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○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。 

 ４番、金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づいて質問したいと思います。 

 大きく２点あります。１点は酪農の現状と将来に

ついて、もう１点は猿払村地域新エネルギービジョ

ンについての２点を質問したいと思います。 

 まず酪農の現状でございますが、猿払村の基幹産

業とされている酪農経営なのですけれども、今まで

に経験のないほど厳しい状況にあります。今までは

世界の自由貿易での外国の圧力、つまりＷＴＯです

とか、オーストラリアとの二国間協議だとか、そう

いうことで影響を受け少しづつ厳しくなるのかと思

われていたわけですけれども、昨年度から穀物価格

の上昇、これは皆さんもご存知だと思いますけれど

も、地球にやさしいエネルギーということでバイオ

エタノールが注目されてきたわけです。その中でト

ウモロコシが主なバイオエタノールということで、

供給がそちらの方に向かって価格が高騰した。 

また、トウモロコシ畑作農家が値段がいいという

ことで、大豆を作付けしていた農家や小麦を作付け

していた農家がみんなトウモロコシの栽培に切り替

えたということで全体的に穀物相場が上昇いたしま

した。 

また、原油価格の上昇ですが、これはお金余りの

現象と言われている中で、先物投資ということで原

油に先物が集中して上昇を続け、今はもう１バレル

１００ドルを超す状況にあります。こういう中で約

１０％位の経費コストの上昇を受けまして大部分の

酪農家が今赤字経営に陥っております。異例のこと

ですが年度途中にもかかわらず農業各団体も乳価を

上げろという運動を各自展開しております。その中

で先程と言いますか、１２月に入ってから１１日か

１２日だと思いましたけれども、３０年振りに飲用

の牛乳が値上げされると１０円値上げされると、こ

れは３０年振りのことなのです。それで乳製品も来

年度から大幅にまた値上げになっております。その

中で私達は１年こういう上昇の中での大変な赤字経

営の中で耐えてやっているわけですが、今の状況を

村長はどう思われているのかお伺いしたいと思いま

す。まずこの質問を１点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）：金子議員さんのご質

問にお答えしたいと存じます。 

 議員も申しているようにかつてない厳しい状況に

あると考えているところでございます。ＷＴＯ・Ｆ

ＴＡ・ＥＰＡの関係につきましては重要品目の取扱

いについては今現在継続中のようでございます。私

も国の方の経済連携局の方に一応その内容等につい

ても聞いてみた状況にありますけれども、このよう

な関係につきましては来年度、今ちょうど首相の交

代期という時期もございまして、これが就任される

とまたその考え方も若干変わってくる要素もあると

いうようなこともございまして、一応この関係につ

きましては来年度再度話し合われるというような形

になっているようでございます。関税等の関係につ

きましては以前と同様な考え方で話し合いをしてい

かなければならないものだろうと思っているところ

でございます。それにも増して今議員さんからお話

しがありましたように穀物価格の高騰、また原油価

格等の高騰の上昇は大きな問題として考えていると

ころでございます。これら穀物等の関係ですが、日

本でも自給自足出来るものではなく、海外に頼らざ

るを得ない実態から、なおかつ厳しいものがあろう

かと存じます。これは一貫に穀物価格の上昇だけに

は終わらず、関連製品全てが値上がりしていると、

これは原油価格等の高騰に伴うものではございます

けれども、そのような感じを持っているところでご

ざいます。上がっても下がることはないだろうと私

は考えているところでございます。よって以前から

執行方針等で申していましたように海外貿易摩擦に

対抗する足腰の強い農業経営を目指すということは

このようなことを指すのであって、自らもまた指導

もなされていない状況ではなかろうかと考えます。

集約・分業化というような話しも以前もしておりま

したけれども、法人化をしてこのような時に対応す

る備荒資金なりの資金保全も必要なことではないの

かと考えているところでございます。さらに農業者
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は、直接農林水産省へ出向いて陳情等をしているの

かどうか、私には解りかねるところがございますけ

れどもホクレン等、さらには農協の中央会等に要請

しているような状況。また、個別大手酪農企業家に

要請しているというような状況になっているのでは

ないのかと思っているところでございます。ただ、

ホクレンと農協中央会等に要請しているような状況

では問題は解決しないと私は思っているところでご

ざいます。失礼とは存じますがこれは団体は国とつ

うつうで情報開示がないのが通例ではないかと感じ

ております。これはＢＳＥ対策の時もそうでござい

ました。５～６年前から国と農協中央会とは日本も

今出るぞというようなことを知りつつも酪農家個々

にそのような情報化がなされていなかったというこ

とも事例としてあるわけでございます。そういうよ

うな状況の中で地域の経営者の方達、住民の生の声

を国に直接ぶつけていくということをしないと国は

なかなか腰を上げないということでございます。議

員はご承知のことと存じますが、このような現状を

申し上げたいと思います。 

 また、本年の４月から１１月までの生乳の生産量

は全道で前年同期に対し１００．３％、２４６万ｔ、

宗谷管内だけでは９８．７％、約１８万ｔ、東宗谷

農協の猿払支所分においては１１月現在では、前年

対比１０１．４％上回ったものの、トータルとして

は１００％と前年並みに推移しております。議員が

指摘されるとおり、生産費が９％位上昇し、これら

の対策として生乳生産価格を６％上げるよう酪農関

係団体は国に要請中と聞いているところでございま

すが、先にも申しましたが自分達の経営のことです。

国と対等関係に渡り合うというような考え方も持っ

て、十分それらを意識し団体は団体として自分達で

直接要求する積極的姿勢が必要と考えますし、村と

しても連動してまいりたいと考えているところでご

ざいます。例年と違いますので早くに相談していた

だきたかったことでございますが、これらの運動を

支援し管内統一的要請行動についても推進してまい

りたいと存じます。これらに関連し本村においても

様々な基盤・施設整備事業の導入や公共育成牧場の

体制整備を行い、酪農経営の近代化を目指す農家の

支援対策を検討協議しております。基盤整備につい

ては国営総合農地防災事業の導入、中山間地域等直

接支払交付金制度を活用した集乳道路整備、また牛

舎等施設整備、飼料供給体系の近代化と効率化を目

指し、公社営事業の導入等、酪農経営の効率化を目

指した意向を踏まえた農協や関係機関と協議をし、

合理的かつ効率的な推進を計画し事業着手に入って

おります。これら事業にかかる農家負担の軽減を図

る観点から制度資金の借入に対する利子助成につい

ても応分の負担を議会を始め、村民のご理解をいた

だいた中で対応していかなければならないと考えて

おりますことを議員ご理解をお願いしたいと存じま

す。この関係につきましてとりあえず以上を申し上

げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：先程、村長からご指

摘ありました農業の上部団体ということなのですけ

れども、確かに私達にとっても見えない部分という

のも随分正直あります。その中でどうにかして我々

の声を届けて欲しいという農協の役員さん、また宗

谷管内の農協組合長さん始め、伝えて一生懸命やっ

てもらっているところなのですけれども、実際乳価

と言われるのは９０円の時代ありました。それがこ

れ不思議なことに経営努力してどんどん下げるよう

に努力していったらだんだんこれも乳価も下がって

くる。だから所得がいつも増えないという状況に陥

っているわけなのです。その中で今回のようにコス

トが上がった時は、そのコストを上げてくれるとい

う運動を我々も強くこれからまだやっていかなくて

はいけないし、村民の方また皆さんの力を借りて取

り組んでいかなくてはいけないのではないのかと思

うのですけれども、そういうことでお願いというか、

もう一度道なり国なりに村長行かれた時には今の農

家の現状を強く訴えていただいて、また私達も一緒

になって頑張りますのでどうかよろしくお願いした

いと思うのですけれども一言お願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程、一時９０円と

いうようなお話しもございましたけれども、経営し

ていく上において努力してそのような状況になった
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わけでございまして、「努力するものが馬鹿をみる

」というようなことは言葉は悪いですけれども、こ

れは大変おかしな話しでありまして、努力するもの

は努力するなりに報われなければならないというの

は実態かと存じます。そういう面におきましては、

地域の方達がこのような環境を十分国に届くような

手法を考えていかなければ私はならないと思ってお

りまして、先程地域の生の声を国にぶつけていくと

いうことが必要であろうと思った次第でございます。

これは乳価ばかりでなくして、地方交付税の関係に

おいてもそうです。猿払村におかれましては第一次

産業、かなり努力して国に対して税金を納めており

ます。それが一定程度カットされる、これは交付税

の財源調整機能という考え方からいたしますと、致

し方ないと言えば致し方ないのですけれども、努力

している団体には何らかのそれなりの制度というも

のもあって、然るべきだろうと私は考えております

ので、一律的なものではなくしてそれぞれの町村の

地域の実情等もあろうかと思いますけれども、努力

しているものが報われるそういう時代を今後築いて

いかなければ一生このような状況が続いていくし、

また地域の声が国に直接届いていかなければ国はこ

れで良しというような考え方を持っているのが多い、

そういう状況の中では地域の実態を生の声を実際に

ぶつけるということが私は是非必要なことであろう

と、重要なことであろうと考えている次第でござい

ますので、その点よろしくご理解の程お願い申し上

げたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：それでは将来という

ことでお伺いいたします。 

先程、村長の方からも踏み込んで２番目の方もお

話しあったのですけれども、ポロ沼地区の農地防災

事業、この予定見直しを示していただきたいと思い

ます。それと来年から協議計画されている畜産担い

手育成総合整備事業、これは公舎営の事業でござい

ます。この事業というのは村が事業主体となるわけ

でございます。ただ、村がその中で金を支出すると

いうことはないのですけれども、受益者が負担して

やるわけなのですけれども、これで農協と農家の希

望に添ったなかなか今まで事業をやってきている中

で、施行の時期だとか色んなことが我々の希望どお

りにいかないという部分あったものですから、そう

いうことで出来ればそういうことも協議実施してい

ただきたいと思うのですけれども、村としての考え

方を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）：次の農地防災事業、

また担い手総合整備再編事業の関係でございます。 

 事業主体は村ではなく、防災事業関係につきまし

ては国に直轄でございます。それと担い手関係の事

業については、これは農業公社が事業主体となると

いうような形になりますのでその点ご理解、ご承知

おき願いたいと思います。協議実施は一向に私は構

いません。財政的な問題になると議員ご承知のとお

りでございます。前段の質問でも答弁したとおり事

業制度上、村としても上乗せをしているところでご

ざいます。希望に添えるかどうかそれこそ重要な協

議になろうかと存じます。第一次産業の発展を目指

すことから、また他の産業にも多大な経済的波及効

果をもたらすものと考えますので、緊密な協議をし

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。 

 また、昨日農業公社の常務がまいりました。これ

は担い手育成事業の関係で、早期整備という形の中

でうちの方としてもそういうような話し合いをして

いる関係上、これは農家の希望も取り入れた形の中

でそういう協議をしている関係上、常務が来まして

村に対するお礼と言いますか、そのような形で来て

おりましたので色々とお話しをしておいたところで

ございます。それと合わせまして地元の人が自分の

思うようにその整備が出来ないということについて

は、他の業者が入ってきて設計どおりに事業を実施

するというようなことが一番大きな要因になってい

るのではないのかとこのような私は感じをもってい

るところでございます。地元の業者でしたら顔見知

りでもあり、この部分をこういうふうに直してくれ

というようなことも大変言いやすいということもあ

ろうかと存じますので、私も出来るだけ公社の常務
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に対しても出来るだけランク付けという問題もあり

ますし、入札等の問題については全部札幌の農業公

社の方でやるわけでございますけれども、是非地域

の方達これらの例えばジョイント組んででも指名願

いを出して受けるというようなことも常務の方にも

申し上げております。常務の方といたしましては、

今かなり問題となっております一般競争入札だとか、

公募制度こういうものは確かに重要な要素を占める

今の行財政分野の中では大きな位置を占めるもので

はあるけれども、地元の関係については地元で出来

るだけやりたいというような意向も若干示しており

ましたので、その点についてもまた今後再度話しを

してまいらなければならないと感じたところでござ

います。 

また、具体的に申しますと国営総合農地防災事業

等につきましては順調に設計・計画が推移している

ところでございます。１０月３日から５日にかけて

調査結果の中間説明を受益者に行っておりまして１

１月２日に本事業促進期成会役員会を開催いたしま

して、国これは稚内の開発建設部からの説明を受け、

本事業の必要性を訴えたパンフレットを作成して計

画をしているところでございます。また、平成１７

年の９月には整備要綱の農家聞き取り調査を行って

おりますし、１８年から１９年にかけて農地の泥炭

地域の確認、機能低下の判定を行っているところで

ございます。また、平成１９年３月には地形地図の

作製を行っておりまして、通常４年かかるものを若

干早まっている状況ではないのかと感じているとこ

ろでございます。現在、受益面積整備工費の中間確

認を行っており来年度内に受益面積の確定をするこ

ととなっておりまして、一応計画事業費はとりあえ

ず全体として８０億というような形になっていると

ころでございます。一方、畜産担い手育成総合整備

事業の再編整備型の現在の状況でございますけれど

も、事業主体については農業開発公社でございます。

計画事業費、今の段階におきまして１９億９，９０

０万円となっているところでございます。事業実施

期間は平成、来年度から２０年度から２３年度とな

っているところでございます。受益者は２５戸で３

法人、１利用組合、個人は２１戸で事業内容は草地

造成１３．３５ｈａ、草地整備は２６１．２ｈａと

畜舎他建物１２棟、スラリーストア及びバンカーサ

イロ３基１ヶ所という形になっておりまして、その

他農機具等、作業機１２台と事業内容がなっている

ところでございます。この事業を展開した場合にお

かれましては、当然債務負担行為が必要となってま

いります。また、基盤強化資金を対応した場合にお

いては村の利子補給等も予想額として２０年間で１，

９６０万円程度の額が発生すると見込んでいるとこ

ろでございます。このような債務負担行為も出てく

るというような状況にもあります。そういう状況の

中での事業でございますので、出来るだけ関係団体、

農協等も十分この関係についても対応しながら協議

しながら進めてまいりたいとこのように考えている

次第でございますので、ひとつよろしくお願い申し

上げたいと存じます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：この問題につきまし

ては、これから事業をやっていく上で色んな不都合

とか出てきましたらまた質問したいと思います。 

 続きまして、猿払村地域新エネルギービジョンで

ございますが、平成１８年度に委員会が出来まして、

１９年度も委員数が拡充されて協議されていると思

うのですが、６つのこの大きなプロジェクトという

ものがあります。水産系バイオマスエネルギーとか、

ウエットバイオマス、村営牧場堆肥センター、風力

発電、役場周辺公共施設とか色んな６つのこの重点

プロジェクトというものが示されております。その

中でタイムスケジュールということで予定では短期

・中期ということで長期のやつもありますけれども、

２００８年度からということでこの冊子には載って

いるわけですけれども、果たして２０年度から事業

展開を考えているのか、また実施するとすればどの

プロジェクトをまず優先的にやっていくお考えなの

か。予算との規模との関係もございますので今考え

られていることを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）：猿払村新エネルギー

ビジョンの関係につきましてご答弁を申し上げます。 
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 先般行われました１２月８日の自民党の自由民主

