかな。私がこ

ういう話をするのは、課長、ほとんど下水道事業団に丸投げしておるという、

そしてまた、小木の浄化槽の処理区を見ますとものすごく先行投資というか無

駄な金がかかっているというふうな気がしてならないんですよ。それはどうい

うことかと言いますと例えばスタンドの前なんかに推進工法で設置したマンホ

ールとか。それは越坂地区から流れてくるものを取り込むためのマンホールと

か。あそこに計画がしっかりしていない間にもの凄く金がかかっている。これ
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は役所自体が下水道事業団にほとんど丸投げしている。ほとんど検討していな

いというふうな私はこういうような印象を受けてならない。それは色んなとこ

ろにそういう部分がみえるんです。例えば、集めて上げるポンプとか、小木地

区に７箇所も８箇所もあるんです。これでは効率が悪くて将来の維持管理にも

のすごく費用がかかるのではないかなと。そして今の建物もホッパーの変更で

すけれども、これもなぜ工事をやる前に建てたのか。建っているのかというこ

とが私は本当に無駄な工事というか流れをお金を使っているなと。そういうこ

とを私は思うんです。こういうことは出来るだけ今後ないような方向でやって

いただきたいなというふうに思います。以上です。 

 

議長（久田良平） 

 他に質疑ございませんか。９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 予算書の２９ページですけれども土木の２目道路橋梁維持費ですが、この説

明欄の除雪対策事業に関連してお聞きしたいと思います。先ほど町長は祝詞の

部分で今期の冬は万全の体制で除雪をしたいとお話がありました。今年皆さん

ご存知のとおり公取の指名停止で１年間業者が県の仕事を受注出来なかった大

変苦しい１年間であったかと思います。そんな中において私の知っているとこ

ろでは３社ほど廃業して除雪路線を辞められたと聞いています。そうした場合

先ほど町長が申された万全な体制の除雪体制をとれるのか。もし新たな業者も

増えているようなことを私は聞いていません。それと近くの路線をもっている

業者がそれを兼ねるとなると果たして通勤の町民の道の確保が、時間に間に合

うような除雪を考えているのか。ご説明いただきたいと思います。 

 

議長（久田良平） 

 建設課長 小畑純夫君。 

 

建設課長（小畑純夫） 

 ただいまの向峠議員のご質問にお答えします。除雪業務につきましては本年

度５３社の業者を請負しております。昨年までは５１社ということで１社廃止

しましたが新たに３社増えています。各能都地区、内浦地区、柳田地区それぞ

れ除雪業者を極力、去年もいろいろと苦情がありましたけれども出来るだけ業

者の事務所から近いそういった路線を選びまして万全な除雪体制を出来るだけ

早急に除雪に向かうような形で対応していきたいと思っております。よろしく

お願いします。以上でございます。 
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議長（久田良平） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 ちょっと課長の説明で私理解出来ないのですが、私の知っているのは雪深い

柳田地区においての業者の指名業者でない業者もおりますけど、今、課長の言

われた３社増えているといのは柳田地区なのか内浦地区なのか能都地区なのか。

それはいいです。だけどこの除雪に関しては最近町民というか過剰なサービス

というか大変失礼な話なんですけど、町民も結構除雪サービスについて慣れて

ちょっと不都合あると除雪した後雪崩が起きて道がふさがっても区長に言って

結構やかましく、路線によってですが、全地域ではありませんがそういう苦情

を聞いています。今、課長の説明では理解できなかったのですが、また詳しい

資料をどこの地区で業者が増えているのか。私の言っているのはこの積雪深い

柳田地区の現状は私が言ったので、また後でその増えた業者の地区を教えてい

ただきたい。 

 それと私常々思っているのですが、能登町管内の５３社ですか、除雪業者が

おいでますけど、皆体力がおとろえて中々老朽化してきた除雪機の更新が出来

ないような状態になり、古いのを使っていると修理がかさんで大変維持費にコ

ストがかかっております。そこで町としてはリース業者からリースで１２月、

１月、２月、３月ですか、町が除雪機を保有するのではなくてリース会社から

リースで対応するようなそういうお考えはないのか。リース会社からだとタイ

ヤチェーンが減ってもカッターが減ってもそういう消耗品はリース会社がみて

くれるはずです。だから業者とすると除雪の頻度によりますけど、一番除雪で

くうのはチェーンとカッター、すかすところのカッターなんです。それと早く

でると運転手の残業つけると夜間だと５割増しの支払いとしないといけないか

ら結構業者には負担になっております。そこでその町が現在何台保有して何台

貸し付けているのか私調べていませんけど、こういうリースで借り上げして対

応するということも考えていただけないかなと思います。 

 それと町の保有機をある会社とか個人ですか、冬期間だけ委託する場合はこ

れは時間当たりいくらオペ代を払っているのか。私がちょっと聞いたところに

よりますとその時間帯、もし５時間なら５時間、仮に１万５０００円だとする

と８万円ですね。８万円の中に油代は請け負った会社とかオペレーターが支払

って、あとの消耗品は町が支給すると、チェーンでもカッターでも。そうなる

と業者の場合ですと、自社払いでギャップがある。だからそうするといきなり

町が保有台数を増やすということもまたリースの借り上げということになると
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難しい面もあるかもしれませんけど今年は昨年より除雪費を若干上げたように

聞いていますけど、財政もありますけど、そういうところを他の 2 市１町と比

べてそういう除雪に対する単価の対応というのは大分平均化しているのか能登

町が低いのか高いのかアベレージなのか。もしお答えできればお答えいただき

たい。 

 

議長（久田良平） 

 建設課長 小畑純夫君。 

 

建設課長（小畑純夫） 

 ただいまの向峠議員のご質問ですが、除雪の単価につきましては県の単価が

ございましてそれに準じて、機種によっても違いますけれども県の単価に基づ

きまして単価を設定しております。ですから機種によって違いますので、一概

に単価はこの機種はいくらとか違います。1 時間あたり平均しますと 1 万５００

０円から 2 万円前後かなと思っております。以上でございます。 

 

議長（久田良平） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 課長。もうちょっと自信のある答弁で的確に答えてほしいと思います。県の

単価に準じてということでもちろん機種によって単価が違うのは私知っていま

す。先ほど町長、いきなりこういう質問をして失礼なんですけれども、先ほど

私が申した業者が新たな機械を購入できない場合はそういうリース会社からリ

ースして対応するようなことを町長自身現時点でお考えが、そういうことも考

えていけるのかいけないのか検討の余地があるのかないのか。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 確かに除雪業者の方には大変お世話になって、苦労をかけていると思ってい

ます。ですから以前は出動するとそういった経費をお支払いしていたわけです

が、最近では固定費という形で出ても出なくても払う部分があります。作りま

した。今年度から固定費の部分も上げさせていただいて出来るだけ業者の方に

負担を軽くしていただくような方策をとっておりますが、中々こう新しく買い
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換えるとかということは非常に業者の方も難しくなってきているのかなと思い

ますので、向峠議員がおっしゃるような町がリース会社と契約して貸し出すと

かいうことも今後の検討していかなければならないかと思っています。 

 

議長（久田良平） 

 他に質疑ございませんか。１０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 まず補正予算の 7 ページの地方債補正を見ていただいて一番下の県営新町通

り線街路整備事業。補正前が３３３０万円、その補正後が 1 億６８０万円。そ

の差が７３５０万円となっております。次が３１ページの方にきますと今の７

３５０万円が地方債で同じ街路事業ですがそのままもってあり、一般財源で３

９０万円。合わせて７７４０万円を補正したこの街路事業になっておりますけ

れども、名前が県営新町通り線街路整備事業となれば県からも例えば歳入があ

ったり、県からの支出があったりとか指定の事業であればいいんですけれども、

せめて町の地方債を、町債を起こしてそして一般財源を充てて７７００万円あ

まりの県営新町通りという事業に町の金だけでつぎ込んだ整備をしなければな

らないというとこは場所がどこでどんな内容でどんな理由か説明を願いたいと

思います。 

 

議長（久田良平） 

 建設課長 小畑純夫君。 

 

建設課長（小畑純夫） 

 ただいまの奥成議員のご質問にお答えします。新町通り線の街路事業。これ

は県営の事業の負担金でございまして町が県の事業費に対して町が負担すべき

金額で７７４０万円の負担がございます。それに対しての地方債が７３５０万

円ということで町に歳入として受け入れをするものであります。残りは一般財

源で、あくまでも県の事業費に対する町の負担分の財源手当てでございます。

ご理解のほどよろしくお願いします。以上です。 

 

議長（久田良平） 

 企画財政課長 田原岩雄君。 

 

企画財政課長（田原岩雄） 

 お答えします。全体の事業費が 5 億ということでございます。そのうちの町
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に対する負担金が２２．５パーセントということでございます。その上のこの

７７４０万円に関しては町の負担金であるということです。今年の事業費は 1

億１２５０万円でございます。 

 

議長（久田良平） 

 もう一度補足説明をさせます。企画財政課長 田原岩雄君。 

 

企画財政課長（田原岩雄） 

 ちょっといい間違えております。5 億のうちの 1 億１２５０万円という数字が

町の負担分でありまして、それが２２．５パーセントであるということでご理

解お願いします。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 その 1億１２５０万円のうちの今回は７７４０万円を補正したと。負担分を。

分かりました。以上です。 

 

議長（久田良平） 

 他に質疑ございませんか。 

質疑ございませんか。これで質疑を終わります。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

委員会付託 

 

議長（久田良平） 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第８１号から議案第１００号までの２０

件については、お手元に配布しました議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任

委員会に付託したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第８１号から議案第１００号までの２０件についてはお手元に

配布しました議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託することに

決定しました。 

 

請願上程 

請願第５号 

 

議長（久田良平） 

日程第２４請願第５号「文化施設の整備促進について」を議題とします。 

 今期定例会において受理致しました請願１件はお手元に配布してあります請

願文書表のとおりであります。 

請願について、紹介議員の趣旨説明を求めます。６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 

 ただいま上程されました請願第５号「文化施設の整備促進について」の趣旨

説明をいたします。 

文化活動は、町民の文化向上や、生き甲斐づくり、心の健康などにとって重

要なものであります。近隣の市町においては、いずれも文化ホールを所有して

おりますが、当町におきましては、文化活動に関して中心となる施設が未だに

整備されていません。当文化協会傘下の各団体も発表・展示に困難をきたして

おります。 

そこで今後も更に町民の高齢化が進むことも考慮すると、拠点となる施設を

有することは、文化の維持・発展にとって大変重要と考えますので、将来の文

化施設の建設も念頭において、既存施設の活用を含めた、早期の文化施設の整

備促進されることを請願されているものでございます。 

議員各位におかれましてはご審議のうえ、何とぞご採択賜りますよう宜しく

お願い申し上げます。 

 

議長（久田良平） 

請願の趣旨説明が終わりました。 
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委員会付託 

 

議長（久田良平） 

お諮りします。 

 ただいま議題となっております請願１件は請願文書表のとおり、所管の常任

委員会に付託したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

 よって、請願１件は請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託することに

決定いたしました。 

ただいま付託されました請願の審査結果については今期定例会会期中に報告

していただきますようお願いいたします。 

 

休会決議 

 

議長（久田良平） 

日程第２５「休会決議について」を議題とします。 

お諮りします。委員会審査等のため１２月６日から１２月１０日まで及び１

２月１３日の併せて６日間を休会としたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

よって、１２月６日から１２月１０日まで及び１２月１３日の併せて６日間

を休会とすることに決定いたしました。 

 

散   会 

 

議長（久田良平） 

次回は、１２月１１日午前１０時から会議を開きます。以上で本日の日程は
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全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

散会（午前１１時２１分） 
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開 議（午前１０時０１分） 

 

開   議 

 

副議長（宮田勝三） 

 ただいまの出席議員数は、地方自治法第１１３条に規定する定足数に達して

おりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 あらかじめ本日の会議時間を延長しておきます。 

 

一般質問 

 

副議長（宮田勝三） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきますが、一般質問の形式は一問一答方式とし、能

登町議会申し合わせ事項により質問者の持ち時間は答弁の時間を含め４０分以

内となっております。また、関連質問についても申し合わせ事項により原則と

して認められておりません。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 おはようございます。 

 今、議長より質問の許可をいただきましたので、今回は２点の質問を行いた

いと思います。町長に対して行いたいなと思っております。 

 ９月の議会より２カ月間、その等いろいろなことがありました。衆議院の解

散、私たちにすれば嫌なことかなと思っております。また、能登町においても

いろいろなことがあったと思います。 

 それと同時に、急激に寒さが増してきました。皆さんにおかれましては体に

気をつけ、笑顔でこの年を乗り切りたいと思います。 

 それでは１点目の質問に入ります。 

 私も今回１点、２点、３点というものについての質問は毎回毎回、結構な回

数を行っておるわけでございます。私は私なりに町長、執行部に対して質問し、

また、その執行の結果を見ながら私は議会活動をしておるわけでございますの

で、今回はまた前回の答弁より一層の輪をかけた答弁をお願いしたいなと、町

長に改めて言っておきます。 
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 能登町にある財産であります。町が使用している、また利用していない土地、

遊んでいる土地、遊休土地の問題についてお尋ねします。特に宇出津新港の空

地についての利用、また、その他遊休地の利用問題を取り上げて今回は１点目

質問いたしますので、町長の答弁をよろしくお願いします。 

 遊んでおる土地、小さな土地に対しましては個人が欲しいといったら、後か

ら私の考えを町長に述べておきますので、また、この問題について質問します

ので、町長の答弁を求めたいと思います。 

 議長、よろしくお願いします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 町有地の遊休地についてでありますが、この質問に関しましてはことしの３

月議会でもお答えしたとおりで、町内の各地に点在しております。 

 今回、議員のご質問の宇出津地区の町有地については、大きくは２カ所あろ

うかというふうに思っています。一つは、田ノ浦地区にあります１万２，００

０平方メートルの土地、そしてもう一つは宇出津新港にある３万８，０００平

方メートルの土地ということになろうかと思います。 

 田ノ浦地区につきましては、現在、漁網製品の保管場所としてキョーワ株式

会社に１，６３７平方メートル、木材集積用地として能登森林組合に１，０３

５平方メートル、石川県漁協に２，０４８平方メートルを賃貸しており、年間

約５２万円の賃貸料をいただいております。また宇出津新港地区につきまして

は、昨年の件以降、賃貸を希望する相談はあったものの具体的な協議にまでは

至っておりません。未利用のままとなっております。 

 昨年、宇出津新港土地利用検討懇談会で議論していただきまして、水産業関

係の加工、販売、利用研究、実習等に活用できる施設や観光や交流の場として

の利用など、町の活性化に資する方策に関連して利活用を図るべきというご意

見をいただいております。また、こうした町有地の賃貸に関しては何らかの審

査ルールを設けてはどうかというようなご意見もいただいております。 

 町としましては、今後、新港において賃貸等の相談等、申し出があった場合

には、住民生活や地域経済にどう影響するかを見きわめながら、皆さんと相談

して少しでも地域のためになるよう進めてまいりたいというふうに考えており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 
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 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 前回と同じようなお答えでございましたのであれですけれども、進んでいな

いなと私は今メモをしておりながら思いました。田ノ浦地区の地域に対しまし

て５２万円ということに対して、いろんな効果が、金額は安いかもしれません

けれども効果があって利用していると私はおります。まだ空地は結構あります

けど、それについてもいろいろと会社があり、また地元の方々の就労が始まり、

これから森林組合の利用、それから石川県漁協、能登町の利用。 

 ただし一番の、前回も私はこれを唱え、各論として唱えられませんでした。

今回はこれを重点にして町長にちょっと討論したいと思います。 

 新港の問題でございます。新港というものについて、ちょこっと私述べさせ

てもらいますけれども、新港、特に遊休土地の埋立地であります、あそこは。

旧能都町漁業協同組合の地先権を有した能都町の漁業者の皆さんが旧能都町の

町の振興、また宇出津の発展のために涙をのみ埋め立てたわけでございます。

無償で埋め立てたわけでございます。そういう中で数十年たつにもかかわらず、

夜歩けばまだ暗闇であります。あるのは民間じゃなく公営の総合センター、そ

れから安定所、アルプ。アルプは盛んに一生懸命あそこで頑張っておられます。

ただ、まだそれと同様の土地が空地があるわけでございます。 

 この前も、なぜ町長はあの問題をもう少し強行に推し進めなかったかなと思

っております。私はいろいろとあの後、いろいろと皆さんにお聞きしましたけ

ど、民間の電気屋さん並びにいろんな産業の方々が求めておられたということ

をお聞きしました。もし万が一、あの問題を執行部の方々が私たち議員の同意

なしに強行できるんだよということを言われました。言われたその格好でやっ

ておれば、ことしの年の暮れのこの能登町の不景気にもかかわらず、恐らくや

人の出入りというものが本当に頭に浮かんできておるわけでございます。 

 夜、私はあそこを散歩しますけど、真っ暗闇でございます。ただし漁業者の

方々、先人の漁業者の方々が埋め立てした。無償で埋め立てしたその問題をな

ぜもう少し、今後でもいいです。その土地を産業並びにいろんな形で活用する

ことを私、町長に提言しまして、町長の再度の意気込みをお聞きして、この１

点目の質問を終わりたいと思います。 

 町長、お答えください。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 
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町長（持木一茂） 

 宇出津新港に関しましては、長年利活用ができていない状況であります。で

すから先ほど申し上げましたように、賃貸の相談等の申し出があった場合には

住民生活や地域経済にどう影響するかを見きわめながら積極的に利活用を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 私は一番冒頭で言いました衆議院の解散。なぜ私は３年で民主党が崩壊した

かなと思って、自分は自分なりにあれしているんですけれども、町長も委員会、

皆さんの意見を聞くということで、私の性格も性格ですけれども、民主党なん

か特に原発のほう、私たち視察も行きましたけど進んでおりません。いろんな

原発その等は委員会ばかり結成して、実際に行動は伴ってないわけです。皆さ

んの意見を聞くということについては、やはり有言実行だと思いますので、町

長も前回と同じようなお答え、またそういうようなことをうまく言いましたけ

ど、利用する人がおればということで、こちらから反対に突入していくような

構えでこれから対応していただきたいなと思って、この質問を終わりたいと思

います。 

 もう少し明かりをあの新港に、産業振興その等を活発に光をつけていただき

たいなと思っております。 

 それでは２点目に移ります。２点目、今後の能登町について問いたいと。 

 この問題は、この後の議員の方々が、二、三の方々が同じような質問、質問

されるところは違うかしらんけれども同じような格好で質問状が出てきており

ますけれども、私は私なりにこの問題を町長にお答え願いたいなと。産業、防

災、福祉、民生、各分野においての来年度に向けての力の入れ方について問い

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 志幸議員ご質問の産業、防災、そして福祉、民生に関しての力の入れ方とい

うことでありますが、まず産業への力の入れ方ということでありますが、毎年

能登町の人口はといいますと、出生、死亡の自然動態で３００人の減少、そし
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て転入、転出等の社会動態によりまして１００人の減少、合わせて毎年約４０

０人の人口が減少しているというのが現状であります。１人当たりが年間に使

うお金というのは約１２０万円必要と言われておりますので、毎年４億８，０

００万円の消費が減少しているのが現状かなと思っています。 

 このことによりまして地域消費が減少しまして、産業の衰退が住民生活に影

響を及ぼしております。防災や福祉、民生においても集落で行う共同活動など

ができなくなったりするなど、地域機能のさらなる低下を懸念もしております。 

 これからわかりますとおり、定住人口の拡大や、あるいは交流人口の拡大を

行うことが町の活性化に大きな意味を持ってくると考えております。このため

地域資源を利用したイベントを展開するなどして交流人口の拡大策を行ってお

りますし、また地元産業の活性化のために新規事業として能登町産業育成活性

化支援事業を創設し、新しく事業を始める人や事業拡大等を計画する企業のバ

ックアップを実施しております。また、空き家情報の提供事業を行って定住人

口の増加を目指す施策も行っております。 

 それから、産業創出につなげていくための人材育成の試みとしまして、金沢

大学の全面的な協力によりましてふるさと未来塾を開講しております。これは

里山里海のバイオマス資源を利活用した地域循環型社会を築きまして、能登で

暮らし続けていくためのビジネスプランを構築する目的で現在行っております。

今後も能登町の景気回復のため地域企業をサポートして、そして産業創出の可

能性について検討してまいりたいというふうに考えております。 

 また農林水産業におきましては、担い手不足や高齢化、そして販売価格の低

迷といった厳しい状況が続いておりまして、１次産業における体質強化が早急

に求められているというふうに思っております。当町といたしましても、担い

手の育成や経営安定のための助成や補助、また加工品の講習を開くなど産業の

振興に努めているところであり、各分野が一体となって今後もさらに産業の振

興に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、さらなる議員の皆様

方のご協力、ご支援もいただければというふうに思っています。 

 次に、防災についてでありますが、住民の生命と財産を守るということで、

行政にとっては最も優先しなければならない役割の一つかというふうに考えて

おります。昨年の東日本大震災がきっかけとなりまして、日本は今現在、防災

意識が非常に高まってきているというふうに考えております。 

 今年度、町では津波ハザードマップ、防災マップの作成や避難路の整備、そ

して電柱に海抜表示板の設置、また自主防災組織の育成補助事業、防災士のリ

ーダー育成補助、防災備蓄品の計画的購入、そして防災についての講演会を実

施しております。このような取り組みにより、防災は行政だけではなくて町民

全体の防災教育が徹底され、それによって知識の普及にもつながると考えてお
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りますので、今後もしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、福祉、民生分野におきましては、子育て支援、健康づくり、社会参加

の推進、高齢者の活動支援まで、おのおのの年代に対応して医療費助成や健診、

予防事業、日常生活支援など、町民が幾つになっても安心して住めるまちづく

りを目指しているところであります。 

 しかしながら、少子化や高齢化によりまして、福祉を取り巻く状況というの

は財政面に限らず人的な面でも厳しい状況の中にあろうかと思っております。

行政サービスが行き届かない面も出てきておりまして、地域やボランティアグ

ループなどによるマンパワーの強化が地域福祉を支えるものと考えております。 

 当町におきます福祉サービスは、決して隣接市町と比較しても劣ることなく

充実していると考えておりますし、また利用に対する啓蒙や相談につきまして

は、各庁舎窓口においてもできるだけわかりやすく対応に努めていきたいとい

うふうに思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 防災、福祉、民生、産業ということで、町長お答えなされましたけれども、

私個人としまして、議員としましては、本当に今私は漁業をしておりますけれ

ども、産業というものに対していつも御託を並べておりますけれども、何をし

たら産業がよくなるのか、これをしたらよくなるのかということは、私個人と

しても個人の仕事に対しましては自分が判断して自分がやっているものですか

ら、また町として産業に対して皆さんどういうふうな、執行部自体もなかなか

わからないと思います。ただしやっぱり一番の基本は、この町は１次産業の町

でございます。農業、漁業に対しまして目を見張っていっていただきたいなと

思うことがあります。 

 それから、防災、福祉、民生その等についても結構他町村と同じようなレベ

ルの中でやっていると思いますけれども、この前、防災のマップの問題、私、

出前講座を５町内ぐらい集めまして、皆さんの執行部からの勉強をさせていた

だきましたけれども、結構重要視しながら職員の方も一生懸命やっております

けれども、もう少し、この町は少子化でございます。それから老齢化の町でご

ざいます。そういう形の中で産業も考えながら、また防災のほうも老齢化等を

鑑みながら、もう少しお年寄りにわかりやすく説明するようなことをするべき

じゃないかなと思っております。３０人ぐらい集まりましたけれども、みんな
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納得して、ああそうかということで出前講座を受講して帰られました。 

 そういう格好の中で、また佐野総務課長も、お年寄りの防災の問題をもう少

し各町内でも委員長さんたちに言葉をかけて、こうすればこうだということを

啓蒙してくださればいいなと思っております。 

 私は福祉についてもあれですけれども、だんだん国のほうで結構金がないと

いうことで弱体化しております。それと同時に、福祉の方法というのか、先ほ

ど言うたとおり格好ばっかりつけた福祉で、実際に福祉を必要とする人のとこ

ろへ行ってないんじゃないかなと思うことも反面もあります。 

 そういう中で、ひとつ町としても財政もこれだけの、町長自体も主張されて

おるわけでございますので、もう少し能登町の本当に意義のある福祉政策を出

していってほしいなと思っております。 

 それから、民生についても結構盛んにやっておられます。職員の方がやって

おられますけれども、ただし本当に民生を必要とする人たち、もう少し町とし

ての独自のものを来年度は打ち出していくべきじゃないかなと。他町村があっ

と驚くような予算編成をしてくださればいいなと思っております。その問題は

まだ来年の４月何だかんだと言うもんですから、それについて半分だけお願い

しておきますけれども。 

 それでは次の問題に移ります。 

 職員に対しての指導でございます。 

 職員の方々に対しましては、町を歩いておれば賛否両論でございます。徐々

によくなってきたということをお聞きするときもありますが、時折、対応が悪

かったなということもお聞きします。これについては個人それぞれだと思いま

す。そういうことで、私の今後のいろんな、これだけ産業その等は冷え切って

おります。町の中も。 

 そういうことで、役場の職員の方々だけでも、もう少し一歩進んだ形の中で

町民の皆さんに対応、それから優しさを求めていきたいなと思っておりますの

で、町長、来年度より講師を招いていろんな、県なんかでもそういうことをや

っております。それがまた幹部職員じゃなくして、これから巣立とうとする職

員の方々が、また隣の町へ行ったり、いいところへ行って視察をさせるという

ような一つの執行部政策もいいんじゃないかなと思います。 

 町長、どうですか。お答え願います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 
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 職員に関してでありますが、やはりまちづくりの基本は人づくりというふう

に言われております。５年や１０年で一人前の職人にはなれないように、人材

の成長には時間がかかると思っております。それを踏まえまして、焦らずに愛

情を持って部下を見守ってやる、その姿勢が部下を育て、ひいては能登町の組

織を強くすることにつながっていくものというふうに考えております。 

 現在、平成２５年度の当初予算の編成を行っておりますが、逼迫している財

政状況の中ではありますが、合併当初より毎年、石川県に職員を派遣、研修さ

せておりますし、本年度は宮城県の亘理町へも職員２名を派遣しております。

これは応援要請によるものではありますが、地域において防災を担う人材の育

成に役立つものと考えております。 

 また、自治大学へは４年連続して派遣するなど人材育成に努めてきていると

ころでありますし、そのほかには石川県職員研修所、奥能登広域圏共同研修会、

町独自の研修などで平成２３年度には延べ２２０人の職員が研修を受けており

ます。 

 役場の職員は数が多過ぎるというふうに言われておりますが、平成１７年の

合併当初は５７７人もの職員がおりましたが、行政改革によりまして本年４月

１日現在では４３０人となり、差し引き１４７の減、率にしますと２５％の減

となっております。このような状況の中で、少数精鋭の体制づくりのためには

お金はなくとも知恵を出して人材育成をしていかなければならないというふう

に考えております。 

 これからの人材育成は、役場職員だけでなく、民間企業や他の団体との交流

も積極的に行いまして、お互いに切磋琢磨しながら協働のまちづくりを進めて

まいりたいというふうに考えておりますので、議員の皆様のさらなるご協力を

賜りますようお願いも申し上げたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 時間ももう私の計画した、４分ありますので３０分で終わろうかと。４分。 

 ちょっと唐突ですけれども、議長の判断を仰ぎますけれども、通告はしてい

ませんでしたけど、ちょっとお聞きしたい。総務課長にちょっとお聞きしたい

んですよ。 

 私たち社会へ出たときには、行政の方々も視察旅行という、慰安旅行ってあ

った。現在、慰安旅行って職員の方々あるんですか。総務課長にちょっとお聞

きしたいと思います。 
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副議長（宮田勝三） 

 総務課長 佐野勝二君。 

 

総務課長（佐野勝二） 

 ただいまのご質問ですけれども、職員としての慰安旅行といいますか研修旅

行というものは用意してございません。ただ、職員組合として組合活動の一環

としての。 

 

１１番（志幸松栄） 

 何活動？ 

 

総務課長（佐野勝二） 

 組合活動。職員組合です。組合活動の一環として１年に何回か研修旅行に行

くのは聞いております。あとはそれぞれの課内でのものとか、そういったもの

はあるやに聞いておりますけれども。 

 

１１番（志幸松栄） 

 ありがとう。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １１番 志幸松栄君。 

 

１１番（志幸松栄） 

 どうもありがとうございました。私はやはり、うちの中にばかりおってもあ

れかなと思うんですよ。正直言って、私もこの頭の中身がぼんくらでございま

した。社会へ出たときはぼんくらでございましたが、二十数年外部へ出てきた

おかげさまでもって今この場に立てるわけでございます。やはり社会勉強も必

要かなと。私、その中でばかりおってもあれかなと。その前には、町長はいろ

んな執行その等言いましたけど、またそういうものは限定されます。人間の数

が。 

 そういうことで、総務課長にまたそういう計画をなさって県庁へ行くなり、

また珠洲の市役所へ行って窓口で１日見ておるなり、それからいろんな病院な

ら病院の説明を見ておるなりということは。それから、やはり町民の皆さんに

合うた職員をつくり上げていくのは総務課長のまた一つの役目でもあるんじゃ

ないかなと。私はそう思うものでございます。 
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 そういうことで、町民のための職員をつくり上げることを望んで、私はこの

