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○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５点について質問いたしたい

と思います。 

 まず１点目につきましては、平成１９年度におけ

る執行方針のこの内容について質していきたいと思

います。 

 執行方針が何日か遅れで議員の元に届きましてそ

れから一般質問の準備に入ると、そういう流れの中

で多少の通告と質問の中身については若干のずれが

生じるかもしれない。そういった部分を容赦願いた

いと前置きしておきたいと思います。 

 それでは、執行方針を読んでみて巽議員も同じ内

容の質問もされております。地域再生、これについ

てことさら地域再生について強調されております。

色々何回も読んでみたのですけれども、抽象的な表

現、具体的にしからば地域再生のための何をやるの

だという部分がはっきり言って見えてこない。それ

がまず第１点。 

それと住民主権・地域主権・村民の責務、これを

大きく掲げて求めております。しかしながら私もこ

の４年間の中で何より先に住民に求める以前の問題

であろうという問題、村長を初め行政側の意識改革、

行政としての責務、これは住民に求める前に問い直

しをすることが行政に求められていると私はそのよ

うに理解します。これについて村長はどのようにお

考えかご答弁いただきたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員さんにご答

弁を申し上げたいと存じます。 

 地域再生に具体策が見えてこないというような意

味合いでございます。地域再生に求められるまちづ

くりイコール地域再生に求めるまちづくりについて

は議員も既にご承知のことと私は存じ上げます。以

前は総合計画やそれに関するインフラ整備が主流で

ございました。今もそれには変わりないところもご

ざいます。加えて現在はまちづくりの仕組みづくり

や人づくりを含めて再生が求められるものと考えま

す。その結果として防災・福祉・環境・街並み景観

そして村民参加型のまちづくりなど、村民生活に密

着した観点を重要な要素と考えております。更に地

域ニーズにマッチした独創的なものを提供・提案す

ることにより、より再生化が図られるというふうに

思います。また、地域・雇用の回復は地域再生の柱

のひとつで大きな柱でございます。雇用の回復に関

しましては、地域産業の活性化による雇用の増大を

図ることはもちろんですが、活用されない人材を活

用するための環境づくり・企業拡充や企業誘致をす

ることが重要な対策と考えます。更には地域再生の

ひとつといたしまして、地域・観光の振興を考えな

ければならないというふうにも存じます。先般、議

員提言ありましたふるさと・公園関係についても要

因のひとつというふうに考えておりますし、議員皆

様のご承知のことと存じますが、地域観光は従来か

ら交流人口の拡大や地元産品のアピールの観点から

地域における重要産業のひとつとされてきました。

地域再生の観点からは地域のブランド化と相まって、

地域・資源を掘り起こし、魅力を外部にアピール・

地域の持つイメージを向上させることであり、それ

には地域の埋もれた優れた付加資源を掘り起こさな

ければ再生は出来ません。例えばグリーンツーリズ

ム、都市と農村の交流やヘルスツーリズム、温泉療

法での健康増進や体験型観光、これはもう既に行わ

れておりますけれども、地域の特性を生かす観光を

考えていかなければならないというふうに思います。

ただ、観光地へ受け入れるためのソフトインフラ整

備・観光ＮＰＯやボランティアの整備等の遅れが目

立ちます。長くなりますが、最後に地域産業の活性

化との問題で、地域再生の最重要課題でございます。 

 地域において自立的な経済発展を進めるための政

策はこれまでも進められてきましたが、地域におけ

る独自性という点をどのように生み出すかという視

点から、地域から更なる産業の活性化と新産業の創

出を見出していかなければなりません。これには産

業クラスターによる地域産業のブランド化が必要と

考えております。地域経済の再生の切り札と言って

も良いでしょう。本村においては今ホタテ貝殻粉砕

産業の誘致、新エネルギー産業の導入等を考えて何

とか実現に向け地域再生を図りたいというふうに努

力しているところであります。課題は多いものと想

定いたしますが、議員皆様の知恵とご協力をお願い
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申し上げたいというふうに存じます。 

 後段の分野については議員お見込みのとおりと解

釈いたします。特に職員は職務専念義務が課せられ

ておりますので、常に責務を全うしなければならな

いとは存じますし、職員の意識改革があってこそ政

策・立案能力は高まるため、意識改革をすることは

最重要課題というふうに考えております。これは職

員ばかりでなくして、私もそのような立場に立って

常に意識改革、そういうもの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。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：考え方として、一般

論としては十分理解は出来ます。 

 この方針を読んで皆同じ感じになったと思うので

すけれども、いずれにしても耳障りの良い言葉が羅

列されております。しかし、具体的なまちづくりの

方向性というかそういうイメージが全然湧いてこな

いのです。この方針の中で、そこでお伺いしますけ

れども、執行方針の２ページに地域再生の要件とし

て３つ掲げられております。一つは町村間・地域間

の競争力の強化により工夫を認識すること。これ全

く同感であります。しかし、これが地域再生の要件

なのか。これは日常的に認識されてやってこなけれ

ばならない、当たり前の話なのです。どこの自治体

も一律に同じような行政をやっているのであれば、

基礎的自治体としての意味をなさないわけです。こ

ういうことを地域の再生の要件として掲げる、これ

は日常的に当たり前になされてこなければならない

ことであった。しかし、これを新たに掲げたという

こういう部分はどうも理解出来ない。今の話の中で

地域ブランドを起こす。色んな地域産業を起こして

いく、地域の特色を掘り起こしていく、分かります。

しかし、具体的なものが何一つ見えてこない。それ

についてまずこれについては何を今更という感もし

ないわけではない。これについてお答え願いたい。 

 それと２番目に具体的推進段階において、地域活

性化のために明確な原則と方針や意思を持った旗振

り役（人材の存在が必要）だと。これについてどの

ようなイメージの人材なのか。今までの村長のあり

方として村長の主観的な基準に基づいてこの旗振り

役を必要だとするのであれば、これは意味なさない。

客観的な判断に基づいてこういう人材が必要だと、

具体的ならばお答えいただきたい。 

 ３番目の地域連携の強化を高めるために阻害要因

となっている原因を排除する。追求排除する。その

原因として今まで何があったか、どういうことが考

えられるのか、考えられる何かありましたらお答え

いただきたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：これについて３つ掲

げた部分については当たり前の事であるということ

でありますけれども、当たり前の事を当たり前に私

はやっていかなければならない、これが今まで出来

ないことに問題があるのではないのかなというふう

に私は感じているところでございます。もちろん地

域間競争、この部分についてはいち早く行政運営を

進めていかなければ私は村民は納得しないだろうと

いうふうに考える次第でございます。 

また、旗振り役の問題につきましても、地域再生

を掲げる上におきまして村民の意見、村民がそのよ

うな状況の中で意見、旗振り役というような言い方

をしておりますけれども、村民の主体的な意見とい

うものを私は重要な要素になってくるのだろうとい

うふうに思います。そういう意味において考えた問

題でございます。村民の意見が私達の中にも反映さ

れてこなければならない問題でもございます。そう

いうような観点から申し上げた次第でございます。

また、阻害要因につきまして、色々な阻害要因とい

うものがあろうかというふうに思いますが、私はこ

れらにつきまして今具体的にどうのこうのというこ

とは申し上げませんけれども、また、村としての阻

害要件というものは特にはございませんが、同じ基

礎自治体の町村間での阻害要件というものは確かに

あろうかというふうに思います。これは他の団体に

関する事でございますので、今申し上げることは差

し控えさせていただきたいというふうに思いますけ

れども、このようなものを排除していかなければ地

域再生には繋がっていかないだろうというふうに考

えているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 
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○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今村長の答弁の中で、

