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◎  日程第５ 一般質問 

 

○議長（山須田清一君）：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。 

 ７番、巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：７番、巽昭。 

 一般質問通告書に基づき質問を開始いたします。 

 質問事項１、村議会議員選挙の反省。（１）村長

の目から見た今回の選挙の感想、これから入ります。 

 このように再び村長と議論を交わす機会を得たこ

とに心より感謝いたします。 

前回選挙前の３月議会一般質問、これで最後にな

るかもしれないと質問ということで少し厳しいこと

も言わせてもらいました。本当に心の片隅では少し

だけあれを最後の質問にして議員活動を終えようと

いう気持ちがあったのも事実です。なぜ辞めようと

考えたかと言いますと、４年間の議員活動でほとん

ど議会・村に貢献出来ませんでしたし、これからま

すます議員の責任が大きくなるのが解っていたから

であります。 

しかし、猿払村にとりましてこれから一番大事な

４年間、もしかしたら私でも何か貢献出来るのでは

ないかという未練と私のわがままでもう一度立候補

させていただきました。村長もご存知のように想定

外の突然の選挙となりました。村長にこの４月の村

議会選挙の感想をまずお聞きいたします。 

村長は２年前１１月の選挙で再選されました。そ

の直後の１２月議会、私はその選挙について一般質

問をしております。今手元にその議事録がございま

す。これを読みますと１年生の私が生意気なことも

言っております。自分の発言でなければ後ろから頭

を叩いてやりたいところであります。自分で自分の

発言を述べるのもおかしいのですけれども当時この

ように述べております。今回の村長選挙、悲しいか

な論点・論争が見えなかった。何の為に選挙をしな

いといけないのか。その辺が全然見えてこない。こ

んな選挙しない方がいい。このように批判していま

す。生意気ですね。そしてその後、私は唯一合併を

争点にして住民に選択させるべきではなかったかと

いう問い掛けに村長は、政策には掲げなかったが結

果として自立の道を歩んでいる自分を村民は選んだ

のだからその方向で進むべき、と答えております。

その他にも、マニフェストを作成したかとか、村民

の支持は本当に得たのかとか、色々私は批判してお

ります。これが村長選挙が終わった直後、議会での

私と村長の議事録からのやり取りであります。岡目

八目という言葉がございまして、人は自分が当事者

でなければ冷静に物事を判断することが出来ます。

今回は村長が私の選挙を通して私なり、選挙のやり

方を批判する番であります。実は今回の選挙、直前

まで選挙になる様子がなく、私はほとんど準備して

おりませんでした。これはまったく有権者を無視し

た行動であり、村長に非難される前に十分に反省し

ております。この点を含め冷静に外から見られてお

り、いろんな感想を村長はお持ちでありましょう。

今回の村議会選挙の感想を率直にお聞きいたします。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんの１つ目

のご質問にお答えしたいと思います。 

 巽議員さんが前回村長選の選挙を批判したという

ことでございますけれども、その中での論点・論争

が見えないということでございましたけれども、私

は当初から１期目から一貫として協働という考え方

の基に一貫して考え方を貫いてきて、今もその考え

方に変わりはないわけでございまして、私の論点と

しては一応村民が主体性を持つ、村民主権、地域主

権、そういうような問題から協働と、行政と村民が

一体となった村民の意見を尊重しながら村政を執行

していくという私の考え方には変わりはございませ

ん。そういうことで２期目の論点と論争というのが

見えなかったのかなとは思っているところでござい

ます。 

また、合併の関係についてもいろいろと論議、各

議員さんとも論議したところでございますけれども、

私としても広域連携自立というような感え方の基、

進んで来ているというような状況に現在も変わりは

ないわけでございますけれども、これも後からまた

お話をしたいと思います。 
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ただ、今回の村議会議員の選挙につきましての村

長が批判する番だということでございますけれども、

私は批判するつもりはありません。私が批判すると

したならば、北海道・道庁・国の行政の在り方しか

批判をするつもりはありません。今回の村議会議員

選挙は公職選挙法に則り執行されたもので、無投票

でなく選挙戦があったことは村民にとっても私にと

っても民意が反映され、大変うれしく思っていると

ころでございます。そういう意味におきましては、

立候補された議員さんの責務が果たされたのでない

のかなと、このような感想を持っているところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：選挙に対する批判は無

いという答弁なのですけれども、非常に残念であり

ます。というのは、次の質問にも関連するのですけ

れども、選挙というのはこれからのまちづくりにと

って一番大切なことなのです。民主主義にとりまし

ても一番大切なのが選挙なのです。今どのような選

挙が行われているのかは、私どもはなかなかよく解

りませんけれども、選挙を変えなければまちづくり

は私は変わらないと思っております。ですから村長

の目から見て今回の村議会選挙が理想的な選挙だっ

たのかどうかは解りませんけれども、どこかやはり

村長からの目から見ておかしいということがあった、

なければおかしいと思うのです。そういう点を私は

どこか批判して欲しいという思いで質問をしました。

これから村長の協働まちづくり、村民の意見を尊重

しながらやるのが村長の持論であると、だからそれ

が、それを常に言っているのだけれども見えなかっ

たのだろうということなのですけれども、それも常

々聞いております。ただ私はこの４年間、村長のそ

の協働まちづくりのやり方を見ておりますと、あま

り好意的には見えてはおりません。というのは、逆

に協働まちづくりということは、村民の意見を聞く

ということにおいて逆に自分達が仕事をしていない

のではないのか。私はそう見えて仕方ないです。村

民の声を聞くということを理由に自分が、自分達職

員達が成すべき仕事をしていないのではないのか、

と思えてならないのですが、いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：まちづくりのための

選挙等云々ということで、議員さんおっしゃいまし

たけれども、それはもう既に議員さん方が個々承知

していることでありまして、私も当然承知している

ことであります。従いましてその件についての答弁

はいたさなかったところでございます。ただ、今言

われましたことに関しては決してそういうことでは

なくて、議会をそういう面で批判をするというよう

なことではなく、議会と行政と村民と執行方針の中

にも掲げておりますけれども、そういう三位一体の

中での共通した考え方の基に執行していくことが正

しいことなのかなというふうな考えをもっていると

ころでございますので、その点について理解をして

いただければと思いますし、また、私の任期もまだ

若干残っておりますし、これから議員さんはまだ４

年ありますし、その間どのような形で社会情勢、ま

たこれから議員が質問される状況の問題が推移して

いくのかということについても、現段階として不透

明な部分もあるわけでございまして、そういう面で

はこれから十分民意を反映していかなければならな

いと感じでいるところでございます。私は選挙とい

う目的、民主主義という目的、そういう目的につい

ては私も議員さんもそれはもう当然解っていること

だろうと私は考えておりますし、そのようにも議員

さんも言われております。私はこの民意が選挙によ

って反映されるということは、当然民主主義につな

がっていく問題でもございますし、大変私としては

良かったと思っているところでございます。無投票

でなく選挙があったことに対し、私は大変意義深い

ものであったと感じているところでございます。そ

ういうことでご理解を賜りたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：また同じような議論に

なりますので、２番目の選挙に住民の意思は反映さ

れるかという項目にいきます。 

 民主主義の基本は選挙です。村長・議員は住民の

代表であり、住民の声を代弁するものでなければな

りません。選挙によりまちづくり、地域づくりの方
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向性が決定されるのです。そして、議員にとりまし

て住民の声を確認する最大の機会が選挙であります。

選挙において候補は自分の思い、政策を住民に問い

掛けなければなりません。そうすることにより、住

民の意思が村政に反映されるのです。時々色んな選

挙が終わった後、本当に選挙を通し住民の意思は反

映されているかと疑問に思う時があります。村長、

本当に選挙で住民の意思は示され反映されると思わ

れますか。しかし、納得がいかなくとも選挙の結果

が住民の意思なのです。それが我々が選んでいる民

主主義であります。今回の村議会選挙を通しても住

民の意思は反映されているはずです。今回の選挙を

通し、住民のどのような声が村長に聞こえてきまし

たか。また、ご自身で２度の選挙を体験し、選挙そ

のものをどのように感じられておられますか。お願

いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：次に２番目の関係の

選挙の住民の意思は反映されたかということでござ

いますが、果たしてこの件に関して私が答えるべき

性格なものかどうなのかというのは疑問に思うとこ

ろでもございます。選挙戦術という言葉があるよう

に、候補者自身の問題であると私は考えます。民意

をどのように反映させるのかを考えなければならな

いと思います。議員がどのように、どのようなお考

えかまだ解らないところがございますが、民意を反

映させるためにはどうあるべきか、候補者自身が考

えることというふうに私は考えているところでござ

います。そういうことで行政と議会並びに村民の連

帯というものが必要と考えるところでございます。

私が候補者でありませんので、その点は計り知りう

ることが出来ないところでございますけれども、た

だその貢献と選挙が最大の民主主義という、そのた

めの貢献という意味におきましては、若干述べさせ

ていただきますが、明治２１年に市制町村制におい

て戸籍事務等、国の事務を執行させる方式で施行を

され、その後全てと言ってもいいでしょう、中央集

権が始まったもので、国民の意思、憲法第３章国民

の権利義務がねじ曲げられたことは憲法に反すると

私は考えております。これは市町村の問題でなく、

国側の問題と私は考えているところでございます。

この度地方分権法等によりまして、機関委任事務制

度が１００年余り続き、地方行政の統制の根幹を出

してきたものであり、大きな欠陥であったとも思っ

ております。今までどちらかと言えば行政執行部の

基、脇役的な存在に近かった地方議会と議員はその

本来の機能を果たせず十分に果たしていくためには

活性化を目指し、その制度と運用の在り方の改革に

果敢に議会として乗り出さなければならなかったと

考えます。そうでなければ民意を反映させることは、

議会は代表機関としての存在意義は住民に明確に示

すことは私は出来ないと思っております。こうなっ

てきますと住民から見離されていく可能性があるわ

けでございます。そういう意味におきましても、先

程申しましたように選挙があったことによって民意

が反映され、民主主義がそこで存在していくという

ことについて大変うれしく思っていると申し上げた

ところでございます。このような意味で新たな時代

の到来には実に議会にとっては危機再来の到来の発

生であるとも存じているところでありまして、これ

からの議会におきましては十分にその中央集権から

脱皮した今の地方分権に対して議会活動というもの

も活発な形で出来るものだと思われます。私はこの

選挙について先程議員がおっしゃったように、本当

に反映されるか、その第三者の目で見てどうなのか

ということでございますけれども、私は議員のその

ような今後の議会自体のシステムの変更ということ

も考え合わせた形の中では反映されるべきものと考

えます。また、反映されなければならないものだと

も考えているところでございます。住民の意思が見

えたかということでございますけれども、私は選挙

をやったことによって住民の意思は私なりに見えた

とは思っておりますが、一部若干疑問の点もあるわ

けでございますけれども、この場では巽議員さんの

質問でございますのでその点については避けさせて

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。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ただ今村長より自分が

候補者でなかったので解りずらいという答弁がござ
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いましたのでもっと解りやすく具体的に候補者の私

からもう一度質問いたします。 

 今回予定外の選挙に急遽なりました。その時は正

直言いまして私はまいりました。非難されても仕方

ないのですが、直前まで私は他の人の選挙で疲れて

おりまして、あまり選挙をやりたくなかった。しか

し、嫌々選挙に突入した夜なかなか眠れない中、思

い出したのが先程の村長を非難した自分の質問であ

ります。村長の選挙を論争・政策の無い選挙と非難

しておきながら自分だけ目的のない選挙をするわけ

にいかないだろう。それで次の日の朝、後援会長は

じめとする支持者の皆さんにその時の私の持論、稚

内との合併を政策として訴え、村民の声を聞きたい

と提案し了解をもらい、それ以降は選挙カーでひた

すら稚内との合併を訴えました。選挙の結果次第で

当選後の４年間の議員活動の方向性を決めようと思

っておりました。村民の皆さんは冷静で選挙の結果

は当選はさせてもらいましたが、当選順位は中間ぐ

らいで、稚内との合併の政策が支持されたのか、支

持されなかったのかよく解りません。稚内との合併

が村民のために一番良い選択との思いは変わりませ

んが、今一度冷静に考えなければならないと思って

おります。２年前の村長選挙、そして今回の村議会

選挙を通し村民は稚内との合併よりも自立を望んで

いると村長は判断いたしますか。お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんが立候補

したその理由と目的というものが、一応最終的に稚

内市との合併ということを目的に掲げてということ

について良くわかりました。そういう状況の中で、

稚内市との合併の関係につきましても道とのクラス

ター構想ということについても巽議員さんはよくご

存じのことと存じます。今現在といたしましては、

道の方にその合併について将来どうなるのかと、財

源的にもどうなるのかと、どういう方法でどのよう

なメリットが出てくるのかということについて支庁

の合併担当参事とやり取りした経過もございます。

そういう状況の中では道としては今の段階としては

まるっきり不透明であるというような状況でござい

ます。私としてもそれらを住民にきちんと説明する

ことが出来ないので何とか早めにそういう情報を掴

んでいただきたいということも申し入れた経過もご

ざいます。その稚内市との合併が巽議員さんが支持

されたのか、支持されなかったのか、解らないとい

うことでございます。本人巽議員さんが解らないの

であるわけでございますから、当然私としてもその

意味というものはなかなか理解出来ないと、計り知

れないところがあるとは申したところでもございま

す。今後これらがどのような形になっていくかとい

うことについては、その推移を見なければならない

と思います。合併になるかもわかりませんし、また

自立と公益的な連携の基の自立という形になるかも

わかりませんし、その辺についてはまた今、国の情

勢等も道の情勢等も若干変わってきているような感

じも私もしております。そういう状況の中で今後こ

の問題について更なる論議もしていかなければなら

ないだろうとも思っておりますし、更にはこの合併

の問題については一議員が唱えて、それを民意とし

て受け止め、それを主張するということについては

私はどうなのかなというふうに思います。各議員さ

んでも自立を主張される議員さんもおられるでしょ

う。広域連携というふうなことを目指しながらやっ

ていこうという議員さんも居ると考えます。また、

一部広域連合というものも作りながらやっていこう

という議員さんも居ると思います。こういうような

問題につきましては、なかなか結論の出せない問題

であろうと思います。私としてもそうですし、議会

としてもそうだろうと思います。その為の村民参加

条例の中、住民投票条例、住民投票というものもあ

るわけでございますので、これらのことは自分達の

地方分権に基づいて、自分達のことは自分達でとそ

ういう視点的な意味も踏まえた形の中で、いざとな

ればそのような村民投票ということも私はすること

もしなければならないのかなとも感じているところ

でございます。そのような形でご理解を願えれば、

また、その他にも合併の問題についてもご質問がま

たあるようでもございますし、その辺についてもま

たお話を後で後程させていただきたいなとも思って

いる次第でもございます。よろしくお願い申し上げ

たいと存じます。 
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○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：村長の２回の村長選挙

及び今回の選挙を通しましても、なかなか民意が掴

めないというところなのかなという気でおります。

ただ、一議員が合併とか自立をどうのこうのするの

はいかがなものかという意見もあったのですけれど

も、ただ私が知りたいのは村民の心なのです。今村

民が本当にどう思っているのか。大多数の村民が多

少の犠牲を払ってもいいからこの猿払村という自治

体を残したいのか。それともそれほどのこだわりが

ないのか。その辺が私はどうしても知りたいのです。

数字的な分析とか色んなことを考えれば、私は稚内

と合併した方がいいのかなという考えなのですけれ

ども、ただやはり村民の中にある程度の犠牲にして

も残したいという気持ちがあるのならばもう少し頑

張った方がいいのかなという気持ちもありますし、

その辺のことはまた、今村長も言いましたように後

でも質問を用意してますので、今回は質問も多いの

で次の３番目の質問に移らせてもらいます。 

 ３、議員の責任、議会の体質。先の５月１８日恒

例の管内議員研修が礼文町で開催されました。行き

帰り時化という状況の元、久しぶりに船酔いいたし

ました。講演は全国町村議会議長会事務総長高田様

より町村議会を取り巻く諸問題についてという演題

で行われました。新型交付税等の新たな財政の取組、

夕張市の財政再建、これからの町村議会等の説明が

ありました。その中で印象に残った言葉が２つだけ

あります。後は寝ていてほとんど聞いておりません

でした。ということではなくて、特にこの２つの言

葉が頭に残ったということです。１つ目は、破綻す

るまでの夕張市の粉飾決算は議会も承知していたは

ずだという言葉、そしてもう一つは、議員もこれか

らは訴訟をされることに備えておかなければならな

いという言葉であります。最初のわかっていながら

もチェックしなかった夕張議会についてはどのよう

に考えられますか。今の猿払議会なら同様の事が起

きればチェックできると考えておりますか。２つ目

の訴訟される問題は、今会社の株主訴訟が当たり前

の時代となってきております。株主に不利益を与え

た場合、経営者は責任をとらなければなりません。

議員もこれからは住民の生活に不利益を与えた場合、

訴訟され責任をとらされるのでありましょうか。わ

かっていながらもチェック出来なかった夕張議会の

体質、そしてこれからは訴訟されるのも考えながら

行動しなければならない議員の責任について今の猿

払村議会の体質、または同じ選ばれた者としての村

長の責任も考え合わせお答え下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：（３）の件でござい

ます。先般、議員研修会で講師の講演の全体的な意

図が分かり兼ねます。一部今議員さんから記憶に残

った言葉をおっしゃられたところでございますけれ

ども、私は始めここで質問なさっていることは不正

経理とは何を指すのか村の各会計の意味するものか。

あるいは問題とされている市・道・国の議員の政務

調査費といわれるものを指すのか、不正経理という

問題について若干分からなかった部分があるわけで

ございますけれども、このような色々な今騒がれて

いるような不正経理というものもあろうかと思いま

す。当然そういうものは不正と分かっているのであ

れば、私は正さなければならないと考えているとこ

ろでございます。また、夕張市の破綻の問題につい

ても、当然議会等においてもチェック機能というも

のもあるわけでございますし、それぞれ決算審査も

当然行っていることでございましょうし、それ以前

に監査委員もその件に関して監査していることであ

ると私は考えているところでございます。当然、分

かっていることをわかりつつやっていたということ

は、非常に私としては行政執行者としてのあるまじ

き行為であると考えているところでございます。ま

た、議員の訴訟の関係でございますけれども、行政

サイドといたしましては司法機関ではありませんの

で、不正ということで私は議員がどうなるのかとい

うことについては、内容をよく承知していないとこ

ろでございますけれども、告発する何かがあって告

発されるということになれば、司法の手続きに委ね

られると考えますが、夕張市の問題に関してのこと

にだけ捉えてみれば、訴訟という形には恐らくなら

ないだろうなという形を持っているところでござい

ます。これは、道・国もその夕張市に対する再建計
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画というものをきちんと出していただいた形の中で

国の監督圏の基に経理が成されているということで

ございますので、そのようなことにはなってはいか

ないだろうと思っているところでございます。議員

の訴訟というのは議会全体の問題ではなくて、議員

個々の問題であろうと考えます。ましてこれは夕張

市の議会の議員のモラルの問題として考えなければ

なりませんし、議員としての倫理観の問題も考えな

ければならない。当然私はこの関係については以前

から知っていた問題であって、それありきで進んで

きたのではないのかなと思っているところでござい

ます。一部市民についてもこの件については恐らく

分かっている人もいるでしょう。しかし、分からな

い人もいるでしょう。しかし、市民はそのような状

況になっているということは分かっていても、計数

的には分からないという部分は私はあると思います。

そういう面で市民はこのような破綻状態になるとい

うようなことも恐らく分からない部分もあったので

はなかろうかと考えます。ただ、執行者側それから

議会、それから監査委員含め市全体、市民個々では

なく、市全体の責任として考えなければならない問

題であろうと考えます。 

それから村の破綻の関係について一部出され質問

されましたけれども、私達はこのような形にならな

いがために今以前から行財政改革というものを進め

ていっているわけでございまして、そのような改革

をずっとしていく状況の中でその内容についても村

民に公表をしているところでもございますし、そう

いう状況の中では村として破綻状態に陥ることは私

は今の段階としては考えられないと思っているとこ

ろでもございますのでその点ご理解を賜りたいと思

います。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：なかなか私が意図した

質問と噛み合わないのですけれども、申し訳ないの

ですけれども当然村長はその研修を受けていないわ

けですから、こういう質問をする方が無理なのかも

わからないのですけれども、あの時の説明ではそれ

までずっと黒字決算できて、急に赤字決算になって

破綻してしまったと、これは黒字決算のうちから決

算が粉飾されていたというのがわかっていたはずだ

ろうという、そのような説明でありました。そうい

うことについてどうかというかということでありま

した。あの時の説明では、だから私としては議員が

町のこと市のことを考えて納得していたのかな、な

んてことを考えていたのですけれども、それと訴訟

の問題につきましても、具体的な話をしますと村長

もご存知だと思いますけれども、最近増毛町でも訴

訟問題起きてます。６月１９日の読売新聞に載って

いたのですけれども、６月１９日の読売新聞に増毛

町の住民グループが町長に１億５，０００万賠償請

求の記事が載っております。ここに記事がございま

す。町長に１億５，０００万賠償請求、町営事業所

漫然と再建放棄とこういうタイトルで新聞に載って

おります。記事によりますと、町長が町営の事業所

の不良債権を放棄し、住民に損害を与えたと訴訟さ

れたようです。議会はこの事業所の決算を認定して

いなかったためか、訴訟されておりません。このよ

うな問題が現実に近隣でも起きております。今回の

６月議会にも２つの会社、猿払振興公社、猿払村畜

産振興公社の決算が報告されますが、不良債権が発

生した時には同じようなことが起こることを想定し

ておかなければならないのでしょうか。仮に１億円

の不良債権が発生したとしたら、責任度合いから考

えて村長に５，０００万、議長に１，０００万、各

議員に５００万ずつの訴訟を起こされたらどうしま

すか。礼文の研修の高田事務総長の言葉ではないの

ですけれども、我々もそれに対する準備をしておい

た方がよろしいのでしょうか。いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今のご質問でござい

ます。お答えいたします。現在村としては一応その

ような実態になりうる可能性というのは無いとお考

えをいただきたいと思います。公社等の問題、それ

から第三セクターの問題一つずつありますけれども、

そういう部分での粉飾決算なり赤字という問題につ

いては、当然今の段階としては考えは考えられない

と私は考えておりますのでそれ以前にそういうよう

な状況になるのであれば、それ以前に何らかの手立

てをしなければならないという考え方でおりますの
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で、今議員さんが言われたような形にはならないと