問題を終わりたいと思います。 

 それから、町長の４億８，０００万円という町の金額、こういうデータも出

ておるにもかかわらず、場合によってはやはり私たち議員もしてられないと思

うんですよ。この前もうちの町内に２名の方がお年寄りですけど引っ越してこ

られましたけれども、先ほど言われました町長が。不動産屋の方が一人、結構

頑張っておられます。そういう中で、そういう人たちとタイアップしながら今

後行政も町の人口拡大に努めてほしいなと。 

 以上、私の一般質問を終わりたいと思います。 

 どうも議長、ありがとうございました。 

 

副議長（宮田勝三） 

 それでは次に、１番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 改めて、皆さん、おはようございます。 

 それでは、宮田議長のお許しが出ましたので、通告に従い一般質問をさせて

いただきます。 

 能登町にはスポーツ施設がたくさんあります。内浦の総合運動公園の内浦体

育館や内浦野球場、そして陸上競技場、テニスコート、武道を主に行う第２体

育館、そして能都体育館や柳田体育館、藤波運動公園の１６面の人工芝テニス

コート、また屋内テニスコートのＷＡＶＥのと、多目的芝生運動広場ののとス

ポーツピアッツァ、また能都野球場や柳田野球場など、能登町は本当にスポー

ツをやる上ですばらしい環境だと私は思っています。 

 そこでなんですが、スポーツには勝つことを意識した競技スポーツや学校で

の部活、また小学生のスポーツ少年団などたくさんあると思うんですが、その

中で少子化などによって外遊びの機会が減少し、人とのかかわりがうまくいか

ない子供、また体力が低下している幼児や児童、高齢社会における生きがいを

求める高齢者まで幅広い年代層を対象とする生涯スポーツがあると思います。 

 そこで、この生涯スポーツを町民の住民福祉や青少年健全育成という観点か

ら町長はどのような考えを持っておられるか、お伺いします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 
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 生涯スポーツについてのご質問でありますが、生涯スポーツというのは、や

はりいつでもどこでも誰とでも気軽に行うことができるというのが生涯スポー

ツというふうに考えております。最近では、健康意識の向上を受けまして生涯

スポーツが非常に重要視もされてきているんじゃないかなというふうにも思っ

ています。 

 また、高齢化社会を迎えまして日常生活におけるスポーツを取り入れること

で健康の保持、増進、それとともに医療費の削減にもつながります。さらには、

人と人との交流が生まれまして生きがいにもつながっていきますので、そのこ

とが地域全体の活力にもつながろうかと思っております。 

 また、青少年の健全育成につきましては、よく知力、気力、体力のバランス

が大事というふうに言われております。中でも一番大事なのは体力の部分では

ないかなと思っております。体力がなければ知恵も気力も出てきません。また、

スポーツ活動を通しまして規則正しい生活習慣が身につき、逆境を乗り越える

精神力も養われるというふうに思っています。 

 スポーツ少年団を例に言えば、議員にも大変スポーツ少年団にはご尽力いた

だいているところですが、当町のスポーツ少年団には現在約３００名の児童生

徒が加入しております。苗植えや収穫体験、そして県外児童との活動交流など

その活動は多岐にわたっておりまして、青少年育成という意味では大変有意義

なものではないかなと思っております。入団当初は挨拶もうまくできなかった

児童が、上級生になってきますと自然と笑顔で挨拶ができるようになりますし、

そういう過程を見ていると、やはりスポーツのよさが反映されているなという

ふうに関心もしております。 

 このような環境で育った青少年が将来、能登町を担っていける社会人として

成長してくれることを私自身も楽しみにしておりますし、今後も支援を続けま

してスポーツの歓声に包まれる明るいまちづくりを推進していきたいと考えて

おりますので、ご理解いただければというふうに思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 スポーツ少年団も例にとられて、答え的には私は満足しておりますが、今言

われた地域全体の活力もやっぱりスポーツにあるということですが、そこでも

う一つ、済みません、町長に質問なんですが、町長はとてもスポーツに通じら

れていると私は思っております。 

 そこで、内浦町時代から盛んに行われてきた軽スポーツ、ニュースポーツで
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あるインディアカを町長はご存じですか。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 インディアカは、私はやったことありませんけれども、内浦町時代から取り

組まれたニュースポーツという形では理解もしておりますし、時々夜間リーグ

の模様なんかが有線テレビでも放送されておりますので、そういった意味では

たくさんの方がかかわってやっていただいているんじゃないかなというふうに

思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 このインディアカなんですけど、能登町インディアカ大会として毎年行われ

ています。教育長は当然ご存じだと思うんですけど。 

 本年度は１０月１８日から１１月１９日までの月曜日と木曜日、延べ１０日

間行われました。チーム数は２１チームで、何と参加延べ人数は１，７０３名。

１０日間で１，７０３名です。内容的には、中学生から５０代後半の方が内浦

体育館で毎週月曜日、木曜日、７時から９時ごろまで毎日１７０名ほどの町民

が参加されたことになります。 

 町外の方もおられますので町外の方の話を聞いたんですけど、こんなたくさ

んの人が夜、体育館に集まるのはうちらの町ではないということが私、印象に

残りました。 

 このように年代関係なくし、楽しくスポーツで汗をかく。これはまさに町長

さっきおっしゃられた地域全体の活力、まさにこれが生涯スポーツのあり方で

はないかと私は思いました。 

 じゃ次に移ります。 

 さて、教育長にお伺いします。近年はサッカー人気であります。野球がちょ

っと人気が低下しておる時代なんですけど、サッカーの中でも使用するグラウ

ンドを小さくして室内で行えるようにしたフットサルという競技があります。

このように、また先ほど話したインディアカのように軽スポーツ、ニュースポ

ーツ等たくさんあります。この多様化している町民のスポーツニーズに応え、

生涯スポーツの普及、振興を図るための町としての基本的な考えをお伺いしま
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す。 

 

副議長（宮田勝三） 

 教育長 中口憲治君。 

 

教育長（中口憲治） 

 金七議員のご質問にお答えします。 

 まず、生涯スポーツということなんですが、生涯スポーツとは、一人一人の

個性を有する人間が身体的、精神的、社会的に多様に変化するおのおのの生涯

の各時期において、みずからの好み、関心、運動力量などに応じて自発、自主

的にスポーツに取り組む過程の総称ということになっております。 

 そこで当町のスポーツ活動としましては、体育協会、スポーツ少年団、それ

から職場や同好会などで組織されておられるスポーツクラブ等々が中心となっ

ておるかと思います。そのほか住民対象の各種大会や講習等、年間通じて活動

しております。 

 最近では、健康維持のために行う人もいれば、楽しみのために行う人、試合

に勝つことや記録を達成するために行うというようなスポーツのニーズは多様

化してございます。年齢層も多岐にわたっており、当町ではウオーキングやグ

ラウンドゴルフが精力的に活動されておるところでもあります。 

 今後は、このようなさまざまな町民のニーズに合ったスポーツの環境の充実

ということを考えていかなくてはいけないと思っております。ふだんスポーツ

を余りしない人にも積極的に参加してもらえるような活動を推進していきたい

と考えております。 

 また、町民のさらなる健康意識の向上、運動不足の解消、人と人との交流促

進を図ることを目的として、広報のと７月号からニュースポーツの紹介を連載

させていただいております。そこには、フットサルはまだ載っておりませんが、

町民の皆様に体験、参加していただければと思います。 

 今後もスポーツ推進委員の方々や体育施設を管理する株式会社能登町ふれあ

い公社との連携を密にしながら効果的、効率的なスポーツの行政推進を図って

いきたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 ニュースポーツの紹介やいろいろしているということなんですけど、ここで
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町民のニーズ、施設の有効活用という点から一つ質問したいと思うんですが、

私の思いなんですが、内浦総合運動公園のテニスコートがあります。近年の利

用者数を見ると、２２年度が１０８名、２３年度が３５９名となっていますが、

消防団の操法の練習で夜間照明を利用した人数２２５名が含まれているので実

質は１３４名。７カ月でこんなものかなと私は思っています。 

 テニスコートは立派な藤波台の運動公園があります。内浦のテニスコートは

利用者が少なくなってきていると私は思います。 

 そこで一つ提案というか、こういうことできないかなということなんですけ

ど、テニスコートを少し改良して、先ほど申しましたフットサルとテニス両方

ができるような施設にはならないでしょうか。これは特に若い町民のニーズ、

また利用者が少ない施設の有効活用のためにもよいと私は思っていますが、教

育長はどう思われますか。 

 

副議長（宮田勝三） 

 教育長 中口憲治君。 

 

教育長（中口憲治） 

 今言われたフットサルですが、大体私もテレビ見ていると体育館のようなと

ころでやっておられます。テニスコートを利用すればということなんでしょう

が、テニスコートはネットの、４面ありましたかね、支柱があります。そうし

ますと、その支柱を抜けるような基本的にまず状態にしなくてはいけない。当

然、今言われておるように合併しまして藤波台で１６面のすばらしいコートが

ありますので、テニスはそちらのほうで使うほうが多くなっているかと思いま

すが、そのあたりもスポーツを行っておいでるような皆様のいろんなことをご

意見を聞きながら施設というものを考えなくてはいけない。 

 ただ、今の内浦総合運動公園は都市公園でございます。そうしますと法的に

つくった公園ですので、建設課の担当になると思いますが、都市計画法に守ら

れております。用途の変更も必要になるかと思います。変更はできないとは限

りませんが、そのあたりまた法的な手続等もあるかと思いますので、よろしく

ご理解をお願いいたします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 

 

１番（金七祐太郎） 

 都市計画にも入っているということなんですけど、できないことはないと思
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うので、施設の有効活用という点で、またご検討くださればありがたいと思い

ます。 

 今、町長初め教育長の答弁を聞き、スポーツにも熱心に関心を持たれている

なと私は思いました。そこで、私も長く松波小学校の野球、そして指導者、ま

たスポーツ少年団の役員としてスポーツ少年団の活動にかかわってきました。

小さな子供からお年寄りまで、まさに生涯スポーツは大変重要なことと認識し

ております。 

 そこで私は、このスポーツ振興に関連しまして、昨年の６月議会でスポーツ

振興事業団を株式会社ふれあい公社への移行に際し、スポーツの振興、特に町

民のスポーツに支障が生じることなく進めるよう質問させていただきました。

株式会社ふれあい公社が行っている能登町体育協会及びスポーツ少年団の事務

事業については、施設運営管理とともにスポーツ振興という点では大変重要な

業務だと理解しています。また、その事務所の位置については、株式会社ふれ

あい公社になった現在も内浦総合運動公園内の内浦体育館にあると私は思いま

す。 

 しかしながら、現状は１０月に藤波運動公園勤務となった職員が体育協会の

事務を行っていると聞いています。各単位協会や役員との連絡調整、体育協会

事務におくれや支障を生じることになるのではと私は思っております。 

 また、しつこいようで昨年の質問とも重複しますが、こういうことではスポ

ーツ振興という点で施設を利用する団体や町民に少なからず影響を及ぼすこと

にならないか、私は懸念しています。 

 そこで町長の見解をお伺いします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今現状では全く支障ないというふうに私は思っております。ただ、株式会社

能登町ふれあい公社ももう民間の会社になったということで、そういった意味

では本来スポーツ振興に関しては教育委員会が受け持つべきかなという気もし

ておりますので、その辺は今後協議させていただいて、能登町のスポーツ振興

が滞らないようにやっていきたいというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １番 金七祐太郎君。 
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１番（金七祐太郎） 

 株式会社ふれあい公社が民間ということで、教育委員会とも今後も話しして

いくということなんですけど、今の業務体制については理解しました。この先

５年、１０年、２０年と、スポーツのサービスのために、今現在ふれあい公社

の社長である町長が先頭に立ち、スポーツ事業にも邁進していただきたいと思

います。 

 私は、かねてから生涯スポーツは人が生活していく中で大変重要なものだと

考えています。スポーツ少年団では、子供たちが日々成長していく姿を目の当

たりにすることができますし、子供たちを通じ、私自身、また指導者、保護者

が子供たちとともに成長していく、そんな組織の中で現在もやりがいを持って

取り組んでいます。 

 年齢を重ねてもそれぞれに行えるスポーツはたくさんあります。スポーツを

通じて健康な体づくり、コミュニケーションづくり、そして生きがいづくりを

と考えています。年齢とともに、先ほども申しましたが若い人が離れてしまっ

た世代もあると思います。スポーツから離れてしまった世代を再びこのような

立派な施設がある能登町の恵まれた体育施設に来てもらう施策を考えなければ

ならないと私は思います。そのためには、町、ふれあい公社、そして私たちも

一緒になって知恵を出していかなければなりません。 

 先ほど町長も申されましたが、町民の誰もがいつでもどこでもいつまでもス

ポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現。町民の誰もがいつでも

どこでもいつまでも。今後もより一層充実したスポーツ振興を進めていただき

たいと改めてお願いしまして、私の質問を終わります。 

 

休   憩 

 

副議長（宮田勝三） 

 ここでしばらく休憩いたします。再開は１１時５分からといたしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。（午前１０時５４分） 

 

再   開 

 

副議長（宮田勝三） 

 休憩前に続き、会議を開きます。（午前１１時０５分再開） 

 それでは次に、６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 
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 ことしもあと２０日ばかりで終わろうとしております。去る１２月４日に衆

議院議員選挙が公示され、選挙戦も終盤戦となり、師走寒波襲来の中で各陣営

が最後の追い込みで頑張っております。有権者の皆さんの１票が今後の日本の

行方を左右する選挙でございますので、よく考えて投票をしていただきたいも

のでございます。 

 それでは、通告してあります３点について質問いたします。 

 まず１点目ですが、平成２５年度予算編成についてお聞きをいたしたいと思

います。 

 ことしも役場各課では来年度の予算編成作業に追われ、大変多忙な時期であ

ると思います。特にことしは去る１１月１６日に衆議院が解散されて、現在は

選挙戦さなかであり、選挙結果によっては国の方針がどのようになるか不透明

であると思います。私たちのような小さな町では自己財源が乏しく、ほとんど

が国や県の動向に左右されるため、財源の確保が一番大事であると思っており

ます。 

 ことしの国の状況は、政府は８月１７日の閣議で平成２５年度予算の概算要

求組みかえ基準を決定いたしております。一般会計歳出から国債費を除いた歳

出の大枠は７１兆円に設定いたしました。７月末に決定した日本再生戦略を踏

まえ、エネルギー、環境分野など３分野を特別重点要求という最重要項目に位

置づけ、予算を重点配分する点が特徴となっています。それを踏まえ、我々自

治体の所管省庁であります総務省の予算概算要求の総額は一般会計ベースで前

年度比２．３％増の１７兆８，５５７億円となっております。我々自治体に配

る出口ベースの地方交付税は１．５％減の１７兆１，９７０億円となり、平成

２４年度に続きマイナスからのスタートとなっています。 

 しかし、選挙結果によって民主党政権が交代すれば、野田政権が掲げた日本

再生戦略が当然変更されることになり、先行き不透明と思われます。衆議院が

解散されたことにより、平成２５年度の税制改正大綱と予算案の決定は年明け

にずれ込み、越年編成となることが確実であります。こういったことから、選

挙結果によって国の方針が大きく変わる場合が予想されますので、財政当局は

国の状況や県等の動向に細心の注意を払い、予算編成に当たっていただきたい

と思います。 

 そこでお聞きいたしますが、当町では各課長に対して予算編成方針をどのよ

うに示したか、お聞きをいたしたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 
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町長（持木一茂） 

 来年度の予算編成方針でありますが、まず議員がおっしゃったように、本年

の８月に閣議決定された国の平成２５年度の概算要求基準では、既存経費の削

減を図った上で日本再生戦略に沿った事業について重点要求枠を設け、予算配

分の重点化を図るとされております。その後、閣議決定されました今後３カ年

の予算の大枠を示す中期財政フレームでは、財政規律を維持するため新規国債

の発行額を４４兆円以下、そして国債費を除く歳出の大枠を７１兆円以下とし、

平成２４年度の水準を上回らないものとすると定められております。平成２５

年度、総務省概算要求時の地方財政収支の仮試算の地方交付税の総額は３，０

００億円減、前年度比１．５％減とされております。 

 しかしながら、議員のご指摘のとおり衆議院議員総選挙によりまして新政権

による予算の見直し等も考えられることから、今後の国の動向に細心の注意を

図り予算編成に当たりたいと考えております。 

 そうした中、来年度の当町の予算編成方針でありますが、交付税が平成２７

年度以降の合併緩和措置の終期が始まることなどを見据えまして、健全な財政

運営ができるよう合併効果を追求し、経常的経費の削減に取り組む必要も重要

と考えております。しかしながら、その一方で昨今の景気の停滞による地域経

済の疲弊を防ぐためにも合併特例債の発行期限も延長を考慮しつつ、能登町総

合計画やまちづくり計画を踏まえて一定の公共事業の確保を考え、一般財源の

シーリングを特に設定しない予算編成方針といたしたいというふうに考えてお

りますので、ご理解いただければと思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 

 今年度は平成２３年度からの２年継続事業でも総額およそ１６億円余りをか

けて能都中学校の移転、改築事業も終わりましたが、新年度予算につきまして

は町長自身、主要な事業をどのように考えておられるか。目下編成中でござい

ますけれども、もし項目に挙げるとすればどのようなものになるか。町長の思

いをお聞きいたしたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 
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 新年度の主要事業ということでありますが、主なハード事業としましては、

旧宇出津駅前の再整備におきまして、まちづくり交付金事業で公民館、図書館

を併設した地域観光交流センターの建設を予定しております。また水道設備の

整備としまして、国重地区で飲料水供給施設の整備のほか、農山漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金事業で鮭尾地区の営農飲雑用水施設の配水管の整備を予

定しております。また漁業経営構造改善事業では、県漁協小木支所の燃料タン

クの整備に対する助成も予定しております。観光施設では、真脇ポーレポーレ

に簡易温泉浴場の建設や、柳田温泉３号源泉のボーリングも予定しております。

その他としまして、道路、橋梁事業では社会資本整備総合交付金事業や道整備

交付金事業を活用した生活基盤の道路網整備を進めていきたいと考えておりま

す。 

 また、主なソフト事業では、世界農業遺産関連事業や農林水産物の商品開発

事業への助成を初め、雇用の確保や企業への事業主負担の軽減を図る施策であ

ります労働保険緊急助成金事業、雇用促進緊急助成金事業、地域産業育成・活

性化支援助成金事業を継続していきたいというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 

 町長の思いが大体伝わってまいりました。 

 次に、合併特例債について担当課長にお聞きをいたしたいと思います。 

 合併特例債については、先ほど町長が言われましたが、当町では平成２６年

度で発行期限が終わる予定でございましたけれども、去る６月に合併特例債延

長法が成立し、５年間延長されることになりました。これは我々合併した自治

体には大変結構なことであると思っております。 

 能登町の合併特例債の発行総額は１１９億５，５４０万円だと思っておりま

す。今年度は主に能都中学校の改築事業等で発行されたと思いますけれども、

今年度末の特例債発行の進捗見込みはどのようになるのか、お聞きをいたした

いと思います。 

 また、現在予算編成中でありますが、来年度はどのくらいの特例債発行を見

込んでおられるか。これは編成中でございますけれども、もしわかれば教えて

いただきたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 企画財政課長 田原岩雄君。 
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企画財政課長（田原岩雄） 

 お答えをします。 

 合併特例債の今年度末の進捗見込みと来年度発行見込みでありますが、議員

のおっしゃるとおり法改正がございまして、合併特例債につきましては発行期

限が５カ年延長され平成３１年度までとなりました。当町の発行可能額は１１

９億５，５４０万円であります。平成２４年度末までの発行額は６３億５，４

００万円を予定しております。進捗率は約５３％を見込んでおります。 

 なお、来年度の発行予定額でありますが、観光施設の整備や道路整備等で約

７億円の発行を予定しております。 

 以上でございます。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 

 わかりました。 

 それでは次に、北陸新幹線と能登空港についてお聞きをいたしたいと思いま

す。 

 北陸新幹線は、長野新幹線として１９９７年に東京から長野までの２２２キ

ロで開業しており、１５年が経過しております。金沢までの開業が２０１４年

度末の予定であり、あと２年余り、２年３カ月と迫っております。沿線各地で

はいろいろと開業準備を行っていると聞いております。 

 東京─金沢間が４５９キロで２時間２８分で結ばれ、現在の在来特急と新幹

線を組み合わせた時間が最速で３時間４７分ですから１時間２０分の短縮とな

るようでございます。今までは乗りかえが必要でしたが、眠っていても東京に

着くといったことになり、北陸地方にとっては大変便利になり、長野方面や関

東、首都圏の往来が活発化します。 

 ＪＲによると、北陸３県と首都圏を１日往来する人のうち上越新幹線と北陸

線を乗り継ぐ５，５００人と羽田空港から富山、小松、能登空港を利用する８，

０００人と、それから東海道新幹線で米原経由で在来線を乗り継ぐ４，０００

人の合わせて合計１万７，５００人のほとんどが北陸新幹線を利用すると、こ

れはＪＲでございますが、こういう予測をしております。北陸新幹線期成同盟

会では、北陸３県と首都圏との１日当たりの交流人口、これが２万人が３万人

となり約１．５倍。それから、北陸と長野県の交流人口が１日４，０００人が

７，０００人となり１．８倍と、これは予測をしております。 
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 このようなことから、我々能登町にとってどのような効果があるか。また、

能登地方全体で今後新幹線の金沢開業対策をどのような方策で講じていくのか、

お聞きをしたいと思います。これについては能登地方全体ですから、何かの組

織でいろいろと協議されておると思いますが、その辺をちょっとお聞きしたい

と思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今、椿原議員のおっしゃった新幹線が開業いたしますと、輸送の時間短縮や

乗りかえる回数が減ることによりまして快適性や利便性が高まるということで、

新幹線開業予測調査によりますと首都圏からの入り込み客数が現在の６０万人

から３１万人増加して９１万人になると予想されておりますし、また、その経

済効果も１２１億円になると予想しております。 

 しかし、これは石川県全体に及ぼす開業効果でありますので、いかにしてこ

の新幹線効果を能登町あるいは能登まで波及するかが大きな課題であろうかと

思っております。 

 その課題の一つに、金沢から能登町までの距離があろうかと思います。金沢

までは東京から２時間３０分でダイレクトに入り込むわけなんですが、能登町

まではその金沢からも同じ時間がかかるというのが現状でありますし、これは

能登町に限ったことではなく能登半島全体に言えることですので、その移動時

間にまさる魅力を発信していかなければ開業効果も期待できないと思っていま

す。 

 しかしながら、新幹線開業というのは能登地域にとっても千載一遇のチャン

スであろうかと思っておりますので、手をこまねいているわけにはいかないと

思います。具体的な方策を申しますと、今年度設立されました新幹線開業ＰＲ

戦略実行委員会によりまして、来年度には官民一体となったファンドの造成や

大型誘客キャンペーンを実施する見込みですので、これらを活用した観光出向

宣伝や観光誘客を実施していきたいと考えております。また、昨年認定されま

した世界農業遺産「能登の里山里海」を最大限に生かして、能登の自然、歴史、

文化、祭り等を活用した入り込み客数の拡大を能登地域が一体となって図って

いかなければならないというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ６番 椿原安弘君。 
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６番（椿原安弘） 

 新幹線ができると大変なお客もふえるということでございますが、問題は新

幹線が開業することによりまして能登空港の搭乗率、これにはどのような影響

があると思われるか。これが問題なんです。それちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 ただいま議員の新幹線開業による能登空港の搭乗率の影響ということであり

ますが、私は搭乗率アップにつながるというふうに考えております。それは、

新幹線で来られた方が能登地域を訪れ、能登空港で帰る、またその逆も十分に

考えられると思っております。 

 今まで能登空港の首都圏からの旅行者の動向を見てみますと、小松空港イン

能登空港アウト、またはその逆というパターンが多く見られますので、新幹線

開業後も新幹線と能登空港を組み合わせたツアーの企画が出てくると思います

し、また、来年４月から無料化になります「ふるさと紀行『のと里山海道』」を

利用しましてレンタカーで能登を周遊した後、金沢から新幹線で帰郷する家族

旅行とか、あるいはグループ旅行といったことも考えられると思いますので、

搭乗率アップにつながるのではないかというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 

 質問がちょっとダブってきますけれども、ことし７月に開港してから１０年

目に入った能登空港は、首都圏と能登を約１時間で結ぶ羽田便が毎日２往復し

ております。開港以来、全国に先駆けて搭乗率保証制度を導入し、東日本大震

災の影響で利用客が大幅に落ち込んだ８年目を除き、目標搭乗率を達成してい

ます。しかし問題は、冬場の搭乗率の落ち込みが大きく、ことしも４月ころに

地元自治体の努力もあるなど、最後の追い込みで目標に達した状況であると思

います。 

 そこでお聞きしたいんですが、現在の搭乗率がどのようになっているか。ま

た、今後の利用促進策をどのように考えるか、お聞きをいたしたいと思います。 
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副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今後の能登空港の利用促進策でありますが、さきに昨年の能登空港開港９年

目は、ご承知のとおり東日本大震災や地域経済の低迷などもありまして目標搭

乗率６２％の達成は困難というふうに言われておりましたが、議員がおっしゃ

るように町民の皆様方や、あるいは町内の各種団体の方々に多大なるご理解と

ご協力をいただきまして何とか目標搭乗率を達成することができたということ

であります。この場をおかりまして、町民の皆様には心から厚くお礼申し上げ

たいと思っております。 

 さて、ことしの７月で開港１０年目に入ったわけなんですが、１２月１０日、

昨日現在でありますが、その搭乗率は６７．３％という数値であります。です

が、これからの冬期間、議員がおっしゃるように利用者が少なくなる季節に入

りますので楽観はできないというふうに思っております。また、能登空港の利

用状況でありますが、空港利用者の特に地元利用者数が年々減少してきている

現状であります。 

 そこで、能登空港利用促進同盟会の関係市町ごとに利用促進企画会議を設置

いたしまして、地元利用者のさらなる掘り起こしの取り組みを計画していると

ころであります。能登町でもこの企画会議を活用しまして、例えばこれまで旅

行先での移動が心配であったために利用をためらっておいでた老人会あるいは

婦人会などの団体が、そういった旅行先での不安を払拭することで気楽に能登

─羽田便を使って旅行いただけるようになるんじゃないかなというふうに思い

ますので、そういった取り組みも今後していきたいというふうに考えておりま

す。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 

 わかりました。 

 それでは次に、町の環境保全関係の条例化について提案をいたしたいと思い

ます。 

 我が能登町は、富山湾に面する重要な親水景観は九十九湾や遠島山など好風

景をあらわしており、山間部ではブナ林で知られる展望が楽しめる鉢伏山があ
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ります。また、山間農村部では穏やかな農村風景で知られる春蘭の里がありま

す。 

 合併前の内浦町では、全町を公園化したいという構想で全町公園化構想事業

でいろんな事業を展開して整備し、昭和６３年には現天皇陛下であります当時

の皇太子殿下ご夫妻をお招きして自然公園大会が開催された経緯があります。

また、旧柳田村においても自然な山間部を利用して植物公園を整備されており

ます。 

 しかし最近は、道路の路肩では空き缶やペットボトルが散乱し、公園等では

飼い犬のふんが放置されているなど自然環境が損なわれていると思われます。

また、去る８月には建物解体の産業廃棄物等が不法投棄されていると新聞報道

されております。不法投棄したのが能登町の業者であるとのことを報道されて

おりましたけれども、これはまことに残念であり、怒りを感じているところで

あります。 

 私自身も町内の一斉清掃等に参加したときや、早朝のウオーキングをしてい

るときは、国道や県道の路肩で空き缶やペットボトルの散乱が大変多いと感じ

ているところでございます。能登町では、珠洲道路の柳田地区でサルビア道路

が大変きれいで有名になっております。ところがその部分だけが美しいだけで

はだめだと思っております。 

 平成１７年に旧３町村が合併し、新能登町が発足して新しく能登町民憲章が

掲げられました。その憲章の前段はこのようになっております。「わたしたちは、

美しく豊かな自然の中で、健康で潤いのある生活を営み、先人の築いた文化と

伝統に誇りをもち、一人ひとりが希望と愛着を持って、さらに住みよい町を築

くため、この憲章を定めます」、この前段であります。 

 そこで、掲げてあります項目は５つございますけれども、その１番目に「一、

土と水を愛し、安らぎのあるまちにしましょう」、このようになっています。こ

のように、自然を大切にして美しい環境を守ることが町民にとって住みよい町

になるのではないかと考えます。 

 こういったことから、町、そして事業者、町民と及び土地所有者が協力して

地球環境の美化及び資源の有効活用を促進し、能登町の美しい自然と快適な生

活環境の確保に資することを目的として、これは仮称、私の考えたことですが、

環境保全や美化に関する条例、こういうものを制定してはいかがかと考えます。 

 これについて町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 
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町長（持木一茂） 

