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◎  日程第５ 一般質問 

 

○議長（佐々木正光君）：日程第５、これより一般質

問を行います。 

 通告の順に従い発言を許します。 

５番、山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：質問通告書に基づき

まして３項目９点についてお尋ねをしたいと思います。 

質問の前に一つ訂正をお願いしたいと思います。 

１つ目の行財政改革についてという（３）番、僕の

印刷物は行財政検討委員会となってますけど、行財政

推進委員会ということでもって、訂正をしていただき

たいと思います。 

それでは１点目の行財政改革についてということで

す。 

このことにつきましては、何度か質問しております。

同僚議員も機会ある毎に質問もしております。それだ

け重要な課題と認識をし、位置付けもしております。

私も自分の故郷であり、将来展望に立った大変心配す

る面も多々あるわけでございます。そういうことを踏

まえての質問でありますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

現在の地方の自治体を取りまく財政は非常に厳しく、

工夫することにも限界があり住民に対しては我慢を通

り越し負担に移りつつあるのが内外的にも現状化と思

います。 

このことが度を過ぎると怒りになり、住民不満が大

きくなり行政運営も大変難しくなるように思います。

連日の様に、財政破綻をした夕張の現状、テレビで見

ると行政運営の難しさ、身に沁みて感じる訳でござい

ます。この様な事態にならないためにも早め早めの手

立てすべきと思い、何度も質問するわけでございます。

夕張の現状に対して住民の怒りは頂点に達しておりま

す。最近の報道の中にはこの様になった結果に対して

は、議員の存在も見逃さない。そのような発言もある

わけでございます。 

このような観点からしつこい質問になるわけでござ

いますが、現在までの行財政改革、あらゆる角度で工

夫をしながら努力していることには、評価もし承知す

るわけでございますが、成果ということに対しては十

分とは言えないという判断をしているところでござい

ます。村長は現在までのこの行財政改革というものに

対しての成果をどのように捉えているか、まず最初に

お尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変行財政に対しまし

てご心配をいただきまして本当に有難うございます。 

 これらにつきまして、行政サイドと議会で一貫した

行財政改革が必要であろうというふうにも考えている

ところでございます。 

それでご答弁でございますけれども、成果は未だ満

足なものとなってはいない状態でございます。北海道、

国から指示されている集中改革プランというものが私

は非常に遅いものであったというふうに感じていると

ころでございます。私達猿払村といたしましては、そ

れ以前から自主健全化計画を実施している実態でござ

います。先程議員が申しましたような夕張の様な形に

ならないためにも、自主健全化というものが道・国か

ら示される前にやっていくことが重要な事であろうと

いうふうにも考えているところでございます。そうい

う状況の中で歳出・財政効果といたしましては、６億

８７４万３，０００円を上げております。歳入では４，

６０８万３，０００円で合計で６億５，４００万円の

効果を上げているというような実態でございます。 

これにつきましては、これから審議されます１８年

度実施する予定分は含めておりません。このような状

況の中でかなりな削減をして健全化に向けて努力して

いるところでございます。ただ、財源が無ければ何も

出来ないというようなわけでございまして、地域の活

性化なり雇用の促進なりに影響を与えるというような

状況にもなります。今後も無駄と思えるような財源・

事業につきましては、スクラップをしていかなければ

ならないというふうにも考えているところでございま

す。成果はこのような６億５，０００万円というよう

な一応上がっているというふうには思っておりますが、

村民サービスの視点においてこれらも考えていかなけ

ればならないというふうに考えます。果たして村民に

負担だけを求めるものも限界があります。費用対効果

を考え合わせ、将来展望を見据えその成果を効率的に

行政運営していかなければならないというふうにこう
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考えているところでございますので、その点よろしく

お願いを申し上げたいと存じます。また、この財源の

他に、職員は自ら時間外サービス残業も含めた形の中

で両方の職員の方来客の駐車場の白線引きしたり、そ

れから公共施設のペンキ塗り、また町のゴミ収集、そ

れからゴミ収納庫の補修など、これらも時間外に抜け

てやっているような状況でもございますので、そのよ

うな事もお金として表れてはまいりませんけれども、

このような職員が一生懸命努力をしているということ

もお認めいただければ大変有難いなとこのように感じ

ているところでございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：今の答弁で行財政改

革については満足してないと、そのような答弁でござ

いますけれども、成果に疑問視するということは後退

の意味合いも含まれるのかなというふうに考えるわけ

でございます。村民に理解と協力を得ながら行財政改

革が進む中に少なくてもキラリと光る村づくりに最大

の努力をするということが村当局の最大の仕事ではな

いのかなと思うわけでございます。私ばかりでなく、

夕張の現状というものをテレビ・新聞で見るとその事

が良く分かる訳でございます。北海道の自治体の何分

の１か、第二の夕張予備軍だというふうにも言われて

おります。そしてまた、その可能性を秘めていること

も言っております。我々議会もその為の努力というも

のは惜しみません。村長もこの行財政改革に命を懸け

るのだという、そしてその成果を上げるのだという、

これからのものに対して今まで以上の危機意識は持っ

て望んで貰わなければならないというふうに考えるわ

けでございますけれども、その強い姿勢というものを

再度お尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今議員さんがご質問さ

れたことはご尤もな事でございます。満足はしていな

いというものの、まだまだ歳出削減等切り詰める所も

無いわけではございませんけれども、住民負担という

ものも考え合わせ、また料金の改定等も住民に多くの

負担を掛けることはこれは出来ないだろうというふう

な考え方にも立っておりますので、一定程度の料金の

改正はこれはやむを得ないかもしれませんけれども、

私としては道筋をしっかりと肝に銘じて付けてまいら

なければならない。そのような考え方で公共事業につ

きましても、地域の活性化これが一つの主題でもござ

いますし、また雇用の確保という事もまたこれもあろ

うかというふうに思います。そうでなければまちは死

んでしまうような状態にもなってまいりますので、そ

の辺も十分見極めた形の中で進めてまいりたいと強く

考えているところでございますので、その点ご理解を

賜りたいというふうに思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：村長の今までの村政

執行方針というものをずっと見てもきたのですけれど

も、先程も触れておりましたスクラップアンドビルド、

何年か前の言葉であったのかなとそういうことが未だ

に成果として見えないというのは何なのだ。職員の給

料を削減したと議員の歳費を削減した。そして来期の

議員定数も減にした。今度は利用料・使用料の見直し

だと、そのことだけで成果ということは思えない。そ

ういう気持ちでいっぱいなのです。このような事で満

足して良いのかという気持ちもあります。行財政改革

の最大の狙いというのは何だと、財政基盤強化である

ということが最大の狙いであります。表現が適切では

ないですけれども、底のある柄杓でもって底の無いバ

ケツに水を汲む。溜まっていくものがあるのかなと、

全然成果として表れない。これと同じような事で無い

のかなと、目的到達への不透明さだけが残る消化不良

のような感じがしております。それがこの行財政改革

というものを立ち上げて進むのだと言ってから、年を

明けて５月頃になると丸２年になるのです。今年度は

村税の増収でもって思いがけない成果もあったという

訳ですが、明年度からは財源不足というのははっきり

している。財源が足りないから手立てなのだと、財政

基盤強化何ら関係の無い話しでないのかな。この財政

基盤強化という目標に向かって、近づける行財政改革

ということに対して村長はどのように考えているか。

その辺お尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：今議員のおっしゃった

通り、勿論財政基盤強化に向かって私は地域再生とい

うものを含めた形の中でやっていかなければならない

というふうにも考えているところでございます。 

 まず、私が就任した当時から財政的に非常に悪かっ

たということもございまして、一定程度の歳出削減問

題も大きな目玉であった事でございますし、今後にお

きましても、財政基盤強化ということを最重点に掲げ

て私はしっかりとした行財政運営をしていかなければ

ならない決意でおりますので、その点はご理解を賜り

たいと、私は十分その北海道の行政というものをまた

産炭地域の状況というものも夕張を含めたそういう状

況についても理解をしているつもりでございます。第

二のそのような形にならないようなためにも、今はそ

のような方向に向かって財政基盤強化、無駄を無くす

というような形の中で私は進めてまいりたいとこのよ

うに考えている次第でございますので、その点どうぞ

ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：今村長の言葉からあ

った財政基盤を強化をして村を守るのだと、そのよう

な姿勢というものは非常に大事な事であると思います。

財政が良くない自治体には道は積極的に合併を促進し

ていくという方針のようでございます。今村長の方か

ら空知の産炭地域の話しも触れられておりましたけれ

ども、９月２３日付けの新聞なのです。空知産炭地域

総合基金というのがこの辺にある基金のようです。そ

の取り崩しが可能になったということによって歌志内

それと上砂川その２町が取り崩して使えるようになっ

た。そうすると近隣のその砂川市と奈井江町と浦臼の

財政規模というのか、大体拮抗してきたという状態を

見ながら道は合併をしなさいというような話が新聞に

載っておりました。今回は合併の事は私は質問してな

いけれども、この合併に対しても油断も隙もないと財

政を悪くするとそういう一面もすぐ傍にあるのだと紙

一重の状態でもってそういう条件が占めているのだな

というふうに考えますし、財政が悪くなると自分の意

志というのは全く無くなるのだなということもこの新

聞で見たわけでございます。そういうことになります

と財政悪化というものは、絶対禁物な状態であるとい

うふうに考えるわけでございます。その慢性化する悪

い状態が永くすると人間慢性化してくると、どんな状

態でもあると思いますけれども、そういう気持ちを引

き締めて、またこの財政基盤強化に向けての最大の努

力をしてもらうということが至上命令だと思います。

本当に大変厳しい状態がこれから待ち受けているとい

うことがひしひしと分かるわけでございますけれども、

その意気込み何回もしつこいようですけれども意気込

みというものも再度お尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私も何回も答弁するよ

うでございますけれども、財政基盤強化に向かって積

極的に強力に推進をしてまいりたい覚悟でおりますの

で、その点ご理解賜りたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：１１月の末なのです

けれども、この合併に対しての意見交換ということで

豊富に行ってきたのです我々議員、その豊富町さんは

１７年度の決算認定での出来事が新聞に載っていたの

ですけれども、その時に町長のいわくは財政調整基金

等の合計残高が５億円を超えたと１７年度末で、あそ

こは猿払と違いまして、ＪＲの代替基金何か無いとこ

ろです。今年も基金に対しての積立が出来ると、だか

らこれから２・３年は自立した行政運営が出来るのだ

というような事が新聞にも載っていたのです。２年程

前に北部３市町村で合併協議会というところでちょっ

と見たようなしっかりした数字は良く分かりませんけ

れども、そんなに無かったのではないかなというよう

な単的な考えを持った訳でございますけれども、自立

という言葉がそこでもって発言出来た。発信できた。

住民は非常にその言葉その新聞紙上を見て安心感みた

いものを持ったのかなと、これからの事ですから自立

することが良いことか悪いことか分かりませんけれど

も、村長も常々当分の間は自立という言葉も意思表示

もしておりますけれども、このような事を言うのであ

れば、住民に対してその安心の出来るような表現、数

字があれば一番我々が数字が分かりやすい話になるの

ですけれども、そういうその内容での方向性というも
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のを示しながらということが一つ欲しいのですよ我々。

その辺に対してお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：質問の趣旨からずれて

答弁にも苦労するところでございますけれども、合併

問題については私は当面自立でいって広域連携という

ものも考えていきたいという事を言った事はこれは確

かでございまして、今私共といたしましては確かに先

程言われたように来年度の税収等自主財源等について

は厳しいということはこれは言えると思います。しか

し、それに見合った行財政運営をしていかなければな

らないことは、これは事実でございます。私達といた

しましては、当初から財政調整積立金を取り崩すと、

減債基金を取り崩したという考え方無しにして、出来

るだけ事業等を抑制をしながら財調を増やしていく、

減債基金を増やしていくというような方向で行財政運

営をしていかなければならない。これが当面の責務で

あろうというふうに考えている次第でございますので、

そのような考え方に立って、次年度も行財政運営に努

めてまいりたいというふうに考えているところでござ

いますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：反れ道があったとい

うのであれば軌道修正もしたい。私は合併が良い・悪

いの判断でなく、その財政的に言うその住民が安心出

来るような発言であって欲しいと、そういうことを望

んでの質問でございます。軌道修正をしながら次に移

りますけれども、この行財政改革推進委員会というの

は、平成１７年度の村長の執行方針の主要政策の一つ

であると思ってます。そして５月の臨時会でこの組織

が設置されたわけでございます。紐解いて見ますと、

設置目的としては本村における行財政運営を見直し、

改善を図り、新たな行政課題への的確な対応と社会情

勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営を確保

し、もって村民サービスの向上と村民福祉の増進を推

進する。そのために設置する。最高の目的を持って課

題推進のために設置されたのだなということが理解す

るわけでございますが、先程も申し上げましたが、設

置後２年弱来年の５月で丸２年になるわけでございま

すけど、その機能は十分果たしているのかということ

に対しても何回も申しますけど疑問を抱く面が多々あ

ります。今までに村はまちづくり委員会を筆頭に、先

程も村長も行政報告の中でありましたけれども、まち

づくり委員会、数多くの委員会が設置されております。

その時も私は指摘をさせてもらってます。今作ろうと

するものは村主導の委員会かそれとも委員会主導で持

って進むのか。そのような質問をしております。当然

委員会主導だという答弁をもらっております。そう思

えない活動のようにも思えますが、当初の目的推進の

役割というものはこの行財政改革推進委員会というも

のは十分果たしているか。現在までの推移の中で目的

課題は提起しているのはどっちなのだと、そのことに

ついてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１番・２番については

一括したという形でよろしいのですね。 

 それでは行財政改革推進委員会の関係でございます。

これらにつきましては、十分私は機能を果たしている

というふうに考えているところでございます。現在は

８回の委員会をしていただいておりますし、今年度中

にもう一度開催を予定しているところでございます。

様々な案件問題を協議していただいているところでご

ざいます。また、村民で構成されております今の言わ

れている事につきましては村民が主権で考えなければ

ならないというふうに思っているところでございまし

て、村民主権の機能を十分発揮していただければなら

ないというふうに私は考えているところでございます。

条例におきましては、単なる諮問機関という形にはな

ってはおりますけれども、決してそういう形で無くし

て、私は自主的にこの村民委員会が活動できるような

形の方策を考えていただければならないというふうに

も考えているところでございますし、また村民委員会

自体も各関係公共施設等を回って見て歩いて、自主的

に回って歩いて不要・不急なものについては村に行政

に進言するというような考え方は持っておりますので、

これらによって新たな村民委員会の創意工夫に基づい

た新たな発想が出てくるものだろうというふうにも考

えておりますし、私もそういう形で単なる諮問するだ

けでなくして、そのような問題等につきまして自ら村

民主権・地域主権という形の中でこの機能を村民委員
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会の機能を果たしていただければ大変有難いというふ

うに感じているところでござます。 

 いずれにいたしましても、これからまだまだこうい

う問題については行財政村民の委員会の方達続けてい

ただければならないというふうにも考えておりますの

で、そういうような状況の中で行政とその委員会と十

分な内容を考えた形の中で協働した形の中で行財政運

営をやっていくということを考えているところでござ

いまして、単なる委員さん達はそのような単なる諮問

機関では無いということもまた認識しているような状

況でもございますし、自分達でも行財政にいくらかで

も改革に貢献をするというような気持ちがいっぱい持

っているようでございますので、そういう意味におき

ましてこれからも活動を促進させていっていただきた

い。また、私達としてもそれらに対して十分支援をし

ていきながら活動を活発化させていきたいものだなと

このように考えている次第でございますので、その点

よろしくお願いを申し上げたいというふうに存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：私はこのような形に

捕らわれたそして時間をかけた行政運営というのは必

要とする意図が全く分からないわけでございます。以

前にも指摘しておりますが、他人事みたいな話しにな

りますけれども、議会は何をすればいいのだとイエス

かノーかの最終決定機関なのだからそれでいいのだと、

そのように私は理解をしておりますけれども、議会の

役割・存在をどのように考えているのだということに

対して不信を抱くわけでございます。先程も村長の方

からありました諮問委員会でない、推進委員会なのだ

と、何か今までの２年弱の経過を見ますと諮問委員会

でないのかなと、問題提供村側から来て良いですか悪

いですか、最近もあったのではないかなと思うのです

けれども、上下水道の利用料の値上げだとか何とかと

いうものをこうなのだと、その推進委員会が健全財政

にするためにはここなのだと言って持ち上げた話は何

もないのか。そういうふうにしか見えないのです、住

民には。命を懸けて作ったものだと思うのです。それ

だけ僕も必要だということは認めますこの推進委員会。

これからの行財政運営というのはこうでなければなら

ないのだということは良く分かります。今までの推移

から言ってそういう流れになってないとこれが率直な

感想なのです。今は我々も段々年いってきてせっかち

な部分というのもあるのですよやっぱり、そしてほど

ほど形というものも要求するという一面もあるのです。

住民もそれ相当に見ているのです。どういうふうにな

るのだ、何をしているのだ、どうなるのだということ

には興味津々見ているのです。野次馬根性ばっかりで

ないのです。命を懸けて作った委員会、大きく言えば

猿払村の命運が掛かっているのですこの推進委員会に、

そのぐらいの気持ちを持ってもらわなければならない。

２年近くもなるので、推進委員会からこれなのだと、

これから手を付けなければならないのはこれなのだと

いうものを一つでも二つでも示して欲しいというのが

僕の考えなのです。そのことに対してこれから長い間

のその委員会活動をしていかなければならないと思い

ます。そのことに対して今度は住民にも理解出来る委

員会活動にするのだという村長がそういうためにも自

信を持っているのであればその自信の程再度お尋ねし

たい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えしたいと思います。 

 最近出来た村民委員会でございますので、行政サイ

ドとしての情報提供というものが不足していたという

部分があったというふうに私は反省はしております。

行政サイドの情報を無くして村民達は動くことは出来

ないというふうに考えます。そういう面では今後にお

きましても、情報提供を十分した形の中で村民委員会

に何をしてもらうかと自主的に考えていただきたいと

いうふうな方向性を持った形の中で私はやっていただ

きたいと、このように思っているところでございます。

これからもおそらくこの村民委員会とまた他の村民が

構成する委員会等もございます。これらに対しても十

分な行政サイドの情報提供を発信しながら考えていた

だければならない問題もたくさんあろうかというふう

に思いますので、それらをピックアップした形の中で

村民の皆さんに十分な議論を尽くしていただきたいと

このように思っている次第でございます。 

 それとまた議会との問題でございますけれども、私

達は議会とで当然歯車を噛み合わせなければならない
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ということはこれはもちろんの事でございます。私達