いう事を申し添えておきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：実態は無いということ

ですけれども、もし実態があれば我々もそういうこ

とを覚悟しなければいけないということであります

ので、当たり前のことでありますけれども、これか

ら私らは決算認定その他、十分慎重に今まで以上に

やらなければいけないと思っております。そういう

ことで次の２番目の財政負担というテーマの質問に

移りたいと思います。 

ここでも３つほど質問を用意しております。 

質問事項２、財政破綻。（４）今の猿払の地方債

残高をどのように思っているか。４月８日の北海道

新聞に、道内市町村の住民１人当たりの地方債残高

が載っておりました。それもここにございます。猿

払村は道内で上から６番目に多く約２７５万円とな

っておりました。道内の市町村数は確か１８０でし

たね。１８０の内で上から６番目です。これは上位

だから良いというわけにはいきません。なるべくな

ら下の方が良いわけです。私の家族は５人ですから

我が家の借金は１，５００万近くなるわけです。交

付税で入ってくるものもあるらしいですから実質半

分ぐらいですか。それでも７５０万、大変な金額で

す。私もこの役所の仕事にかかわるようになってか

ら５年目になります。今まで何度かこの席でも申し

上げているのですが、このお金に関する感覚がそち

らの席に座っている方とは少し違うようです。我々

企業人はお金、特に借金については異常に神経質、

臆病になります。それはもし返却出来なければ全て

を失う可能性があるからです。それでありながら借

金をしなければ私らは商売を続けることは出来ませ

ん。ですから慎重に慎重に機密に計画を立ててお金

を借ります。私もよく言われます。石橋を叩いても

渡らないと、でも石橋を叩いて渡る時も本当はドキ

ドキしながら普段は信仰心もないのに、その時だけ

は神様にお祈りしながら順調にいくことを願って渡

るのであります。しかし、それが一つの制御力にな

るのです。無駄な投資、無駄なリスクと思われるも

のは経営者は決してしません。それが自分を守るた

め生きるためです。地方債の残高、今述べたような

感覚で商売人にとりまして、あまり気持ちのいい問

題ではありません。つまり、自分の借金か自分に関

係の無い借金か、どっちなのだ。そこでもう少し企

業と自治体の借金は違うのかを村長にハッキリさせ

て下さい。私が一番心配するのは、村の借金がもし

払えなくなった時、誰が払うのかという点でありま

す。住民は何となく国が最終的に補償してくれると

いう感覚でいます。本当に国が補償してくれるので

しょうか。夕張の事件があってから自治体の破綻に

ついて何冊も本が発行されております。私も何冊か

目を通しております。その中の一冊に書かれており

ました。地方債の担保は、自治体の課税権であり、

国は制度として補償している。国が補償していると

書いている本は一冊もありませんでした。つまり国

の立場はこのようです。金融機関に貸し倒れのおき

ないシステムを作っているから安心して村にお金を

貸しなさい。もしまかり間違って貸し倒れが起きた

場合、村は住民から税金をかけて徴収し、それで返

済しなさい。住民はその地域に住んでいる限り自分

で返さなければならないようです。今の猿払村地方

債残高金額について我々はどのような認識でいれば

よろしいのでしょうか。道内でも６番目に多い地方

債残高を持っている住民の心構えについてお伺いい

たします。 

○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。 

まず新聞に出されていた６番目という状況でござ

います。総額をどのような形でこの新聞が捉えてい

たのかというところに私疑義を感じるところでござ

います。その部分については恐らく新聞紙上では載

っていないのではないのかなと感じているところで

ございます。ただ、総額を単純に住民基本台帳の人

口で割るというような形をとっていたのではないの

かなと感じているわけでございます。まず先にそれ

を申し上げておきたいと思います。村の公債費残高

につきましては、約１００億弱で出来る限り有利な

起債を用いて上限を設定し、事業を実施していかな

ければならないと、その関係上地方交付税で元利償
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還が補填される率は約５４％村にはあるわけでござ

いまして、残り４６％、４６億３，０００万円が実

質負担という形になるわけでございまして、果たし

てこれを割り貸した場合に人口一人当たり、果たし

ていくらになって何番目になるのかということがき

ちんと新聞紙上で示されなければ論議の的にはなっ

てこないだろうと私は思います。そういう状況の中

で予算規模からすると、今現在の補填される、され

ないは別問題として、規模からすると私は今の村の

借金は高いと考えます。これらを極力抑制する必要

があります。地方債残高を減らすには地方債を発行

しなければ一番良いわけですが、自主財源が規模か

ら乏しい状況からもそうもいかない現状でもござい

ます。現在では一人当たり１６０万円程度になって

いるわけでございますけれども、財源に弾力性を持

たせる目安はありませんが、歳入に対応した地方債

を発行する必要というふうに考えます。歳入が無い

からといって無闇に地方債を発行するということで

はございません。地方債に補償はあるのかというこ

とではございますけれども、先程議員さんもおっし

ゃったように自治体は協議等において総務大臣の同

意を得た地方債についてのみ、公的資金に借り入れ

ることが出来ます。総務大臣等が同意を得た地方債

についてのみ、公的資金を借り入れることが出来ま

して、総務大臣等が同意した地方債の元利償還金は

地方財政計画に算入されるという交付税措置のメリ

ットがございます。それが先程言った数字でござい

ます。国が債務補償をすることは、意味するもので

はありませんし、国が面倒を見てくれるものでもあ

りません。しかし、利率の高い借入をしたものにつ

いては、今現在低利な資金に借り換えることが出来

るというような制度も国の方で考え実行に移す形に

なっているところでございます。確かに民間と行政

サイドの借金の仕方、やり方については違うとは考

えます。考えますが、借金については出来るだけ借

りないというのが一番いい方法でございますけれど

も、そうなってきますと住民に十分なサービスが出

来ないというような実態も起きてくるというような

状況にもあるわけでございます。財政悪化の原因は、

バブル崩壊後の景気対策としての公共事業の追加に

対する地方の協力に伴う借金の増額、これが一番大

きいわけでございまして、その後の財政健全化路線

の中での地方交付税の大幅削減が大きい、地方は放

漫な財政運営をしていなくても財政が急迫してきて

いるというのが実態でございます。国に比べ地方の

方がはるかに実質的な額で削減に努力している、国

レベルでよくわかっていないのではないのかなと思

っているところでもございます。総務大臣はこの法

案に対しては国等の関与についてはあくまで当該自

治体における議会や住民の前向きな取組を喚起する

ためのものであり、当該団体の事情、努力を促し確

実な財政の再生を図る観点から必要最低限のもので

あるべきという考え方と述べております。議員はさ

らに地方団体は、交付税削減の影響が深刻で格差が

広がったことの国の責任、格差是正に向けて国が果

たすべき役割は大変重いと思っているところでござ

います。総務大臣はやはり財政指標や基準にかかわ

る政省令の策定や運用に当たっては、地方６団体か

ら意見を十分聞いた上で策定したいと述べていると

ころでございます。且つ自民党の某議員でございま

すが、病院赤字等、当該自治体の財政運営の不味さ

で問題が起こっているとは言いきれない、外的要因、

地域事情からやむなく赤字になっている部分もある

と、これは国として制度を改正する等、施策を改め

るところは改める、そういう外部要因で希薄してい

るところは殊の外、自主的努力だけでは問題は解決

しない、そういう事情も考慮して弾力的、柔軟な法

律を運用する姿勢を是正すべきであるとこう申して

いるところでもございます。これらについては、総

務大臣は十分に意見を聞き入れるというような形に

なっているところでもございます。そういうような

状況の中で先程も申したように借金というものは若

干、今の段階としては予算規模に応じて多いと私は

感じておりますし、これを落としていく必要性とい

うものがあると思います。今現在でもその目安とい

たしましては、２億から３億の公債費の借り入れ、

それも有利な借り入れという形の中でしか今実施し

ていないわけでございまして、これらをむやみやた

らに発行することによってどんどんと公債費が増え

ていくということについては、それらが大きくなり、
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財政が硬直化し財政が破綻するというような状況に

なるのではないのかなとも思っているところでもご

ざいます。そういうような意味でご理解を賜れば有

難いなと思っているところでございます。 

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今いろんな答弁いただ

いたのですけれども、要は私確認したいのはただ一

つで、村長なり職員の皆さんなり、そして私ども議

員なり、みんなに皆さんに先程私制御力という言葉

使ったのですけれど、この借金が自分で返すという

気持ちがあるのか、ないのか、そういう気持ちがあ

ってお金を借りているのか、その辺を確認したいわ

けであります。村長は地方債を発行する時、その借

金は自分で返すという意思を持ってお金を借りてま

すか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然そのとおりでご

ざいます。当然、借りたものについては返さなけれ

ばならない。このような責務は当然発生してくるわ

けでございまして、その為の前段での事務事業評価

の検討というものも必要となってきますし、そうい

う状態の中で借金を借り入れて自分で返すと、そう

いうことはこれは最も基本的な事でございまして、

大切な事でもあると考えているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：その言葉を聞いて安心

しました。それを住民一人ひとりにも周知させるよ

うにお願いいたします。 

 それでは次の質問に移ります。 

 ５番目、近い将来財政破綻することはないかとい

う質問に移ります。行財政改革につきましては、毎

回誰かが質問しております。そして、今まさに行財

政改革の真っ最中だと思います。また、先程の行政

報告にも述べられておりますし、この後、同僚議員

による集中改革プランの質問もあるようですので、

そこでじっくり議論して下さい。ここでは総論的に

議論したいと思います。 

まず村長にお聞きします。今村長は近い将来この

先５カ年を見通し、財政的に何が一番心配ですか。

何を一番気にかけておりますか。今言われた地方債

の償還ですか。職員の退職金の支払いですか。病院

やすらぎ苑の補助ですか。住民サービスの低下です

か。その他色々あると思いますが、まず今一番財政

的にこの先５年間を考え、心配していることをお答

え下さい。これは議案書にも載せていませんので気

楽に軽い気持ちで述べて下さい。その上でお聞きし

ますが、夕張問題が起きてから村民は猿払も破綻す

ることがないのか。一番懸念しております。これは

猿払村だけでなく、全ての地域の住民も同様であり

ます。隣の稚内市は、広報わっかない本年度４月号

により１７年度決算において標準財政規模１２１億

円、単年度収支２億円を表示し、夕張市との比較表

示することにより市民を安心させております。当村

も１７年度決算の数字でよろしいので、標準財政規

模、単年度決算収支を改めて表示し、取り敢えず当

然ながら財政再建団体にならないこと、そしてその

数字がいくらになったら財政再建団体になるかを村

民に示し、その上で夕張との違いを明示し、まずは

村民を安心させて下さい。そして、このまま節約行

財政改革をしていけば、今後破綻する可能性は無い

のかどうか、お聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今一番心配している

ことはと、５年というような中で一番心配している

ことはすでに合併新法が始まって、後２年ちょっと

しか期間がないわけですけれども、その中で果たし

てどのような形に宗谷の姿が変わっていくのかとい

うことが私は一番心配しているところでございます。

支庁再編の問題においても稚内市あたりは支庁が無

くなることによって、それこそ億単位の経済的損失

が被るというような報道もされているところでもご

ざいますし、そういうことがまず一つは心配なこと

でございます。後は心配なのは今の状況の中では、

道・国の行財政の問題については、かなり不透明な

問題がたくさんありますので、心配することはたく

さんございます。その中で私達は地方交付税等の問

題の算定を新型の問題ですね。その問題が果たして

どのような数字の経過となって現れてくるのかとい

うのが心配するところでございまして、それに伴っ
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て住民サービスの向上、低下という問題にも直接つ

ながってくる問題でもございます。そういう状況の

中で特に心配しているところでございます。その為

に私は財政破綻することは、私は今のところは先程

も申したように無いと申し上げておきたいと思いま

す。その為に職員も行財政改革検討委員会を立ち上

げ、財政健全化に向けてきちんと取組んでいってい

る。放漫な財政運営をしているという状況ではない。

このような放漫な財政運営をしていると破綻するで

しょう。これはやはりきちんと認識しなければなら

ないと私は考えます。今国の方では地方公共団体の

財政健全化法案というものも出されて、質疑応答を

されて、また決定されたのかなこの部分については、

やっておりますけれども、国会議員は国より地方の

方が数字で見るより良いというのが実質公債比率や

経常比率等、地方に対して指標が示され、このぐら

いになるとイエローカード、このぐらいになるとレ

ッドカードというような一定の指数を示しているか

ら歯止めが利いていると私は考えております。国は

地方のようなそういう支障が無い、だから無駄と思

えるようなことをしていて財政が悪化していってい

る要因ではないのかと思っているところでございま

す。国もそういう指標があって然るべきと私は考え

ます。それによって地方の仕事の役割というものを

きちんと定める必要性もあろうかと思います。今は

４対６ではというような形の仕事のやり方をしてお

りますけれども、５対５半々にしていくのか、どう

いう形をとっていくのかということもきちんとそう

いうような地方分権に基づい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考えているところ

でございます。国に比べ地方の方が遙かに実質的な

額で削減に努力していると、国レベルではその点よ

く解っていないのではないのかなと思っているとこ

ろでございます。国の関与についてはあくまでも当

該自治体における議会や住民の前向きな取組を喚起

するということがあるわけでございまして、私達は

そういう意味におきまして一定の計数、数値を用い

た形の中での自助努力、これは積極的に促していか

なければ確実な財政の再生をはかる事にはならない

と思いますので、その為には行政の執行する上にお

いて議員さんはさらに地方公共団体に対する交付税

の削減等の影響が深刻で格差が広がった事への国へ

の責任とか、格差是正に向けての国が果たすべき役

割というものを十分認識をされているとは思います

けれども、そのような考え方を持っていただき、互

いにそれに添った形の中で共通理念にたった形の中

での行政運営をしていかなければならないものだろ

うと考えているところでございます。今の国の行政

の在り方、私当初に批判したいのは道・国というよ

うな言い方をいたしましたけれども、こういうよう

な意味合いにおいてきちんと地方に対して例えば５

年、３年であってもいい、５年であってもいい、こ

ういうような方向性を指標はある程度これは当然昔

から示しておりますけれども、今現状の経済環境と

いうものをどうあるべきかということを示していた

だきたいと考えているところでございまして、非常

に不透明さが不透明であるということが言えると考

えているところでございます。もし抜けているとこ

ろがありましたらまた説明させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：巽議員からのご指

摘の部分の数字の部分で補足をさせていただきたい

と思います。 

財政再建団体におきる標準財政規模の関係でござ

いますけれども、平成１７年度の標準財政規模につ

いては２５億３，２２６万８，０００円、これが標

準財政規模でございまして赤字転落という事になり

ますと２０％ということに一定の支障がございます

ので、５億６４５万４，０００円赤字になりますと、

言うならば一般会計の方赤字、ということになりま

すと財政再建団体に陥るということです。それと単

年度収支につきましては、３４２万５，０００円と

なっているところです。いずれにしても心配な部分、

将来５年間の推計で心配な部分については村長も述

べましたけれども、市町村合併問題と合わせてこの

地方交付税の削減の問題でございます。５年間で６

億円程度のこの一般財源は落ちていると、自主財源

は落ちているということについては非常に危惧して

いるところでございます。村といたしましては公共

料金の値上げ、住民負担の部分もありますけれども
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行政サービスの大幅な削減と、こういうことも心配

しております。それと自治体としてのその社会的失

墜といいますか、信用を失うことが一番大きい問題

だと思っているところでございます。こういう形に

ならないように現在も健全化財政の維持していきた

いと思っておりますし、また制度的には繰上償還、

この借金の部分については繰上償還の今の方法をと

っております。平成１５年度から１７年度にかけて

ですね。公債費負担適正化計画ということで、これ

を計画どおり実行しております。この関係で繰上償

還して、利率の高い部分を繰上償還しております。

それと合わせて平成１８年度から平成２４年度まで

の７年間でこの実質のこの公債費負担比率を下げる

ということで努力をしていきたいと思っております

し、村長がここで話しておりましたけれども、答弁

しておりましたけれども、財政健全化計画の策定の

義務ということで、平成１９年度から新しい制度が

出来まして、３年間ですけれども、年利５％以上の

公債費の繰上償還が補償金無しで認められるという

ことで国の方から言われておりますので、これに添

った形の中で計画的に借金の繰上償還をしていきた

いと思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：まず数字に関しまして

は、この数字は私ら議員はもう決算をやっているわ

けですから当然押さえいるわけでありまして、ここ

で聞くというのは私は一般質問するに当たって村民

の皆さんにも覚えて欲しいという意味で聞いている

わけであります。議会報告とかその他で村民の皆さ

んも見る機会があるわけですから、改めて質問した

わけであります。ですから稚内市のこの広報わっか

ない同様、広報さるふつ辺りでその数字を改めても

う一度村民に示していただければ有難いと思ってお

ります。それから最初の村長の心配事の質問なので

すけれども、私考えているのは村長よりもっと深刻

的なこと考えてまして、逆に財政的に心配している

ことは無いかという質問でありまして、５年ぐらい

の間にお金が払えなくなることがあるのじゃないか

なということを心配しておりまして、最初にお金が

払えなくなるのは何なのかなと、職員の退職金が払

えなくなるのじゃないのかな、借金が払えなくなる

のかなと、そのような中で村長何が一番先に金が払

えなくなるのかを心配しているのかなという思いで

聞いたのであります。その辺でもう一回返答をお願

いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：その点漏らして申し

訳ございません。 

一応今、巽議員さんに聞かれたことに質問されたこ

とにつきましては、私はそのような心配は無いと考

え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（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは次の質問にま

いります。 

 ６番目、財政破綻と合併、自立への関連。 

私が議員になったきっかけはこの地域の合併、自

立の問題であります。これが無ければまさかこの世

界に来るとは夢にも思っておりませんでした。また、

今回も一瞬１期目何も出来ませんでしたので、２期

目で辞めようと思ったのに、また出てきたのはこの

問題がすっきりしないからであります。猿払はとり

あえず自立の道を歩いているのですから、それに向

けて最大限の努力をしていることと思います。しか

し、村の方から出てくる今後の推定予想によればこ

の数年の内に使える基金はほとんど無くなってしま

います。基金が無くなった後どうするのか。その方

針をはっきり示さなければ村民は不安です。病院や

やすらぎ苑への補助、職員人件費は払えるのか、地

域福祉は出来るのか、産業育成は出来るのか、それ

をしていくにはかなりの住民負担も必要になるので

はないか、それらを考え私は稚内との合併を選択し

ました。いわゆる消去法です。村の方できちんとし

た合理的な自立していくプランを立てれば多くの村

民の支持を得ることが出来ると思います。今回稚内

との合併を唱えた私が真に支持されなかったのは稚

内と合併した場合どうなるかを数字的にそして具体

的に表す事が出来なかったからと自分なりに分析し

ております。しかし、稚内と合併した場合の状況を



－12－ 

私が具体的に予測するのは困難であります。私には

この仕事を行うのに必要なスタッフがおりません。

昨年の９月議会で合併しなくても稚内と合併した場

合の数字は事務レベルで出してくれとお願いし、村

長からその時前向きの答弁をもらっております。こ

こにその議事録があります。私が２０年先までの長

期計画と豊富・稚内との合併したおりの数字を常時

出すことを約束してくれますかと問いただしたのに

対し、村長は巽議員さんが言われた内容で検討して

まいりたいと答弁しております。その後、稚内と合

併した数字が取り上げられることはありません。忘

れられたのでありましょうか。稚内の事務方と連絡

を取りながら数字を積み上げることは困難なのでし

ょうか。私は一般質問でも滅多に要望することはあ

りません。たまに出す要望ですので、１年に１度ぐ

らい合併した場合の推定数字も出してもらいたい。

極端な考え方を言いますと、財政破綻しないなら自

立した方が良いという考えを持っている住民もたく

さんおります。財政破綻と今後の合併・自立の関連

についてお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：以前に稚内市との検

討した結果の数値と言いますか、当然行政課題もあ

るでしょうけれども、そういう部分につきましての

一応プランというものでございますけれども、その

為には私先程申しましたように、支庁の合併担当の

方の参事と検討を重ねた経過がございます。その段

階でも合併した場合にどうなるのかという内容等に

ついて道としても一向に解らないというような状況

の中で、なかなかプランを作るにも作れない状況に

あったわけでございます。 

また、実際に旧法でやった稚内市と豊富町と猿払

村との合併の関係につきましても、財政の中身まで

突っ込んだ検討をしていないというようなこともご

ざいまして、その以前で決裂したということもあり

まして、その財政内容等もある程度一定程度解って

いるものであれば、ある程度の一定程度の長期でな

くても短期的なプランも出来たかも分かりませんけ

れども、それとて今現在に至ってみると検討すべき

担当者、道から配置された担当者が解らないという

ような状況であっては、私は議会にも住民にも説明

しようがない、というのが実態でございます。現在、

当然住民に対しての広報等については勿論今回出し

ましたけれども、シリーズ物で一応出していく、住

民に出して広報活動を図っていきたいとは考えてお

りますけれども、今現在やっているのはただ副村長

の元、助役でしたけれども、幹事となっている宗谷

圏の自治体の未来の姿、そういうような事で検討が

されているのですけれども、これももう限界にきて

いると私は考えます。 

それで先般６月１１日でございますけれども、稚

内市長、豊富町長と私とで話合いを持ちました。そ

の中で広域圏事務事業といたしまして、稚内市・豊

富町・猿払村で当然、道から示されたクラスターで

ございますけれども、この中に広域的な観点から礼

文町・利尻富士・幌延・天塩町これらが一応加わり

たいというような意向も示している実態にもござい

ます。そのような中で今後十分にこれらの関係の首

長と煮詰めていかなければならない問題であると考

えております。そういうことになった段階でそれぞ

れの自立プランなり、広域的なプランなり、また再

生プランなりを活かしていかなければならないと思

っておりますので、それまでの間若干ご辛抱願いた

いなとこのような感じでいるところでございます。

ことに稚内市のこの中ではリーダーシップが必要で

ございます。そういう状況の中で今後は少なからず

と変化していくものと考えているところでございま

す。これは一応広域連携自立となるか、合併となる

かは今後、道や国の方針の変化の兆しもあるようで

ございますので、それらを見ながら一度話合いを持

ちながら方向性を定めてプランニングをしていかな

ければならないと６月１１日に稚内市長と豊富町長

と会った時に話した協議をしたところでもございま

す。そういうような今の状況を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。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今の村長の答弁を十分