 それでは議員のご質問に答弁させていただきますが、私も能登町の美しい自

然環境と快適な生活環境を保全していくためには、住民、そして行政、事業者

が協力しながら環境問題に対処していくことが必要だというふうに考えており

ます。 

 これまで行政は、能登町公害防止条例などによりまして地域の環境保全に努

めてまいりましたが、今日の環境問題は、かつての産業公害から人間の日常生

活や事業活動と密接にかかわります生活型環境問題へと変質するとともに、廃

棄物の適正処理や資源の循環的利用も重要な課題となってきております。さら

には、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球的規模での環境問題への対応も迫

られていると思っております。 

 このような状況を踏まえまして、公害の防止だけにとどまらず、住民、行政、

事業者の義務や責務を明確に定めて生活環境の保全に広範に取り組んでいくた

め、議員ご提案のような能登町のかけがえのない美しく豊かな自然環境を未来

に継承していくための環境保全や美化に関する条例を検討させていただきたい

というふうに思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ６番 椿原安弘君。 

 

６番（椿原安弘） 

 この問題については、奥能登では特にないんですが、県下で約半分ほど条例

化しています。ただ、穴水町が子供議会で提案されたもので、そういうもので

美化条例ですか、そういうものも設定しております。 

 そういうことで、この際、美しいまちづくりのために条例化を提案したわけ

でございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

 

副議長（宮田勝三） 

 それでは次に、８番 南正晴君。 

 

８番（南正晴） 

 それでは、議長より発言の許可を得ましたので、質問をさせていただきたい

と思います。 

 私は今回、鳥獣害対策について、昨年でしたか一昨年でしたか一度お聞きし

たんですが、またしつこく聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

 先ほどから北陸新幹線の開業で人の往来がふえるとか、それから能登空港を

利用して人々の往来がふえて能登のほうが人によって活性化すればいいなと私

も当然思いますが、それより先に残念ながら今この能登の里山をにぎわしてい

るのがイノシシではないかと、私はそう思うわけであります。 

 たしか２００８年に最初は七尾で６カ所でイノシシの目撃例が出て、それが

２００８年ですから４年前ですよね。２００９年では輪島市にも目撃例が出て、

我が能登町はたしか最初の目撃例が２０１０年だったと思うんですけれども、

そのときは１カ所、それが昨年、ことしとかなり人の話ではふえていると。私

はまだ実物は見ていないんですが、現にことしは私も情けないですが、私の耕

作している水田がイノシシに侵入されて残念ながら収穫ができなかったという

水田があります。 

 そこでまず担当課にお聞きしたいんですが、ことしあたりというか、ことし

当町における農業の被害というのはまずどれくらいあったのか、ひとつお聞き

いたします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 農林水産課長 平彦邦君。 

 

農林水産課長（平彦邦） 

 お答えします。 

 私も本物を見ていませんけれども、一昨年からイノシシ被害が発生しました。

ことしは町内から被害情報８件、目撃情報４件が寄せられております。水田合

計、約１．７ヘクタール余り、金額で約１４０万円の被害報告がありました。

また、その他の鳥獣害も発生し、今後の被害拡大を強く危惧しております。何

とかしたいというつもりでおります。 

 以上です。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ８番 南正晴君。 

 

８番（南正晴） 

 ありがとうございました。町としてもそれぐらいの被害をもう押さえている

ということなんですが、被害は被害で、まことに勝手な言い方かもしれません

がイノシシはイノシシで生きるために我々の水田に入ってくるんだろうと思う

んですけれども、我々にとってはやはり敵であるわけです。 
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 ただ、現在、町には多分イノシシがあらわれたから何とかしてくれというそ

ういった苦情なり相談が寄せられてきているのではないかと思うんですけれど

も、私もおかげさまで福井のほうへそういった件で視察なり研修に行きまして、

向こうのほうで勉強してきたことを少し交えながらいろんなことを提案してい

きたいと思うんですけれども。 

 まず、当町には住所の表示で猪平という地名がございます。それから、旧柳

田村の上町の区域には通称の呼び名で猪谷内というけものへんのイノシシを使

った地名があります。これが調べてみますと石川県では能登町にこの２カ所こ

ういった地名があるだけで、ほかにはありませんが、日本全国津々浦々いろん

なところにイノシシを使った地名というのもあります。これはやはり古来、こ

の辺にイノシシがもともと生息していたということをあらわしているのではな

いかと思うのでありますが。 

 古い文献を調べますと、確かに日本人は弥生の時代からイノシシ、鹿、そう

いったものを食肉というか自分らの食料として食べていたわけでございまして、

逆に言えば江戸期から昭和に移ってきて、特に昭和の木炭製造が盛んだったこ

ろに人々が山に入って山の手入れをしたために、けものであるイノシシたちが

だんだん山奥へ追いやられ、また、もともとは能登にいたものがだんだんとい

なくなっていったのではないかと、そういうふうに私は考えるわけですが。 

 そう考えた場合に、今イノシシがあらわれたといっても、もともとすんでい

た動物がまた戻ってきただけなのではないかと。そういうふうな考え方から進

めていきますと、これといかに共存していくかというか、共存という言い方も

おかしいのかもしれませんが、イノシシはイノシシで里山にすむ。我々人間は

人里に住む。そういったことのすみ分けなり生息地をきちっと分けることが必

要なのではないかと、そういうふうに思うわけであります。 

 現在、昭和３０年以降の減反政策によって、かつて田畑であった場所という

のが今では竹やぶとかいろんな雑草地となって、山の手入れとかも行き届かな

くなって、また山は一部によってはごみ捨て場という形になり、こういった場

所がイノシシにとっては格好の餌場やすみかや、それから繁殖の場となってい

て、彼らにとっての楽園を我々が逆に提供するようになったのではないかと思

うわけであります。 

 彼らの侵入を一番防ぐよい方法というのは、私が聞いているのでは電気柵で

はないかと思うんですけれども、これに対する助成というのはさまざまありま

すが、電気柵も結局、個人の田んぼや畑、農地を守るために設置するのであっ

て、結局人里へイノシシを呼び込まないための施策にはならないのではないか

と。 

 そう思うので、少しイノシシのことを調べますと、イノシシというのは警戒
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心が非常に強いんだと。本来、人前に姿をあらわす動物ではない。ただ大きく

なるにつれて畑を掘ったり崖を崩したりしてミミズや虫を食べ、一日中とにか

く食べ物を探して動き回る動物であると。それで農作物を荒らすなど大変な被

害をもたらすようになって、一日中食べているんですから大きくなったイノシ

シは当然体重も１００キロを超すようなかなり大きいものに育っていくという

ふうに聞いております。 

 この辺、もう一つ、イノシシの生態についてなんですが、私が最初に聞いた

ころはイノシシは豚の仲間というか豚の先祖ですから、子供を産むときは１０

頭近く産むのではないかとか、１年に２回も子供を産むのではないかと、そう

いったふうに聞いたんですが、よくよく調べますとイノシシは年に１回４頭か

ら５頭の子供を産むんだと。ただ、１年間母親がしっかり育てるためにすくす

くと育って、今のところ能登では天敵となるオオカミなり人間が少ないために、

オオカミはいませんけれども、人間も山へ入り込まないためにこうやって繁殖

してきたんだというふうに聞いておりますが。 

 この辺、私もちょっとつたない知識なので、もう一度担当課長にお聞きした

いんですが、まず今言ったように繁殖力というのはどのようなものなのか。ま

た、彼らの運動能力というのは、１メートル以上もジャンプするとか、それか

ら１．５メートルくらいの垂直の壁でも自分の前足がかかれば駆け上ることが

できるんだと。それぐらい我々よりももしかすると運動能力がたけているので

はないかというふうに聞いておりますが、そのあたりのイノシシの生態につい

て、もし捉えているものならお聞かせ願いたいので、お願いいたします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 農林水産課長 平彦邦君。 

 

農林水産課長（平彦邦） 

 お答えします。 

 イノシシの生態ですが、用心深くというのはおっしゃったとおりでございま

す。繁殖力が旺盛ということで、これもおっしゃるとおりです。毎年５頭前後

の子供を産みまして、そのうち半数が成獣になってしまう、大人になるという

ことでございます。運動能力も、今、南議員おっしゃったように１．５メータ

ー程度の柵は軽く飛び越えるというふうに言われています。冬も冬眠せず、雪

の多い少ないにかかわらず生き残れるという厄介な動物でございます。 

 一応そういうあれです。 

 

副議長（宮田勝三） 
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 ８番 南正晴君。 

 

８番（南正晴） 

 担当課長、ありがとうございました。やはり私の聞いたのとそんなに大差な

いなと思うんですけれども。ですから今言ったような知識の啓蒙を私はすれば

どうかと思うのでありまして、我々も最初イノシシがやってきたというのは、

厄介なやつがやってきた、どうにかならないかということで簡単に行政のほう

に言ったんですけれども、私が見てきた福井のほうでは、やはり地域住民に正

しい理解を、イノシシに対する知識を正しく持ってもらおうということで、こ

ういう鯖江では、さばえいのしし新聞というのを、これは鯖江市の農林の係と、

あとは鳥獣害対策協議会とが提携して、こういった月に一度か二月に一度くら

いこういうイノシシに関する知識、それから福井ではクマも出てきていますの

で、そういった野生動物の正しい知識を皆さんに啓蒙するためのこういった施

策を講じているので、ぜひ我が町でもこの辺を取り入れてみればどうかと思う

んですけれども、このあたり担当課としてはいかがお考えですか。 

 

副議長（宮田勝三） 

 農林水産課長 平彦邦君。 

 

農林水産課長（平彦邦） 

 お答えします。 

 ここ数年で奥能登の広範囲にわたり数が非常にふえています。先ほど申し上

げたとおりでございます。啓蒙につきましてですが、広くは町の広報紙等での

周知はもとより、被害の発生した集落に重点的に説明会というか座談会を逐次

開催しまして、防除ではイノシシの生態をもとにした電気柵や草刈りなどによ

る緩衝帯を設けるなどして追い払いを行いたいというふうに思っています。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ８番 南正晴君。 

 

８番（南正晴） 

 防除対策なりそれは当然、農地へ入らない、それから人里へ近づけないとい

うことで、これから大いに地域ぐるみでそれは取り組んでいくべきであって、

やはり個人でやっていても限界があるので、先進地に倣って地域ぐるみで。人

里ととにかく山というか里山との境界をしっかりつくってあげるべきではない

かと思いますので、そのあたりは今後も地域の中で協議されるとか、町の指導



- 50 - 

を望むものであります。 

 続きまして、最後に町長に一つ提案というかお聞きしたいんですが、町長、

ジビエという言葉ご存じかと思うんです。近年はやってきた言葉で、ジビエと

いうのは要するに狩猟をして得た天然の野生鳥獣の肉を食べるというかそうい

う意味でありまして、この文化というのはヨーロッパのほうで広がっていると

いうかヨーロッパの伝統文化でありまして、特にフランス等ではジビエを使っ

た料理というのは自分の領地で狩りができて、その肉を食べれるということで

特に高級料理というか上流貴族しか食べられないような、そういった文化であ

るというふうに聞いております。 

 ただ近年は、福井、それから滋賀県あたり、イノシシが特に生息してきたと

いうことで、最近はジビエのこういった文化が出てきておりまして、私がこと

しの春行ってきた福井県では、ふくいウエストサイドジビエの会というのを組

織して、この会が県の補助を受けまして鹿やイノシシの解体処理施設というの

を設置、建設しております。私が聞いてきたところでは、この福井県では年間

４００頭余りを処理して、季節にもよりますが処理肉というのは大体１キロ１，

０００円から、いいときで４，０００円で売買されていると。まだ正直な話、

解体処理する人一人ぐらいの人件費になるかならないかというところで、まだ

採算性には乏しいというんですけれども。 

 石川県のイノシシの捕獲数というのを見てみますと、１９５０年代というの

は私が見ている資料では１０年間で十数頭だったものが１９６０年代でも２０

頭くらい。それから１９７０年代、８０年代でも２０前後ぐらいに来ているん

ですから、そんなに。能登のほうへは当然入ってないし、これは白山麓のほう

の記録なんでしょうけれども。１９９０年代に入ってきて、この１０年間で４

４０が捕獲されるようになったと。いよいよ２０００年に入ってからの１０年

間で何とかその前の１０年間４４０頭だったものが、２０００年から２００９

年までの間の１０年間で６，８７６頭も捕獲されるようになっていると。 

 なお細かくいいますと、当町でイノシシが目撃された２００８年では石川県

では１，０１３頭、それから２００９年では１，６９８頭、２０１０年では２，

３１４頭と、ここ四、五年で急激に捕獲頭数がふえてきている。これは彼らに

とって、彼らという言い方はおかしいですけれども、イノシシにとっては天敵

がいなくて、すみよく繁殖しやすい状態だったのではないか。ただ残念なこと

に、石川県では焼却処理なり埋設処理といって、まだ食肉としてそんなに活用

はしてないわけです。 

 ことしの８月の新聞では、小松、能美、加賀で捕獲イノシシを食材にすると

いうことで協議会結成という記事が出ていましたが、いろいろ食肉にするには

いろんなガイドラインなり難しいことがあると思うんですけれども、これから
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我々、今いるものを追い出すのが一番いいでしょうけどなかなか難しいと。こ

うなった場合は、先ほど言ったように人里と里山とは当然すみかを分けるんで

すが、それでも当然彼らは我々の人里のほうにやってくる。そういったときは

申しわけないけど捕まえておいしく食べてあげるということを考えるべきでは

ないかと思いますので、町長、本来は民間のこういった食肉を扱う人たちあた

りが処理、解体して、そしてさらに売ってということを考えればいいんでしょ

うけれども、当町にも公社があるわけですから、公社の中でこういったぼたん

鍋の提供なり、そういった肉をさばく職人というんですか、そういった者を育

て上げる。さらには県と相談してこういった解体処理施設を持ってくるような、

そういったことを考えるべきではないかと思うので、そのあたり町長ひとつど

うですかね。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 議員ご質問のイノシシの肉というのは、ヤマクジラと言われていまして非常

においしいというふうにも聞いておりますし、また、イノシシの肉というのは

正しい処理方法をしますと、においなんかもなくて付加価値も高まるというこ

とで、商品化にこぎつけられたらというふうには思いますけど、今現状では能

登町では一頭も捕獲できていない現状であります。 

 今ほど議員は福井県等の取り組み状況をお話しされましたが、愛知県の岡崎

市でもＮＰＯ法人がそういった取り組みをして、そこでもやはり年間３００頭

のイノシシが捕獲できているということで、それだけの量がそろわないとそう

いった事業化あるいは商品化というのは難しいのかなという気もしております

が、もしこれが商品化というかそういう事業にこぎつけられれば、雇用の場の

創出ということも出てきますので、今後の推移を見ていきたいなというふうに

思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ８番 南正晴君。 

 

８番（南正晴） 

 私が最後に町長に言ったことは、まだ捕獲の実態もありませんので、まだま

だ先の話かなと思うんですけれども、今後のやってきたイノシシがどれくらい

ふえるのか、そういった頭数というのは多分まだそんなに把握できている状態
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じゃないのかなと思いますが、町単独で難しいんだったら奥能登広域圏でこう

いったものを組織するかなんかして、これからは厄介だから追い払うのは当然

なんですが、ふえていくことは当然向き合っていかなければいけないので、彼

らとの共存共栄を探る意味で、おいしく食べてあげるということも考えながら

対処していければなと思いますので、今回は質問させていただきました。 

 以上で終わります。 

 

休   憩 

 

副議長（宮田勝三） 

 ここでしばらく休憩いたします。再開時間は午後１時からといたしたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。（午前１１時５６分） 

 

再   開 

 

副議長（宮田勝三） 

 休憩前に続き、会議を開きます。（午後１時００分再開） 

 それでは次に、１７番 新平悠紀夫君。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 議長より質問の許可を得ましたので、質問をさせていただきます。 

 １点目につきましては、私の質問事項に入っているような要素の中で質問を

させていただきますので、ご容赦のほどお願いしたいと思います。 

 今回、衆議院選挙が告示をされまして、もう中盤に、中ほどになっておりま

す。国民の皆さんに大変関心を持たれているそれぞれの党、１２党があります

が、特に原発に対する廃止あるいは推進というような報道もされておりますが、

その中で脱原発が原発維持か、あるいは各党どう考えているかということで新

聞紙上の中での取り組みですが、公約で目標時期を示した原発ゼロというのが

６党あり、また即時から３０年間の幅を持たせたようなそういう党も６党あり

ます。特に今の総理の中では、民主党の脱原発が一番現実的だというような吹

聴をされておりますが、いかにして原発そのものの対応が国民の中で大変心配

なことでもあり、特に東日本大震災が起きた東京電力福島第一原発の状況を見

ますと、今日まで１年１０カ月余りになろうかと思いますが、いまだに福島県

内における各市町が自分のふるさとへ戻れないという方がたくさんおいでます。 

 そういうことを考えますと、やはり私らの地域は何も関係ないような思いも

されますけれども、志賀原発という身近なところにありながら、能登町として
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の位置は３０キロ圏外ということで、それの被害に遭わないような報道もされ

ておりますが、実情を考えますと私らの町そのものの中でも、やはりあそこに

原子力発電所があることによって結局半島そのものが、奥能登地域が寸断され

るような格好ということにも見受けられますので。 

 しかも今回の中では、志賀原発の中で、いわゆる今再調査されています第一

発電所の中での地下の調査をされておりますが、不安な報道もされております。 

 そういうことも考え合わせしますと、今この状況の中で我が町としての今後

の取り組み、そして状況といたしましては、その報道も町長自身もいろいろお

話しされていることがあろうかと思いますが、脱原発であるのか、あるいは今

後その様子を見ながらどのような対応をされるのか、その点をお尋ねをいたし

たいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず初めに、現在は議員おっしゃるように衆議院議員の総選挙期間中という

こともありますので、特定政党の施策に関する支持とか不支持とかの明言は控

えさせていただくことをご了承願いたいと思います。 

 福島第一原発事故に関しましては、故郷に住むことができなくなったという

ことで、被害地域の皆様の心情をおもんばかりで、仮に能登町が同じ状況に陥

ったことを考えましても将来的には原発に依存しないことが望ましいというふ

うには思っておりますが、しかしながら電力の安定供給という点では原子力発

電に頼らざるを得ない現状にあるという点もまた現実ではないかなというふう

に思っています。 

 自国でエネルギーを調達できないということは、他国に我が国の生命線を握

らせることにもなります。今すぐ原発をなくすということは、各家庭であった

り、あるいは企業への影響が甚大であると思われますので、今後は日本産の代

替エネルギーを確保した上で原発依存の度合いを低めていくことが現実的では

ないかなというふうには思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １７番 新平悠紀夫君。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 お答えのとおりかと思いますが、やはり継続することによって、核のごみと
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言われる処理施設そのものの処置がいまだ、青森の六ヶ所村のあたりでやって

いるような様子でありますが、この前テレビの報道で台湾のある島が原発の処

理施設がもう満杯になって、しかも３０年近くなって腐食されていると。島民

そのものが大変ながんに冒されているような様子もテレビに報道されておりま

したが、継続がいつまで続くのか、それも大変興味あることでもあり、この後

１０年近くなりますと当然核処理の処理方法も問われることになってくるかと

思います。 

 もしもそのものが継続されていくならば、当然、日本全土に捨てる場がなく

なってくるという可能性があり、日本人そのものがこの日本の国に住めないよ

うな、そこまで想定されているような様子もうかがえるので、そのあたりもゼ

ロに近い、本当に心配な状況でもありますが、その辺も踏まえまして今後の、

町長としては外に向けた報道になろうかと思いますけれども、ぜひまたその辺

を考慮して、どのような処置が一番妥当なのかも判断していただけばと思いま

すが、いかがなものでしょうか。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今現在、日本国で稼働しているのが大飯原発のみということなんですが、ほ

かの停止している原発、あるいは大飯原発の危険性というのは停止していても、

あるいは地震、あるいは津波の被害というのは同じだと思いますので、そうい

った危険性をできるだけ早く回避するためにも核燃料の始末といいますかそう

いうのを考えていかなければならないと思いますので、ぜひ早急にそういった

手だてをとれる状態へ持っていくための代替エネルギーというのも早く開発さ

れなければならないのかなと思いますので、そういった国の政策がしっかりと

していく方向に我々も注視していかなければならないというふうに考えており

ます。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １７番 新平悠紀夫君。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 以上の思いは私も同感だと思っておりますので、やはり能登町に住んでいて

よかったと言われるような地域づくりのためにも、その影響がならないように、

またその方策を考えていただければと思います。 
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 先ほど答弁の中にも、町長の答弁にもありましたが、代替エネルギーという

点で、質問そのものにも一致しているところもあるものですから、同じように

いわゆる太陽光発電の取り組みについても経過といたしましては、さきの新聞

紙上にも報道されておりました。かほく市で重光商事による９月３０日、施設

の完成が報道されており、その記事によれば能登町に第２発電所の来年３月ま

でには完成させると記されておりますが、そのあたりの場所、そしてまた重光

商事との町との提携があったのかなかったのか、そのあたりもお尋をしたいと

思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 議員おっしゃるように、新聞報道がされておりました重光商事第１太陽光発

電所はかほく市に所在しておりまして、９月１４日から電力会社と連携が開始

され、売電が始まっているということであります。 

 重光商事では県内に４カ所で１，０００キロワットのメガソーラー発電所の

建設を計画しておりまして、そのうちの１カ所が能登町で建設工事を行ってい

るもので、場所としましては平成２１年１月に操業を停止しております七見地

内の繊維工場の跡地であります。この場所の選定に関しましては、重光商事と

土地所有者との間での話し合いがなされて建設に至ったということで、町が直

接関与しているわけではありません。重光商事に確認しましたところ、敷地面

積が１万４，０００平方メートル、可能発電量が７５２．５キロワット、そし

て来年２月上旬に工事の完成予定の運びとなっているとのことであります。 

 町としましても、遊休土地や地域資源を活用した取り組みや企業参入により

ますメガソーラー発電所の建設計画などがありましたら積極的に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １７番 新平悠紀夫君。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 七見台にあります前の施設を利用した太陽光発電所ということでありますが、

大分でき上がっておりまして、パネルももう整備されている状況だと思います。 

 そこで、やはり町がその立場で同じ地域でつくられる利益というか、町がそ

の状況あるいはまた電力との売電等が可能なのは、２月、３月時期に完成され
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ていく状況かと思われますが、そこまで直接重光商事との町、町長自身が懇談

をされたことがありますか、ちょっと伺います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 直接、重光商事とは懇談しておりません。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １７番 新平悠紀夫君。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 先般、羽咋の進出で会長が羽咋の山辺市長と懇談され、羽咋市役所で市長と

その進出報告をされております。太陽光発電、規模は２，０００キロワット、

北陸では最大級ということで、井上会長は羽咋市とは長く深いつき合いをした

いという挨拶をされておりますが、やはり能登有料道路の無料化を前にしたそ

こでは第１号の企業進出ということもあり、私どもの町でもそのような方向が

あればなという思いをいたした報道かと思っております。 

 太陽光発電を防災に活用する計画が仙台市などで進んでおります。東日本大

震災の際には、住宅の太陽光パネルが避難生活に役立った経験を参考にして、

大変仙台市を初め各学校あるいは病院等の設置に積極的にそのシステムづくり

に取り組んでおられるということを考え合わせすれば、私らでも町に病院施設

があり学校があります。そういうこともあわせ持つと、今の状況ではとても万

が一そういう災害が起こったときの備えがないのではないかと思われますが、

その辺、町長としてどのような対応をされるのかをお尋ねしたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 電力に限らず災害対策というのは町の使命でもありますので、今後もしっか

りととっていきたいと思います。太陽光発電に関しましては、今回、重光商事

が来年２月完成予定でありますが、ほかにも二、三、問い合わせがあったのは

事実でありますし、そういったいろんな企業からの参入の要望なり相談があっ

た場合には積極的に今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております。 
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副議長（宮田勝三） 

 １７番 新平悠紀夫君。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 ぜひ積極的に取り入れていただければと思いますが、珠洲市は遊休地に太陽

光発電を、しかも風力発電を含めますと１０カ所以上のそういう設置をされて

おります。どちらかというと、隣の市でありますが大変先進地であるような気

がいたしますが、やはり町としても住民に、また安心して暮らしをしていただ

けるような前提づくりというのも大変いいことではないかと思いますし、また、

これを山菜等の栽培あるいは農業との共存のためにも利用されるということも

含まれております。 

 私らの町には、赤崎いちごなりそういうハウス栽培ができるようなそういう

環境も大事ではないかと思われますが、取り組みに対する先ほど二、三の候補

地がありましたということも言われましたけれども、場所的には可能なところ

はこの町でどのあたりが一番可能かと思われますか。町長自身、お考えありま

すか、お尋ねをしたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず土地に関しましては、メガソーラーの場合は２町歩、２ヘクタールほど

要るということなので、かなり広い土地が要るのかなという気もしていますし、

また変電所の用力といいますか１変電所に対しましては１つのメガソーラーの

みということなので、そういった意味では能登町の幾つつくっても可能かと言

われればそれには限界があるということなので、その辺も踏まえながらそうい

った企業参入には取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １７番 新平悠紀夫君。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 特に志幸議員からもお話がありました遊休地が私らの町にはいろいろありま

す。それとまた兼ね合いのように特に山菜栽培あるいは農業との共存というこ

ともあり、安心して作物を提供できるような地域を目指していく上においても
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農業は特に大事なことだと思いますので、取り組みにはぜひ積極的な取り組み

方をお願いしたいと思います。 

 また、住んでよかった、そして、よりこの町に住めれるようなその環境づく

りが私らの立場といたしましても重要なことだと思いますので、その辺を踏ま

えまして積極的な姿勢で行動を起こしていただきたい。私の思いをそのように

思っておりますので、町長自身のその行動を見きわめながら、我々もぜひ議会

そのものも応援していきたいなという思いをしておりますので、その辺を捉え

ていただき、今後の来年度に向けたその思いも含めまして町長の思い、もう一

度お答えしていただき、質問を終わりたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今後に関しましてもあらゆる施策、あらゆる方策、あらゆる知恵をおかりな

がら町民のための行政を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 ただ太陽光に関しましては、今回の重光商事に関しましても２５０世帯分と

いうことなので、そういった意味では能登町全部をカバーするにはかなりの量

が必要ということもありますが、先ほど申し上げましたように１変電所には１

つのメガソーラーしか売電能力がないということなので、その辺も踏まえなが

ら、それ以外の方策も考えながら町民の安心・安全のために頑張ってまいりた

いというふうに考えております。 

 

１７番（新平悠紀夫） 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

副議長（宮田勝三） 

 それでは次に、４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 議長から質問を許されたので、これから質問に入っていきたいと思います。 

 お昼で眠い時間で、また私と志幸議員とかいろいろな先にしゃべった人たち

とちょっとダブる部分も多々あるもんで、でも私もやっぱり自分なりの答えを

求めたいもんで、そういう形でちょっこり質問いたしますので、よろしくお願

いします。 

 通告にあった、まずはこれからの１次産業の取り組みについてお尋ねします。 
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 農林水産業の分野において、生産物、水揚げ等の不振や耕作放棄地の増大な

ど就業機会の減少、人口の流出、減少、著しい高齢化といった問題が表面化し

ています。現在の能登町の農林水産業の現状は、昔、３０年前と比べ、少子・

高齢、過疎、後継者、担い手、いろいろなところより農地は荒れ果て、漁船、

船舶数は激減しています。農林漁業の就業者は長期的な減少傾向の中で進行し

ており、このままでは本町の農林漁業がどうなっていくか大変心配されるとこ

ろです。 

 能登町には零細農家も多く存在しますが、真剣に農業や漁業に取り組んでい

る若者もたくさんいます。昨今のＴＰＰ関連など世界を取り巻く日本の１次産

業の方向性については、今後独自の足腰の強い基盤が大切ですが、現在の状況、

その辺の先の見えるような指針というか方向性が全然わからんような状態です。 

 それで当町では、それを踏まえて町でどのようなこれからの振興策を考えて

おられますか。平成２５年度の事業の予算編成の最中と思いますが、町の農業、

漁業振興の今後の将来像についてどのようなビジョン、そして方向性を持って

進めていくのか、町長に考えをお聞きしたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 第１次産業のビジョンといいますか将来の方向性というご質問でありますが、

現在の１次産業というのは生産物販売価格の低迷、そして生産コストの高騰な

どのさまざまな問題が所得の向上を困難にさせておりまして、それが現状の担

い手不足を招いている要因でもあろうかというふうに思っております。 

 そのため能登町では、１次産業の実りのある未来に向けてあらゆる側面から

策を講じておりますが、その中でも次世代の産業を支える担い手の育成、そし

て地元産物の高付加価値化を策の根幹に位置づけながら、１次産業にこだわら

ずに生産、加工、流通、販売、全ての業務を生産者が主体的に携わる６次産業

化も新方策として視野に入れております。 

 そしてまた、新たな産業の創出も図りたいと考えており、その実現に向けて

能登町に適した素材をもとに市場に求められる特産品開発も進めていきたいと

いうふうに思っておりますので、議員の皆さん方にもぜひご理解、ご協力を賜

ることをお願い申し上げたいというふうに思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 
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４番（小路政敏） 

 そうすると、今の言われたようなこと、町長は合併当初からそのような形で

今まで取り組んできたんですか、お聞きします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 １次産業に対する取り組み、思いというのは今も昔も変わっておりませんの