党の移動政調会でもこの関係につきましては確実に

要請をしたところでございます。２０年度からソフ

ト的な事業展開につきましては、猿払村新エネルギ

ービジョン策定調査報告書に基づいたもの６点の重

点テーマの事業の内、村に賦存し特に循環資源とし

て有効利用度及び事業として実現性の高いテーマに

ついて現在未活用エネルギー事業導入可能性調査を

猿払村地域新エネルギービジョン推進検討委員会で

詳細に検討を行っているところでございます。今後

の予定といたしましては、今年度中にバイオマスタ

ウン構想案及び未活用のエネルギー事業導入可能性

調査をまとめあげた結果、事業の経済性・採算性・

実現性が高いと判断された場合には平成２０年度に

は北海道開発局と協議、ヒアリングを進めながら雇

用申請に向けて事業申請案の検討をしてまいりたい

と考えているところでございます。この事業申請案

の検討が順調に進みますと、平成２０年度中に補助

申請が出来るものと考えております。その後、補助

金決定がありましたら平成２１年度に事業展開が出

来るものと考えているところでございます。 

次にプロジェクトですが、計画事業申請は村とな

りますが、事業主体は特定目的会社を設立し運営に

あたるという考え方でいるところでございます。事

業資金につきましては、国からの補助２分の１とな

っておりますので残りの２分の１につきましては公

募による参画企業からの融資や出資とプロジェクト

ファイナンスの利用等を考えているところでござい

ます。どれが一番優先的であるかということについ

ては、今後これらを十分見極めていかなければなり

ませんし、また財源的な問題もありますので十分そ

の点見極めた形の中で、また未活用資源の賦存量の

調査等の関係から将来にわたってこの関係において

温暖化防止の効果を上げれるような活用も必要とな

ってまいりますので、十分な選定をしていかなけれ

ばならないと考えているところでございます。予算

規模でございますけれども、原料の未活用ウエット

バイオマスをどの程度の品目にするか事業費用が大

きく変わりますことから、今のところ全体事業費は

出ておりませんが、現在推進委員会で協議検討して

いただいているところでございます。調査報告書が

作成されましたらお知らせをしたいと思っていると

ころでございます。 

また、先に述べました未活用ウエットバイオマス

の原料につきましては帆立ウロ、家畜糞尿、生ゴミ、

下水汚泥、廃食用油につきまして検討しているとこ

ろでございます。このような関係で一応色んな角度

から考えてこの事業の推進、大変これから重要な事

業になってくるのではないのかと思っているところ

でございまして、猿払村といたしましても地域新エ

ネルギービジョンにつきましては「頑張る地方応援

プログラム」というような形の中で十分対応してい

かなければならないと考えている次第でございます。

こういうことでございますので内容等決定次第、議

員さん始め村民の方々に広報をして理解を求めてい

かなければならないものと存じているところでござ

いますので、ひとつよろしくお願いを申し上げたい

と存じます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：今説明あったのです

けれどもまだ具体的にということは、まだ検討委員

会で検討している段階ということなのですけれども、

この冊子見させていただいて感じたのですけれども、

確かに素晴らしい事業運営管理協議体というのがこ

れが出来るのであれば素晴らしいことだと思うので

す。だけど現実的に考えると疑問符正直あります。

というのは建物とかそういう施設だとか、そういう

ものはどうにかして予算確保したり、村も支援した

りした形の中でたつとは思うのですけれども、実際

運営の中で運営が一番問題だと思うのです。その中

でこういう理想的な公募による業者の人とか、色ん

な携わっている企業の人とかでやれれば一番いいの

ですけれども、最終的にはエネルギーにした時のコ

ストになりますよね。だからこのコストがきちんと

出てこなければ、我々としても議論しようがないし、

またこういう組織表が組織図あたりが出来るのかど

うか。というのも疑問に思います。それと土曜日の

日でしたかアンケートを農家の方にアンケート、ま

ちづくりの方から堆肥の具合はどうですかというこ
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とでアンケートきたのですけれども、正直言って今

村営牧場でリサイクルセンターあります。それは１

０戸位の農家があそこに持って行って堆肥の水分を

飛ばして、リサイクルしてるというセンターあるの

ですけれども、もしこのバイオマスとなると堆肥で

は難しいと思うのです。液でないと対応出来ない部

分があるのではないかと思うのです。液肥となると

村営牧場に搾乳施設でもやらない限り液肥はあそこ

で出ないので、このフリーストールとかやっている

人は液肥ありますけれども、そこから今度運んでき

たりしたりするというコストは大変な莫大なコスト

かかります。だから今の堆肥センターでエネルギー

生産を考えるのは難しいと思うし、将来的に搾乳施

設でもあそこでやれればそういう液肥の部分出ます

から、それは全道何カ所かやっている所ありますけ

れども、かなりそれも普及しないというのはなかな

かきつい難しいコスト割れを起こしているのではな

いかと想像しているのですけれども、だからこれを

議論していく詰めていく段階で資源はありますよ、

いっぱいありますよね、確かに色んな資源がありま

す。だけど最終的にはその中心になって運営してい

く所のコストになると思うので、その辺をくれぐれ

も間違わないようにと言うか、判断を間違わないよ

うなことで委員会も検討していただきたいと思うの

ですけれどもいかがですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

確かに議員さんのおっしゃるとおり特定目的会社を

設立して、後の部分につきましては企業、もしくは

市民ファンドだとかそういうものを利用して行政が

なるべく携わらないような形で検討していきたいと

考えております。ただ、今議員さんおっしゃるとお

り、色んな牛糞の関係で液肥だとか敷ワラだとか色

んな部分がありますので、その部分につきましては

策定推進委員の中に酪農経営者の方ですとか、浜鬼

志別の牧場のあそこの堆肥センターの工場長とか色

々入っておりますので、そういう有識者の方から色

々、議員おっしゃられたような意見を反映させなが

ら今後その目的会社が、行政が経営していくわけで

はないのであくまでも特定目的会社というものを設

立して推進していきたいということで、そこの出口

コストの部分、それから入口コストの部分と出口の

部分についても、しっかり検討していって赤字が出

るようであれば当然やっても意味がありませんので、

その部分は黒字になるような形に果たして出来るの

かどうか。そういうのも今後検討して策定としてま

とめてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：最後になりますけれ

ども、くれぐれも情報を公開していただきたい。だ

からそのコスト計算にしても、色んな仕組みの中で

入れなければならないものを入れなかったりという

のは今までも私達もそうなのですけれども、色んな

ことがあったのでそういう情報は正しい情報を公開

していただきたいというのを最後の質問にさせてい

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）：お答えいたします。 

 これらに関しましての一応情報公開というものに

ついては当然のことでございます。従いまして情報

公開した形の中で村民の皆様からまたその情報をい

ただくというようなことが、この事業をやっていく

上においての必要性というものが大きなものが、大

きな意味があると考えておりますので、そのような

方向で進めていきたいと考えている次第でございま

す。それと合わせて、またこれにつきましては一つ

は大きな目的としては地球温暖化と、化石燃料を使

わないような形の中でこのような新エネルギーとい

うものを作成していくというような考え方を持って

いる関係上、一村だけで出来るような問題ではこれ

はないと考えているところでございます。数多くの

市町村等、また目的会社等が立ち上がってこれらを

クリアしていかなければ京都議定書に基づく分野だ

とか、この前行われました会議の関係、直近の会議

の関係でも４５％程度のエネルギーの削減というも

のについてはなかなか難しい状況にあろうかと思い

ますので、村だけの問題でなくしてこれは全世界的

な問題でもあると、非常に大きな問題であると考え
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ておりますので私達も一つのこのようなものを作り

上げた形の中で成功させ、それを他の方達に普及さ

せていくということが与えられた使命ではないのか

とこのような考え方を持っておりますので、その点

につきましてもひとつご理解を賜れればありがたい

とこのように感じておりますのでよろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：以上で終わります。 

○議長（山須田清一君）：１０時５５分まで休憩い

たします。 

 

休憩 午前１０時４５分 
再開 午前１０時５５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。 

 ２番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは一般質問い

たします。大きく５点について質問いたします。 

この際、議長にお伺いします。２番目、１番目と

２番目時間的な配分の都合がありまして、２番目を

先にやりたいと思いますけれどもよろしいでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：はい。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは２番目の灯

油の高騰による弱者対策ということで、連日新聞で

報道されております。特に低所得者、特に年金生活

者です。それと高齢者、こういった部分については

悲惨な状況だと、そういう状況はもう承知のことだ

ろうと理解しております。そこで自治体もそうです

し、議会も含めてこの原油価格の上昇により灯油、

まともに価格が消費者に被さってくると、そういっ

た意味では価格の抑制政策というような部分で国に

求めていく、そういうことが必要だろうと私は思う

のです。色々福祉灯油、そういった対策は自治体、

それと国の助成制度も今考えているようです。道に

ついても同じ対策をとろうとしているのですけれど

も、根本的な解決にはどうにもならないと私は考え

るのです。そこを自治体の首長として具体的にこう

いう状況をどういう対応をなされようとしているの

か、この点で１点伺いたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確かに原油の高騰の

関係につきましては、極めて私達生活者に与える影

響はかなり大きなものがあろうかと存じます。まだ

まだ値上がりする可能性というものもまたあろうか

と存じます。国・道の方向も実施する方向で結論付

けがなされているようであります。村といたしまし

ても早い段階から実施の方向で検討しなければなら

ないと考えていたところでもございます。首長とし

ての具体的な対策ではございますけれども、一首長

でこれらの問題を解決出来るかと言いますと世界的

な状況を情勢を考え合わせた形の中で検討していか

なければならないという部分もあろうかと存じます。

あると存じます。従いまして私達は地方団体といた

しましては、地方６団体統一行動でそのような早期

総決起大会等も含めた形の中で国にこれらの要望を

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。全国的に出来なければ、北海道だけでも

このような方向性をもって進んでいくことが私達の

責任であると感じているところでございます。そう

いう部分におきまして今後引き続きこの件について

は対応を十分に考えていかなければならない大きな

問題であろうと考えている次第でございます。よろ

しくその点お願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この部分で村長が一

自治体ではどうにもならない、誠にそのとおりであ

りまして、そこをどこを大きく輪を広げていくとい

うことが必要です。単独ではどうしようも出来ない

ですから。そこで村長のリーダーシップが必要だと。

一自治体の首長と言いながらも事を起こすこと、火

の手をあげることが非常に大事なことだと思います

ので努力願いたいと思います。 

 次に具体的に自治体として何が出来るかというこ

とに入っていきますけれども、福祉灯油という制度

が前ありました。それが廃止になったと聞いており

ますけれども、今までまたはこれから考えて、考え
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ようとしている、もしもやろうとするのであれば灯