に理解したいと思いますが、ただ特に稚内とはです

ね。もともと稚内から分村した村でありますし、あ

まり合併するとか、合併しないにかかわらず事務方
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で胸を開いてオープンに定期的にこちらから１人職

員を派遣してもよろしいですから、そのくらいの準

備が出来ないのか。細かい点も含めまして数字の付

け合わせとかそういうことが将来を含めて出来ない

のかなと私常々思っているのですけれども、そうい

うことは現実的に出来ませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：以前の旧法の時にも

職員を派遣して、一応内容を検討した経過もござい

ます。それを土台としながら若干情勢も変わってき

ていると、計数的にも変わってきているとも思いま

すので、そういう部分では当然煮詰めて事務的なレ

ベルで煮詰めて最終はいかなきゃならないとこのよ

うな感じでおりますので、その点については議員の

おっしゃるとおりでご発言のとおりと私は感じてい

るところでございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それではその点よろし

くお願いいたします。 

 それでは残りの質問にまいりたいと思います。 

 残りの質問はあと３点、日頃から気になっている

ところを３点ほど質問させていただきます。この３

つには全然関連性はございません。その他というタ

イトルにしております。 

 それではその他の７番、温室効果ガス削減市町村

計画。 

この８日にドイツで開催されておりましたサミッ

トが閉幕いたしました。ご存知のように議長総括に

温室効果ガス排出量を１９９０年史で半減させる長

期の数値目標が明記されませんでしたが、半減を真

剣に検討するという言葉が盛り込まれました。来年

は日本で開催される北海道洞爺湖サミットでありま

す。テーマは環境・地球温暖化問題です。安倍総理

もこの温暖化問題にかなりの情熱を燃やしておりま

す。今年１月に発刊されたアメリカ元副大統領ゴア

氏による「不都合な真実」もベストセラーとなり、

国民の危機感もかなり強いようであります。この本

の中でも書かれているように、この温暖化問題は我

々の日常経済生活に現実的に大きな影響を与えてき

ております。もう目の前まで確実に大胆に迫ってき

ております。昨年の南オホーツクの竜巻、そして大

時化も温暖化が原因と言われております。そしてそ

の大時化により今年も南オホーツクの多くの漁業組

合のホタテ生産者が被害を被りました。南オホーツ

クのほとんどの組合のホタテ生産数量が減産であり

ます。今まで北海道のホタテ水揚げ数量は順調に推

移し、平成１４年、１５年には４５万トンを超え、

生産調整が議論されたのでありますが、それが嘘の

ように今年度、各浜減産で予想水揚げ数量は３５万

トン、全道の加工業者は原料の確保に苦労しており

ます。猿払は今のところ時化の影響はほとんどあり

ませんが、今後どのような影響が出てくるか予断が

許されません。５月２１日の北海道新聞に温室効果

ガス削減市町村計画に関する記事が一面に書かれて

おりました。地球温暖化推進法で策定が義務付けら

れている削減計画が７割以上の市町村で未策定であ

り、今後市町村に理解を求めていきたいと新聞に書

かれておりますが、猿払村のこれに関する取扱いは

どのようになっておりますか。それと共に村長にこ

の迫り来る温暖化問題に対する考えをお伺いいたし

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんの温室効

果ガス削減市町村計画の関係、村の取組の関係でご

ざいます。 

 まず最初に申しておきたいなと思うことは、今の

今年の冬の気象の状況、それから今の気象の状況、

これらはもうすでに温暖化現象の最たるものではな

いのかなと私は考え方を持っているところでござい

ます。この温暖化現象についての削減の問題につい

ては人為的な形の中での削減の形でもあろうかと思

いますし、また、自然的なものもあろうかと思いま

す。また自然的なものについては特に逆らうことが

出来ないというような分野があろうかとも考えてい

るところでございます。今、赤道直下での現象、海

水が温かくなるというような、極端に温かくなると

いうような現象、それによって偏西風によってその

状況が変わってきているというような事が取りざた

されている中においては、こういうものが自然的な

ものについてはどうしようもない状況にあるのかな
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と、その為に人為的にどうすればいいのかというこ

とが問われているのだろうと思います。今質問あり

ました温室効果ガス削減市町村計画につきましては、

本村の取組の状況については地方公共団体実施実行

計画等につきましては、地球温暖化対策の推進に関

する法律第２１条に都道府県及び市町村の事務及び

事業に関し、温室効果ガス排出の量の削減並びに吸

収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を

策定するものとするとされております。するとされ

ているから、しなければならないわけでございまし

て、全道的にも策定しております自治体が少なく、

管内に至っては策定している自治体がありません。

このような状況を受けて７月下旬に環境庁主催によ

る計画策定説明会が道内２会場ぐらいで開催される

と聞いているところでございます。そこで猿払村と

いたしましては、その計画がある無しにかかわらず、

温暖化現象のための取組と言いますか、そういう部

分について取組でいるというようなところでもござ

います。要するに猿払村地域新エネルギービジョン

というものの中に村内の公共施設、各事業所及び産

業部門別等の化石燃料消費による二酸化炭素排出量

については調査済であります。その他に温室効果ガ

スと言われております物質は５種類ありますが、こ

れらに関しましても事業所としての計画と、村全体

としての計画書の策定がありますことから、今年度

中に調査を実施しながら平成２０年度には削減計画

書の策定を取りまとめ公表していきたいと考えてい

るところでございます。この６種類の温室効果ガス

の内、事業所としての報告義務の対象となりますの

は、温室効果ガスは二酸化炭素、メタン、一酸化・

二酸化窒素３種類で一応あると考えているところで

ございます。これらも早急に進めなければなりませ

んし、単なる一自治体でこれをやると、やったとし

ても果たしてどの程度の効果があるのかということ

は実際に解らない。地球規模でまた、日本全体の規

模でそういう認識を持った形の中でやらなければな

らない考え方は、これは変わらないと思います。そ

ういう状況の中で首相もかなり温暖化現象等につい

ては熱を入れているということは私もひしひしと感

じているところでございます。という状況でもござ

いますので、猿払村だけで取組むということではな

くして、広域的な形の中で北海道は北海道として、

こういうような取組み方をすると、単なる市町村計

画だけでなくして、都道府県レベルでの計画という

ものもありましょうし、日本としての計画もあるで

しょう。日本としての計画といたしましては、海外

の援助資金として海外の風車ですね。風車による熱

利用というものを考え、相当な規模の金額で海外に

それらの貢献を果たしているということもございま

す。そういうことも包めた形の中で５０％という数

字は明記されませんけれども、それに近い形として

の効果というものを日本はやっていける自信がある

という形の中で、首相は述べているのだろうと私は

考えているところでございます。いずれにいたしま

しても、温室効果ガス、各家庭から出る問題、事業

所単位の問題、それから一番問題になるのは広域的

観点での問題、これらが大きなこれからの問題にな

ってくるものと思います。そういう状況の中で計画

は策定していかなければならないものと思いますの

で、一応２０年度中に削減計画の策定を取りまとめ、

これらについて公表をしていき、連携した形の中で

この問題について進めていかなければならないと考

えておりますので、その点ご理解を賜りたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ただ今の答弁により、

新エネルギーの関係で私が想像していた以上にこの

関係の調査がされているということを知り安心しま

した。 

また、村長も安倍総理に負けないぐらいのこの件

に関する情熱があるようです。もう一度確認します

が、平成２０年度中には計画が出来るということで

すね。それとこの問題がホタテにこれほど影響を与

えているということは解っておりましたか。それだ

け聞いてこの質問は終わりにしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然法律で義務付け

られているわけでございまして、当然国の方からの

説明もあるわけでございまして、それに基づいた形

の中で２０年度策定していくということについては、
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これは掲げていけるものだろうと思っているところ

でございます。ホタテへの影響というものは温暖化

現象の関係では、これは当然付いて回るものだと私

は考えております。海水温が上がることによって、

貝毒が発生し自主規制の問題ということも発生して

くるものだろうと考えているところでございますの

で、海水温を若干でも下げる、そういう計画も必要

だろうとも考えているところでもございます。そう

いう意味で後からまたその部分について他の議員さ

んも質問されておりますので、その部分についても

私申し上げたいなと思っているところでございます。

その点につきましてご理解賜りたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：先程も申し上げたとお

り、ホタテにも多大な影響を与えておりますので、

この計画に対する努力をもう一度お願いいたします。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 ８、さくらロードの建設。 

 私どもが中国の研修生を受け入れまして１０年近

い年月が経ちました。研修生は、だいたい３月頃に

来日いたします。１ヶ月の就労教育を終えて４月よ

り工場で研修を開始いたします。そして、５月にな

るとこの地に馴れてき、必ず私に頼みにくるのが桜

を見せてくれというお願いであります。日本に来る

前、かなり日本の桜に憧れて来るようであります。

満開の時期を選んで１年生を桜のある場所へ連れて

行くのでありますが、どうも彼女達が思い描いてい

たのとは違うようなのか、２年目からはその時期連

れて行ってくれとは言わなくなります。私もあまり

美しい桜を見たこともなく、そんなものだろうと思

っておりましたが、一昨年の４月８日議員研修で愛

知万博を訪れ、長良川温泉に宿泊したおり、早朝一

人で散歩し、岐阜公園での満開の桜を見たらあまり

の素晴らしさに感激しました。なるほどこれなら古

くから日本人が愛し、中国人が憧れるのもわかる、

いつの日かこんな桜を猿払でも村民にも研修生にも

見せることは出来ないのかと、漠然と思っておりま

した。そんな矢先、一部の住民の方より天北さくら

ロード植樹計画として、村長宅の下の天北線跡地を

さくらロードにしたいという計画を聞きました。昔

の沼川、浅茅野のような桜並木を作り、村民の心を

癒したいというその方の心意気に研修生のこともあ

りすぐに感銘いたしました。実はこの１２日、その

方の念願が叶いまして、役場のご協力もいただき３

本の苗木を研修生と共に植えることが出来たのであ

りますが、今後の行政としてのこの計画に対する協

力・取組をお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：さくらロードの関係

につきまして、お答えを申し上げたいと存じます。 

 天北さくらロード植樹計画につきましては、村民

の方が私の所に尋ねて来た際にこれらを実証した計

画でございます。某氏はこれまで様々な形の中で自

己資金を投入し、村の観光や景観の配慮に多大な尽

力を尽くしている方でございまして、大変感謝して

いるところでございます。村としても某氏の考え方

を十分理解した中で、今回試験的に植樹をしたいと

の申し出がありまして桜の苗木を６本程、昨年度の

みどりの募金から手立てをし、６月１２日議員から

も積極的に支援をしていただき、中国からの研修生

に植樹をしていただいたところであります。某氏の

話によりますと、旧天北線跡地の村有地である旧鉄

道防雪林の中で鬼志別市街地から芦野方面へ４．５

㎞程度の範囲で、桜を５０ｍ間隔で植樹をしたいと

いうことであります。また、桜と桜の中には村のシ

ンボルの木でありますナナカマドを植えて、既存の

樹木と合わせて春夏秋冬の癒しを楽しめる並木道を

子どもの誕生や、また入学・結婚等、様々な記念の

礎として村民と共に作りたいと、こういうご意思だ

ったと思っているところでございます。この構想を

実現させる為の資金ではございますけれども、村の

有志の方々から募り寄附金により実現したいとのこ

とでございますが、村にも協力をお願いしたいとの

ことであります。村といたしましても昨今の新聞や

マスコミ等の報道を聞くにしても、社会環境の乱れ

に目も塞ぎたくなるような事件ばかりでございまし

て、このような中で高齢者にもかかわらず地域の活

性化について色々と御尽力いただいている一某氏さ

んの呼びかけについては、正に地域住民による住民

自治のまちづくりの手本となるべきものとして理解
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しておりますので、行政と村民の仕事の分担を今後

明確にした中で支援をしてまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申

し上げたいと存じます。それと行政報告で申しまし

た、まだ受納はしておりませんけれども、佐々木前

議長さんからもらったところの桜が道道からは見え

にくい所に木が生えて見えない所にあるわけでござ

いますけれども、素晴らしい状況にあるわけでござ

います。あそこは私も２、３度その時期には行って

おりますけれども、素晴らしい状況でございます。

そういうところも中国実習生、研修生の方にその時

期に見せてあげれば大変よろしいかなと、このよう

な感じを持っているところでもございますのでひと

つよろしくお願い申し上げたいと存じます。このさ

くらロードとは別な問題ではございますけれども、

付け加えさせていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：北海道新聞他主催、そ

して北海道町村会他が後援している北海道千本桜運

動が各地で行われ、苗木の提供支援が行われている

ようであります。この新聞の記事によりますと、稚

内においてもこの運動を利用して１０年間で恵北か

ら空港まで千本の桜を植える計画があるようです。

猿払村としても色んな運動や、またＪＲ基金とか国

際交流の予算等を利用して財政的にも、この天北さ

くらロード植樹計画に協力出来る点があると思いま

すが、なかなか難しいのでしょうか。 

また、今村長もおっしゃられましたが、行政報告

にもあったとおり、前議長が自分の庭園を村に寄附

されました。村民の心を癒すためという思いは同じ

でありましょう。この庭園と共に素晴らしい桜ロー

ドがいつの日か完成するために、行政としての出来

るだけの協力をお願いいたします。さらなる協力に

ついてもう一度質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程も申しましたよ

うに行政として出来るだけの支援をしてまいります

ということには変わりはございません。それと先程、

今回はみどりの募金の苗木の提供ということでござ

いますが、なかなかみどりの募金の制度というもの

については全道的な配分もあることから、計画は立

てづらいという部分もあります。また、今議員が言

われました北海道千本桜運動、これを活用するかと

いうことについても今後十分に検討をしていかなけ

ればならないと考えておりますので、その点ご理解

賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：昼食のため午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

 

○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。 

巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは最後の９番目

の質問に入りたいと思います。 

学校適正配置審議会について。 

私は仕事の関係上、毎日とはいいませんが、ほぼ

毎日出張していない限りは稚内に車で仕事に行きま

す。その時の気分で山の道や海の道を使います。特

に山の道を通る時、何カ所かの廃校した学校の前を

通過します。その時非常に寂しく複雑な思いが沸い

てきます。母校でも何でもない私がそう感じるので

すから、もし母校の方なら尚更でありましょう。昨

年３月、村内小学校の適正配置の在り方を検討する

ということで、学校適正配置審議会が作られ検討を

重ねているはずであります。子ども達の将来を考え、

今どのような審議過程が行われているかをお尋ねい

たします。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは巽議員さ

んからの学校適正配置審議会の昨年からの審議経過

ということでご質問にお答えしたいと思います。 

 議員お話のとおりこの審議会の関係でございます

けれども、昨年３月の定例議会におきまして設置条

例の可決をいただいて、その後の審議状況等の関係

でございますけれども、議会議決を得た後、内部の
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精査・協議、それから校長会の説明、委員の推薦等

の依頼等の作業をしまして７月１日付けて小中学校

長、児童生徒の父母代表、教育に関する識見を有す

るもの、合わせて条例に基づいて１５名の委員に２

年間の任期で委嘱させていただきまして、昨年の８

月３１日に第１回目の審議会を開催しております。

今議員からもお話ございましたけれども、非常にデ

リケートな問題でございまして、この第１回目の会

議でも審議会が設置された経過からの条例の内容、

規則の関係、それと今現在６つある小学校の状況、

それと今後５年間の児童生徒数は一体どうなってい

るのだと、それと教育基本法の関係、学習指導要領

の部分等、審議いただく前に非常に説明をする時間

を多く設けまして、その内容に時間を費やしたとこ

ろでございます。最終的な結論なのですけれども、

審議会のスケジュールとしましては、平成２０年１

月、年明けの１月を目途に教育委員会の方へ答申を

するということで確認がなされております。その後、

第２回目の審議会、これは１２月２１日に行いまし

て、第３回目は３月、第４回目は６月ということで、

現在では第４回の審議会を開催しております。その

中身につきましては、先程の部分と触れるのですけ

れども、学校の適正規模は法律から言ってどうなる

のだとか、学校にかかる財政の状況や影響について

はどうなのかという資料の説明、あるいは意見交換

を行った中で今３月の段階では保護者に対するアン

ケート調査も審議会としては行っております。これ

は中学生以下の子を持つ保護者の方なのですけれど

も、２４７世帯を対象に実施して今現在もですがそ

の集計を元に色々議論がなされているところでござ

います。その２４７世帯の内、回答があったのは１

７８世帯ということで７２％の方にご協力をいただ

きまして、その関心というものは強いのかなと思っ

ています。審議会の方といたしましては、こういう

説明を受け、あるいは意見交換をする中で今後の取

組としまして、保護者だけではなくより多くの村民

の方々からの意見を聞くために、これから今地域ア

ンケートを実施することとしておりまして、今決定

ではないのですけれども、全村的な中でのアンケー

トを検討しているようでございます。今その具体的

な中身につきましては、審議会の中に小部会を設置

して検討していただいておりまして、去る６月１８

日に第１回目の検討会議が開かれております。今後

は第２回目、３回目になるのかどうかわかりません

けれども、早急に地域アンケートを実施してこのア

ンケートの集約、そして１月を目途にした答申案の

検討等、来年１月の答申までに今後２回の審議会を

予定する中でやっていくというふうに聞いておりま

す。 

以上がこれまでの学校適正配置審議会の活動の経

過でありますので、よろしくご理解願いたいと思い

ます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：４回の審議が行われて

いるということでありますね。実はこれ条例が出来

る時にも確か私質問した記憶があるのですけれども、

また同じような質問になってしまうのですけれども、

この条例を見ますとこの設置の目的が教育環境の向

上と効率的な学校運営による義務教育との円滑な推

進を図るためとあります。効率的な学校運営という

言葉からはどうしても学校統合がイメージされます。

最終的には統合を目指して審議されているというこ

とになるのですか。もう一度確認いたします。 

○議長（山須田清一君）：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。 

 結論から申しますと、統合ありきの審議をしてい

るわけではございません。子ども達、もちろん財政

的な問題もありますけれども、猿払の子ども達が一

番いい教育環境、そういったものの観点から猿払村

の小学校配置はどうあるべきかということを検討す

るのが目的でございます。基本的に法律に定められ

ている適正規模なのですけれども、これは１学級４

０人で１２～１８学級とされておりますけれども、

内の場合はそこまで満たないわけですけれども、い

ずれにいたしましても審議会の方としての条例の中

身としても、児童生徒の人間として調和のとれたい

わゆる生きる力を育む教育活動が確保出来るような

学校環境、それから村内各地域において学校が果た
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している役割、それと学校運営に不可欠な、もちろ

ん財政面からみて猿払の小学校６校これはどうある

べきかというのを検討して答申をしていただくとい

うのが目的となっておりますので、統合ありきのあ

れではないということだけご理解を願いたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今の答弁に財政的なこ

とも考えましてという答弁がございましたが、この

学校があることによりまして交付税が出るというこ

とも聞いております。その辺のことも踏まえまして

多面的に審議しておりますか。 

○議長（山須田清一君）：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。 

 もちろん審議会の中では、今行財政盛んに叫ばれ

ているわけで、お金で子どもの教育とか子どもの目

線で物を考えるわけじゃないのですけれども、現実

の問題として今巽議員がお話がございました、学校

があることによって地方交付税がどうなっているの

だといった財政的な資料も審議会の中で十分に議論

をしていく中でもちろん村民税はどのくらい入るの

か、教職員の住宅はどうなるのか、そういった部分

もきちんとみんなで勉強しあう中で、尚かつお金よ

りも子ども達の立場に立ってどうなのかという最終

的な視点で物事を考えているということをご理解願

いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ただいまの教育長の答

弁のとおり審議されることを希望いたします。 

 これで私の一般質問は終わります。 

○議長（山須田清一君）：次に５番、須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：通告書に基づいて質

問いたします。 

 ゆとり教育について。 

私は週６日制の学校にしか通っておりませんでし

た。この平成１４年から始まったゆとり教育を教育

長はどのように評価しておりますか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではゆとり教

育に対しての評価ということでのご質問に対しまし

てご答弁を申し上げたいと思います。 

 ゆとり教育という言葉なのですけれども、ゆとり

を持った教育ということで、この言葉は実は古くか

ら昭和５０年代からいわれてきておりまして、昨今

では平成１４年度から完全実施されました現行の学

習指導要領、これが今の学校完全週５日制の元で各

学校がゆとりある教育活動を展開し、子ども達に生

きる力を育むことを基本視点としていることがご質

問にありますとおり、ゆとり教育と称されていると

ころでございます。しかしこれは学習活動自体にゆ

とりがあるということではなくて、教育内容を厳し

く吟味しまして、一つひとつと言いますか、個に応

じた指導の充実等を講じることによりまして、精神

的な面、時間的な面でのゆとりの中で必要な学習活

動を確実に行っていこうという趣旨でございます。 

また、学力という関係でございますけれども、今

非常に教育の関係の部分ではマスコミ等で賑わして

おりますけれども、この学力をどのように捉えるか

という点におきましても、昔どちらかと言うと単な

る知識の量ということだったのですけれども、今は

そうではなくて子ども達に学ぶ意欲、考えるといい

ますか思考力、判断力、表現力まで求めて含めてこ

れを学力としているところでございます。このよう

な考え方の中で文部科学省が告示する教育課程の全

国一律といいますか。基準のものとしての学習指導

要領に基づいてそれぞれの学習活動を展開しており

ます。本村におきましても教育行政執行方針でも述

べさせておりますが、基礎・基本の定着と体験的問

題解決的な学習を重視して取組んでいるということ

で、すでに学校現場においても定着しているところ

でございます。こうした教育の成果につきましては

残念ながら変化がはっきりと顕著に表れるというこ

とはありませんけれども、先程も述べましたとおり

学力は単なる知識の量ではないと考えておりますの

で、今数値等は示されませんけれども、私といたし

ましては学校訪問、あるいは授業参観通じて、また

学校長との意見交換の中からも児童生徒に自ら学び、
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自ら考える力、ゆとりという部分なのですけれども、