で、今後もそのように取り組んでまいりたいというふうに考えています。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 今も昔も変わらなくて今のような状況ということは、今後ともやっぱり変わ

っていかんがでないかな。皆さんはどう思うかわかりませんけれども、私は何

かまたちょっと、何年たっているんだろうな。もう少し踏み込んだ新たな取り

組みが必要じゃないかと思います。ひとつ町長。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 第１次産業の例えば農業に関しましては、全集落にそれぞれに将来にわたる

営農ビジョンを策定していただいておりますし、そしてそこに位置づけられる

担い手に対し支援することで育成を図っていかなければならないと思っていま

すし、また低減農薬栽培によります能登の棚田米、あるいは特産の能登野菜な

どの栽培、研究も普及、そしてまた販売促進にも努めていかなければ。それに

よって農業者の所得も向上するというふうに思っておりますし、漁業に関しま

しては、宇出津港で水揚げされました宇出津港のと寒ぶりのような他の産地と

の差別化が図られるような付加価値を上げるような取り組みもしていかなけれ

ばならないと思っていますし、これまでもまた種苗の放流もやってきておりま

すし、漁礁の設置もやってきております。そういった守り育てる漁業の推奨も

していかなければならないと思っています。 
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 単に町からどうのこうのというのも当然必要でありますが、やはり漁業者、

農業者の声、あるいは漁業者、農業者からの考え、意見を吸い上げるのも大事

かなと思っています。ぜひ皆さん方から、こんなことはどうや、こんな可能性

があるんじゃないかというようなご意見あるいはアドバイス等も町のほうにい

ただければ、それに沿った政策も我々としては考えていけるんじゃないかなと

いうふうに思いますので、ぜひ農業者、漁業者の方からも声を上げていただけ

ればなというふうに思っております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 そうすると、今までやってきたことより一歩踏み込んだような形、生産者及

びそこに携わっている人たちの意見も取り入れながら支援というのか応援とい

うのかその方向。 

 それでもう一つは、いろいろ業界、それから生産者、いろいろなところで努

力はしているんですよ。しとれんけど部分的なものなので、やっぱり大号令か

ける人がこうこうというようなしっかりした号令をかけてもらいたいがかなと

私的には思います。 

 その辺、今のような結果が過疎、それから耕作放棄地がたくさん出たり農地

が荒れて限界集落という形が、それから限界地域、地区、それが今の現状なの

に、さらさらさらっと今のようなことであれば改善の兆しが見えんがかなとい

うことなので、もう一度、いま一度お願いします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 １次産業に関しましては多様な問題が山積していると思いますので、トップ

ダウンというのも大事だとは思いますが、決して第１次産業は一朝一夕でよく

なるとかいうものではないと思いますので、できるだけ生産者及び関係者の声

に耳を傾けながら、そしてご意見もいただきながらやっていくのも一つの手か

なというふうに思っていますので、今後ももちろん町からの提案もしていきま

すし、皆さん方のご意見も伺いながら政策を練っていきたいなというふうに考

えています。 
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副議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 その分はあんまり、さっき言われるような難しいような課題なので、また機

会があったら問うていきたいと思いますので。 

 それからあと、今のような形で水産業に関して、役所的に何か現場から遠い

ところにおるような形なので、小木地区やそれから姫地区、漁業依存度の高い

地区の漁業の衰退、さらに行革なのかわかりませんけれども支所、出張所の閉

鎖問題、地域は本当に過疎に追い込まれているような形と思われます。 

 そこで、これは提案なんですけれども、漁業依存度の高い地区に水産部門を

配置するなどの施策を持ってもらって、現場と近いというか漁業者との問題意

識を共有する。高いところから見るがじゃなくて、その中に入ってくるような、

その後の問題意識を共有して問題解決に当たられればどういうものかと思いま

すので、どうでしょうか、町長。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 水産業にかかわらず、役場の職員というのは事務室で机に座っているんじゃ

なくて、やはり現場へ出向くというのが大事だと思いますので、どこにそうい

った課があろうとも現場第一に考えて職員には指導してまいりたいというふう

に思います。これは漁業に関してだけではないと思いますので、農業も商業も

ほかのこともそうなので。ですから先ほど言いましたように町民の声を聞くた

めに現場へおりて、そして問題意識を共有して解決策を練っていかなければな

らないのかなというふうに思っています。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 従来どおりで、そのままだと一層の過疎化、人口流出、そういうところで歯

どめが私はかからないのかなと。今の答弁で納得するわけではないですけれど

も、自分ではそう思いますので、いつも基幹産業とかなんとかといって１次産

業のことは言っておられますが、そういう取り組む姿勢がちょっと悪いがかな
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と思います。 

 ここで一応どうも。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。答弁漏れは。 

 

４番（小路政敏） 

 もう一回。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ４番 小路政敏君。 

 

４番（小路政敏） 

 町長の答弁には、いつもさっき言うように農林水産業の重要性を説きますが、

一向に改善の兆しが見えません。これから見えるように、ひとつ大きな指針を

示してください。 

 以上。 

 

副議長（宮田勝三） 

 答弁漏れございません。答弁求める。 

 

４番（小路政敏） 

 要らない。 

 

副議長（宮田勝三） 

 要らないですか。 

 それでは次に、１５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 午前中の椿原議員の質問の中で環境保全の条例化を進言されていらっしゃい

ました。町長は、町と住民と事業者が協力してやっていきたいと、あるいはや

っていくと、こういうことが大切だということで答弁されておられました。し

かしながら私はやはり、もちろんそのことは間違っておりませんが、やはり町

の姿勢が最も肝要であって、不法投棄などは絶対にあってはならないし、また、

そうさせてはならないという強い意思をやはり町は持つべきであると。そうい

うことが住民あるいは事業者にも伝わっていくのではなかろうかと、こういう
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ふうに考えております。 

 それは前提といたしまして、本論に入っていきたいと思います。 

 １０月のある朝、私の家に一本の電話がございました。内容は、１０月１０

日の某新聞を読んだかと。不法投棄をしたことが書いてあったけれども、読み

ましたかねと。我が町に今どきこんな業者がまだおるんかいなといった内容で

ございました。そのときは何の気なしに、へえと聞いておりましたけれども、

その後また別の方から、新聞に出ていた業者というのは町の入札にも参加して

いるようなれっきとした建築業者らしいぞと、調べてみろよというお叱りの言

葉でございました。 

 それもそうかなと。支線の小さな拾い仕事をしているような業者であればと

もかく、入札参加をするような、あるいは町から指名を受けるようなそういう

れっきとした業者がこういうことをしては、これは大変なことであろうと。町

はもちろんのこと、我々議会としてもこれは放置できることではなかろうとい

うことで、私もこれは一大事であるなということで、担当課にも出向いてただ

しましたが、どうも要領を得た回答をしていただけなかったということから、

１０月度の全員協議会、これは非公開の場でございましたけれども、やはりそ

こで問いただしましたが、業者名については知らぬ存ぜぬということで一点張

りでございまして、全く誠意ある回答をしていただけなかったということが現

実でございました。そういうことから、今回こういう場で一般質問という形で

たださざるを得なくなったということでございます。 

 多くの町民の皆さんがこの件についてはかなり浸透しておりまして、知って

おられて、憤りを持って見ていらっしゃる。また、井戸端会議等でもいろいろ

話題になっているのが現実でございまして、町長あるいは関係者、ひとつ町民

の皆さんが納得できるように真摯に説明をしていただきたいし、また、町には

その責務もあるというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

 まず、この不法投棄事件について時系列をもってまず説明をいただきたい。 

 また町長は、産業廃棄物の不法投棄というものは、あるいは建築資材でも同

じでございますが、廃材の不法投棄は反社会的な犯罪行為であるというご認識

はお持ちでしょうか。この点をお答えをいただきたい。 

 また町長は、この事件についてはいつの時点でお知りになりましたか。その

際、部下に対してどのような指示をされましたか。しなかったとしたら、それ

はいかなる理由でございましょうか。 

 次に、副町長は入札指名の責任者でございますが、この業者が町の指名業者

として適格か否かを判断するという理由で速やかに調査をする責務があったと

思います。それが指名をする業者であったのかないのか。なければ問題ない。
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しかし、それをまず速やかに調査する責任が当然あったと思いますが、調査を

したのかどうか。しなかったとすればなぜか。現地へ行って聞き取り調査をし

たのか。あるいは投棄したという業者を呼んで真偽をただしたのかどうか。そ

の結果どのようなことがわかったのか。こういうことについてお答えをいただ

きたい。 

 また、その不法投棄者が町の入札指名参加業者であったのは事実かどうか。

だとしたら、町はいかなる対応をするべきとお考えでしょうか。 

 町が一時的に回収した費用、一旦町が回収したことになっておりますが、そ

れの費用を加害者に請求したのはいつの時点か。あるいはしなかったのか。ま

た、した後に支払いに来たのか来なかったのか。こういう点も明らかにしてい

ただきたいと思います。 

 また、９月１１日の時点で加害業者が町職員立ち会いのもとで産業廃棄物を

引き上げていったという、こういう新聞報道がございますが、これは厳然たる

事実であったということでございますが、全協において業者名をその時点で明

らかにしなかったのはなぜか。明快なるご答弁をお願いしたいと思います。 

 また、町は警察とは別の立場で不法投棄を取り締まる当事者責任があると思

いますが、不法投棄をした事実がある以上、刑事的罰則とは別に加害業者の社

会的責任を明らかにするべきであろうかと思いましたが、まるでこの事実を隠

蔽するがごとき姿勢であった。これは非常に私は不愉快でございますが、行政

のモラルハザードを問われることになろうかと、こういうふうに思います。ま

た、町民に対してもやはり悪影響を及ぼすということになるのではないかと、

こういうふうに思いますが、以上の件につきましてご答弁を願いたいと思いま

す。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 まず、不法投棄という事案に関しましては犯罪だというふうに思っておりま

す。それで少し今回の不法投棄の経緯をお話しさせていただきますけれども、

新聞報道されました建築廃材の不法投棄というのは、８月２８日に珠洲警察署

の生活安全課より能登町内に不法投棄があるので立ち会いをしてほしいと要請

を受けたもので、場所は行延地内で、珠洲警察署より不法投棄の助長や不法投

棄物が交通の妨げになるため、町で一部保管の仮置きをしてほしいという依頼

を受けました。それで翌日、能都埋立処分場が仮置き場として適地と考えられ

たために、環境対策課職員と珠洲警察署で搬出を行ったものであります。そし
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てその後、警察署から連絡がありまして、仮置き場の能都埋立処分場から撤去

がされております。 

 この事案をいつ知ったかということなんですが、この案件につきましては、

埋立処分場に仮置きを行った数日後に担当課から報告を受けており、警察の事

案となっていますので調査状況を見据えながら対応するものとし、職員には現

状を把握するため的確な報告を求めておりました。そして１０月１０日に新聞

掲載され、町議会の全員協議会の席におきまして不法投棄者の公表と経費の請

求を求められましたが、その時点では不法投棄者の名前はわかっておりません

でした。 

 しかしながら、経費が発生していることと当事者がいるという事実を鑑みま

して請求先を確認いたしましたところ、不法投棄者から町に迷惑をかけたので

かかった経費を支払いたいと自主的に申し出てきたもので、かかった実費相当

額を受け取っております。 

 そしてまた、不法投棄を取り締まる当事者責任はというお話でありますが、

取り締まるのはあくまでも警察だというふうに考えております。町としまして

は、不法投棄を防止するため啓発看板の設置や、あるいは不法投棄連絡員によ

るパトロールを実施して、不法投棄を未然に防止することを目的に今現在取り

組んでおります。 

 以上であります。 

 

副議長（宮田勝三） 

 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 私には、副町長は指名責任者として入札参加業者か否かを早急に調査し、公

表する責務があるのではないかというご質問に対して答弁をさせていただきま

す。 

 まず、この件については、まさに人格にかかわる問題ですので、慎重な言い

回しになるかもしれませんが、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。 

 業者の不正行為に関しては、原則、新聞等のマスコミ報道や原因者である当

事者からの申し出により情報を得ている状況であります。今回の件につきまし

ては、環境対策課より事件発生の数日後において当該事件を知ったわけであり

ますが、その時点では具体的な業者名等の情報については明らかになっており

ませんでした。 

 その後、役場内での情報共有を図り、事件の詳細を把握したところ、なお業

者の不法行為等に対する指名停止等の処分については、能登町建設工事等請負
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業者の指名停止に関する要綱に基づき、能登町の行政区域内で事故等を起こし

たとき、または贈賄関係や暴力団並びに独占禁止法違反、その他の不正行為が

認められた場合において指名停止処分を行うこととしております。 

 今回のケースにつきましては、請負契約に基づく違法行為であれば処分の対

象となりますが、従業員個人に対してのみの罰則が科せられたと聞いており…

…。 

（「おかしいのではないか」との声あり） 

 

副町長（田下一幸） 

 今、私、説明しておるところでありますので、静粛にお聞きください。 

 その後において当該従業員が勤める事業所の代表者に事業所に対しての罰則

が科せられたかどうかについての有無についても確認した結果、罰則は科せら

れておりませんでした。 

 このことからも、現段階では法人または個人事業主に対してその責任が及ん

でいない以上は処分の対象ではないとの結論に至った次第であります。 

 ご理解を賜りたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 随分温情のある判断でありますけれども。 

 まず、１０月の３０日でしたかね、全員協議会。この時点では業者名は判明

していないと、こういうお２人ともそういう答弁でしたね。これについては担

当課長もそうだったわけですが、担当課長に私がただしたところ、非常に気の

毒に思いましたね。皆さんそうだったと思うんですけれども、上から箝口令を

引かれたのか、無理やりにしどろもどろで「知りません」、「わかりません」。い

わゆるトラックはどこのトラックだ、「いやわかりません」。ナンバーはわかる

だろう、「いや見てません」。こういう答弁で、そして廃棄物を積んでいったと。

その業者は何者やと、「わかりません」。これは我々に説明している分にはほん

でよかったんですけれども、しかし法律に基づいてこれを見ていきますとそう

いうわけにいかないんですね。 

 じゃ、その積んでいった事業者が「わかりません」。わからない事業者がちゃ

んとその廃棄物を正規の処分場へ持っていったのか、「わかりません」、こう言

うんですかね。 

 そういうわけにいかないんですね、これは。きちっと処理票、廃棄物処理票
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というものをつくらなければいけない。マニフェストですね。例えば木材部分

が何トンで、それから壁の部分が何トンで、それからトタンがどれだけでとか

いろんなものに分けて、そしてきちっと明細を書いて、そして業者はどこどこ

の業者に何とかという代表者に渡しました。その業者はそれを持って処分場へ

確かに行きましたと。そして同じ数量、途中で捨てるかもしれないんですね。

同じだけの数量をきちっとその処分場へ届けましたと。確かに持ってきました

といって、処分場から今度はもとの排出した役場へ、排出したのは役場ですか

らね、それを運ばせたのは。間違いなくあなた方が発行した散材を、処分材を

きちっと処理いたしましたという報告が来なきゃいけない。こういう規則にな

っているんですね。法律です。産業廃棄物処理法の中にそれは書いてございま

すね。 

 知らない者に持たせた。それが道中どこでまた捨てられたかもわからない。

きちっと処分場はどこの処分場へ行ったかもわからない。全然知らんままに終

わったと。こういうことが認められるわけはないんですよ。少なくとも。こん

なことをしては子供の使いより悪い。そんなことをもし当たり前の顔をして言

っておるとしたら、とんでもないことですね。これは罰せられますよ、逆に町

は。町が罰せられる。産業廃棄物処理法違反ですね。 

 マニフェストというんですね、こういうのを。きちっと工程を明らかにして、

きちっと処分をいたしました。しなきゃいけない法律があるんです。産業廃棄

物管理票、処理法の第１２条の３です。運搬または処分を受託した者の氏名、

または名称、その他云々と書いてあります。記載した産業廃棄物管理票を交付

しなければならないと書いてある。交付したんですね。当然、名前を書いて交

付しているんです。してないはずがない。 

 それに違反した場合どうなるか。罰則がいっぱいあるんですね。委託した業

者とは直接書面で契約を結ぶこと。委託する業者は、ちゃんとした業者、れっ

きとした業者でなければいけないとか。ざっといっぱいあるんですね。これを

違反した場合は、どなたといえども５年以下の懲役もしくは１，０００万以下

の罰金とか、あるいは６カ月以下の懲役または軽くても５０万以下の罰金とか、

いろいろ罰金、罰則が科せられておるわけですから、知りませんでした、やっ

た業者誰やったかね、そんなとんまな話、間抜けな話は我々も聞いておって、

俺も間抜けやったんかなと思って聞いてましたけれども、後からいろいろな人

に聞いたり、いろんな法律関係を見たりすると、きれいにだまされておったな

という話なんですね。 

 だから、そんなすっとぼけた話しされてもちょっと困りますね。１０月３０

日の時点というよりも、さかのぼると、これを業者が引き取って、少なくとも

私がやりましたといって引き取って処分場まで持っていった。この段階で少な
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くとも立ち会った町の担当職員は知らないはずがない。そこで町長や副町長は

知らないとなれば、報告を怠っているわけですね。どっちかですね。どっちで

しょう。 

 

副議長（宮田勝三） 

 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 私、先ほどの説明で少しかたい物の言い方しましたが、少し今度はやわらか

くというか、わかりやすく説明、少し言葉の点については微妙な点があること

はお許しいただいて、一般的なしゃべり方でしゃべらさせていただきますけれ

ども。 

 当然、廃棄物処理、産業廃棄物処理の処分に関する違反行為があったという

ことは紛れもない事実であり、そのことはいかんことであります。誰であろう

が。私の言いたいのは、誰がそういう犯罪を犯したかと行政に聞かれた場合は、

まだ捜査中の話であります。その時点では。その段階で我々自体がその個人の

名前、またはそれにかかわるような企業の名前を我々からお話しすることはで

きないんです。これは誰それであるからできない、誰それであるからする、そ

ういう問題ではないということを私は言いたいわけです。 

 そして、私どももそれなりに勉強しました。第１回は私はそういう感覚で物

を申しておりました。でもそれは違うのではないかというご指摘もありました

ので、私なりに勉強いたしました。刑事確定訴訟法記録法、こういう法律があ

るんです。この法律は、犯罪を犯した名前とかそういう犯罪記録が当然載るわ

けですが、その公開を何人でも請求、求めることはできます。しかしながら実

際、犯罪者の名前とか犯罪行為とか、そういう事例を明らかにして尋ねていた

だければ回答は割と早く答えられますよというふうな検察庁の答えでした。 

 しかしながら現実的にどうなんだということになりますと、答えられること

にはなっているけれども、現にほとんど答えられませんと。仮にあなたが知っ

ても、その知ったことによって犯人と申しますか不法投棄者の生活の改善とか

更生を著しく妨げるようなおそれがあると認められるときとか、また関係者の

名誉が著しく傷つけられ、生活の平穏を脅かすおそれがあるときは、これは知

った人は話すことはできません。 

 したがって、仮に知ってもお話はできないんです。だからいかにも議員さん

は少し、ちょっと言葉は悪いんですけれども誰だからかばっているんだろうな

ということの中で質問されて、それはそういうふうに一般論としては考えられ

るかもしれませんが、そうではない。我々の役所の役人の務めだということを
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お話ししたかったわけです。 

 以上です。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 書面の不備。ちゃんと書いたんでしょう、書面を。処理票。処理票は書いた

んでしょう。今のは名前を申し上げられないという話ですけれども、ちゃんと

名前は本当はわかっておったんでしょう。ということですね、今の話は。 

 

副議長（宮田勝三） 

 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 先ほどもちょっと話の中で触れたと思いますが、その時点では警察の捜査段

階に入っておるわけですから、多分その人かなというふうな思いはあったにし

ても、その人だという確定のものはないということでありまして、先ほどの町

長の説明の中からも、後日、本人が私がそういうことをやったんだということ

の申し出により処理したということでありますので、その時点ではわかってい

なかったし、多分それは産業廃棄物のマニフェストに基づいてそういう処理は

されているものと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 じゃ私も平たく言いますけれども、今矛盾したことをおっしゃっておるわけ

で、産業廃棄物処理のマニフェストに基づいて書面を書いていると思いますと

いうこと。また、さっきでは、その時点では捜査中で、まだあの人かなと思っ

ても確定してそうだということは確信持てなかったというふうに先に話しされ

た。同時に書面はつくっているでしょうと。非常に話としては矛盾しています

ね。 

 書面はつくられているでしょう。でしょうだって。つくられているわけに決

まっている。そうしないと搬送はできないんですね。だから役所の環境対策課

ですから、そんなことは全部わかっていますから、ちゃんときちっと業者との

間で話をして書面を書いて、そして運んでいるはずです。そうですね。 

 

副議長（宮田勝三） 
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 環境対策課長 谷内裕幸君。 

 

環境対策課長（谷内裕幸） 

 業者の搬入のもののマニフェストというのは、処理業者と搬入業者のほうで、

今の場合は業者かどうかわかりません、私にも。その搬入者と民間の処理業者

との間で交わされるマニフェストですので、私たちのところへは一切その書類

は届きませんので、ご理解願います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 要するに調べる気がないということですね。民間の業者が。どっちも民間で

すね。運んだ業者と処分をした業者がちゃんと交わしていることであるが、私

のところは届かない。届かないというのはおかしい。届けてもらわなきゃいけ

ないですね。そうしないと、どこへ運んだのか、ちゃんと処理したのか、それ

を見届ける責任があるわけですから、町には。それ知らないとなると、こんな

無責任な話はない。途中で放棄された、また処分された、どこかへ捨てられた、

こういうおそれもなきにしもあらず。そういうこともちゃんと見届ける責任が

あるにもかかわらず、私は知らない、私のところは。やったんでしょうと。業

者と業者の間でどこかへやったんでしょうみたいな、そんな無責任なことは通

るわけがないでしょう。 

 課長を責めてもどうしようもない。課長はさっき言いましたように箝口令を

引かれていますから、これ以上のことはお話しできない。非常に気の毒な立場

にあると思いますので、これ以上言いませんけれども。要するにそういうこと。

誰が考えても、町が知りません、誰に届けたかわかりません、どこへ行ったか

も知りませんと。こんな態度でいけるわけがない。 

 あとは警察にお任せ。これも無責任。警察は警察、町は町。さっき言いまし

たように町はちゃんとしたモラルの問題として、そして町民の皆さんの税金を

使って、そして仕事をしてもらう。そういう業者については、これはやはり指

名審査委員会というものがあって、ちゃんと審査するわけです。いろんな角度

から。社会性の問題だとか信頼性の問題だとか、こういうことも非常に大事な

問題なんですね。営業成績さえよければいい、そんなものでもない。実績が大

事ですね。実績だけでもだめ。悪い実績もある。そういうものをちゃんと悪い

実績は悪い実績。今のようなことは完全に悪い実績ですね。こういうものを評

価して、そして総合点を出す。これは当たり前の話ですね。何を審査しておっ
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たのか。９月の段階で。少なくとも１０月の段階で。わかっておって、わから

なきゃいけないですよ。私なんか一晩でわかった。わかる。みんなそうですよ。

すぐわかる。 

 そういうわかっておって、あるいはわかろうとしない、こういう態度が非常

におかしいですね。本当にこれが町民の皆さんがいらつく原因です。我々もい

らつきますけれども。わかっているけれども言えない。さっき言えないと。言

えないのは警察案件になっているから。警察は警察です。ちゃんと謝りに来て

いる。謝罪に来ている。私がやりました。私は罰金も何でも払います、こう言

って来た。だから業者は特定できる。冤罪じゃない。ちゃんと謝罪に来て、申

しわけありませんと来ているわけですから、それは違うかもしれんなと、そん

な話になったら話にも何もならん。そういういいかげんなことをこの議場で言

ってもらっては困りますよ。 

 どうぞ。 

 

副議長（宮田勝三） 

 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 今の議員さんの、私の説明がうそをついたみたいな物の言い方されましたけ

ど、私の説明の仕方が悪かったのかというふうに反省をして、改めて説明させ

ていただきますけれども、個人が、要するに使用人が不法投棄の罪で罰則を科

せられた。罰金を科せられた。いわゆる犯罪者になった。そういうことですね。

先ほどの説明の中に私、企業は何ら今の段階では責任を問われていないという

ことを申しました。一使用人が犯罪を犯したら、それは全て企業の責任だとい

う場合は、能登町の指名審査要綱、停止要綱の中には贈賄、この件だけなんで

すよ。贈賄で職員が、使用人が罪を犯した場合は要するに企業責任は問われま

すよと、こういうことなんですよ。それ以外は業者自体が例えば役員とか社長

とかそういう地位にある人がそういうふうな罪を犯した場合は当然、指名停止

の対象になりますし。ただ、今の場合はそうじゃないということを申し上げた

ので、うそをついたというようなことはありませんので、私の説明が悪かった

ことをおわびしながら、その誤解だけはひとつ解いていただくようお願いいた

します。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 
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１５番（鶴野幸一郎） 

 じゃ、うそつき呼ばわりはしないことにしますけれども、ただ、従業員一人

の責任に負わせていいものかどうか、私はこれも疑問に思いますね。やはり会

社というのは組織ですから、当然管理責任というものはつきまとってまいりま

す。役場の中でもそうだと思いますね。やはり管理の責任、これは常について

回ります。 

 まして私は、そういう個人のせいにしてほっかむりするような会社、これは

非常に問題のある会社ではないかなと。逆にそれを言いたいというふうに思い

ます。 

 何事もそうなんですけれども、部下の責任は長の責任であると、こういうこ

とをきちっと持ってもらわないと、部下もしくは従業員、会社員が何をやって

もいいんだということにはならないわけですから、そういうことで甘い、社員

がやったことはまあいいでしょうと、そんな甘い甘い、審査要綱が甘いんです

ね。逆に言えば。町の。やはりきちっと管理責任は問う必要がある、こういう

ふうに思います。 

 それから、そもそも私の一番言いたいのは廃棄物の問題なんですよ。今のは。

廃棄物の仕事をしていらっしゃる方なんですよ。処理というよりも解体処理を。

解体処理を専門とは言いません。時々解体を、町の特に解体を受けて、そして

いろんな解体をやっていらっしゃる会社なんです。 

 そうですね。違いますか。それ聞いておかなきゃ、とんちんかんなことを言

ってもまずい。 

 

副議長（宮田勝三） 

 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 今、特定の業者を想定して物を言われておりますけれども、そういう特定の

者に対して、その会社がそうなんだとかこうなんだとかいうことは、私は答え

る立場にはないと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 １５番 鶴野幸一郎君。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 要するに答えられないということは、そうだということですね。違うなら違

うと言ってください。明快に。そうすれば私の質問は、初めから全部取り消し
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ます。答えられないということは大体そういうこと。私は企業の名前は一言も

言いませんよ。だけども、そういう解体処理に、解体事業に参入して町の仕事

を請け負っている業者の会社の職員が、作業員が、それを幾ら命令したかしな

いか知りませんけれども、命令はしてないということでしょうけれども、ほっ

てくる。そういうことがまずいんですよ。それはやはり社長なりあるいは社主

が、社主と社長がおる。ややこしい、きちっと監督していないからこういうこ

とになるんですね。それを監督していないことを棚に上げて、職員が悪かった、

職員のせいであると、こういうことを言うから問題なんですよ、これは。そん

な会社。 

 そしてまた、それを１０月末の段階でわからないとおっしゃっておるけれど

も、１０月の末のまた解体事業に参入させているという町の姿勢。これを私は

厳しく追及したい。しているわけです。本当にこの点はどう考えていらっしゃ

るのか。解体ですよ。ほかの仕事ならともかく、そういうことをやって、信用

できるんですか。信頼あるんですか。私は信用できんですね。町民の多くは信

用できない、信頼性が乏しいと、多くの方はそう思っていらっしゃいます。 

 それはそうです。個人の責任にして、ほいと。これは個人の従業員さんも気

の毒だ。従業員さん、本当に気の毒ですよ。 

 

副議長（宮田勝三） 

 鶴野議員、時間が少ないので、まとめて質問願いたいと思います。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 以上でございます。 

 

副議長（宮田勝三） 

 次の質問もあるんですが、どうなされますか。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 今のに関連して、もうしゃべっています。そういうのをまぜてはいけないん

ですよ。姿勢を最後に町長、ひとつ答弁を。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今回の不法投棄というのは、あくまでも個人に罰則が科せられたというのが
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第一前提であります。それで先ほど副町長からもお話がありました町の指名停

止の規約といいますか、その中には贈賄の場合には従業員であろうと何であろ

うが会社の責任も問われるということでありましたので、今回はあくまでも個

人の罰則ということなので、そういう点ではある意味、会社の社長の責任とか

いうことは会社内部の問題でありますので、町がどうこう口を挟むべきもので

はないというふうに私は思います。 

 

１５番（鶴野幸一郎） 

 以上です。 

 

休   憩 

 

副議長（宮田勝三） 

 ここでしばらく休憩いたします。再開時間は２時３０分からといたしたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。（午後２時１８分） 

 

再   開 

 

副議長（宮田勝三） 

 休憩前に続き、会議を開きます。（午後２時３０分再開） 

 それでは次に、９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 先ほどの鶴野議員の一般質問で、町民の方はどう考えるかしらんけれども、