油の今までやってきた実績でも結構です。対象戸数

が何戸あって、それと灯油価格が前年と対比して正

確な数字があればそれを教えていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁いたします。 

 原油価格の高騰によって油類価格上昇はなかなか

治まる様子を見せていないような実態で、先程申し

ましたようにまだ上がっていく可能性というものも

あろうかと思います。そういう状況の中で福祉灯油

制度につきましては昭和４９年に北海道が設置した

制度であります。その後、平成１０年から市町村単

位で制度を引き継いで行うようになり、道は実施市

町村に対し補助金を交付するという形式に変わって

きました。しかし、財政難を理由に廃止の方向に進

んだ市町村もあり、平成１８年には実施市町村が５

０市町村に割っているというのが現状であると思っ

ております。今では制度の変革と共に社会福祉協議

会を窓口に歳末助け合い義援金を基に見舞金事業の

一部に福祉灯油購入を位置付け、民生委員協議会の

認定を受けた世帯に対し給付を行ってまいりました

が、平成１７年に歳末助け合い義援金配分要綱等を

改正した際に福祉灯油を削除し、見舞金の中に統合

したという経過がございます。今回の灯油単価の上

昇に当たって道内の多くの市町村でこの福祉灯油に

ついて取組みが検討されていると聞いているところ

でございますし、道からも補助金の補助限度額が５

０万から１０万に変更するという内容で緊急文書が

入ってきているところでもございます。村といたし

ましても北海道の冬の生活に直結する燃料費の負担

の増額について、低所得世帯を対象に何らかの助成

が必要と考えておりました。しかし、村として助成

する為には条例規則等の整備が必要となりますが、

今回の議会への提案議題とすることが出来ませんで

した。そこで対象世帯の１ヶ月分の灯油消費量１５

０リットルとし、４月から１２月までの灯油単価上

昇分が２１円でありましたので、１１月から３月ま

での５ヶ月分として算定し、１万５，０００円を給

付したいと考えております。給付対象者につきまし

ては配分委員会において決定をいただきたいと思っ

ているところでございます。今月の１７日にその配

分会議が招集され、歳末助け合い義援金から対象世

帯へ５，０００円の給付をするとの決定がされまし

たので村はそれに１万円を上積みし、年末に本来こ

の条例等の問題もございますし、３月にと考え方を

持っていたところでもございましたけれども、一応

１２月に支給したいという考え方の基に村ではそれ

に１０，０００円を上積みいたしまして１万５，０

００円というような形にしたところでございます。

年末に給付する歳末助け合い義援金・見舞金と一緒

に対象世帯にお届けしたいと考えております。 

なお、この関係につきましての分野についての予

算については、今議会においてこの福祉灯油の部分

につきまして追加提案をいたしまして、社会福祉協

議会助成金として増額計上させていただく予定でお

ります。給付の対象の関係でございますけれども、

見舞金の給付の関係につきましては、毎年１２月１

日現在における次に掲げる世帯で北海道共同募金会

猿払分会配分委員会において認定した世帯とすると

しているところでございますし、まして福祉施設入

居者、生活保護法の被保護世帯、税法上等の戸の扶

養者、道村民課税世帯等は除きますけれども、この

ような要保護の世帯、現在生活保護を受けていない

世帯で特に生活が困難で保護を必要とする状態にあ

る次の各項に掲げる該当する世帯、ただしその世帯

が高齢者の低所得者を受ける場合にあっては、低所

得者全世帯非課税でありかつ課税年金収入と合計、

所得金額の合計が８０万以下で年金以外に所得が無

い者の階層とするとしているところでございます。

満７０歳以上の独居老人及び夫婦とも満７０歳以上

の老人世帯と、世帯主が公的障害者年金を受給して

いる心身障害者世帯、ひとり親世帯、その他の生活

困窮世帯という形をとっているところでございます。

給付は現金として支給したいと考えているところで

もございます。なお、この給付については平成１９

年度限り行うものとするとなっておりますけれども、

この関係につきましてまだまだ高騰等が続くような

状況の中では再度考えていく必要性というものも十

分に配慮してまいりたいと考えている次第でござい

ますのでひとつその点ご理解を賜りますようよろし
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くお願い申し上げたいと存じます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の申しました中身

の内容によりますと対象世帯は３６世帯という形に

なってまいります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それで対象者につい

て若干、生活困窮者８０万以下ということでござい

ますけれども、新聞報道それとテレビの報道で昨日

もやってました。年金だけの１２０万円で生活、月

１２万円の生活です。３分の１が灯油代に消えてし

まう、家では火は焚かない、公共施設に行って暖を

とっていると、そういう状況なわけです。８０万円

以下という基準全く解らないのですけれども、あま

りにも暖かみがない。言わんとすることはギリギリ

の生活している年金生活者、我々共済年金受けてま

すけれどもそれであっても大変なのですこういう状

況というのは。今５ヶ月分で月１５０リットル２１

円で５ヶ月分というのですけれども、５ヶ月で足り

ますか猿払村に住んでいて。殆ど７月、８月じゃな

いですかストーブを使わない、あとはストーブ使っ

ているのです現実的に。道北で札幌コープで調べた

１１月２６日の道新では平均年間道北では１，９０

０リットル使っているというのです。それで２５円

今後見込んでも４万６，０００円の家計費負担にな

るというデータもあります。明らかにデータは違う。

それと私も実は燃料屋さんに行って調べました。平

均的には１５０リットルという数字も教えていただ

きました。しかし、こういう部分もう少し対象戸数

が３６戸、１，０００世帯あるわけです。猿払村は

そんな豊かな人間が多いのかという位ですけれども

３６戸、１，０００世帯で何％になりますか。％見

たら分かるはずです。少なくても５％から６％みん

な手当しているのです。それだけ困った人が他の町

村が多いのかというとそうではないです。データ的

にはうちも高齢者２０数％いるのです。そういった

部分でもう少し従来の福祉灯油を支給していた基準

をもう少し改めて見ていただきたい。もう少し温か

く見てもらいたい。その中には低所得世帯は基より

母子家庭も当然入るでしょう。これは当然収入も少

なくなってくる、そういう弱者世帯という部分をも

うちょっと密に調査してその対応の幅を広げていく

と。それと５ヶ月分で１万５，０００円、１万円の

ところもあります。５，０００円のところも色々あ

るのですけれども、猿払村は特に厳しいです村長。

そういった意味では少なくても４万６，０００円と

いう統計的なデータがあるとすれば少なくてもその

半額というのが本来的な手当でないでしょうか。そ

の辺りの見解を求めます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：その関係につきまし

て答弁させていただきます。 

確かに３６世帯という部分については高齢者世帯

からしてみますと低い数字であると私も理解してお

ります。従いまして今回この後、この関係につきま

して１２月支給という形の中で先程も申しましたよ

うに補正予算もまた追加提案という形の中で組ませ

ていただくということでご理解を賜りたいと思いま

すけれども、今議員がご質問された分野について一

応３月までの期間中に十分に検討させていただけれ

ばありがたいとこのように感じておりますのでひと

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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：正に緊急事態、住民

も緊急事態という生活において、そういった部分で

村長暖かい対応をひとつ村長の裁量で求めていきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは通告の１番目に入ります。基幹産業にお

ける危機管理意識と対策について、これについて全

般的に基幹産業全般について個別に質問していきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 世界的なレベルで温暖化を中心として環境変化、

それと先程金子議員が言ったエネルギー、そういっ

た変化の問題、食糧、貿易摩擦、そういう取り巻く

環境非常に厳しい。特に日本経済バブルの崩壊から

はじまりまして国の財政難、端を発した構造改革、

そういった部分の荒波にさらされた結果、猿払村も

例外なくその波に押し流されている。都市と地方の

格差、これについても国レベルでも議論されており



－10－ 

ます。猿払村の行財政運営も正に危機的な状況とい

う部分では共通した認識であると思いますけれども、

最近の消費構造の変化だとか、石油の値上がり、公

共事業減少していっている。そういったあらゆる複

雑な要素が複数的に構造的に重なっているそういう

状況です。そういう中では住民の日常生活が当然無

論ですけれども、基幹産業にも非常に大きな影響を

与えるというような部分、これは総合的な観点から

この危機管理対策、これについてお伺いしていきた

いと思います。 

時間が配分の中で非常に難しいのですけれども簡

潔に、まず林業資源の活用と資源管理、環境対策の

考え方、これについては国有林だとか民有林を問わ

ず、木材市況は低迷している。従って森林伐採後の

保育管理や猿払村でも切った後は保育管理をしてい

ない、植林もしていないというそういう状況が今生

まれているのではないだろうか。そういう森林の荒

廃が全国的に進んでいるのですけれども、村ではこ

ういう実態をどう捉えているか。それについて。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：林業の活用と資源の

管理、環境対策等の関係につきまして答弁をさせて

いただきたいと思います。 

 活用の関係でございますけれども、間伐材の利用、

間伐することによりまして木の育成を早め、資源管

理と温暖化現象の助にもなると考えますし、森の中

を歩く森林浴による健康管理にも役立つものと一応

考えます。また、切り出すことの費用も多額にかか

るものと推計しなければならず、財源的にも考えな

ければならないと思います。また、最終的には国土

環境保全対策となってくるものと効果が将来的には

期待されるものだろうと考えているところでござい

ます。今年度２ヶ所で植林を実施、水源涵養、防雪

対策加えて魚付林等の効用効果を図るのが目的でご

ざいました。資源の活用につきましては、現在では

猿払村で林業関係に携わっている方は少なく、活用

につきましては炭焼き、クラフト、燃料等、色んな

部分で可能ではないかと思われます。猿払村の民有

林の森林区分では、天然林が約１万９，７００ｈａ、

人工林が３，７６１ｈａ、人工林はわずかに１５％

程度であり、比較的に輪齢が若い森林であります。

現在、除間伐を実施している林分は５年の年齢級の

ものでございまして、２５年生の第１段階のつる木

や森林牧野育成不良木等、整理する保育間伐を実施

している現況でありますので、これらについてはそ

の製品としての活用が出来る段階にないこと等、運

搬コストを考えると現地処理での対策が一番の森林

づくりになるものと考えているところでございます。

その後、８齢級、４０年生位までになると列状の間

伐が可能となることからその時期における市場の状

況等を勘案し、間伐材としての活用を図っていかな

ければならないと考えているところでもございます。

また、森林資源管理についてでございますけれども、

現在国有林、民有林所有者との保育増林を実施して

きております。また、魚付林や水源の涵養を目的に

漁業協同組合には継続的に造林を実施していただき、

女性部また子ども達に森づくりの重要性をご理解い

ただき永年にわたり植樹を行ってきているところで

ございます。しかし、過去民有林において皆伐や火

災等からその後造林を行わないで放置のままの無立

木地が現在１，９８０ｈａあります。これらの山林

所有者に対して村と森林組合等で造林等の要請等を

行っているところでございますが、現況は森林の重

要性は理解していただくものの、大変所有者として

は厳しいものがあるというような状況の中で植林が

なされていないというような状況にはあります。し

かし、私達行政サイドといたしましても財源等の問

題もございますけれども、そのようなことも考え合

わせた形の中で所有者との調整を図りながら植林を

し続けていかなければならないものだと考えている

ところでもございます。さらに環境対策につきまし

て、現在までに林道等の整備を実施してまいりまし

たが幹線林道網の整備はほぼ完了したものと考えて

いるところでございます。今後の林道の整備につき

ましては、山林所有者が行う作業路があるかと思い

ますが、本線とは違い林地を最小限の範囲で通すこ

とから環境にも配慮したものと考えます。大変今現

在、植林地が少ないというような状況の中で行政サ

イドといたしまして無立木地等の件につきましても

山林所有者と十分協議を進めながら協議をし、植林
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の造成を進めていかなければならない実態にあると

考えているところでございますので、今後そのよう

な方向に立った形の中でこの問題等を進めてまいり

たいと考えているところでございます。何と言いま

しても森林等の分野につきましては温暖化等の問題

等につきましては重要な役割を果たしているという

ような観点を持ちながら進めていかなければならな

い重要な問題であろうと考えている次第でございま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今村長の答弁の中で

間伐の時期まだきていない部分が多いというふうに

答弁されたように記憶しているのですけれども、今

日の新聞ですか、「チップからバイオ燃料、下川に

実験プラント、町内の間伐材を活用する」と。その

ようなことで下川は特別林業の町ですから、こうい

うところには先進的な町だと理解しておりますし、

この活用についてはもう少し積極的に考えるべきで

す。国有林に占める割合が猿払村非常に多いわけで

す。これをただ放置しておくという手はないと、そ

ういう活用をどう図っていくのか。これは新エネル

ギーのビジョンの中でもその賦存量としてそういう

間伐材についてはどの程度還付されているかまず第

１点。それとなかなか民間の所有者に山林所有者に

植林、保育管理を要請しても今の経済情勢の中では

難しいと、これ事実です。その中でもう一つ村長は、

林道について環境保全に結びついているが如きの発

言がありました。実は林道の開設の中で森林整備計

画というのを当然立てなければならない。その整備

計画と現実、保育管理、森林の整備というものにつ

いて合致しているのかどうか。林道はつけました、

民間の要請もありました、しかし山林整備に向けて

いく投資する力は今民間にはないと言われているの

です。そこで北海道でも財政改革の中で高橋知事「

林道事業継続であっても中止します。新規開設もし

ませんと、当分の間。」宣言しました。当然のこと

だろうと私は思います。今の状況の中ではです。林

道開設に森林整備計画が必要で、その森林整備計画

がきちんとなされているかどうかという検証はきち

んとされているか。それは高橋知事が継続中であっ

ても中止せざるを得ない今の財政状況、その林業状

況、そういったものを総合的な観点から判断したの

ですけれども、村長はそのあたり総合的にお答えい

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）：眞田議員の

質問にお答えいたします。 

 村では森林整備計画がございます。それで現時点

ではまだ林道の部分につきましては２本計画はして

おりますけれども、今年になって森林組合から林道

の要請もございましたけれども、現場を見て近くに

幹線林道があると、そういう部分では作業度的な部

分で十分に作業が出来るという部分も判断しまして、

行政評価委員会等にかけて評価をしていただいた経

過がございます。またそれ以外の専用保育だとかそ

ういう部分につきましても、現在今まで整備してき

た林道を使って計画、若干は違うのですけれども殆

ど整備という形はとっております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

眞田議員のご質問にお答えします。 

 新エネルギーの見地から見たバイオマスエネルギ

ーの中の森林林業バイオマスの関係なのですけれど

も、この部分につきましては賦存量の一応まとめと

評価ということで一応とりまとめをしておりますけ

れども、評価としましては多少林業活動があるが、

製材加工場等がない為に安定的に利用可能な木質系

バイオマスは一応存在しないということで、評価は

一応まとめております。その中で導入に対する評価

としまして、緊急性は低く臨時的対応が必要な場合

には対応出来るような準備をしておくべき新エネル

ギーという形で位置付けをしております。それとそ

の中に環境、その木質系の部分で一応カーボンの部

分がありますので、その部分についての検討につい

ても植林、先週まちづくり会議委員の方から天北桜

ロードの部分についての植樹、その中でカーボンオ

フセット、その部分についての色んな提言がありま
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すので、そういうものも利用しながら今後はその植