といたしましてもその問題点を洗い出ししながら議員

の全体協議会でもよろしいでございますし、よろしい

というのは大変失礼な言い方かも分かりませんけれど

も、また特別委員会なり常任委員会なりでこれらの問

題を提起しながら検討していただく機会も十分考えて

いるところでございますので、その点につきましても

ご理解を賜りたいなとこのように思っている次第でご

ざいます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：私は行財政改革とい

うことは新しい仕事をする事より何よりも先に進めな

ければならない。そのぐらい重要であるのだと何回も

同じ話をするのですけれども、そう思っております。

その事に対しては十分私も理解しております。理事者

側も同様の考えを持っているのだろうと思います。し

かし、中身というものを非常に大事なのだということ

を認識してもらわなければならない。何回もいいます

けど来年の５月で持って１７年の５月の臨時会で設置

されたという委員会だと認識はしているのですけれど

も、来年の年を明けて５月になると２年を迎える。全

ての面での削減というものは一通り終わった。次には

利用料・使用料の引き上げだと、これだけで２年の経

過というのは非常に時間の掛けすぎだし、効率の悪い

委員会であるのかなというわけでございます。そうで

あれば改革に対してその優先順位というものも付けて

議論もしてもらわなければならない。委員会としての

先程も言っておりますけれども具体案が出ても良い時

期でないのかなと、強く思うわけでございます。その

ことに対しては大変期待もしていたのですこれを出来

た近辺は。だけど現状に関してはそういう面では不満

を持っております。優先順位を付けての進め方、これ

も非常に大事なのですけれども、その他にまた別な視

点というのがあるのですけれども、もしか猿払村が合

併してたらこの部分は、あの部分は切られていたと切

られるのかなと、これにはってクエスチョンマークの

付く部分というのは多分にあるのかなと思います。そ

ういう視点での判断というものもしてもらわなければ

ならない。削減と利用料・使用料の値上げだけでもっ

て２年は非常に時間掛けすぎです。合併をしていれば

先程も言いましたけれども、見直しの部分というのは

沢山あります。極論にはなりますけれども、こういう

ような改革というものが目に見えないのであれば、合

併した方が改革が進むのではないのか。一部そういう

ふうに皮肉る人もいるのです。そういうふうに言われ

ないためにも、石にかじりついても成果を上げるのだ

ということは、村長は当然持ってます。偶然この１２

月定例会も１０日程でもって年も変わるのです。その

年度はもう少しありますけれども、新年度に向けた新

たな改革の気持ち、再度聞きたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：再度答弁させていただ

きます。 

 当然議員のおっしゃるとおりというふうに私は考え

ております。優先順位の付けての大改革が必要である

ということにつきましては、私は十分承知していると

ころでございまして、事業につきましては、村が定め

ている総合計画に基づいた形の中で事業を進めていか

なければならないところではございますけれども、こ

れも元にした事務事業評価というものもやっている訳

でございまして、これは本年度やる事業につきまして

も次年度回しということも考えていかなければならな

い問題であろうというふうにも考えておりますし、ま

た、事務事業評価をやった後で村民委員会の中にこれ

でいいのかどうなのかという判断というものを必要に

なってくるだろうというふうにも考えているところで

ございます。これらにつきまして、十分これからそう

いうような優先順位というのは私は財政基盤を確立さ

せるということが大きな目的であるというふうには思

っております。事務事業やる上においてその評価とい

うものも職員でやっているところでございますけれど

も、それらを村民委員会等に出してこれでいいかどう

かということの判断も僕は必要であるというふうにも

考えておりますので、そのような事をこれからの次年

度の財政運営に向けて取り組んでまいりたいなと、こ

のような考え方でおりますので、その辺につきまして

ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げたいと存

じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 
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○議員（山須田清一君・登壇）：先程もう１０日もし

たら年も変わるという話もしたのですけれども、もう

３ヶ月したら年度も替わるのです。改革だ改革だと言

っているうちにまた新年度の予算編成のその時期にも

くる。大変先程も言いましたけど厳しい状態が予想さ

れます。来年度の予算に関しては原点に帰って身の丈

を越えた財政運営という事に対しては厳しく戒めて先

程言いましたけど簡素で効率的な行政体制づくりに心

掛ける必要が大事であろうと思います。それが住民に

対しての最大の責務だと、今与えられているのはこれ

なのだというふうに考えて欲しい。改革という船が前

に進むこと無く漂流すると、そのような改革ではあっ

て欲しくない。強く強く思うわけでございます。それ

に対して答弁があればもらいますけれども、答弁がな

ければ前に進みます。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の答弁があればとい

うことでございますけれども、今言われた事肝に銘じ

ながら、これから予算編成作業に入っていくわけでご

ざいますので、予算編成段階で前年度の決算も貴重な

資料として位置付けしながら予算編成をしてまいりた

いとこのような考え方でおりますので、ご理解賜りた

いというふうに存じます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：それでは次に２点目

の交通道徳ということについて質問したいと思います。 

 今年度の社会的な大問題の一つに酒気帯び運転に基

づく死亡事故というような許し難い事故と言いますか、

事件が相次いでおります。数え切れない事件の中でも

代表されるのが今年８月の九州の福岡で起きた子供３

人の死亡事故、全く言葉の出ないただただ唖然とする

事故であり、そしてまた怒りを抱く訳でございます。

酒気帯びでの事故というものは言うまでもなく大きな

事故に繋がる要素というのは多分に秘めているのです。

また、自己判断の甘さ、甘えからくるものだというふ

うに思います。運転手としても人間としても大失格な

問題だというふうに考えているわけでございます。そ

してまたこれだけ騒がれても未だに絶えることがない

という呆れた状態が毎日のようにテレビ・新聞で報道

される。モラルに欠けた人間がその横行しているので

すこの世の中。当猿払村ではそのような事故・事件は

ありません。その事については今現在では安堵はして

いるわけでございますけれども、油断は禁物です。そ

のような気持ちです。 

 そこでお尋ねいたします。 

 当村で飲酒運転に対して、当村というのは解りやす

くいうと職員に対して、酒気帯び運転したらこうなる、

罰則規定があるかないのかなと。単的に考えたわけで

ございますけれども、そのことについてお尋ねしたい

と思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思いま

す。 

 酒気帯び運転の関係につきましては、本当に社会的

大きな問題であって痛ましい少子化時代にあって子供

達がそのような事によって亡くなっていくということ

につきましては、本当に哀しい出来事だろうというふ

うに感じているところで、本当に社会的大問題であろ

うというふうにも考えているところでございます。職

員に対する罰則規定があるのか、ないのかということ

でございますけれども、これにつきましては、職員に

対してはあります。これは決めてございます。これは

点数制によって、一定の点数に至ったら地方公務員法

に基づく懲戒処分というような形の形式を取っている

ところでございます。ただ、私は職員はそのような形

で以前からやっているような状況ではございますけれ

ども、一般村民の方々これらにつきましても、大変な

問題であろうというふうに思います。先般稚内警察署

長と懇談する機会もございました。稚内警察署の協議

会というものもございます。このような中での一つの

発案事項といたしまして交通安全条例というものも作

りたいというふうに考えております。これは条例を作

りますと村民に縛りが掛かります。生活安全条例とい

うものも策定もしてまいりたいというふうにも考えて

いるところでございます。この二つにつきましては、

あまり遅くなっては困ります。いつ・何があるか分か

りません。この２本の条例等につきましては、他にも

条例は３月に掛かる条例はあろうかと思いますけれど

も、この２本の条例につきましては、３月定例村議会

に向けて制定していく考えでおります。それによって
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村民への周知を図り、条例には当然地方自治法に基づ

く罰則規定と、行政罰というものも盛り込んでまいり

たいとこのように考えているところでございますので、

その点につきましてよろしくご理解賜りたいと存じま

す。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：私は正直言って無い

と思っていたのですが、今色んな角度でもって進もう

とする前向きな姿勢というものは評価もしたい。この

飲酒運転くどいぐらい言いますけれども事の重大さと

いうものは、安易に見逃しておいていいのかというふ

うに考えるわけでございます。あることに対しては非

常に良かったなというような気持ちでございます。こ

の飲酒運転というのは絶対根絶をしていかなければな

らないというふうに考えるわけでございます。もし間

違って事故に遭遇したという事を考えると、被害者ば

っかりでなく加害者も一生その重荷を背負って生きて

いかなければならないということがはっきりしており

ます。村職員に対してそういう罰則規定があるのであ

れば何かの広報誌に乗せて、それがあらゆる村にある

各種団体と言いますか、そういうものの波及効果とい

うことも狙って、村全体で持ってそういうその問題に

取り組むのだという姿勢に持っていってもらわなけれ

ばならないというふうに考えるわけでございます。先

日のテレビでも飲酒運転というのは凶悪犯罪と同じな

んだというような言い方もしております。また新聞に

よりますとちょっと前５日程の前の新聞なのですけれ

ども、１月から１１月までの飲酒運転の逮捕者という

のは増えているのです。そしてまた悪質なドライバー

というのも減ってはいないということは増えていると

いうことです。中でも２０代・３０代これからの将来

のある人がその逮捕者の半数を占める。良い・悪いの

判断を出来るまた６０代になっても人口も増えている

というような状態のようです。飲酒運転をしての事故

の確率、そんな確率まで言って欲しくないのですけれ

ども、６０％超える。本当に今職員はと言ったのです

けれども、職員ばっかりでなく、村こぞってこういう

問題に取り組むのだという姿勢ばっかりでなく、そう

いう段階に持っていって欲しいと思います。答弁をも

らってますので、これはいいです。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 次に教育問題ということについてお尋ねをしたい。 

 今年に入りましてここ数ヶ月前よりテレビ・新聞と

いうものでもって取り上げられている問題の中でいじ

めが原因でもって自殺している。それも相次ぐ、子を

持つ親御さんはもちろんの事、我々子育てを終えた年

代の人間でも大変驚いているわけでございます。前途

ある人間の一生、自分の命に終止符を打って訴えた。

それだけ子供は悩みそしてまた苦しみ、そして最後は

自分の命をもってみんなに訴えなければならない。本

当にやるせない気持ちでいっぱいです。いじめにあい

自殺までの間、友達にも言えない、先生にも相談して

も十分取り組んで貰えない。その末の結末だったのだ

ろうと思います。その間周りがそして学校が何をして

いたのだと、一番先に考えるわけでございます。私は

当猿払村は無縁の事と思っております。確認のための

お尋ねです。猿払村での小中学校でのいじめの存在と

いうものをまず先にお尋ねするわけでございますが、

この問題は小さなうちに見つけ手立てをする事が大事

な事なのだろうと思います。自殺する事に対しての命

の尊さ、命の大事さ、このことに対しての指導の在り

方というものに対しては当然教育員会は学校側にして

いるのだろうと思いますけれども、この問題と合わせ

てお尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは山須田議員

さんからのご質問に対しましてご答弁申し上げます。 

今山須田議員さんからもお話ございましたけれども、

いじめにより児童生徒が自らその命を断つという痛ま

しい事件が全国で相次いで発生しているということは、

本当は極めて遺憾なことでありまして、子供達が自ら

の命を断つということは理由はどうであれ、理由の如

何を問わずあってはならない事だと深刻に受け止めて

おりまして、またいじめの未然防止や早期解決、早期

対応のための取り組みの充実が求められるというふう

に痛感しておりまして、この件につきましては議員さ

んと同様の気持ちでございます。 

ご質問にあります村内でいじめがあるのかないのか

というお答えをする前に、いじめ問題に関しての事と

しまして、まず把握しておくことはいじめは決して許
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されない事であり、またどの学校でもどの子にも起こ

りうる問題であるということを学校は元より家庭にお

いても地域においても、また当然ながら私共教育委員

会においてもそれこそみんなが十分認識しておく必要

が大事でございます。このどの学校でもどの子にも起

こりうるのだよという認識を持つことが議員がご心配

されておりますいじめの早期発見、早期対応に繋がる

という事をしっかりと抑えておかなければならないと

いうことで、まず私の方で肝に銘じたいということで

今先に申し上げた次第でございます。 

そこでご質問の村内でいじめがあるのかないのかと

問われますとあるというのが答えでございまして、そ

れでは今その学校の状況どうなのかと言いますと、今

その学校では各学校では学校現場での適切な対応等に

より今落ちつきを取り戻しております。また、子供達

に対しての指導の在り方というご質問でございますけ

れども、いじめ問題に対する教育委員会の対応としま

しては、文部科学省や道教委から示された事柄を各学

校に通知すると共に年に１度の児童生徒に関する調査

によってその発生件数の把握や指導状況について確認

しております。しかしながら、いじめにより児童生徒

が自らその命を断つという痛ましい事件が相次いでい

る中で、猿払村教育委員会としてもただ単に文科省あ

るいは道教委から来た通知を出していいのかというこ

とに止まることなく、いじめ問題に対する教育委員会

としての体制をチェックしたところでございます。そ

ういった中ではそうした対応だけでは不十分であるの

だというふうに痛感しましたことから、猿払村教育委

員会としまして新たにいじめ問題に対する独自の方針

を制定し各学校長にも説明協議した上で、これを学校

に通知をしたところでございます。この方針におきま

しては如何なる理由があってもいじめという行為は許

されないということを基本としまして、議員がお話し

た部分ございますけれども、豊かな心や命を大切にす

る教育の充実からいじめを許さない学校づくりに取り

組むとしております。また他方ではいじめは何回もい

いますけれども、どの学校でもどの子にも起こりうる

問題であるということを認識しまして、いじめの早期

発見、対応のために児童生徒の発するサインを見逃す

ことの無いよう努力していくということも重要な問題

として捉えております。さらにはいじめの基本的認識

を共通するものとして、いじめとした判断を明確にし

た上で当事者に対する指導集中的に行い、いじめは絶

対に許されない事なのだということを広く理解をさせ

る事としております。こうした対応に当たっては学校

と教育委員会が常に情報を共有することが大切であり

ますし、また当然に個人情報を含めました取扱いも十

分配慮しながら世間で言う所の決して事実を隠ぺいす

る事無いようにしなければならないと考えております。

保護者との共通理解はもちろんの事、地域の皆さんと

の連携も必要と考えておりますのでよろしくご理解を

お願いし、答弁をさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：非常に残念な答えな

のですけどあるのだと、私は無いというふうに言って

欲しかったなと、そういう猿払村であって欲しかった

なという気持ちも持っているわけでございます。有無

の確認ということにも色んな方法があるのだろうと、

みんなの前で言えないけど私はいじめられているのだ

と、俺はいじめているのだというような事もあるのだ

ろう。先日の新聞なのですけれども留萌管内の見てい

る人もいるかも分かりませんけれども、羽幌町新聞見

ると全校生徒１７６人という、いじめに関する教育相

談の面談の中で無記名でアンケートを取ったというこ

とが報じられておりました。単純な今質問の設定なの

ですけれども、いじめている、私はいじめられている、

私はいじめている。そういうような質問であったと思

うのですけれども、この全校生徒も大体１割ぐらいが

あるようなのです。この羽幌中学校もそういういじめ

の対処としていじめられている側に立って、全教職員

で守るという認識の元に生徒指導に当たるということ

を再度学校全体でもって認識したと、これが議会の一

般質問の中で教育長が答弁をしたという事が新聞記事

であったわけでございます。新聞以外に私は情報が無

いので新聞を見ると各地・各学校あらゆる角度で真剣

に対応しているのが現状かなと思います。大きいとこ

ろになりますと、兵庫県のこの新聞に出ていたのです

けど、消防支署長には関係無いけど兵庫県に小野市と

いうのがあるのです。そこではいじめ担当課というも
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のを設置したと、非常に大きな問題と取り上げての対