あまり良く分かりません答弁が、質問が悪いのか答

弁が悪いのかその当たりは私も心して質問していき

たいと思いますけれども、阻害要因について具体的

なものを上げられない。何か分からない。しかし、

ここで原因・要因となっている原因を追究するとい

うことですよね、それを排除していくと、あるはず

なのです。無いものを掲げるから矛盾が起きるので

す。そうじゃないですか。ここで言えないものだっ

たら掲げない方が良い。もう少し言葉改めた方がい

いとそういうふうに思います。 

 次に移りますけれども、この執行方針には住民に

対して求める責任、それと住民負担、基本的な理念

ばかりを方針として掲げている。村長はこれまで巽

議員も言われておりましたけれども、直接民主主義、

いわゆる住民参加、まちづくり会議、行財政改革推

進委員会、そういったものを直接参加に軸足を置い

て行政運営進めてきたとそういう形また整えてきた、

これが顕著な例。私もまちづくり会議の条例の制定

の段階では、議会制民主主義いわゆる議会議員とし

ての我々の足りないところを補うような直接参加制

度、そのものには理解をしなければならない。これ

は議員としての反省を踏まえて、我々が住民全て吸

収出来るかと、それも難しいと、であれば直接意見

を聞くことも大切だろうとそういった意味で私は賛

成をしてきた。しかし、今までの行政運営を見ると、

耳障りの良い言葉、パフォーマンスそういったもの

が先行してきて、今の行政組織というまちづくり会

議、そういった行政組織を行政運営に都合良く利用

していると、この巽議員も似たような感想を持って

いたようですけれども、どうもそのように思えてな

らない。夕張の例もあります。監視機関としての機

能が果たされていなかったからああいう状態になっ

たのだ。首長行政側にも責任があるが議会にも大き

な責任があるという住民が大きくその分が取り上げ

られている。私も心してそのようなことないように

しっかりしとした監視機能持った責任ある行動を取

っていきたいというふうに私は思っておりますけれ

ども、何かしら村長の今までの運営の方向を見てい

ると直接民主主義制度は分かります。しかし、今は

現状は議会制民主主義が主流なのです。これしかな

いのです今の段階では。そういった部分では議会制

民主主義がどうも摩り替わって、どっか違うところ

に議会があって、本当の決定権は違うところにある

と、直接参加の方にあるとそんなような考え方に思

えてならない部分もある。この部分については村長

どう考えますか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 議会制民主主義、これについては私はそのとおり

だというふうに考えます。その中において村民参加

というものをそういう意見を取り入れた形の中での

私は議会制民主主義というものを考えていかなけれ

ばならないものだろうというふうにも考えておりま

す。ただ、議員さんも住民代表です。私もそうでご

ざいます。そういう状況の中でお互いに話し合って

決めていくことについてはそれはそれでいいでしょ

う。しかし、議員の声というものも耳を傾けなけれ

ば私はならな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。それらを踏まえた形の中での議

会制民主主義というものについて私は否定するもの

ではございません。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長の認識が全く間

違っている。現状の制度の中では間接民主主義、い

わゆる議会制民主主義が当たり前の話なのです今は。

これを否定するものでないという考え方自体が大変

な間違いです。制度として法律としてこれら議会制

民主主義で行財政運営、監視機関・執行機関とこう

いうものを明らかにされているのです。その基本が

無く村長考え方が間違っちゃえば大変な事になるの

ではないですか。それについて改めてお伺いします。

それがまず第１点。 

 それと、執行方針に巽議員とダブる部分がありま

す。あれも全くおかしいというような部分では、新

しい地域を作ろうという大切なことは、５ページに

あります。問題意識を持って今後自分達の地域をど

のようにしていきたいか。主体性を持って明確にす

ることであり、地域価値観をどう高めていくか主権
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者である村民は求めていかなければならない。これ

は分かります。しかし、この考え方と平行して行政

はどんなまちを作りたいのかという姿勢も示さなけ

ればならない同時に、それなくして住民が言ってい

ることが全てですよと、実際機能してこなかったら

どうします。先程巽議員言ってましたよね。まちづ

くり会議どれだけの機能しているのだろうか、そう

いった住民参加が本当にされているのだろうか。そ

ういったものきちんと検証もされてないという状況

の中で、住民にだけ求めてもいけないのですよ。夕

張の例のありますよ、住民に全て責任ありますか。

行政責任なのです問題は、それをまず２点目にお伺

いしたい。 

先ほど、財政の健全化運営ばかりを追求し何のた

めにがないと、これでは村長の答弁分かりました。

それであれば何も難しい言葉で書く必要がないそん

なもの。端的に言えば財政健全化もあるけれども、

地域雇用と経済のため事業を執行することが大事だ

と言っているのです。では、財政の健全化がなくし

て、事業執行出来るのですか。お答えいただきたい。

それが３点目。 

 財政健全化ばかりを追求し何のためにがない、財

源が貯めるばかりが健全財政ではない。事務事業を

云々と書かれてありますけれども、そういう面で地

域村民との絆が打ち砕かれている感じがしてなりま

せん。これ全くどういうことか全く理解出来ない。

はっきり言ってくださいこれは。議会がとやかく言

うから住民と議会とのギャップがあるという言い方

なのでしょうか、それはっきりしていただきたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 １点目の住民説明の関係ですけれども、否定する

ものではないという考え方でございますけれども、

私としては住民説明という考え方は当然していかな

ければなりませんし、それに基づいた形の中での議

会制民主主義というものが必要性をなすものだろう

というふうにも考えているところでございます。ま

た、財政問題なくしてどうのこうのというようなご

意見でございましたけれども、このような事、健全

財政を維持していく上におきまして、事業の発注と

いうものも必要でございますし、雇用の確保という

ものも必要でございます。このような点から内容を

話しているところでございます。 

それからギャップの関係につきましては、そのよ

うな私はギャップを持っているというようなことは

思ってはいないところでございます。また、執行方

針について耳障りだとかパフォーマンスだとかいう

ようなことは私の本意として書いていることであっ

て、そういうようなことは一切ないということをご

理解を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。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：あまり飾って長くし

ゃべらなくても結構です。聞いていることだけ答え

ていただきたいと思います。質問にひとつも答えて

ない。村民に求める前にどんなまちにするかという

行政も示す責任があると私はそういうふうに思いま

すので、それについてお答え。 

 時間があまりない、それで聞きますけれども、先

程の議会制民主主義否定するものではないという重

大な発言なのです村長。これについて今一度、大変

な問題です、これは。 

 村民との絆が打ち砕かれている感じがしてならな

い。何を表現して言っているのか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：住民説明というもの

は必要でございますけれども、それらについて行政

サイドできちっと内容を示した形の中でやっていか

なければならないというふうに考えます。それから

否定というようなこと私先程申し上げましたけれど

も、これらにつきましては否定するという考え方に

つきましては、若干の言葉の足りなさをあったとい

うふうに考えます。私は否定はするつもりもござい

ませんし、その部分については大変申し訳ございま

せんが議事録から削除していただければ有り難いな

というふうに思っておりますし、色々な住民からの

声とかそれから村が行政がまた議会が示していく問

題について、これらについて議会制民主主義を連ね

ていくということについては拘るものではございま
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せん。 

 それから打ち砕かれているというような問題につ

いてでございますけれども、打ち砕かれているとい

うことに関しましては私は先程も巽議員さんにも申

し上げましたけれども、詳しくはそれは申しません

でしたけれども、この件に関しましては、村民参加

それから倫理という問題について、そのような感情

は私は持っているつもりでおりまして、これを積極

的にしていかなければならないというようなことを

申し上げているところでございますので、その点ご

理解を賜ればというふうに思っているところでござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全く理解出来ません。