樹に対する環境の部分についても検討してまいりた

いと考えております。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今林道の関係等、間

伐材等の賦存量の関係等、担当課長から話しがあっ

たわけでございますけれども、総体的にそれらを含

めた形の中での民有林・国有林・村営林も含めた形

の中での総合的な検証というものをこれから十分に

対応を考えていかなければならないと思っておりま

す。そういう状況の中では、今現在としてそのよう

な形の中での各所有者等の林業の活性化等、環境対

策、色々ありますけれどもその分野についての総合

的な検証というものについては一応話し合われてい

ないというのが実態でございますので、今後それら

について十分詰めてまいりたいと思っているところ

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。 

○議員（眞田勝也君）：あと森林整備計画がきちん

と計画どおりいっているかどうか。 

○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）：お答えしま

す。 

 森林整備計画につきましては、森林組合の部分が

主にまとめておりまして、民有林の方の部分につい

ては森林組合をとおして計画が練られているという

状況になります。村ではその部分で森林計画に基づ

いて森林組合から上がってきた書類の部分について、

計画という部分で計画等を実施しているというのが

状況です。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：林道開設には、開設

したらこういう良い面がある、こういう効果が生ま

れる、森林もこういうふうに生まれ変わる、そうい

う計画が当然附帯で付いてくるわけです。それで村

長も林道は環境保全の為に必要だというような今お

答えの中に含まれていたのですけれども、最近は林

道が環境を破壊しているという部分もあると、逆説

です村長のそう言った部分を兼ね合わせていけば、

私もその部分に一時携わった部分ではバブルの真っ

盛りで、それ行けドンドンで森林整備計画が林道と

どういうふうにマッチングしているのかなんてのは

あまり問題としなかったと、そういう時代だったの

です。今しかし、高橋知事が財政改革の中で「継続

事業であっても中止をする、新規開設はしない当分

の間」それは何故かと言うと施行が森林整備計画に

林道開設による施行が計画どおりは絶対いっていな

いとこういう反省があるのです。データもある。民

間の山林所有者に今投資する力はないと、これもう

そういう判断したのです。消費者もはっきり言って

いるのですそれは。そう言った部分で猿払村におい

てももうこれ以上のむしろ破壊に繋がる今のままで

施行がきちんとなされないのであれば、森林整備計

画がきちんとなされないのであれば破壊に繋がる。

私はそういうふうに考えちゃうのです。ただ線をこ

うその周りは全然保育管理はされない。そういう状

況ではかなり苦しいんですけれども、当分の間はこ

れについては見直していくべきだと思うのです私は。

知事の考え方に私この部分なら賛同するのですけれ

ども村長今一度。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：林道の施行の関係に

つきまして一応きちんといっていないから中止をす

るという考え方は私は確かにそのとおりだと感じま

すけれども、施行経過がきちんといっているのであ

れば何も全て中止しなくても良いのではないのかと

いう感じも思っているわけですけれども、これは森

林整備計画がどうのこうのと言うよりも、道財政全

般の私は話しとしてどこかを道としても公共事業を

削らなければならない。そうしないと道の財政もや

っていけないというような実態があるのではないの

かと変わった変な考え方になろうかと思いますけれ

ども、そういう考え方も私は持っております。確か

に以前は、以前と言うよりもつい近年のことですけ

れども、支庁の方からやってくれないかというよう

な話しもあったことはこれ事実なのですはっきり言

いまして。そういう道として効果の薄い、また全て

施行計画どおりやっていないというような一つの理

由付けの基に公共事業を減らしていくと、そして道

財政を立て直していくというようなそういう裏が私
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は見えるような感じがしてどうしてもならないので

す。ただしこれは林業関係ばかりではないと思いま

すけれども、しかし施行計画どおりにはこれは計画

を作ったのですからやっていかなければならないと

これはそう思います。そういう意味では色んな問題

は別問題といたしまして、この林業の関係について

はそのような方向で進んでいかなければならないだ

ろうと思っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで公共

事業の為の公共事業という位置付けがあったことは

事実、北海道の山林を如何に甦らすかという観点の

中から、当時は北海道の方から支庁の方からこの事

業を何とかして取り込まないかとそういう時代もあ

ったことは確かなのです。村長それは間違いないの

です。そういう状況の中で森林をどう甦らすかと、

そういう観点からこの事業は絶対必要だという認識

で今まで取り組んできたのですけれども、今の状況

であればどうしようも出来ないです本当に。そうい

った状況の中では見合わせざるを得ないのではない

だろうかと、私はそういうふうに感じます。そうい

った部分十分配慮していただきたい。 

 次に時間もなくなりますので、農業を取り巻く環

境と対策についてお伺いします。 

 まず先程、金子議員の方から質問もありました。

重複するところがありますのでこれについては簡単

に収めたいと思いますけれども、我々は情報運用情

勢、色んな情勢を知る上で配合肥料、穀物の高騰、

その原油高に燃料費の高騰、経営の影響にどの程度

あるのかという部分については全く承知していない

のです。新聞だとかマスコミで経営の影響はどうな

のだというような部分では抽象的には証言されるけ

れども、具体的なものはないです。どの程度どうな

っているのかというような部分。そういった部分で

は情報が極めて少ないのです私達も、村長もそうだ

と思います。具体的に本村の農業における影響につ

いては金子議員の答弁で分かりましたけれども、数

値的にどういうふうになっているのかという部分で

は経営全体の経営に占める経営コストがどうなのか、

どういう影響を与えているという分析はなされてお

りますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応計数的な分析こ

れは個々の酪農家、また東宗谷農協猿払支所分とい

うような形になってこようかと存じますけれども、

実際に前回も農協の組合長、また参事さんとも懇談

をしておりますけれども、そのような計数等につい

て一応話し合いは当然しておりませんし、また農協

自体でそれらをきちんとつかむということについて

は、また今年度の場合についてはこれからその計数

がきちんとつかまれてくるだろうと考えているとこ

ろでございます。今一番重要な時期でございますの

で、そういう計数もきちんとつかまえて今後のビジ

ョンを立てていくということも必要なことだろうと

考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：金子議員の質問の中

で１０％位経営コストについてはしていると、一部

報道によれば１５％という数字もどこかで見たこと

があると私は、金子議員は１０％位とその位なのだ

ろうかと思います。ただそれは村長、こういう分析

をきちんと行政として基幹産業ですから農業関係団

体だけに全てまかせて、それと協議をするというこ

とも当然当たり前のこととしてやらなければならな

いのですけれども、本当にどういう影響を与えるの

か。数値的にどうなるのかという部分きちんと行政

としても把握する必要があるのです、行政の責任で。

そういう調査を裏付けをきちんとした上で対策、ど

こに求めていくにしてもきちんとした協議・要請と

いう格好に繋がっていくのです。調査なくして、対

策なしなのです。そういうものをきちんと分析した

上で、これだけの影響があるのだと、だからこうい

う手当をしなければいけないのではないか国はと、

そういう形でいかなければいけないと思います。こ

れはやっぱり要請しておきたいと思います。国は１

２月に農政の見直しということで、緊急財政措置と

して２００７年の補正、それと２００８年の当初予

算で１，１００億円という部分では農家支援をする

ということで合意したということを報じられており

まして、これは冷夏対策や肥料用のバイオ燃料用の
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転作助成、そういったものが主であって今の穀物肥

料、燃料高騰による対策は一切入っていないのです

この中に、今は国は対策ゼロなのです。早急にこの

２００８年度で予算対策、これ計上させる必要があ

ると思います。そういう部分で村長は先程も関係団

体と連携した要請活動をしていくということで答弁

されておりましたから、これは当然努力していただ

きたい強烈に。そういうことで要請しておきたいと

思います。さらに１２月１５日の道新で乳価の値上

げというような部分でこれは標茶かどこかの農協だ

と記憶しているのですけれども、ホクレンに乳価ア

ップを求めてます。しかし、昨年生乳を廃棄してい

るのです余剰牛乳出て、涙も出るようなそういうこ

とをやらせて、今年はまたバターがない、生乳が不

足している。こういう見通しの甘さじゃこれは村長

の責任ではないのですけれども、これはホクレン、

国絡めたこういうまずさがこういう状況を生んでい

るのだろうと思うのです。こういうものも積極的に

おかしいというとこはきちんと主張していくべきだ

ろうと、それは首長としての責任も農業団体と一緒

にやるべきだろうと思います。それで先程、金子議

員さんが言われたように１２月に１０円の値上げと

いう部分で、飲用については合意がなされたという

ことですけれども、ホクレンもメーカーに対してこ

れも今日の新聞ですけれども、これ１月から３月分

を要望していくというようなことで今日も新聞報道

なされておりました。しかし、ここでいけばメーカ

ーは１０円を値上げする消費者に対してです。販売

価格１０円値上げしていくということですから、こ

れ高くなったら買わないです。商品低迷ということ

も価格だけ上乗せしていくという考え方では危険な

部分がある。これは今、原油の高騰、穀物のこうい

う状況というのは国の対策です。それをきっちり押

さえながら国に対してどういう対策を求めるのかや

っていかなければならない。そういう意味で村と農

業団体、それと議会も含めて今正に危機的なこうい

う状態、漁業も一緒にこれは後で話しになりますけ

れども、これ対策チームを立ち上げてでも猿払村か

ら管内へ、管内から全道へ、全道から国へという形

でこれをやっていかなければ解決しないのです。先

程、農業団体が国に対し、北海道に対しても要請を

していると、だけれど要請している内容も解らない

と、情報がないのです我々も。そういった状況では

力にならない弱いものになる。より力を強める為に

は一緒になった連携活動が必要だと理解します。そ

れについてお答え。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程も金子議員さん

に申し上げた内容のとおりでございまして、団体等

についての基本的な考え方を申し述べたところでご

ざいますけれども、地元地域から直接の生産者から

の声というものが必要だということを申し上げたと

ころでございます。そういうような私の基本的な考

え方に立った形の中で、これはＢＳＥでも先程言っ

たように苦い経験もあるわけでございまして、そう

いう情報がないというような形の中で苦い経験もあ

るわけでございますから、行政・議会・農業関係団

体合わせて上部の関係団体、また国等への要請とい

うものを当然必要だろうと私は考えておりまして、

そういう部分ではそういう位置付けの中で、当然そ

のような協議会的なものを作成した形の中、また期

成会的なものを作成した形の中で十分に国に向かっ

て、また世界に向かってと言っても過言ではないと

思います。そういう分野できちんと対応をしていく

と、これが果たして良い方向に出るか、悪い方向に

出るか、これは別問題としてもやるべきことはやら

なければならないという考え方に立っておりますの

で、そのようなことを申し上げて答弁に代えさせて

いただきます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことは重要

な基幹産業ですから、絶対に守っていかなければな

らない。全く危機的な状況ですから、今言ったよう

な村長の言うような形で猿払村からのろし上げる、

そういうことを要望しておきたいと思います。 

 次にオーストラリアとのこれはＷＴＯの問題色々

ありますから、経済連携協定のそのものについては

金子議員が若干触れておられましたから、これにつ

いては村長も努力しているというような部分では見

えますので飛ばしていきたいと思います。 
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 次に休耕地の現状と対策ということでお伺いしま

すけれども、離農跡地だとか、農地として活用され

ていない土地がどうなっているのかという状況把握

はきちんとなされているかどうか。これについてお

伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：休耕地の現状と対策

についてというご質問でございますので答弁をさせ

ていただきます。 

 現在、休耕地の現状については正確に把握してお

りませんが、傾斜地・泥炭地・離農跡地等、現況を

把握し有効活用を図り対策として、１９年度は一般

農家で休耕地のじゃがいも栽培をした実績もござい

ます。主流は十勝士幌が有名ですが、気候温暖化に

より品質が悪く商品価値が非常に下がっているとい

うようなこともございまして、本村で作られたと昨

年度は、これが非常に品質が良かったということも

ございまして、そういう例えば休耕地があったとし

たならばそのようなことをやっていくことは非常に

私はいいことだろうと思っているところでございま

す。また、その休耕地の中でのそばの栽培等、こう

いうことも視野に入れた考え方の中で私は必要なこ

とと思いますし、これによって受益者等の利益の一

部になればと、地域のまちづくりの一貫になればと

期待を寄せているところでもございます。農業委員

会の調べによりますと、村内における農用地の利用

状況は泥炭地で雨が多い年は利用出来ない泥炭地を

除き全ての耕地が利用されているという状況になっ

ておりまして、その中で傾斜地等により一枚の畑の

中で利用出来ないような状況にある低利用地として

は１５ｈａ程度、離農跡地の中で所有者が死亡し、

相続等の整理がつかず、原野化に近い土地が９ｈａ

ほどあります。これらの土地の対応につきましては、

泥炭地については現在国営総合農地防災事業で機能

回復を計画し、将来農用地として活用を考えている

ところでございます。利用地については農作業等の

安全等も考慮して効率化、効率的な使用を所有者と

利用者と協議して耕作、放牧地にならないよう努め

てまいりたいと考えているところでございます。ま

た、今後離農等により発生する離農跡地についても

農協や集落、地区集落とも協議し同様に耕作、放棄

地が出ないようなそのような活用・利活用について

協議していきたいと考えているところでございます

けれども、その中にも所有している畑の中でも使わ

れていない分野があろかという感じは持っておりま

す。昨年度のそのじゃがいもの栽培等の関係もあり

非常に品質が良くて、向こうは温暖化によって温度

が高くて良い物が採れない。こちらの方は比較的温

度が低い関係上良い物が採れるというような状況の

実態も明らかになったというような状態からして、

このようなことも合わせて将来考えていかなければ

ならない問題ではないのかと頭の片隅に私は思って

いるところでございます。以上が今休耕地の関係に

つきましての答弁でございます。よろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：力強いお言葉いただ

きまして、言ってみれば今牛乳だけの作目から他の

作目への可能性というような部分で、今十勝のじゃ

がいもを植えた経過もあるという、品質も非常に良

いというような部分含めて、これ是非新年度の予算

に何がしかの調査費でも計上してでも村長のリーダ

ーシップによってこの可能性についての調査、この

新エネルギーも当然良いですけれども、こういう部

門身近な部分での可能性の調査というような部分で、

庁舎内でチームを組んででもこれについて検討して

いくと、そういう意気込みを示していただけるかど

うかこの問題について今一度。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然、酪農家は個々

によっては採草地、放牧地として使える土地も当然

あるわけでございますけれども、このようなことは

どうなのか、言ってどうなのかということもありま

すけれども、草余りというような個々にはあるかと

思います。そういうような畑地を使ってそのような

ことをやっていくことは非常にこれから良いことだ

と私は思っているところでございますので、そのよ

うな方向性も考えていかなければならないと、去年

じゃがいもを作って私も現場に行って見てみました。

つくづく感じました。そういう部分ではそういう方
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向性も当然考えていかなければならないとつくづく