応だと思うのです。いじめの有無というのもまだ指導

は１回終わって良いのだというばかりでなく、先程も

言いました命の尊さとそれでまた学校側には早期発見、

早期手立てということに対しては鋭意努力をしてもら

わなければならないとこれからも、そういう訳でござ

います。毎年１２月になると今年の世相を象徴する一

文字漢字というのがそれに今年は「命」という字が決

定されたようです。全国から９万２，５００通ぐらい

の応募があったようです。その９％の９，３６０通が

「命」という事で一番多かったようでございます。今

年は天皇陛下のお孫さんに当たる秋篠宮家に長男悠仁

さんというのですね、誕生された、生まれてくる命で

す。注目が一番集まったようです。それとまた反面暗

い一面ではいじめによる自殺、虐待による死、命を命

と思ってない。人の生命を命と思ってない。また先程

も質問でも触れましたけれども飲酒運転による死亡、

命を落とした事件、ひとつしか無い命の重みに大切さ、

痛感したのがこの命と一字に表れた理由のようです。

生徒へは機会ある事に強く指導もしていると思います。

また学校側にも同じ事も言っているだろうと思います

けれども、具体的に有る・無いの判断というものも答

弁として述べれるのであればこういう形で持って確認

したのだということと合わせて再度お尋ねしたいと思

います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 まず命の関係でございますけれども、本当にこの部

分についてはかけがえのないのは命でございまして、

常日頃から学校我々もそうですけれども、道徳あるい

は総合学習の中で命の事については絶えずお話をして

きちっと理解をしてもらうような取り組みをしており

ます。これからも続けていかなければならないし、ず

っと続けていく必要があるのかなとそういうふうに思

ってます。 

また、いじめの部分の関係でございますけれども、

残念ながらこのあるというのは、さっきも申し上げま

したとおり、いじめというのは議員が心配されるとお

り本当にどの子供にも残念なのだけども、どの子供に

もどの学校でも起こりうるのだということをきちっと

認識しておく必要があるのかなと思います。その上で

議員がお話しておりました対応について速やかにすべ

きだというふうに思ってます。いじめがあるといった

部分では村内１校の中学校でこの問題につきましては

勇気をもって学校だよりにも村内に周知して情報を共

有してもらうということで、そういった事からいじめ

の部分については村内的にはあるというふうになって

ますけれども、そういった部分の学校側としての全体

で山須田議員もお話しておりましたけれども、羽幌町

においても学校全体で守っていくのだというのを大切

だという部分ありまして、今村内での私も中学校の話

しましたけれども、この中学校におきましても学校全

体で守っていくという形で出されていますので、それ

で私が村内にはあると申し上げた次第でございます。

その辺のところよろしくご理解を願いたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：これ次２番となって

いるのですけれども３番目先に質問させて欲しい、そ

の後に２番。 

 今答弁もいただいたのですけれども、いじめの芽と

いうのはどこにあるのかなということでもって、先月

なのですけれども、僕札幌に先月に末頃なのですけれ

ども札幌に居たときの出来事なのですけれども、その

時札幌も雪がほどほど積もりまして、表面は水分を含

んで雪玉を作るのに丁度雪玉、雪だるまというのは丁

度良い状態であったのですけど、時間的にして３時頃

の出来事なのですけれども、男の子３人が下校途中だ

ったのです。丁度そこに僕がぶつかりまして、すると

その３人でもって雪玉を作って一人を標的にしてぶつ

けていた。それを離れた状態から近づくまでの間しつ

こいぐらい見ていたのです。そしてそばに来たのであ

んた方何年生だと聞いたら４年生だって、そういうふ

うに人をいじめたりケンカしたらダメだということを

言ったら、おじさん、いじめでもケンカでも無いのだ

と、遊んでいるのだというような子供からの答弁があ

った。当人達は遊び心でもってやっているのだとその

辺分かりますが、見る目にはいじめに近い状態と僕は

判断したというのが３人の中で一番体格が良くなかっ

た。雪が降った割にして服装というのですか賄いが良
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くなかった。非常に雪玉が顔でもどこでも当たること

によってというような事を期待しての出来事だったの

かなと思うのです。そういう遊びながらでもいじめと

いう芽があるのだなと、その時は痛感したわけでござ

います。一面考えてみるとスポーツでもあるのかなと、

チームプレイを重視する中でもいじめがあるのだろう

ということも考えたわけでございます。これがあらゆ

る角度でのいじめの芽というのはあるのだけれど、単

純な学校側でもどこでも目の届かないところでのいじ

めのひとつなのだなということなのです。そういう所

まで目配りをしながら未然に防ぐということも非常に

学校側としても難しい事なのだろうと思います。この

いじめを無くする指導体制のどういう形で持って網羅

していくのだということもこれは検討に値する事なの

だろうと思います。そのことに対して教育長の単純な

見解を一つお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではいじめの芽

はどこにあるのかという部分でご答弁させていただき

ます。 

 いじめの芽はどこからという事なのですけれども、

非常に難しいご質問でありまして、いじめの芽という

のはどの子の心にもあると思いますし、子供だけでな

く大人にもあるのかなとそういうふうに思っておりま

す。児童生徒間のいじめの問題というのは本当に極め

て深刻な社会問題、敢えて社会問題と言いますけれど

も、その原因や背景としましてこれまでの核家族化・

少子家族化といった家庭環境の変化や人口の都市集中

化、あるいは受験戦争の激化など、様々な要因が指摘

されてきましたけれども、議員がお話しておりますと

おり、いじめにはいじめられる子供がその心に深い傷

を受けているのにいじめる子供はその事に気が付かな

いでむしろいじめを楽しむ傾向すら見られ、そういっ

たいじめの根底には他人に対する思いやりや労るとい

った人権意識の未熟さがあるのではないかなとそうい

うふうに言われております。実は私は日頃いじめの問

題でいじめＱ＆Ａということで子供の人権を守ると実

はこれ平成６年のものなのですけれども、今の時代に

も全く変わらずマッチすると、マッチしない部分は更

に陰湿な部分では携帯やメールを使って個別のあれが

出てきていると、これが平成６年の時の無かった部分

でございます。ちょっと横に反りましたけれども、人

権意識の未熟さというのはあるのかなと思ってます。 

今議員の方から雪の話が出ましたけども、最近テレ

ビなんかでは意見が違うだけで大勢のタレントなので

すけれども一人を攻撃する場面もありますし、またお

笑いを題材とする番組では暴力的な表現が日常的にな

っておりまして、大人の人達に取ってはそういった番

組の内容をこういうものだと理解しているから良いと

思うのですけれども、子供からすれば何も分からなく

て表面の行為だけ見ていると、そういうふうに思いま

すので、そういうふうになったらただ自分の意見が正

しいから相手を攻撃したり、面白いからっていう理由

で暴力振るったりすることがもしかするとあるかもし

れません。そういった事で家庭においても何気ない両

親の会話や行動から子供達いじめの芽が生まれている

のかもしれないなとそういうふうに考えております。 

いじめについてなのですけれども、定義といってあ

えて言うのはおこがましいのですけど、一般的には自

分より弱いものに対して一方的に、身体的・心理的な

攻撃を継続的に加える。相手が深刻な苦痛を感じてい

るものとされておりますけれども、要するにいじめか

どうか判断するのはいじめられた側の立場に立って行

うこと、これが何よりも重要だということです。先程

雪玉がありましたけどいじめとかあると関係ないのだ

よと言いますけど、実際その子が本当にいじめられて

苦しいのだというふうになれば何もどうあれそれはい

じめだというふうに判断してよろしいかと思います。

知らず知らずのうちに自分より力や立場の弱い者をい

じめている事もありますし、こうした事への対応とし

まして今一度学校のみならず家庭・地域との連携の中

でいじめ根絶の取り組みが必要であると申し上げまし

て、答弁とさせていただきたいと思います。 

よろしくご理解願いたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：このいじめという問

題も現代では学力の向上という問題とあわせてまだそ

れ以上に重要な問題であるのだということも最後は人

の命まで結びついていくのだということを認識してい

ただいて対処して欲しいと思います。 
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 次にこのいじめに基づく自殺、この死ぬ人はいじめ

に基づいていじめられて自分の行き場所がなくて死ん

でいったのだろうと、その因果関係というのは最近の

テレビ・新聞を見ると非常に教育現場というのが否定

をすると、ずっと否定をし続けるとそして最後には実

はと、非常にテレビの前に座って見てる人間としては

非常にやるせないのですあの状態というのは、学校

側・教育委員会の対応が非常に悪いのが放映されるわ

けでございます。僕はその対応は学校側の対応のまず

さというのは学校には絶対にあるとあれは、テレビを

見る限りですから、いうふうに考えるわけです。大変

あの場面を見ると腹立たしい、自殺者を出した遺族に

対して、ただただ同情して見ているわけでございます。

その遺族側の言い分も責任を取れとか何とかと言う人

もいるのですけれども、事実関係をはっきりしてもら

って二度とこのような事故が起きないためにも真実を

教えて欲しい。本当当たり前のこと言っているのです。

そういうことを言っても学校側の対応というのがぱっ

としないという学校に子供を預けた親としては本当に

やるせない気持ちでいっぱいでないかなと思うのです。

身近にある例としては、滝川の自殺の事故、学校側・

教育委員会の対応が非常に悪い。１年後になってから

実はそういうような形でもって表れた。本当にしっか

りしてくれよと、これが率直な感想です。いじめを認

めるという事が学校側・教育委員会そして当事者の責

任になることが非常に嫌がっているのだなと、そうし

か思えないのです。今、自殺があったらこういうふう

に対応しなさいよと、そういう指導というものは総論

かなと思います。このことに対して学校はその対して

の指導は勿論いじめは無くするということが最大の課

題です。第一目標です。言うことは言うまでもないの

ですけれども、一連の教育長は役場へ来て見ている時

間も少ないかも分かりませんけど、この一連の自殺に

基づく学校側・教育委員会の否定する態度というもの

に対して教育長はどのような感想を持って見ていたか

なと、その辺をお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えいた

します。 

 本村におきましては、幸いにいじめにより子供達は

自らの命を断つという痛ましい事件は発生しておりま

せんけれども、先程も言いました理由の如何を問わず

児童生徒が自らの命を断つことはあってはならないこ

となのだと深刻に受け止める中で、私教育行政に携わ

る立場でいじめと自殺の因果関係を教育現場が否定す

る理由は何だということについてご質問に対しまして、

それは他での出来事なのだと言うことで軽々しく推測

的に話すことは出来るだけ避けていただきたいなとそ

ういうふうに考えております。それほど深刻な問題な

のだよというふうに受け止めているところでございま

す。 

 しかしながら、議員お話のとおり新聞・テレビ等の

マスコミと報道されている事としまして、道内外で起

きたいじめによる児童生徒の自殺・事件からはいじめ

の発生から自殺に至るまで教育現場において適切な指

導や対応がされていなかった事を避難されたくない心

情が働き、特に校長などは自分自身の学校経営能力や

管理能力・指導力といった点を批判される事は免れな

い事から、これを避けたいという思いもあったのかな

と思われますけれども、その詳しい事実・状況等が見

えない中では何とも言えないものの結果としましては、

学校側の隠ぺい体質と指摘する声が上がっており、ま

た同時に表面化しにくいいじめ問題の難しさもクロー

ズアップされていることは私も十分に承知しておりま

す。そういった中でのこうしたいじめの問題にありま

して、いじめに教師が加わってたという事例もあるよ

うですけれども、多くの場合は弁解するつもりではご

ざいませんけれども、多くの場合は教育現場としても

過去の事例や経験に基づいてその時点で出来る限りの

対応していると思いますし、まさか自殺にまで至ると

いうことについては考えていなかったと、考えられな

かったのではないのかというのが本音と思われまして、

これは私の個人的感想ですけれども、一連のマスコミ

報道から教育現場として見て見ぬ振りをしていたと、

後は手を拱いていたかのようなイメージが残るという

のは非常に残念な事として受け止めております。 

 また、いじめがあったか、なかったかという判断で

すけれども、先程ご答弁させていただきましたけれど

も、要はいじめられた児童生徒の立場に立って行うこ
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とが大事なのだということで、こうした事を日頃から

十分に念頭において、更にはいじめ問題に関しては議

員のご質問のとおり今教育現場・教育委員会も学校現

場もそうですけれども、今教育現場が問われているこ

とを本村においても十分に認識してこれを謙虚に受け

止めて、いじめ防止に向けた対応をしてまいりますの

で、よろしくお願いし答弁とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（佐々木正光君）：山須田君。 

○議員（山須田清一君・登壇）：このことについて自

殺する子供というものは誰にも相談しないでポックリ

自殺したということは、僕は絶対無いと思うのです。

大なり小なり相談の仕方もあろうかと思いますけど、

先生にも言っているのだろうと、また友達にもあるの

だろうと、先生に言ってもなかなか解決策に結びつけ

てくれない。またこれ悪い例なのですけれども、先生

が生徒と一緒になっていじめているそういうその表現

があったと聞きます。この辺の対応のまずさと言うこ

とばっかしがマスコミですから良いことは絶対取り上

げない。そういう事のようですけれども、最近は本当

に教育委員会の不要論、教育委員会というのは無くて

もいいのだと、この辺までの話がきているのです。言

うことを考えると非常に大きな問題だと認識はしても

らわなければならないと、そのぐらい教育現場という

のは揺れ動いているのだなと、大事は小事より起こる。

大きいことは小さい事の積み重ねだとそういうような

ことわざもあります。他人の大事ではないのです。も

しかしたら本当に今現在心を引き締めて子供が安心し

て過ごせる学校・教育現場そうして欲しいというのが

子供を持つ親としての最大の願いでないかというふう

に思います。これだけ数字も出てました、数字は記憶

してないのですけれども、今年１年間で学校・いじめ

によって自殺したのは半端な数字でないのですこれ。

それだけ人間の命も簡単になってきたのかなという考

えもあるのですけれども、そのことに対して本当に教

育委員会・学校側一致団結して、この問題を対処して

欲しいと最後に心意気を聞いて私の質問終わりたいと

思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 その心意気という事なのですけれども、当然の事で

すけれども、小さい子供達が自らの命を断つというこ

とは本当に深刻の事だと私共受け止めておりますし、

これからもその気持ちを忘れてはならないなと思って

ます。また、学校現場もそうですけれども、教育委員

会もそうですけれども、いじめの部分はいじめを許さ

ない学校づくり、これは学校だけでなく教育委員会も

勿論家庭も地域もみんなでやっていかないと悲惨な事

件が起きてくるとそういうふうに強く認識しておりま

す。議員がお話いただきましたけれども、いじめは人

間として絶対に許されないのだよ、その変わりいじめ

られている児童・生徒については学校が徹底して守り

通すのだというのを常日頃から見せて安心感を与える

と、その裏には学校の現場もそうですけれども、教育

委員会もしっかりと後押しをしてやるとそういうこと

が必要だなと思ってます。 

また、教育委員会におきましても日頃からの学校の

事情を把握、更にこれを努める必要がありますし、学

校や保護者からのいじめの実態があった場合には、学

校への支援と保護者への対応に万全を期すと、とにか

く今私が言いましたとおりこの悲惨な事件が村内から

起きないよう、後は全国的にも少なくなっていくこと

を願って決意ということではないのですけれども、有

難い言葉としてこれを形にしていきたいなと思います

ので、よろしくご理解願いたいと思います。 

以上でございます。 

○議員（山須田清一君）：終わります。 

○議長（佐々木正光君）：暫時休憩いたします。 

１１時４０分まで。 

 

休憩 午前１１時２５分 

再開 午前１１時４０分 

 

○議長（佐々木正光君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

１番、須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：１番、須藤。 

 通告書に基づいて質問いたします。 

 機構改革についてお伺いいたします。 
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 人事は適材適所が私は最良だと思っております。希

望人事も含めた人事配置を村長は機構・組織の見直し

を含め適正な人事異動を実施したと思いますが、新年

度の人事が行われ役所に緊張感が走って、誰もが村民

が職員減少の中一生懸命働いている事が住民に十分理

解されていると思います。 

 その中で私は２・３気の付いたことを質問いたしま

すが、農業委員会、局長は私が議員になった当初産業

課長等が勤務しておりました。それから７年経った今

年突然局長が専任されましたが、農業委員会に新たな

仕事が増えたのか。税務係は一度に３人、社会福祉協

議会が２名、出納室に２名、村史編さん室に２名、保

育所３名の管理職が一辺に異動になりました。これら

の事についてその後の今後の仕事に影響が無かったの

か。それらについて村長の評価はいかがなものかと質

問いたします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：機構改革に絡めた問題

であろうかというふうに思います。 

 私は①の問題につきまして議員さん言われませんで

したけれども、私達は評価はしているところでござい

ます。もちろん評価しないという私の立場として言え

ない事でございまして、評価はしておりますし一生懸

命少数精鋭の中で頑張っているということでございま

す。 

 ２番目の農業委員会の関係でございます。 

 産業建設課長等が兼務している分野、この分野が非

常に広い建築・土木・下水それと農業・商工観光とい

うふうに非常に広い分野に広がっているというような

状況もございまして、まして農業委員会を兼務させる

ということにつきましては、なかなか難しい状況にあ

ろうかというふうにも考えておったところでございま

して、農業委員会に局長を置いた形の中で産業建設課

の分野の仕事、これらを協調した形の中で仕事を実施

してもらえればいいのかなというふうな観点に至った

ところでございます。 

 また、ご存知のように農林水産の課長補佐等につき

ましては十数年この農業行政に携わっているという現

状もございますし、なかなか人材の確保というものに

ついても難しい状況にあったわけでございまして、大

変その部分については広い分野でございますので、課

内での協調体制というものが僕は必要であったという

ふうにこう考えているところでございますので、その

ような中にあってこの産業建設課の中についてそれぞ

れが担当は担当という考え方では無くして、横断的な

形の中で協調して仕事をしてもらいたいという形の中

で配置をしたというようなところでございます。 

それからまた税務課の等の問題でございますけれど

も、一度に３人が替わったということでございます。

これは私の人事権に係わる問題でもございます。議会

に話することについては当然問題は無いというふうに

は思いますけれども、替わった３人の中で税務に精通

した人間もいたということもございまして、特別事務

に支障は出てこないだろうというような考え方でやっ

たような状況でございます。 

以上でございますので、ひとつよろしくその点ご理

解賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：人事権は村長の権限で

あると私は思います。後ひとつ保育所の３人の管理職

が必要なのかこの点ひとつ、１点だけ。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思いま

す。 

 保育所の管理職、補佐も含めて３人というような形

になるわけでございますけれども、今一番重要なのは

子育ての支援事業、子育てを支援するとこれが先程の

山須田議員が質問したいじめの問題にも繋がってくる

わけでございます。当然３歳・４歳児、これらの時に

一番知能が発達する時期に一生懸命そういう分野を教

え込むということもまた必要な事でございます。子育

て支援というものをまた学童保育こういう問題もきち

っと対応していかなければ、またそういうようないじ

めの問題にもまた繋がっていくというような将来的に

そういう観点もございます。これらについては重要な

問題として捉えなければならないというふうに考えて

いるわけでございます。また、一般の保育士につきま

しても、鬼志別・浜鬼志別と二つございます。それら

を十分に管理・運営していくためにはそれだけの管理

職は私は一人では出来ないというふうに感じます。そ
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ういう意味におきましてこのような配置をさせていた