ただ、これで時間ばっかり取っているわけにいかな

いので、全く今の村長は答えてない。これはまた後

の質問の部分で後段の質問の中でまた改めて議論し

なければならない部分だと思います。それは、具体

的にいきますけれど、まちづくり会議・まちづくり

懇談会・出前行政こういったものは村長の柱として

やってきた。しかし、これは先程も巽議員がアンケ

ート等でどういうような形になっているのか。住民

の調査・意向調査もすべきだというような事もあり

ましたけれども、村長自身はこれはどういう検証さ

れていますか。村長自身、このあり方についての検

証、機能しているのかきちっと。まだ不足だけども

求めていることとはまだ達していない。これから更

に期待をして一緒になって考えていく、どちらかだ

ろうと思いますけれども、これについてご答弁。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：まちづくり会議等に

つきましては、積極的に主体性をもって進んで今い

るところでございます。 

その他、まちづくり懇談会において皆様からの意

見を聞いていることについても積極的に私はやって

いくつもりでおります。そういうような考え方に基

づいたところで行政運営を進め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の

で、その点よろしく、今一線の関連性があると思い

ますので、私はこれからそういう気力・意識を持っ

た形の中で全うをし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ので、よろしくお願い申し

上げたいと存じます。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは私の方から

逆に私の感じた部分述べさせていただきますけれど

も、まちづくり会議についての内容について私は承

知しておりません具体的に。まちづくり懇談会これ

については参加者も１０数％という前後でしょうお

そらく。そういう実態の中でこういう懇談会の手続

きを踏んだから住民に理解を得たのだと、そういう

認識で今行政がなされているような気がしてならな

い。懇談会のそのものの内容についても、私も出席

しますけれども、行政の一方的な説明に終始して行

政の都合にご理解をいただきたいとそういうお願い

が大半なのです。それが住民参加と言えるのか。そ

れで住民の理解を得たというふうに判断されるのか、

そこをまず第１点をお伺いしたい。 

 それと出前行政って言いますけれども、具体的に

出前行政というのはどういうことをなされてきたの

かこれまで、お答えいただきたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の質問の前段で申

し上げたところにつきましては、私はそうは思って

いないというふうに考えます。 

出前行政の関係につきましては、緊急性を要する

部分につき、また常日頃問題を抱えている分野につ

いては常に聞き取り調査に歩いて、その問題点を持

ち寄って解決に向けているところでもございます。

また一例としては、全戸にアンケート調査を配って

一気にそれらを回収するというような問題、説明を

しながらそういうな事をやっているところでござい

ます。 

これからの出前行政等につきましては、まちづく

り懇談会とは別問題といたしまして、職員個々が地

域に出向いて地域の人達の意見を聞くということも、

またこれも大切なことだろうというふうにも考えて

おります。そういうような事でご理解を賜れば幸い

と存じます。 
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○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：まちづくり懇談会に

ついては、成果が上がっているという答弁として押

さえたのですけれども、これについてもまだまだそ

ういう押さえ方では問題があるというふうに思いま

す。進め方としても、住民からこういう問題がある

という問題提起がなされたり意見が出たりそういう

ことあまりないじゃないですか。今まで全て出ても

一方的にという行政から住民に説明するというスタ

イルで流れてきたのが実情ですよ村長。村長が考え

ているような住民参加求めているような住民参加に

なりえてないということを押さえていただいて、今

後まちづくり懇談会のあり方についても、もう少し

考える必要があるだろうと、そのように要求してお

きます。 

 出前行政、これについて必要があれば住民の所に

出向いていって説明をしたり、色々な事を話してい

るということは当たり前の話なのです。何も特別な

ことではないのですこれは。日常一般的にやらなき

ゃならない行政事務なのです。しかし、先程村長が

言いました、巽議員も同じこと言ってました。職員

が住民の中に如何に溶け込んでいって、情報の共有

をしたりまちづくりの方向を話し合ったり、日常的

にそういうことをやるのが出前行政じゃないですか。

そういうことだと思うのです。これについて村長答

弁がありましたら無ければあれですけれども、答弁

がありましたら。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：出前行政の関係につ

きましては、私は職員は積極的に団体事務等と一緒

になって進めていくことがベストな事だろうという

ふうに考えているところでございますので、その辺

につきましてはご理解賜ればというふうに思ってい

るところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうもしつこいよう

ですけれども、執行方針の中にも村民・議会・行政、

三位一体協働のまちづくりを掲げ、こういうことで

大きく謳われております。現行の間接民主主義制度、

いわゆる議会制民主主義の理解と期待感という部分

は村長から全く読み取ることが出来ない。この執行

方針からは、直接参加のみこれでは順序が違うので

す。同じく歩まなければならないですこれは。議会

制民主主義を否定するものではないという村長がそ

ういう答弁をされたということは、全く後でこれに

ついてはまた議論しなきゃいけないというふうに思

います。 

 地域民主政治は村民主権・村民参加・村民本位の

中で実現、その正当性の基礎である民意と代表の関

係を考える必要があるということで執行方針の何ペ

ージかに謳われおります。ここの村長の考え方の基

だと思うのです。分かり易くいけば、今の議会レベ

ルで民意の反映は出来ないのだと村長言っているの

です。そういうことだと思うのですよ。今のこの議

会のレベルの中では民意の反映することそういうレ

ベルになってない、だから直接住民・直接参加に切

り替えていかざるを得ない。そういうふうに取れる

のですけれども、間違いはないですか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 決してそういうことではございませんので、ご理

解賜りたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この意味はどういう

ふうに捉えればいいのでしょうか。民意と代表の関

係を考える必要があるという、どういうふうに考え

るのか答弁いただきたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村民の意見と要望を聞いた形の中に議会と行政と

それらを議題として考えていくというような考え方

でございますので、それが良し悪しに付け民意の問

題として考え、それを行政と議会とで話し合って協

調体制を取っていくというような考え方でございま

すので、ご理解賜りたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：良く分かったような

分からないような、私自身が迷ってしまいます。切

り替えましょう形を。村長は５年半弱行政運営に携
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わっているわけですけれども、公平公正というよう

なことも執行方針で大きく謳われております。公正

公平な行政運営がなされてないという一部住民の指

摘もあるが、それについてはどう考えるのか。 

 そういう中で、住民がそういう不信感を持つ中で、

本当に行政に住民が参加してくれるのだろうか。こ

れはそういう不信感を持った人は参加してくれない

ですよ。いくら村長が声高に叫んでもどうせ言って

も特定の人にはとそういう意識であれば参加なんて

してもらえないですよ。住民に対して透明で公正公

平な行政運営であると住民が認めた場合、初めて住

民の参加意識というのが高まってくる。私はそうい

うふうに思います。これについて村長の答弁がある

のであれば聞かせていただきたい。無ければ無いで

結構です。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：公平公正でないとい

う中で、色々な住民からの問題が出ているとそうい

う人達については住民参加はおそらく求めても出て

こないだろうというような形でございますけれども、

私はそのような部分も含めた形の中で当然住民参加

というものに出て来ない方達についてはそれなりの

批判等を持っている方達だろうなというふうな感情

も持っているところでもございますけれども、それ

につきましても今後十分に考え直していかなければ

ならない問題であろうというふうにも考えますし、

最終的には公正公平で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、その辺に

ついては十分考えてまいりたいというふうに思って

います。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは改めてこの

問題で足りない部分については後ほどの行財政改革

住民負担について絡めて質問していきたいと思いま

す。 

それでは２番目の村長の在庁日数についてお伺い

します。 

平成１９年１月から２月にかけて２分の１弱の頻

度で札幌・東京に出張されております。村の行政運

営に支障を来たす事はないというふうに村長は考え

ておりますか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員さんの質問

で１月から２月に掛けて２分の１弱の頻度で出張さ

れているというふうに言われておりますけれども、

私もその関係について自分なりに調べました。今年

１月から２月に掛けて管内の除きまして公務を出張

したのは１２日間でございます。議員は２分の１弱

というふうに申しておりますけれども、３１％３分

の１弱です。日数の問題はともかくといたしまして、

村の行政運営に支障を来たすことはないというふう

に判断は私はしております。 

 また、民間感覚で申しますと、私は営業マンとし

ての責任も義務もあります。庁内に居て机にただ座

っていれば良いということにはなりません。このよ

うな時代ですから各行政官庁等に対する要請活動等

に特に必要な時期という問題も抱えているというこ

ともご理解を賜りたいとこのように考えているとこ

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。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そんなに出てないと