これが着実に貯えられていると評価しているところ

でございます。いずれにしまして今教育の分で色々

と動向もありますけれども、現行の学習指導要領が

義務教育の基準でありますので、この内容が仮に変

わった場合でも児童生徒が身に付くように日々の実

践と研究を糧に確かな学力の向上を推進してまいる

のが業務と考えておりますので、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（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：平成１４年度から始

まったこのゆとり教育なのですが、学ぶ意欲、自ら

考える力とか全国一律な教えですよね。この辺は教

育長はこれまでは評価していると、これからどうな

るか解らないというのはわかります。 

それで次に２番目に、教育再生、二次案が提出さ

れたと新聞で報道されておりました。 

６月２０日に教育関連三法案が成立されました。

１８日に私がこの通告書を提出した後に新聞で報道

されましたが、まず教育再生、二次案を教育長はど

のようにお考えですか。認識しているのでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは今のご質

問にありました教育再生会議からの第二次報告にか

かる認識という点でご質問に対しましてご答弁申し

上げます。 

 まず最初にお話もしますけれども、非常に私とし

ても答えずらい部分がある、尚かつこの再生会議の

報告が法案等にもからむということで注目している

ところでございます。 

 まずこの教育再生の会議の関係でございますけれ

ども、これは内閣に設置された機関でございまして、

安倍首相の掲げる教育再生の具体策を検討し、報告

する組織として位置付けられておりますけれども、

委員の構成であるとか、その他に従来からの中央教

育審議会、中教審との関係であるとか、色々と物議

醸し出していますか、物議を呼んでいるということ

も私も新聞・雑誌等で目にしているところでござい

ます。しかしながらこの教育再生会議の第１次報告

の中から、今第２次報告なのですけれども、１次報

告の中から、ついこの間成立しましたけれども、現

在の教育改革関連三法案の改正につながる等、非常

に従来にない異例とも思える早さで具体化がされて

いるということは、教育に携わるものとして正に嫌

でも注目せざるを得ない状況となっていることも事

実でございます。この２次報告のご質問にあります、

２次報告の関係でございますけれども、学力の向上

策としての授業時数、授業時間数の増加、調和のと

れた人間形成としての徳育の充実、あるいは教員に

関係するのですけれども、メリハリのある教員給与

体系の実現、これらがあげられていると理解してお

りますけれども、こうしたことが国の方針として今

後定められて、例えば学習指導要領の改正等と実施

に移された場合には、これは先程も申し上げました

とおり学習指導要領というのは、学校教育における

基準となりますので、そうなった場合には確実に児

童生徒に定着する、これは努力していかなければな

らないの当然かと思っています。そこで教育再生の

関係でございますけれども、各界の有識者の方々が

非常に熱意溢れる議論をかわしているという報道で

目にしておりますけれども、よりより教育制度の構

築というところは万人といいますか、誰もが望むと

ころでございまして、誰も否定する者がいないと思

うのですけれども、一部で指摘されていますとおり

実際の学校現場で汗を流す、職を代表する委員とい

う人達が選任されていないのかなという部分につき

ましては、私も個人的には不十分ではないのかなと

いう気はしております。 

また、改革するということは何ら異論はありませ

んけれども、それには現場の声も吸い上げる中で今

までのこと、それからこれからのこと十分に検証す

る時間、場が必要だと思いますし、教育再生会議で

の議論、この報告というのは即実施に移されるもの

ではないのですけれども、この後、文科省や中教審

等でそういった意見の補足がされてきますけれども、

いずれにしましても私の見解としましては、教育現

場に無用の混乱をもたらすことのない制度として、

これが実施されることを私として強く望んでいると

いうことを申し上げまして、ご答弁させていただき
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たいと思います。 

どうぞよろしくご理解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この２０日に成立し

ました、この教育三法なのですが、ろくな審議の時

間も無かったのではないかというふうに認識してお

ります。この三法がこのままいってしまうと、教職

員の免許の再教育ですか。これらのことを考えてい

きますと、教員の希望者が教員離れにいくのじゃな

いかと思うのです。というのは一般の大学生が卒業

して、就職活動等もだんだん景気も良くなって、就

職率も良くなると、そうすると優秀な生徒がだんだ

ん教職員にならないで、一般の就職に入っていくの

じゃないかという懸念もあります。私はこういう免

許更新制度というのは、まずもって反対しなければ

ならないと思います。教育長はどうですか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：私の部分としてま

だ出たばかりで、これがどういうふうな方法でなさ

れるのか解らないのでコメントのしようがないので

すけれども、今まで免許といいますと更新とかなっ

ていくと、どういった形でどういうふうにするのだ

というのが、まだまだ具体的に出ていないと思いま

す。それでただ新聞等からみますと、中には安定し

ない教職員であれば、教職員になるのを諦めるとい

う何かニュースも出てますけれども、そういった細

かい部分がこれからどういうふうになっていくのか

見えない中で、不安をあおっているのは確かなのか

と思います。ただ私の方としましても、この後、文

科省あるいは中教審の中でも、具体的な中身につい

てどうなのか見ないとコメントは出来ないので、今

のところはこれでご理解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この教育三法が成立

しますと、教育基本法の改正を受け、義務教育の目

標等の見直し、我が国と郷土を愛する態度を養う文

面で愛国心を盛り込んでいくと謳っております。学

校の組織運営体制の強化においては、新たに副校長、

主幹教諭、指導教諭とを配置することも可能になる

のではないかと言われております。今後は同法改正

の主旨に添って、学習指導要領の見直し作業を本格

化する。副校長や主幹に関しては、仮に新設したと

しても全体の人数が増えなければ管理職が増えるだ

けで現場の教員の負担軽減にはならない。うちらみ

たく少数の児童しかいない。そして教員も少ない、

であれば本当に管理職で溢れちゃうのじゃないかと

思いますけれども、教育長どう考えますか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

教育三法関係で新たな職務を置くということなの

ですけれども、これもまだ具体的な詰めがなされて

いないと、これからどういうふうにするのかなとい

うふうに思っています。主幹とかそういった形もあ

りますけれども、果たしてその人材というのが新た

な教職員として配置されるのか、それとも今居る教

職員の中でこれが任命されるのか、その辺がまだ見

えていないところでありますので、何とも言えない

ところであります。ただ、道教委におきましてもこ

の教育三法の関係を受けまして、まだ見えないこれ

らの今後の部分で対策、自らの対策検討部会を設け

るということでございますけれども、はっきり言い

まして具体的な細い内容が見えていないというのが

事実でございます。ただ、議員のおっしゃるとおり、

非常に不安と言いますか、懸念を及ぼしているとい

うのが今の状態だと思います。私の部分としまして

も、先程同様にこういったお答えしか今のところは

出来ませんので、ご理解を願いたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この問題につきまし

ては、次の議会で質問でさせていただきます。 

 次に、私は６・３・３の９年間の義務教育しか受

けておりません。それは私は３学期制なのです、私

が受けたのは。今拓心中学校が２学期制を試行中で

あるが、教育長はどのように評価しておりますか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは拓心中学

校の２学期制にかかる評価という点で、ご質問に対
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しましてご答弁を申し上げます。 

 拓心中学校の２学期制でございますけれども、こ

れは平成１６年度より拓心中学校から実施に向けた

提案がございまして、これに基づきまして教育委員

会議で検討して、当然学校規則としての学校管理規

則の改正を行って、平成１７年度準備期間に当て、

昨年度平成１８年度より試しということで試行して

まいりました。この２学期制検討のきっかけという

ことなのですけれども、これは完全学校週５日制の

移行と現行の学習指導要領の実施に伴いまして、特

に３学期の授業時数が少なくなったということで、

授業内容に関する問題ということだけではなくて、

評価という点でその信頼性にこの疑問が生じたとい

うふうになっています。 

また、年間の行事との配置にも窮屈さが出ており

まして、１学期末の試験と中体連の時期がどうして

も重なると、そうするとどちらにも集中出来ないと

いう状況でございまして、さらには授業時間数、時

数の削減に伴う学力が低下するのではないのかとい

う不安という風潮があったこともですね。この２学

期制に試行に及んだことでございます。こうした事

態に対応するための２学期制でありまして、先に述

べました問題点、解消するべく学校では教育課程を

編成して試行しておりますけれども、当然初めての

ことから当然不足他の点予想されましたけれども、

例えば保護者に対する成績通知の回数、これは減少

するわけですけれども、これについての対応は適切

な時期での教育相談の実施と言いますか。そういう

方向で理解を得ると、それと前期・後期区切るとい

うことで土・日を入れてこの５日間の終期休業とい

いますか、これを実施しております。いずれにいた

しましても、学習サイクルの長期化による評価の信

憑性といいますか、指導の改善等をこの始業式とか

終業式がなくなったということで、少なくなったと

いうことで、授業時数の確保というのは２学期制が

もたらす本当に大きな効果であるというふうに検証

されております。本年度の試行結果に基づく成果課

題につきましても、さらに検討協議を加えまして、

来年度以降の実施を検討していきたいと思っていま

す。 

なお、一番大事なことはアンケートも取っておる

のですけれども、生徒に理解をしてもらって、保護

者にもきちんと理解していくという取組が今後とも

必要なのかなとそういうふうに思っていますので、

これからもそういった声を大切にしていきながら教

育委員会としての見解も示していきたいないとそう

いうふうに評価しているところでございますのでご

理解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：教育長は評価すると

いうことですね。であればこの後、村内の小学校の

関係はどういうふうに考えていますか。小学校はあ

くまでも３学期制、中学校行って２学期制というよ

うな考えでいいのですか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：先程の２学期制な

のですけれども、当然今の授業時数が制限されてい

る学習指導要領の中で２学期制の部分については有

効ではないかという話もっているのですけれども、

それについては十分に保護者、それから生徒理解、

それとそういうことがあってはじめて評価されると

いうふうに理解していますので、その点ちょっとご

理解願いたいと思います。もし駄目なら私の方とし

ても試行というのは認めてないところなのですけれ

ども、そういった面では良い方向に向かってほしい

ということもあって評価しているところでございま

す。それと小学校における２学期制の関係ですけれ

ども、中学校における導入の検討結果により協議し

ていくのだというふうに小学校とも話をしておりま

して、いずれにしましても小学校と中学校の相違点

というのも多いと考えておりますので、そういった

目的とか効果をしっかりと見定めて慎重に検討して

いきたいなと、他のとこでもやっているところがご

ざいますけれども、先程の教育三法の関連も十分に

検証する中で、実施するのは実施するということを

考えていきたいと思いますのでよろしくご理解願い

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：これは来年の４月で
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すよね、もう、出さなきゃ、結果を出さなきゃなら

ないのは、これはあれですか、前回の当初１４年の

時もそうでしたけれども、議会の総務民教委員会あ

りますよね。そういうふうには説明はする用意はぜ

んぜんないのですか。前回もそうだった、突然２学

期制だと聞いてびっくりしたのですけれども。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えします。 

 前回のその議会の関係はちょっと私の方でも掌握、

就任との関係で掌握していないのですけれども、私

の方とすれば議会との協議というよりも、拓心中学

校におきまして教育委員会の求めた学校２学期制の

成果と課題とこういものを報告させておりますので、

これを民教関係の議員の皆さんに見て知っていただ

くという部分はやぶさかではないなと、逆に今ご意

見いただきまして逆に見てもらって、こういうとこ

ろが問題点でこういうところが効果的なのだなとい

うのを知ってもらうためのことがいいのかなと、そ

ういうふうに理解しておりますのでよろしくご理解

願いたい、この関係につきましては学校長ともよく

相談して、そういう方向で持っていきたいなと思っ

ています。よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：学校長とも相談しな

がら議会に説明というのですか。この前もそうでし

たけれども総務民教委員としても、突然ボンと２学

期制がきたものだから、こういうの説明も何もなく

て学校独自でポンといくのだけれどちょっと不思議

だったのです。そういうことで、もしあれでしたら

ば、説明一回聞きたいなと思います。その点よろし

くお願いいたします。 

 次にさるふつ公園についてお伺いいたします。 

 さるふつ公園については、昨年度から議会と行政

で再三討議しておりますが、道の駅を含めてどのよ

な構想を持っているのかご説明を願います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：須藤議員のさるふつ

公園の関係につきましてご答弁をさせていただきた

いと思います。 

 道の駅を含むさるふつ公園の活性化については、

過去における定例議会での一般質問、まちづくり会

議からの提言、まちづくり懇談会で要望等を広範囲

にわたり整備と合わせ活性化を望む声が非常に強い

と、このような背景から村民の意思・主権を尊重し、

公園の活性化には道の駅の拡充と関連させ、公園の

一体的整備拡充が不可欠な課題となっているところ

でございます。そのためには、出店希望者を公募し

た経緯もございます。現在１業者が公園内仮設店舗

で営業を継続していることはご承知のことと存じま

す。 

また、平成１９年１月３１日付け議長名をもって、

猿払村行財政改革に向けての提言書をいただき、そ

の中にもさるふつ公園の公園の整備に関する事項と

して、５項目にわたり提言されているところであり

ます。いわば基本方針、基本指針としてこれは三位

一体が行政と議会、村民とこれらが一体して言える

ことだろうというふうに考えているところでござい

まして、非常に重要な要因を抱えているというふう

に思っております。その後、平成１９年３月２３日

には議会議員全員協議会において中間報告をさせて

いただきながら、主管業務でもございます産業建設

常任委員会と具体的整備、活性化に向け協議を進め、

早期に目標・結論を出してまいります、まいりたい

というふうに考えているところでもございます。ま

た今後、新しくなりました産業建設常任委員会とま

た協議も進めてまいらなければならないというふう

にも考えておりますので、意見の一致した段階でそ

ういうような公園の道の駅を含めた公園の活性化の

プランニング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。当面は意欲

を持って出店を希望された村民に迷惑は当然かけら

れません。積極的・多面的にこのような協議・検討

してまいりたいというふうに思っております。今後

早急にこの問題については、解決をしていかなけれ

ばならない問題であろうというふうに考えておりま

して、今どのような青写真で出来上がっているかと

いうことについては、これはまだ今出せるような状

況ではなくて、また議会と産業建設常任委員会と具

体的に話合い結論を出した形の中で、また全員の議
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員協議会にもこの関係についてもまた理解を得ると

いうような必要性もあるというふうにも考えており

ますので、そのような段階においてきちんとした青

写真を作って村民にもそれらについて情報を公開し

てまいりたいというふうに思っている段階でござい

ます。よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：これは去年からです

よね。もう一年は過ぎたと思います。この声が出て

から、もうそろそろ青写真が出来てくるのかなと思

って楽しみにしているのですが、なかなかそういう

話はもってこないですね。だが今のところはもう目

途がたっていないと、そしたら目標的にこの後、２

年でも３年でもいいのじゃないかという考えで進め

ている話なのですか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：須藤議員の今のご

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 先程、村長が申しましたけれども提言あり、そし

て改選前にそういう部分で煮詰めた経過がございま

す。さらに６月５日、６月２０日ということで、産

業建設常任委員会と行政レベルで、事務レベルで詰

めております。ただ具体的な部分については、まだ

大きい部分では詰めてはおりませんけれども、ただ

一応行政側としての案としては平成１９年度から、

２１年度の３年間でこの公園整備、さらには道の駅

の整備について実施をしたいという考え方をもって

おります。今回の６月定例議会において補正予算に

予算を計上しておりますけれども、第１点目はパー

クゴルフ場のスタートハウスの建設、この部分につ

いて予算計上させていただきました。これが第１段

階、さらには第２段階というわけじゃないのですけ

れども、平成１９年度の中で出店を希望して今仮設

で営業しておりますけれども、その中での何とか出

店、行政側としてはサイクリングターミナルの自転

車格納庫の改修によって２店舗の確保に努めたいと

は考えておりますけれど、この点について今具体的

な部分で産業建設常任委員会と協議をしている最中

でございます。当然、平成１９年度においては道の

駅の公園表示といいますか、看板も設置したいとい

うふうに考えておりますし、２０年度においてはサ

イクリングターミナルの事務所のトイレの改修、合

わせて２階にあります休養室の和室の一部の改修等

を含めて最終年度になります平成２１年度になりま

すけれども日ロ友好記念館の展示しているものを、

そこに移したいというような考え方もございます。

最終年度は、日ロ友好記念館の解体をやりたいとい

うふうに思っておりますけれども、いずれにいたし

ましても一般財源伴うもの、さらには先程、巽議員

からもお話ありましたけれども、地方債の関係です

ね。借金の関係もございますので、その点について

は行政側と産業建設常任委員会と討議して、議員全

員の協議会の中でもまた協議をさせていただきたい

と、後段になりますけれども、出店業者に迷惑をか

けないような形で、そして効率的にさるふつ公園の

活性化、道の駅が活性化出来るような形で進めてい

きたいというふうに思っておりますのでご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：昨年度も１８年度で

すよね。三カ年計画という声が助役の方から出てま

した。今回は今度１９年度から入ると２１年度、こ

れ以上は増えることは、後に延びていくということ

はまずあり得ないということですか。 

 それからですね。今パークゴルフ場スタートハウ

スですか、作るのだという話ありましたけれども、

パークゴルフ場も今振興公社ですかやっているの、

整備、もう少しパーク協会ともお話しながらパーク

協会でいくらかでも整備するようなことを考えても

らったらどうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げ

ます。 

 期限が平成１９年度から平成２１年度、３年間と

いうことで一応予定はしているところでございます

けれども、これ以上延びるのかどうかということに

ついては、財源的な裏付けもございますので、なる

べくならこの３年間で実施をしたい、していきたい。

それとパークゴルフ場のスタートハウスの件でござ

いますけれども、これについては愛好会の方ともす
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でに話をしております。どういうものを建てるかと

いう部分についても建てる場所、それと大きさ等も

協議済みでございます。ただ新設されたコース等に

ついての部分ですけれども、維持の関係でございま

すけれども、この部分については現在振興公社の方

で維持をやっているというような状況でございます。

愛好会の方とも協議をして、なるべくなら愛好会の

方の協力を得ながらやっていきたい。当然、新設の

コースについては愛好会の方でその標示といいます

か、看板等はそれは愛好会の方で寄附を募った形の

中でその中でやっていただいておりますし、またこ

のパークゴルフ場スタートハウスの新設・建設に当

たっての財源としても前一度議会の方にご報告させ

ていただきましたけれども、寄附としていただいて

いるところでございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：公園の件につきまし

てはこれで質問を終わります。 

 次に地方の三位一体改革による税源移譲でほとん

ど世帯で６月から住民税の定率減税が廃止になるた

め、税負担が重くなる、村の上下水道も値上げされ、

村民は重税に泣いていると思います。村としての軽

減措置は考えられないのですか。村長。 

○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。 

 所得税と住民税にかかわる税源移譲の関係、これ

も三位一体の関係で、補助金、負担金がらみでの税

源移譲というような考え方になろうかというふうに

思います。国では地方のことは地方でとの方針の元

で地方分権を積極的に進めていく、三位一体の改革

の一つであり、税源移譲により所得税、国税です。

住民税、地方税ですがその税率は変わりましたが、

税源の振替等で住民税＋所得税の合算した負担額は

基本的には変わらないわけですが、このたびの制度

改正で税源移譲と定率減税の全廃の関係については

非常に不公平感を私はもっていいるところでござい

ます。制度として国が決定した以上、村がこの制度

をねじ曲げることもまた出来ません。今といたしま

しては致し方ありませんが、高齢者で住民税納付者、

所得の低い階層等、負担増が強いられることが問題

であり、そのことによってどの程度の税源移譲額が

交付されるのか、現段階では解りかねますが、少な

くとも減額されることはないかというふうに思いま

すが、しかし減額される要素も出てくる可能性もあ

るということも視野に入れておかなければならない

というふうにも思います。私は税源移譲ということ

になると、かなり税が増えて地方にまわってくると

いうふうに考えておりましたけれども、決して制度

をみるとそうではないというようなことも言えると

いうふうに思います。税源移譲といってもこの制度

では市町村によって移譲額が異なるようなことにも

つながる。ただ、増額になってくる分をもって公共

福祉のサービス、向上が図れるものと考えますが、

税というものは公平でなければならないものであっ

て、税源移譲によって各地域不公平感になるという

ことについては、私は納得のいかないところでござ

います。村も地方交付税等の減額から歳入不足を生

じている、また公債費の償還も多額であることから

発行も最小限に抑え、予算執行している状況から村

民の負担、重税感は拭いきれないと、私は非常に残

念に思っているところでございます。所得の高い階

層の方については、一定の所得税＋住民税の一定の

枠は、上限額は決まっているわけでございますから、

それはそれとしていいのでしょうけれども、所得の

低い方は住民税が一定税率上がるというようなこと

では、議員のおっしゃるとおり重税感というものは

拭いきれない、私は非常に残念に思っているところ

でございます。ただ、使用料金ついて受益者負担は

当然あるべきというふうには考えますが、特に簡易

水道、上下水道の値上げについても当初審議会の方

から５年間で見直すべきと結論されていたものを１

０年間値上げしなかったこと、その分一般会計繰り

出ししてきた等、総合的に解釈をしていただき、私

はどの会計も均衡を保つことが必要であるが、そう

なると住民負担はますます重圧感が出ることから、

最小限の範囲に努める考え方であります。例えばこ

の税源移譲によって東京都の場合例をとりますと、

１５０億ですか、ぐらいの税源移譲があると、本州

の県５つぐらい合わせても１５億ぐらいの税源移譲

にしかならない。こういうようなすごく格差がます
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ます広がるような税源移譲の制度、私はこれらにつ