だいたというところでございますので、これからの保

育行政という問題につきましては、将来的に向かって

今の少子化の問題に向かって絶対欠くことの出来ない

問題であるというふうにも私は考えておりますので、

そういう意味で充実を図ったというような事でござい

ますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：子育て支援・学童保育

一番だという考えという村長の答弁、私も納得しまし

た。ところでその次、機構改革後、職員が一生懸命仕

事に打ち込んでおります。一生懸命仕事に打ち込むに

は良い家庭を作り、良い環境つまり住宅などが必要だ

と思います。小さい子供も抱えている若い職員は古く

寒い住宅に住んでいます。また、住宅手当（持ち家制

度）を利用して個人住宅を建設する３０代の職員もお

ります。一定の職員厚生も必要ですが、同じ住宅に定

年まで２０年以上も住んでいる事も問題があると思い

ますが、民間のアパートがほとんどない本村でむしろ

職員には持ち家制度を利用し家を建ててもらった方が

村の持ち出しも少ないのではありませんか。それから

これから触れる市町村合併問題と関係しますが、まず

人口を減らさない事が大事です。そのためにも職員に

は家を建ててもらい、末永く家に住んでもらう事も大

事であると私は思います。村の自主財源である固定資

産税も増えるのではありませんか。それが村長の提唱

する三愛運動、村を愛し、地域を愛し、職場を愛しに

繋がりませんか。しかし中堅以上の相当数の職員が比

較的環境の良い職員住宅に住んでいる現在の状況をど

のように考えておりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：はじめにご質問のござ

いました職員の持ち家の関係につきましては十分理解

の出来るところでございます。後段の部分ですが、機

構改革と職員住宅、中堅以上の相当数の職員が比較的

環境の良い住宅に入居しているというような問題につ

きましては、これは機構改革とは別な問題であろうと

いうふうに私は考えます。ただ、この問題につきまし

ては、基準を作りまして役場側とそれから組合サイド

でこれは基準定数に基づいてその基準定数も合意に致

してそれに基づいて入っていただいているとそういう

現況も理解をしていただきたいというふうに存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：機構改革についての質

問、これで終わります。 

 続きまして道州制でありますが、１２月１３日道州

制特区推進法が成立されました。地方分権に向かって

動いていると思いますが、あまりにも権限の移譲項目

が８項目と少なく、分権改革の意義が実感出来ないの

ではないでしょうか。権限に伴う財源は使途を限定さ

れたものとか、交付金として移譲されますが、それが

実際にどのように運用されていくのかが課題だと思い

ます。地方自治体が効率的で民主的に活用できれば良

いのですが、国の関与次第では限りなく使途の限定さ

れた補助金のようになる可能性があると思いますが、

村長の考えはどうですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思いま

す。 

 北海道を対象とした道州制特区法案が成立したこと

は議員さんもご承知の事と存じ上げます。地方分権は

かなり進んでいるとして、国と地方の新たな姿を作る

目的ではありますが、全国道州制の先駆けとの狙いが

あります。本当に私は理解し難い問題であえるという

ふうに思っております。認識としては道庁職員の意識

改革とやる気の問題だろうというふうに思います。今

は今年度の１２月の道議会でもこの道州制の問題がひ

とつも議員から出なかったということが、やる気があ

るのかないのかという問題に私は繋がってくるのでは

ないのかなというふうに考えます。また、道職員も今

は手薄で仕事が無いというような実態にあるというふ

うにも聞き及んでいるところでございます。そういう

ような道職員の意識改革ややる気の問題、この問題が

この道州制を法案を立派なものにしていく全国の先駆

けとなっていくようなものにしていかなければならな

い。そういう部分においては私は非常に疑問に思う次

第でございます。これからその部分については道の職

員やら道議会で議論が活発にされていく問題であろう

というふうには思いますけれども、更に権限の移譲が
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柱になってきます。それと村民の住民の参加というも

のも明確になってまいりますし、住民基本条例という

ものもあちこちで作成してきている段階にありますが、

うちの村としては住民基本条例というものではなくし

て、猿払村理念条例と村民参加条例この二つを自治基

本条例として捉えて、今まで進んできたわけでござい

まして、非常に私は先駆的だというふうに考えている

ところでございます。ただ、住民基本条例につきまし

ても、私はそれらをベースにした形の中で規則等でそ

れらを住民基本条例等を作っていければ、素案は私持

っておりますけれども、まだ公表はしておりませんけ

れども、そういうような形を取っていければというふ

うな考え方も持っているところでございます。 

道州制に伴う権限の問題でございますけれども、権

限の移譲これが柱になっているということでございま

すけれども、様々な既得権益を死守しようとする中央

官庁、中央省庁が果たして権限を手放すかということ

が大きな問題であろうというふうに私は認識を新たに

しているところでございます。なかなか国の官僚がこ

の権限の移譲を手放すという事になりますと、国の官

僚等の仕事という問題それとそれに付随する色々な

様々な問題があろうかというふうにも存じます。そう

いう部分では非常に私は先行き不安を感じているとこ

ろでございますので、その点につきましても道州制の

問題についての私の認識とさせていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長の答弁の中に理解

し難い、道職員がもう少し働かなければならないと、

うちの村は基本条例があるからこれをベースにしてこ

れからも向かっていくのだと、分かりました。それか

らこれからも市町村合併や支庁再編を一体的に見たビ

ジョンを道側が打ち出さないと今後小さな権限移譲を

積み重ねているだけで終わるのではないかと新聞に出

ていましたが、村長はその辺小さな権限移譲とかどの

ようにお考えになりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村民の受益に繋がる問題の権限であれば私は移譲し

ても構わないというふうに考えているところでござい

ます。ただ、小規模町村ですからそんなに大きな重要

な権限というものは移譲されてはこないだろうという

ふうな考え方も反面持っているところでございますの

で、ご理解賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：３番目の介護保険制度

についてお伺いいたします。 

 ６５歳以上を対象に道新で調査しておりましたが、

４月から始まった介護保険の中身を熟知しているのは

村内に何％ぐらいいると思いますか。保険料を負担し

ていれば介護認定を受ける立場になった時、直ちにサ

ービスが受けられると思っている人が大半ではないの

ですか。高齢者になってから一番大事な介護保険につ

いては今一度住民に説明はいらないと思いますか。す

るべきではないかと思いますが、村長の考えは。 

○議長（佐々木正光君）：昼食のため午後１時まで休

憩いたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（佐々木正光君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：午前中で介護保険制度

の関係についてご質問が終わりましたので、ご答弁を

させていただきたいと思います。 

 村としては回覧・広報誌等で周知をしているところ

でございます。６５歳以上の方と４０歳以上６４歳以

下の方で法律で定められた病気が原因で介護が必要に

なった方に対して介護保険被保険者証を交付しており

ますが、この交付の際に担当者が被保険者宅へ持参し

て直接説明しているので十分理解はしているものと判

断をしております。これが具体的にパーセンテージに

ついては特に抑えてはおりませんが、果たしてこれら

について必要があるかどうかということについてもち

ょっと考えさせていただきたいなというふうに思いま

す。 



－17－ 

 また、介護保険法第６７条により保険料を支払って

いない場合、サービスは受けられますが全額自己負担

となります。現在保険料の滞納者はおりませんが介護

が必要になって各種サービスを受ける場合は保険証が

あれば掛かる費用の９割が村で負担する事になってい

ます。新しくサービスを希望する方は村に対しサービ

スを受ける計画を作り、届け出しなければなりません。

この計画の作成や届け出は村またはやすらぎ苑がいた

します。そうした事例が発生した際は保健福祉総合セ

ンターに問い合わせていただきたいというふうに思っ

ておりますし、病院ともまた十分連携をとっておりま

すのでこれらの対応も出来る体制になっているところ

でもございます。６５歳に到達された方や新たにサー

ビスを受けられる方もこれからも増高していきますの

で、先程議員が申しました周知の方法等も定期的にや

ってまいりたいとこのように感じているところでござ

いますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し

上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：回覧板等の確認をして

おりますが、職員が直接指導に歩くということは素晴

らしい事だと思います。もう１点、やすらぎ苑の件な

のですが、やすらぎ苑に今は空きがあるのですが。随

時新しい人が入っていける体制になってますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今現在やすらぎ苑については空きはありません。た

だ、ショートステイについては空きがあります。これ

をどのような形で使って有効利用を図っていくかとい

うことについてはやすらぎ苑と法人の方と相談をして

いかなければならない問題だろうというふうにも思っ

ております。ただ、ベットは確保はされておりますけ

れども、身体の状態が悪くて病院の方へ入院している

方が居られます。これが病院で病気が治ればまた介護

施設に帰ってくるというような形になっている状況に

あります。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：４番目の広域連合につ

いてお伺いいたします。 

 市町村合併を考えるにしろ、現在自立行政でも広域

連合は考えていかなければならないのではないかと思

います。今後考えられる短期的で調整可能な効率的な

広域連合というのは考えは村長お持ちでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先に質問の趣旨を伺い

させていただきたいのですけれども、現在自立でも広

域連合を考えると述べているところでございますけれ

ども、広域連合なのか広域連携なのかその辺伺いした

いのですけれども。連合でよろしいですか。 

 現在は宗谷の未来を語る会が進められているところ

でございます。また、合併クラスター関係これについ

ては豊富・猿払・稚内というふうになっておりまして、

助役レベルで話し合いをしているところでございます

が、稚内市・豊富町も今統一地方選挙を抱えていると

いうような実態にあります。合併等については取りあ

えずタブー視されているのが実態ではなかろうかとい

うふうに感じているところでございまして、両方から

もこの件に関しアタック等は今の所ありません。当然

私もそういうような関係からアタックする事について

はどうなのかなというふうな感じを持っているところ

でございまして、今は避けなければならないのかなと

いうふうにも思っているところでもございます。統一

地方選挙が終わった段階で法に基づく協議会等も作っ

ていかなければなりませんし、おそらく急速にこの問

題等については進んでいくものだというふうに考えて

いるところでございます。相手もあること合併にしろ

広域連合を例えば広域連携を持ちかけるにいたしまし

ても、今現在では難しいのかなと特に広域連合の場合

につきましては、ひとつの自治体を作らなければなら

ないという法的な問題があります。これは当然首長の

選挙それから議会の選出等もございます。ひとつの特

別地方公共団体的なものは作られるというような状況

にあるわけでございまして、このクラスター３つで連

合を作るということについては非常に難しい問題であ

ろうというふうに私は考えているところでございます。

後ほど質問等にありますけれども、北海道全体での広

域連合というような形になりますとこれは応分のコス

ト削減の負担で済むのかなというような事もございま

すけれども、広域連合をする場合につきましては、そ
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れぞれ市町村の格差というものもこれもございますし、

その格差是正をどうしていくのかということについて

も非常に難しい問題であるのかなとこのようにも考え

ている次第でございますので、その点ご理解を賜えれ

ば私幸いだというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：広域連合は大変だと分

かります。 

この春の統一選挙終わった時点で村長選は無いので

ありますよね、でありますので選挙が終わった後この

連携であれば何か考えがあるのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁させていただきま

す。 

 広域連携にいたしましても先程申しました町村独自

の格差是正という問題を処理しなければならないとい

うような問題もございますし、非常に手間の掛かる問

題だなとこのような感じを持っております。後わずか

２年数ヶ月の間で果たして実行できるかどうかという

事については、これは例えば合併するにしろ住民がき

ちっと納得した形でないと合併はこれは無理であろう

というふうにも考えておりますし、議会の皆さんも同

様な考え方だというふうには思います。そういう状況

の中できちっとした建設基本計画が果たして建てれる

のかどうなのかということについても、これは早急に

やらなければならない事であって、将来展望を見据え

た形の中でやっていかなければならない問題であろう

というふうに思います。今合併するにしろしないにし

ろ、私達が村民と一緒になって議会と一緒になって考

えた事が果たして将来どのような評価が得られるのか、

ということは誰しもが今現在分からない事だろうとい

うふうにも考えているところでもございますので、そ

の点につきましてもご理解を賜りませれば有難いなと

このように感じております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長の答弁大体分かる

のですが、私聞いているのは統一地方選挙終わった後

にこの広域連携という形、連合ではなく、それが今村

長の頭の中にどのようなもの模索出来るのかなと、終

わった時点でスタート出来るものもあるのかなという

考えでいるのですが、どうでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程も同僚議員の方に

も申したように、宗谷の未来を語る会とかそれから助

役レベルでの事務協議だとかそういう状況の中で今連

携した場合にどのような連携があるのかということを

今検討している最中でございます。今この例えば国民

健康保険だとか介護保険だとかこういうものを広域連

携でやっていかないかということについては、先程申

したように当然格差是正という問題も３つですけれど

もあるわけでございまして、それらの調整等について

も考えていかなければならない問題であろうとこのよ

うに考えております。連携出来るものについては色々

数あるのかなというふうには考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：連携出来るものがあれ

ば早急にやっていただくのも行革のひとつだと思いま

す。国民健康保険事務とか老人介護保険、老人保健医

療事務とかそれらの事務的な連携、事務事業のそうい

うことも出来るものから早急にやっていただきたいと

思います。 

 それで、次に医療改革制度ということで通告出しま

したが、医療制度改革関連法が１８年６月１４日参院

本会議を通過し成立したと、２年後の現行の老人保健

制度は廃止されて新たな制度に移行するというがどの

ような制度かということで通告書出してあるのですが、

この後明日、規約説明がある模様なのでこの項の答弁

は要らないです。 

 ６番目にいきます。 

 第一次産業の漁業・酪農が頭打ち状態であると思い

ます。それが今後猿払村の観光産業、ふるさとの家周

辺を基盤として道の駅も含めた観光施設がどのように

発展していくのか私の考えではあの道の駅をお客さん

が集まる観光客が集まるような集客の場所になればい

いなと思っているのですが、村長の考えはいかがでし

ょうか。 
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○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今のさるふつ公園の関

係につきましては、若干遅れているのかなというふう

に思っているところでございます。また、従来の通過

型観光から滞在型、体験型観光への観光動向がありま

す。若干道北地方、猿払村ばかりでなくして道北地方

については観光客の入り込みが少ないというのが今の

実態でございます。何とかこのさるふつ公園の道の駅

を中心として、またふるさとの家を中心とした活性化

というものも私は考えていかなければならない問題で

あろうというふうに思っているところでございます。

以前にも申しましたけれども、民間参入の促進という

ような問題もありました。しかし、あまり出店者が現

実的に居なかったというような問題もあります。ただ

１件でございますけれども、１件であったとしてもそ

の方向に向かった形の中で活性化を図っていかなけれ

ばならない。その１件の方が道の駅なりさるふつ公園

を活性化させてくれる原動力に、また道しるべと言い

ますか、口コミになっていただければこれもまた幸い

だろうというふうにも考えているところでございます。 

公園の関係につきましては、議会の皆様とどの様な

形で施設整備をしていくかということにつきましても、

これから議会の皆様と一緒になって考えていかなけれ

ばならない問題であろうというふうにも考えておりま

すので、機会を見つけて議員の皆様とまた打ち合わせ

をしてまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと存じます。活性化を

図っていかなければならないということについては、

これは紛れもない事実であろうというふうにも考えて

いるところでございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：道の駅の事なのですが、

あそこの道の駅、あれは観光客が来てもどこにトイレ

があるのかも分からない状態です。身体障害者等がバ

スで入ったけれどもトイレがない、この公園何だろう

という感じで良く言われるのです。どこにトイレがあ

るのですかと。そういうことの計画的なあそこの中の

計画的なものが何一つ出来てないということですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村の案としては２案・３案として色々な形の中で作

ってございます。その中には身障者トイレももちろん

作っておりますし、トイレの数も多くしておりますし、

そのような図面も書いてはおります。それらを元にし

た形の中で議員の皆様と一緒になって考えていっても

らえれば大変幸いだというふうに思っているところで

ございます。 

 ただ、私としては村のやっている村の考えているも

のについて一貫性を持った形の中で出来るものであれ

ばやっていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。その案についても後ほどまたお示しをして

協議をしてまいらなければならないというふうにも考

えているところでございますので、よろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：道の駅なのですが、こ

のトイレの問題も含めてですけれども、案はあるけれ

ども実現化するということをまだ考えてないというこ

とですか。いつ頃までに実現したいのだと、あそこに

建物が作りたいのだとか、そういうことも全然ただ案

であって実現化しようという気持ちは無いのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁をさせていただ

きます。 

 村で考えていた案につきましては、９月の議会だっ

たと思いますけれども、予算計上させていただきまし

たけれども、予算を落としたという経過がございます。

これは村独自の図面を書いた形の中でやって、皆様に

その資料を渡せなかったということに対しては大変申

し訳なかったというふうに思っているところでござい

ます。それらについて協議をして予算を組んできちっ

とした形の中で道の駅というものをそれらに関連する

ものの整備を図ってまいりたいとこのように考えてい

るところでございます。村全然そういう計画が無かっ

たのかということでは決してございませんので、その

ような経過でございますので、その経過等も踏まえて

これから協議をしていかなければならないというふう

に考えているところでございますので、よろしくお願

い申し上げたいと存じます。 
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○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：であれば、この春雪解

けから実現化に向かって作業が始まっていくのだとい

う取り方でよろしいのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 春先から即ゴールデンウィークに掛けてその事業を

実施していくということについては、今これから協議

していく段階において３月予算、例えば新年度で予算

計上したとしても若干無理な部分があろうかというふ

うに思います。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：それではこの春から着

工出来ないとなると、その後５月・６月・７月から始

めてもそれは今年度の最盛期の利用にはならないとい

うふうに取ってよろしいのですか。分かりました。 

 次にいきます。 

 ７番目の新年度予算についてなのですが、今年度も

当初予算がなかなか難しかったと、この度決算委員会

で費用も見て決算委員会も無事通って終わったのであ

りますが、今年度の地方交付税等が年々削減されてい

るが、新年度の予算は何を軸にどの位の予算で組むの

か。大体の事でよろしいです。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先般１２月１１日付け

で平成１９年度の予算編成方針を職員に周知したとこ

ろでございます。一般会計を主にご答弁をさせていた

だきますが、歳入においては今現在新型地方交付税の

内容等明確でございません。面積・人口等これを主に

した形で交付されるということになるようでございま

すけれども、面積に重点を置くのか・人口に重点を置

くのかということについてはまだ不透明な段階でござ

います。 

以前に人口規模で税源移譲というものがありました

けれども、ほとんど見合うお金が来なかったというこ

とが現実としてございます。そのような状況の中でお

そらく明日・明後日中には具体的な財務省の予算内示

が詳しく出てくるものだろうというふうにも考えます。

ただ、地方交付税は出口ベースでは減額されていると

いうことはこれは部分的に報道されているところでご

ざいます。 

また、更に国の方で地方の格差是正という問題をこ

の交付税の中にきちっと盛り込んでいただいた形の中

でこの新型地方交付税というものを作って私はいただ

かなければならないというふうにも思っているところ

でもございます。税収面におきましても、漁業所得の

落ち込み、更には農業関係も厳しい実態にあることか

ら、５，０００万円程度の減収を見込まざるを得ない

状況に今推計をしているところでありますけれども、

予算規模につきましては大体３７億円から４０億円に

なるかどうかその辺につきましては国の財源事情によ

って変わってくるのかなと、またもう少し落ち込むの

かなということもまたこれも予想されるわけでござい

ます。 

何を軸にするかということの質問でございますけれ

ども、第５次総合計画であるわけで予算も目まぐるし

く変化しておりますし、社会情勢の変化もあります。

現在財政健全化のための集中改革プランの作成中でも

ございますし、行財政改革推進委員会及び検討委員会

でこれらについて査収をしているところでございます

ので、またこの面につきましては、予算編成時期に向

けてこれらの関係の事務事業評価を踏まえた形の中で

投資的経費事業も含め、また経常経費的な事業も含め

て多面的に検討を加えてまいりたいとこのように考え

ているところでございます。 

この点につきまして、ご理解賜りたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：３７億円から４０億円

ということで、今年度も当初４０億円を切った当初予

算でありましたが、決算にいってみれば４０何億円と、

当初予算てこんなもの決算がこういうふうに膨らんで

くるのかなという考えはいたしました。これはこれで

いいのですけれども、行財政委員会ですか、職員この

前終わって、１２月１１日に職員の行財政委員会か何

か終わったのですよね。分かりました。この２６日に

村民の行財政委員会等がございますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：そのように考えている

ところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この行財政委員会だけ

じゃなく、各委員会沢山ありますよね。訳の分からな

いと言ったらおかしいのですけれども、勉強不足かも

分かりませんけれども、分からない委員会が沢山行っ

ております。これらに傍聴は出来ないのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：基本的に条例で定めて

ない限りは、これは公開可能でございます。条例で秘

密会に徹するという部分については、それはそれとし

て対応していかなければなりませんけれども、公開は

可能でございます。 

○議長（佐々木正光君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：傍聴が出来るという答

弁いただきましたので、私の質問はこれで終わります。 

○議長（佐々木正光君）：１０番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは一般質問の通

告書に基づきまして大きく４点について質問していき

たいと思います。 

 農業政策について２点質問させていただきます。 

 オーストラリアとの経済連携協定この交渉について、

この内容について質問していきたいと思います。 

 まず日本とオーストラリアの経済連携協定締結この

締結に向けて、二国間で交渉入りをするということで

正式に確認されております。連携協定の柱となる自由

貿易協定交渉、これは、農業の自由化これが最大の焦

点になろうかと思います。牛乳や小麦、乳製品、砂糖

これ重要４品目の関税撤廃これが大きな柱、これがオ

ーストラリアの要求だというふうに理解しております。

仮に関税の撤廃または大幅な引き下げ、こういう状況

になった時について、国内の農産物、これは経営の規

模から言って価格面ではとても太刀打ちできない。お

そらく３分の１の価格で入ってくるだろう。そういう

ことが予想されます。そういうことでは北海道農業、

また日本の農業、それと北海道農業、猿払村の農業、

酪農主産地である猿払村この部分においては壊滅的な

打撃を受けることが予想される。これ全く非常事態と

位置付けざるを得ない。農業は各国の社会基盤、世界

のどの国においてもこれを維持し発展させていかなけ

ればならない世界共通の課題だというふうに位置付け

られると思います。これは各国共通だろうというふう

に認識しておりますけれども、農業の多面的機能、食

料安全保障というような部分では、これは配慮し合え

る交渉結果を絶対的に確保しなければならない。そう

いうことで、村長は今のオーストラリアとの経済連携

協定この交渉内容について先程も行政報告で若干触れ

られておりますけれども、これについての思いこれを

まず１回聞かせていただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員さんがおっし

ゃるようにこの関係が自由貿易ということになります

と、日本農業、特に本道農業については壊滅的な打撃

を受ける事は事実でございます。今現在私が入手して

いる内容の状況でございますけれども、ＦＴＡこれは

自由貿易協定となる交渉が日本農業と特に本道農業に

大きな影響を及ぼす結果となっております。 

先般１２月１２日交渉が合意に達したとの事でござ

います。少なからず農業だけでなく他産業に多面的に

日本経済に与える影響は計り知れないものがあるとい

うふうに考えます。行政報告もいたしましたが、政府

間共同研究会では両国が他の諸国と締結したＥＰＡ、

これは経済連携協定の意味でございます。重要な品目

であり、輸入の増加によって国内経済、社会的悪影響

の恐れのある品目、重要品目の扱いを検討した上で重

要品目を取り扱う最良の方法は柔軟かつ建設的なアプ

ローチが求められる交渉通してであるということに合

意した結果というふうになっております。 

更に研究会では段階的削減のみならず、除外及び再

協議を含む全ての柔軟性の選択肢が交渉において使い

得るべきであることにも合意をしているところでござ

います。また両国の農林水産品、輸出機会の増加によ

る事にも合意しているところでございます。また、両

国の相互の利益を創出すべきであることも合意として

おります。その交渉内容の概要でございますが、一部

述べさせていただきます。 

交渉はあらゆる品目と課題が取り上げられ、また階

段的削減のみならず除外、再協議を含む全ての柔軟性

の選択肢が用いられるものとして開始される事になっ
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ております。ＥＰＡこれ先程も言いましたように経済

連携協定ですけれども、包括的なものとすると交渉は

物品及びサービスとの貿易、投資資源、食料の供給の

安定確保、税関手続き、原産地の規則、それから非関

税措置、貿易の技術的障害、衛生植物検疫の課題に関

する協定、貿易円滑化、政府調達知的財産、競争の政

策、透明性並びに紛争解決を含むというふうにこの協

定はしているところでございます。経済連携協定は今

ＷＴＯ協定に整合性なものとして可能なあらゆる場合

に同協定以上の内容を目指す事というふうになってい

るところでございます。経済連携協定はバランスの取

れた成果を実現するために、一括受託方式によって合

意されるもの。このような形になっているところでご

ざいます。これが日本とオーストラリアの経済関係の

連携協定についての私の知り得た範囲でご答弁を申し

上げたところでございます。ただ、このことは崩れて

一国アメリカ等からこのような問題が同じような問題

がまた取り入れられるということになれば、これはま

た大変な事態に遭遇するというような実態になろうか

というふうに思います。 

そのような形の中で今回のＦＴＡの自由貿易協定に

関する分野については認識しているところでございま

すので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私の聞き方がまずかっ

たのかもしれないですけれども、どんな思いでいるの

かという部分では、これは影響も含めて農業交渉、こ

の今の経済連携協定の内容について私質問したわけじ

ゃないのです。こういう重大な問題どういう抑え方を

しているのかなという部分で村長に聞きたかったとい

うことですけれども、オーストラリアというのは日本

に取って５番目と言ってます。輸出輸入総額で５番目

の重要な貿易相手国だと、そしてオーストラリアから

どんなもの入って来ているかというと鉄鋼石だとか石

炭・天然ガス、固物エネルギー資源の主要な日本の供

給国だということです。そういう意味でいけば日本経

済に取ってはむしろプラスになる、トータルで考えれ

ば、そういう状況もはっきりしているわけです。経済

団体等についてもむしろ主要の閣僚の間でもむしろ完

全撤廃をすべきだとその方が日本経済のためにプラス

になるのだという閣僚も堂々と発言している。この部

分については、政府与党としては重要品目には配慮し

ていくと言いながらも先程村長が答弁しましたけれど

も、重要４品目については交渉の対象除外はしないの

だよとこれ明らかになっている。そういうことを最後

まで今国はこの４品目を守り抜くという状況ではない

のです。政府一丸となってそういう形で行くというこ

とではないのです。かなり温度差があるということで

す。消費者も経済団体も国も含めて、大変な事なので

す。そういうことで仮に完全撤廃された場合、道の試

算ですけれども１兆４，０００億円こういう影響が与

えるのだと、これは決して大げさな数字ではないと思

います。それとこれは猿払村においても同じ事言える

のです。地域が崩壊するかどうかの瀬戸際だと私は認

識しているのです。今一度この問題について村長の強

い思いというものをもう一度簡単に内容の説明につい

てはいいですから、村長これに向かってどうするのだ

ということは別にして、この思いはっきり伝えてもら

いたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私も眞田議員さんの考え方に私は同調するものでご

ざいます。このような形の中で重要品目その他の問題

等につきましても一定程度の日本としてのプラス経済

というものもあり得るということも認識をしていると

ころでもございますし、そういう部分ではこれが果た

して結果として協定が悪いものであるというふうには

私は捉えていないところでございます。 

 よろしくその点についてはご理解賜りたいなという

ふうに思っているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：聞き取れなかったので

すけれども、この協定について悪いものでないという

村長の認識だということで理解してよろしいですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答え申し上げます。 

 部分的には日本に打撃を与える分野も多々多くあり

ます。しかし、他の面においてもその自由貿易協定に

よって色々な面でのメリットというものも出てくる関
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係上、必ずしもこの交渉が果たして一概に悪いものだ

というふうには私は考えておりません。 

そういうことです。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長は大変な認識違い

しているのです。この日本経済全体をトータルで考え

ればというと私も同じ事言ったのですけれども、それ

はプラスに作用されるものもあるでしょう。しかし、

村長も言ってるじゃないですか。常々言ってませんか。

多面的機能だとか食料の自給率の問題だとかそういっ

た部分では決して農業は蔑ろにしていけないのだと村

長言ってなかったですか。これは今重大な問題なので

すよこの連携協定というのは、それを今の４品目を対

象から除外するかしないか大変な問題なのです。段階

的な関税を下げていくといっても大変な影響を与える

じゃないですか。酪農成り立たなくなるのです。そう

いう状況の中でこの協定の交渉については悪いもので

はないと、そういう位置付けなのですか。そういう位

置付けなら位置付けで結構ですけれども、しかし、こ

れはオーストラリアの酪農と放牧中心ということにな

りますから、低コストです。大量飼育が可能だ。生乳

だとか肉牛共に３分の１の価格になる。それ以下の価

格でしょう。 

 それと米を含めて主要な５つの重要品目、全て北海

道が主産地なのです。米を含めれば５つになりますけ

れども、しかし、本州府県では米は守られるだろうと、

北海道の農家の一部にあっても米農家については大丈

夫だろうと、そういう安易な空気もあるのです。村長

の考え方とまさに一緒なのです。危機感が薄いという

か、これは国内の地域毎にもバラツキもあるし国の政

府関係者についてもバラツキがあります確かにこれは。

しかし、これは単に生産者だけの問題ではないのです

先程言ったように、昨日もテレビで放映されてました。

オーストラリアでは今年地球温暖化の影響で小麦が全

滅、壊滅状態だった。オーストラリアでも自殺者が出

ている農家の間で、昨日テレビでやってました。それ

と日本は８０数％、９０％近く小麦は輸入に頼ってい

るのです。オーストラリアがそういう状況で打撃を受

けた、そういうことで小麦が入って来なくなる。今讃

岐うどん香川県辺たりでもその小麦の確保に四苦八苦

している。これは受給率が低すぎるからこういう状態

になるのです。村長そういう所がしっかり口では言っ

ても、そういう認識がきちっと出来ているのか。私は

疑問に思います。そういう意味でいけばこれは生産者

だけの問題じゃないです。消費者も経済団体も行政も

議会も含めて当然相当な危機感を持っていかなきゃな

らないと思うのです。そういう部分でこの交渉の成り

行きをただ指を加えて見ているということにはならな

い、行政はどういう動きをするのか。消費者を含めて

議会も含めて相当な議論をしなければならない。先程

村長は行政報告ありましたけれども、町村会で一緒に

なった団体でパラパラッと行って何の効果があるかと、

それも効果のひとつでしょ。しかし、地域からそうい

う声を起こしていかなきゃならない。そういう認識に

立たないかどうかお答えいただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 先般、農業協同組合長も役場の方にまいってその関

係について若干の話し合いをした経過もございます。

また、年内に重要な詰めをする予定でもなっておりま

す。そういう状況の中で団体としてはこの協定が出る

前に陳情は要請はしておりますけれども、また当村の

農協といたしましての考え方も十分まだ聞き取ってい

ない、その時点ではこれから協議をするというような

段階にも入っておりますので、その段階で一緒になっ

て地域団体と一緒になって要請をしていく活動という

ものが必要だというふうに認識をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで、単純

に農業団体と協議をしながらと村長今述べられました

けれども、リードしていくのは行政なのですよこの問

題は。地域の崩壊が掛かっているのです。地域維持出

来るかどうか係わってきている。そういった意味では

村長がリードしていかなくてはならない。むしろ農業

団体と一緒になって携えて、村長が全国規模で村長が

リードしていけとは言いません。村長は猿払村から何

を起こすかです。それを北海道にどう繋げていくかそ

れもまた全国展開していくというそういう流れが必要
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なのです。そういった部分で村長のリーダーシップと

いうのは非常に大切だというふうに思われるので、そ

の分については要請していきたいと思います。この問

題については以上で終わらせまして、次ＢＳＥの関連

についてお伺いいたします。 

２００１年の９月１０日、これは千葉県で国内初の

ＢＳＥ、それから２ヵ月後に国内２例目となるＢＳＥ

が猿払村から確認された。この発生農家の打撃は図り

知れない、農家全般、行政・農協、これは筆舌につく

し難い苦難と傷跡を残しながら、それを乗り越え現在

に至っている。発生直後から猿払村の酪農家が中心に

なって国に強力に訴えてきました。行動しました。そ

れで家畜伝染病予防法の改正を勝ち取りました。疑似

患畜範囲の見直し、ＢＳＥ対策特別措置法の制定、色

んなＢＳＥに対する対策事業の整備、全頭検査・特定

危険部位の除去これが義務付けられたという部分で、

今まで国ではこんなスピードで物事解決したこと無い

だろう。だけども解決した、こういう部分で非常に大

きな進歩をした。これは記憶に新しい所、これは通告

通りの事です。猿払村の酪農家個々の危機意識と努力

が国も動かしたというふうに私は理解しています。発

生当初は牛肉の安全性に対する信頼感が崩れた、消費

者の牛乳離れこれも起き、全頭検査の義務付けられた

ことにより、現在はある一定程度収縮されている。 

 しかしながら、まだまだ課題は多いと言ってます。

感染源や感染経路は未解明のまま、消費者や生産者の

不安が完全に取り除かれたわけではない。ＢＳＥの専

門家も当面はまだまだ感染牛がでるだろうとコメント

しております。予断を許されない状況だ。安心しては

いけないということです。 

そこでお伺いいたしますけれども、５年前、猿払村

で国内２例目となるＢＳＥが発生した段階で村長の就

任間近だった、直近だった就任してすぐだったという

ことで対策の難しさは確かにあったでしょう。そうい

うものも含めて対策について、行政として問題がなか

ったのか。反省点はなかったのかどう総括するか、特

に発生農家に対してこれについてお伺いしたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：発生農家に対する問題