実数日数１２日、１月は１２・３日から１０日ぐら

いから始まるのです。土日を挟んだら実働日数何日

ありますか。半分になるじゃないですか。そういう

ことはきちっとしていただきたい。如何に色々な村

長は営業マンじゃなければならない。それも確かに

重要な事です。色んな役員もやっているのでしょう。

それにも出なければならない、良く解ります。しか

し、時と場合によるのです。この重要な１月・２

月・３月のこの議会に向けて村長はひとつの基本の

方針を固めて、予算を固めて色んな部分で調整があ

るはずなのです。そういったことをこんなに出てい

たのでは、村政運営きちっと出来ますか。そういう

事だから行財政改革の作業にも遅れを来たしたり、

議会で約束、答弁された事務事業、こういったもの

も執行するスピードも極めて遅くなる。更に１９年

度の執行方針も遅れて配布。こういった事も村長が

遅いからそういう影響が出てきているのです村長。

これについて自主的なものも含めて、そういうこと



 －46－

を心していただきたいとそういうふうに思います。

これは話だけにしておきます。 

 更に、不在日数が多いということは職員との日常

的なコミュニケーションだとか意思の伝達、こうい

ったものは当然不足してくるのです。これについて

はきちっとなされているとそういうふうに理解して

ますか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 確かに１月・２月については重要な時期でござい

ます。私も執行方針を作った形の中で各課に見ても

らう。終わった後で出張したことも事実あります。

２月ですけれどもあります。そのような形の中で私

は内部行政を先に進めた形の中で支障の無いような

形の中で出て行っているというような考え方を持っ

ております。村内行事・内部業務それらについては

私は重要性を感じております。必要ないものについ

ては外部には出ていかないというような考え方を持

っております。 

 また、職員とのコミュニケーションの問題でござ

いますけれども、月に１回必ず定例管理職会議等も

やっております。その中でみんなと打ち合わせをし

てコミュニケーションを図っているというような実

態にあります。そういうような事でございますので、

１番良いのは職員全員集めてそこで話し合いをする

ということが一番大切なことだろうというふうには

思いますけれども、全員が集まれないという実態も

ございますので、そういう部分も含めた形の中で管

理職会議の中で話をして各課に降ろしてもらうとい

うような形を取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。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今後出来るだけ在庁

期間多く取ってこういう職員とのコミュニケーショ

ンだとか意思の疎通、こういったものに力を入れて

いく必要があるだろうと私はそう思います。色んな

用務で出張されるのでしょう。陳情用務だとか諸会

議に出席したそういったことが多いと思います。復

命書はどうなっているのですか。きちっと提出され

ておりますか。それと復命事項を例えば陳情用務に

いってこういう陳情されてこういう回答が得てきた

と、これについてこういうことになっているよと、

だから担当部局でもきちっと配慮して下さいよと、

そういう調整がきちっとなされているのかどうか。

なされていないとすれば、村長の独断で事務事業を

進めていくとそういった事で組織機構全く無視した

形の中でやれるということにもなり兼ねないとそう

なれば組織機構としては、正常な行政運営は出来な

いというふうに私は思いますので、復命書の提出そ

れと情報の開示、村長どこ行って、どういう用務で

どういう内容で話されてきたかという情報の開示、

そういったものも含めてしていただけるかどうかお

伺いしたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：復命の問題でござい

ますけれども、その分につきましては私としては管

理職会議等で重要な問題についてはお話をしている

ところでもございますし、また議会等での行政報告

等にもさせていただいているというような事でやっ

ているつもりでございますので、その点につきまし

て理解賜りたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村民の大切な血税を

使って出張するわけです。職員も当然行った後につ

いては復命書を提出します。議会においても当然復

命書を提出しております。村長だけが提出されない

ということでは納得いかない。村長も提出すべきと

考えますけどいかがですか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そのとおりと感じま

す。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そのような方向でお

願いいたしたいと思います。 

 次に行財政改革と住民負担についてお伺いいたし

ます。 

 行財政改革の名の基に一昨年から国民保険税・各

種手数料それと昨年の１２月に上下水道料金の値上

げの改正、これは議決されたところですけれども、

更に続く交通費補助の削減等々住民負担を求めてき
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たところであります。更に今議会においてゴミ袋の

値上げの改正案が上程されております。これは住民

負担を求めていくという部分では、ひとつの村の方

向性そういったものをきちっと示された段階で初め

て住民は負担についても理解するはずなのです。し

かし、そういったものきちっと示されないそういう

状況の中で負担だけ先行して求めていくという物の

考え方には納得いかないのですけれども、村長これ

について考え方をお尋ねいたします。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：行財政改革と住民負

担についての問題でございます。 

 先程巽議員さんのところで申したように、今景気

の良いところということにつきましては申し上げた

とおりでございます。これらを除き国を初め道府県、

市町村全てではないとは感じますが、財政的に厳し

い状況が続き、村が前段で進めていた行財政健全化

計画に基づき国が示している猿払村集中改革プラン

を作成し実行している経緯にあります。これらにつ

いては議会の方にも資料として提出しておりますし、

全員協議会の中でも説明しております。また、まち

づくり懇談会においても説明しているところでござ

います。このことは別といたしましても、景気拡大

期には公共物に対する利用者数の伸び等に支えられ

まして、料金の改定をする必要性というもの状況に

はならなかったが、景気後退期において物価が安定

している推移の中で赤字が顕在化し、公共料金を改

定するに至った状況で公共料金は上がる、歳出は削

減されるという村民サービスを考えた時、私はダブ

ルパンチで本当に納得いく話ではないなというふう

に私の考えとしては本当に申し訳なく思っていると

ころでもございます。そのような認識をしておりま

す。私自体大変な悩みを抱えているとこでもござい

ます。公共料金の価格設定方式に等については、総

括原価方式が多くの公共料金で設定されております

が、そういたしますと高額な公共料金になります。

経費削減・料金設定をしているところでもございま

す。ただ、この方式に基づきますと料金算定根拠が

不透明になることもご理解賜りたいというふうに思

います。また、これら国も上げる道も上げる市町村

も上げるということになると、住民は非常に大きな

負担を強いられるというようなこともございますの

で、軽減措置等の問題等も考え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もございま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：執行方針の中で村長