いては納得のいかないものでございます。それは別

問題といたしましても、議員のおっしゃるとおり重

税感につながる住民負担はどうなるのかと、軽減措

置はどうなるのかと、いうことではございますけれ

ども、この関係については所得税法の関係、また地

方税法の関係等もございまして、また村税の条例に

つきましても減免の関係については、一定程度の制

限がもたれているところでございます。納税の義務

ということも考え合わせた形の中で軽減という問題

も考えていかなければなりませんが、税源移譲の総

合的な額が果たしてどの程度になるのか。また、制

度として例えばマイナスになって入ってきた場合に

それをどういう形で制度的に国がその制度を見直し

ていくのかということの推移も私はきちんと見なけ

れば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。そういうような中で確かに所得の

低い方については、ますます重圧感が出る、また、

年金等をもらっている方については、所得税は納め

ている方については下がっていると、１月から下が

っているとは思いますけれども、６月からは住民税

の納付書がまいった時には上がっているという形で

びっくりされた方もおられるような状況があるとい

うふうにも考えているところでございまして、これ

につきましても十分その住民負担等の問題について、

それをどのような形の中で軽減を図っていくかとい

う問題をまた考えていかなければならないというふ

うにもまた思っているところでございます。また、

住民税が１０％という形の中で、これは６％が村に

入ってくるお金で、４％が道に入っていくお金で、

道の方が返ってこの関係では有利な状況になってく

るわけでございますけれども、上げることによって、

また税の滞納という問題も出てくる可能性もあるわ

けでございまして、そういう部分も注意をしながら、

見守りながらいかなきゃならないのかなというふう

な感じを持っているところでございます。いずれに

しても法的な関係が主体的な問題を占めている関係

上、それらを十分検討した形の中で検討していかな

ければならないことだというふうに考えているとこ

ろでございます。また、このことにより地方消費税

等、論議等の再燃も、またしてくるのではないのか

なというような感じもしているところでもございま

すので、その点について現在の状況として負担の軽

減についてこうしますよ、というような考え方は今

私としては６月からはじまったことでございますの

で、もってはおりませんけれども、十分検討を加え

ていかなければならない問題になってくる要因があ

るというふうに考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この税負担がかなり

重くなるという認識は村長も十分もっていただいて

いると思っております。ここに一つ今日の新聞なの

ですが、度重なる増税で安倍政権に怒り、何て今日

出ていました。もういい加減にしてほしいものです。

年金生活者は金のなる木ではありません。市役所か

ら次々と増額決定の納税通知書が届きます。まず、

市民税、道民税は前年に比べ年間１万２，０００円

の増額になり、国から地方への税源移譲で１月から

所得税が減った分、６月から住民税が増額されたと

いうことです。次に国民保険税が増税です。年間２

０万を超える額で、１万４，０００円余り増えます。

加えて所得税の定率減税が１月から全廃された。や

っと生活している年金生活者にどこから金を絞り出

せというのでしょうか。あきれて物が言えません。

増税だけではありません。ここはもういいです。こ

のようにあっちこっちで色んな苦情が出てるのです

よね。村の場合は私じゃないけれども大体３００万

ぐらいの所得のある人がこれらの村民税、国民健康

保険税、所得税、住民税ですか。これらをどのぐら

い納めることになるのでしょうか。私も全然解らな

いです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応これはあくまで

もモデルケースでございます。独身者の場合と夫婦

子ども２人の場合を見てみます。そうしますと、今

須藤議員がおっしゃいましたように３００万といい

ますと、一応独身者の場合については所得税が１２

万４，０００円と住民税が６万４，５００円で合計

で１８万８，５００円と、税源移譲後の所得税が１
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２万４，０００円であったものが６万２，０００円

と住民税が６万４，５００円であったものが１２万

６，５００円と、同じく合計が１８万８，５００円

というふうな形になります。それから夫婦と子ども

２人の場合、これも３００万で捉えてみますと、所

得税は０と税源移譲後も所得税は０と、住民税は９，

０００円、税源移譲後も９，０００円とこれは変わ

りません。ただ、上の段階で例えば５００万円の場

合、税源移譲前所得税が１１万９，０００円、それ

から税源移譲後が５万９，５００円と、住民税が７

万６，０００円と、それから税源移譲後が１３万５，

５００円と、合計で１９万５，０００円と、両方と

も合計額は変わってはおりません。このように変わ

ってまいります。また、例えば７００万円というふ

うになりますと、これは所得の特に高い階層になろ

うかと思いますけれども、所得税で２６万３，００

０円、これが所得税で１６万５，５００円に税源移

譲後下がると、住民税については１９万６，０００

円が２９万３，５００円に上がると、合計で４５万

９，０００円と、このような形になってくるという

ような、これはモデル的なケースでの税源移譲の負

担変動の年額でございますけれども、このような状

況になっている状況にあります。このようなことか

らして、先程私言いましたように低所得階層の場合

については、住民税が５００万円台、３００万から

５００万台の中で住民税の負担が非常に重くなって

いるというような結果になっているような状況でご

ざいまして、この辺が私は非常に不自然に思います

し、こういう制度が果たしてあっていいのかという

ことも考えなければならないだろうというふうに思

います。国は今景気回復がされているというふうに

国の方は言っておりますけれども、私達として実感

は得られません。しかし、もしそうであるのであれ

ば国にその分だけお金が税が納められいるのであれ

ば、所得税の関係についてもっともっと見直すべき

性格のものであって、住民税を低所得者の場合につ

いては落とすというような考え方を持ってもしかる

べきであろうというふうな考え方も持っておりまし

て、非常に不公平な形の税制改正でなかろうかとい

うふうな感じをもっているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：所得税についての不

信感は私も村長と大体同じような考えでございます。

ぜひ軽減策もしあるのであれば低所得者に何らかの

形で戻してあげてもらえればいい、結構だと思いま

す。 

 次にいきます。 

 行財政改革でスリム化された市町村は国と道から

の大幅な権限移譲に対応しきれないと不安があると

聞いているが村長の認識はいかがでしょうか。 

○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。 

行財政改革でスリム化された市町村と権限移譲は

対応しきれないと不安があるということでございま

すけれども、このようなことは私は無いというふう

に考えております。権限移譲に対する不安はないと

いうふうに考えておりますが、財源がどうついてま

わるのかが受益者であるこういう分権に則って自分

達のことは自分達でということになると、これは申

請でございますので、申請して権限移譲を受けると

いうような形になるわけでございまして、そのよう

な形の中では出来ないものは出来ないという形の中

で申請をしないということもあり得ますので、それ

は別問題といたしましても今の段階としては、あま

り多くの小規模町村に基礎的団体には大きな権限移

譲は下りてこないというような考え方からいたしま

すと、権限移譲に対する不安は無いというふうに考

えておりますし、もし下りてきたといたしましても、

いくらか下りてきたといたしましても、十分に対応

していけるものというふうに考えております。すで

に今まで何件かの権限移譲が道の方から下りてきて

いるものもあります。すでにもうそれは実行済でご

ざいます。そのようなこともあります。そういうよ

うな状況も踏まえた形の中で、考えてまいりますと

そのような大きな不安は無いというふうに考えてい

るところでもございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：年々職員の補充がな



－27－ 

くて、職員の数が段々少なくなってきている中で、

国・道からの権限移譲で仕事が大変だなという方に

は私は思っておりますが、村長の考えではもうそん

な不安は全然無いのだと、うちの場合は今の現在の

職員で十分やっていけるということで理解してよろ

しいですか。 

 次にいきます。 

 やすらぎ苑についてでございます。 

 １７年度に改築工事を実施したが本当に入所者に

対して事業効果が発揮されているのか村長の考えは。 

○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。 

 やすらぎ苑の関係でございますけれども、入所者

たちに対する効果はどうなのかということでござい

ますけれども、入所者に対する効果は非常に大きな

ものがあるというふうに私は考えております。現他

市町村の現在の作りは全てユニット方式でございま

すが、これらの主流を今現在占めております。ユニ

ット方式になっていない所は今厚生労働省はユニッ

ト方式にしなさいという通達を出している、出す状

況にあります。狭くても我が家という感覚、個人情

報保護からも且つ認知症患者が多いだけにユニット

方式については利便性が高いというふうに考えてい

るところでございます。入所者には喜ばれていると

いうような実態に今はあります。うちの村内におい

ては、軽度・重度を含めた認知症患者については１

００名程度居るというふうな実態があるわけでござ

いまして、それらをどのようにしていくかというこ

とになると、このようなユニット方式にしていかな

いと、かなり個人的情報が守られていかないという

ことがあるわけでございまして、その分大変入所者

には喜ばれております。ただ、心配しているのは、

介護職員の効率性が課題であろうかというふうに存

じます。認知症研修を受けている職員が現在４人お

ります。４人もいる施設は管内に於いては無いわけ

でございまして、うちの今のやすらぎ苑だけでござ

います。今後もこの認知症研修制度を利用して増員

していく考えというふうに聞いているところでござ

います。なお、職員の過重労働にならないよう気配

りをする必要があるというふうにも考えているとこ

ろでもございますので、その点も含めて十分検討を

してまいりたいというふうに考えているところでも

ございます。よろしくご理解の程お願い申し上げた

いと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：介護職員の重過労に

ならないようにお願いをいたしまして、私のこれで

終わります。 

○議長（山須田清一君）：暫時休憩いたします。 

 ２時２５分まで。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時２５分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

１番、佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：一般質問通告書に

従って質問をします。 

 猿払村における母子家庭支援施策の方向性につい

て。 

 国は平成１４年度に母子家庭支援施策を抜本的に

見直し、児童手当中心の支援から就業・自立に向け

た総合的な支援へと転換しました。母子家庭の増加

等、母子家庭をめぐる状況の変化に対応するととも

に、福祉から就労自立へという新しい時代に応える

必要があったとのことです。特に、平成１４年度の

児童手当法の改正では、新たに児童扶養手当の受給

開始後５年経過後に手当額を減額する措置を導入、

またこの措置にかかる手当の減額の割合については、

今後、就労支援施策の進展状況や母子家庭の増減の

状況等を踏まえて、政令で定め平成２０年度から適

用することとされているとのことです。平成１５年

７月にはこのような時代を背景に、母子家庭の母の

就業の支援に関する特別措置法も成立し、母子家庭

の就業支援に積極的に取組むことが求められていま

す。母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法

第１条、この法律は最近の経済情勢の変化により、

母子家庭の母の就業が一段と困難になっていること
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に鑑み、支給開始後一定期間を経過した場合等にお

ける児童扶養手当の支給が制限される措置の導入に

際して、母子家庭の母の就業の支援に関する特別の

措置を講じ、もって母子家庭の福祉を図ることを目

的とするとのことです。 

私が村議に立候補し、このたびの選挙の期間中多

くの村民の意見を聞きました。その中の一つに、母

子家庭になって一番困っていることがある。体が弱

く長時間働けない、しかも子どもも成長期で生活が

大変である。体に負担の軽い仕事があったら、優先

的に母子家庭の母に紹介していただくよう出来ない

かということでした。 

お聞きしたいことは、母子家庭支援は国・道の行

政機関が施行することになっておりますが、村は母

子家庭の困窮についてご存知であるのか。ご存知で

あるならばどのような対策を講じているのか。 

また、村独自で母子家庭の母の就業を支援する用

意があるのか。あるいは検討していただけるのかお

伺いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：佐々木議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 今までの経過は別といたしまして、これからの村

の取組の状況という、これからの期待という分野だ

けでよろしいでございましょうか。 

 それでは猿払村の取組の状況という形、今までの

経過は別問題といたしまして、今後の問題として考

えていかなければならない幾つかの点を申し述べさ

せていただきたいと思います。 

村の取組といたしましては、母親に対する就業支

援に関する村独自の施策は行っていないが、いない

のが何点か関連する事項としては、生活保護関係、

受給世帯の中に母子家庭が今現在５世帯居るわけで

ございまして、母子家庭は２５世帯あります。その

他に父子の部分も入れますと２８世帯というふうに

なるというふうに思います。支庁の就労指導も丁寧

に行われるようになり、また、村内業者の温かいご

支援により３人が加工場で夏期間のみ社会保険・雇

用保険に加入して就労中であります。さらにもう１

人は体調不良ではあるが、時間雇用で昨年春より就

労している状況にあります。また、高校生の将来の

就職のためにということで、生業扶助として高校の

授業料やバス定期代の助成を受けている世帯が３世

帯４人いるということでございます。 

また、その他に貸付金・奨学金の関係でございま

す。道の母子福祉貸付金の就学資金を１名が貸付を

受けているということでございます。これは月額２

万３，０００円でございます。村の医療就学資金を

１名が貸付を受けている部分につきましては、高校

生でございますが月額６万円、いずれも母子家庭の

娘さんが将来の就職のため貸付を受け勉学に励んで

いるというような実態にあるわけでございます。 

その他、求人に関しての配慮、これが最も大切な

ところだというふうに思います。その採用に当たっ

ては随時家庭状況も含め、対応している実態にはあ

るわけでございますけれども、いずれにいたしまし

ても、役場関連だけでは雇用枠に限りがあります。

民間事業所の支援・協力が必要であるとしなければ

ならないと思います。 

また、本人の考え方次第で村の支援も多面的に考

えなければならない課題の一つとしなければならな

いというふうに考えているところでございます。今

後そのような面におきまして、当然弱者世帯と言わ

れるようなこのような家庭につきまして、村の自分

達のやることは自分達でというような意味合いを込

めた形の中で猿払村取組状況ということも今後視野

に入れて、十分対応を多面的に対応していかなけれ

ばならい課題であるというふうに考えておりますの

で、その点ご理解を賜りますようお願い申し上げた

いというふうに存じます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：大変ありがとうご

ざいます。 

もう一つ深く立ち入って聞きたいのですが、もし

具体的にこの相談をしていただける場合は、その窓

口は何課になる予定ですか。また、そういうお考え

があるのならばお伺いしたいのですが。具体的にど

の課が窓口となって対応していただけるという、今

現在そのお考えがある場合聞かせ願えればありがた
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いのですけれども。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：相談につきましては

保健センターに置いております、保健福祉推進課、

並びに社会福祉協議会、これらに相談していただき

たいないというふうに考えているところでございま

す。よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

 自分一人で悩まないで、行政と一緒になって相談

して良い方法をみつけていければいいなというふう

に考えておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：大変にありがとう

ございました。 

 次に村道補修及び改良について。 

 公共工事は特定の業者に利益供与していると考え

ている村民も見受けられますが、村民が安全に快適

に、そして健全に生活していく上で、社会基盤整備

はその根底をなすものであり必要不可欠な事業とい

えます。財政困難な時代に何を選択し、何を削減す

るのか、とても難しい問題ではありますが、どのよ

うな構造物でも修理・修繕・改良は必要になってき

ます。豊里団地内の道路は凍上が激しく、側溝等も

浮き上がり、子どもやお年寄りには危険な道路にな

っているとの苦情が私に寄せられました。 

 さてここで質問ですが、このような道路を改善す

る計画はあるのですか。あるとすればその計画を教

えて下さい。計画が無いとすれば、将来どのように

するおつもりか伺いいたします。 

○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。 

 村道の補修等及び改良等の関係でございます。 

 確かに凍上が厳しい道路、及び側溝の改良計画、

これは当然なければならないわけでございまして、

現在においては、逐次、道路パトロールをしながら

それらの緊急性を考えながら道路の維持・補修を改

良等を行っているところでございます。今言われた

ような豊里の団地の凍上により影響受けている側溝

が多いものというふうに考えます。毎年、凍上の影

響で上がり下がり波を打つような繰り返しをしてい

る状況にあるわけでございまして、これには除雪に

よる影響もあるものというふうにも考えますが、毎

年５月中に影響がなくなる状況にあるわけでござい

ます。現在は若干の波は打っているものの、危険度

は解消されているものと、現在ですね、現在は解消

されているものと思います。これは北国に住むハン

デなのかもしれません。しかし、危険な道路である

のであれば直す必要性というのは私はあるというふ

うに思っているところでございます。このような道

路は村内で多く見受けられますが、これを解消する

には現在の国道並みの道路にしなければなりません。

現在このような道路の改良計画は、もちろんござい

ません。住民生活に著しく危険な路線があるとする

ならば、改修計画を実施する計画は必要と考えます。

村民の皆様にはご迷惑をかけますが、現時点では村

道の維持・補修等により補充をしてまいりますので

その点ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 また、子どもさんやお年寄りの皆さんが安心して

住んでいただくには、地域の方々の力を借りなけれ

ばならない危険個所等の情報をいただき、解消等が

必要とも思いますので、この点につきましても住民

からの情報提供をお願いを申し上げたいというふう

に思っている次第でございます。維持・補修関係に

ついてはそういうことで緊急性、また財源的なこと

も考えながら緊急性においてパトロールをしながら

維持補修の実施ということが一つの結論ではござい

ますけれども、新規継続等で今施工しようとしてい

る事業は議員もご承知かと存じますが、豊富・猿払

線、小石地区、鬼志別地区、稚内・猿払線の一部舗

装等、拡幅、それと集乳道の整備、鬼志別・猿払線

の残りの分、これはもうすぐ供用開始になろうかと

いうふうに思います。すでにもう砂利等で供用開始

になっているような状況にもなっておりますけれど

も、また、浅茅野台地の幹線道路整備等が考えられ

るというふうに思っているところでございますけれ

ども、これら全てやっていく上においては、道の関

係する事業が主なものでございまして、村単独でや

る部分については二つぐらいあるわけでございます

けれども、この点についても十分検討、また進めて

まいりたいというふうに思っているところでもござ
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いますので、ひとつよろしくお願い申し上げたいと

存じます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：私の質問は以上で

終わります。 

大変どうもありがとうございました。 

○議長（山須田清一君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

再開 午後 ２時４２分 

 

○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。 

６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき今回は３点程の件につきまして質問したいと

思います。 

 １つ目は、猿払村集中改革プランについて。 

 次にオジョールスキイ村との学童交流を含めた国

際交流・地域交流について。 

また、３点目は、村内の上下水道台帳の管理体制、

また、現場現状での管理把握についてということで

お聞きしたいと思います。 

まず最初、行政報告にも今回の冒頭にありました、

猿払村集中改革プラン。 

恥ずかしながら私はこのたび新人議員として、事

務局で新人議員研修を受けるときにはじめてこのＡ

４のプラン・計画集を手にしました。村民としてこ

のプランは、理解しなければいけないということを

思いました。この集中改革プランは、平成１７年度

から２１年度までの５カ年計画とし、１８年、１９

年、２０年度を３カ年集中期間としております。 

まずはじめに、集中期間の１８年度１年目が今過

ぎました。集中改革プランの１８年度の実施された

状況、また結果等の報告、またその効果、財政的な

金銭的効果の内容について伺います。よろしくお願

いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：小山内議員のご質問

に答弁をさせていただきます。 

 集中改革プランの関係でございますが、本村の行

財政改革計画にあっては平成１８年度から２０年度

までの３カ年を集中改革期間と位置付け、推進して

いるところでありますが、その財政効果等について

説明をさせていただきます。 

 初年度である１８年度の財政効果総額については、

約２億４，０００万円が見込まれております。試算

効果は取組計画の実施年次の決算額と対比をいたし

行い、４月末現在の推計となっております。その結

果特徴的なものといたしましては、次のとおりでご

ざいますけれども、歳入関連では総額で１，５００

万円の増額となっているところでございます。また、

歳出関連では、人件費で約８，７００万の節減、物

件費では６，０００万円の節減、補助費等では５，

５００万円の節減、繰出金では１，７００万の節減

ということになっているところでございます。１９

年度の関係についても申し上げてよろしいでしょか。

何かありますか。 

（２）の１９年度の部分ですね。 

また、平成１９年度の財政効果額は、平成１８年

度同様の試算の結果、約２億８，０００万円の推計

となっております。歳入関連では総額で約８００万

円、増額になっております。それから歳出関連では

総額で人件費７，０００万円、物件費では約７，８

００万円。 

○議長（山須田清一君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４７分 

再開 午後 ２時４７分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

村長いいですよ。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変失礼をいたしま

した。 

 今１８年度の関係で言ったものが、現在村が推進

している集中改革プランの実行額及び、目標額の推

計額等の内容でございます。これらにつきましては、

近々決算統計等の計数が確定することから、改めて
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提示させていただく予定をしておりますので、よろ