思っているところでございますので、来年度になる

かどうなのか別問題といたしましては将来そのよう

な耕作・放牧地の利用等も含めた形の中を十分調査

した形の中でそういうような方向性を見極めてまい

りたいとこのような感じをもっております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：何故これにこだわる

かと言いますと、今建設企業は公共事業の減少によ

って非常に難しい状況にきていると、道北での倒産

件数も建設業が圧倒的に多いとこういう状況です。

是非、これは異業種を参入させる一つの手段として

こういう方法もある、ああいう方法もある、色んな

可能性を探って村長、北海道の中でこの前研究所で

のある農試研究所での発表ですけれども、建設業の

参入は農業しかないのだともうそれしか、殆ど考え

方としては色々あるのですけれども、一番身近なも

のそれしかない。そう言った部分では農業関係団体

とも、また農業者とも緊密な連携をとりながらこう

いう対応をどうしたら良いのかというような部分、

可能性も含めて調査研究するという位のリーダーシ

ップで庁舎と農協で一緒にそういう部分考えるチー

ム作る、そういう考え方を示していただけないかと

いうことで今質問したい。午前中の質問これだけに

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）：先程も言ったように

異業種連携という形の中では酪農家の分野について

も活性化を図っていく上においては、非常に異業種

連携ということについては良いことだと私は思って

おります。そういう状況の中ではそういう所に入っ

て行って、酪農家と一緒になって酪農家のお手伝い

をするということも勿論必要でしょうし、そのよう

な具体的なチーム作りということも私は必要だろう

と異業種連携を行っていく上においては必要だろう

と、またこの異業種連携をすることによって一定程

度のある程度の調査の補助金なり、何なりは国から

支給されるという部分もあるわけでございまして、

そのような部分もある程度利活用しながらそのよう

な対策、チーム等を作っていく可能性は十分に秘め

ていると思いますし、是非やっていきたいという考

え方を持っているところでございますのでよろしく

お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：昼食の為、午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１２時００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。 

 眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは次の質問に

入らせていただきますけれども、昔の国営の農地開

墾事業と言うのですか。開墾建設事業それだとか、

それで駄目でさらに国営農地開発事業、それらで開

発した農地の中で土地改良も色々手を尽くしてやっ

てきたのですけれども、地形的な条件だとか、泥炭

地だとか、土壌的な条件で耕作が出来ないようなそ

ういう農地が存在していると思うのです。殆ど使え

ないような状態のそういう部分、どの程度あるのか

というような部分で今数値的には出ないでしょうけ

れども、具体的にそういう苦情と言うかそういう話

しはないか、農業者からです。そういう部分につい

て答えて。 

○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

質問にお答えいたします。 

 今現在、国営総合農地防災事業という部分で調査

をしておりますけれども、そういう部分については

湿地帯だとか色んな部分で埋木処理だとかという部

分がございまして、そういうものの調査によります

と今現在で９２２ｈａがこれは浅茅野の方は入って

おりませんけれども、９２２ｈａが低湿地という部

分です。その中で不陸生成が必要な部分という部分

が６８９ｈａ、それと障害物、廃根と言うのですか、

根っことか生えている部分については６５ｈａがあ

るという部分で、これは開発の聞き取り各農家回り

ました中の聞き取りの中で出てきている数字です。 
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以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：詳細に面積を分析さ

れているというような部分で、それについては敬意

を表します。それで９２０、不陸生成６８９、埋木

６５という数字上がってきているのですけれども、

これはもう２回も３回もと言ったら大袈裟ですけれ

ども、２回はもう負担金を払ってやってきているの

です。受益者負担を伴って、それでも農地にならな

い。そういう部分これに対応するのが農地防災事業

と考えてよろしいでしょうか。いいですか。その事

業の内容については我々承知していないのですけれ

ども、これらについても情報、この事業はどういう

ことやるのだという部分について議会では一切解ら

ないと、住民も解らないと、そういう形ではまずい

と、今後そういう部分については情報の開示をきち

んとしていただきたい。まず一つ要望しておきます。

それと合わせて農地防災事業でそういう部分の対応

をしていくということですけれども、またこれにつ

いて負担金を払うということはおかしな話しなので

す。当然、改良しても改良しても耕作困難の土地、

猿払村でも結構あると思うのです。埋木の処理で何

年かすると処理したつもりでも、また新たに土地が

沈下すると埋木がそのまま出てくるというような、

それでトラクターにも影響を与えるというようなこ

とも出てくる。そういう土地を新たに農地防災事業

でやるとすればこれ負担金伴うというのはおかしな

話しなのです。負担金は国の責任でやるべきで、そ

れと合わせて、さらに防災事業で対応しない、して

も無駄だというような土地については、負担金払う

必要ないと私はそう思うのです。今まで払ってきた

の間違いだと、その位国に求めていく姿勢が必要だ

と思いますけれども、それについてはいかがでしょ

う。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁させていただき

ます。 

 先程も申しましたように、国営農地総合防災事業

につきましては一応これは国直轄でございまして、

受益者負担等については出てまいりません。それと

この農地防災事業をやったきっかけでございますけ

れども、以前に灌漑排水ダムの関係がございました。

そういう関係でそれを一応止めたと、取り止めたと

いうことで開発から非常にお叱りやら、何やら色々

あったように聞いているわけでございますけれども、

私就任してからでございますけれども、一応農林水

産部回っておりまして設計課長から一応もう昔のこ

とは水に流して、本当にダムの水は水に流したとい

う感じでございますけれども、水に流すと、これか

ら農地防災事業をやっていこうと、私は諸手をあげ

て賛成したところでございます。これについては一

応国の負担というものは付いてまわりません。先程、

国の負担が付いてまわるというのは担い手農業、公

社の関係の方の分野でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これについては負担

が伴わない事業ということで、国の責任であるとい

うのは当然のことだろうと思いますし、私も今まで

あまり気が付かなかったのですけれども、この部分

についてどうもおかしいと、農地として土地改良や

って負担金は出したのだけれども使いものにならな

い。それにまた負担金取られて払っているという形

はどうも納得出来ない。そういうことで農地防災事

業で対応するということであればこれはこれでいい

けれども、やったにしてもまた難しい部分も出てく

ると思うのです。そういう泥炭地も厳しい所もある

と、それにやらない部分にまで負担金というのも、

そのあたりも合わせて内容を確かめる必要があるだ

ろうと、やらない、やってもまだ難しいというよう

な所については負担金も免除してもらうというよう

な取組みも当然伴ってくるのではないかと思います

ので、そのあたりを一つ配慮いただきたい。 

 それと次に入ります。ＢＳＥの対策について、村

長から行政報告ありました。村長の努力は聞き及ん

でおります。そういった部分で管内のリーダー的な

役割を果たして、そういう形でなされて知事も全頭

検査を表明したというようなこと、非常に大きな力

になったと、そういった部分で努力に対して敬意を

表します。この部分についての質問は一切ないです。
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ただそういった部分で、今後もそういう問題につい

ては精力的に努力いただきたい。 

 次に漁業を取り巻く環境と危機管理対策というこ

とで、これについては林業と同じく、漁業計画とい

うような部分では当然、漁船等の燃料、干し貝柱作

る時にはどうなのか、そのあたりも実態は掴んでお

りませんけれども、燃料の高騰によって年間の操業

経費、今年どの程度アップしたかというような部分

では担当者から資料はいただいてある程度理解出来

ました。相当の数字になるのだと大きい影響を与え

ているのだというのは理解出来ましたし、しかし下

がる見込みが今後もないわけですけれども、来年度

後の数字的なものはどう影響を与える、そういうも

のの分析がなされているかどうか。 

○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。 

 来年度の事業の関係につきまして、これから恐ら

く原油の高騰等もまた恐らく上がっていく可能性も

あろうと思いますし、また来年の魚価からによって

その辺のバランスの変化というものも変わってくる

だろうと思いますので、今ここで何％ということは

実際計数としてはなかなか解らないところでござい

ますので、その点はご勘弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：数値的なものはまだ

押さえきれていないというような部分で、どの程度

の影響になるのかというのが心配される部分がある

と思います。ただ、一般的に操業費の高騰というこ

とになりますと、漁業生産物の価格に跳ね返るとい

うような部分では心配されるのです。そういう部分

で原料の価格がアップする、それに伴って加工をし

ていく、そして消費の価格もそういう部分ではアッ

プしていくと、そういった部分でどんな影響を与え

るのかというような部分について、数字的なものは

押さえていないということですから、村長今の理解

の中でその部分についてどういう感想をお持ちか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：これは漁業関係ばか

りでなくして、他の農業関係も第一次産業もその他

の製品製造加工等の分野についても同じことが言え

るかと思います。従いまして原油の高騰等の石油等

の高騰があるということになった場合に、国民生活

の上においてはかなりな打撃が被るだろうと思って

おります。まして来年度以降、民間等の賃金等につ

いても若干下回るというような報道もされておりま

すし、そういう状況の中では大変厳しい消費者の生

活が強いられていくのだろうと、このような私は考

え方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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう部分では消

費者にもそういう跳ね返りがあって、消費者にも厳

しい状況が生まれると、加工業者にも当然そういう

跳ね返り出てくる。しかしそれは次に消費者に今言

うように転嫁される、最後は消費者の所に行くので

すけれども、ダメージは中間、中間、中間、生産者

から中間の加工、消費者という段階的にいくのです、

薄まるだけの話しで。最後はだけれど消費者の高値

なのでという格好になっちゃうわけですから、これ

は消費の低迷というような部分で大きな影響がある

だろうと私は思うのです。そういった部分でその影

響たるや、何ぼ物を採っても消費されなければどう

にもならない。貯まっちゃえば、外国の輸出だけで

全て賄えるのであれば、輸出だけで賄えるのであれ

ばいいですけれども、国内消費というものも侮れな

い無視は出来ないだろう。そういった部分で影響あ

るとすれば何らかの対策を打たなければこれ全体が

駄目になってしまうという問題があるのです。そう

いう部分では緊急な対策が今求められているのだろ

うと思うのです。これは農業も漁業も一緒です。認

識一緒ですけれども、漁業もそういうことで関係者

が一致して同じ共通の認識の基に国に強力にこれを

要請呼びかけていくということが今求められており

ますけれども、今後どういう形でそれをやっていこ

うと村長は今考えておりますか。 

○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。 

 最終的には消費者に大きく繋がっていく、これは
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もうはっきりしていることでございまして、今国の

施策と政策といたしまして色々な形でやられている

ような状況にはあります。要するに地域の先程、議

員もおっしゃいましたように地域の格差是正の問題

だとか、地域を切り捨てる問題だとか繋がっていき

はしないかということを私は心配をしているところ

でございまして、この分野については国のきちんと

した制度的なもので公共事業はどんどんと減ってい

っているわけでございまして、これからも恐らく減

っていくだろうと、国の構造改革の為には、そうい

うような意味からいたしましても私は内需の拡大と

いうものが消費者に対する内需の拡大、消費者がひ

もを緩くしていただくということが一番の施策、景

気の回復の道筋に繋がっていくのではないのかと、

その為には国がきちんとしたそういう部分での制度

的改正をしていくと、国民に負担をかけないそのよ

うな政治的に改革をして内需拡大を図っていくとい

うことが私は一番の景気回復の対応の一番の第一義

的な問題であろうと考えているところでございます。

バブルの崩壊の時も公共事業をどんどんどんどんと

出しました。よって今みたいな市町村財政、都道府

県財政になってしまったということがあるわけでご

ざいます。公共事業だけでやっているのであればこ

れはもう元の黙阿弥です。従いまして、あの時も内

需拡大によって景気回復が図られたという一つの轍

があるわけです。そういう意味からいたしましても、

今回につきましてもそういうような考え方を国の方

がきちんと認識して意識してやってもらわなければ

私は困ると考えているところでございます。そのよ

うな考え方に私は今立っているというようなことを

ご理解願いたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう対策は国に

きちんと対応してもらわなければならなきゃならな

い、それでなかったら困るというのは分かるのです。

当然のことなのです。国の政策的、これをどう対策

を練っていくのかというような部分では絶対村長と

共通認識なのです。これみんな各議員も皆同じ認識

だと思うのですけれども、それをどういう形で国に

そのうちの窮状を知ってもらうか、分かってもらう

かというような部分では村も議会も漁業者もみんな

各業者一致したものの考え方で共通認識で向かって

いかなければならない。そういう場をきちんと作っ

て、要請活動を続けていかなければ。それと一つひ

とつの自治体の中での器の中で国に訴えてもあまり

効果がないと、であれば管内的に、全道的に、全国

的にといううねりを作っていかなければならない。

これも農業の問題も一緒だと思うのです。是非、そ

ういう形を作っていただきたい、そういう決意の程

はどうでしょうか。最後にします。 

○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。 

 先程も部分的に申しましたけれども、一猿払村だ

けで到底無理な話であろうと考えます。この問題に

関しては、地方６団体これらの問題を最終的に捉え

て総決起大会でも地方で出来るような体制を整えて

いく必要性というものは私は痛切に感じております。

そういう部分でこの分野を何とか施策の転換を図っ

ていけるような方向性に持っていければと考えてい

るところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：先程も答弁ありまし

たけれども、系統いわゆる団体については札幌の中

心にでかいビルをホクレンで例えば、ホクレンでで

かいビルを構えて、現場の認識というのが一致して

いない部分だって結構あると思うのです。だからそ

ういうところをそこだけに頼っちゃいけないという

ことなのです。むしろそういうところじゃなく、行

政も一緒になって、消費者も一緒になってうねりを

起こしていかなければこの問題は解決しないと、農

業問題について。そういう意味できちんとした決意

を聞きたかったのです村長に。それでそういうこと

で緊急にこういう対策が必要だと思いますので、こ

れについては早急に声を出していくというところか

ら始めていただきたい。 

 それで次の質問に移ります。 

 地球の温暖化による影響と考えられる現象が北海

道、それと内地府県の青森あたりもテレビやマスコ

ミ等で報道されているのです。コンブの問題もあり
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ますし、そういう色んな今温暖化による海水温の上