こうも謳っております。行財政改革を進めながら、

村独自のグランドデザインを描いていく。また自分

達の地域は自分達が作り守り育てる。それには住民

負担も伴うとも述べています。行財政改革の全体像、

村が将来どうなるのだ。住民の負担でこういうまち

が出来るのだと、こういうまちが維持出来るのだ。

そういう具体像を示されて初めて先程も言ったよう

に住民も納得すると思うのです。喜んで納得すると

は言いません。渋々でも納得すると思うのです。夕

張市の財政再建計画団体への移行が今月の６日に現

実的なものになった。これからはえんぴつ１本買う

のにも国の許可が必要とされる。全て国の厳しい管

理の下で財政の立て直しが行われる。財政再建計画

においても、これから１８年というロングスパンで

ございます。それには相当な住民負担が伴う、強い

られるというふうにも書かれております。しかし、

市民の説明会の中でこういうことは市民が言ってい

る。１８年後のまちとは言わないにしても、未来の

まちの姿がどういうふうになるのか。そういった事

が見えて来れば多少な負担に苦しくても、それさえ

分かれば苦しくても多少の負担には耐えてみせると

そういう住民の意見が多かったというふうに聞いて

おります。村においても地域の住民として自分達の

負担増によって今後基金を取り崩さないで、財政運

営が可能だとか収入と支出のバランスを取ることが

出来ると、これだけの負担を求めれば、これだけの

改革をすればそういうことが示すことが先決なので

す。村行政として村の値上げによっての村の将来的

なビジョン・将来像、そういったものを示していく

という必要があると思いますけれども、これは負担

の前にそういうこと作業しなければならないと考え

ますけども如何でしょうか。 
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○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員さんのおっ

しゃっている事はご尤もなことだろうというふうに

思います。財政的な問題については色々と議会の方

にも問題は色々な形を示しておりますけれども、村

のグランドデザインということになりますと、村の

総合計画との関連性というものも考えていかなけれ

ばなりません。この村のグランドデザインというの

は将来を語る会、将来の未来を語る会とそれから宗

谷町村会でやっておりました町村会独自のグランド

デザイン、これらの行き詰まり等から考えまして、

村独自のグランドデザインを考えていかなければな

らないだろうというような事から発想を考えたもの

でございます。議員さんの言われていることはご尤

もな事でございます。先に料金改定前にそのような

まちづくりの方向性というものを考えていくことが

本来の姿勢だというふうに考えております。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう答弁いただ

きまして、そう理解していただければ私も納得しま

す。そういう方向が正しい方向だろうと私は思いま

すので、今までの手続きで住民負担ありきという物

の考え方、それと負担をして住民が納得したにして

も、自分達も負担したからまちがどうなるの一体と

いう全くそういう感覚では困るわけです。意味を成

さない、村長の求める協働という部分では全くこの

部分崩れてしまう。そういうふうに理解していただ

きたい。 

 執行方針の７ページに村民の意見・要望なくして

効果的・効率的行政運営を執行することが出来ない。

何か分かりそうな分からないような。これは住民も

意識しなさいよということ言っているのかなという

ふうに考えますけれども、しかし、住民の意見や要

望これは今日は多種多様なのです。全ての要求に応

えるだけの財政状況でないと、これは分かっていた

だけると思います。いくら住民の要求だとしてもこ

れは出来ることと出来ないことがある。これをどう

選択をしていくのか。これは出来ない場合の説明責

任、これは重要だと思うのです。これがなされなけ

れば要望に全て応えるような状況であっては、公正

で公平な行政運営がなされていないと、これは住民

も指摘しております。これについてはどう考えます

か。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村民の要望なくして行政は進めることが出来ない

ということは、これは当然のことだろうと、議員も

そう考えていることだろうというふうにも私は考え

ます。しかし、今の財政状況から全て応えられない

ということについてはこれは事実でございます。緊

急性と必要あるけど緊急性を最重要に捉えた形の中

で選択をしていかなければならないというふうに考

えます。また、これらにつきましては、総合計画と

いうものもありますけれども、行財政改革検討委員

会の中で十分揉んだ形の中でやるべきものはやる。

全て応えられないものについてはしないというよう

なはっきりとした結論を出していく必要性があろう

かというふうに考えているところでございますので、

よろしくその点ご理解賜りたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：正に今住民にこうい

う声もございます。影響力のある住民に対してこう

いう要求については多少無理な要求であってもコス

トを度外視して事業執行している。そういう指摘も

ある。それと、行政の改革という意味でいけば行政

組織の改革という部分では、機構改革というような

部分、１２月議会でもこれは今日も巽議員から指摘

ありましたけれども、今議会においても見直しとい

う部分では提案されていない。村長は１２月の議会

でこの見直しもあり得るというふうに答弁されてい

たのですが、これもさっぱり手を付けていない。適

材適所だという発言もありました。しかし、住民の

間では現状の組織の機構はおかしいよと、無駄があ

るよという指摘もあるのです。何故議会の議員とし

て住民の声を議員としてこの場で間接民主主義です

からこの場で発言して村長に質疑をして正していく

わけです。であれば、答弁にもう少しきちっと責任

持ってもらいたい。そして、それが村長が理解が出

来たというのであれば、何故住民の声、議会の声は

住民の声だと私はそういうふうに理解してます。何
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度も言ってます。であれば、何故住民の声に耳を傾

けるまたは聞く気が起こさないのか。これらのもの

を私は色々機構の問題だとかコストだとかいろんな

ものを換算しても、年間３，０００万円以上金額ベ

ースにして、損失を住民に与えている。こういった

状況の中でこういう無駄をやっていながら、住民負

担をしてくださいよと、全く言語道断。公正公平な

行政執行を表明する村長ですから、住民に対して今

言った問題はどう説明してくれるのかお答えいただ

きたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：コスト等の問題等が

出ているというような問題もございました。これら

は公共事業ばかりでなくして、一般事務事業にも繋

がるものだというふうにも考えているところでござ

います。また、そのような間接民主主義というよう

な問題からいたしましても、議員さんの言葉に耳を

傾けていないというような私は言い方に取りますけ

れども、私は十分傾けているというふうに考えてい

るところでございまして、また、人事の関係・職員

の適正化の問題等につきまして、これらにつきまし

ては人事関係の問題もございますので、私もそれな

りに考えながら即コスト削減の問題と絡めて住民の

声と絡めて出来るか出来ないかということにつきま

しても、十分考えながらそのような見直し等も１２

月に図るというような議員さんにお話をしたようで

ございますが、そのような考え方に立った形の中で

十分考えてまいりたいというふうに思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう答弁いただ

きましたからいいのですけれども、まさに何のため

にこれは肝に銘じていただきたい。同じ事業を執行

するのでもコストは十分考えていかなきゃいけない

し、住民に何のためにを求める前に行政もしっかり

と何のために意識していただきたい。要望しておき

ます。 

 次に個別の問題入りますけれども、通学定期の助

成の減額をしておりますけれども、対象となる保護

者等の意見こういったものは集約されたことがある

のかどうか。それと国民保険税の増、水道料の値上

げ、これは水道料は４月からになりますけれども、

住民負担の増・増・増ということで暮らしの行方に

不安が広がっているという部分でも村長は認めてお

ります。執行方針の中で、本当にこういう値上げが

住民生活の実態の把握と住民に生の声を聞いたこと

が本当にあるのか。それと更には生活に及ぼす影響

が大きい。どの部分に大きく影響されるのかという

ものが分析されるとすればお答えいただきたいと思

います。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 そういう部分につきまして、正確な明確な分析は

していないということを申し上げておきたいと思い

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 これは負担増求める方ははっきり言って値上げに

よって住民生活にどういう影響を与える。こういう

思いやりとやさしさそういったものはどうも欠けて

いるような気がしてならないのです私は。そういっ

た部分でもう少しこの値上げによってどういう階層

がこういう影響があるぞとそういうものもうちょっ

と真剣に慎重に分析した上で、こういう改正条例案

提案するという方向にそのぐらい慎重にやっていた

だきたいとそういうことでこの部分については終わ

ります。 

 ただ、私の所にも水道料が４月から上がるのだと、

実は自分が計算したらこうなるという部分で実は相

談にポストに入れていった人がございます。そこで

４月から値上げされる水道料金についてお尋ねいた

しますけれども、昨年１２月の議会において議会と

して改正案に条例同意したところでありますけれど

も、私自身がそういった思いやりという部分では欠

けていたと、分析の甘さそういったもの反省しなが

らお伺いしますけれども、改正の要旨の中では特別

家事用の適用範囲の改正。現行では６５歳以上の世

帯で申請による減額措置が適用。改正では６５歳以

上で住民税非課税世帯のみ適用で後は一般として扱
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われる。これもよく分かります。しかし、私色々計