しくお願いを申し上げたと思います。それなりの効

果等が私は出ているのではないのかなというふうな

考え方を持っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１８年度の金銭的

な効果についてはお聞きいたしました。また、この

今の結果に基づいて村民周知はどのような形で行う

のか。また、いつの時期にこのような形で行うかを

伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：行政側の結果報告

等について、公表の関係でございますけれども、一

部議員さんには、例えば行政報告等での報告等ござ

いますし、また、まちづくり懇談会で回っている時

にその都度ではございませんけれども、こういう形

で報告させていただいこともございますし、また、

最終的には財政の決算の形を表に表して、住民に配

付しているところもございます。そういう部分でこ

の結果については報告しているところでございます

し、また、会議のある時にその部分については、正

式な形ではございませんけれども、報告していきた

いというふうに思っております。ただ、アピールが、

ピーアールが少ないのではないのかという部分の指

摘も受けておりますので、こういう部分については

実行調書というものがありますけれども、このよう

な猿払村行財政改革健全化措置実行調書、こういう

ものが１５年度からやってきた分についてはそうい

う部分で表して出しております。こういう部分につ

いても議員の皆さんのお手元にはいっていると思い

ますけれども、この分についても住民の村民にピー

アールをしていきたいと、ピーアールがちょっと不

足しているのではないかという部分はございますの

で、そういう部分についてはいろんな形の中で、広

報の中で広報とも合わせてピーアールをしていきた

いというふうに思っております。 

また、平成１８年度の部分については、まだ決算

統計が終わっておりませんので、決算が出た段階で

比較してそれも出していきたいというふうに思って

おります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：まずそれでは早急

に村民周知をピーアールを不足しているという浜谷

副村長の方からありました。確かに私もそのように

思います。村民としてこのような計画が目にしたと

いうのは新人議員になってはじめてのことだったの

で、早急に村民周知を図っていただきたいと思いま

す。 

 また、先般、本日の午前中、行政報告がありまし

た。使用料・手数料の見直しで上下水道、ゴミ専用

袋の料金の改正についてということで、進んでいる

という話はあったのですが、村民の立場に立ってこ

の集中改革プランだとかを見ていると、どうも住民

負担増の方ばかりが目につく、確かに住民、私達村

民としては自分の不利益に生じるものに対して興味

が湧き、そればかりに目にいきそうですが、何とか

村長、先程から言っている最小限の住民負担で、最

大限の住民サービスをするという、最大限の住民サ

ービスが一向に見えないような気がします。この集

中プランに基づき、最大限の住民サービスとは、と

いうところでその辺のところもお聞きしたく、また

村民に周知するためにはどのような形で行うのかを

お聞きしたいと思います。 

○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。 

 最小限の経費で、最大限の効果を表すということ

は、行政の最も重要課題でありまして、責務でもご

ざいます。そういう意味におきまして、その効果等

につきましては、住民に対する周知というものはも

ちろんのこと、住民が納得の出来るようなそういう

ような改革プランで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。そういう状況の中

で国税等も、先程のご質問等でも上がる、その他に

村の公共料金も上がるということになりますと、か

なりの負担ということにもつながってまいりますの

で、その部分も十分村民の理解を得れるような形で

進めていかなければならないものだというふうにも

考えておりますので、その点につきましても住民の

理解の得れるような形の中で行政を進めてまいりた
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いとこのように思っている次第でございます。よろ

しくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の答弁のとお

り、解りやすい情報開示をどんどん行っていただき

たいと思います。 

 それでは（２）の質問の方に移らさせていただき

ます。 

 先程、１８年度から２０年度にかけて集中期間だ

と、１９年度はちょうど中間年、非常に大事な年じ

ゃないかと思います。計画をし実施をし評価をし見

直す、ＰＤＣＡのこともこのプランの中には書いて

ありました。１年間づつやるのは非常に大変かもし

れませんが、１９年度非常に大切なことと考えます

ので、１９年度の具体的な計画、またその財政的効

果の金額予測等をお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１９年度の関係につ

きましては、議員おっしゃるとおり大変重要な年度

に当たるものだというふうに思います。満２０年度

として結果を出さなければならない前年度ございま

すので、１９年度の試算方法等につきまして取組を

決算額を対比いたしまして、４月末現在の推計とい

うふうになっておりますけれども、その結果は特徴

的なものといたしましては、歳入関連では総額で１，

５００万円の増、歳出関係では人件費では８，７０

０万円の削減、物件費では６，０００万円、補助費

等で５，５００万円、繰出金で１，７００万円とい

うことで大まかな形でございます。これには細い、

個別的な事業等がかなり含まれていて、総額で申し

上げているわけでございます。 

また、平成１９年度の財政効果総額は１８年度同

様試算の結果、約２億８，０００万円の推計という

ふうになっております。歳入関連では、総額で約８

００万円、うち専用のゴミ袋関連では約４００万円、

歳出関連では総額、２億７，２００万円というふう

な形になっているところでございまして、以上が現

在推進している集中改革プランの実行額及び、目標

額の推計額等の内容であります。これらについては、

近々決算統計等の計数が確定することから、改めて

提示をさせていただきたいというふうに思いますし、

また、計数だけではなかなか住民の方達については

解りづらいという部分もございますので、文言にし

た形の中で住民の周知を広報を図っていかなければ

ならないというふうにも考えてもおりますので、そ

の点よろしくご理解、ご協力賜りますようお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：確認の質問があり

ます。 

先程、１８年度の効果を聞いた時に、人件費８，

０００万円強の削減が出来る。また、今１９年度聞

いた時にも８，７００万程の減が出来る。これはト

ータルではなく、年度年度でそのような減額措置が

出来るのでしょうか。 

○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。 

 この今言われたことについては、年度年度の関係

で説明をしたところでございます。一番大きいのは

退職者、不補充の関係で約３，０００万円程度の分

野が一番大きな形になっているのかなというふうに

人件費の場合は思っているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。もう

一度確認です。 

 この今年度１９年度８，７００万減額というのは

どこを対比にというか、１８年度とさらにこの２カ

年で１億６，７００万円強の減額で出来るというこ

とでよろしいのでしょうか。 
○議長（山須田清一君）：久保田行財政改革室主幹。 

○行財政改革室主幹（久保田峰三君・登壇）：ただ

いまの質問に対してお答えいたします。 

 算定基準は、事業の計画をした年と前年との比較

ということで、集中改革プランの国の制度に基づい

て算定基準はそのようになっておりますので、私ど

もで算定上も計画年次の前年度の対比という形で全

ての関係を試算をしております。先程、人件費の関

係で村長が話されましたけれども、人件総額では１

８年度決算見込みで現在では８，７００万円という
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ことで、重複しますけれども退職者補充で３，００

０万円程度ということになっております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：なかなかちょっと

理解しにくいところですが、私の勉強不足をあると

いうことで、さらに勉強をしまた次回の質問事項に

したいと思います。 

 それでは国際交流についてということの質問に移

りたいと思います。 

 まず、単的に聞きます。村長の執行方針では、オ

ジョールスキイ村の学童交流については休止という

形をとると今年の春見受けました。休止ということ

は、再開もあり得ると理解しております。今後の予

定を伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ただいまの国際交流

の関係について答弁をさせていただきたいと思いま

す。オジョールスキイ村との学童交流の再開につい

て、今後の予定ということでございますが、今現在

のところは休止の状態でございます。この関係につ

いては、これからについてもおそらく再開が非常に

難しい状況にあるのかなというふうに思っていると

ころでございます。双方の財政的問題もあることな

がら、現在日本の市町村合併があるようにオジョー

ルスキイ村は、現在コルサコフ市、行政管轄になっ

ているところでございます。単独オジョールスキイ

村との友好交流は、コルサコフ市との関係となるも

のというふうに考えます。市の承諾無しでは無理な

状況にあるというふうに思っているところでござい

ます。コルサコフ市がどのような意向を持っている

か確認することもまた必要ですが、サハリンⅡの関

係も見逃せない事実でございます。さらに子ども達

に教育の一環として海外に目を向けることは非常に

大切なことというふうに考えますが、以前は全て公

費で行っておりました。今後、再開するとなると以

前みたく全て公費でということは非常に難しい状況

にもなってこようかなというふうにも思っていると

ころでもございます。以前に保護者に一定程度負担

を求めて実施することについては、厳しい状況もあ

るというようなアンケート結果も出ていることでも

ございます。それ以前に実施したアンケート結果で

は、参加させないというのが３５％を占めていると、

学校教育行事の一環としては数値としては非常に高

い数字ではないのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。プラスアルファの保護者負担とい

う形になりますとかなりのパーセンテージで参加さ

せないというような実態が出てくるのではないのか

なという予想をしているような状況になるわけでご

ざいます。まだ、締結ついては解除したわけではご

ざいませんので、今後の推移を見ながら状況を判断

してまいりたいというふうに感じているところでご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この国際交流の質

問するに当たって、過去の質問事例を色々とみてま

いりました。今議長席に座ってます、その当時山須

田副議長だと思います。１６年の１２月、オジョー

ルスキイ村との学童交流が中止されたその年に村長

に質問をしております。その中でオジョールスキイ

村の村長が涙ながらに交流を続けたいという質問事

項が載っておりました。さらに、村長もその答弁の

中でどうにかお金のかからない方法で前向きな形で

オジョールスキイ村との交流を続けていきたいとい

うように私は読み理解しました。その中で今の答弁

を聞きますと、非常に難しい状態なのかなと、国と

国との交流ですからいくら私達の国・村が行きたい

となってもコルサコフとなった時に難しいのかしれ

ません。ただ、教育的な関知から言っても国際交流

は非常に大事なことと考えます。この３年間、約３

年間にわたり国際交流という形で休止状態にもあっ

たのは解りますが、その中で村として行政として、

また教育委員会も含めてどのような形で国際交流と

いうものを考えてきたのか。またこれからもし、オ

ジョールスキイ村が難しいのであれば、次の国際交

流、また地域間交流等のお考えを聞いていきたいと

思います。 

○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。 

 オジョールスキイ村との学童交流の再開について
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の関係につきまして、確かに今まで色々な形の中で

子ども達は良い思い出を作り、また海外に目を向け

て日本と違う分野での教育の行政の一環として、子

ども達は良い効果を生んだというふうに私は理解を

しているところでございます。特別な事情がなけれ

ばそのまま続けていきたかったところではございま

すけれども、今のロシア側の状況、それから村の状

況等を考えますと、一概に今すぐ再開するというこ

とにはなかなか難しい状況にあるなというふうに考

えているところでございます。 

それではということでございます。猿払村での他

国間、他地域との交流についてどのように考えてい

るかというような形の中で、質問に入らせて答弁に

入らせていただきますけれども、今のところについ

ては他国間、他地域との交流等については未定でご

ざいます。双方の財政的問題もあることながら、現

在、日本の市町村合併があるように、他の市町村、

例えば日本の所とやるにしてもなかなか難しい状況

にはあるのなかというふうには存じておりますけれ

ども、他の町村、市町村で市町でやっているような

中では先発して例えば海外交流をするだとか、他地

域と交流するだとか、ということについては考えて

いけるのではないのかなというふうな考えももって

いるところでございます。これらのことは他海外の

他の地域、それから日本の他の地域との文化交流、

これらについては非常に大切なことというふうに考

えているところでございます。私は当初東南アジア

が検討視野になろうかというふうに考えおりました。

しかし、現在におきましては、極東アジアの方等の

検討もまた必要なのかというふうな考え方ももって

いるところでございます。このことにつきましては、

北海道フォーラム等でありましたように、かなりそ

のような取り持つ縁というものもあるというふうに

考えているところでもございます。 

また、イトウの関係があろうかと思います。これ

が取り持つ縁といたしまして、猿払イトウの会とア

メリカの本部にある自然保護連合ワイルドサーモン

センターと今年４月、海外的シンポジウムも本村で

開かれていることから、今後これらの交流も捉えて

いかなければならないというふうにも考えていると

ころもございます。 

また、日本の市町村のどこかと文化交流をする必

要性をもっております。地域活性化、再生の意味を

込めて検討を進めて、北海道よりも本州の方が歴史

はかなり進んでいるわけでございまして、そういう

文化を取り入れるという意味も意義もあろうかとい

うふうに思いますので、そういう意味を込めた形の

中で今後、十分に検討を進めてまいりたいというふ

うに思っているところでございます。よろしくその

点ご理解賜りますようお願い申し上げたいと存じま

す。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今村長の答弁の中

で、北海道フォーラム、イトウの会という話が出て、

２つとも当事者としてその話は触れないでおこうと

は思ったのですけれど、村長の方から出たので、そ

の件についても質問をしたいと思います。 

 お金のかからない国際交流。昨年度から猿払村に

は大多数の外国人の方々がみえております。北海道

フォーラム、イトウの会、それともう１０年来にわ

たる中国の研修生の方々、どうも私の目からは行政

サイドでの国際交流というのが目に見えません。お

金のかからない国際交流、猿払村の中でも出来るは

ずです。行政として目一杯アンテナを広げていただ

いて、小学生・中学生、また一般の方々ともそのよ

うな外国の方々が猿払に来る機会、何とか小さなこ

とから国際交流を始めていただきたいと思います。

具体的にまた、中国の方々も来年、再来年と来るで

しょうし、ワイルドサーモンセンターの方々、また

フォーラム等も来ると思います。具体的な形での行

政レベル、村民レベルの交流のきっかけを村として

作れるか、作れないか、お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁をさせていただ

きます。 

今まで締結をしていたオジョールスキイ村の関係

が、今言ったような状況の申したような状況の中で、

今議員が質問したような関係については行政サイド

としても積極的に取り組んでいく必要性、国際交流

として、また日本の友好姉妹提携という形の中で取
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り進めていくことが必要なことになってこようと思

います。それによって村民も色々な形の中でそうい

う文化に触れれると、そういうことで視野を広めて

いけると考えておりますので、そういう方向で検討

を進めて是非いきたいと、そのためには行政も積極

的に進めていきますけれども、住民の力無しでなか

なか出来ない分野もございます。そういう部分も含

めた形の中で住民のお力も貸していただきたいと、

それが一つの協働の姿勢ではないのかなと思ってお

りますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じ

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：次に上下水道台帳

の内容と現状の整合性についてということで、質問

をしたいと思います。 

 折しも、タイムリー的に日曜日北見で大規模な断

水がありました。被害も甚大だったと報道されてお

ります。村内の上水道、下水道台帳の内容、管理に

ついてどのような形での管理が行われているのか。

村長にお伺いしたいと思います。 

○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。 

 村内の上下水道、下水道台帳の内容についてでご

ざいます。簡易水道台帳は平成８年度に完成させ、

マイラーで４３枚、５，０００分の１市街図を１，

０００分の１により、管理は行っているところでご

ざいます。下水道台帳につきましては事業完了後、

作成しているところでございます。鬼志別につきま

しては平成２年度、浜鬼志別・知来別につきまして

は平成１１年度にマイラーで５００分の１により作

成しているところでございます。浜猿払につきまし

ては、作成は行っていないところではございます。 

また、上下水道台帳のデータについて紙ベースだ

けではなく、エクセル等で電子化する考えというよ

うなご質問もございます。現在、北海道土地改良団

体連合会、これは水土里ネット北海道と通称言って

おりますけれども、当村をモデル地区として地理情

報システム、ＧＩＳを作成中であります。このＧＩ

Ｓとは、文字や数字・画像等で地図と結びつけてコ

ンピュータ上に再現し、位置や場所から様々な情報

を統合したり、解りやすく地図表現したりすること

の出来る仕組みでございます。その中の一部データ

として、上下水道管路図を航空写真をベースに管路

位置等が確認できる図面の検討を行っているところ

でございます。これが運用開始することによりまし

て、サーバーは水土里ネット北海道で管理しますが、

その画面はインターネットを通じて見ることが可能

となるということでございます。私も北海道土地改

良団体連合会の理事も務めておりますので、この地

理情報システムＧＩＳについては、モデル地区とし

て指定されてやられているということで積極的なこ

のような形の中で、機械化された形の中で見やすく

解りやすくコンピュータ上で管理を出来るようにし

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。以上が上下水道台帳等の関係についてでご

ざいます。よろしくご理解賜りますようお願い申し

上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。２番

目の質問までいってしまったので、聞き漏らした点

があったのですが、ＧＩＳの件について私も不勉強

でこの点解りませんが、これについての費用という

のはどのように考えているのか。またかかるのかお

教えいただきたいと思います。 

○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・登壇）：ただいま質

問ありましたＧＩＳの関係ですけれども、これは先

程村長が申しました水土里ネット北海道と言いまし

て、通称土地連と言われる部分なのですけれども、

今年から予算の部分につきましては、ちょうど猿払

村がモデル地区となりまして、道北地区のモデル地

区です。そういう部分で３年間はこのモデル地区の

分についてお金はかかりません。というのはこれは

全道、そして全国という部分の今地理院だとか、建

設省、それと水産庁のほとんどその衛星で管理して

いるというような状況なのです。その中にこの一部

のデータを入れると、埋め込むというような作業の

ことを今やっています。そういう部分で３年間はモ

デル地区ということでかかりませんが、その後、５

年後に１２７万、今では１２７万円と言われてます
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けれども、これで各町村に負担があります。そして、

その５年後にその飛行機を飛ばしまして、状況の変

化を確認するという部分で、５年毎にその飛行機を

飛んで確認するというようなことになってますので、

とりあえずは３年間予算はかかりません。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：費用のことに関し

て産業建設課長の方からご説明があり理解いたしま

した。それで質問の主旨の根底にあるところなので

すが、鬼志別の例を例えます。水道管がどこの位置

に入っているのか、１０㎝、２０㎝、航空写真上で

ずれてても問題が無いかと思うのですが、バルブの

現状、止水弁、排泥弁とかがあると思いますが、そ

の状況をどこまで設置年度、ましてそのバルブの形

状等、そういうところを現状把握しているのかどう

かお聞きしたいと思います。 

○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・登壇）：ただいまの

質問にお答えさせていただきます。 

 この先程申しました、簡易水道の台帳につきまし

ても、過去４０年以上前からの配水管工事がありま

して、出来高図を基に平成８年、９年、そして１０

年にある程度完成したという経緯がありまして、当

時その中には図面が紛失して出来高図が無いだとか、

また当時の担当者なり施工者の方の記憶を基にして

作成したという部分もありまして、水道管の位置に

ついては整合性に欠けるところがありますが、概ね

正しいものかなと、ただいろんな部分がございまし

て、結構古い部分があるものですから、バルブの位

置だとか、そのバルブの使われている材料等によっ

て色々な分で支障が出てくるかなと、いう部分では

懸念をしております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今このように猿払

村では、下水道が非常に良い状態で整備されており

ます。それに伴って水道は、ライフラインの腱とな

る一つだと考えます。このような財政状況の中、そ

の把握しきれてないバルブだとかを一気に取り替え

るということは非常に困難だと考えます。早急にバ

ルブの状況、バルブの名前でいうとソフトシール弁

になっている所、まだ昔ながらの鋳鉄弁になってい

る所等の調査を進めて年次年次で維持管理等で交換、

または現状把握を求めたいと思います。 

以上をもって私の質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：３時４０分まで休憩いた

します。 

 

休憩 午後 ３時２３分 

再開 午後 ３時４０分 

 

○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。 

８番、長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：一般通告書に基づき

まして、３点程質問をさせていただきます。 

 １点目は、猿払村に三港、漁港があるわけですけ

れども、今後の整備について。 

 ２点目でございますけれども、海岸保全対策と人

工リーフを利用した浅海増殖について。 

 ３点目ですけれども、林業関係について、植林関

係について一つお伺いしたいと思っておりますので

よろしくお願いしたいと思います。 

 まずもって日頃より、漁港並びに漁協周辺の整備

につきまして、水産業の振興につきまして格別のご

配慮をいただきまして本当にありがとうございます。

地域の漁民と共に感謝を申し上げるところでござい

ます。本村の基幹産業である漁業は、ホタテ・毛ガ

ニ・サケ・マス等が主力で、中でもホタテ漁業は全

国でも有数の漁獲量を誇るまでと成長しております。

そして、そのことによる漁獲経済の安定や後継者の

育成、そしてホタテ加工業による雇用の安定にもつ

ながり、地域経済への中核となっていることは本当

に喜ばしいところでございます。しかしながら、港

の出入り口が悪い、砂が入り浅くなる等、悪い条件

が重なり近隣の港からみると凪風が相当少ないとい

うことは、操業日数が減になるというわけで漁獲経

済、地域経済、図りしれない影響を及ぼしていると
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ころでもございます。漁業者にとって、隣りの船が

出ているのに操業しているのに、自分のところだけ

操業に出れないということは、漁業者にとって本当

に情けないことでもございます。そこで私なりに三

港の工事がいつ頃始まったか。そして、調べてみる

ことにいたしました。知来別漁港につきましては、

昭和２３年に着工しております。昭和２７年に一種

漁港に指定を受けております。そして今まで約６０

年間経過していると、浜鬼志別漁港につきましては、

昭和１３年に着工し、今まで約６９年といえば７０

年くらい、浜猿払漁港につきましては、昭和４５年

９月に起工式をして現在では２８年間ということに

なっております。浜猿払漁港はさておきまして、知

来別漁港６０年、浜鬼志別漁港につきましては約７

０年、経過して今だに港の口が悪い、そして砂が入

る港でございます。いずれにしましても、世界中探

してもこういう港は無いと私なりに感じているとこ

ろでございます。そこで知来別の港につきましては、

新しく計画がなされたということで、現地の説明会

もありましたけれども、その当時その時には、期間

がいつまでかかる、それから予算がどのくらいなん

だという説明が全くないと、土現の方の説明では５

年、８年、１０年だというような濁した説明もあり

ましたけれども、これでは我々仮に知来別漁港とい

うのは先程申しましたように、７０年も６０年もか

かっているわけですから、そんなようなことでこれ

からまた１０年もかかるようでは、全く我々の漁業

者のことを考えているのかいないのかというような

ことになりますので、いずれにしてもこの知来別と

いう港につきましては河川に小型船が入っている。

入っているために河川には本来からいくとともかく、

船は係留しておけないとなっているわけでございま

して、そしてこのものをともかく新しい計画の中の

船溜まりを作って、そしてそこへ今の川に係留して

いる船を収容するのだというようなことで、図面は

このように見てのとおりでございます。このような

図面が出てきていますけれども、これに基づいて早

急に予算、そしていずれにしても期間がどのくらい

かかるのか。地元の業者がそれが一番心配している

ところでもございます。 

それから今の知来別の新港の計画では、嶋提の所

まで防砂堤を作るのだよと、防砂堤を作って北から

の北西からの砂を防いで、ともかく砂を入らないよ

うにするというようなことになっているわけでござ

います。そして、それによって１番と２番と関連し

ますので、そういうことでやらせていただきます。

それによって川の切り替え、川の切り替えも併用し

てやるというようなことでございますけれども、と

もかくいずれにしても船溜まりを作って、川に係留

している船を入れて、そしてそれから切り替えをし

ていくのだということになっているわけでございま

す。この計画では、計画によって川の切り替えがな

された時に、導流堤は１４０ｍほど出るというよう

なことでございますけれども、いずれにしても私の

今までの経験からいくと、北西の方から来る砂が、

まず砂が来るということで砂止めしているわけだか

らする計画ですから、そういうようなことで１４０

ｍの導流堤では川が閉鎖する恐れがある。というこ

とになると、サケ・マスの遡上に影響がくるという

ことになりますので、この導流堤を今の嶋提の沖ぐ

らいまでもっていくようなことでなければ駄目かな

と、ということは、今の遡上に影響が来るというこ

とになると、漁業者の皆さんは相当懸念しているわ

けでございますので、ありとあらゆる試験機関、そ

して調査をしてもらって川の切替によってサケ・マ

スの遡上が悪くなるとか、そういうことがあるのか、

無いのか、その点についても一つ調査の依頼もして

いただかなきゃならないと思っているところでもご

ざいます。川の導流堤につきましても、沖合まで出

して川の縁が変わらないようにしてもらわなければ

駄目だと思っておりますのでその点一つ十分考えて

いただいて道の方に要請、そして地元漁業者、漁協

等、色々と連携をとりながらやっていただきたい。

村の一人走りをしないで漁協、地元の漁業者との話

合いを十分にしながら連携をとりながら支庁・道の

方に要請をお願いしたいということでございます。

その点に一つつきまして村長の考え方を聞かせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：長原議員のご質問に
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対してお答えを申し上げたいと存じます。 