昇により色んな影響を受けているというような部分

で、猿払村でそういう現象が発生した事例があるの

か。そしてあるとすればその対策をどうするのかと

いうような部分についてどういう認識をされている

かお伺いしたい。 

○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。 

 地球温暖化による影響と考えられる現象、この関

係につきましてはマスコミ等で非常に多く捉えられ

ていて、その現状も様々映像されているというよう

な実態は真に見えているわけでございます。そうい

う状況の中でそれを食い止める為の問題についても

世界各国で協議をされているということも実態も承

知しているところでございます。そういう状況の中

で村として考えられるようなことは、一番大きな問

題としては海岸浸食、海水温が高くなってきている

ということが言えるのかどうなのかという部分につ

いては、これは解析調査によってでないと解らない

という分野ではございましょうけれども、海岸浸食

が異常にここ数年厳しくなっているというようなこ

とが言えると思います。あちらこちらで暖流の魚が

寒流の所で捕れたり、寒流の魚が暖流の所で捕れた

りというような部分があって海水温の上昇という部

分もこれもまた影響なのかなという感じもしている

ところでございます。当村といたしましては、それ

らの問題は別問題といたしましても海岸浸食、国土

保全これを守っていくと。護岸を高くしたり、潜堤

を設けたり、離岸堤を設けたり、こういう問題の対

策をきちんとこれから講じていかなければならない

問題だろうと考えているところでございますので、

そういう部分で影響が見られるのではないかという

ようなことを考えているところでございます。ただ、

単純なるシケで海岸がなくなったというような問題

では私はないだろうと考えているところでございま

すので、その点よろしくお願い申し上げたいと存じ

ます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：現地の例としては海

岸浸食があると、それに対応する為には国土保全事

業、そういった部分で今後の対策として考えていく

ということの答弁あったわけですけれども、海岸浸

食について急激な海面上昇があってこうなったわけ

でもないと、私はそう思うのですけれども、その他

に今まで捕れなかった色んな魚種は言ってみれば水

温の高い所で捕れる魚種が網にかかるようになった

とか、色んなそういう現象があるわけです。そこで

今うちの主産である帆立について水温が１度上がっ

たからどういう影響あるのか、２度上がったからど

ういう影響があるのかという部分については私は専

門的には承知しませんけれども、何らかの影響があ

るとすれば、そういう影響があった時にどういうふ

うに対応していくのだというそういうものの心の準

備をしておかなければならないだろうと思うのです。

それと村長は過去に沿岸養殖の問題、執行方針で述

べられておりました。沿岸養殖事業というのですか。

そういう事業を言ってみれば幅広い水産資源を育成

していくという努力が今求められているのではない

だろうか、この機会ではないだろうかと私は思うの

です。そこで具体的な提案しますけれども、今宗谷

あたりでも中国に非常になまこや何か珍重されてい

るという価格も、それがいつまで続くのかというよ

うな部分では不透明な部分があります。しかし、そ

ういう努力は続けていくべきだろうと、宗谷あたり

では試験的に色んなことを研究開発やっていると聞

いておりますので、猿払村においても試験栽培のそ

れともまた調査研究の為の施設誘致位は道または国

と掛け合って蓄養施設、試験研究施設というものを

誘致するという考え方は村長ありませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁いたします。 

 その関係については既にもう走り出しております。

まだ公表出来る段階ではございませんので、まだ議

会の方には公表はしておりませんけれども、公表し

ている分野については例の貝殻の分野、貝殻の粉砕

事業の企業誘致という問題が一つございます。それ

によって魚礁を作って海に沈めてコンブ・ウニ、プ

ラスなまこというような部分で幅を広げていきたい

というような考え方をもっております。これ藻礁が

入ることによって、海水温が１度下がると一般的に
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言われているわけでございまして、１度下がるとい

うことは相当な影響がこうあると言われております。

先月の１１月、試験的に魚礁を２基持ってきており

ます。しかし、ちょうどもう操業が帆立の操業が終

わる時期でございましたし、また漁船にそれを積む

ことが出来ないということもございまして、今村有

地に保管している部分でございますけれども２基持

ってきておりまして、来春、浜鬼志別の漁港の工事

が始まった段階でそれらを利用した形の中で一応投

入をしたいと。それとまた漁民との話し合いですけ

れども、投入する場所の選定をこれもまた急がなけ

ればならないだろうと考えているところでございま

す。今の温暖化現象によってこのまま帆立がずっと

続いていくのかと、やっぱり帆立だけに頼っていて

は将来的に果たしてどうなのかということにも懸念

をしていかなければならないという部分もございま

すので、そういう部分では他種業種の開発というも

のも当然必要でございます。また、今の浜鬼志別漁

港の海岸についてももっともっと広げる必要がある

のかと、それによって養殖の基地も出来上がる、そ

ういうことも出来るということも考えていかなけれ

ばならないのかと思っておりますので、これらにつ

いても漁業協同組合の方とも十分相談を申し上げな

がら進めてまいらなければならないと、このような

考え方を持っているところでございますので私の考

え方としては今そういう状況、実施の分野とそれか

らこれからのもっと安全・安心な漁港というものを

作って、そして安全な食品を提供していくというこ

とが大きな目的であろうと思っておりますので、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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：猿払村は日本で有数

な帆立の産地です。そういう強い資源を持っている

わけですけれども、それに対する研究施設とか、そ

ういった部分について国の機関、道の機関、全くな

いです。猿払村だけだと思うのです。私も議員研修

で島に行かせていただいた機会には、蓄養施設ウニ

の色んな施設で試験研究やっているのです。猿払村

に全く村長はそういう夢は語るけれども、そういう

施設は一つもないのです。企画してもそういう調査

研究をきちんとしておかなければ今すぐやりたいと

言ってもやれないです。だからそういう研究施設・

蓄養施設も含めた研究施設は絶対必要だと思うので

す。そこを聞いているのです。そういう努力は必要

だと私思うのですけれども、村長の認識を聞きます。 

○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。 

 そういう意味において蓄養施設等を作る場合にお

いては今漁港の拡張も行われましたし、それにつれ

て漁港を大きくしていく、その中で蓄養施設等を作

った形の中で試験研究というような部分。またそこ

に蓄養しておいて、冬に出荷するというようなこと

もまたこれ大切なことだろうと思っているところで

ございますので、そういう部分でご理解を賜りたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：その長いスパンでロ

ングスパンでものを考える、漁港を拡張していった

ら何年先の話しですか。そんな話しを聞いているの

ではないのです。今求められる対策として、あらゆ

る海で今うちの前浜でやれるそういったものを試験

研究、そして取組んでいくというそういう考え方に

は、そういうもの誘致するという努力が必要じゃな

いですか。港整備するのに何年かかるのですか。そ

れを具体的に言って下さい。 

○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。 

 私はそのようなつもりで今質問あったようなつも

りで話しをした状況でございます。要するに港の拡

張というものについては相当年数かかることははっ

きりしていることでございますから、そのような出

来上がってから何をするかという問題ではないと、

そういう問題ではなくて、今ご質問のあったような

形の中で私はやっていく必要性というものを早急に

感じなければならないと、これは漁民の方達、組合

の方達と協議をして早急にそういうような方向付け

も必要と考えますので、協議を十分にしていかなけ

ればならないと考えているところでございます。考

え方は同じでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう施設の誘致

についてもこれからは関係団体との協議をしながら

進めていくという考え方でよろしいですか。であれ

ば早急にやるという考え方でよろしいですね。 

 次に移りますけれども、ロシアとサハリン州石油

天然ガスのサハリン２というのがありますけれども、

この原油タンカーの激増が予想されております。タ

ンカーは宗谷海峡を通って日本や韓国に原油を運ぶ

ということです。海峡周辺の往来という部分では現

在数１０回らしいです。それが２００回に増える見

通しだということです。サハリン２の運営会社はサ

ハリンエナジーと言うのですか、これについては９

月に道内漁業団体と油流出防止に最善を尽くすとの

文書を交換したと新聞報道されておりました。しか

し、昨年ですかオホーツク海沿岸で２月に油まみれ

の鳥が発見されて、しかしどこでどう漏れてどうい

うふうになっているのかというのは全く原因が解ら

ない場所も特定出来ないという状況なのです。そん

なこともありますし、宗谷海峡でもしも１０万ｔの

タンカーからこれは新聞の内容ですけれども、５，

５００ｔの原油が流出した場合、オホーツク海これ

は稚内・網走・知床まで数１００億円の損害が数年

続くと予想されている。事故の備え、こういった部

分では私も消防に居た頃に対策協議ありまして薄ら

寒さを感じたのです。事故の備え全くない。今こう

いう起きた場合に対策の打ちようがないというのが

現状なのですけれども、今現状はどうなっているの

か。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：サハリン２の関係に

ついてお答えを申し上げたいと思います。 

 今議員も申しましたようにご承知のことと存じま

す。サハリン２につきましては、サハリン北東部で

石油・天然ガス等を採掘し、アニワまで約８００ｋ

のパイプラインを建設して運ぶ事業で３社共同開発

会社サハリンエナジーインベストメントを設立、こ

の会社の出資率はシェル、オランダのロイヤルダッ

チシェル社が５５％の出資、三井物産が２５％の出

資、三菱商事が２０％で出資をしている会社でござ

います。この利益を独占し費用回収後はロシア政府

と利益を折半する契約であると聞き及んでおります。

アニワ湾からタンカーで、今の公表の段階では日本

海側を通るというような公表になってはおりますけ

れども、はっきりした公表は出されていないようで

ございまして、私も先般、道新だと思いますけれど

も見ましたら２つに宗谷海峡から分かれている、オ

ホーツク海側と日本海側とに分かれているような線

引きがされていたような記事を見たことがあります

けれども、宗谷海峡で事故が起きた場合にどうする

のかということは、先程議員さんもおっしゃったよ

うに大変な問題が発生すると、沿岸は壊滅的打撃を

被るというようなことになってくるだろうと思って

おります。その対策は今だかつて確立されておりま

せんけれども、この関係につきましても先の自民党

の移動政調会の時に要請したところでございます。

多方面への要請が求められますし、一猿払村だけの

問題ではない。沿岸町村こぞってその対策検討が必

要と考えているところでもございます。今、サハリ

ン２原油タンカー原油による対策についてでござい

ますけれども、道北地区沿岸海域排出油防除協議会

が設立されているところでございます。そこで構成

団体といたしましては、宗谷支庁・留萌支庁・稚内

海上保安部・旭川運輸局支局・稚内地方気象台・稚

内開発建設部・稚内市・利尻・利尻富士町・礼文町

・幌延町・天塩・遠別・豊富・枝幸・浜頓別・猿払

・稚内警察署・天塩警察署・枝幸警察署・稚内消防

事務組合・それぞれの各消防事務組合・各漁協・石

油関係会社と、また建設会社・運輸会社と６６団体

の企業がこれに入っているわけでございます。目的

といたしましては、宗谷支庁の沿岸地域及び留萌支

庁・天塩及び遠別町の沿岸海域において船舶及び海

洋施設から排出油事故が発生した場合の原因者のみ

では的確な防除措置が出来ないという判断される場

合、関係機関及び団体等が一体となって総合的な排

出油防除活動について必要な事項を協議するという

ことが一つの目的となっているわけでございます。

協議の中身、業務でございますけれども、道北地区

沿岸海域における排出油防除マニュアルの作成と、

それから排出油防除の為の出動体制、総合通報体制

の確立、排出油防除の為の資機材の研究、取扱いの
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研究及び備蓄整備の推進と、排出油防除の為の訓練