算してみました。１０ｔの値上げで資料を計算した

ものを渡したと思うのですけれども、仮に庭先に花

畑を持ってまた畑を作ってそこに水遣りをそういう

世帯については１０ｔぐらいいくだろうと、公営住

宅で花畑も畑も何もないという部分には５ｔ未満で

というような部分では十分配慮されていると、そう

いうふうには感じますけれども１０ｔ使えば約７

０％の値上げになってしまう。あまりにも急激な負

担増になってしまう。最初からこういうもの無けれ

ばまたこれで諦めもつくのでしょうけれども、こう

いう部分であまりにも激変する。緩和措置という部

分も出来れば考慮していただけるものであればこう

いうものも考えていただきたいなというふうに思い

ます。 

 住民税非課税世帯と言いますけれども、年収２０

０万円になれば非課税世帯になりません。１９０数

万からだと思うのですけれども、ギリギリの今年金

で生活している人達諸に影響してくるという部分よ

く実態として村長分かっていただきたいと思うので

す。そういうことでこれについては、もう１回検討

していただけると、この部分に村長の裁量の範囲で

結構でございますが、検討してみようという気持ち

があればお答えいただきたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今議員からの対案の

改正前・改正後の資料をいただいたところでござい

ます。これを見る限りにおいてはかなりなアップに

なっていくというような形になっているようでござ

います。水道料金等につきましては、１０年ちょっ

と値上げをしていなかったということもございます。

当初１０年ちょっと前に改正した時については５年

で見直しをしようということもその場で使用料・手

数料審議会の中で決めた、申し合わせしたことでも

ございます。それをしないままこのまま１０年間放

っておいたということによって、かなりその間の投

資的経費やら何やら色んな経費が嵩んでいるという

ことは実態としてかなり浮かび上がってきていると

いうこともございます。そういう面におきまして、

このような差がかなり出ているのだろうなというふ

うにも感じます。激減緩和というふうな方法もあり

ますけれども、１０年間の改正をしていなかったと

いうことをこれを議員さんとして激減緩和として捉

えられることが出来るかどうかということも考える

ことが出来ないものかどうなのかということを私の

方からもこういう対案が出たものですから、お聞き

してみたいなというふうに思っているところでもご

ざいます。通常でしたら本来このような対案を持っ

てこればかりでなくしてご質問されるのが本来の姿

かなと私は考えているところでもございますので、

それに基づいた形であるのであれば適切な措置が取

れるものだろうというふうな考え方も持っていると

ころでもございます。議員さんにしてみますとその

激減の緩和措置というものを望んでいるのだろうな

というふうに私は考えます。そういう状況の中では

非常に大きな負担を強いられている分野につきまし

ては、条例の委任事項に基づきまして激減の緩和と

いうことについても考えてみる必要性というものは

あろうかというふうにも思っておりますので、その

点ご理解賜りたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう事でそうい

う措置も村長の裁量の範囲で出来る範囲、ここまで

は出来るという範囲があるでしょうから、無理なこ

とは言えないでしょうけども、そういう配慮も必要

かというふうに思います。 

 次にゴミの問題、ゴミ袋の値上げについてお伺い

しますけれども、このゴミ袋値上げすることによっ

て、排出量はどの程度減るのだというふうに予測さ

れておりますか。 

○副議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推

進課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

お答えします。 

 具体的な数字については押さえておりませんけれ

ども、今燃やせないゴミ袋の中に資源ゴミとしてビ

ンだとか缶だとかペットだと若干入っている様子が

ありますので、そちらの方の袋の値段を上げること

によって、資源袋の方に資源ゴミを移して貰える様

なスタイルになりますので、不燃ゴミの方に付いて
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は若干量が減るというふうには捉えております。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ゴミの袋を値上げす

るという以前そういう発想になる前にゴミの減量を

どうするのだと、減量対策をどうするのだという部

分が先決になるのでないですか。例えばレジ袋を廃

止していく、減らしていく。またはトレーを減らす

自分の買い物袋を持ってもらう。そういったような

対策を絡めてその上で同時に袋の値上げもお願いし

たいという形であれば分かるのですけれども、値上

げありきでそういう対策が無い。この部分について

村長どうお考えでしょうか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答え申し上げます。 

 今後におきましては、燃やせるゴミと生ゴミとの

分別の強化・徹底を図り減量化につとめてまいりた

いというふうに思っておりますし、その減量化もま

た別な角度での設定といたしまして、住民・商店と

協議しながらレジ袋の廃止に向けて協議をしながら

実施していく。マイバック推進運動の奨励など、こ

のような方向に向けてこればかりではございません

けれども、その他の部分についても十分協議・徹底

をして住民の理解を得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。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：このゴミ袋の値上げ

について相当問題がある。手続き上。これは住民説

明をするということで住民に約束されていたという

ふうに理解しております。しかし、その説明もない

ままの条例改正が提案されております。更に、議会

の議決を得てない中で広報さるふつの中で値上げに

ついての住民広報がされている。ここで議会の権限

をいたずらにこう振り回すということを言っている

わけでは無いのですけれども、これでは村長の言う

住民主権・主権在民・住民が主役・住民参加全く村

長の提唱する住民本意というものの考え方の部分を

無視した形であろうと、全く整合性が無い。それが

まず第１点。 

 まだ議会の議決を得ない中で住民にそういう周知

をしてしまっている。全く筋を言われています。議

会軽視だとかあまり好きな言葉ではないのですけど

も、議会軽視じゃない、議会を無視しているのです。

先程村長も執行方針の中でやりとりしましたけども、

議会制民主主義を否定するものでないと、というこ

とは、議会なんてあまり重いものでないという村長

の意識の現われだと私はそう取らざるを得ない。議

員諸氏も全く私は同感だと思います。こういったも

ので条例案を提案したところで議員諸氏の賛成は得

られない。賛成したらおかしい話だろうと私はその

ように感じますけれども、村長これについて納得出

来る説明いただきたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 決して私共といたしましては、議会を無視した、

軽視したという考え方は当然私としては持っていな

いというふうにご理解を賜りたいというふうに思い

ます。以前にゴミ袋の値上げの関係について議員協

議会ですか全体のその場でもこの条例が可決された

ならば住民に対する周知期間が短いというような形

の中で事前に広報等で住民にその説明をさせていた

だいてもよろしいですかという問いかけに対して、

その全員議員協議会の中では良いだろうというよう

なお話があったということから担当の方でそのよう

な方向性を取ったところでございますので、その点

についても合わせてご理解願いたいなとこのように

感じているところでございます。議会を軽視すると

か無視するとかということは私はこれは絶対あって

はならないことであって、議会・村民・行政と三位

一体として当然考えていかなければならないことで

ございまして、そのような考え方に基本的に立って

おりますので、どうぞその点については議会広報で

早めに流れたということにつきましては、深くお詫

び申し上げたいと存じます。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：議会の全員協議会の

中で説明をして、住民に条例の改正の姿をそのまま

こういうことでいつからやりますよという説明も納

得したということは理解をしたということは、私は
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無いです。私の記憶には無い。住民に対してはこの