 ３項の（１）、（２）の関係につきまして申し上

げたいと思います。 

 知来別漁港の新規計画予算額、完成時期等の関係

についてでございます。整備計画の変更につきまし

ては、平成１９年度中に水産庁協議となっていると

ころで、現在整備計画根拠を策定中であります。予

算についてもまだ決まっていないとのことでござい

ます。事業計画期間は、平成１９年度計画変更予定

から平成２３年度までとし、事業進捗状況により、

さらに次期計画５年間延長をすることも予想されま

す。私は、なぜ道管理漁港であるにも関わらず、順

調に進まないのか、北海道が明確な計画を水産庁に

あげていないからこのようなことになるのであって、

道に要請に行くたびに疑問を感じておりました。道

は財源が無いがために、敢えて事業を遅らせる状況

がありありと感じとれます。従いまして、組合の理

事の方々と要請の在り方、時期を十分検討する必要

があると考えますし、要するに計画を道がスムーズ

に水産庁の方にあげていただく要請というものも当

然必要になってくるものと感じます。それで、私も

理事の方と一緒に要請に行っている状況にございま

すけれども、毎年１月に行っているような状況でご

ざいます。１月に要請に行くということは、すでに

もうその年の次の年度の予算というものは、もう決

定している状況にあるわけでございまして、その時

期等についてもはっきり明確にしなければならない。

１月ということでなくして、予算編成時期直前、あ

るいはそれ１ヶ月か、２ヶ月前に要請する必要があ

ると考えているところでございます。道といたしま

しては、財源が無いがために敢えて事業を遅らせて

いるというような状況、これらは私として非常に怒

りを感じているところでもございます。道の水産課

に行って、一悶着やってきた経過もございます。要

するに開発局と調整をとりながら、水産庁の方に早

急にあげていただきたいというような形の中で物議

を醸してきたところでもございます。 

 ２の知来別漁港整備計画の要望については、河川

の切り替え、岸壁の整備を要望しています。河川切

り替えについては、平成１９年５月、漁業協同組合

において支庁の水産課、土木現業所、漁業関係者に

より協議を行い、実施に向け知来別川はサケ・マス

捕獲河川として重要な位置付けにあることから、十

分検討を重ね慎重に施工するよう要望も行っている

ところでございます。道の対応といたしましては、

道立水産試験場の見解として、河川を切り替えるこ

とにより、遡上に問題は無いとの見解を示していま

すが、自然環境が左右する問題でもあり、出来上が

らなければ結果は把握出来ません。現在、物理的見

知から河口の形状、漂砂による河口閉塞等、詳細な

分析を行い基本計画中とのことでございます。先程

申しましたが、このことに道として財源的見知から

早急にする必要性を感じていないと感じももってい

るところでございまして、強力な要請が必要かと思

います。課題は河口の導流堤の問題と考えます。今

議員がおっしゃたように砂が入らないように、嶋提

付近まで導流堤を延ばすということを早急にやらな

ければならないと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強力な要請をしていかな

ければならないと考えているところでございますの

で、安心・安全して操業の出来る港にするためには、

早急にやっていただかなければならない。尚かつ、

うちの漁港につきましては、相当な水揚げを有して

いるわけでございまして、道に対する貢献度もかな

り高いと、にも関わらずこのような漁港がずっと以

前から続いているということはかなり問題がある、

経済的効果の無い比較的１種の漁港についてはきち

んと整備されているというような実態が見受けられ

る。これについては、私としては非常に疑問に感じ

ているところでございまして、水揚げの多いところ

についてはそれなりに皆さん頑張って、危険を冒し

て頑張ってやっているわけでございますので、その

点も道の方はきちんと把握して検討していただく、

そういうことは必要かと存じますので、そういう面

も含めた形の中で要請をしていかなければならない

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（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：答弁ありがとうござ

います。 
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 何か答弁が浜鬼志別の港の答弁に聞こえてるわけ

ですけれども、私の言っているのは知来別の新しい

計画の予算、水産庁でどうのこうのって言ってまし

たけれども、予算がどのくらいなのか。それから完

成時期はいつなのか。先程も５年ないし、１０年と

いうようなことのあやふやな話をしているものです

から、そんなようなことでそれを早急に支庁なり道

の方へ要請して、漁民に報告もしてやらなければな

い義務がある。そういうその心配をしているわけな

ので、村長の答弁は今、浜鬼志別漁港の方に走って

いるみたいなので、その点もう一回一つ答弁。 

○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。 

 浜鬼志別漁港については、また別に答弁をさせて

いただきたいと思います。 

 今、知来別漁港の関係について答弁をさせていた

だいたところでございます。従いまして、道の方と

いたしましては、議員さんがおっしゃられているよ

うに、まだ予算が決まらず計画年度もまたさらに延

びるような状況にもあるというようなことが支庁の

方から言われているというような状況にあるわけで

ございます。そういうことで知来別の関係について

の今の現況、それから今後の問題について申し上げ

たところでございます。 
○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：状況はわかりました。

それで今後どういう要請をしていくのか、知来別の

漁港の場合、そういうことで予算構え、今やってい

る最中だとわかるわけですけれども、それいつ頃ま

でにだいたい見通しというのがつくのか、つかない

のか、その点、いずれにしても支庁・道・水産庁ま

でこれは行かなくてもいいと思う。その辺のものを

早い時期にはっきりさせていただきたいということ

でございますので、もう一回その辺答弁。 

○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。 

 私も先程申しましたように知来別漁港の整備計画

の関係については、まだ何か支庁の方に聞きますと、

道の方に聞きますと雲を掴むみたいなような状況で

ございます。従いまして、私としてきちんとこうあ

るべきだというものをきちんと掴んだ形の中で強力

な要請というものは必要であろうと思います。道と

しては、道管理漁港として予算が無いが為に出来な

いということから、私はこの計画については当然国

にあげていくというような考え方をもたなければ要

請にはつながっていかないと道だけでは十分な要請

ということは出来ないであろうと思っているところ

でもございます。これは単に私達が水産庁に行くと

いうことではなくても、道がスムーズに私達の意見

と一致した形の中で考えていただいて、私達が作っ

た書類をあげていただければいいわけでございまし

て、それによって水産庁からの返答等も回答等もあ

ろうかとも存じますので、そういう方向性をとって

いかなければならないと思っているところでござい

ます。その点について理事の方々始め、漁民の方々

も十分承知し、理解をしていただければと思ってい

るところでございます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：いよいよなったら国

までという力強い答弁ありがとうございます。そう

いうことで一つよろしくお願いしたいと思います。

それでこの知来別の新港の計画ですけれども、防砂

堤が出来る、それから今の川の切り替えによって導

流堤を延ばしていって嶋提まで、嶋提の沖口までや

っていくということになると、北西の波は消えちゃ

う入ってこない、砂も入らない、しかし、今度は南

東からの風が吹くと波でいっぱいになっちゃう、フ

リコミで、ここも行政の方からも言ってもらいたい

ということで、この南東側に南側に２００～３００

ｍ離した所に嶋提をもう一本作ってもらう、こうい

う要請をしてもらわなければ、砂は止まったのはい

い、今度フリコミでもってどうしようもなくなる。

これはこの間の宗谷支庁から来た時に、藤田係長と

いう女の係長ですけれども、その人に話した、そし

たらそれは私は聞いていませんと、聞いてませんで

はない、あの人方去年来たばかりだからわからない、

引き継いでいない、そういうことで当時はこういう

ことも考えていた。それで、これからはここの所に

南口に南東口に嶋提を一つ作ってやらなかったらこ

れはもう船はこんな所に入れておかれません。そう
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いうこともありますので、今後道なり、支庁なり、

道なり行った時には、そういう形の要請も今後して

いかなければならないと思いますので、そういうこ

とで一つよろしくお願いしまして、１点目の（２）

までのサケ・マスの関係の川の切替までの質問はこ

れで終わりますけれども、次、浜鬼志別の（３）、

浜鬼志別の関係の（３）の質問に入りたいと思いま

す。 

 浜鬼志別の漁港につきましても、今回、役場の理

事者、そして漁業関係の漁港期成会というような働

きによって５カ年計画で２９億の予算がついたと、

２９億というと我々の言葉では３０億つけてもらい

まして、色々工事はやっているわけですけれども、

どうも進捗状況が非常に良くない。良いと見ている

人もおりますけれども、５カ年計画ということにな

れば、仮に年間６億の予算が付いて、ちょうど５年

で、当時は４年間で何とか叩いてもらいたいのだと

いう話もしてましたけれども、４年間ということに

はどうも今の調子ではならないような気がしており

ます。そういうことで１８年度が３億８，０００万

円くらの予算が付いた。これ間違い無いですね。今

年が資料を見る限りでは２億７，０００万というこ

とで、やや６億、７億近い、１８、１９、２０、２

１，２２と５カ年計画ですから、そのようなことで

あと３年間、来年から、２０、２１、２２とそれで

ちょうど５年になる、約束の、どうもその約束を守

るのか、守らないのかと相当我々も心配しているの

だけれども、何とか守ってもらえるようにこれまた

努力もしてもらわなければならないわけですけれど

も、あとだいたい７億余りの年間、予算を付けても

らわなければ２９億にならない。そのようなことで

どうも今のこの陳情の仕方が、どうも時期的に悪い

のかなという気がしているわけでございます。いず

れにしても、１月の中頃に宗谷支庁それから、道・

水産庁まで村の理事者も行って期成会も行ってやっ

ているわけで、陳情しているわけですけれども、そ

の時期じゃもう、仮に来年の予算付けるのはいつ頃

ですか。ヒアリングというのは。もう来年のやつは

もう今年はじまっているのか、これからなのか、そ

のようなことでだいたい予算付けのするヒアリング

をする以前に道なり水産庁まで行ってお願いをしな

いと来年は７億つけられないかもしれない。今の状

態だと、後手後手に回ってるわけだから、そのよう

なことで２９億、３０億有難い話だけれども、３億、

４億何てことになると下手したら７年も８年もかか

っちゃう、それじゃもう話も何もなるものじゃない。

このホタテ漁業で、オホーツクでは猿払が一番の水

揚げしているわけだから、そういうところが波風に

よって水揚げが出来ない、港の口が悪くて、砂が入

る、今一生懸命やってもらっているのだけれども、

工事はやってもらっているわけですけれども、どう

も３億や４億のものじゃ話もならない。５年間の計

画であれば計画どおり一つやってもらうように、こ

れから早めに働きをかけていく必要があると思うわ

けでございます。そのようなことで、いずれにして

も村の理事者、それから行政も相当力を入れなけれ

ば駄目だと、猿払村の基幹産業、村長は基幹産業、

今の水産業とこの農業というのは基幹産業だから、

基幹産業で一番水揚げ収入の多いとこだ、これが無

かったら猿払村無いというようなことまで言ってい

るわけだから、ともかくそういうことで行政の力も

一生懸命借りながら、今まで以上に水産の方に力を

入れてもらって、予算編成の前、ヒアリングがいつ

頃道の方でやるのか、その辺の情報も聞きながら時

期をみはらって道、もう一回水産庁まで行ってくる

というようなことの作業に一つ入ってもらいたいな

ということでなければ、まだまだ先に完成が延びて

いくよというようなことになるので、その点一つ村

長の考え方、私の考え方を述べたわけですけれども、

そういうことで一つお答え願えればいいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：浜鬼志別漁港の関係

について（３）の関係についてお答えを申し上げた

いと存じます。 

 浜鬼志別漁港の広域の水産物供給基盤整備事業の

平成２０年度事業計画までの事業計画については、

第２工区の西防波堤３７．５ｍの完成と、外防波堤

１８０ｍの拡張の完成、旧防波堤道路の拡張８６．

４ｍ着工と完成を予定しているところでございます

が、現在予算額につきましては決定していないとい
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うことでございます。道としては予算事業が膨大な

ことから平成２０年度予定事業完了となっています

が、恐らく無理があると私は考えているところでご

ざいます。重要なことは全体事業費２９億円前後と

なっておりますが、これには漂砂対策、漂砂の部分

も含まれておりますので、外防の関係につきまして

はだいたい２６億ぐらいにしかならないのではない

のかなと感じているところでございます。浜鬼志別

漁港に２９億のお金をつぎ込んだとしても海ですか

ら、満足な漁港には私はならないと考えているとこ

ろでございます。よって理事の方々も承知はしてい

るということに存じますが、道の管理漁港であって

は恐らく予算も付かず、延びていくことは恐らく確

実ではないのかなという感じをもっているところで

ございます。私は、北海道開発局が考えているマリ

ンビジョン２１ということを掲げて道の方にも伺っ

たわけでございますけれども、これは道が示した事

業ではないよ、開発局でしょうと、しかし、開発局

の事業であったとしても道は負担が付いて回るわけ

ですね。１００％国直轄となると１００％の事業に

はなるわけですけれども、８０％国がもって、２０

％道がもたなければならないという事業になってく

るわけでございます。私は今、浜鬼志別漁港につい

ては２種という関係になってはおりますけれども、

３種あるいは４種という国直轄漁港に直轄港にしな

ければ安全・安心な漁港にはなってはいかないと判

断しているところでございます。この件につきまし

ても、強力に国直轄という形の中で進めていかなけ

れば、恐らく２９億のお金を突っ込んでもあの砂の

入ってくる突堤までは恐らくはいかない、工事の中

身としてはいかないと感じております。それがまた

１０年、１５年経つことによって今やっている工事

がある程度破損していくことによって、波によって、

時化によって砂が入ってくるというような形になり

はしないかと心配はもちろんしているわけでござい

ます。そういうことで出来るだけ国直轄港にしてい

ただきたいということを要請することがまず一つで

ございます。それと合わせまして、一応国といたし

ましては次年度の予算については、一応８月末まで

に集計するというような形になっているわけでござ

います。道で集計するためには、それ以前２ヶ月ぐ

らい前には必要だと感じているところでございます。

少なくても５月・６月、最低でも７月、これまでに

道の方に要請をしなければならない。国に要請をし

なければならないというような形になろうかと思い

ます。そうでないと次年度の事業については、１年

間遅れてしまうという形になってくる。そんな状況

であります。これらを強く漁民の方達も十分そうい

うような状況を不安定な漁港だけに十分理解をして

いただいて、そういう運動を進めていかなければな

らないし、私達としては強力な要請もこの件に関し

て必要かと考えているところでございます。そうい

うことで浜鬼志別漁港については、国直轄にすると

いう基本的な考え方の基に要請をしていくというよ

うなことを考えていかなければならないと存じてい

るところでございます。陳情の時期についてもそう

いうような時期でございますので、今までやってい

た１月ということではなくして、もっと時期を変え

て要請していくことが必要になってくると考えてい

るところでございます。そういうことで浜鬼志別漁

港の関係につきましては、３種、あるいは４種の避

難港の国直轄にするというような方法をもっていか

ないと漁港は一向に良くならない。安心・安全の操

業は出来ないというような状況になってくるのだろ

うと思いますので、早急にそのような陳情活動を始

めていかなければならないと思っているところでご

ざいますので、一つよろしくその点ご理解賜ります

ようお願い申し上げたいと思います。何しろこれに

つきましては理事の方々、また漁民の方々の理解と

協力を得なければなかなか難しい事業でもございま

すので、その点につきましてよろしくお願いを申し

上げたいと存じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：村長の答弁につきま

してはわかります。わかりますけれども、道に任せ

ておくとそれこそどうにもならないというようなこ

とになるので４種避難港、村長が避難港、４種にも

っていくというのは４種が避難港ですということで

すけれども、避難港ということになるとある程度の
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条件が整わなければ駄目だというようなことで、こ

の間、いつだったか５月か６月の始まり頃だったか

開発局で出前行政というのがありまして漁組まで来

たのです。その時に助役さんも来てましたけれども、

避難港と言わないで、我々避難港の方が国でやって

大きく隣の東浦港みたいな考え持ってますけれども、

いずれにしても要は大きくて安心して安全に入れる

港であればいいということからいって、村長の描く

４種の避難港でなくてもいいのかなという気はそこ

でした。その話を聞いて、ということは３種であれ

ば漁港の中に入っちゃう、漁港の種類の中に入るか

ら、入るので、ともかくそっちの方に視線を向けた

方が良いのではないのかなという話はしていました。

それで、３種でも良いのかなという気はしてるから、

そういうことで開発局の人方も道に要請、どんどん

どんどんやっていって要請して、そして国もやる、

今の２９億１年でも早くやるようなことで、どんど

んどんどん要請していってそれでも出来なかったら

いよいよ道が手を挙げさせるようなことでもって追

求していって、そしてとてもあんた方の言うとおり

にはならないと、出来ないということになれば国に

任せるような仕組みになっているというようなこと

も、今その出前の開発の関係の出前講座と言うのか

な、そういうようなことの話の中にもありましたの

で、そっちの方に向けていく必要があるのかなと、

今度は。それにしても漁組、そして漁業者の連中と

やっぱり色々話合いをして、もう１日も早くやらな

ければ駄目だ。もうともかく遅くて駄目なんだ村の

仕事っていうのは、我々は漁師、漁業者だけども、

即タイプだから何でも、そういうようなことをやっ

ていかなかったら後々に回ったのじゃ話も何もなら

ない。そのようなことで、出来るだけ早く今のこの

２０、残りの３年間のものも早め早めに手を打って

いかないと、恐らく３年では出来ない、間違いなく。

５年、６年、７年になったらどうする１０年かかる、

それから開発、３種、４種冗談じゃないということ

になる。漁業者なんて待っていられるものではない。

そのようなことで、遠別の漁組みたいに水揚げがろ

くに無い所にああいう４種の漁港を作っているわけ

だから、そういうそのことのやるような国の政策じ

ゃ話も何もならないと、やっぱり水揚げがある、税

金の納める、費用効果というものはかなりあるわけ

だから我々のところは、そういうところにでかい港

を国の予算で税金を投入して、そしてでかい港を作

る、安心・安全な港を作るというのが国の行政の役

目ではないかと思う。それ一切やってくれない、や

ってくれないということは働きが悪いということ、

我々の折衝の仕方が、何せそれに集中して集中攻撃

でやらなければ出来るものではない。そのようなこ

とで考え方もある程度変えながら、方向性を変えな

がらそういう今の４種が話を聞くと無理みたいなの

で、３種に切り替えながらやっていくと、それも色

々開発なり、土現なりと相談しながらやっていかな

ければと考えているので、その点一つよろしくお願

いしたいなと思っておりますけれども、村長もう一

回そのやるという意欲を一つ見せて下さい。 

○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。 

 やるという意欲を見せてくれということですけれ

ども、既にもう見せているわけでございまして、私

単独で行って要するに局で作っているマリンビジョ

ン２１に基づいた形の中で一応道と折衝して、そし

て道が水産庁に足を運んで開発局に下りてきて、そ

して３種、あるいは４種というような形になってき

ているわけですから、決して役場として仕事が遅い

ということでは私はない、道がスムーズに水産庁 

に開発局と相談しながら水産庁に要望をあげないと

いうところに問題があると私は考えております。ど

うにもならないから道というのであって、そこら辺

に問題があると思います。３種ということになりま

すと、国直轄漁港ということでございまして、北海

道開発局の中にも水産課の中に漁港・漁村係、係長

もおりますから、そういう状況の中で話合いも、ま

た詰めていかなければならないだろうと思っている

ところでございます。そういう状況で今後進めてい

かなければ、今の漁港はそのままの漁港でしかなら

ない。それであってはもう何十年経っても終わりだ

と、安全・安心な操業は出来ないというような状況

になってくるわけでございます。その点に十分力を

入れて、その要望の時期も考えながら十分な対応を
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考えていかなければならないと思っております。た

