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○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。 

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
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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

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
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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

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
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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。 

○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
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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

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
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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

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
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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

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
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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、

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。 
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○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

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
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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

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、
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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

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
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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

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。 
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○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

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
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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、

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
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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

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
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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

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。
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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

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。 
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 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。 