値上げに対しての理解を得てもらう手続き・説明を

するというような部分では、全員協議会の中で話し

合われた経過があると、しかしこれについて決定し

たということではない。如何に全員協議会で方向が

同じ又は考え方違う議員も居るでしょう。これはあ

くまでも本会議の中で判断すること。議員の態度を

示す、こういうことが当たり前の話であって全員協

議会で話されたからそれについては理解が得ている

ものだと、全く本末転倒であるとこれは村長が甘く

済む問題でないのです。先程も納得出来ないと言っ

たのは、議会制民主主義を否定するものではないと

いう村長の発言に繋がっている。この問題は、こう

いった部分については全然納得はいきません。否定

をするものでない。しかし、大したものでない。だ

から手続きはいいとそういう流れだろうというふう

に私理解せざるを得ない。今一度明確な答弁。 

○議長（佐々木正光君）：浜谷助役。 

○助役（浜谷 雅君・登壇）：眞田議員のご質問に

お答えを申し上げます。 

 先程村長が申し上げましたけれども、実は全員協

議会ではなく連合審査会の開会されました１月３０

日の時の会議録を持っているわけでございますけれ

ども、この中でおおよそ皆さんに理解を得たという

ふうに私は判断して広報に、この住民周知でござい

ますけれども、早めに住民に周知する義務があるだ

ろうと、会期の問題もございますしこの議会の定例

会の会期が１５日という設定されておりましたので、

そういう部分についてももし定例会の中で議決され

た後で住民周知とすることについて、大変遅くなる

とそういう混乱もあるということで皆さんの理解を

得たというふうに思っているところでございます。 

 ただ、先程眞田議員の質問等にございましたけれ

ども、議会民主主義を否定するものでもございませ

んし、それは代表権と言いますか議決権持っており

ますのでそういう部分について尊重しておりますし、

ただ、住民のためにそういう分についてご理解をい

ただきたというふうに思っております。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：産建と総務民教、合

同の審査会の中で説明をした。概ね私としても理解

が出来た。しかし、これと議決と手続きと全く違う

のです。ここきっちり押さえて下さいよ。ここ間違

うからこういうことになると思うのです。そこをあ

やふやに例えば全員協議会の中で理解を得たのだか

らもうその手続きは終わったと思ったら大きな間違

いです。そこを履き違えている。それじゃ大変なの

です。 

それと合わせて住民のためと言うのであれば先程

も何回も言ってます。将来ビジョンをきちっと示し

てからでも良いじゃないですか。何故今こういった

ものでどうも納得がいかない。この部分については

議会に葉書が届いて、こういう問題についてはおか

しいよという部分。まさに私の一般質問と同じよう

な内容です。私の名前葉書に書いてある、私が出し

たと同じような内容です。そういうような思いの住

民も居るということです。 

これについては議長にお願いがありますけども、

議運の中でゴミ袋の値上げについての条例改正案、

これについて議運の中でもう一度議論しなければな

らない問題だというふうに私理解しますけれども、

そういう時間取っていただけないでしょうか。 

○副議長（山須田清一君）：休憩します。 

４５分まで。 

 

休憩 午後 ３時３３分 

再開 午後 ３時４６分 

 

○副議長（山須田清一君）：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。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういった意味でも

う４月からということで住民周知の徹底も図ってお

りますから、議会としてもこれについて先延ばしす

るという部分について逆に住民に迷惑を掛けるとそ

ういうことの判断議運の中で話し合いしましたので、

それについては議会運営委員長がこうあるべきとい

う部分で理事者にあると思いますから、この部分に

ついては今後そういうこと無い形で注意していただ
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きたいなと、そして全員協議会それと特別委員会、

産業建設、総務民教にその説明が如何にどういう結

論であったにしてもこれはひとつの説明というよう

な部分で押さえていただかなければ、そこで納得し

たからその手続き終わったというふうな考え方には

ならないようにひとつ注意していただきたいなとそ

のように思います。 

 次に入ります。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一言だけ今の関係に

ついて申し上げておきたいと思います。 

 私としては決して全員協議会、議員の連合委員会

というような分野に関して、そこに提案をしたから

それで良しというふうに考えているわけでは絶対ご

ざいません。それはあくまでも私達の説明であって、

議会との協調関係を結ぶための会議であって、あく

までもこの決定等につきましては本会議で議論され

るべきものだろうというふうに私自身十分認識をし

ているところでございますので、その点も含めて皆

さんのご理解・ご協力を賜りたいと存じます。 

 お願い申し上げます。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：次に補助金交付団体

というのですか、財政援助している福祉法人、猿払

村福祉会等の行政関与ということで表現されてあま

りこれについては相応しくない表現かなというふう

に思いますけども、地方自治法の１９９条の７項の

中で財政援助をしている団体、これについて出納そ

の他事務の執行という事ですから、これについて監

査出来るという範囲でしょうおそらく。ただ、これ

について老人福祉基金を取り崩しながらの財政援助

ということが実態なのです。ここ数年でどうなるの

かという見通しが付かないような状況、危なくなっ

てきていると底を付くような状況になってきている

とこういう状況の中で、経営に対して直接関与する

ということは出来ないでしょう。しかし、自立出来

るために、または財政援助出来るだけ少なくするた

めに、負担は出来るだけ少なくするために役員さん

と話し合うというようなことも当然求められている

と思いますけれども、これについて村長どうお考え

でしょうか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 猿払福祉会に対する補助金の関係でございます。 

 ご答弁を申し上げたいと思います。 

 補助金を交付している以上はその補助金は各般に

使用されてやすらぎ苑、各般に渡って使用されてお

りまして、村の監査委員が監査することは可能でご

ざいます。ただ、監査委員はその監査した結果内容

不適切なものとしても勧告はすることは出来ないと

いうことになっております。 

社会福祉法では勧告は首長にしか出来ないという

ふうになっているところでございます。同法という

ことは社会福祉法では一人以上の施設長等が理事と

して参加することに決められておりますけれども、

この定款の変更によって理事にならないで施設長と

して参画することは出来るというふうに解釈されて

おります。 

また、事務的人事派遣につきましては、公益法人

等の派遣に関する条例これらを制定することにより

可能であるというふうに指示を仰いでいるところで

ございます。これらを社会福祉法・地方自治法・地

方公務員法の三法から斟酌しなければならないとい

うふうにならなければならない問題であるというふ

うに思っておりまして、今後の方針といたしまして

は社会福祉法人の行財政改革を進めるに当たっても、

先程眞田議員がおっしゃったように、老人福祉基金

の底を付いているという問題も含めまして、何らか

の形で経費の節減・節約というものは行っていかな

ければならない。そのためにはどうすれば良いかと

いうことをこのような今あった質問のような形の中

で対応を図っていかなければならない問題であろう

というふうに考えている次第でございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：管内の他のまちでは

町職員を派遣させたり、人事の交流をさせたりとい

うことによって人件費も間接的に負担しているとい

うのは過去の例でありました。今は民間委託という
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ようなことで随分切り替わっているというふうに聞