私も予定の中にはちょっと入れてありますので、長くなるか短くなるか、話の

ぐあいによります。 

 私の通告は持木町政の検証ということで、２万人のトップの町長としての姿

勢をちょっと聞きたいと思います。私なりにいろいろ挙げたらたくさんありま

すけれども、かいつまんで、厳選というほどでないけど思い立ったことを述べ

たいと思います。 

 まず町長は、合併前の能都町時代から首長を含めて現在約１５年、行政のト

ップとしてきょうまで来たわけですけど、これは現在の奥能登２市２町の首長

の中で一番長く、また……。ああそうですか。認識不足ですか。それはそれと

して。 

 その中で、合併してからでよろしいです。私、能都町のことはちょっとわか

りませんので。約８年間、一般会計から１５０億前後の予算を営々と８年近く
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やっていました。その中でいろいろな町長は事業をやられたわけですけど、そ

の中で自分が、町長ご自身が自分の行った事業の中で１つなり２つなり、この

事業は自分でやってよかったという自画自賛できる事業があったら、それをひ

とつ挙げていただきたい。そして理由とかわけもひとつお示しいただければと

思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 この８年間で一つということは非常に難しいことなんですが、やはり合併間

もないころ、住民の公平なサービスの提供ということを考えまして、内浦町に

敷設していなかった有線テレビの敷設を挙げたいなというふうに思います。こ

れは内浦町だけが整備していなかったということなので、まずそれをすること

が最初かなという思いで取り組まさせていただきました。今では完全に能登町

全体が一体となったわけなので、これからはさらにそれを中身を充実させてい

くことが大事かなというふうに思いますので、まず一つということになれば、

有線テレビで能登町民全員が同じサービスを受けられるようになったというこ

とを挙げさせていただきたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 それは２万町民が公平な状況に置かれるということは大変喜ばしいことで、

まず合併前の１村２町が有線においては同等なサービスを受けられるというこ

とは、それは大変よろしいことだと思います。 

 私もできれば一つと言ったけれども、まだ二、三あるんやったらまた。大丈

夫ですか。自信がありそうな顔ですので、できたらあと２つほど。私はちょっ

とわかりませんので、もう２点ほどお願いします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 それでは、ハード面ということで挙げさせていただきますけれども、これは
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合併前からの継続事業でありましたけど、北河内ダムの完成もありましたし、

宇出津港のいやさか広場の完成もありました。そしてまた、海洋深層水施設の

完成ということもありました。また、松波地区の管渠の整備もさせていただき

ましたし、新町通り線の１区工事間も完成ということで、そういったハード的

な部分がこの８年間でなし得たことかなというふうに思っています。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 今、ハード面を４点ほど列挙されましたけれども、合併前の継続もあります

ね。いやさかは宇出津、旧能都町時代からだと思います。松波の件も。引き継

いだ件を、事業を完成させたということは自分なりに評価されているんだと思

います。 

 その中でも一応、まず前段に一つ、私は３つほど、全体で４つほど今挙げま

したけど、ほんなら町長、その中で負の面というか、これはやったけど評判が

悪かったとか、これはちょっと私も町民に謝ることがあるんじゃないかと。反

省って失礼ですけど、過去を振り返って、この事業はちょっとまずかったかな

と。そういう点があったら、１つに限らず４つでも５つでもいいから挙げてい

ただきたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 合併前からの継続事業にしろ、それから合併してからの新規の事業にしろ、

負の事業というのはやってないつもりでありますし、必要だからこそやった事

業でありますし、必要だからこそ合併前にも計画されたことをやり遂げたとい

うことでご理解いただければなというふうに思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 町長が事業をやるからには結果、悪いほうを想定してやる事業はないんです

から、そういう節回しになるかなと思います。 
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 私なりに若干、負の面というか多岐にわたり問題があった点を二、三挙げて

みます。 

 まずマルハナバチ、これは初め、大アドバルーンを上げてやったわけです。

その中においても国の国費など、またエンデバーファンドの公益信託もありま

したけど、町で持ち出した金額は約３億、実際には２億９，３００万ですか、

そのあたりです。これも議会に何度かすったもんだありました。その中におい

て当初はこれは全国に販売して、また、その委託会社まで選定して事業を始め

たわけですけど、途中に外国の蜂が規制がかからないということで、この蜂が

なかなか将来性が見えてこない。その中において当町で取り組んでいる事業も

いまいち出生率というか育成がうまくいっていないということが相重なって、

途中で町長は休止ですね。中止じゃないんですね。休止やむを得ぬというそう

いう言葉を議会に申したわけです。 

 私は、今でもこの事業はやるべきだと思います。国政の選挙にやかましく言

われているＴＰＰの問題でやると、恐らくこういう蜂の関係も自由化になるお

それがあるんじゃないかなと思います。今の１２の政党のうち大半は反対で、

民主党だけは頑張っておりますけど、これも今度の選挙の結果見て政権がどう

なるかわかりませんけど、これも大変な問題かなと思います。私もこのＴＰＰ

問題に対しては余り深い知識はないんですけど、何かその会というかその集ま

りに入ると離脱ができんようなそういう仕組みになっておるとちょろっと聞い

たんですけど、当議会が終わってからもう一度、正月の時間のあるときでも勉

強してみようかなと思います。 

 現在、町長は休止という決断をされたわけですけど、今後また復活というそ

ういう腹づもりはあるのかないのか、お答えをいただきたいと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 クロマルハナバチの飼育事業に関しましては、議会の皆さんの絶大なるご理

解もいただいて取り組んだわけですが、しかしながら国の措置がおくれた、あ

るいは追いつかないということがあって今回休止させていただいたわけなので、

国の動向を見ないことには現時点では、もう一度やるとかやらないとかいう判

断はできないと思っています。 

 ただ、セイヨウオオマルハナバチの輸入規制というのはまだ生きているわけ

なので、将来的にどうなるかわかりませんので、国の動向を見ながら判断して

いきたいというふうに考えています。 
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副議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 今町長がお答えになったことは、そうでないかなと思います。だけど一応、

町の予算から３億も使っているんです。志半ばにしてこのお金を、こういう言

葉は適切ではないけど、どぶに捨てるような格好になったら蜂も浮かばれんの

じゃないかなと思いますので。これは執行側だけに責任を負わせるものでもな

いし、町民と一体になって頑張らなならん問題かと思っています。 

 ちょっと飛んで、次のことをちょっと聞きたいんですよ。 

 ことしの夏は、私も記憶にないほど水、寺田川のダムの渇水ですね。これは

大変暑いときに町民にご迷惑かけるような処置もあったし、話でもありました。

危機管理室長はテレビまで出るような対応になって、本当にかわいそうやった

なと思うけど、私も全協に聞いたときには、７月の宇出津のあばれ祭のときに

ダムの貯水量が約十二、三万トンと。その時点で渇水対策本部を開くときと同

等の水量じゃなかったかなと。あのときは７万ぐらいやったか。理屈はどうで

あれ、あの大きいダムに１３万トンというのは、もうはやそこらじゅう地べた

が見える状況やったと私は理解しています。 

 なぜ、あばれ祭から渇水対策、８月の２１日やったか、臨時会やったか全協

を開いたときは。約４０日間。その間、町民というか私たちにもそういう執行

側の対策というか声が届かなかった。そして慌てふためいて、これじゃだめや

ということになってああいう対応をしたわけですけど、その間どういう対応を

しておったか。雨任せでいいと思っておったのか、そのうち雨が降るから解決

すると思ったのか。 

 だけど、これは役場庁内から私はちらっと職員の中からもそういう声が入っ

てきたんです。あれは確かにことしは天気のいい状況が続いたけど、あれは人

災やと。もう少しこまめにダムへ通って水量をチェックしておれば、ああいう

状態にならんし、もう少し対策本部を前倒しに早くやれば、ああいう間際へ来

てどたばた劇でなかったんじゃないかと、私はそう考えますけど、この責任者

は対策本部長の副町長け。町長でよろしい。きょうは町長に通告してあるから、

町長、お願いします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 
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町長（持木一茂） 

 今回の８月の渇水対策というのは、やはり非常に雨を望んだというのも事実

でありますし、ことしの夏の降雨量が石川県内では平年の４分の１、特に寺田

川流域上流では少なかったということで今回の状況になったわけなんですが、

決して８月２４日に対策本部を立ち上げたのは遅いとか早いとかいう問題では

ないと思います。それを今回も皆さん方のご協力で、節水というご協力で切り

抜けることができましたが、これからはもっともっとダムのそういった管理と

いいますかそれを徹底してやらなければならないということで、今回のことを

教訓にこれからは取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 今の町長の答弁は、前倒しにするべきものでもなかったというようなお答え

ですけど、やはり長期予報を見ておっても、あのときはほとんど降雨量が望め

ないような状況でしたので、周りの山から流れくる水を入る量を考えれば、自

然と逐一毎日でも、極端なことを言えば午前と午後でも対応するべきじゃなか

ったかなと思います。 

 だけども適切じゃない言葉やけど、死んだ子供の年を数えるといって、そん

なことを話しておってもどんならんですけど、やはりこういう町民の命を左右

するような水は、もう少し真剣じゃなかったと私は言いませんけど、真剣にや

っておったかもしれんけど、町長以下、職員が一丸となって対応しなければ、

この間の緊急対応のあれはどたばたして、しどろもどろの説明しておったけど、

ああいうことは今後二度とないように、ひとつ注意を払っていただきたいと思

います。 

 それで、あと２３分。わしもまだ挙げたいのがあるんやけど。 

 先ほど町長は、自分の自負するのはハード面を含めて４点、５点申しました。

私は批判することばっかり思うけど、町長の即断というか即決がよかったのは

ありますよ。まず、子宮頸がんワクチンとか不妊治療の県からの上乗せの補助、

それとか太陽光とかヒブワクチン。こうして見ると、こういう事業は町長ご自

身ですぐできる事業ですね。福祉、医療なんていうのは。 

 どうもあとのはちょっと問題が、あすも質問が出てきますけど、きょう鶴野

議員の質問にありましたけど、外圧のかかるような予算づけ事業というのはち

ょっともめごとが多いね。やっぱり町長、先ほど不法投棄の件ですけど、鶴野

議員が詳しく言ったので私はとやかく申しませんけど、これは私もこういう団
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体に聞きました。あれは現行犯なら即逮捕。すぐ報道機関でも氏名、住所、名

前を載せる。だけどあれは捨てた後で、事後処理というとおかしいけど、あれ

は現行犯逮捕じゃないのでそういう氏名公表はできませんと、そういうことで

した。 

 だけど警察は、鶴野議員の質問にあったとおり粛々と立件して検察庁へ送る

と。先ほど副町長は、事件になったかならないか私もちょっと聞き忘れました

けど、そうなっても検察庁は新聞に報道する、そういうことはしませんと。あ

とは警察が入った場合は、警察と職員の立ち会いで先ほど片づけたという。そ

の時点で恐らく氏名、会社名、全部わかっておるはずです。だけど警察も私も

こういうことを言っていいかどうかわかりませんけど、町指定の十八束へ運ん

だ場合は職員を使って町の車で運んだなら、それは粛々と実費で請求するのは

当たり前です。そういうお話でした。 

 それと、警察は現行犯逮捕でないから、名前はわかっておっても警察のほう

からはそういうことは指示しないけど、対応は町独自に対応するべきであって、

町が発表しないとか、かかった経費を請求しないというのは、これは私たちの

意図するところじゃないから、それは私はコメントできませんと。それはそう

ですね。 

 だけど、もうはや聞けば教えてくれるような状況でしたが、私もそこまでは

聞きませんでしたけど、その前にはや、どこそこの誰というのは全部町民がほ

とんどわかっているんですよね。それは副町長、ちょっと何か言いにくい答弁

やったね。テレビに映っていることやからあれしか答えできないのかしらんけ

ど、これからどういう状況で物事が変化していくかわかりませんけど。 

 それと、持木町政の検証ということで二、三言いますと、私はまた寝た子を

起こすようなことを言いますけど、町長は先ほど私が述べた福祉、医療に関し

ての予算づけでも、ぴしっと自分のリーダーシップで恐らくやったと私はそう

認識しています。 

 ところがちょっといろんな力が加わると、変な対応になりますね。私は町長

ご自身もここにおる職員も、知事初め県の幹部職の人たちに能登町はどういう

目で見られておるかというのはご存じですか。私は悲しいことやね。この間、

町長を含めてある団体が知事室へ陳情に行ったら、「茂人、よう聞け。知事はう

ちの町長と一言も視線を合わせなんだ。そんだけ無視しておった」と。知事に

このことを言うていいか悪いかお伺い立てておらんけど、実際そうやったから

やけど、町長はどういう捉え方しておるか知らんけど、こういうまずい県との、

まして県のトップの知事とのこういう関係は、私はよくないですね。 

 職員がどうこうじゃないけど、物事の発端は、きょう質問にあったこれと全

部同じなんですよ。要するに、町長のリーダーシップです。こんだけもめてい
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る物事が今までたくさん出てきた。女子テニスの国際テニスの土地の件でしょ

う。それから新港の問題でしょう。それから植物公園の指定管理の問題も。こ

れもちょっと議会でもめましたけど、町長の強い行動力で、初めは前の日まで

否決やったけど賛成になってもうたけどね。 

 ちょっと話は前後して申しますけど、町長に私は期待するのは、もう少し自

分というものを持ってほしいんですよ。わかるでしょう。私は町長なら、私が

まさっているのは体重と年ぐらいなもんで、あなたは若いし、ざまもいいし高

いし色男やけど、だけど私よりちょっと劣っておるのは、私は別に町長でもな

いけど、比べてみた場合はよけいまんま食っておるせいか知らんけどもう少し、

ここにも書いてあるとおり２万人のトップの人なんですから、もう少し粛々と

リーダーシップを持ってやったらどうですか。 

 私は申しおくれましたけれども、去年の県議選ですか、途中から変わった。

そんなことはもうどうでもいいんですよ。選挙終わって、櫻井さんに山口県議

が勝った。その事務所のご挨拶ですか、田下副町長おいでたね。だけど副町長

も何か針のむしろのような顔しておったけど。私は後で町長に何で来なんだん

やと一般質問で言うたはずですよ。私は選挙の処理で忙しくて行けなんだと。

選管が選挙を束ねておるんやから、町長が忙しいわけはないんやと思うけど、

ほかにまだ忙しい選挙の後始末があったのか私はわかりませんけど。あれは町

長、行くべきでしたよ。私は理由があって櫻井候補を応援したけど、結果はこ

ういうようになって、おめでとうございますと。これからあなたに協力求めな

私も大変ながですと。よろしく頼むと。あんたそこへ行っておれば、こんな今

悪いような状況にならんですよ。田下副町長に悪いけど。副町長も心を鬼にし

て行ったと思うけど。 

 それと随所に見られる、新港の土地でもそうですよ。あれは先ほどの誰かの

質問にあったとおり、議会の承認が要らんからといって全協でお話ししたわね。

こういうわけでこうしてこうして、こういう段取りで事を進めると。そしたら

一遍に、幾ら議会の決議が要らんでも、それは何のことやといって蜂の巣をつ

ついたようになった。そして現在に至っている。私も３月やったか一般質問の

中に有効利用をちょっと唱えてみたけど、町長はきょう志幸議員の一遍通りな

答えしか言っていませんけど。確かにあこはどういう利用価値があるのか難し

い。これからも検証というか、もう少し皆さんの知恵を絞って考えていかんな

らんことかなと思います。 

 何回も言うけど、あなたは町長なんですよ。だから何か人に誤解を与えるよ

うな行動とか発言は慎んでほしいですね。私は、持木一茂個人には何も恨みつ

らみもないんですけど、持木町長としてちょっと言うておるんで。まだ言いた

いことあるんやけど。 
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 あと、これもせっかくやさかい、言いにくいことやさかい言うてもうわね。 

 こんだけ能登町の町政が混迷しているのは、町長にとりついた虫歯ですね。

どうもあなたは町長になる前は歯医者さんやったんやけど、この虫歯を何も治

療、撤去できんですね。合併して８年、能都町から。これはきちっと引っこ抜

くか何かかぶせるかせんとだめですよ、これは。町民がみんな知っているんで

すよ。何でみんな、笑っておるけど、職員も一緒ですよ。どういう天の声か恐

喝かあるか知らんけど、みんなビビタ君になってもうとる。きょうの副町長の

答弁も重ね合わせて見ると、それが影響じゃないかなと私思います。 

 石川県でも能登町は笑い物ですよ。全国的にもこんな町はありませんよ。知

事に相手にされん、県の職員に相手にされん。副町長、首かしげるところじゃ

ないですよ。この虫歯を早急に治してもらわんと。 

 そして、きょうの新聞ですか、町長はあした一般質問、誰か言うけどという

て出馬表明意向とあったね。中日新聞やったか。河田議員があしたこうして気

をもんでいるのに何で新聞沙汰になるんかなと思って、町長、これもあんたの

勇み足ですよ。大抵どこの議会を見ても、１２月議会に議員が質問すれば首長

が出るか否やということを答弁するんですよ。あしたの日になって出すのはお

かしいですよ。どうですか。 

 私は、その内容的なことは通告してありますから言えんけど、何できょうの

新聞で至ったのか。皆さんに、私も含めて、ちょっとお答えいただきたい。経

緯だけでも。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 きょうの新聞の経緯につきましては、取材を受けて答えてしまったというこ

とでご理解いただければと思います。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 今のは町長らしていかったね。言うてしまったけ。それは言うてもうたもん

はどうしようもないわね。内容的なことは、あした河田君はもっと突っ込んだ

質問をされると思います。言うてしまったのはどうしようもありません。 

 町長は、先ほどこれも町長も知ってのとおり、１０月の２０日に頭けがして
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からちょっと記憶がアンバランスながで、ここで箇条書きに書いてあるけど、

ちょっと行ったり来たりしますけど、この話しすると持木町政の検証なんてし

ったくさいこと言うたけど、こんなもん４０分の答弁を含めて時間がないんで

すよ。 

 だけど一言言わせてもらうと、町長はいいこと書いてあるがいね、あんた。

１２月の広報に。自治体の役割といってずらずらと書いて、最後に「能登の未

来を担うのは子どもたちだ。わたしたち大人が、子どもたちに前向きに生きる

背中を見せることが、能登の未来につながっていく」。でっかい見出しに「一人

一人の意識が変われば能登はもっとすばらしい場所になる」、あんた書くだけじ

ゃだめや、実行してもらわんと。町長どこ見とるんやら知らんけど前向きな顔

して写っておるけど、教育長どうや、いい写真や。 

 ほんとやてね。ここの中にも、「一人一人の意識が変われば能登はもっとすば

らしい場所になる」、そうなんですよ。私が言いたいのは、私も含めて、もちろ

んやけど、町長ご自身が先頭に立ってかかっていかんと。今、私、失礼なこと

をるる挙げたけど、そういう時点で言ってしまったといって、来春の選挙に出

るのはちょっといまいちかなと思って私おりますよ。やっぱりこういうのは遅

くても２期目ぐらいからやってもらわんと。不法投棄の問題やら背中にいっぱ

い荷物かんでかかって、私は３期目立候補しますというたって、ちょっと町民

の信託は受けられるかどうか疑問ですよ。あしたの河田君の質問に私は大変期

待していますから。 

 それから、もう時間も近くなりましたけど、私は町長しか通告していません

けど、職員ももっと変わってほしいよ。日光の猿と一緒やがいね。見ざる、聞

かざる、言わざるや、あんたたちは。全部とは言いませんよ。珠洲市の職員み

たいに悪いものしたらちゃんと上へ上げていかにゃ。いい男や、みんな。何で

ここに並んどるんや。そうでしょう。家行けば格好いいようなことを言うて晩

酌して飲んでおるけど、何がおとろしい、何が怖いんや。ここにひな壇に並ん

でおる課長さんだけじゃないですよ。参事、補佐。だから役場庁舎へ入っても

黙ってお通夜の晩みたいに。 

 この間、流山の市役所、親善訪問で行ったけど、私たち１０人ほど行ったさ

けて別に特別、市長が云々て職員に言うておらんやろうけど、挨拶が違うね。

人口多いか知らんけど。能登町も対応が少しずつ変わってきた。職員の対応が

変わってきたと誰か言っていましたけど、私にすればまだまだや。私も二、三、

課長さんに注意したね。もっと胸張って歩けよ。何悪いことしたんや。そこか

ら違う。課のトップである課長さんらがもっと胸張っておらな、あとの職員は

どうするいね。それを書いたのが町長やぞいね。「一人一人の意識が変われば」。

町長、頼むよ。あんた若いんだから、虫歯さえきちっとすれば来期は大丈夫で
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すよ。この対応ですよ。 

 人は何で高学歴な勉強をし、倫理を学び、道徳を学ぶんですか。いい行いを

して、人のため、世のため。少なくとも私は、ここは悪いけど、そう親に教わ

ってきたんですよ。悪いことするんなら学校行く必要はないがいね。 

 夏、子ども議会がありました。町長はどういう答弁というか、どういう意識

を持ってお答えになっているかなということを私は聞きたかったんですよ。質

問事項も子供のほうがまだ立派やったけどね。最後に町長に聞きたいわいね。

誠意あるお言葉を求めたいと思います。 

 実質、来春、あと３カ月ちょっとの持木一茂に託された任期はそれだけです。

私も多々失礼なことも今申し述べてきましたけど、あなたはこの３カ月にどう

なるか知らんけど、ある人が言っていました。物事を改めるということに遅過

ぎるということはないということですよ。だから別に私の質問がきっかけにな

らんでもよろしいですけど、だけどきょうの日にちから、きょうから町長以下、

副町長も、男でしょう。何でそんな影におびえて。物事を改めるに遅過ぎると

いうことはない。その言葉をかみ締めて、最後の答弁をお願いします。 

 

副議長（宮田勝三） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 物事を改めるのに遅過ぎることはないという言葉、十分意味は理解しており

ます。何を改めていいか後でこっそり教えていただければ助かります。 

 それと、おびえているということなんですが、別におびえることもないと思

います。粛々とこれからも町政をしっかりとかじ取り役をやっていきたいとい

うふうに考えています。 

 

副議長（宮田勝三） 

 ９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 最後に、町長はおびえることはなしとここで明言されましたので、これから

私に限らず、あとの議員も町長の一挙一動を鋭く見ていると思いますので、今

の言葉に偽りのないように実行していただきたいと思います。 

 一人一人ですよ。 

 質問を終わります。 
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副議長（宮田勝三） 

 以上で本日の一般質問を終わります。 

 

散  会 

 

副議長（宮田勝三） 

 次回は、明日１２月１２日午前１０時から本議場で開会いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

散 会（午後３時０８分） 
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開 議（午前１０時００分） 

 

開   議 

 

議長（久田良平） 

 ただいまの出席議員数は、地方自治法第１１３条に規定する定足数に達して

おりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

 あらかじめ本日の会議時間を延長しておきます。 

 

一般質問 

 

議長（久田良平） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日も申し上げましたが、一般質問の形式は一問一答方式とし、能登町議会

申し合わせ事項により質問者の持ち時間は答弁の時間を含め４０分以内となっ

ております。また、関連質問についても申し合わせ事項により原則として認め

られておりません。 

 それでは、前回に引き続き、通告順に発言を許します。 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 おはようございます。 

 通告してありました再任用についての質問を行いたいと思います。いろいろ

と調べた結果、５つぐらいのブロックで分けての質問となりますので、時間内

にはおさまりたいと思いますが、答弁によりまた時間ぎりぎりになるかなと思

っております。 

 再任用、すなわち一度退職した職員を新たに採用し雇用することに対して質

問をいたします。 

 昨年の９月定例会、ことしの６月の定例会の鶴野議員の一般質問におきまし

てお聞きしていましたところ、町長答弁に疑問がありました。職員再任用につ

いて、こうしてたくさんの資料を７月、８月、９月と私なりにダウロードして

資料をつくってみました。それで質問を進めていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 まず、簡単に町の例規集にあります能登町の条例といいますか、１つ２つ読

み上げます。 
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 能登町職員採用規則、３条で「規則職員の定数に欠員が生じ、これを補充し

ようとするときは、その都度、競争試験又は選考により採用する」ということ

になっております。欠員が生じるということ、欠員がなかったら無理に新規採

用や再任用などする必要がないということと考えられます。 

 また、後に出てきますけれども能登庁舎の臨時職員等の賃金の額、これは合

併当初は一般事務、一般的な事務の補助として日額５，８００円、合併当初は

それだけの賃金の表示でした。ほかにマイクロバスの運転手や技術者などのこ

とはたくさん書いてありますけれども、基本的に庁舎の一般事務の臨時職員は

１日５，８００円だけです。これも後で表に、最後のほうに出てくると思いま

すので記憶しておいてください。 

 職員の再任用に関する条例、この第１条「この条例は、地方公務員法並びに

地方公務員法等の一部を改正する法律附則第５条及び第６条の規定に基づき、

職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする」。第２条は「定年退職者に

準ずるもの」と書いてあります。これも平成１７年時点でも再任用ということ

が出てきておりますので、これも記憶しておいてください。 

 また、職員の再任用に関する規則となっております。さっきは職員の再任用

の条例です。今度は規則というものがまた出てきます。そして規則の第１条は

「職員の再任用に関する条例の規定に基づき、地方公務員法第28条の４第１項

に定める定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする」、

ここも定年退職者と限定されて書いてあります。能登町の例規集です。 

 第２条「再任用の基準」、２項「任命権者、これは町長のことを言っているこ

とです。任命権者は、定年退職者等が、法第５２条第１項に規定する職員団体

の構成員であったことその他法第５６条に規定する事由を理由として再任用に

関し不利益な取扱いをしてはならない」、不利益な取り扱いをしてはいけないと

書いてあります。これも能登町の規定ですから、よく覚えておいてください。 

 そこでまず、地方公務員法の少しおさらいをしてみましょう。職員の任用（公

務員の任命）、つまり雇い入れということだと思います。「任用とは、任命権者

が特定の人を特定の職につけることである。職員の任用は、地方公務員法の定

めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わな

ければならない。職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、

昇任、降任、転任のいずれかの方法により職員を任命することができる」。 

 町長、ここで再任用しなければいけないほど一般職の定数に欠員があるとい

うふうに考えるんですか。職員の定数に欠員が出ているとは思いませんけれど

も、お答え願います。 

 

議長（久田良平） 
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 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 今現在の職員の数は定数より下回っているということで、やはりそういった

ベテランの知識、経験を生かした職員の再任用によって事務をスムーズに行う

ために再任用をさせていただいております。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 職員定数が切っているということなんですけれども、それはまた後で言うこ

とにしましょう。前へ進んでいきます。 

 任命権者。ここに出てくる任命権者とは、町長のことを指していても不思議

ではないんですけれども、「任命権者とは、職員の採用、昇任、降任、転任、免

職、懲戒などの人事権は、法律またはこれに基づく条例、規則、規定に従い、

地方公共団体の長のほか、議会の長、行政委員会、代表監査委員、警視総監、

道府県警察本部長、消防長、消防団長、地方公営企業の管理者等に与えられて

いる。これらの者を任命権者という」。すごい権力がありますのはわかります。 

 そこで次に、成績主義というものが能登町の例規集にも入っておりますけれ

ども、成績主義。「成績主義とは、採用、これは新規採用のことですわね。昇任、

転任及び降任の全てがその職員の能力の実証に基づいて、すなわち昇任から転

任などは現在の職員のことを指していると思いますけれども、実証に基づいて

行われなければならないという考え方のことである。すなわち、成績主義を導

入することで、政治と行政を分離し、職員に中立的な立場から住民福祉の向上

のために全力を挙げることを求め、またそれを可能とする環境を確保しようと

しているのである」。政治と行政を分離して職員の採用や職員のポジションをい

ろいろ変えることも、政治と行政を別にして職員を公平、公正に扱いなさいと

いう文章だと思っております。 

 町長、これで間違いございませんね。ふだんから政治と行政を分離して、新

規採用や再雇用の採用に対してもきちっとポジションは行政と政治は別として

考えておられると思うんですけれども、その件をお願いします。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 
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町長（持木一茂） 

 今の議員のご質問は当然のことだというふうに思っています。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 当然のことなので、改めて町長の言葉からも当然と出てきました。なお、こ

の成績主義に反して任用を行った場合、新規採用や再任用も含まれております

が、３年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されると書いてあります。こ

ういうことも当然ご存じだと思っております。 

 職員の採用について。「地方公共団体が職員を採用する場合、それぞれの地方

公共団体ごとに競争試験を行う。一般的に区分は上級（大卒程度）、中級（短大

卒程度）、初級（高卒程度）に分かれる。人事委員会を置かない地方公共団体に

ついては任命権者が競争試験を行う」。これは普通、公務員試験と言われていま

す。 

 町長、この公務員試験、競争試験、当然適正に行われていると思いますが、

行われていますね、当然。どうぞ。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 新規採用の職員に関しましては、９月中旬ごろにそういった試験を行ってお

ります。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 そこで、いよいよ再任用の話も少し入れていきたいと思います。 

 昨年の９月定例会の鶴野議員の一般質問を少し引用し、確認をしたいと思い

ます。 

 ９月１２日に一般質問をされております。そのときの質問は、「再任用の基本

的な町長の考えをお聞かせ願いたい。また、給料はそれぞれどこが持っている

のか。そして、支給額の水準はどれくらいなのか。給与体系は何に基づいてや
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っているのか」と鶴野議員は質問されているんです。もっと長い質問なんです