だ私は４種というような考え方をもったのは、４種

に避難港にすることによって、漁港だけでなくて、

その漁村づくりも出来るということが一つ大きな要

件なのです。浜鬼志別の街の中の公共施設を直すこ

とも出来る、道路も作ることが出来る、いろんなこ

とが出来るわけです。これは議員さんもご承知のこ

とと思います。そういうことが出来るわけですから

一応４種というような考え方をもったわけでござい

ますけれども、国の方も予算等、それぞれいろんな

問題が絡んでいると思います。また、東浦港との問

題ともあろうかと思いますけれども、国直轄であれ

ばそれなりの予算は付いてくると思いますので、そ

れはそれとして道もそれなりに負担は軽減されるわ

けですから、道としては何も自分で管理、自分の管

理として抱えている必要性というのは無いわけです、

はっきり言いまして、そういう部分で私はそういう

部分を踏まえた形の中で道の方と折衝しているわけ

で、道の負担軽減を減らすために国直轄にもってい

ってくれと、スムーズに経過表をあげてくれと申し

ているわけであって、それが自分の領域が侵される

みたいな言い方をしたり、それから予算が無いから

出来ない、５年のものが７年になったり、８年にな

ったりしている、こういう実態は私達としては見逃

すことが出来ない。他の漁港が良くなって、水揚げ

の多い漁港が依然として悪いということは、これは

あり得ないわけです。それなりに私達は道税として

貢献しているわけです。他のところよりも多くです。

そういうことを考えてそれらも要望書の中に組み込

んだ形の中で強力な要請というのはどんどんしてい

かなければならない、私はこう考えております。よ

ろしくその点ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：どうもありがとうご

ざいます。そういうことで一つよろしくお願いしま

す。 

 それでは浜鬼志別の関連ですけれども、よろしい

ですか。 

 浜鬼志別の漁船・漁具保管施設移設工事の件につ

いてお伺いしたいと思います。 

 上架施設の台車関係の整備についても予算は組込

まれているわけでございまして、台車の関係が１，

６２０万円ということ、漁具保管施設の移設につい

ては７００万円ということで、これは補助事業でや

ると、これは単独工事ということなので。 

○議長（山須田清一君）：長原議員に申し上げます。 

 今関連とは言いましたけれど逸れてますのでその

質問はまた次回ということでもって。 

○議員（長原寅悦君）：取り下げます。わかりまし

た。 

○議長（山須田清一君）：ご理解いただきたいと思

います。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：それでは浜猿払漁港

の関係ですけれども、浜猿払漁港の嶋提について一

つお伺いしたいと思います。 

 道・国・水産庁に行った時には、説明では今年か

ら調査をして来年度からかかるというようなお話が

説明がありましたけれども、その点について一つお

伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：浜猿払漁港の関係に

つきましてお答えを申し上げたいと存じます。 

 浜猿払漁港嶋提の事業開始の目途につきましては、

支庁の水産課に確認しております。平成１９年度に

費用対効果の検証及び整備内容の調査をして、地元

受益者と協議するということになっているところで

ございます。平成２０年度に事業計画を策定し、水

産庁と協議を行っていくとなっているところでござ

います。早期に協議が整うこれらも早めに要請をす

る必要があろうかと存じます。浜猿払漁港の関係に

つきましては、漂砂対策も今のところは無く出来上

がってから一度もやっていないというような形の中

で、作り方も知来別、浜鬼志別とは全然出入り口が

違う、搬入口が違うというような作り方をしており

ますので、そういうような形で漂砂対策もなく、安

全な形で操業はしていけるというような形になって

おりますので、ただ嶋提の関係につきまして若干手

直しをしなければならない形になってきております

ので、これにつきまして先程言いましたように、地
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元と十分協議をしていただいて早急に計画を策定し、

事業の実施出来るよう要請も知来別・浜鬼・浜猿３

港の関係につきまして要請をしていかなければなら

ない問題であろうと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（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：それでは１点目を終

わりまして、２点目の海岸保全対策と人工リーフを

利用した浅海増殖についてを質問いたしたいと思い

ます。 

 この頃の自然環境も変わってきまして、以前であ

れば風が吹けば２０、３０、４０ｍぐらいというよ

うなことで収まっていたのかなという気はしている

ところでございます。石原裕次郎の歌にもあるとお

り風速４０ｍという歌もありましたけれども、その

当時は４０ｍが最高だったというようなことで、こ

の頃につきましては自然環境温暖化の影響もありま

して、凪ぎのいい時はすごく風の無い時が続いて、

凪ぎもいいと、しかし、一丁吹くと４０ｍ、５０ｍ、

つい最近６０何ｍというのが雄武の方で吹いた経緯

もあるわけでございまして、そういうことになると

海・山・川の被害も相当出るということからして、

昨年よりエサヌカの海岸に海岸保全事業ということ

で、人工リーフを入れていると、沖合３００ｍ沖合

に入れて、去年１年間で１００ｍを完成した。事業

費は３億くらいの１００ｍ、３億という、今年は約

３億弱というような話でございますけれども、今年

は１００ｍではなく８０ｍぐらいということを聞い

ております。そのようなことで、漁業者が頼んで、

そしてお願いしていたのは３００ｍ沖合ということ

で、ともかくお願いをしていたわけで、土現の方も

３００ｍには入れますということでしたけれども、

実際に入った所を見ると２６０ｍぐらいの所にしか

入っていない。ということは当時の説明が２段階構

えに入れて、沖合が３００ｍ、そして２０ｍ、２０

ｍ、４０ｍ取られるものですから、それで２６０ｍ

ということになったのかなという気はしてますけれ

ども、いずれにしても、今ここに写真も持ってきて

いますけれども、このようなことですよ。それで今

年春先に行ってみましたら、４０ｍぐらいの砂が付

いてましたそこの場所は、そしてこれから８月のお

盆頃まではまだまだ砂が付いていくということで、

おそらく６０ｍ～７０ｍぐらいは出ていくだろうと、

ということになると２６０ｍ離して、それから計算

して逆算していくと浅海増殖の場所が無くなる可能

性が出てきた。この場で浅海増殖をするという、そ

ういうことであれば当時の土現で言っていた浅海増

殖を兼ねるというようなことで我々も約束していま

したけれども、どうもそれじゃうまくないというよ

うなことで、行政の方からも今年はどうしようもな

らないと、だから来年度から３００ｍの沖合へ一つ

戻してもらいたい。その６０ｍ～７０ｍの砂がどこ

から持ってきたのだということで、浜の海の方も少

し漁船を出して測ってみたら、沖合の方の砂が入っ

てきている、海岸線が取られてそこに集まったので

はない。海が深くなるということは、魚の付け方も

すごく良くなる、その所に建てている漁場の人も喜

んですごく良いということで大変喜んでましたので、

これは孫子の代までかかっても続けなければいけな

い事業かなと思っておりますので、そういうことで

折衝をしてもらいたいと思っております。 

 それとそういうことで、効果は間違いなくあると

考えておりますので、いずれにしても人工リーフの

威力というものは、相当出てきたなということで浜

鬼志別漁港から今度は、浜鬼志別漁港から南側、さ

るふつ公園の沖に岩場が出ている所がある、あそこ

から測ってみたら１ｋある、ちょうどその１ｋある

間の海岸というのは相当去年の１０月、それから１

２月かけて、１月の爆弾低気圧でもって相当浸食さ

れている。もう間も無くもう一回ぐらい来たらあの

時化が来たら、あそこにある国道縁に建っている浜

側の電柱取られてしまいます。そのようなことで、

ここにもそこの写真もありますけれども、そのよう

なことで、我々も我々ということは漁組でもあそこ

に加工場の止水するポンプも付けてある。そのポン

プ小屋がとられるということで、あのままの状態で

あれば取られてしまっていたわけでありますけれど

も、去年の秋口に取られる前に一つ屋板を打って、

そしてブロックを持ってきて、その他に採石を持っ

てきて、蛇籠に入れてそこへ積んで対策をしたと、
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それで去年の冬は安心していたわけですけれども、

それによってあそこの被害は免れたなと思っていま

す。組合独自でもって、１，５００万から２，００

０万ぐらいの持ち出しでやったわけですけれども、

村に金が無いというのはわかってますから、お願い

はしないで、急ぐわけですから緊急を要した事態で

すから、そんなこと言ってられないからともかくや

るというようなことでやってもらったというような

経緯もあります。そして、その冬にとられた所が相

当今の公園の間は、行ってみたことある、公園の所、

下、無いでしょう。無いはずだ、俺は足で歩いて全

部見てるから、それで今開発でもって、土現でもっ

て公園と港の間に、港の近くには砂を掘った砂を入

れているけれども、民家の所に入れてるのですけど、

それから南口公園寄りの方は東浦の土砂を持ってき

て今入れているのです。冬に一回時化来たらあれは

終わり、そのようなことであの間に一つ、あの間と

いうことは、あの沖合に３００ｍにこだわるわけで

はないけれども、ともかくその岩礁があって、ちょ

うどいい低質になっているので、その３００ｍぐら

い沖合に一つ人工リーフを入れてその浸食を止めて

もらうことが一番良いのかなと、そして今の浅海増

殖を兼ねた人工リーフということになると、一石二

鳥でもって色々なものが捕れるのかなということは、

海藻も上がってエビ、それからウニ、ナマコ、色々

な浅海増殖につながっていくというようなことで、

そのようなことがありますので一つそういう方向に

向けてこれから進んでいく必要があると思っていま

す。 

 それからもう１点は、漁組の総合加工場のホタテ

のシネシンコの加工場の裏側、あれも相当浸食され

て丘の方にブロックは積んでいますけれども、ブロ

ックがもう取られて傾いてこんなふうになって、ま

た今年の冬来たらがっぱりやられるなと不安でいっ

ぱいなのですあの辺も、そのようなことで、その沖

合にも今の人工リーフを積んで浸食を防ぐ、丘の方

になんぼその丘の方はブロック積んでいろんなこと

やっていますけれども、賽の河原と同じで全然駄目

ですよ。エサヌカの方面も、あんなものに金かける

よりもやっぱり沖合から攻めてこないと駄目だとい

うことで、土現にも相当話はしてちょうどこういう

チャンスにぶつかったわけですけれども、そういう

ことで一つお願いをしてやる方向に向けていっても

らいたい。ということは、その先程電信柱が倒れる、

浸食で取られる、それから国道あり、その上に村営

牧場がある、そのようなことでこれ絶対これは所管

は開発だと思うので、開発の方へお願いしてやると

いう方向付けでもって一つお願いをしながら早急に

そういう要請も必要なのかなと思いますので、その

点今、浅海増殖も兼ねて１番、２番なりますけれど

も、そういうことで一つ村長の考え方を聞かせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

再開 午後 ４時４７分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

◎  会議時間延長の議決 

 

○議長（山須田清一君）：お諮りいたします。 

本日の会議を全日程終了まで時間延長いたしたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山須田清一君）：異議なしと認めます。 

 よって本日の会議時間は、本日の日程が終了する

まで延長することに決定いたしました。 

 一般質問を続行します。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：海岸保全対策といた

しまして、（１）、（２）の浜鬼志別漁港の関係と

潜堤の関係、２つの関係について一括して答弁させ

ていただきたいと思います。 

 まず、（１）の関係の質問について海岸保全の関

係でございますけれども、時化によってのり面がか

なり抉られている、早急に潜堤が必要であるという

ことは議員おっしゃるとおりでございます。農地海
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岸エリアとなっているわけでございますが、道だけ

で事業を実施することだけではなく、将来えぐられ

て国道にも影響を及ぼすものと将来考えます。今か

らでは遅い感じがいたしますが、十分なその辺の調

査と関係先の現地確認を行っていただき、早急に要

請していくことが必要と考えます。また、総合加工

場の裏のブロック等についても、またこれらについ

ても要請もしていかなければならないと考えている

ところでございます。また今、砂・土と縦にちょう

ど相内さんの裏の方にやっていますけど、あれで北

西の風が吹くと浸食ばかりでなくして、人家にも影

響を与えると、ほこりも飛んで歩くというようなこ

ともありますので、その辺についても事業の工法等

についても十分検討してもらう必要性があろうかと

思っているところでございます。それらについても

要請もしていく必要がある。かなり漁港については

要請が多いもので大変ですけれども、村単独で出来

るのであればそれはいいのですけれども、そういう

ことにはもちろん管理が違いますので、なりません

ので、要請要請要請で強力にやっていかなければな

らないと思っているところでございます。一応（１

）については、そういうようなことで道と国、これ

は十分話し合っていただきながら、十分な現地の確

認を行って、早急にやっていただくというような要

請ということを考えていきたいと思っております。 

 （２）の件でございます。潜堤人工リーフをした

浅海増殖事業の考え方についてでございます。２の

件については、作り育てる新しい漁業として、浅海

増殖事業の検討をしていかなければならないと思い

ます。今は北海道で一番のホタテというような形の

中で、漁業の推移をしているところでございますけ

れども、自然の影響というものは恐ろしく、いつど

うなるかわからないということからいたしまして、

新しい作り育てる漁業というものも今後必要になっ

てきますし、早急に検討をしていかなければならな

いと思っているところでございます。この関係につ

きましては、以前にも行政報告で何度かしておりま

すけれども、産業廃棄物でありますホタテの貝殻、

これらを粉砕いたしまして魚礁を作り、潜堤の周辺

にそれらを沈め、藻場の造成、ウニ礁、ナマコの育

成等、色々と考えられるわけでございます。特に藻

場礁、コンブの関係について繁茂することによって

海水温が１度下がるというような効果も結果も出て

いるわけでございまして、これも一つ温暖化現象の

一助につながっていくと考えます。そういう意味に

おきまして、こういうような漁種も進めていく、ま

ず１つは公害の対策が一つと、それから国土保全の

対策が一つと、それと雇用の促進というのが一つと、

それから国土浸食の保全というのが４つ目にあるわ

けでございまして、潜堤とその藻場礁を作ることに

よって、相当効果が出てくると私は考えております。

そういう状況の中で、ぜひ漁民の方達、それから理

事の方達の理解を得た形の中で出来るだけ早めにホ

タテ貝の産廃である未利用資源、リサイクル・利活

用として、潜堤周辺に投入した事業を実施したいと

考えているところでございますが、もっとも漁業者、

先程言いました漁業協同組合の意向も尊重すること

が大切であります。このことにより地域再生、がん

ばる市町村となり、国からの助成金が入る可能性も

あると私は考えております。且つ、北海道環境生活

部、農林水産部、建設部がこれらの関係に関しまし

て無機性分野の循環資源利用促進協議会、これら事

務局となっていて携わっているところでもございま

すので、十分道の方としてもその関係については承

知をしているところでございます。魚礁を作るとい

うことにつきましては、すでにもう農林水産大臣、

北海道産業通産局長、連名で施工してもいいよとい

うようなお墨付きももらっているところでもござい

ます。ただ、問題は出口ベース、販路の関係でござ

います。北海道はもちろんのこと、本州にいたるま

でそういう販路を広げていかなければ将来ならない

と考えております。それらがきちんと確約を取れる

ような信頼おける業者、これらを作る必要性があろ

うかと考えております。これが一つの今ネックにな

っているところでございまして、ただ粉砕工事をこ

こに誘致して、粉砕したとしてもどこにも使われな

いということであれば、産廃にまたなってしまうわ

けでございまして、それであっては困るということ

でございますので、それらをきちんと整理した形の

中でこの事業をやっていきたいと、一石四鳥という



－47－ 

形の中で多面的な他分野の事業活性化にもつながっ

ていきます。また、経済的波及効果も非常に大きい

と私は考えているところでございます。漁業者の理

解を得て私はこの関係について進めてまいりたと思

っておりますので、どうか長原議員さんにおかれま

しても、組合員の一員といたしまして、理事の一員

といたしまして、皆様に説得していただければ私と

しては大変有難いなと感じているところでございま

すので一つよろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：村長もなかなか良い

考え持っているなと答弁を聞いておりました。 

 人工リーフの形式というのは色々あると、という

ことは魚礁にばかりその貝殻入れるのでなくして、

人工リーフにも混ぜてもらったらどうかというのが

１点。それから今の人工リーフの形式を型に入れて

ブロック作っているわけですけれども、あの形式を

白老に行って見てきたブロックは４０ｔブロックで、

増養殖を兼ねたブロックだということで、形式が変

わっているということは、魚介類の卵を産む、産み

やすいような、付着させるに必要な１０ｃｍくらい

の引っ込んだ所を作ってあげる、それに魚介類が卵

を産むよというようなことでやっているわけですけ

ど、あれは開発でやっていたというようなことで、

内等の方は土現でやっているわけですけれどれも、

いずれにしても何とか形を変えることが出来れば、

それこそ一石二鳥のことになるのかなということで、

以前に支庁へ行って今の人工リーフの係の人に話を

してみたら、それは出来ないわけでもないのではな

いかという、そういう話もしていましたから、何と

か村の方からもそういうこれから長い何十年もやら

なければならないわけですから、あの人工リーフは

浜猿の港から頓別の境界線までやるという、１５ｋ

ｍくらいの長さをやるということに計画組んでいる

わけですから、何十年もということになるとやっぱ

りある程度そういう増養殖兼ねたものに、形式に変

えてもらうというそういう要請も必要なのかなと思

っています。そして、エサヌカに入れた人工リーフ

の所には、ナマコのこっちの方の下の方のこれ海底

で、ナマコの小さいのチナマコというのも相当数去

年は付いていたと、これは潜り潜水夫に聞いて写真

を今年は絶対写してくれということで言ってますけ

れども、撮ってあげますよということで、ナマコの

養殖もある程度村で漁組はもちろんのことだけれど

も、村で力も入れる必要があるのかなと、今は一番

高いのがｋｇ３，５００円から３，８００円して、

生で、そしてだいたい生産者価格が干したやつでも

って、干したので４２０万円、６０ｋｇ単位で７万

円、そういうことで中国へ渡ったら７００万、８０

０万、高いやつは９００万だよと、アワビの一番高

いやつが１，０００万円するけれども、それにもう

少しで追いつくというようなことまで聞いてきてい

るわけなのですよ。そういうことで、中国の大連・

青島辺りはもう海岸線を利用して、木閉にブロック

を積んでそしてナマコの養殖もやっている。その中

に岩を持ってきて人工的に岩を持ってきて作ってい

る。そういう養殖をしているわけだから、そういう

ところで養殖をして沖合に放すと、そういうことも

やってるということで、ナマコの捕っている業者、

言ってみれば宗谷・枝幸何かは相当な水揚げがある

と、ホタテばっかりも、いずれにしても先程もお話

ししたとおり、爆弾低気圧だとか、そういうことも

あるので海の掃除屋というそのナマコも養殖する、

これから増養殖していく必要があると思うので、今

の形を変えれるものであれば、変えていくという、

それから魚礁、今のこの人工リーフの中に今の貝殻

を入れる方式、その辺も宗谷支庁なり、道の方に行

ってこれも要請していただきたいなと思うところで

ございます。答弁はいりません。 

そういうことで２点目の質問は終わらせていただ

きまして、３点目の林業関係についての、植林につ

いて一つ質問をさせていただきます。 

植林事業と用地ということですけれども、まずは

自然環境は全くこの頃は悪くなってきていると、自

然の環境保全というのは水源の涵養等、森林の公益

的機能の向上という使命は依然として変わっていな

い。さらに山林の腐葉土は川に流れて海に達して魚

介類の栄養源となるため、すなわち植物性プランク
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トンであると思っているわけでございます。沿岸漁

業の振興に対しても絶対欠かせない条件であること

はご承知のとおりであると思います。 

そこで、林業関係についての植林（１）の植林事

業と用地についてお伺いしたいと思います。 

道の漁連、連合会での事業で行っている全道の漁

協の女性部にお願いをいたしまして、各単協に行っ

てそして植林事業を行っていると、今まで猿払村で

は狩別の奥、２０年間で７，３２０本の木を植えて、

林を作ったということでございますけれども、用地

が段々無くなっていって、来年１年で用地は終わり

だというようなことでございますので、そこでお願

いですけれども、浜猿払国道沿いにある、昨年、一

昨年だったかな西口正一さんが寄附された５０，０

００ｈａの土地をその植林事業に利用したら、して

させてもらいたいなと思うわけでございます。そし

て一つの森林を作る、そして先程も言った植物の今

のこの松ではなく、今度は広葉樹の木を植えてもら

って、そして植物性プランクトンを作っていって、

植物性プランクトンというのはホタテ貝の餌ですか

ら、動物性プランクトンと植物性があって、動物性

はホタテの餌でないとなっているので、山に木を植

えて、その腐葉土が川に注いでプランクトンになる、

そのような観点から何とか５０，０００ｈａ、１５，

０００坪の土地に一つ浜猿払の自治会でもそれは良

いことだなとお願いしてやりたいと、我々も協力す

るというようなことで、この間の役員会にも出され

てましたので、何とか一つお願いしたい。そしてあ

そこに、あそこの所に国道沿いに開発でもって風よ

けの防風の柵を作っているので、潮風がちょうど当

たらなくなってきたわけですから、ちょうどこれか

らはいい時期かなと思っていますので、そこへ一つ

の森を作ってもらって、森村長が森を作ったという

ことになると最高の森になるということになるので、

何とかそういう方向でひとつお願いしたいなと思っ

ておりますので、その点について村長にお伺いをし

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ただ今の林業関係の

植林についてご答弁を申し上げたいと存じます。 

 村において植林事業につきましては、これまで民

有林等を買い上げ、国有林と分集林契約を締結した

中で計画的に森づくりを推進してまいりました。目

的といたしましては、主に水源涵養や魚付け林の整

備でございます。漁協女性部や農協女性部、そして

子ども達が永年にわたり植樹をしていただいている

ことに対し敬意を表したいと存じます。林業事業に

つきましては、広域的に温暖化現象の削減、国土自

然環境保全、水源涵養・魚付け林等その効果は極め

て重要な意義を成しているところでございます。今、

国道用地に先程議員さんもおっしゃったように、防

雪林の事業を実施いただいている状況でございます。

これも単に国道を守るだけの意味は固より、多面的

にその効果が発揮、期待されるところでございます。

村の事業といたしましても、村民も理解をもってお

り、こぞって植樹することが将来に向け、今私達が

果たさなければならない使命と存じます。村有地他、

将来的に空白地に全て植樹を行っていくことが重要

と考えているところでございます。植林する用地も

少なくなってきておりますので、新たに造林用地を

確保し、植樹活動を継続していく考えでいるところ

でございます。そこで今議員さんが申し上げました、

予定している場所につきましては、これから特にそ

の空き地を使うという目的も無いと考えますので、

ここに植林をしていくということがこれから良いの

ではないのかなと考えているところでございます。

海にも近く、また猿払川・ポロ沼等にも近く、そう

いうところに植樹することによって、多面的に魚付

け林等の大きな効果が発揮出来るものと考えており

ます。尚かつ、広葉樹というようなこともおっしゃ

られておりますので、これらについても十分担当の

方と検討をして決めてまいりたいと考えております

ので、その点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（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：そういうことで一つ

よろしくお願いをいたします。 

それでは延長をかけていただいて本当にありがと

うございます。長い間、本当にありがとうございま

した。 
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それで私の質問を終わらせていただきます。 

どうもありがとうございます。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 

 