いておりますけれども、今の施設長も良くやってく

れているというような部分では理解しておりますけ

れども、前施設長の例もあります。いつまでどうな

のか。全く不明である。ずるずると流れていく場合

もあり得るわけです。それに鈴付けることは誰が出

来るのか。役員の中で判断せざるを得ないわけです。

しかし、そういうことも村長は財政援助団体という

よりも村の財政状況を福祉基金と相談しながらこう

いう部分もきちっと押さえて役場職員も６０歳で定

年です。であれば、現施設長の定年条件どうなって

いる。これらについて今すぐここでどうすれという

ことではないのですけれども、役場から派遣するこ

とによったり、定年者を雇用する・活用していくと

いうことになると、助成経費としてはかなり軽くて

済むよと、経営についても楽になるのではないだろ

うか。そのようなことも合わせて考えるべきだと思

うのです。それについて村長は理事さんと良く話し

合い持つとそして施設長にもある程度後何年ひとつ

よろしくお願いしますという形で、かなり苦しいあ

れになると思います。そういう形できちっと厳しい

形でやっていかなければいつまでいるのかも分から

ない。７０歳過ぎても居ましたという例もあるわけ

ですから、そういうことも含めて１回話し合ってみ

るという考え方があるかどうかお伺いしたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁申し上げたい

と思います。 

 今眞田議員さんが申し上げられたことにつきまし

ては、既に理事長ともお話をしております。それと

施設長とも話は済んでいると言っていいと思います。

しかし、内容等については公の場では話せません。

ということは理解していただきたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：理解しました。 

 よろしくお願いしたい。 

 ５番目は最後になりますけれども、ホタテ貝殻プ

ラント構想。これは１９年２月の１０日の新聞報道

で、ホタテ貝殻のプラントの設置構想というような

部分がこれは明らかに道新でされてます。計画では

新年度から村と民間業者が共同で国内需要調査を実

施して、リサイクルプラントを設置するということ

で報道がありました。これは長年村長も懸案の構想

だという部分では議会としても押さえておりますか

ら具体化してきたなという部分では非常に喜んでい

る。それがまたきちんと実現うまく出来ればという

ふうに私も思っております。しかし、市場化に移っ

ていくという出来るという前提の中には住民に対す

る説明を関係機関との調整、こういったものはしっ

かりしなければやれるものも最後やれなくなるとい

うそういう心配も余計な心配かもしれないですけれ

ども、そういう心配もありますからそういった部分

では十分な内容といかないまでも、どのような対応

をされているかこれについてお聞きしたい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私の当初から進めて

おりましたホタテ貝殻プラント構想につきましては、

街並み景観とひとつの産業有機物を付いているもの

についてはひとつの産業公害で産業廃棄物というよ

うな観点から、私はこれらを何とかしなければなら

ないという考え方から始まったわけでございます。

そういう状況の中でこれら産業廃棄物、これはうち

の場合はホタテ貝殻の関係でございますけれども、

道路建設それから農業分野それから水産分野とこの

三つに分かれて道が事務局を持って循環資源のワー

キンググループを作ってやっているということにつ

いては以前にもご報告申し上げたところでございま

す。そういう状況の中でマニュアル作りも出来上が

って、そして今まさにそれに対応しようとしている

ところでございます。事業を成功する鍵については、

住民に対する説明と関係機関との調整ということが

第一。これは当然私としても認識をしているところ

でございます。ただ、住民への説明等につきまして

は、事業の需要に対するこれについては特許それか

ら商標登録等の関係があります。また、個人情報の

保護の関係もありますし企業サイドのこれらについ

ては機密事項といわざるを得ません。特許を取って

しまったり商標登録を取ってしまったりしたならば、

これは差し支えないというふうには思いますけれど

も、そういう意味から説明については議会だけに止
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まっているところでございます。ただ、漁業協同組

合サイドには相談に乗ってもらっていただいている

ところでもございます。 

関係機関との調整ですが、設計・施工・販売につ

いては異分野連携新事業分野開拓企業として、中小

企業の新たな事業活動の促進に関する法律第１１条

第３項の規定に基づき、農林水産大臣と北海道産業

局長の連名で認定されております。認定されている

ものがここにありますけれども、こういう分厚いも

のでございます。このようなものでございます。こ

れが一応出来上がっているところでございます。 

ネックになっているところは、出口ベースの問題、

出口ベースということは販路というふうに考えてい

ただきたいというふうに思います。販路無くして事

業を誘致したとしてもそれはただの産業廃棄物にし

かならない。産業廃棄物にしかならないというふう

に思うわけでございまして、ネックとなっている出

口ベース販路、需要をどの程度あるのかという調査

というものが必要になってまいります。それについ

て私共といたしましては、当然にアタックをしてい

る大きな商社もございます。名前は申し上げること

は出来ませんけれども、そういう色々な貝殻が粉砕

することによって物作りに利用出来るということが

あるわけでございまして、色々な商社関係との折衝

が必要になってくるだろうなという考え方も持って

いるところでもございます。 

また、この関係につきましては自民党の移動政調

会の時にも申し上げたものでもございまして、相談

にも乗るというようなことを言っていただいたとこ

ろでもございます。そういう意味におきましてこれ

らについて是非私はそういうようなまちづくり並み

の景観やら公害の問題も含めた形の中で循環型産業

の構築を目指さ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。 

村といたしましては、このような要望書で要求を

しているところでございます。 

以上が内容でございます。 

その希望を持った仕事というものは私は先程も何

度も申しておりますように、地域活性化には必要だ

ろうなというふうにも思っているところでございま

す。北のてっぺんから地球環境に貢献と、これは京

都温暖化議定書のひとつの小さな村ですけれども、

役割を果たす大きな意味を成すものだろうというふ

うに考えているところでもございます。 

また、夢を持つ事業といたしましては、新エネル

ギーの問題もひとつ掲げております。これらの分野

についても住民に夢を持ってもらって仕事をしてい

ただくということが大切なことだろうというふうに

も考えておりますし、これが地域活性化に繋がり地

域の雇用に繋がっていければ本当に幸いなことにな

っていくものと私は考えてこれから努力してまいり

たいというふうに考えておりますので、よろしくお

願い申し上げたいと存じます。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：丁寧な説明有難うご

ざいました。 

 この新聞の内容を見ますと、猿払小学校の空き校

舎を利用して貝殻を粉砕する機械を設置。村内の離

農跡地に集積場を設けて云々ということあります。 

産業課長にお伺いします。 

産業建設課長にお伺いしますけれども、離農跡地

はどこを予定されておりますか。 

○副議長（山須田清一君）：早坂産業建設課長。 

○産業建設課長（早坂 裕君）：ただいまの質問に

お答えいたします。 

 私まだここへ産業建設課長になってまだ１年も経

っておりませんので、詳しい部分については伺って

おりませんけれども、猿払の校舎跡地という分だけ

は聞いております。 

 以上です。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：同じ質問助役答弁願

いたいと思います。 

○副議長（山須田清一君）：浜谷助役。 

○助役（浜谷 雅君・登壇）：粉砕工場につきまし

ては、旧猿払小学校の校舎を使いたいということで

ございますし、堆積する場所なのですけれどもその

分については、新聞等では出ておりましたけれども

その分について、旧千田さんの農協で買った土地あ

りますけれども、そこを候補地として進めた経過ご
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ざいますけれども、現在のところはまだ進み具合と

しては掴んでおりません。 

○副議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：最後になりますけれ

ども、担当課長もそういう部分で承知してない部分

があるし、助役にしてもまだはっきりとそういう部

分については承知してない、詳細の部分で承知して

ない部分、知っているのは村長だけというような部

分がこれが一番危険な進め方だと私はそういうふう

に理解するのです。 

村長に一言言っておきたいのですけれども、そう

いうやり方をしていると誤った、そしてまたせっか

くの構想が崩れてしまうというような心配も懸念さ

れるわけです。十分その辺り担当部局が知らなけれ

ば、村長だけの独りよがりで走って歩いたのじゃ必

ずこの事業失敗すると、実現しないだろうというふ

うに私そういうふうに思いますので、十分その辺り

注意して進めていっていただきたいと、以上で終わ

ります。 