でございます。 

 当時私も就任直前の問題でございました。それから

農林水産大臣も来庁されまして農協の方々と色々な話

をされました。それ以前に私達は農協の理事さん達と

一緒になって国の方に向かって声を大きくしたという

ことが一気にＢＳＥの問題がある程度方向性が出たと

いうことは私は良かった事だというふうに感じている

ところでございます。酪農家に対する発生された酪農

家に対するものに対しましては大変私としては申し訳

なかったなというふうな感情を持っているところでご

ざいます。２，０００万円交付金を寄こすと言いなが

らも、２，０００万円来なかったということに対して

は大変残念な事だったということに思っておりますけ

れども、この２，０００万円を農協へＢＳＥ対策本部

への方へ出す時に支出する時に、当時の経営者である

佐々木さんへの過分にと申し上げておけば私は良かっ

たのかなというふうに思っているところでもございま

す。そういうような状況でこの件に関しては反省する

所が私は多いのではないのかなとこのように感じてい

るところでございます。 

また、今後発生しないと確実に先程議員もおっしゃ

ったように言えるわけでもございません。今後ＢＳＥ

発祥の地として私は何らかの手立てを考えていかなけ

ればならないと考えておりますと同時に、跡地を有効

に使うためにも担い手対策等にも入っていただくとい

うことも今後考えていかなければならないというふう

に思っているところでございます。そのような状況で

ございましたことを、内容的には議員さんも内容につ

いてはご理解をしていただいているというふうにも思

っているところでもございますので、答弁については

この程度にしておきたいというふうに思っております。

佐々木さんへの問題、この部分につきまして配分する

ときに過分な配分をと申し上げておけば私は良かった

というふうに考えていたしますし、私の不徳の致すと

ころであったというふうにも思っているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長から言ってみれば

対策に若干の否はあったとそういうふうに理解してい

いのかどうか。それは後で答弁いただきたいと思いま
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すけれども、２，０００万円の約束されたものが来な

かったと、そういう状況もあるでしょう。それと助成

金として２，０５０万円支出をしておりますけれども、

その段階でこれ発生農家として今この問題についてか

なり問題視されている部分もある。これは整理しなけ

ればいかないです。このまま放っておくわけにいかな

いと私は思います。理解してもらうところはもわらな

ければならないという事がありますから、一般質問に

なるかどうかは別にしてもこれははっきりしておかな

ければならない。そういう事でお話しますけれども、

発生農家に対して２，０５０万円、当時の２，０５０

万円の助成金の使い道を営農を継続するものに絞って

出したと、これについては私はそれはそれなりに村長

の考え方でしょう。地方の考え方でいいでしょう。し

かし、ここで考えなければいかないのは、発生農家と

の色々村長に色んな問い掛けをしております。その他

に文章の中に問題があるのです。発生農家のためにこ

の助成金を使うのだよ、国から指示されている、道か

ら指示されているがごときの文書が行っているのです

けれども、それは根拠があるものかどうか、お答えい

ただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当時家伝法というもの

については、きちっとした問題も整理されていなかっ

たということもございますし、また保証問題について

もこれは４月１日現在で施行された法律でございまし

て、その時点ではそのような問題も無かったというよ

うな事もございますし、私としては村独自あるいは道

でその辺についてはきちっと対応をしていかざるを得

なかった問題であろうというふうに考えているところ

でございます。そういうことでご理解を願えればとい

うふうに思います。そういう面で先程ＢＳＥ対策本部

に出した補助金についても、ある一定程度過分な発生

農家へというような事を申し上げたつもりでございま

すので、ひとつよろしくその点についてはご理解賜り

たいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この問題については、

先程村長言ったように就任当初もこんな難しい問題が

出てきた。それと国も北海道も２例目ということでま

だ対策マニュアルはっきりしていなかった。そういう

状況の中であたかも発生農家に対して営農継続するも

のは国から道から指示されたもののような内容で実は

村長から通知が行っているわけです。それについては

どうなのですか。国では継続するものに対してだけし

かやっちゃいけないよというものがあったのかどうか。

そこだけ先に確認。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 それにつきまして、当然そのような道から指示され

る私は何ものも無い。村がやるべきものは村がやると

いうことが本来の姿であろうというふうに考えており

ます。先程から申しますように、私の当時就任前で発

生した事であって、中身について特別なＢＳＥ対策本

部の中身についても教えてもらっていなかったという

ような事もございますし、そういう部分では反省すべ

き点は反省しなければならない事であるというふうに

考えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長まさに地方分権と

いう部分で地方の事は地方でですよ。そういう対応を

すべきなのです。国から示された道で示されたマニュ

アル通り運んだら行政いらないのです。支所で十分な

のです。何のために猿払村という地方自治体があるの

か、基礎自治体があるのかということをきっちり弁え

れば自ずと答え出てくるはず。あの文章は発生農家に

対して出した文書の虚偽の文書ということになります

よ。それも含めてきっちり整理して、理解してもらう

という事が必要だろうというふうに思います。平成１

４年の１０月２日発生農家から農水省に生産局の畜産

部ＢＳＥ対策特別チームの田中さんという人が文書回

答していただいておりますけれども、まさに同じなの

です。村長言っているとおりです。これについては私

も文書みますけれども端折っていけば特別交付税の対

象となる具体的な取り組み内容は、当該の自治体の判

断により決められるものですよということを言ってい

るのです。特別交付税はあくまでも独自の地方・地域

独自の取り組みに対する措置なのだと、明言している

のです。あたかも国から道、その辺りから指導を受け

たが如くの今までのやり取り聞いているとどうもそう
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いう逃げをしている。私はそう思うのです。村長は担

当部局も含めて助役も含めてみんなで協議して２，０

５０万円の助成金についてどういうふうにやったらい

いのだと、そういうことを内部できちっと整理をして

から対策本部に助成をするという格好が筋なのですよ

村長。これについてはどう思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然内部できちっと精

査した形の中で補助金を交付するということが本来の

筋であろうというふうに思いますし、先程も言ったよ

うに地方分権の指針に則った自分達のまちは自分達で

というようなことをきちっと見極め、私も以前から言

っているとおりでございますけれども、そういうよう

な方向性があったらこのような事にはならなかったと

いうふうに私は特に反省をしているところでございま

す。そういう部分につきまして理解を賜りたいなとい

うふうに思っております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：あっさり村長から反省

の声が聞かれると予想はしてなかったですけれども、

そうだと思うのです。手続き上の誤りは否は否として

きちっと村長位置付けるべきだとそういうふうに思い

ますし、例えば今後の問題も含めてＢＳＥ発生したと、

どこで発生するか分からないのです。当時でいけば家

畜伝染病法でいけば飼育頭数の８割が疑似患畜扱いさ

れている。そういう状態です。この精神的にも継続し

たくても営農継続したくても出来ないぐらい精神的に

追い込まれるのですよ村長。例え制度が確立しなくて

も、猿払村の酪農家は自分達で１頭ずつ拠出してでも

何とかという話し合いまで出ていたそうです。これも

理解しております。非常に有難い問題だろうというふ

うに思います。しかし、やっぱり離農した者しか対象

にしないという形では村長暖かみが無いじゃないです

かあくまでも。離農してしまったのだからそういうも

の対策は一切しなくていい。債務は出ていった人はい

い、後の債務誰が背負うのですか。保証人・父親・肉

親が背負わなければならない事じゃないですか。そう

いう部分については全く何の対応もしない。これは国

で決められている範囲、共済組合での範囲でしかない。

村で何やったか、何十万かの見舞金を払ったというこ

とは聞いております。これについても、こういうこと

で今後の生活の目途さえ立たない状況に追い込まれる

わけです。そういうことを何とか救わなければならな

いはずなのです村長。これが行政というものじゃない

ですか。そこを今一度。 

 先程色んな事を言いましたけれども、跡地利用につ

いても新しい担い手にどうのこうのと言いますけれど

も、こういう部分を軽々しくまだあそこに住んでいる

人が居るわけです。権利は農協に移ったのですか。あ

の土地の所有者は。そういうことも含めて村長の思い

つきでなく、実際対象となっている農家と直に話をす

るという手続き上、そういうことが必要だと思います。

それと合わせて今、村長否を認めたわけですから、き

っちりとそれは発生農家の関係する部分についてはき

っちりとした村長の謝罪をすべきだと私は思います。

１回それで私も中に入ってしたはずですよ村長に、正

式に謝罪してくれと私は私なりの考え方があるから議

会はまた違った意見でしょうけれども、それについて

村長頭下げるところは下げると、やっぱりきちっと意

思表示してください。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私も家族である池田さ

んが参ったときにも役場の方に私の所にまいった時に

もとりあえず謝罪はいたしました。とりあえずと言い

方はおかしいですけれども、謝罪はいたしました。そ

ういう状況の中でこれからの問題としてこのＢＳＥの

問題、この問題についてこの時点できちっとしていか

なければならない問題であろうと、離農したからどう

のこうのというような問題で無くして、今後発生して

くる農家に対してもきちっとした対応をしていく必要

性というものも十分今の段階としては私は感じとって

いるところでございますので、これからのそういうＢ

ＳＥばかりでなく、色んな病気が今発生している段階

でもございます。そういう状況も含めた形の中で対応

もきちっとしていかなければならない問題であろうと

いうふうにも考えております。そういう事でご理解願

えればというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう事で村長は正

式に対策本部に責任があるわけでもないです。村長と

して内部できちっと村長の考え方を担当部局の方でき

ちっと調整を図って無かったからこういうことになる。

助役以下担当部できちっと村長の考え方が浸透してい

たかどうかというものに私疑問なのです。やり取り聞

いていて、そこに間違いがあったというふうに私理解

するのです。はっきり聞いてみたいですよ、私は。助

役、内容について全て承知しているのか聞きたいぐら

いです。あえて聞きはしないですけれども、そういう

問題があるという事です。だから村長は一人で物を考

えるのではなく、慎重にその辺りを今後進めていって

もらいたい。そういうことで謝罪も曖昧な事じゃなく、

やっぱり謝罪すると正式に、そうでなかったらこの問

題解決しませんよ。ここで答弁いただけませんか、そ

れ。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：以前にも先程も申しま

したように謝罪はしているというつもりでおります。

当時池田さんとそれから奥様とそれから門脇さんと言

いましたか、浜頓の頓別に居る娘さんです、こられた

時に私は一度その時に謝罪をしておりますし、議会に

おいてもそのような同じような方向できちっとした謝

罪をさせていただきたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことできっち

りやっていただきたいと、それと色々生産者というか

ＢＳＥの発生農家に対しても言い分はあるでしょう。

やっぱりきちっと聞きあって、安易にこの問題はこう

だよと事務的にやるのではなく、きちっと相談乗って

やってもらいたい。そういうふうに要望しておきます

し、村長も約束していただいたというふうに理解しま

す。 

 次に移ります。 

 今後２番目に入りますけれども、ＢＳＥだとか他の

家畜疾病が村内酪農家で発生した場合に発生農家に対

して具体的にこういう支援をしていくのだと、行政お

よび生産者としてこんなことを対応していくのだと、

これを発生してからでは遅い。発生する前にそういう

ことを予測しながら具体的な対策マニュアル、こうい

ったものを早急に確立すべきだとそういうふうに私思

いますけれども、これについてお答えいただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 ＢＳＥの全発生農家、これらを教訓といたしまして

ＢＳＥばかりでなくして、その他色んな病気があるわ

けでございまして、それに対するマニュアルづくりに

つきましては、関係する特に農協の方の団体等とも十

分連携をとりながら議員ご指摘のとおり実施をしてま

いりたいというふうに考えます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで行政と

して出来ることは何か、色々あるでしょう。そういう

指導もあるでしょうし、色々農業団体との色々相談し

ながらこういう部分では支援対策基金を設けるだとか、

色んな手法があると思いますので、その辺り発生した

場合はどういう系統でどういう流れで対応していくの

だということも含めてこういうことをやっていただき

たいというふうに要望しておきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それと、消費者が一時不安によって消費が一時期ド

ーンと落ち込みましたけれども、これは何で回復した

かというと、全頭検査をやったということですよね。

だからこれによって信頼回復が若干消費者の信頼回復

が出来たのだと私思うのです。これがなければならな

い。ところが国の検査条件が緩和されました。これに

ついて村長は怒り心頭に達していると思いますけれど

も、これについてお答えいただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：この消費者の食の安

全・安心の観点から申し上げます。 

 これらについては当然食料企画という省というより

も機関もございます。そこできちっと精査をしていた

だければなりませんし、そこで精査出来なければ私達

としてはその辺についてはものを言う、権利を持たな

ければならないというふうに思っております。このよ

うな全頭検査をすることによって食の安全・安心が図

られると、これが緩和されることによって例えば先程

言ったように自由貿易協定の中でオーストラリアまた

アメリカ等からそのような全頭検査をしないで入って
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くるというような形になってくると、おそらく日本は

そういうような態度を取ればおそらくそういうような

形になってくるでしょう。そうなってくると大変危険

な形にまた陥ってくるというような事もあります。こ

れについては緩和策は取って欲しくないということは

私ははっきり申し上げておきたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：限られた時間ですから、

まだ問題も残ってますからあれですけれども、全頭検

査についてはアメリカからの牛肉の輸入の条件緩和と

いうような部分で、それに合わせたのだろうというふ

うに言われてます。２０ヶ月昨年の８月から２０ヶ月

以下の牛を全頭検査の義務化を除外したと、それを地

方自治体に任せたと、自主的にということ、やらなく

てもいいということなのです。自主的にということは、

そういうことじゃないですか。それを今は地方自治体

が自主的にやっているのです。これは時限ですよ。３

年間ですよ。国の補助金が３年間は出すけれども後は

補助しませんよと言っているのです。とすれば全頭検

査するためには地方自治体が全て責任負わなければな

らないということになりますよ。これについては村長

認識されておりますか、きっちり。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然そのような考え方

で認識をしているところでございまして、当然４年後

には市町村が持たなければならないということになり

ますと、これは大変な痛手になってくるわけでござい

まして、これらにつきまして時限立法であろうと引き

続き国に要請して全頭検査というものをやっていただ

く必要性というものを重々と感じているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：こういう問題について

は、通告してからの時間が短いということもあります

から、この辺りは担当部局と十分相談日常的に相談し

ていくべきだと私は思います。 

 それで次に移りますけれども、こういう部分につい

ては全頭検査の継続という部分には国の責任でやるべ

きだと強く訴えていくべきなのです村長は。 

次に移りますけれども、消費者の国内産の全頭検査を

やってもさらに感染源や感染経路は未解明のまま、消

費者の不安が完全に取り除かれたわけでないのです。

全頭検査の徹底したり、感染源とされる動物性たんぱ

く質飼料の禁止をしたり、そういうことだけの措置だ

けで消費者が求める安全、安心の確保がされたという

ふうに私思わないのです。どんなことをすればいいの

か。これ村長にお尋ねしたいと思います。どういう認

識されているか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私も安全・安心が完全に確保されたというふうには

感じてはおりません。発生する前にその肉が例えば食

べられている可能性というものもあるわけでございま

して、そういう部分も含めた形の中では安全・安心で

あるかどうかということについては、きちっと国が農

林水産省で消費安全局というものもございますし、こ

ういう段階できちっとそういう部分を見極めていただ

く要請をきちっとしていただければならないというふ

うに私は思っております。これは広域的な観点もござ

いますから、村独自でどうのこうのということにはこ

れはならないかというふうには思いますけれども、そ

ういう分野できちっと食の安全・安心というものを取

り上げていただきたいなと、このように考えている次

第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも抽象的な村長の

答弁で、非常に掴み所がなくて困るのですけれども、

最近の消費者は値段が若干高くても、今１リッター当

たりでいけば１４０円というのもあります。１７０円

が一般的にそんなものでしょう。しかし、５００ｃｃ

で３００円という品物もございます。これは札幌生協

で私調べて見ましたけれども、非常に伸びているので

すそういう消費者が、そういうものを求めている。何

故なのか。自然放牧だと謳っているのです。これは健

康的で良い。自然放牧の牛乳を求めているのだよと消

費者は、そういうデータもあるわけです。ニュージー

ランド、オーストラリアも含めてこれは自然放牧近い

形でやっています。こういう部分でいうと北海道は半
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年が雪の下だと、ニュージーランドとは違うという事

もあるでしょう。それと経営の方針は穀物飼料大量に

喰わせて、大量に搾って利益を上げるという方法もあ

るでしょう。それは個々の考え方なのです。経営の考

え方だと思うのです。しかし、最近全道の酪農家の約

４％に当たる５００戸が自然放牧に近い形で切り替え

ている。そういった部分で収益率が逆に穀物飼料をこ

れを１０年前に比べて３割から４割減ってきている。

自然放牧に切り替えることで、収益率が２０％から４

０％に改善されたという報告もされております。それ

で今多頭・多量飼育で機械的にといってもまずいです

ね。そういう言い方まずいですけれども、利益が出て

いるのだからいいのではないかという考え方もあるの

です。それは経営者個々の判断でしょう。しかし、こ

れからトウモロコシが穀物飼料の主流を占めているわ

けですけれども、これは中国などが良い例ですけれど

も、経済成長だとかそれによって大量に欲しい。そう

いう自動車燃料として需要高まるエタノールだとかそ

ういうもの転用していく。そういった部分で品薄にな

るのですこれ。ただホクレンだとか農協系統というの

は穀物飼料を売って差益を取って自分達の組織の運営

に当たっているわけですから、自然放牧なんておおよ

そ酪農には推進しないのですこれ絶対。そういう農協

形態になっているのです。村長それは十分承知でしょ

う。なかなか難しいと言いながらも、更には消費の低

迷によって今年の春９００トン投げたじゃないですか。

大量廃棄したじゃないですか。こういうことも考えて

いけば、ただ生産量を増やして利益を上げるという部

分よりも低コストですむ自然放牧というものもこれ検

討して研究していく価値が私はあると思うのです。価

値があると、それが良ければ奨励していくという事も

行政では必要でないだろうか。そんな事も考えます。

足寄町の一部ではもうすでにそういうの取り組んでお

りますから、この部分について村長知っている範囲・

知識の範囲でいいですけれども、お答えいただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今回放牧などの関係につきまして、フォーラムが実