の実施、その他排出油の防除に関する研究及び情報

交換ということで、これは平成１４年の３月に設立

されているところでございます。サハリン２とは何

かということについては、議員ご承知のことと存じ

ます。それでサハリンからの宗谷海峡経由のタンカ

ーの航行についてでございます。サハリン２のタン

カーの航行については今のところ来年から始まる予

定であると聞いておりますが、現在のところ若干工

事が遅れている為、サハリンの船積み場所等が確定

していないということで、遅れているというような

ことでございまして、これが確定した段階では稼働

すると年間３００回、３００回程度の往復が見込ま

れるというような状況になっております。タンカー

も１０万ｔクラスのタンカーにより宗谷海峡を航行

する予定であるということでございます。また、そ

の使用するタンカーも船艇は２重構造となっており、

衝突等になっても強い構造となっていると聞いてお

ります。また、タンカーは全てＰＩ保険を義務付け

ておりまして、もし油漏れ等が生じた場合は船主が

かけているＰＩ保険が適用となって油の防除経費や

漁業被害経費、人件費等、一切の経費は保険が適用

となるとなっております。基本的には船主が油の防

除にかかる一切の責任を負うことになるわけでござ

いますが、稚内海上保安部による上空と海、巡視艇

から油漏れの現状を即座に調査し、その状況によっ

ては国家レベルの体制も必要となると、油流出を最

小限に食い止めることとなるような状況を考えてい

るところでございます。現在、稚内・紋別・留萌港

に海上保安部の巡視艇に配備されている油の撹拌装

置を装備しているというような状況にもあります。

また、この関係についても私は一部室蘭港に上がる

と聞いていたのですが、資料等を見る限りにおいて

は、苫小牧港に大量の資機材を保管しており、そこ

で油防除の為の資機材の備蓄をしているというよう

な実態にあるようでございます。これが今の報道で

は横浜にある海上保安部、横浜に直接上がるという

ような情報もあるわけでございますけれども、果た

してどうなのかその辺も確かではございませんけれ

ども、横浜にある海上保安部の横浜機動防除基地に

は油防除にかかる専門隊が配備され、大々的な油が

流出した場合には迅速な対応として現地に出向き中

和剤の種類や資機材の使用等、被害を最小限に食い

止める為の方法・対応をすることとなっているとこ

ろでございます。市町村の役割としては道北地域沿

岸海域排出油の防除協議会が作成した油防除マニュ

アルに添った形で対応するというような形をとって

いる状況にあるわけでございます。以上が市町村の

この役割となる油の流出の規模等による対応が拡大

する大規模な流出の場合は国家レベルの対応となる

ということでございます。猿払村の備蓄品でござい

ますけれども、わずかでこざいますけれどもオイル

フェンス２００ｍ、これは浜猿払地区に保管してい

ることでもございますし、また漁業協同組合でも２

００ｍのオイルフェンスを所有しているということ

でございます。ただ、タンカーが大きいだけにこの

ようなオイルフェンスだけでは当然対応は出来ない

だろうと思っているところでございます。特にサハ

リン２から出る原油については揮発性の高い普通の

原油とは違う、性質が違うということも言われてお

りまして、またそれに伴った高度な対応がまた必要

になってくるのかなと、このような考え方も私とし

て持っているところでございます。以上が一応サハ

リン２の関係について申し上げましたところでござ

います。まだまだ不透明な部分が正確に公表されて

いないという部分について、私としても残念に思っ

ていることでございますし、また対策の協議会につ

いてもきちんとした情報に基づいた形の中での対応

策というものも必要になってくるだろうということ

からして、いち早く正式なサハリン２の原油タンカ

ーの関係についての情報公開というものが必要にな

ってくるだろうと考えている次第でございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：防除協議会で防災時

に来る対策マニュアルそういったものが作られてい

る。それと事故があった時の責任としては、船主の

ＰＩ保険それを適用させる。海上保安庁ではこう言

っているのです。現状で大規模な原油流出事故が起

これば沿岸の被害を防ぐことは無理だと断言してい
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ます。当然私も防災会議やっていた時には、全然対

応は出来ませんということが現実なのです。全く対

応なんて出来ませんと、そういう事情の中で対策マ

ニュアル作ってこうやるというのはいいのですけれ

ども、如何せん道具が何もない、資材も何もないと

いうのが現実ではないですか。そういう実態を村長

きちんと掴んでいただきたい。それと船主の責任で

ＰＩ保険、この内容は本当に数百億円にものぼる規

模で数年続くわけですよね。きちんと補償される内

容になるのか。それと漁業だけの問題ではない、加

工全てのものに影響されてくるわけです。猿払村で

の存続にかかわる税収の行政まともに影響してきま

す。そういう部分どういう補償内容になっているの

かお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ＰＩ保険の今の現状、

どのような形でどのような補償制度があるのかとい

うことについては、現在私としてまだ掴んでいない

というのが事実でございます。それとこの他に世界

的に原油タンカーの事故等に対しては、世界的にそ

ういうような災害対策の為の基金等が積んでおられ

るというようなこともありますので、そういう基金

からの援助と支援等もあろうかと思っているところ

でございます。 

以上でございます。何せ内容等詳しく解らないこ

と大変失礼とは存じますけれども、その点ご理解を

賜りたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：その補償内容につい

ても承知していないと全く対策として手ぬるいです。

起きてしまってからどうするではどうしようも出来

ない。だから、少なくても猿払村の沿岸においてど

ういう影響を与える、帆立その他、業種についてそ

れが損害額何ぼです。それにかかわる色んな二次、

三次という形で、一次、二次加工にどういうダメー

ジを与えるのか。猿払村のそれこそ行政の原資とし

ての税収にてどういう影響を与えるのかというトー

タルした損害額を出して、こんな大変な状態になる

ということを国にきちんと認識していただかなけれ

ば危険なのです。そこをきちんと明らかにして国に

現状を認識してもらう作業がまず今一番求められる

と思うのです。その作業についてどうするのか。私

は保険もそうですし、保険は国と結べばいいのです。

国の国策で輸入したりそういう部分で動くのであれ

ば国の責任で原因は補償すべきだと私は思うのです。

そういった部分含めて、現状は被害・災害起きた時

にこういう被害が被る猿払村ではという、そういう

想定をしておかなければならないと思いますけれど

もそれについては、それと国の責任という部分につ

いて。 

○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。 

 当然そのとおりだと考えます。一村の問題でなく

して、沿岸地域全員の被害額がいくらになるのかと

いうことも、完全に掴まなければならないと思って

おります。これは先程言いました対策協議会の中で

も広域的な形の中で連携を組まれておりますので、

そういう状況の中でそれぞれの個々の沿岸地域にど

の程度の水揚げがあって、どの程度の被害が被るの

かということは、これはもうはっきり出てくるだろ

うと今後、そういうふうに考えております。それと

国の責任の問題についても、当然国も責任を負って

もらわなければならないと、これは国の国策として

やっていることでも一助でもあるわけでございます

から、当然これは国として面倒を見てもらわなけれ

ばならないと思っているところでございます。その

ＰＩ保険で足りない分については国策とか、世界的

基金だとかそういう分野での対応というものは当然

のことだろうと私は考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：国の責任でやっても

らわなければならないと言っても村長の考え方は「

当然やってもらわなければならないでしょうそんな

こと」と言っているのに等しいのです。だから今そ

ういう状態なので被害起きた時これだけになってし

まうと、国がどう考えるのですかという具体的なも

のをきちんと訴えていく手段を持たなければならな

い。必要性があるということです。だから国はどう

するのですかこういう被害起きた時に、そういう明
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確なものなければ私はそう思いますでは、対策にも

何にもならない。その部分を今一度聞かせていただ

きたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：これは当然そのとお

り、私の言葉がちょっと足りなかったせいもあると

思いますけれども、当然そのような方向でいかなけ

ればならないと思っております。こういう広域連携

的な協議会の中でも追求していくというようなこと

もまた、声を揃えて中央に向かうということも当然

考え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。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで次に

入らせていただきます。 

 商工観光対策について。時間ないので端折ってい

きます。 

 商業・食品加工等の活性化、商店街がどんどん閉

店に追い込まれている。シャッター降りている建物

の活用、これらについてどういうふうに考えるかと

いうような部分で質問したいと思います。閉店の建

物とシャッター降りている建物何店か目立つのです

けれども、所有者の協力を願って、知恵を絞ってそ

ういう建物をどう活用していくかということに検討

をしていくということについては行政もリードする

必要があると思いますけれども、それについてはど

う考えるか、まず第１点。それと同時に地元での消

費活動をあおるという意味で、日常的に住民に呼び

かけていくということも必要と考えますがこの辺り

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。 

 閉店の関係の建物の活用の関係でございますけれ

ども商工会、地権者との話し合い、さらには自治会

の中でその在り方、有効活用方法について協議して

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、この閉店建物についても地権者はある

ものの、またそれらと協議しながらふれあい広場等

の実現、ひきこもり高齢者対策イベント実施等、ボ

ランティアの集いの場と日常的な役割、子どもと高

齢者の遊び場というような形の中で有効活用を図っ

ていきたいと私は考えているところでございます。

自分達の地域の在り方等検討していくことが最も自

分達のまちづくりに繋がっていくものだと思ってい

るところでございます。また、商業の活性化等の商

店街の活力、活性化の関係の部分については、広域

連携をしている関係上、こういう活性化については

多いに検討すべき事項であると思います。他産業と

連携し、個々町村の特性を連携している町村の特性

を出し合いながら持ち回りで単なるイベントでなく

して、向上的なイベントを考え実行することによっ

てその地域の商店の活性化というものが図っていか

れるのではないかというような感じを持っていると

ころでございまして、その為の広域連携というもの

が作られたと私は考えているところでございますの

で、これらを広域的な事業計画をきちんと策定して

いただいて有意に実行していくことが大きなこれか

らの推進に、活性化の推進に繋がっていくものであ

ろうと考えているところでございます。端折って簡

単にご説明申し上げましたけれども、そのような考

え方でございます。また、商業の取り巻く状況でご

ざいますけれども、個々のライフワークの変化、情

報の多様化と少子化、生活圏の拡大等、時代変化と

共に消費者の動向に大きく左右されてきております。

取り分け購買動向は近隣市町へ流れていると、イン

ターネットでの商品購入、通信販売、共同購入等、

地元小売店の利用に大きな影響があるのが実態でご

ざいます。小売店においても価格上昇や後継者不足

が深刻な問題となっておりまして、商店街の維持も

難しくなってきている状況と考えざるを得ません。

その為には何をするかということが求められるもの

だと思っております。また、商工会も国・道の補助

の削減、会員の減少等、自助努力で経営が難しく、

近隣商工会との広域連携というものが先程申しまし

たように進められているところでございます。その

ような状況の中で活性化、いくらかでも廃れないよ

うな活性化というものを図っていく必要性があろう

と、その為の連携であろうと考えますし、その為に

は行政サイドとしても十分にバックアップ、支援を

していかなければならないと考えているところでご



－26－ 

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：２時１０分まで休憩いた

します。 

 

休憩 午後 ２時００分 
再開 午後 ２時１０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。 

 眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長の今の答弁分か

りました。 

 しかし、活性化の事業計画を立てたにしても目標

がなければ駄目だと、いつ頃までにこれをやってい

くとそういうことを含めて一つ考えて下さい。いつ

までもダラダラだと２年、３年というわけにはいか

ないですからこれを一つ。それと、中心街を活性化

させるというのは、活性化というのは賑わいだと思

うのです。人が賑わなければ、集落が８つにも点在

しているという村の特性からして、これは日常的に

地域間でのコミュニティーが絶対不足している。村

長も当然それに意識されていると、高齢者も若者も

いつでも集いが出来るような、その為に今関連もあ

るから急いでそういうものが、そういうことごとに

活かしていきたいとするならば結論を急ぐべきだと

私思いますので、そこを努力していただきたい。そ

れと、直接賑わいの場を行政に求めるというのは無

理な話ですから、これは間接的なバックアップを行

政として担わなければならないと部分があるのです。

足の確保です正に、そういった部分で民間バス、宗

谷バスはともかく村営バス運行体制の見直しについ

ては９月の定例会で同僚議員が一般質問して公共機

関、交通機関の在り方について一般質問しました。

今でもその考え方全く変わりはないか、それに。 

○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。 

 バスの関係でございますけれども、今鬼志別・猿

払線一応この前の自民党の政調会の時に、私文書も

出さないでいきなりやるのが主義なものですから、

一定の文書は出しましたけれどもその他の口頭での

質問の中で土木現業所長が要するに、来年度１億２，

０００万予算を付けて供用を開始すると、はっきり

代議士の前で答弁いたしました。来年度供用開始な

るだろうと思っております。その為にはどこかの道

営事業がしわ寄せくるのかという感じもしないわけ

ではないですけれども、そのような感じでおりまし

た。１路線に１億２，０００万もの事業費が果たし

て付けれるものなのか、どうなのかという疑問を持

ったところでございます。それによってバス路線も

恐らく変わってくるだろうと考えなければならない。

想定しなければならないと思います。従いまして、

真っ直ぐ鬼志別から猿払まで行って、浜猿経由して

浅茅野に行くということになりますと、浜鬼志別、

それからエサンベ、猿骨の方達どうするのかいう問

題が果たして出るのか考えなければならないと思い

ます。その分野についても総合的な形の中で知来別

線も合わせて総合的な形の中で考えていかなければ

ならないと思っております。今どういうようなバス

の経路がこれから成されていくのかというのが、も

う２０年もバス路線に天北線の跡地については経っ

ているわけでございまして、その足の動向等も変わ

ってきていると思います。そういう面において総合

的に判断していかなければならないと思います。そ

れと合わせて以前は知来別線と猿払線の２本があっ

たわけでございまして、その猿払線の部分をどうす

るのかという部分も考えなければならない。また、

今買い物客で狩別から鬼志別まで、これは病院の関

係の薬の関係もございまして、それから通学の足の

関係もございまして、今週１回ですか、そういう部

分ではやっているわけでございますけれども、そう

いう部分についても合わせた形の中で総合的に検討

していく必要性というものを私は考えなければなら

ないだろうとこのように思っているところでござい

ますので、バス路線がどういうふうな経路になって

いくかによって随分とその様相が変わってくるのだ

ろうとこのように感じております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：色々な状況変化があ

るというような部分で不透明な部分があるというこ
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とですけれども、村営バスの運行について限定して