けれども、全部読み上げるわけにいかないもんで、そういう基本的な質問です。 

 そこで町長は、「再任用に当たっての基準につきましては、やはり従前の勤務

実績等に基づく選考により行っております。ここで言う従前の勤務実績等とい

うのは、定年退職前の勤務実績のほか、健康状態であろうとか、あるいは所有

する免許、あるいはその他の資格等を含んでおりまして、その基準に基づきま

して意向調査において希望された方を再登用しているということであります」

と答弁されております。そして、臨時職員としては保育士２名、看護師２名を

臨時職員として再雇用していますということもおっしゃっております。 

 勤務実績や健康状態、所有する免許、その他の資格を基準としているとなる

と、その免許とか資格はどんなものを指して免許とか資格というんですか。そ

れと、さっき申し上げましたけれども、昨年は免許や資格を有する保育士や看

護師は臨時職員で採用して、サービス室長は何の免許で再任用という上のポジ

ションで採用しているんですか。それもわからんのですよ。お答えください。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 免許、資格に関しましては、いろいろあると思いますので、医師免許もあれ

ば保育士の免許もあれば栄養士の免許、いろいろありますので、それは挙げれ

ば切りがないと思います。ただ、臨時職員と再任用の職員との違いというのは、

本人の希望もありますし、あるいは勤務状況もありますので、そういった意味

では分けて雇用しているということでご理解いただければと思っております。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 免許があるかないかで再任用か臨時職員かと。そして本人の希望によると今

おっしゃいましたけれども、だからサービス室長は何の免許が必要だったのか

なと。ただそれだけのことを思っております。 

 次行きます。 

 先ほどの鶴野議員の給料のことに関して、昨年の総務課長が給料に対してこ

んな答弁をしております。「再任用あるいは臨時雇用した場合の給料体系でござ

いますが、再任用につきましては、職員の給与表の中に再任用を示す基準があ
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ります。それで決定している。臨時職員の場合は臨時的な規則がありますので、

その中で経験年数等を勘案した中で決定しております」。この給与体系は一番最

後のほうにまた出てきますけれども。 

 次、しつこいようですけれども、もう一度。鶴野議員の２回目の質問で、「地

方公務員法の中にも、やはり平等に取り扱わなければならないという原則があ

る。好きな者だけ残れというんじゃ不平等である」と町長の考えを聞かせてく

ださいということです。そうしたら町長が、「平成１９年度の５３人をピークに

年々減少しつつはありますが、やはり定員適正化計画に基づいて今現在、職員

数の削減に取り組んでおります」、去年の答弁。 

 ことしは、先ほどもう定員が切れていると。職員数が定数よりも少ない。去

年の９月ではまだ削減に取り組んでいる。削減に取り組んでいながら、再任用

に当たりましては従前の勤務実績を勘案して、決して好き嫌いで選んでいるわ

けではありません。再任用するんだというんですね。 

 これも理屈わからない。職員数を減らそう減らそうとしている反面、再任用

で入れよう入れようとするという。さっきの答弁と全然違うんじゃないですか。

答えてください。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 ですから定数は減っております。ただ、類似団体と比べるとまだ多いという

事例もありますので、やはり再任用に関しましては適正な経験、そして適正な

知識が必要な場面がありますので、そういった方を再任用しているということ

でご理解いただきたいと思いますし、しかしながら新規採用もやっていかなけ

ればならないという状況でありますので、新規採用もしながら、再任用もしな

がら適正化計画に沿って職員を減らしていきたいというふうに考えております。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 今度はほかの類似団体からは職員数が多いとか、だんだんと答弁も点と点を

結んでも線にもならんようになってきておるような感じもしますけれども。 

 昨年は退職された方には退職の意向調査はしていませんわね、当然。してい

ないといいながらも、さっき、今度６月の鶴野さんの一般質問でも出てくるん
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ですけれども、やっぱり好き嫌いで選んでいるような雰囲気になるんです。今

の話でも。 

 財政改革をもとに町の財政が苦しいから勧奨退職、早期退職でやめますと。

やめますと決意した職員が意向調査もしないままに３人が残る。意向調査もし

ていないと先ほど返事されたのに３人が残る。これはやっぱり好き嫌いで一本

釣りとしか考えられないんですけれども、どういった意味の一本釣りなんです

か。教えてください。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 何度も言いますように、好き嫌いで選んでいるわけではありませんので、必

要なポストに必要な人材を配置したいという思いで３人を再任用という形で雇

用させていただいております。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 好き嫌いで任用したんでないというなら、それ以外の３人の人以外は能力が

なかったと、何も能力なかったと、そういうことを反対におっしゃっているよ

うな気がします。 

 もう一度、難しい地方公務員法のほうにもう一度入っていきたいと思います。 

 地方公務員法の定年退職者等の再任用、第２８条の４「任命権者は、定年退

職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任

期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がそ

の者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない」、

要は定年前には再任用はしてはいけないということになりますね。第２項で「一

年を超えない範囲内で更新することができる」。１年ごとで更新をするというこ

とですね。 

 これは、総務省人事・恩給局、「再任用を希望される皆様へ【平成24年度版】」、

４月にもう町にも来ていると思うんですね。ことしの版ですから。知らんとは

言わんでしょう。 

 表紙を見ますと、再任用制度とは「平成１３年４月から新たな再任用制度が

導入されました。この再任用制度は、定年等で退職した国家公務員の公務で培
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った知識・経験を公務の場で活用していくとともに、６０歳台前半の生活を雇

用と年金の連携により支えるために設けられた制度です」。１１年前ですから、

副町長さんは旧の能都町の総務課長を、８年で能登町ですから、その３年前で

すわね。そのときぐらいですから、再任用に関しては完全に去年まで熟知され

ておいでるはずなんです。返事せんね。再任用、熟知されておいでるにもかか

わらず、ことしのような、わからなんだ、知らなんだ、６月いっぱいで云々と、

７月の全員協議会でごめんなさいと。ああいうことになってくることがわから

ん。まだいいですわ。 

 そのポイント、「定年退職等により一旦退職した者が１年以内の任期を定めら

れて改めて採用される制度です」。「フルタイム勤務と短時間勤務の二つの勤務

形態があります」。「再任用職員の給与は定年前と異なります（採用の際、改め

て格付けが行われます。）」。「現行の定員・定数の枠内での採用となります」。さ

っきからしつこく言っている定員の定数の中で採用するから、職員の定数がき

っちりかオーバーしている間は再任用は本当はしてはいけないということにな

るんですね。この文章からいけば。 

 「再任用職員の給与は定年前と異なります」、ここを見ると、再任用でフルタ

イム勤務職員の報酬月額は大体３級でおさまる。ここは太字になっている。３

級の２５万７，６００円がお勧めかなと。太い字になっております。 

 ほかにいろいろありますけれども、時間の関係でやめておきます。 

 それで、しつこく言っております任用の仕方は、６０歳前にやめても６０歳

からですよと。６０歳前にやめても、その間はだめですよと。この表を見れば

誰でもわかるんです。その前にやめても、この間はだめなんです。６０歳から

再任用なんですということです。そうですね。 

 だから、ことしの再任用はおかしいんですよね。法律違反。 

 だんだん興奮してきても何ですし、もう１４分か。 

 そこで、６月の、もう一度鶴野議員の質問をちょっとまた引用させてもらい

ます。６月１１日。ことし２４年度につきましては新たに３名の方々が再任と

なっている。それはどうしてか。そうしたら町長が、「町としてはこれまで職員

に対して５９歳での勧奨退職をお願いしておりましたが、今年度より勧奨退職

をお願いしないこととして、その旨、職員にも通知しております」と。ことし、

来年は勧奨退職にするような年齢の職員がほとんどいなくて必要ないというこ

と。大体見渡せば。５９歳とか、そうおらんでしょう。５８歳とかは。町長も

まだ５６歳。「現在、再任用制度というのは義務化されておりませんので、退職

予定の職員に意向調査は行っておりませんが、義務化に向け、県及び近隣市町

の対応を見ながら検討して」いくと。意向調査はしておらんと、ここにも。そ

うしたら次の質問で鶴野さんが、年金問題にも説得力がない。知識、経験とい
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うこともしっくりこん。本当の意味を言うてくれとまた再度質問したところ、

町長が「再任用に当たっての基準ということで、やはり従前の、同じことばっ

かり繰り返すんです、勤務実績等に基づきまして選考を行っているということ

であります。ここでいう従前の勤務実績等というのは、定年退職前の勤務実績

のほか、健康状態であろうとか、あるいは所有する免許、また、その他の資格

等を含んでおります」、これもさっきから繰り返しておるだけのもんですね。そ

して「その基準に基づきまして意向調査において希望された方を再登用してい

るのが現状であります」と。 

 １問目と２問目と答えがまるっきり違うわけです。意向調査はしておらんと、

１問目は。２問目、再質問のときに、意向調査に応じて採用すると。どっちが

本当なんですか、教えてください。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 結局、退職者全員に意向調査は行っていないということでご理解いただきた

いと思いますし、やはり必要な人材の相手の気持ちというか立場もありますの

で、必要な人材に対して、もう１年勤めてくれるかという意向調査は行ってお

ります。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 それではおかしな話で、最初のほうに申し上げました。不利益があってはな

らない。これですね。能登町の規則ですよ。任命権者、再任用に関しては不利

益な取り扱いをしてはいけない。となれば平等に、退職される方全員に意向調

査しなきゃいけないでしょう。しておらん。しておらんとって、その３人に意

向調査したら３人がうんと言うた。だから雇用した。話にならん。再任用に関

する規則とは全然規則違反になりますね。退職される方を全員に意向調査する

のが普通なんですよ。理屈に合わんことを言うてもだめや。 

 続いて行きます。こういうことは全部テレビに流れて、町民の皆様が考えて

いただければいいかなと思っておりますので、次へ進めていきます。 

 後の７月１８日の全員協議会の席上で、佐野総務課長より今回の再任用につ

いて訂正とおわびがありました。そこで、定年前の再任用は地方公務員法で認
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められず、６月末で退職願を提出させ、その後、臨時職員として引き続き採用

することにしました。給料はそのままですとのことでした。持木町長は、その

場では全然わびることもなく、また９月定例会の初日には、再任用については

手違いがあったという程度に述べられただけでした。 

 そこで、先ほど質問した内容から、前総務課長の答弁にありました職員の給

料表の中に再任用を示す基準、臨時職員にも基準があると言っているにもかか

わらず、再任用も臨時職員も同じ給料だとする意味がわかりませんので、その

基準を、これなら総務課長でいきますか、町長でも副町長でも、答えられる方、

答えてください。 

 

議長（久田良平） 

 総務課長 佐野勝二君。 

 

総務課長（佐野勝二） 

 それではご説明いたします。 

 一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の雇用等に関する規則の中で、その

給料、賃金の体系もうたっております。 

 議員冒頭におっしゃいました一般事務につきましては、その規則の中では経

験年数によって賃金体系が違っております。最大で１３万１，０００円という

のがございます。再任用、前回の鶴野議員さんの質問で出されておりましたけ

れども、再任用は再任用の給料表でその賃金体系をうたっております。４月の

時点で３名の方の再任用をお願いしたとき、１年契約でお願いしたという経緯

がございます。そうしたことで、再任用の給料表に合わせて１年契約をお願い

した。ところが運用誤りがわかりまして、７月１日から臨時職員、嘱託職員と

して採用をまた変えたという経緯がございます。そこで町当局の事情でそうい

った変わったものですから、給料表を変えるわけにもいかんということで、引

き続き同等の金額でお願いしているということです。 

 その賃金体系につきましては、規則の改正を７月１日に行いまして、新たな

経験を有する者については別途町長が定めるという項目をつくりまして、それ

で給料表を内規で設けております。 

 

議長（久田良平） 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 大分時間が少ななってきたもんで、続いて行きます。 
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 地方自治法、第１編総則、第２条１６項「地方公共団体は、法令に違反して

その事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の

条例に違反してその事務を処理してはならない」。１７項「前項の規定に違反し

て行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする」。じゃ今の任用の間違った、

公務員法に間違っていたんだと。わかったら無効にするんでしょう、普通は。

なぜ臨時職員に差しかえして延長してやるんですか。さっぱりわかりません。 

 広辞苑で無効という字を意味を調べてみました。無効、ききめがないこと。

効力がないこと。広辞苑でこうなっているんですよ。これを再任用から、これ

はまずいといって臨時職員でやったら、無効にせず継続したら何の意味もない

んじゃないですか。 

 次へ行きます。時間の関係上。 

 一般職の臨時的任用職員及び非常勤職員の雇用等に関する規則。平成２３年、

去年の１０月１日、規則第１１号、「臨時職員等の服務については、正規職員に

準ずる」、５条。第１２条、賃金、報酬、手当等。「臨時職員等の職種や勤務時

間等に応じて、以下の各号に掲げる賃金又は」、これ全部読んでおったら切りな

いもんで。 

 先ほど１３万１，０００円の話出ましたけど、一番先に申し上げた能登町の

誕生したときには、臨時職員は日額、事務職員が５，８００円だけしか書いて

なかったんですね。それが去年の１０月に経験年数別ということで、５年未満、

５年から１０年という４段階に分けて、今総務課長がおっしゃった１３万１０

０円という賃金をつくったわけなんでしょう。条例で、規則で。その規則は、

ことしの４月１日から施行する。先ほど総務課長がおっしゃったそのとおりな

んですね。 

 ちょっと待ってくれと。同じ規則で改正されている。いつの間にやら。そし

て、服務に役職名をつけている。勝手に役職名をつける。第５条、追加で２項

というものを追加するんです。条例は議員の同意が要るんです。規則は勝手に

つけられるんです。だから最初に申し上げた任命権者というのは偉大な権力を

持つということはそういうことなんですよ。 

 そこで第２条、役務。役職もつけてやるぞ、追加「施設の長等として管理又

は監督の地位にある者その他重要な職にある者として町長が認めるものについ

ては、役職名を付すことができる」。先ほどおっしゃった好き嫌いで雇用してい

るんでない、一本釣りしてないと言いながら、自分で、おまえ課長のままに雇

って・・・。言っとるんでしょう。 

 まだもう一つ、１２条、賃金、報酬、手当等。追加「ただし、職務の性質、

内容が特に高度である者及びその他任命権者が特に認める者の賃金等について

は、任命権者が別に定めるものとする」と書いてある。課長で今までどおり給
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料やるさけ残っておれまと言うておるのと理屈は一緒ですよ。すごい権力なん

ですよ。 

 それであげくの果てに、経験年数別賃金月額がさっきは４ブロックに分かれ

ていた。ここに来て６月１８日で７ブロックにまた細かく分けてきて給料体系

決めてくるわけや。そして６月１８日にこの規則をつくった。これは６月１１

日に鶴野さんが一般質問した１週間後にこの規則を変えるという作業は、どこ

からこういうことをするんですか。そしてそれを７月１日から施行すると。７

月１日から施行するということは、再任用から臨時職員にかえるための作業で

しょう、これは。その前の改正前は、４月１日から施行する。改正して都合の

いいがにして、７月１日から施行する。まんま再任用の３カ月でしょうが。間

違った再任用の。 

 誰か答えてください。なぜこういうことをしなければいけないんですか。誰

の提案でこんなことをやっているんですか。答えてください。 

 

議長（久田良平） 

 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 奥成議員さんの質問に対して答えさせていただきます。 

 先ほど１１年前からそういう制度があったのではないかと。おまえは当然そ

のことはその立場上知っていただろうというふうな質問がありました。恥ずか

しながら正直に、再任用制度というのはまだ法制化になっておりません。今の

ところ推奨しておるというような段階ですが、熟読はしてございませんでした。

本当に申しわけありません。 

 ただ、私も定年前のというただし書きの部分が少し読み落としていたことは

事実です。 

 そういうことで現在、再任用制度で再任用になっておる人が２人、再任用か

ら臨時職員に切りかえた人が３人おいでます。計５人の人がそういう制度の中

で働いていただいております。 

 ただ、確かに私どもの進言でミスを犯しました。そのことはおわび申し上げ

て、これを改めるにすぐ６月の定例会でそういうふうな質問をいただきまして、

気がつきまして直させていただきました。そのことは本当に申しわけなかった。

初歩的なミスであったということはおわびします。 

 また町長も本会議上、謝り方がもう少し頭を深々と下げたらどうかという問

題もありますが、確かに間違いであったことは謝っておるのですから、またひ

とつよろしく善処願いたいと思います。 
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１０番（奥成壮三郎） 

 最後に。 

 

議長（久田良平） 

 あらかじめ申し上げたとおり持ち時間は４０分なので遵守願います。これを

最後にしてください。 

 １０番 奥成壮三郎君。 

 

１０番（奥成壮三郎） 

 済みません。わかりました。答弁求めませんので。 

 先ほど総務課長が、この春３人の方に意向を聞いたら３人残ったとおっしゃ

いましたし、去年の９月の答弁に去年の総務課長が、給料体系から何からが自

分で言っているんじゃないですか。給料体系のこと言っているでしょう、去年

の総務課長が。下野課長が去年の再任用の給料はこんな基準があるんです。臨

時職員はこんな基準があるんですと言っているんですよ。だから今、副町長言

うた再任用の認識が、１１年前から始まった再任用の認識が甘かったとか、当

の本人が再任用で残っておるしおかしいんですよ。当の本人がやめていたら、

それもそうだったのかなと。これだけ熟知している本人が再任用で残って、こ

れでもまだ気が済まん。臨時職員でもやったるわいとやられたんじゃ、町民の

税金を何やと思っておるということになるんですよ。あなた方、町民の税金を

好き勝手に使って、知らん間に規則を変え、何を変え、好き放題にしておると

思われても仕方ない。先ほどグラフに示した規則の変更、勝手なことをやって

おるんです。そして慌てて臨時職員でやらせる。そんな無茶な行政では話にな

らん。 

 答弁は求めませんので、今後気をつけてください。 

 

議長（久田良平） 

 それでは次に、１２番 宮田勝三君。 

 静粛に願います。 

 

１２番（宮田勝三） 

 おはようございます。 

 連日の雪で建設課の除雪の方々も対応に苦慮されておるかと思います。前段

に雪のことを話してみますが、万全を期すという町長の言葉がありました。除

雪を承る業者も大変少のうございまして、なかなか対応に苦慮されているのが
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建設課の方々ではないのかなと。改めて請け負った路線に大変苦情も入ってい

るやに聞いております。今後ますます雪が考えられますので、大変でしょうけ

れども住民の足の確保、安全の確保ということでご尽力を願えればと、そうい

うふうに思います。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 先ほど来、非常に細かく条例や法律に基づいたお話がありましたけれども、

私のほうからは簡単に、道義的にどうなのか、倫理的にどうなのかということ

で、まちづくりは人づくり、そういう観点で質問をさせていただきたい。私の

あさはかな思いを述べさせていただきたいと思います。 

 まちづくりは人づくりからだと思うのは私だけではないかと思います。昨日、

町長のどなたかの答弁にも町をつくるには人づくりからだというような言葉も

あったかに思います。 

 一言に人をつくるといっても大変幅が広うございますし、また、いろいろな

広い意味もあろうかと思われます。例えば簡単に、理性の働く人やとか、親切

な人や、優しい人や、相手の気持ちになってあげられるような人だとか、ある

いは誠実な人だとか、また企業でいうならば会社のことに汗を惜しまず流すよ

うな人だとか、こういうように最後に人をつけて評価をするというか、そんな

言葉はまだまだ山ほどあろうかと思います。 

 しかしながら、表現はたくさんありますけれども、このようなことが人づく

りと思っておられるとは思いませんが、町長の思いを問いたいと思いますし、

私はどうしてもまだまだまちづくりに関して大事な人づくりがなされていない

のではないのかな、そんなふうに思ってならないのでありますので、まずこの

ことに関して町長のご答弁を願いたいと思います。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 現在の自治体というのは、自己決定、自己責任の原則に基づきまして効果的

で自立した自治体経営が求められております。米沢藩主の上杉鷹山という家臣

がいましたが、「なせばなる なさねばならぬ何事も ならぬは人のなさぬなり

けり」という歌を教訓として読み与えたという話は有名でありますが、どんな

ことでも強い意思を持ってやれば必ず成就するという言葉で、やる気の大切さ

を説いているものであります。 

 人材育成というのは、もちろん財政再建に直結するものではありませんが、

人を育て、そしてやる気を引き出すことは町にとっても大変重要な問題であり
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ます。これこそが将来のまちづくり、ひいては町立て直しに役立つものと考え

ておりまして、昨日の志幸議員の質問にも、まちづくりの基本は人づくりとい

うふうに答弁させていただきました。 

 

議長（久田良平） 

 １２番 宮田勝三君。 

 

１２番（宮田勝三） 

 私もそう思います。よく大手の会社の社長さんのインタビューやいろいろな

諸会議の中でとか、いろんな場面で、おたくさんの社員はよく社長についてこ

られてすばらしいですね、どんな教育をされていますか。いやいや、私は何も

していませんよという。何もしていませんよという言葉が出ます。それはまさ

しく、その方の背中がすばらしいのであろうかなと、そんなふうに思います。

口で言って指導するよりも、まさしく自分のみずからの行動力や発言やそうい

ったことのもろもろのことが背中に映し出されていて、その背中を見て皆さん

が後をついてくる。そういうことであろうかなと。 

 教育にはたくさんあろうかと思います。確かに細かいことはあります。例え

ば接遇。これも一つ、注意をしておきたいんですが、私も何度か行政に電話を

します。「はい、能登町役場です」。今では、です調はだめなんですよね。どち

らかといいますと。「はい、能登町役場でございます」。町長ご自身も身内の方

の教育を聞いておられると思うんですが、恐らくや「何々でございます」、そん

なご時世になっております。 

 だから細かいことは言いませんが、しかしながら一つだけ褒めておきます。

職員にはすばらしい方もおいでることをまずもって報告もしておきます。一つ

例を挙げておきます。非常に対応がよかった。宮田君、言葉を届けておいてく

れよ、そんな方も中におりました。それは接遇であったのかなと、そんなふう

に思います。 

 しかしながら、町長のまちづくりについてくる姿というのは、そういったも

のを全て網羅をしながら町長の背中を見て、行政に前向きな姿勢で、町長のま

ちづくりに率先して汗を流そうかというような思いを抱かせるようなことが教

育でなかろうかな、人づくりでなかろうかな。政治に関して、まちづくりに関

して、そう私は思うわけであります。 

 そこでまず、次の点に入らせていただきますが、町長と副町長にお尋ねをし

たいと思います。町長は、一つだけ私、条例を見ましたが、町長は課長を評価

する立場であるやに思います。そしてまた、副町長は課長補佐以下級の方を評

価かすると、たしかうたってあったかに思います。これは間違いないと思いま
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す。しかしながら、評価をするのはいろんな角度の評価もあろうかと思います

が、やはりそういった方々の評価をする立場であるならば、自信を持ってお二

方の背中を見てもらえるだけのことがなされているのか。日々どのようなご努

力、配慮をもって仕事に当たっておられるのか。 

 万人心を異にすると一人の役にも立たないというような言葉があります。ま

ちづくりを考えたときに、どのような気持ちで３００、４００名の職員を心を

一つにできるのか。常々の努力の中で思いがあろうかと思いますし、まちづく

りに関しては３００、４００の職員はもとより、その職員が一つになるがゆえ

に２万町民の心が一つになって持木町政を助けようか、協力しようかというこ

とになろうかと思いますので、どのような配慮、気持ちを持って日々業務に当

たっておられるのか、お二方のお気持ちを聞かせていただきたいと思います。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 私自身も完璧な人間ではないと思っております。いろんな間違いもしますし、

いろんな失敗もするのも事実であります。しかしながら、先ほどの上杉鷹山で

はありませんが、民の見本となれという言葉があります。やはり部下の見本と

なるというのが上に立つ者の精神を説いているというように思います。なせば

なるの気概の精神は、部下だけではなくて私自身も当てはめて、職員の先頭に

立って実行していかなければならないと思っていますので、これからもしっか

りと見本となるような気持ちで取り組んでまいりたいというふうに考えていま

す。 

 

議長（久田良平） 

 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 私自身、まだまだ至らないところが多い人間だと思っております。人生七転

び八起きと申しますが、失敗に失敗を重ね、また立ち直っていく。そんな思い

の中で仕事を進めてまいりたいと思いますし、部下に関しまして、私自身も含

めて失敗を恐れずチャレンジしていただきたいと。そういうことを常々思いな

がら指導しているつもりであるし、自分自身もそうあるべきだと思っておりま

す。 
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議長（久田良平） 

 １２番 宮田勝三君。 

 

１２番（宮田勝三） 

 昨日、向峠議員が広報の中身を拾い上げて、私ももう一度言わせていただき

ますが、同じことを述べて申しわけございません。「一人一人の意識が変われば

能登はもっとすばらしい場所になる」。「能登の未来を担うのは子どもたちだ。

わたしたち大人が、子どもたちに前向きに生きる背中を見せることが、能登の

未来につながっていく」。確かに子供たちに見せていただきたい。しかしながら

私の言いたいのは、職員に見せていただきたい。町民に見せていただきたいと

思って、もう一度問います。 

 行政は、議会と両輪のごとしというような言葉を常々聞いておられると思い

ますし、私も何度となくこの言葉を聞かせていただきました。議会人として、

あなた方に少なくともこうであるべきではないのかな、ああであるべきではな

いかな、こんなことも聞いたぞ、あんなことも聞いたぞ。町長、先ほどの初段

の答弁に、評価をすることを受け身に捉えてもらっちゃ困る。これを盾にして

頑張ってもらいたいからなんだと。あなた方は、こういった言葉をもって、あ

なた方に足を運ばれた方々に受け身にとっておられたんじゃないですか。それ

を受け身にとったんじゃまずいんですよ。少なくとも届けた方には、耳に入れ

たら言葉にして思いを届けてあげる。そういう姿勢が私は何度となく聞いてお

ります。きちっとした返答もない。すこぶる残念です。 

 何か不可思議な顔をしておりますけれども、私どもの身分の方の中で、こん

なこと、あんなこと、どうしとるんや、なかったんですか、あったんですか、

こうしちゃいけないんじゃないですか。何度となくいろんなことを届けておら

れる方がおいでますよね。そういう方に関してのしっかりとした態度、表明、

言葉がかけられていないことが多々あろうかと思います。首をかしげておりま

すので言いたいんですが、細やかに言う場所でもありませんので言いません。 

 そういうことで私は、少なくとも受け身じゃない、しっかりと胸にとめて反

省もし努力もし、職員にあなた方のすばらしい背中を見せていただくための汗

を流していただきたい。 

 副町長にお尋ねします。副町長、１０月２９日、あなたの行動は職務専念の

義務を全うされておりますか。１０月２９日、ご存じだと思います。私はあな

たの背中を見ました。全うしたと思っておられるなら全うしました、はっきり

とお答えを願いたいと思います。 

 

議長（久田良平） 
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 副町長 田下一幸君。 

 

副町長（田下一幸） 

 １０月２９日と言われれば、ここの事業で話ししますと、久田船長さんの追

悼式があった日かと思います。その日は私はその会に、式典には出させていた

だきまして、その後の直会（なおらい）という行事がありましたが、体調不良

ということで若干連絡もせず早退をいたしました。その連絡しなかったこと自

身が悪いと思っています。そういうことは、そういう意味では全うしたか、完

全に全うしたかということになれば、少し周りに対する配慮が足りなかったな

という反省をしております。 

 

議長（久田良平） 

 １２番 宮田勝三君。 

 

１２番（宮田勝三） 

 副町長の職務、ある意味では町長以上な職責、重責であろうかと思います。

あなたは連絡室に報告もなし、当時はなおらい会に出るということで連絡室は

受けております。あの日は志幸議員も河田議員もおられました。私も２年連続

で出席を、ことしは議長の代役ということもありまして出席をさせていただき

ました。ことしは日本郵船の船長の資格を持つ中矢眞央さん、海務グループ長

だそうです。農林総合事務所所長さんも来ておられました。なおらい会、その

前に写真撮影もありました。たまたま１１０年という節目の年でありました。 

 あなたは記念写真に入ることもなく、なおらい会に出ることもなくおうちへ

帰られた。おうちへ帰られて何しておりましたか。見ましたよ、私。言おうと

思いましたけど言いません。あなたの姿は外にありましたね。私は連絡室に怒

る気力もなかったんです。残念なんです。一町民として、本当にきれいごとじ

ゃないんです。あんな残念な姿を見たのは私は初めてだったんです。 

 きょうこんなこと言いたくなかったんです。いろんなことの蓄積の中で、田

下副町長の名前がいろんなところで出てくる。あなたの背中を見て皆さんがつ

いてくるようなことをやっていただきたい。そんな思いできょうは言っている

んですよ。しっかり胸にとめていただきたい。 

 久田船長という言葉を出されましたから、知らない方もおいでますでしょう

から言います。日本郵船という船の初代の船長さんが鵜川地区におられたわけ

です。久田佐助さんというすばらしい方ですね。青森を出て函館に向かってい

る途中にロシア貨物船に、何か石炭を積んでいる船だと聞いておりますけれど

も衝突され、数字は細かく言いませんがざっと１００名ほどの半分の方が亡く
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なった。あとの半分の方は救命ボートに船長みずからが皆さんを指導して乗せ