施されたというような事もございます。また、スロー

フードの問題につきましても、このような関係で色ん

な効果が公益が上がっているということも言えるとい

うふうに思います。しかし、この問題については酪農

家個々の経営の問題ということは一番重視しなければ

ならない問題でないのかなというふうにも考えます。

確かに生乳生産沢山牛を買って乳を搾っていくという

ことになりますと、今の現状からいたしますとまた生

乳生産調整という問題も付きまとってくる分野もござ

います。放牧酪農という形になりますと、牛１０頭が

限度かなというふうな感じもしているところでもござ

います。そうなってくると果たして個々経営が果たし

て成り立っていくのかどうなのかということも考え合

わせた形の中でこれは個々が考えるべき性格のもので

はありましょうけれども、行政としても一体的な形の

中でどういう分野がいいのかと、生乳生産調節されて

減益になるということであればまたこれもひとつの大

きな問題でありましょうし、そういう部分を含めた形

の中でどちらが良い・悪いということは今言えないと

は思います。しかし、将来的な方向に向かってこの問

題等については、考えていかなければならない問題で

あろうかなというふうには私今考えているところでご

ざいますので、その点について、農協関連そういう分

野等も色々と相談を申し上げながら進めるべきものは

進める方向で考えてまいりたいなというふうに思って

いる次第でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで、行政

だけでどう出来る問題でもないです。農業団体、酪農

家、個々の問題そういったものを複雑に絡めておりま

すから、行政がリードするような形でそういう研究検

討と奨励というのが最後に繋げていってもらいたい。

要請しておきます。 

 次に市町村合併についてお伺いいたしたいと思いま

す。 

 今年１０月に札幌において北海道市町村合併シンポ

ジウムが開催されたわけですけれども、私と議会では

田辺議員さんが二人出席してまいりました。その中で

平成の合併の特徴と問題と題して、地方制度調査会副

会長の西尾勝氏の基調講演がありました。主な内容は

通告書に書かれたとおりでございます。時間あったら

読みますけれども、これは今までと違うのは総務省の
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官僚主導ではなく、今までのようにこれは国権と政治

主導で平成の合併が行われてきた。背景や目的という

部分があったのです。地方財政の窮々としている条件

の中で、きちっとした設計図を持たないまま合併が進

められてきた。三位一体改革による地方交付税の総額

削減が特徴で、安倍政権にかわってもこの継続方針に

変わりないだろうと。平成の合併では特徴的には国に

依存度が高い北海道だとか東北、この部分では進んで

いないと、著しく遅れていると。特に小規模町村の合

併が進んでいない。明治、昭和の合併においても減ら

なかった。合併新法下においても同じ傾向をたどるで

あろうというふうに報告されております。合併新法は

あくまでも自主的な合併を促し、合併したくてもでき

なかった町村を救うために新法が作られたということ

で認識している。自立も可能であるよと、しかし、財

政面も含めて大変な努力と覚悟が必要であります。ま

た議員報酬ゼロの覚悟も必要だろうと、そのぐらいで

ないと生き残っていけないような状況、そういうこと

も考えなければならないというふうに報告された。広

域連合制度についても一つのスタンダードだろうと。

しかし、声高に広域連携連合合併しなかった町村は叫

んではいるけれども、現実さっぱり進んでいないとい

う指摘もありました。そういう基調講演の中身だった。

第２部として、今年合併した２町村の首長歌登と大滝

村の町村長が出てました。西尾さんそれと北海道合併

推進案を作り上げた小磯会長と北大の山崎さん５名が

パネルディスカッションを行った。村長も出席してい

たわけですから、ここでお伺いしますけれども、この

基調講演について村長どういうふうに感じたか、一言

で結構ですけれども感想をお聞かせ下さい。 

○議長（佐々木正光君）：ここで暫時休憩いたします。 

５０分まで。 

 

休憩 午後 ２時３２分 

再開 午後 ２時５０分 

 

○議長（佐々木正光君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：市町村合併シンポジウ

ムの関係の基調講演の関係について私なりに簡単に感

想を述べたいと思います。 

 合併という事になりますと、それぞれの市町村が自

己責任と自己決定という地方分権の理念に立脚してい

るにも係わらず、国が国の地方分権推進委員会、地方

制度調査会の進める審議会が強制的にそれも全国画一

的に押し付けられてきていると、これは国の悪い言い

方ですけれども、国のやらせみたいなものであろうと

いうふうに私は感じておりました。パネルディスカッ

ションにおいては、合併した首長だけが顔を揃えてい

るというような事につきましても、若干問題があるの

かなという感じもしたところでございます。国は財政

的困窮をしているから構造改革の一貫だろうというふ

うな感じも持ったところでございます。それを地方に

押し付けているに過ぎないというふうに考えたところ

でございます。高度経済成長した国が１０年間１０数

年で構造改革をしなければならない事自体不思議な話

であり、その間国は何をしてきたのか疑問を感じまし

た。講師の立場上仕方ないのかというふうに聞いてい

ましたけれども、非常に威圧を感じ、耳の痛くなるよ

うな思いでございました。市町村の自己責任、自己決

定を唱えるなら別な方法を方向性があっても良いので

はないか。初めから合併ありきに固執している考えて

あるという事につきましては、私は非常に残念に思っ

たところでもございました。北海道の考え方も中央あ

りきであること、これに対しても私は残念な思いをい

たしたところでございます。 

 簡単ですけれども、私の若干の感想を申し述べさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：まさに村長が今の言っ

たように、強制的な合併ありきの基調講演だと私もそ

ういうふうに思いますし、パネラーとして出席した旧

歌登・旧大滝村長、出席しておりますけれども、何か

出来レースのような感覚も私も受けました。村長と同

じ認識です。しかし、私は完全に合併否定するもので

はない。これもやっぱり慎重に少しずつ認識が変わっ

てきているということです私も。なぜなら、これは後
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で話しますけれども、総論的な感想はお伺いしまして、

私も全く同感だというふうに思います。 

 ２番目に入りますけれども、明治・昭和の合併にお

いても小規模町村の合併が進まなかった。これは理由

は明確だろうと思います。これについても西尾氏はこ

ういうふうに分析しておりました。明治・昭和の合併

においても小規模町村の合併が進まなかったよと、そ

れは中山間の町村で合併しても物理的にも効率的にも

意味がない町村が多かったと言うことも事実。新法の

元でもそういった町村は残るであろうとこう位置付け

ているのです。猿払村においては村長、この分析に対

してどう感じておりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：明治・昭和の小規模合

併の進まなかったことに関してでございます。 

 基調講演で西尾先生はそのような話をしておりまし

たことは事実でございますけれども、特に私の考え方

としては、その頃の事は勉強もしておりませんので、

分かりかねますが、それぞれの古い歴史・文化がある

にも係わらず、全国一律に合併を強要したところに問

題があったようにも思いますし、江戸時代の自然発生

的な町村を受け継いだものであり、尚更のこと守りの

姿勢が強いのではないかというふうに考えました。ま

た、当時の地主制度の係わり、これは小規模の町村が

かなり多いわけでございますけれども、また廃藩置県

これらの問題も明治の時にはあったと思います。地方

の強制的な地域の分断、これらがあったのではないの

かというふうにも思います。小規模町村だけに当時は

歴史・文化・伝統守り続ける意欲が高かったのではな

いのかというふうにも思いますし、昭和の大合併は我

が国の経済を立て直す先進諸国に１日も早く追いつき

たいという時代的雰囲気があったのではないのかなと

いうふうにも私は思っております。平成のような社会

経済構造ではもちろん無かったというふうに判断して

いるところでございますし、組織の硬直化や老化現象

が今現在見られるような中で進められているだけに、

平成の大合併も混乱しているのではないのかなとこの

ように感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで合併に

ついてはそういう意味できちっと分析をすべき、そし

て判断をしていくべきだろうと、そういうことで私も

思いながら次に移りたいと思います。 

 合併新法、１年経過をしようとしております。自主

的な合併推進、全国的には西尾さんは基礎的な自治体

１，８００になりました。最悪３，０００が、それを

１，５００台になれば大成功だというふうに位置付け

しておりました。地方制度調査会の副会長です。非常

に影響力を持った人です。西尾私案などを出しながら、

２回も出しております。非常にそういう状況で進んで

いっていると、彼のペースで進んでいるといっても過

言でない。そういう状況です。これはあくまでも個人

的な見解としながらそういうことを言っている。村長

はこの部分も聞いていただろうと思いますけれども、

北海道でどのぐらいになるのか。予想した数字があれ

ば答弁いただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私の考えでございます

けれども、一応報道等も出されているような状況にも

ありますけれども、この件にどの程度になるかという

ことについては、私は計りかねます。はっきりいいま

して、ということは合併は官僚の中でやったことでは

なくして、国会議員これは自由民主党、公明党、民主

党が一致団結してこの市町村合併というものをやはり

立ち上げたと、いうようなことでございますので、や

はり国会議員のメンツにかけてもですね、やはりかな

りの合併を進めてくるだろうというふうに私は考える

ところでございます。如何なる手段を、如何なる手を

取ってもやはり現在与えられている事務権限等も取っ

たとしてもやはり国会議員のメンツにかけておそらく

それなりのやはり当初目的をもった合併を進めてくる

のではないのかなというような感じはもっているとこ

ろでございます。２級町村制という問題もありますし、

そういう問題が出てきますとやはりおそらく合併が大

いに進んでいく可能性というものもまたあるのではな

いのかなというふうな感じもしているところでござい

ます。やはりそのためには国会議員等の先生方につき

ましてはやはり如何なる手を使ってもその権限を取り

上げてまでもやはりやってくるのではないのかなと、
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これはあくまでも想像でございますけれども、そんな

方法も考えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登録）：今後も村長は合併をど

んどん国は進めてくるだろうというふうに言っており

ますけれども、どうも見通しを誤っている。西尾さん

が個人的な見解というのを述べながらも新法が切れた

５年の以後については合併はおそらく処理しないだろ

うと言っているのですね。ここで終わりですよといっ

ているのです。平成の合併については。昭和の合併も

同じ道を辿ったはずなのです。新法の中で終わりです。

これは個人的な見解といいながらも地方制度調査会副

会長です。彼が言うのです。新法の５年を境に合併は

もうそこで終わり一段落ですと言っているのです。そ

この認識の違いが村長は違っていると、そこを村長は

良く聞いていたはずなんです。そういう部分でですね。

約１，８００を全国で１，５００代にするとなれば全

国平均１７％です。北海道の場合は今１８０で１７％

単純にいけば１５０代になるだろうと、しかし北海道

の場合全国平均で行かないのです。はっきりいってい

かないと思うのです。１８０があと１０もできたら大

成功だといっているのです。西尾さんは。そういって

いましたね。これから合併を進める、新法の基でもそ

れだけいけば大成功だといっているのです。進める気

はないのです。それ以上は、私はそうふうに抑ました。

そういうことでですね、仮にそういうことであれば財

政的に今後立ち行かなくなるというような心配もして

いますけれども、しからば残った仮に１７％を減ると

しても１５０代にになります。１５０の町村すべてが

再建団体になるか、そんなことにはならない。そんな

ことをやったら国が潰れてしまいます。そういうこと

で、これはしからば改革をやっぱり自ら身を削ってい

くという努力は絶対していかなければ生き残っていけ

ないということも現実なのです。これをもって合わせ

て考えるべきだろうというふうにこれは意見として言

っておきますけれども、次に移りますけれども、合併

の効果が地域自治にどういう形で発展させるという手

段として使われていますけれども、これについて村長

どう思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

合併効果が地域自治の発展の手段としてやはり位置

付けられるということに対し、私はどうしても理解に

苦しむところでございます。合併を決めるのは住民が

主体性を持つものであるというふうに考えます。私の

考え方と食い違う事もあろうかと存じますが、平成の

大合併、私は不幸な出来事であるというふうに感じて

いるところでございます。現合併とは法律等によって

任されている事務的権限を充分果たしていけるかどう

かにありまして、国が出来ないというふうに決めつけ

て合併を考え実行しているところにあるというふうに

思います。この事はやはり国が机上で考えて現場を良

く見ていない、要するに直接住民と向き合っているの

は我々末端の市町村であるということでございます。

先程基礎自治体、町村、市も行政をやっていけないの

なら特例法でなく通常の合併法で合併をすればよい事

であり、そこには怠慢さがあることは私は認めざるを

得ないというふうに思います。役所等組織を強化して

いくことは出来るはずだと考えます。また都市部でも

農村部でも住民に対しての価値観に沿って国土保全・

自然環境・文化・福祉・産業、またまちの賑わい等何

かに力点を置いて自己を主張するものでなければ地域

は生きていけない、廃れてしまうというふうに私は考

えます。市町村はそうした意味でのまちづくりを進め

る重要な脇役であって、やはり主役はあくまでも住民

である。これが地方分権であり、地方分権を逆手にと

り合併の受け皿として考えるなんてやはり間違ってい

るとしか私は考えられないというふうにこう感じてい

るところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長の今の答弁ではど

うも私理解できないのです。抽象的な表現であまり理

解できないのですけれど、１２月５日の北海道新聞で

平成の大合併で誕生した市町村、自治が変わるああ合

併と称して何日か特集されていました。タイトルは見

込み違い現実に直面し嘆く住民、こういう部分で記事

が掲載されておりました。具体的な部分を上げますけ

れども、日高管内の静内町、旧三石町これについては

公共投資の片寄り、合併後の初予算ですでに歳入不足

を生じて、そして釧路市と阿寒町、本別町というので
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すか、これは釧路市の赤字隠しというものが出てきて、

こんな状況なのかというのが合併して始めて分かった

とそういう状況。それと石狩市と厚田村、浜益村、こ

れは住民サービスの低下や特別職を置いて地域自治区

を設けたのです。村長が言っている地域自治組織です

ね。設けてもらったのですよ。ところが何も機能して

いない、身近な住民要望に迅速に対応できず住民と行

政の距離は遠くなった。こういうことを掲載されてお

りました。そこで伺いますけれども、これはあくまで

も議論不足なのですね、その上で合併してしまった、

特例法のあるうちに合併してしまったという焦りがこ

ういう問題を生んだのだろうと私は思います。そこで

村長に提案しますけれども、これは地域自治の発展手

段として本当に合併をしたことによって変わるのかと

いうことをきっちり抑えなければならないのです。合

併して地域の何が変わるのだろうか。それと首長、議

会の徹底した議論、分析。地方分権とは地方行政をコ

ントロールするものであるといっている人もいました。

これはどっかで西尾さんか誰かが言いましたね。首長

に議会の役割は途轍もなく大きい、そして重要だとい

うことを意識するべきだとこれを言っています。これ

について村長は合併の道を選ばなかったけれども、こ

れについて今はどういう考え、気持ちでおりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の気持ちということ

でございますけれども、私は以前から言っていること

については変わりはございませんけれども、ただ私は

合併の決断はお金だけではないというふうに考えると

ころでございます。やはり住民とそれから合併する相

手と充分良く相談をするということが一番大切なこと

であってそれらを優先する。優先という事は行財政で

はなく行政改革をきちっとやらなければ私はならない。

そして行政改革をきちっとやってその後でお金が付い

てくるということであるんであれば私は当然理解も出

来るような感じもいたします。ただそれだけで済まな

いも部分もあろうかと思います。なにせ合併というこ

とになるとお金という形にはならざるを得ないだろう

というふうな感じがしてならないわけですけれども、

私の考え方としては行政改革をきちっとやった形の中

で合併をしていくということがやっぱり本来の筋であ

ろうというふうに思います。従いまして合併した所、

そして地方自治区等を設けた所については現在もうす

たれていっているという分野も聞き及んでいるところ

でございます。やはり役場組織として権限に担う相応

しいかどうか、そして生活圏イコール医療圏、経済圏

こういうような部分の行政区域、区画の不一致の問題、

これらを明確に位置付けていかなければならない問題

だろうというふうに考えるところでございます。お金

の問題につきましては合併決断における主たる判断材

料では私はないと、あくまでも主たる部分、こういう

言い方は私の考え方ですけれども合併による財政メリ

ットは合併の一定期間の範囲に限られるのではないの

かなと、要するにそのような事を私は申すかというと、

合併のメリットというのは未来永遠も続くものではな

い、やはり１０年間で打ち切られてしまうわけですね。

従ってそういうような状況の中で１０年間きちっとお

金の問題についてお互いにきちっと整理していくべき

性格のものではないのかなとこのような感じも思って

いるところでございます。合併が先程眞田議員さんも

おっしゃったように合併が上手くいかないというのは

政治不信とか、根深い行政不信というものはいわゆる

民主主義が地に今現在落ちているのではないのかなあ

とこのような感じがしてならないわけでございます。

そのようなことを申し上げて今のご質問にお答えを申

し上げたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも私の心にグサッ

とくるようなものが答弁の中で感じられないのですけ

れども、旧歌登町長の深井さんがパネラーとして参加

しておりましたけれども、その中で彼の合併の理由と

しては地方分権の受け皿として現状の組織では質、量

とも無理であるという判断をした。それと住民が町に

対して甘えの体質、お任せ主義そういったものが足か

せになって合併にいかざるを得なかったという判断を

したというふうに報告をされておりました。村長は今

までの５年間の行政運営の中で自分を省みてこの問題

については何回か質問をしますけれど、こういう意見

に対しての反論がありましたら意見を聞かせていただ

きたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと思

います。 

平成１２年に、これは平成７年ですけれど地方分権

法が出来上がったのは、そして施行された１２年とい

うような状況の中でやはり行政と地域が一体的に密着

していなかった分野というものが私はあったのではな

かろうかとこのように分析しております。そういう問

題を地域の中に入っていってきちっと話をして地方分

権とはなんぞや、合併とはなんぞやということをきち

っとしていなかったからそのような形に行政に対する

甘えという問題も出てきたのではないのかなと私はそ

のような感じを今もっているところでございます。こ

れから私達は年に２回から３回地域に出るわけでござ

いますけれどもそういう問題を以前からやっておりま

すけれども分権問題、合併問題等についてこれからど

うするべきかということについてもこれは行政、議会

だけで考えるべき性格のものではないですよ、地域住

民みんなが一緒になって考える性格のものなのですよ

と。それは理解しないで合併するということには私は

ならないわけなのではないのかなと、そういうことを

しないで合併するから後からそういうことになるので

あって単なる合併すればいいとその後から合併問題を

色々と事務的処理をするということはこれは完全に間

違えであると私は感じているところでございます。以

上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長は合併がすべてで

はないと色々な問題が複雑に絡み合ってというような

部分で地域自治の発展の手段としてはあまり効果の期

待していなかったように今答弁されたわけですけれど

も、なぜそれを早く協議会を立ち上げる、そして途中

で南宗谷の方に割り込んでいったりというようなこと

で焦りがあったんだろうと私はそのように理解するの

です。もう少し首長としてリーダーシップを発揮して

この分析を急ぎ合併したらどんな地域になるのだとい

うことをきちっと抑えた上で今後の方向を定めていか

なければならないだろうと思います。私が先程も言っ

ている合併否定論者ではない。変わってきました最近、

それは正に深井町長の言う、現状では地方分権の受け

皿としてなりえるのだろうか、村長始めそういう人達

の今のレベルで考えていけば果たして分権の受け皿と

なるのかなと心配が実は出てきたのです。かなりきつ

い言い方でしょう。反論あったらお聞きしますけれど

も、地方分権というのは権限が集中します。強大な権

限になるはずです、議会が何を言おうが執行権が村長

にあるわけですから、しかし少し方向が村長の執行方

向が間違えば極めて歪な自治になってしまうよという

心配もあるわけです。これは肝に銘じてもらいたい。

それと地方で続発していますね。談合の問題、知事始

め北海道でも深川、長万部色々ありますね、私も実は

心配しております。この方式は大丈夫かというぐらい

の事を心配しておりますけれども、この問題について

は選挙の見返りで応援してくれたかどうかによって仕

事を金で恩返しをするだとか人事の配置をこういうふ

うにするだとか、一律に皆んなそういうことやってき

たのですね。摘発されたところは、みんなそういう声

があります。物言う職員は届かないところに飛ばして

しまう。先程同僚議員も質問しました。こういうとこ

ろに必要なのか、必要な理由を取って付けたように村

長はいっていますけれども、人事権は村長です。その

ようなものははっきりしています。言うまでもないで

しょう。そんなことが村長が、だからこそ慎重にしな

ければならないということですよ村長。人事について

は慎重でなければならない、組織についても慎重にや

らなければならないということなのです。これらは談

合の問題も含めていい例だと思うのです。村長のこれ

からの行政運営についてやっぱりそういうことをきち

んと胸に抑えてやっていただかなければならないとお

もいますけれども、今一度この部分について答弁いた

だきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１番目の地方分権の受

け皿とはならないというような考え方については私も

やはり地方分権というのは住民主権、地域主権が主体

である。先程眞田議員さんが村長というような意見も

いいましたけれども私は考え方は住民主権、地域主権

これは憲法にもうたわれていることでございましてそ

ういう部分からいたしましてそれをきちっと最大尊重

していかなければならない問題であろうというふうに

も考えているところでございます。また、談合色々あ
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りました部分についても充分承知しているところでご

ざいます。しかし、私、猿払村に取りましてはそうい

うような問題は一切取り敢えずございません。という

ことはそれを訪ねているのかどうかということは図り

かねますけれども、そのような問題については一切考

えたことはございませんので、その点ご理解賜りたい

なあというふうに思っているところでございます。よ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：一般論で私はこの問題

について話をしたのですけれども、村長の見ていると

部分的にこういう部分が見えるのです。はっきりいっ

て。私は感じるのです。部分的は結構あるなあと、そ

ういうものを心して行政運営に当たってもらいたいと

いうことで私は結んでいきたいと思います。この問題

については。それと次は、村長は先程同僚議員に自立

単独その前提には広域連合連携が不可欠というふうに

話しをされておりましたけれども、不可欠とはいって

いませんね。そういうことも探っていかなければなら

ない。しかし、先程の同僚議員答弁の中でどんなとこ

ろまで作業はいっているのだろうかという時に宗谷の

未来を語る会、助役レベルで協議をしてます。統一地

方選があってその前は合併問題はタブーだと、しから

ばいままで何をしていたのですかということですよ。

この問題についてはですよ、相当以前から同僚議員も

含めてこの問題についてはいろんな道を探るべきだよ

というふうにいっていたはずですよ。今わかりました

色々助役段階だとか事務担当レベルでの協議をしてい

ますということにも、そんな段階ではない。そういう

手法には限界があります。トップレベル同志の高度な

判断がなされなければ進んでいかないというふうに理

解しませんか。村長。お伺いします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：理解はいたします。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：自立単独を宣言して２

期目、２期目の４分の１が経過しました。１年が経ち

ましたからね。首長同志での協議がまったく進んでい

なかったということはどういうことなのか。首長とし

ての責任の放棄なのではないのかなと私は思うのです。

こういう時期にですよ。自立するのにはそういう意味

での連携も模索しながら如何に効率的な行政運営をす

るかまさに村長先程言った行政改革だといっているの

です、財政を含め財政をこっちに置いても行政改革だ

と。言っている村長が一番それを蔑ろにしている。そ

ういうふうに私は感じるのです。それと合併を選択す

るにしても広域連携にしても連合にしてもこれは相手

が必要なのです。村長１人で出来る問題ではないので

す。これには相手が必要で、相手に信頼されていなけ

ればこの問題は協議しても相手にしてくれないのです。

そういう現実があります。直接ですよ近隣の市町、村

長と協議が出来なかったという一番の理由は何ですか。

それをお尋ねします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

先程も同僚議員に申し上げたとおり一応こちらから

話し掛けることも私は良しと考えますけれども、やは

り今の合併でのクラスター分析によりますと稚内市と

豊富町、猿払村と、そして稚内市が一番主体性を担う

べき性格のものであって私といたしましてはそういう

分野では人口規模からいきましても稚内市の主体性の

協議に乗っていかなければならない性格のものではな

いのかなというふうな感じは持っておりますし、お互

いにその部分については今の段階としては触れていな

いというのが実態でございまして、これからおそらく

早期に進んでいく性格のものだろうというふうに感じ

とっているところでございますので、もしうちの本会

議でもこの合併問題については行政サイドと議会サイ

ドで一緒になってどういう方向で進んで行くのかとい

うことについても、これから協議をしなければならな

い問題であろうといういふうにも考えているところで

ございますので、その節にはよろしくお願いを申し上

げたいなとこのように感じているところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも村長の答弁を聞

いていると稚内が主体的に人口の規模からいっても主

体的になるのであってそれを待っている。村長違うじ

ゃないですか。自分の地域を守るためには何もかもか

なぐり捨てでもいいから協議に入っていかなければな
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らないのではないですか。本当に住民生活、地域を守

る気があるのですか。私は疑われます。それとも信頼

を得れないために協議のテーブルについて貰えないの

か。そんなことも考えてしまうような村長の答弁です。

やっぱり自分の体を張ってでも地域を守るのだという

考え方に立てば村長自身が積極的にアプローチしてい

くべきではないですか。サボタージュという何ものも

ないそういうことで、この問題については次に移りま

す。それと先程同僚議員に質問した２級町村制という

ような部分で答弁しておりました。２級町村制という

のはよく私もわかりません。過去にありました。昭和

の合併以前の問題です。この権限の剥奪というような

部分についてはこれはないという部分で調査会の副会

長が責任を持っていっているのです。ただし、権限の

幅はありますよ、町村の力量に応じて介護保険だとか

国保については国または道でやりますよ。基礎的な自

治体の権限まで奪うものではないとはっきり証言され

ております。合併しなければ２級町村制になってしま

うというような権限の剥奪があるというふうに理解し

ちゃったのですけれどもこれについて何か村長の考え

方があれば。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

特別な考え方はございません。そのとおり議員のお

っしゃるとおりだというふうに思います。一応権限と

しては分野的には残る分野は当然出てくるというふう

には思います。しかし、管理事務と一般的な事務につ

きましてはそういう剥奪というものがはたして出てく

るのかどうなのか、今後の問題だというふうには思い

ますけれども、そういうものがあることはやはり一番

の私としての不安材料ということでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうもさっぱり分かり

ません。この問題については時間が時間ですけれども、

そういう事務が奪われるから権限を剥奪するというこ

とですか。国保だとか介護保険というのは国で本来的

にやらなければならない業務ですよ。政令指定都市だ

とか２０万以上の都市だとかそういった部分で権能が

分かれているじゃないですか。政令指定都市としての

莫大な権能をもっているわけですよ。当たり前なので

すよ。力量に応じて今もやられているのですよ。それ

を権限の剥奪と捉えるのは村長間違い。何かあればあ

とで答弁してください。次に移ります。時間がござい

ません。平成１９年度の予算編成方針、これは質問に

入る前に実は２・３日前に決算についての回覧が回っ

てきました。これは猿払村の決算状況と非常に分かり

やすい、これは昨年からも出ているのだろうと思いま

すけれども、これについてお礼を言っておきたい。良

く出してくれた。村長は決算に力を入れるという良く

こういう部分でわかりましたのでその部分。基本的な

編成方針をまずお話しいただけたらと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：基本的な編成方針とい

うことでございます。国の来年度予算も近々に公表さ

れるものと思います。これは具体的に出されるものと

いうふうに思っております。歳入面の根幹をなす村税

収入が平成１７年度並みに落ち込む見込みを推計して

いるところでございまして更に国からの移譲である一

般財源である地方特例交付金の段階的縮小に加え新型

交付税の導入等交付税の抜本的改正と平成１９年度の

地方交付税の導入等交付税は前年度の所得割の増によ

って減額を見込まざるを得ないというふうに見ており

ます。新型交付税の制度になってどう変わってくるの

かということについてもまだちょっと不透明なところ

でございますけれども、出口ベースでは若干落ち込ん

でいるというような状況にもなっているところでもご

ざいます。こうした状況を踏まえまして平成１９年度

予算は前年度同様一般会計、特別会計とも必然的に一

応緊縮予算とならざるを得ない状況であろうというい

ふうに考えているところでございます。指定事業経費

の精査のみでは追いつかないのが実態であります。こ

の難局を乗り越えるには全職員の英知を結集して各担

当課が積極的に事務事業の洗い出しを行っていくこと

が私は懸案であるという基本的な方針を出していると

ころでございます。以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これについては自治体

財政が立ち行かなくなれば当然住民サービスが低下す

る。やがては地域の崩壊をまねいてくる。これは夕張

を見れば理の当然。それを有望する意味では行財政改
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革がまったなしだと。そういった意味でもう事務担当

レベルでの事務事業評価だとかというような部分では

確かに理解は出来ます。村長はどこまで評価されたも

のをきちっと理解してそれを実行にも移そうとする意

気込みを持っているのか、ほとんどないように私は考

えるのです。高度な村長としての政治的な判断という

ようなものを大胆に出さなければこの改革は行財政の

改革は進んでいかない。先程も言われました３７億か

ら１９年度は４０億の３億の幅で村長答弁しますか。

そんな無責任な答弁しますか、３億もあるのです３７

億と４０億、金さえあれば使うというものの考え方に

聞こえます。改めて答弁を求めます。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁いたします。 

これにつきましては、その幅の関係につきましては

国の財政方針また、地方財政計画によって大きく変わ

ってくる要素があろうかというふうに思っております

ので私はそういう言い方をいたしました。現在の推計

で３７億というような考え方を持っておりますけれど

も、一応国の格差是正等の問題も色々あろうかという

ふうにも思いますし、それがどのような形で変わって

くるとかというようなことがやはり私としては懸念材

料として思っているものでございますから、格差是正

を図ることによってある程度の一定程度の財源は交付

される見通しもあるのではないのかなと期待を込めて

いるところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の答弁で３７億も国

の交付税の歳入によって３７億の予算もあり得る、そ

ういうことも出来るというふうに私は答弁されたとい

うふうに理解します。それでですね、改革の中身が予

算編成を終わった段階では遅いんですね。１９年度の

予算の前にこういう改革していくよというものを具体

的にあるかないか、こういう事業をカットしていく、

しかしこれは重要だからこれはむしろ充実していくと、

基本的な考え方。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

今の事業評価でやっている関係上これからの予算編

成段階に入って行く、当然その前に私としても評価し

た物をまたランク付けをしてければならないという問

題もございます。その中で色々と検討していって目玉

となる物もつくっていかなければならないだろうと、

これは予算編成の段階できちっと整理・精査していく、

それまでにはおそらく国の予算も地方財政計画もきち

っとした見通しが出てくるだろうというふうに私は考

えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間がないから端折っ

て言います。改革には１９年度の予算に反映されたと

いうものはまず特別職の給与、退職手当等も含めてこ

の削減、保育所を含めた統廃合の問題、ホタテのウロ

処理場の補助、医師の給与、歯科診療所のこういった

スキー場はどうするのか、また非効率的という批判が

ある人事配置についてはどうするのか、そういった大

項目を議会が終わった後提出していただくことをお約

束していただけませんでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今眞田議員さんから言

われた問題につきましては議会で議論してまいりたい

とこのように感じております。よろしくその点につき

ましてはお願いを申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：何項目か残っておりま

すけれど時間がございません。ただ行財政改革推進委

員会について先程これについては諮問機関から外れて

提言機関にまでやってもらえる組織になりたいという

同僚議員の答弁がありましたけれども、まちづくり会

議という提言機関があるわけですけれども、そのあた

りを位置付けきちっと村長がもたなければ間違えを犯

しますよ。これについて討議いただけますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私共まちづくり懇談会

で色々と話をしておりますけれども、かなり人集まり

も多くはないということがいえると思います。こうい

うような制度を作った形の中でまちづくり会議、それ

から村民委員会の分野、これはまた同じ人も中には何

人かおります。おりますけれどもそういう部分できち

っと行政情報という物をつかんでいただいたかたちの

中で結論をだしていただくことが私はよろしいのでは
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ないのかなあと、このような考え方ももっているとこ

ろでございますので、そういう部分で委員の人達につ

いては行政に対する参画をきちっと認識をしていただ

いて良い案を出していただくというような方向にもっ

ていきたいとこのように考えております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで選任さ

れた委員さんも何が何だか分からない状況じゃ困りま

すのでその辺りをきちっと整理した執行をお願いしま

す。時間がございません。４番に移ります。行政住民

の身近なものとするために経費の削減を図らなければ

ならない特別職の個室も入っています。庁舎内の配置

も課長さんがとんと離れて職員と距離がある。こうい

う部分について考慮するべきと考えますけれどもいか

がなものでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

住民に身近な行政をということでございます。例え

ば個人情報保護等様々な問題もありまして経費の削減

に果たして繋がるのかということについても検討も踏

まえ、多角的な検討を加えてみたいというふうに存じ

ます。今庁内ＬＡＮの配線等色々な形の中で庁舎が構

成されておりますので、それらに対する経費という物

を莫大な経費が掛かるわけでございます。例えばここ

でおっしゃっているように特別職等の個室の廃止とい

う形になりますとまた別の角度でお金も相当掛かると

いうこともございます。コストの削減には果たして繋

がっていくのかどうなのかということについても検討

を加えてまいりたいというふうに思います。もしそれ

をやるのであれば１階から３階まで全部全てを総合的

に考える必要があろうかと私は思っているところでご

ざいますし、また庁内に余っているスペースがあるの

であれば別の公的団体も入れた形の中で協議をしてい

くことがベターなことだろうというふうにも考えてい

るところでもございますので、そういう面も含めた形

の中で考えて行きたいというふうに思っている次第で

ございますのでよろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：経費の削減という部分

では私は取り消します。若干の経費がかかったにして

も行政が住民に身近なものでなければならないという

これは何をおいても重要視しなければならない問題だ

ろうとそういうふうに思いますので、施設の統廃合、

色々あるでしょう。財政事業は考えられる物全てをや

るしかないのですよ。そういったものを含めて考えれ

ば多少ＬＡＮが配線が変わる部分で経費が掛かるにし

てもやっぱり職員と身近な管理職でなければならない。

職員に身近な村長であり助役であり住民に身近なとい 

う部分が大原則ですから、この部分について村長は充

分配慮をしてこれについては若干の金はやむを得ない

と私はそのように思います。そういうことで配慮をし

ていただけるかどうか約束していただきたいと思うの

です。そういうことで最後の答弁をお願いします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁申し上げます。

今現在その分野についてまだ検討中でございますので

今この場で約束ということにはならないというふうに

思いますけれど、そういう方向性を持った形の中で進

めさせて頂ければというふうに考えております。そう

いうことでご理解を賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：これで一般質問を終結いた

します。 