て、自分は船員の友達が、部下が、船長あなたも避難しましょうや、いやいや、

わしはそんなわけにいかない。船体に体を縛って汽笛を鳴らしながら、その汽

笛も書いてあるのを見ると、汽笛が鳴らないことによって二次災害が起きんと

も限らないから鳴らして海中深く沈んでいかれた。すばらしい方なんです。 

 小学校国定教科書、久田船長、今でも鵜川の小学校の子供たちが教育の一環

としてこの朗読をされております。ことしも細口さんという方と藤谷さんとい

う方が朗読しました。涙が出ないばかりでございます。毎回聞いても。 

 なぜあなたは体調、体調と言われては目に見えないんですが、おうちへ帰ら

れた姿は、おうちに帰ってからの外にいる姿、あなたは鵜川地区。鵜川地区に

あるこういうすばらしい慰霊式。慰霊式の会場から二、三百メートルしか離れ

てなかったんですよ。町長の代理で行かれたんですよ。町長以上に鏡になって

いただきたい。 

 もうこれ以上言いませんが、職員が課長に耳を傾け、課長が副町長に耳を傾

け、町長に副町長が耳を傾け、逆に町長が副町長に耳を傾け、副町長が課長に

耳を傾け、課長が職員に耳を傾ける。そんな人づくりができないんですか。す

ばらしい町になると思いますよ。 

 私は、これ以上質問はいたしません。副町長、あなたの良識ある行動、判断

を私は望みます。 

 町長、この久田船長のときにそういうことがあって、私も忠告しました。そ

の後、こんなことがあったよと届けた方もいます。そのときは町長知らないと

言った。副町長は、その日の行動を全然報告もしてないんですよ、そうなると。

聞いていても聞いてないというようにおっしゃったのかもしれませんけれども。

そういう町民からもお叱りを私も受けました。私も残念でした。そういう立場

の方を町長が擁護するとなれば、町長も任命責任を問われることになります。 

 お２方でしっかりとご相談をして、まちづくりに励んでいただきたい、人づ

くりをしていただきたいということを申し上げて、終わりにさせていただきま

す。 

 議長、ありがとうございました。 

 

議長（久田良平） 

 答弁漏れはございませんか。よろしいですか。 

 

１２番（宮田勝三） 

 答弁は、お２人で考えてから後ほど。 
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休   憩 

 

議長（久田良平） 

 ここでしばらく休憩いたします。再開時間は１１時２０分からとします。よ

ろしくお願いします。（午前１１時０８分） 

 

再   開 

 

議長（久田良平） 

 休憩前に続き、会議を開きます。（午前１１時２０分再開） 

 それでは次に、７番 河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、質問させていただきた

いと思います。 

 ことしもあと半月余りで終わろうとしております。ことし１年間を振り返り

ますと、１月１７日の千葉県流山市と姉妹都市の提携、また引き続き先月２３

日には宮崎県小林市との姉妹都市提携がなされまして、今後はいろいろな世代

での交流の輪が広がることを町民とともにご期待申し上げたいと思います。 

 それでは通告に従いまして、まず初めに、間もなく２期目を終えるに当たっ

て総括について町長にお尋ねしたいと思います。 

 就任以来７年８カ月を経過してまいりました。その間における持木町長にお

かれては、まさに大変なご苦労の日々であったのではないかなというふうなこ

とをまず感じております。 

 と申しますのも、２町１村での合併でございます。そしてまた、１７年３月

１日の合併日に向けてのまさに急ぎ働きの中で合併協議も行われてまいりまし

た。一部の公共事業、手数料等々については決定されたとはいえ、多くの全て

にわたりましては合併後に協議というふうなことで、非常にたくさんの課題を

抱えての町長の就任ではなかったかと思っております。また、さきに申し上げ

ましたように２町１村の合併ということで、職員同士の交流、また議員との交

流、非常にここらは希薄でなかったかとも思います。その点、それぞれの心を

捉える中には相当なご苦労があったのではないかと拝察いたします。 

 また、補佐していただいた山元前副町長、田下副町長、また中口教育長も、

それぞれがそれぞれの仕事を一生懸命やっていただいて、そしてまた大過なく

きょうを迎えておるのが今の町政の現状でなかろうかと思うわけでございます

けれども、そうした中、まずその間の感想を町長にお聞きいたします。 
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 町長は旧能都町長の当時から、特に教育と福祉、教育においては、とりわけ

子育て支援についてはまさに全力投球をしていただきました。その結果におい

ては、子供医療については中学生まで拡大、学童保育の充実、予防接種の拡充、

そして学校の耐震化事業の実施というふうに非常に子育てするのは能都町でと

いうふうな言葉を、当時子供を教育している、子育てをしている親御さんから

よく聞かれました。そのような中で一生懸命にきょうまでやってこられたのが

私は現状ではないかなというふうなことを思っております。 

 また、就任前におきましても、先ほど申し上げたように２町１村の合併であ

って、常に政治姿勢というものは対話と協調、いわゆる話し合いをしながらそ

れぞれが譲り合っていくというふうな形を基本姿勢にとられて、そして同時に

その底流を流れておるのは、主役は住民であるという原点を常に忘れることな

く、私は全力でやっていただいたんではないかなと思っております。 

 しかし、ここに至って、景気の低迷から税収の伸びは非常に望める額が薄く

なってまいりました。能登町における財政運営は非常に大変な時期でないかな

と思っております。今ほど申し上げました町長以下特別職においても、期末手

当のカット、それぞれの給料のカット、そしてまた、それを受けて職員におか

れましても勧奨退職の推進というふうに、それらのみんなの気持ちがまさに一

つになって能登町はここまでやってこられたのではないでしょうか。そのおか

げの中で、能登町は県下最悪であった財政指数の改善はほかの市町の類を見な

いほど改善がなされております。非常に地味な町政運営でなかったかなと思い

ますけれども、合併をして能登町としての確実な一歩一歩を私は歩まれた７年

８カ月でなかったかなと思います。 

 それらのことを総括しても、全て最初だったとき、最初の議会は議員は特例

期間をいただきまして４１人というマンモス議会の中で最初の町政運営を任さ

れたわけでございますけれども、非常に苦慮されたんでないかなと思っており

ます。当時としては、旧村長から引き継いだ学校の廃合問題、コミュニティ施

設の建築、これらについてもいろいろなことがとやかく言われました。また、

同時に指定管理者制度の導入に伴い、ふれあい公社の運営問題、それらの責任

全て町長の双肩にかかってきて、これらの運営も大変ではなかったかというわ

けですけれども、ここ７年と、そして８カ月を終えた今、町長の率直なご意見、

感想をまずはお聞かせいただきたいと思います。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 
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 まず、この２期を振り返っての感想ということでありますが、新生能登町の

職務執行者でいらっしゃいました田形功さんからこの職を引き継ぎまして７年

８カ月、振り返りますとがむしゃらにあっという間に過ぎたというように感じ

ております。 

 これまでを顧みますと、合併直後の平成１７年度、我が町の当初予算は１２

億もの基金を取り崩し、各種財政指標も極めて悪かったことから、雑誌等で危

険自治体として紹介されるなど、決して順調な船出ではありませんでした。町

の礎を固めるにも、合併翌年から４年間、集中的改革プランを実行、財政再建

に取り組み、全ての事務事業の見直しや町債の発行の抑制、繰り上げ償還など

あらゆる施策を行いながら、議会を初めとする各種団体や町民の皆様の温かい

ご理解、ご支援のおかげをもちまして、最悪の事態だけは回避できたものと思

っております。 

 また、平成１９年３月２５日の能登半島地震では２，０００世帯以上で断水

し、家屋の倒壊、損傷、そして道路の損壊など、今まで経験したことのない地

震に見舞われ、その後も観光客が戻らないといった二次被害も発生しました。

このように極めて困難な状況ではありましたが、能登町第１次総合計画を策定

し、一歩ずつではありますが着実に前に進んでまいったと思っております。 

 例を挙げますと、ハード面では有線放送設備の全町整備や県内唯一の能登海

洋深層水の施設の完成、そして北河内ダムや宇出津港いやさか広場、新町通り

線１期区間、松波地区管渠工事など、旧町村のころからの悲願であった大型プ

ロジェクトを次々と完了することもできました。また、能都中学校の完成、そ

して学校の耐震化も行えたというふうに思っております。 

 ソフト面では、議員もおっしゃるように長年友好都市として交流を続けてま

いりました千葉県流山市との姉妹都市を締結、元来姉妹都市でありました宮崎

県野尻町が小林市となったため、改めて姉妹都市を締結し、今後は教育、文化、

産業、経済など、旧来の交流にとらわれず、さまざまな分野での交流を促進し、

相互の活性化につながるよう取り組んでまいりたいと思っております。 

 能登全体で見ますと、私が保存会の会長を務めております農耕神事「あえの

こと」がユネスコの無形遺産に登録され、昨年６月には能登の里山里海がＦＡ

Ｏ（国際連合食糧農業機関）の世界農業遺産に認定されるなど、先祖より受け

継ぐ伝統や自然が価値あるものと評価されるなど、加速によって失いかけてい

た誇りを呼び戻すことができたと思っております。 

 また、町民大運動会の開催、能登町音頭の作成、東海大学との包括的な連携

など、町民が主体となって新たな取り組みも生まれてきており、町の創成期、

成長期を着実に歩んでまいったということを申し上げて、感想とさせていただ

きたいというふうに思います。 
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議長（久田良平） 

 ７番 河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 ありがとうございました。 

 それでは次に、２点目の来春行われますところの町長選挙への考えについて

お聞かせいただきたいと思います。 

 本年の３月議会において、特に水道事業会計での平成２４年度から使用料の

値上げがいろいろ議論された中で決定しております。町民の間では、それらの

ことについても話題も聞かれてまいりましたが、しかしながら２５％ほど上げ

たからといって決して健全な特別会計の運営でないというのは皆さんご承知の

とおりであると思います。 

 これらの問題を今後にわたってどのように解決していくのか、来年度におい

てももう既にどの程度の赤字が見込まれるのか把握されていると思いますし、

有収率の向上のため、老朽管の更新の必要性とそれにかかる経費も把握されて

いると思います。 

 そのようなことを考えたとき、東日本大震災などを踏まえ、今後も公共施設

の耐震化の要望も強まったり、老朽建物の解体などの要望もふえる中、財政は

本当に硬直した中でそれらの希望をかなえるだけの数字は見えてこないのでは

ないでしょうか。そうした現況下で今言われているのは、まさにさらなる財政

の健全化でないかと思います。 

 と申すならば、あえて大きな夢を持って能登町にこういう施設をつくりたい

んだ、こういう機能をさせたいんだという皆さんの幸せのためにこういうもの

を行いたいんだというのも論じ合うときかどうかということもありますし、そ

うした財源の厳しい折ならばこそ、それぞれの知恵を絞り合ってさらなる能登

町の発展、町民の幸せを求めていくのが私はトップリーダーじゃないかなと。

また職員の皆さんでないかなというふうに思っております。 

 そこで持木町長におかれましては、いろいろと思いもあるでしょう。来春行

われます町長選挙についての対応について、お心の内をお聞かせいただきたい

と思います。 

 

議長（久田良平） 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 
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 私は常々より、町民の皆さんが住んでいてよかったと実感していただけるま

ちづくりを目標に行政運営を行ってまいりましたが、昨年発生しました東日本

大震災の被災地を拝見いたしましても、防災対策の重要性を再認識しましたし、

そのほかにも消防無線のデジタル化や上水道の老朽管更新、宇出津駅跡地周辺

整備、自主放送設備のハイビジョン化など、早急に取り組むべき課題も多々あ

ると思っております。 

 私はこの７年８カ月、能登町の未来のため福祉や教育、防災に加えて、財政

健全化、基幹産業である農林水産業の基盤整備に取り組んでまいったわけです

が、ある程度の行政基盤は固めることができたかとは思っております。私とし

ましては、これまでの考えを踏襲しながら、超高齢化時代の中、町の成長期か

ら成熟期へと着実に渡していくことが自分の責務であると考えております。 

 それで、再度町民の皆様のご理解をいただけるならば、これまでの歩みをさ

らに一歩前に進めるため、さらなる努力を重ね、能登町のため、町民のために

誠心誠意尽くしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議長（久田良平） 

 ７番 河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 強い意思での来春の町長選挙に臨まれるとの答弁をいただきまして、さきに

も申し上げましたが、これから先に求められるのは引き続いてさらなる財政の

健全化にあると思います。これまでの経験をもとにぜひ引き続いて町政のかじ

取りをお願いし、質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

議長（久田良平） 

 答弁漏れございませんか。よろしいですか。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

散  会 

 

議長（久田良平） 

 本日の日程は全部終了いたしました。 

 次会は、明後日１２月１４日午後１時３０分から本議場で開会いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 
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 大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

散 会（午前１１時３５分） 
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開議（午後１時３０分） 

 

開    議 

 

議長（久田良平） 

ただいまの出席議員数は地方自治法第１１３条に規定する定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでございます。 

あらかじめ、本日の会議時間を延長しておきます。 

 

議案上程 

認定第１号から認定第１３号 

 

議長（久田良平） 

去る、９月定例会で閉会中の継続審査となっていました、日程第１ 認定第１

号「平成２３年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について」から日程第１

３認定第１３号「平成２３年度能登町病院事業会計決算の認定について」まで

の１３件を一括議題とします。 

  

委員長報告 

 

議長（久田良平） 

決算特別委員長の報告を求めます。決算特別委員長 奥成壮三郎君。 

 

決算特別委員長（奥成壮三郎） 

 決算特別委員会の報告をいたします。 

平成２３年度決算の認定につきまして、決算特別委員会における審査の経過

および結果についてご報告いたします。 

本決算特別委員会に付託されました案件は、平成２３年度能登町一般会計決

算のほか１０特別会計決算および２事業会計決算の認定であり、さきの９月議

会定例会で６名の委員で本委員会が構成され、閉会中も継続して審査すること

とされたものであります。 

これら各会計決算の審査につきましては、１０月９日から１０月１７日まで

に６回の委員会を開催し、決算書・主要施策の成果説明書・各種報告書および

監査委員の審査意見書などに基づき、関係当局から詳細な説明を聴取し、予算

執行が適切かつ効率的に行われたかについて慎重に審議したところであります。 
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その結果、認定第１号平成２３年度能登町一般会計歳入歳出決算から認定第

１３号平成２３年度能登町病院事業会計決算までの１３件については、全会一

致をもって原案のとおり認定することに決定いたしました。 

なお、審査の過程において各委員から指摘のあった主な意見について、ご報

告申し上げます。 

まず、歳出からですが、毎年、職員研修費が計上されていますが職員の資質

向上を図ることは住民サービスの充実であり、今後一層の活用を図るとともに

職員の管理指導に一層努められたい。また、能都埋立処分場の施設延命を図る

ため、より一層のゴミ分別の広報を強化するとともに、埋立処分場代替地の検

討をすべきであると思われます。また、遊休地においては、有効活用できる施

設、できない施設を見直し、再利用・休止・廃止・売却を検討されたい。また、

病院事業に対しては救急・地域医療に継続的にあたるため今後も医師・看護師

の確保について対策を講じられたい。また、水道事業においては、本年の渇水

対策を教訓として今後一層の管理体制を強化し、持続可能な経営をするため有

収率の向上を図るとともに経費の削減により一層努めてもらいたい。また、町

営住宅整備についてはマスタープランに基づき整備をされているが、耐用年数

を経過した住宅も見受けられるので安心できる住宅環境の整備促進を図っても

らいたい。 

次に歳入ですが、例年のごとく町税等の滞納金や各種負担金等の未収入金が

多額であり、税負担等の公平性から関係各課が連携して適正な処理を図り解消

に努められるとともに納税相談等業務体制の改善を図ってもらいたい。また、

特に国営農地開発事業に伴う未納負担金の解消に一層努めてもらいたい。次に

財政面について実質公債費比率が１７，０％でガイドラインの１８％を下回り

起債制限比率も９．９％と改善されているが引き続き気を緩めることなく努め

て頂きたい。また、全般的に町税滞納等に対する徴収率の向上については、町

の自主性・自立性を高め住民生活環境の改善を推進する観点からも非常に喜ば

しいことではあるが、低迷を続ける町経済活動を向上させるとともに町の主要

産業である一次産業の活性化を図り健全な町財政の継続により一層努めてもら

いたいことを要望し、決算特別委員会委員長報告とさせていただきます。 

以上で終わります。 

 

議長（久田良平） 

以上をもって、決算特別委員長の報告を終わります。 

 

質    疑 

 



- 114 - 

議長（久田良平） 

これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（久田良平） 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（久田良平） 

これから、採決を行います。 

お諮りします。 

認定第１号「平成２３年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

認定第２号「平成２３年度能登町有線放送特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

認定第３号「平成２３年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

認定第４号「平成２３年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

認定第５号「平成２３年度能登町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

認定第６号「平成２３年度能登町観光施設特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

認定第７号「平成２３年度能登町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
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について」 

認定第８号「平成２３年度能登町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」 

認定第９号「平成２３年度能登町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」 

認定第１０号「平成２３年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 

認定第１１号「平成２３年度能登町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

認定第１２号「平成２３年度能登町水道事業会計決算の認定について」 

認定第１３号「平成２３年度能登町病院事業会計決算の認定について」 

の以上１３件に対する委員長報告は認定であります。 

委員長報告のとおり認定することに、賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（久田良平） 

起立全員であります。 

よって、認定第１号から認定第１３号までの以上１３件は、原案のとおり認

定されました。 

 

議案上程 

議案第８１号から議案第９１号 

請願第５号 

 

議長（久田良平） 

次に、日程第１４議案第８１号「平成２４年度能登町一般会計補正予算」か

ら日程第２３議案第９０号「平成２４年度能登町水道事業会計補正予算」まで

の１０件、及び、日程第２４議案第９１号「能登町暴力団排除条例の一部を改

正する条例について」から日程第３４請願第５号「文化施設の整備促進につい

て」までの１１件、併せて２１件を一括議題といたします。 

 

委員長報告 

 

議長（久田良平） 

常任委員会に付託審査を、お願いしました案件について、各常任委員長の報
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告を求めます。 

総務常任委員長 奥成壮三郎君。 

 

総務常任委員長（奥成壮三郎） 

 総務常任委員会に付託されました案件の審査結果について、ご報告いたしま

す。 

議案第８１号「平成２４年度能登町一般会計補正予算（第４号）歳入及び所管

歳出」 

議案第８２号「平成２４年度能登町有線放送特別会計補正予算（第１号）」 

議案第９１号「能登町暴力団排除条例の一部を改正する条例について」 

議案第９２号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について」 

議案第９３号「能登町税条例の一部を改正する条例について」 

議案第９７号「石川県市町村消防賞じゅつ金組合規約の一部変更の協議につい

て」 

議案第９８号「石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合規約の一部変更の

協議について」 

以上７件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上をもって報告を終わります。 

 

議長（久田良平） 

次に教育民生常任委員長 市濱等君。 

 

教育民生常任委員長（市濱等） 

 教育民生常任委員会に付託されました案件の審査結果について、ご報告いた

します。 

議案第８１号「平成２４年度能登町一般会計補正予算（第４号）所管歳出」 

議案第８３号「平成２４年度能登町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」 

議案第８４号「平成２４年度能登町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」 

議案第８５号「平成２４年度能登町介護保険特別会計補正予算（第２号）」 

議案第９４号「能登町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例の制定について」 

議案第９５号「能登町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の制定について」 

議案第９６号「能登町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例の一部を改正す

る条例について」 
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議案第１００号「公の施設の指定管理者の指定について」 

以上８件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に請願第５号「文化施設の整備促進について」は、今後も調査が必要であ

ると判断し継続審査といたしました。 

以上をもって報告を終わります。 

 

議長（久田良平） 

次に産業建設常任委員長 小路政敏君。 

 

産業建設常任委員長（小路政敏） 

 産業建設常任委員会に付託されました案件の審査結果について、報告いたし

ます。 

議案第８１号「平成２４年度能登町一般会計補正予算（第４号）所管歳出」 

議案第８６号「平成２４年度能登町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」 

議案第８７号「平成２４年度能登町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）」 

議案第８８号「平成２４年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第

１号）」 

議案第８９号「平成２４年度能登町簡易水道特別会計補正予算（第１号）」 

議案第９０号「平成２４年度能登町水道事業会計補正予算（第２号）」 

議案第９９号「「能登町公共下水道小木浄化センターの建設工事委託に関する

協定の締結について」の議決の一部変更について」 

以上７件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上をもって報告を終わります 

 

議長（久田良平） 

以上をもって、各常任委員長の報告を終わります。 

 

質    疑 

 

議長（久田良平） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（久田良平） 
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質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（久田良平） 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採   決 

 

議長（久田良平） 

これから、採決を行います。 

お諮りします。 

議案第８１号「平成２４年度能登町一般会計補正予算」 

議案第８２号「平成２４年度能登町有線放送特別会計補正予算」 

議案第８３号「平成２４年度能登町国民健康保険特別会計補正予算」 

議案第８４号「平成２４年度能登町後期高齢者医療特別会計補正予算」 

議案第８５号「平成２４年度能登町介護保険特別会計補正予算」 

議案第８６号「平成２４年度能登町公共下水道事業特別会計補正予算」 

議案第８７号「平成２４年度能登町農業集落排水事業特別会計補正予算」 

議案第８８号「平成２４年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計補正予算」 

議案第８９号「平成２４年度能登町簡易水道特別会計補正予算」 

議案第９０号「平成２４年度能登町水道事業会計補正予算」までの以上１０件

に対する委員長報告は、原案可決です。 

委員長報告のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（久田良平） 
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 ありがとうございました。 

起立全員であります。 

よって、議案第８１号から議案第９０号までの以上１０件は、委員長報告の

とおり可決されました。 

次に、 

議案第９１号「能登町暴力団排除条例の一部を改正する条例について」 

議案第９２号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について」 

議案第９３号「能登町税条例の一部を改正する条例について」 

議案第９４号「能登町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例の制定について」 

議案第９５号「能登町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の制定について」 

議案第９６号「能登町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例の一部を改正す

る条例について」 

議案第９７号「石川県市町村消防賞じゅつ金組合規約の一部変更の協議につい

て」 

議案第９８号「石川県市町村消防団等公務災害補償等組合規約の一部変更の協

議について」 

議案第９９号「「能登町公共下水道小木浄化センターの建設工事委託に関する協

定の締結について」の議決の一部変更について」 

議案第１００号「公の施設の指定管理者の指定について」の以上１０件に対す

る委員長報告は、原案可決です。 

委員長報告のとおり決定することに、賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（久田良平） 

起立全員であります。 

よって、議案第９１号から議案第１００号までの以上１０件は委員長報告の

とおり可決されました。 

次に請願第５号「文化施設の整備促進について」に対する委員長報告は、継

続審査であります。委員長報告のとおり継続審査とすることにご異議ございま

せんか。 

 

（「異議なし」の声） 
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議長（久田良平） 

異議なしと認めます。よって、請願第５号は、委員長報告のとおり継続審査

とすることに決定いたしました。 

  

休    憩 

 

議長（久田良平） 

ここで、しばらく休憩します。（午後１時５５分） 

 

再    開 

 

議長（久田良平） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。（午後２時５分） 

 

日程追加 

 

議長（久田良平） 

お諮りします。 

本日、教育民生常任委員長 市濱等君から発委第５号「石川県におけるドク

ターヘリの早期配備を求める意見書の提出について」及び議会運営委員長 鶴

野幸一郎君から発委第６号「能登町議会会議規則の一部を改正する規則につい

て」と発委第７号「能登町議会委員会条例の一部を改正する条例について」並

びに選挙第１号「能登町選挙管理委員及び補充員の選挙」が追加提出されまし

た。これを日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２、追加日程第３、追加

日程第４として日程の順序を変更して直ちに議題にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

 よって、以上の４件を日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２、追加日

程第３、追加日程第４として、日程の順序を変更して直ちに議題とすることに

決定いたしました。 

  

議案上程 

発委第５号 
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議長（久田良平） 

追加日程第１発委第５号「石川県におけるドクターヘリの早期配備を求める

意見書の提出について」を議題といたします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（久田良平） 

提案理由の説明を求めます。教育民生常任委員長 市濱等君。 

 

教育民生常任委員長（市濱等） 

 発委第５号趣旨説明を行います。ただいま上程されました発委第５号「石川

県におけるドクターヘリの早期配備を求める意見書の提出について」の趣旨説

明をいたします。 

医療環境の充実は、人々が安心して暮らし地域の活性化が図られていくため

の基盤となるものである。石川県は、県当局及び医療関係者の努力により医療

の先進県と言われ、救急車による救急要請から病院収容までの所要時間をみて

も、県平均 28 分 42 秒と全国平均の 36 分 06 秒を上回っている。しかしながら

これは、金沢市などの県中央部における市街地において速やかな搬送が可能と

なっている故であり、南加賀地区では 31 分 30 秒、奥能登地区に至っては舳倉

島を除く平均でも 1 時間 00 分 43 秒というありさまである。 

 一刻を争う救急医療において、このような石川県の状況は非常に深刻である

と言わざるを得ない。 

 救急医療用ヘリコプター、いわゆるドクターヘリはこの状況を大きく改善す

る。ドクターヘリは、救急医療に必要な資機材を搭載しており、救急医療の専

門医等が搭乗し傷病者の現在する場所や機内における速やかな治療の実施、ま

た搬送を可能とし、傷病者の救命、後遺症の軽減等に大きな効果をもたらすも

のである。 

このようなことから、平成 19 年には、全国各地からの声を受けて、ドクター

ヘリを用いた救急医療の確保に関する特別措置法が制定され、その後国の補助

制度も創設されている。 

 これを受けて全国的に県レベルで法の趣旨により、ドクターヘリの導入が主

体的に検討され、県単独助成制度なども準備された結果、地勢の特性による複

数機の配備など導入が着々と進み成果が挙がっている。今や北陸三県のみが空

白地域と言って過言ではない状況である。 

 よって、石川県におかれては、下記事項を速やかに実現されるよう強く要望

する。 

１ 特別措置法の趣旨に基づき、ドクターヘリの導入に向けた具体的検討及び

施策を速やかに実施すること。 
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２ ドクターヘリの配備については、基地病院から現場への飛行時間が 15 分以

内であることが救命に最も有効とされている。従って南北に長い地勢を考慮し

県下２機配備とすることが必要であるが、搬送時間等がより厳しい状況にある

能登地域における導入を第一に行うこと。 

３ ドクターヘリの導入及び運営についての財政負担については、県単独の助

成制度を設け市町及び医療機関に負担が生じないようにすること。 

なお、提出先につきましては、石川県知事です。 

議員各位におかれましてはご審議のうえ、何とぞご賛同賜りますよう宜しく

お願い申し上げます。 

 

議長（久田良平） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

質    疑 

 

議長（久田良平） 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

      

（「質疑なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（久田良平） 

これから、討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（久田良平） 

これより、追加日程第１発委第５号「石川県におけるドクターヘリの早期配
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備を求める意見書の提出について」を採決いたします。 

この採決は、起立によって行います。原案のとおり決定することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（久田良平） 

ありがとうございました。 

起立全員であります。 

 

議長（久田良平） 

よって、発委第５号は、原案のとおり可決されました。 

ただいま可決されました、発委第５号の提出先並びに処理方法につきまして

は、議長に一任をお願いいたします。 

 

議案上程 

発委第６号、発委第７号 

 

議長（久田良平） 

追加日程第２発委第６号「能登町議会会議規則の一部を改正する規則につい

て」、追加日程第３発委第７号「能登町議会委員会条例の一部を改正する条例に

ついて」の以上２件を一括議題といたします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（久田良平） 

 提案理由の説明を求めます。 

議会運営委員長 鶴野幸一郎君。 

 

議会運営委員長（鶴野幸一郎） 

 発委第６号及び発委第７号の趣旨説明をいたします。 

ただいま上程されました発委第６号「能登町議会会議規則の一部を改正する

規則について」及び発委第７号「能登町議会委員会条例の一部を改正する条例

について」の提案理由について説明をいたします。 

まず、発委第６号「能登町議会会議規則の一部を改正する規則について」で

ありますが、平成２４年９月５日の地方自治法の一部改正により、本会議でも

公聴会を開き、参考人を招致できることになったので、当議会でもこの制度を

導入するため、関係規定を追加するほか、会議規則の条文中に適用する地方自

治法の条文に変更があったため、これを改めるものであります。 

次に、発委第７号「能登町議会委員会条例の一部を改正する条例について」

でありますが、これについても同じく地方自治法の一部改正により、地方自治
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法で規定されていた委員会の委員の選任方法、在任期間等が条例に委任された

ため、これらについて新たに規定したものであります。 

議員各位におかれましては慎重なる審議をお願いし、何とぞご賛同賜ります

よう宜しくお願い申し上げます。 

以上であります。 

 

議長（久田良平） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

質    疑 

 

議長（久田良平） 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

       

（「質疑なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（久田良平） 

これから、討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（久田良平） 

これより、追加日程第２発委第６号「能登町議会会議規則の一部を改正する

規則について」を採決します。 

この採決は起立によって行います。原案のとおり決定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 
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議長（久田良平） 

はい、ありがとうございました。 

起立全員であります。 

 よって、発委第６号は原案のとおり可決されました。 

次に、追加日程第３発委第７号「能登町議会委員会条例の一部を改正する条

例について」を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（久田良平） 

起立全員であります。 

 ありがとうございました。 

 

議長（久田良平） 

よって、発委第７号は原案のとおり可決されました。 

 

選挙第１号 

 

議長（久田良平） 

次に、追加日程第４選挙第１号「能登町選挙管理委員及び補充員の選挙」を

行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名

推選にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

よって、議長が指名することに決定いたしました。 
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選挙管理委員には、 

能登町字宇出津新１番地 國分雅史（くにわけまさし）君。 

能登町字羽根８字２２番地１ 源佐美畝子（げんざみほこ）君。 

能登町字小木１７字２２番乙地 坂東裕（ばんどうゆたか）君。 

能登町字石井ハ部８１番地 桶屋政雄（おけやまさお）君。 

以上の方を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました方々を選挙管理委員の当選人と定めることにご

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま議長が指名しました國分雅史君、源佐美畝子君、坂東

裕君、桶屋政雄君以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

選挙管理委員補充員については、次の方を指名します。 

第１順位 能登町字宇出津山分２２字１０５番地 中谷喜代信（なかたにきよ

のぶ）君。 

第２順位 能登町字真脇４２字１８５番地 西郷壽代（さいごうひさよ）君。 

第３順位 能登町字上長尾ト部６４番地 松井英芳（まついえいほう）君。 

第４順位 能登町字白丸３字６２番地 豊若幸紀（とよわかさちき）君。 

以上の方を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました方々を選挙管理委員補充員の当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま議長が指名しました第１順位 中谷喜代信君、第２順位 

西郷壽代君、第３順位 松井英芳君、第４順位 豊若幸紀君以上の方が順序のと

おり選挙管理委員補充員に当選されました。 

 

休    憩 

 

議長（久田良平） 

ここで、暫く休憩いたします。（午後２時１８分） 

 

再    開 
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議長（久田良平） 

休憩前に引き続き会議を開きます。（午後２時３０分） 

 

日程追加 

 

議長（久田良平） 

お諮りします。 

 本日、１３番 山岸昭夫君ほか１名から、発議第６号「能登町議会事務局設置

条例の一部を改正する条例について」が追加提出されました。 

これを日程に追加し追加日程第５として、日程の順序を変更して直ちに議題

にしたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

よって、発議第６号「能登町議会事務局設置条例の一部を改正する条例につ

いて」を日程に追加し、追加日程第５として、日程の順序を変更して直ちに議

題とすることに決定しました。 

  

議案上程 

 

議長（久田良平） 

追加日程第５発議第６号「能登町議会事務局設置条例の一部を改正する条例

について」を議題といたします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（久田良平） 

提案理由の説明を求めます。１３番 山岸昭夫君。 

 

１３番（山岸昭夫） 

まずもって各位に発議をお許しいただいたことを感謝申し上げます。  

ただいまより趣旨説明をさせていただきます。 

発議第６号「能登町議会事務局設置条例の一部を改正する条例について」提

案理由の説明をさせていただきます。 
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合併直後の本町議会議員は、合併特例に関する法律の在任特例を適用し、２

町１村の４１名の議会議員が新町の議員としていました。全議員が入れる議場

が無く、当時、ここ廃校直後の上町小学校の校舎を改築し、議場や委員会室、

事務局など、議事堂としての機能を整備し現在に至っていることは議員各位も

ご承知のことと思います。 

合併した県内市町の状況はと申しますと、在任特例期間が短期間であること

などから英知を出し合い、臨時的に議事堂を確保し特例期間終了後は旧市町村

いずれかの議事堂を使用しており、首長が在席する庁舎、もしくは同じ敷地内

となっており、当町のように車で移動しなければならない程、離れている自治

体はありません。 

議会の議場は必ずしも首長が在席する庁舎内に置かなければならないとする

法的根拠は何も見当たりませんが、その位置は議員、執行機関、その他議会関

係者や一般住民の傍聴に便利の良い所に置かれるべきであります。そのため従

来から、市町村の首長が在席する庁舎内に置かれているのが通例であります。

ここにあることにより議会の開会中は、３役、並びに全ての課長が庁舎を離れ

ます。町の統轄、事務統轄管理、職員の指揮監督など、職務遂行上責務が果た

せなくなる恐れがあると思います。税の使い方が本当に効率的なのか、非効率

と問わなければなりません。 

更に町外からの視察や訪問、各種会合のため本町議会を訪れる方が誤って能

都庁舎へ行かれたこともあると聞いております。 

 よって、能登町議会事務局設置条例の一部を改正し議事堂機能を本庁へ移転

することをご提案申し上げます。 

この条例の根拠と申しますと、地方自治法第１３８条第２項で「市町村の議

会に条例の定めるところ、事務局を置くことができる。」と規定されています。

同様に、県内全ての自治体はもとより全国的に見ても大半はこのように行政と

議会が一体であります。 

しかるに、本条例第１条に第２項として、事務局は、今宇出津にある本庁に

移転し、位置を明確に図ると共に、その移転時期を来年３月１日からとご提案

を申し上げます。 

私が議場移転を提案することは、本当に過ちを犯しているような意見もあり

ましょうが、私は合併による真の町づくりが先決と判断いたしました。町民の

融和と相互の絆を以て一丸となることを願う一心で先輩の議論が足りないとい

う意見を無視して提案させていただきました。大きな決断であります。この提

案にいたりましては、３月１６日第１回定例議会開会後開催された全員協議会

において、議事堂の位置を検討事項として懇話会の設置を命ぜられ旧３町村か

ら代表各３人が選任されました。そこで議会庁舎の在り方についての懇話会と

して９人の代表による４回にわたる懇話会を開き慎重に検討をいたしましたが、

一向に結論としては見いだせなかったのは事実であります。それで各位の全体

会議に提案した次第でございます。 

どうか皆様ご賢察のうえ来年３月１日を目途として経費節減とか色々な問題

がありますが、苦しい提案でございますが、ご同意をいただくことを切にお願

いしまして趣旨説明にかえさせていただきます。ありがとうございました。 
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議長（久田良平） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

 

質    疑 

 

議長（久田良平） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（久田良平） 

これから、討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

（「はい」と議長を呼ぶ声あり） 

 

議長（久田良平） 

１８番大谷内義一君。 

 

１８番（大谷内義一） 

ただいま提案されました議題について反対の立場から討論させていただきま

す。みなさんもご案内のように今から８年前３町村が合併をいたしました。そ

の合併をするにあたっては４１人の協議会委員が選出されましてその他にそれ

をサポートする職員が１００名以上いました。 

そして約２年に近い議論の末にようやくまとまって出来た合併協定書によっ

て３町村が合併を果たしたわけでございます。そのいきさつをちょっとだけ申

し上げます。以前にもここで申し上げたと思いますが、一番の合併において問

題になったのは行政の在り方。庁舎をどこにおくのかというのが一番の大きな

課題になりました。私はその課題の委員の一人として参画いたしました。私た
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ちは私たちなりの意見はありますが、住民の、町民の皆様方がどういう考えを

もっておられるかお聞きしようということでアンケートもとりました。また、

直接意見も聞きました。その時の大半の意見はこうでございました。長くは言

わないけれどもやはり融和がとれるまで一極集中という行政の在り方だけはと

らないで欲しいというのが大半のご意見でございました。私たちはその住民た

ちのご意見を踏まえてそれでは当然一つの庁舎で職員も議会もいれば、それは

効率的であり経費的にもいいということは私たちは十分知っておりました。し

かし町民の皆様方のバランスのとれた行政組織を作って欲しいという声を聞い

たうえで、それでは１０年間ぐらいは分庁方式でいこうということをまず決め

ました。そして次に出てきた問題は何かと申しますと町長室はどこに置くのか。

教育委員会はどこに置くのか。議会はどこに置くのかという問題でございまし

た。それは本当に苦労しました。正直いって苦労しました。私たち小委員会で

はどうしてもその町長室をどこに置くのかということについての議論がなされ

たけれども結論を得ることが出来なくて、全体会議に私は戻しました。今ここ

に町長がおいでますが、十分知っておられると思います。その結果、また３人

の組長さん方が私たち小委員会にそんなこと言わずにもう少し汗を流して欲し

いとこう言われまして、それならもう１回せっかくここまで来たものをご破算

にするわけにはいかないからもう一汗流してみましょうということでそれこそ

血の出るような本当に激論を交わしてようやく出来たのが、町長室は能都庁舎

に、教育委員会は内浦庁舎に、議会は改造して柳田に置くというそういう決定

をしたわけです。ですから、そして必ず分庁方式というのは長くしておくわけ

にはいかないから１０年間のうちに、合併特例債があるうちに新しい庁舎を建

てて、そして素晴らしい能登町を作ろうということであの合併協定書が出来た

んです。生まれたんです。私は今回こうしてこの席に立ったのは、それは一つ

の経過を申し上げたわけですが、今８年を経ったらやっぱり行政の改革、在り

方というのを検討しようじゃないかという声が出てくるのは当然のことです。

それをうけて議会では先ほどお話がありましたように懇話会を作り、その懇話

会の意見を聞きながら正式に９名の委員を選んでここに特別委員会を作ったん

です。９月に出来たんですね。そして今その特別委員会の９人の方々がこれか

ら汗を流してこの能登町の行政の仕組み・在り方を検討しようということで、

今スタートしたばかりなんです。ですから私は、このままいけるというように

は私は思いは持っておりません。ただ私が申し上げたいのは今９名の方が選ば

れて特別委員会が作られて、これから汗を流そうとしている今この時期になぜ

こういう提案がされるのか実に残念です。私はもう少し９名の皆様方の、特別

委員会の皆様方が議論されたそういう過程の中でこの問題を処置していくべき

であると私は今考えているわけでございます。 

どうか賢明なる議員の皆様方のご判断をいただいて、私の意のあるところを

くんでいただければ大変ありがたいと思います。 

以上で反対討論を終わります。 

 

（「はい」と議長を呼ぶ声あり） 
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議長（久田良平） 

１４番 鍛治谷眞一君。 

 

１４番（鍛治谷眞一） 

 私は今、山岸議員が発議されました件について賛成の討論を行いたいと思い

ます。私自身が今ほど大谷内議員からおっしゃられる９名の委員であります。

その 9 名の委員でありながらここに賛成討論するのは、山岸議員の説明の中に

はあえてなかったと思うんですが、この庁舎を維持し管理するために平成２４

年度で１２０万円弱の維持管理費が出ております。これはほぼ需用費のみであ

ります。 

さて、この庁舎は非常に老朽化がすすみ防水も大変ひどくなっており、庁舎

があちこちで危険個所があり、そこに危険ロープを張って進入禁止の措置をと

られております。当然のことながら防水シートの損壊に関してはこれのやり替

えをしないことにはあと１年２年はもたないと思います。当然のことながら私

はその予算を知るものではありませんが、どこからみてもこの防水シートの交

換には２千万円やまたそれ以上の金が掛かることはだれもが知っていることで

あります。そういう意味合いにおいてこれから先の維持管理等の修繕費等々を

考え合わせて特別委員会があるにも関わらず急きょ出された提案だろうという

ふうに私は理解して賛成討論とさせていただきます。 

以上です。 

 

議長（久田良平） 

ほかに討論はありませんか。９番 向峠茂人君。 

 

９番（向峠茂人） 

 今ほど山岸議員から発議第６号の提案がされましたけど、私は今、反対討論

をさせていただきます。先ほど大谷内議員からお話があったとおりこの間庁舎

等在り方検討特別委員会を設置したばかりでございます。皆さんご承知のとお

り３地区から３人あての計９名の特別委員会でございます。これは能登町の現

在の本庁、分庁方式をとっていますが、この中に前回は１回だけの特別委員会

を開催しました。言うなれば初めのさわりだけの顔合わせであったかもしれま

せんけど、この庁舎等の在り方検討特別委員会は大変重要で難しい委員会であ

ります。今、山岸議員や鍛治谷議員が申したことも私はあえて反対はしません。

だけど、何のための特別委員会を設置したのか最終的に２６年の６月定例会ま

でにこの委員会が答えを出せとそういう議長からのお達しでございます。少な

くとも今月は特別委員会は開催できませんけれど、少なくとも年、２か月に１

回ぐらいは開いて大いに勉強し、また、色々な自治体で当町と同じ悩みを抱え

ている自治体があれば視察研修もし、勉強に研鑽を重ねて将来あるべき町づく

りを含めた庁舎の在り方の答えを出したいと思います。その中において、今、

議会事務局を移設するということは時期尚早だと私は思います。なぜならば特
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別委員会が設置されて、そういうことをすると私たちが入っている委員会が何

の意味もなさなく、解散するようなはめになります。もう少し慎重審議をし、

分庁がいいのか支所がいいのか本庁だけで皆集まるのかそういうことも含めて

この議会庁舎の事務局を移す。そういうことをゆっくりと皆で９人で力を合わ

せて一つの答えを出したいと思いますので私は何回も繰り返しますけど、今、

移すのは時期尚早でございます。特別委員会の作った意味はありません。しど

ろもどろの私の反対意見になりましたけど、どうかこの議会事務局移転につい

ては反対でございますので議員各位のご賛同を得て反対意見を申し述べておき

ます。 

どうかよろしくお願いいたします。終わります。 

 

（「議長」と議長を呼ぶ声あり） 

 

議長（久田良平） 

７番河田信彰君。 

 

７番（河田信彰） 

 先ほど向峠議員がおっしゃりました委員会がだめになるとか、そういうのは

皆さんもっているかもしれませんけれども、その前に懇話会というものがあり

まして、その時に話をした内容で私は賛成の討論をさせていただきたいと思い

ます。 

 最初に「議会庁舎の現状について」でございますが、この建物の屋上防水シ

ートは硬化破断し、強風の際、周囲に飛散していることや、外壁コンクリート

が劣化に伴う破砕で落下している箇所が多くみられます。 

いずれも経年によるものであります。 

よって漏水が見られることや、安全対策のためのロープが張られていること

は皆さんご承知のとおりだと思います。 

そのほか、渡り廊下や議場の屋根も補修せざるを得ないと思われる現状から

して、ここにこれ以上居続けるには莫大な修繕費を必要とします。 

 本町でのことではありませんが最近、電気料金の滞納で電気を止められた母

子が孤独な死を遂げられたと報じられていました。本町でも毎年、年の瀬を迎

えれば、一年中、一生懸命働いたにも関わらず、年を越せる、越せないと、巷

で囁かれています。 

庁舎を修繕するくらいなら、こんな費用はこうした方々への経済対策、福祉

施策に廻すべきと私は思います。 

住民本位の施策論議を展開すべき議会が、自ら浪費するようなものです。  

 現在、全ての庁舎の全職員は議会や監査用務のため、自動車での移動を余儀

なくされ、時間と燃料費が無駄になっていると思います。こんな無駄を無くす

ために議会も行政改革の取り組みを進めようではありませんか。また他方の意

見として、町会区長会連合会と議会代表の懇談会で、議会のチェック機能の充

実強化が求められたことや、議会庁舎の位置についても言及された経緯があり



- 133 - 

ます。  

更には町長の諮問機関である本庁・支所検討委員会から本年２月に出された

中間報告書では「議会庁舎を能都庁舎に移転するよう積極的に努めること」と

方向性が示されております。 

町の財政状況は合併直後の一時期に比べ、危機的状況を脱したと言われるも

のの、旧三町村があったものとして算定されている現在の地方交付税は、平成

２７年度から５年間かけて段階的に減少することなどで引き続き厳しい財政状

況を予測せざるを得ません。私の試算ではありますが、怖くて話せないくらい

多額の減少です。  

自主財源に乏しい我が町が、国からの、その使い途に何ら制限を受けない地

方交付税が大きく減少する意味は皆さんなら理解出来るはずだと思っておりま

す。 

一部機関による２０年後の将来推計人口は、１２０００人にまで減少し、老

年者が半数を超えると推計されております。この１２０００人という数値は合

併前の旧能都町の人口にほぼ匹敵するものです。と、言うことは合併から３０

年足らずで合併前の旧内浦町、旧柳田村の人口が全てなくなることを意味しま

す。 

このような推計の中で、私は子や孫に財や富を残すことには賛成出来ますが、

負担や借金を残すようなことには反対です。貴重な財源を有効に使おうではあ

りませんか。桃栗３年柿８年、柚の大馬鹿１８年と言います。今年は合併から

８年目、柿が実る年を迎えております。 

今後において、柚呼ばわりされないためにも、発議第６号にご賛同賜ります

ことを切にお願いし賛成討論といたします。 

ありがとうございました。 

 

議長（久田良平） 

 他に討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（久田良平） 

これより、発議第６号「能登町議会事務局設置条例の一部を改正する条例に

ついて」を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

 

議長（久田良平） 

はい、ありがとうございました。着席願います。 

起立少数であります。よって、発議第６号は、原案のとおり否決されました。 

 

休    憩 

 

議長（久田良平） 

ここで暫く休憩いたします。（午後３時００分） 

 

再    開 

 

議長（久田良平） 

休憩前に引き続き会議を開きます。（午後３時４３分） 

 

追加日程 

副議長辞職の件 

 

議長（久田良平） 

副議長 宮田勝三君から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りします。 

「副議長辞職の件」を日程に追加し、追加日程第６として、日程の順序を変更

して直ちに議題としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

 よって、「副議長辞職の件」を日程に追加し、追加日程第６として、日程の順

序を変更して直ちに議題とすることに決定しました。 

 

議長（久田良平） 

追加日程第６許可第２号「副議長辞職の件」を議題とします。 
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 地方自治法第１１７条の規定により、宮田勝三君の退場を求めます。 

 

（１２番 宮田勝三議員退場） 

 

議長（久田良平） 

職員に辞職願を朗読させます。 

 

議会事務局長（谷内利明） 

 辞職願。この度下記理由により副議長を辞職したいので許可されるよう願い

出ます。１ 理由 一身上の都合 平成２４年１１月２２日 能登町議会副議長

宮田勝三 能登町議会議長 久田良平様。 

以上です。 

 

議長（久田良平） 

お諮りします。 

宮田勝三君の「副議長の辞職」を許可することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

よって、宮田勝三君の「副議長の辞職」を許可することに決定いたしました。 

 ここで、宮田勝三君の入場を許可します。 

 

（１２番 宮田勝三議員入場） 

 

休   憩 

 

議長（久田良平） 

 ここでしばらく休憩します。（午後３時４６分） 

 

再   開 

 

議長（久田良平） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。（午後４時１１分） 
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日程の追加 

副議長の選挙 

 

議長（久田良平） 

ただいま、副議長が欠けました。 

お諮りします。 

「副議長の選挙」を日程に追加し追加日程第７として、日程の順序を変更し

て直ちに選挙を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

 よって、「副議長の選挙」を日程に追加し、追加日程第７として、日程の順序

を変更して直ちに選挙を行うことに決定しました。 

追加日程第７選挙第２号「副議長の選挙」を行います。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名

推選にしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定いたしました。 

副議長に南正晴君を指名します。 
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お諮りします。 

 ただいま、議長が指名しました南正晴君を副議長の当選人と定めることにご

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（久田良平） 

異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました南正晴君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました南正晴君が議場におられます。会議規則第

３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。ここで、副議長に当選さ

れました南正晴君の挨拶があります。 

 

副議長就任挨拶 

 

副議長（南正晴） 

 ただいま議員各位のご推挙によって副議長に指名された南であります。 

 まだまだ経験はございませんが、若輩者であります。しかし３期８年務めた

この経験をもとに議会と執行が円滑に結ぶように精一杯努力をし、議長を補佐

し議員各位のご支援を賜りながら副議長の職を力一杯務めてさせていただきま

す。どうかよろしくお願いします。 

 

（拍手） 

 

議長（久田良平） 

 以上で副議長の選挙を終了します。 

 

休    憩 

 

議長（久田良平） 

ここで、暫く休憩いたします。（午後４時１４分） 

 

再    開 

 

副議長（南正晴） 

休憩前に引き続き会議を開きます。（午後４時２３分） 
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日程追加 

議長の辞職の件 

 

副議長（南正晴） 

議長 久田良平君から、議長の辞職願が提出されました。 

 お諮りします。 

「議長辞職の件」を日程に追加し、追加日程第８として、日程の順序を変更

して直ちに議題としたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

副議長（南正晴） 

異議なしと認めます。 

 よって、「議長辞職の件」を日程に追加し、追加日程第８として、日程の順序

を変更して直ちに議題とすることに決定しました。 

 追加日程第８許可第３号「議長辞職の件」を議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、久田良平君の退場を求めます。 

 

（１６番 久田良平議員 退場） 

 

副議長（南正晴） 

事務局長に辞職願を朗読させます。 

 

議会事務局長（谷内利明） 

辞職願。この度下記理由により能登町議会議長を辞職したいので許可される

よう願い出ます。１ 理由 一身上の都合。平成２４年１２月１４日 能登町議

会議長 久田良平。能登町議会副議長宮田勝三殿。以上です。 

 

（「局長」と呼ぶ声あり） 

 

議会事務局長（谷内利明） 

同じ日に２人の副議長がおいでます。副議長に議長が提出されたのは、開会

前です。開会前ということは、許可されていない段階ですので宮田副議長に提

出されて受理されております。新しい副議長が誕生した後に出された場合は南
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副議長になります。その関係ですけれども新たな副議長は前の副議長の仕事を

任を継承するというふうに解されておりますのでこれで良いと理解しておりま

す。 

 

副議長（南正晴） 

お諮りします。 

久田良平君の「議長の辞職」を許可することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

副議長（南正晴） 

異議なしと認めます。 

よって、久田良平君の「議長の辞職」を許可することに決定しました。 

 ここで、久田良平君の入場を許可します。 

 

（１６番 久田良平議員入場） 

 

休   憩 

 

議長（久田良平） 

 ここでしばらく休憩いたします。（午後４時２７分） 

 

日程追加 

議長の選挙 

 

副議長（南正晴） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。（午後４時５８分） 

ただいま、議長が欠けました。 

お諮りします。 

「議長の選挙」を日程に追加し、追加日程第９として、日程の順序を変更して

直ちに選挙を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

副議長（南正晴） 



- 140 - 

異議なしと認めます。 

 よって、「議長の選挙」を日程に追加し、追加日程第９として、日程の順序を

変更して直ちに選挙を行うことに決定しました。 

  

議長の選挙 

 

副議長（南正晴） 

追加日程第９選挙第３号「議長の選挙」を行います。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、 指

名推選にしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

副議長（南正晴） 

異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

 指名の方法については、副議長が指名することにしたいと思います。 

 元い、議長が指名することしたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

副議長（南正晴） 

異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しました。議長に宮田勝三君を指名

します。 

 お諮りします。 

ただいま、議長が指名しました宮田勝三君を議長の当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

副議長（南正晴） 

異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました宮田勝三君が議長に当選されました。 
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 ただいま議長に当選されました宮田勝三君が議場におられます。会議規則第

３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

ここで、議長に当選されました宮田勝三君の挨拶があります。 

  

議長就任挨拶 

 

議長（宮田勝三） 

 一言ご挨拶申し上げます。今ほどは皆さまの深いご理解で議長という職を拝

命することにいたりました。本当にありがとうございます。私の口から言うま

でもなく浅学非才であり微力でありますが、精一杯みなさんの力添えのもとで

議長という職を全うしたいなと今一度改めて感じております。地方自治の発展

はもとより議会人たるみなさんと何時いかなる場合でも協調共生の精神でもっ

て務めてまいりたいと思いますのでどうか皆さまの温かいご支援とご理解、そ

してまたご協力を心から希いましてはなはだ簡単ではございますけれどもご挨

拶にさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。よろしくお

願いします。 

 

（拍手） 

 

副議長（南正晴） 

以上で議長の選挙を終了します。ここで議長を交代いたします。 

 

閉会中の継続審査の件 

 

議長（宮田勝三） 

日程第３５「常任委員会及び特別委員会並びに議会運営委員会の閉会中の継

続審査の件」を議題とします。 

総務常任委員会をはじめとする、 

３常任委員長及び特別委員長から目下、各委員会で調査・審査中の事項につい

て、また、議会運営委員長から、本会議の会期日程等、議会の運営に関する事

項について、会議規則第７５条の規定により閉会中の継続審査の申し出があり

ます。 

お諮りします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに、ご異議あ

りませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決

定いたしました。 

以上で、本定例会に付議された議件は全部終了いたしました。 

ここで前議長の久田良平君から発言を求められておりますのでこれを許しま

す。１６番 久田良平君。 

 

退任挨拶 

 

１６番（久田良平） 

ただいま議長から発言の許可がでましたので、ここで皆さまに一言感謝と御

礼を申し上げたいと思います。 

議長退任に当たり、一言ごあいさつ申し上げます｡ 

 一昨年秋に、全議員の推挙を賜り、以来、議員各位はもとより町民並びに執

行部の方々のご指導とご協力のおかげをもちまして、議長として無事に宮田新

議長にバトンを渡すことが出来たことに、この場をお借りして心からお礼申し

上げます｡本当にありがとうございました。 

 顧みれば、この２年間、昨年の３月１１日、決して忘れてはいけない未曾有

の東日本大震災が発生いたしました。この歴史的大災害を教訓として、政治家

一番の責務である町民の安全･ 安心を守る政治を真に実現するため、全議員を

参加対象として東北地方の被災地を視察し、学ばさせていただきました。また、

昨年１２月の第４回定例会では、永年の懸案事項とされていた議員定数を次期

一般選挙より、１８人から４減し、１４人とする改正案が可決いたしました。 

本町議会史に刻まれるであろう議決の場に議長として臨席出来たことを大変、

光栄に思っております。 

更に、本年は千葉県流山市並びに宮崎県小林市との姉妹都市協定締結の調印

式において、立会人として義務を無事遂行出来たことに安堵していると共に、

互いに笑顔で契り合った友好の輪が、相互の議会はもとより、住民に広く浸透

し、助け合い、競い合い、そして絆が太くなって行くことを祈念いたしており

ます。 

また、若手議員からは、新しい提案もあり、出来得る限り汲むよう努力した

ところであります。また、時には先輩議員から、厳しくもあり、温かい叱咤激

励の言葉も賜りました。 
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想い描く通りに運ばないことも沢山ありましたが、県内各町の議長と語り合

い、飲み交わし、多くの友を得る機会も賜りました。 

私の大切な恩人を、友人を、兄をも亡くし、悲しみ多き２年間でもありまし

た。 

このひとつ一つを教訓として、私の宝として心に深く刻み、緩やかながらも、

町へ恩返し出来ることを念じてやみません。 

これからは、新しく議長に就任された宮田議長の下、能登町議会の一議員と

して、その責務を再認識しつつ、微力ながら皆様と共に頑張る決意でございま

すので、今後とも、よろしくお願い申し上げ、終わりに、日夜を問わず陰に陽

に私を支えてくれた事務局職員に感謝申し上げ、議長退任のご挨拶といたしま

す。２年間、本当に有り難うございました。 

 

（拍手） 

 

閉会の挨拶 

 

議長（宮田勝三） 

次に持木町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 平成 24 年能登町議会第 4 回定例会を閉会されるに当たり、一言ご挨拶申し上

げます。 

 さる 5 日から開会されました今定例会では、平成 23 年度能登町一般会計歳入

歳出決算の認定をはじめ、平成 24 年度一般会計補正予算、条例の制定や改正、

一部事務組合規約の変更、議決の一部変更、公の施設の管理者指定など、多数

の重要案件につきまして、慎重なる御審議をいただき、いずれも原案どおり認

定・可決をいただきまして、ありがとうございました。今会期中、議員各位か

ら賜りました御意見、御要望等につきましては、十分これを尊重し、検討いた

しまして、町政の運営に遺憾なきを期しますとともに、予算の執行につきまし

ても慎重を期して参りたいと考えております。 

さて、先程は正・副議長の改選が行われました。退任されました久田前議長

にはそのご尽力に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。そし

て新しく議長に宮田議員が副議長に南議員が当選されました。御就任を心から

お祝い申し上げます。お二人は、議員としての御経験も豊富で、町政全般につ

いて精通されており、今後の議会運営においても、その手腕をいかんなく発揮
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されんことを御期待申し上げておりますとともに、町政の推進につきましても

御尽力を賜りますようお願い申し上げます。そして町といたしましては、今後

とも町政発展のため、挑戦するところは果敢に攻め、改めるところは真摯に反

省するなど、町の成長期を町民の皆様とともに築いて参りたいと考えておりま

す。 

最後に、本年もいよいよ押し迫り、日々厳寒に向かいます折から、議員各位

には、御自愛くださいまして、晴れやかな新春をお迎えくださいますようお祈

り申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 

どうもありがとうございました。 

 

閉議・閉会 

 

議長（宮田勝三） 

これをもちまして、平成２４年第４回能登町議会定例会を閉会いたします。 

皆様、１０日間にわたり大変ご苦労様でした。 

 

閉会（午後５時１４分）  

 

上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

平成２４年１２月１４日 

 

能登町議会議長 久 田 良 平 

 

 

能登町議会議長 宮 田 勝 三 

 

 

会議録署名議員 市 濱  等 

 

 

会議録署名議員 小 路 敏 敏 

 

 

 