話ししますけれども、村営バス運行についてのメリ

ット、それとデメリットどういうところに問題があ

るのかという部分まず第１点。それで提案しますけ

れども、ハイヤー方式を採用することによって利用

する住民の時間的な制限がなくなるということもあ

るし、夜間の街の賑わいも一定程度確保出来ると、

村営ハイヤー方式にした場合の課題だとか経費につ

いて早急に分析して３月の議会でもこの部分につい

て報告願えるかどうかお答え。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：十分検討して出来る

か、出来ないか、これは別問題ですけれども検討し

た結果３月議会にでも、その辺について報告させて

いただきたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：出来るか、出来ない

かというより、これは住民の足、利便性をどう確保

するかというのが観点ですから、そのあたり十分に

課題だとか、経費的な部分でどうなるかというもの

を抑えたら結論はおおよそ出てくるとは思いますの

でよろしくお願い。 

 次に移りますけれども、今一次産業の部分で生産

物ありますけれども、それを一次加工で終わらずに

二次、三次まで加工して付加価値を付けていくとい

う、そういう必要性の認識については村長どう考え

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：必要の認識は考えて

おります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：言ってみればバック

アップ体制も必要だと思うのです。そういった部分

で具体的に提案しますけれども、付加価値を高める

ことによって商品増に結びつくような対策、これら

についても生産者と加工と行政と共同認識に立った

上で今後進めていかなければならないと思います。

具体的に提案しますけれども村のホームページ、こ

れは空かすことない、空かしておくことない、もし

か隙間があるのであれば製品の宣伝だとか、それか

ら販売、そういったものに生産者団体、個人、加工

業者そういった人達に一定料金は賦課しても構わな

いと思いますけれども利用させるという考え方は。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そのとおりと考えま

す。ホームページを使ったＰＲというものはこれは

もう重要なことだと思っております。その他に私と

しては今、ホタテの耳ですか、耳がそのまま排出さ

れているというような状況の中でそれらを例えば稚

内市との連携も考えてみたいなと思っております。

稚内にある緑ヶ丘学園ですか、実は私共の方として

授産施設を作ってこちらの方にそういうような形の

中での呼び込みで耳を使った製品、要するに先程申

しました三次付加というような考え方、このような

考え方にも似ておりますけれども、そのような方向

性も考えていかなければならないのかと、もったい

ない話しですから、このようなことも考えていかな

ければならないだろうとこのように思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは４月からで

もそういう部分は、要請あれば実行していただける

と理解してよろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応この関係につい

ては、今月の２１日に稚内地区消防事務組合議会が

ありますのでその時に稚内市長と話しをしてこよう

かと思っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ホームページの利用

については４月からでもいいですね。 

○村長（森 和正君）：はい。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは次に入りま

す。 

 観光の部分ですけれども、さるふつ公園端折って

いきますけれども、さるふつ公園での出店が来年度、

今年度の補正予算でやって、来年度は連休前にオー

プンと来年度以降の出店についてお伺いしますけれ

ども、無制限というわけにはいかないと思うのです。

その部分についてはどの位、何店位と村長は考えて

おりますか。 
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○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：また公募した形の中

で何店位出てくるのかということについては、これ

は未確定なところでございますけれども、一応あの

列に並べるとしたならば大体３店舗位ではないかな

という感じはしております。販売の内容によっても

変わってくるとは思いますけれども、その点も合わ

せた形の中で考えていかなければならないことだろ

と考えております。それとまた、自転車置き場の分

野の部分についても店舗化するというようなことも

考えられるのではないのかと、このような考えもも

っているところでもございます。その分野について

は色々と出店の今の日ロ友好記念館の分野の関係も

ございましてそれらの連携、繋がりもあろうかと考

えますけれども、色々な多面的にそういう分野を考

えていかなければならないのかなと思っている次第

でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：自転車置き場の話し

今出ましたけれども、これについては出店させると

いうことではなく、あそこは道の駅という位置付け

から言って村の風景だとか、色んなそういう観光情

報をあそこで展示したらいかがというような、言っ

てみればそういう提案を常任委員会でもしているの

です。そういう部分をオープンに話し合える場の設

定は常任委員の中でも相当話し出たのですけれども

その対応についてお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：その分野については

常任委員会、産業建設常任委員会の中で話し合いが

出ているというような形の中で、議員の全員協議会

の中でまたそういう部分も十分検討していかなけれ

ばならないのかなという考え方をもっております。

基本的には委員会で決めたことですから、委員会の

意見というものをまた尊重していかなければならな

いだろうとも思っているところでございますけれど

も、他の委員さんがおっしゃらない分野でもあるか

と思いますので、全体の中でまた協議する必要性も

あろうかとこのように思っている次第でございます

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：住民が議会が云々で

はなく、住民がオープンに観光に関心をもってここ

はこういうふうに使うべきだと、そういうようなこ

うオープンに話し合える、それが観光に関心、住民

が関心をもってもらえるひとつの手段でもあると、

そういうことで一つそういう場の設定を一つよろし

くお願いしたい。 

次に公共事業の減少対策と一般競争入札制度の導

入について。これについて答弁いただきたいと思い

ますけれども。極めて抽象的で難しいのですけれど

もこれについて。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：順番にくるかなと思

っていたのですけれども、大変申しわけございませ

ん。地域公共事業の減少対策と一般競争入札制度の

導入の関係でございます。地域活性化と雇用確保の

観点から公共事業の減少は非常に大きな問題である

と思います。今、行財政改革によって公債費の縮小

をメインにしているだけに、非常に私にとって辛い

矛盾した面にぶつかっているところでございます。

将来については、将来につけを残さないというのが

原則ではございますけれども、一定程度の率で事業

の実施も考えなければならないと、それも財源の関

連、公債費比率の問題もあります。これらを考え合

わせた中で事業実施の手法は色々考えなければなり

ませんが、今の時期だけに私は民間活力を期待した

いというのが偽わざる考え方でございます。一般競

争入札の関係ですが、実施することによって村の業

者は太刀打ち出来なくなるという考え方も持ってお

ります。一般競争入札により余剰財源は生まれてく

るものと考えておりますけれども、少ない村の予算

を外部に持ち出されることにより地域活性化と雇用

確保には繋がらないと考えますし、そのことがネッ

クになると考えます。また、指名競争入札をするに

しても例えば予定工事価格を公表するというような

ことをしないことによって、予算面では相当違って

くるだろうと思っているところでもございます。そ

の後のことについては議員もご承知のことだろうと

考えておりますので、後のことは申しません。 
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○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：一般競争入札、私も

全て一般競争入札やりなさいということではないの

です。この中では、質問の主旨としては。例えば１

億円の事業の発注があるとすればデータによれば、

一般競争入札にすれば７０～８５％の間で落札率と

いう建設新聞に載っておりました。１億の仕事であ

れば７，０００万から８，５００万の間で出来ます。

うちは９７％実績です。９，７００万、言ってみれ

ば最低でいけば１，７００万高い買い物をしなけれ

ばならない。それで住民が納得するかどうかという

のは、地域の経済と雇用のという位置付けされてい

る、そういうことでよろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁いたします。 

 そのような形になろうかと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それはわかりました。

雇用と経済というような部分では、それはある程度

守っていかなければならないという村長立場もわか

るし、私もそういう認識を多少のそういう部分では

理解出来ます。しかし物には限度がある、そういう

部分では少なくても猿払村で登録している指名参加

している業者さん、そういう人達の間で資格要件満

たせば全部参加出来るという方式はとれませんか。 

○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。 

 事業の中身にもよろうかと思います。要するに村

で出来ない事業等も中にはあろうかと思います。そ

ういう場合について登録されている業者の中から村

外業者を入れるということについては、当然これは

必要なことだろうと思っておりますけれども、一般

的には村内業者の雇用関係とか育成とかそれらを目

指した形の中での村内業者で指名されている部分で

法規に触れないような状況であるのであれば、その

ような考え方で村内業者を取り扱っていくというよ

うな考え方をもっているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ちょっと理解出来な

かったのですけれども、言ってみればうちの今、会

計規則と言うのですか。会計規則の中では指名業者

５社以上ということになってます。なぜ５社に限定

するのか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：場合によっては５社

に限定していない場合もありますし、５社以上です

から５社で通常やっているのが一般的な考え方でご

ざいます。これは６社でも７社でもこれは一向に構

いません。指名することについてはです。それで競

争してもらうことについては一向、私としては構わ

ない。このような考え方をもっております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：会計規則できちんと

５社以上ということになっているわけですから、７

社でも８社でもいいわけです。村内の中で競争を促

すならわかりますけれども、村長が言う村外業者も

入れて競争するのであれば、村長の言うことで矛盾

していますよということを言いたいのです。例えば

公営住宅、１社が１つの企業体でジョイント組んで

あとはみんな村外業者です村長。１社あと４社８０

％の落札は村外に持っていかれる恐れがあるという

ことなのです。そういうことを村長の言うことに矛

盾があるとまずそれを指摘しながら、もう少なくて

も指名選考委員会で云々と言うよりも資格要件村内

にあれば、村内の業者が出来ない部分であればそれ

は確かにいいです、村長の言ったとおりだと思うか

らいいです。それは構わないのですけれども、資格

要件あれば入れてあげると、特別な事情があれば別

です。それをはっきりこれから導入していただけま

すか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁申し上げます。 

一つは今までの慣例ということもございますので、

慣例も一つのこれは法は法として社会的には通用し

ている分野でもございますし、これらについては十

分今後検討して入札に当たっていきたいと思ってい

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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：きちんとした村内業
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者の雇用と経済を守るというのであれば、その競争

に参加させるのが当たり前じゃないのですかと言っ

ているのです。だからそれが７社になろうが、８社

になろうが資格要件がなければ駄目です。指名願で

資格要件があれば参加させるということでは約束出

来ませんかと言っているのです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁いたします。 

 当然、資格要件があれば入ることについては一向

構わないと、指名することについては一向構わない

と考えます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：一向に構わないでは

なく、そういう方法をとるという約束いただけませ

んかということ言っているのです。指名選考委員会

をやって、その中で客観的な判断をするのでしょう

けれどもそこの中で色々な不祥事が出るわけです。

職員がそういう被害を被ることもあるわけです。長

万部であったり、美唄であったり、深川であったり

とそういうことがあったわけですから、そういうこ

とを防ぐ意味でそういう適正な競争を促す意味では

資格要件を満たすもの１０社も２０社もいるわけで

はないですから、少なくても８社、９社の世界だと

思いますので、それをきちんとやれるかやれないか

ということをお伺いしているのです。 

○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。 

 この７社も８社もというような形も当然とれるわ

けでございますけれども、その中での現場代理人と

か資格要件とか、色んな問題もからんでくる分野も

あろうかと思います。だからそういう分野を十分見

極めた形の中で取り入れていくということについて

は一向に構わないと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それは法改正の中で

過去１０年も前にそういうことをはっきりされたの

です。きちんと守られてやってた、今までもやられ

ていたのですかそれでは。 

○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。 

 選考委員会、当然ご存知だと思いますけれども、

入札に関する選定委員会がございまして、その中で

指名選考している。過去には５社以上でございます

ので、７社入れたこともございますのでそういう部

分については指名選考委員会の中で決定させていた

だきたいと思っております。議員のご質問等、内容

についても十分承知しているつもりでございますけ

れども、そういう部分について意見として受け止め

ていきたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：納得出来ません。意

見としてじゃないのですこれは、地域の経済と雇用

を守るというのであれば公平な機会を与えるべきで

はないですか。与えられない理由は何あるのですか

ということを選考委員会の中で聞きたい。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：確かに資格のある

業者はございますけれども、ございますと言います

か、その実績と例えば建築における実績等をどうい

う経歴があるのかという部分を判断して我々の方で

は選定しているということでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：では私も調べてみま

した。情報開示を請求しまして、実績がある業者が

全て公平にやられていたかというとないです。ない

業者も入っています。そういうところをきちんと責

任を持って言えますか。責任とれますか、今の答弁

で。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：選考委員会の中で

は実績等、調書あります。選考調書が担当課の方か

ら上がってきます。それで問題がある、例えば８社

上がってきてその中からどういう経歴・実績、そし

て適当かどうかということも調査の上、指名選考し

ております。ただ、５社以上ということでございま

すので５社になる場合もありますし、それと６社、

７社になる場合もあるということでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは指名から漏
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れる、漏らす実績、実績はどこで積めばよろしいの

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）：担当課の方から色

々調書上がってきてその中で審査しますけれども、

例えば公営住宅の建設に当たってそれに同様の実績

があるか、そういう部分の判断もしておりますし、

また担当課の方のもし担当課長、それと担当係の方

からも意見を聴収した中で決定させていただいてお

ります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この問題については、

また後程３月議会で徹底してやらせていただきます

けれども、村長これについて最終的に公平な機会を

与えろと、資格要件で特別な要件が問題がある業者

についてはこれは外すこと差しつかえないのですけ

れども、それ以外のものにはきちんと対応していく

と部分で約束いただけませんか。村長の責任で。 

○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。 

 当然、資格要件が満たされているのであれば公平

な対応をしていかなければならないというのは、こ

れは原則であろうと思います。 

○議員（眞田勝也君）：原則を聞いているのではな

いのです。 

○村長（森 和正君・登壇）：入れてまいりたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ありがとうございま

した。 

 そういう公平な原則の中でやっていって、仮に実

績がなくても昔は実績のない業者ばかりだった。行

政の中でそれを育てていく、指導していくという形

の中で今の形があるわけですよ。副村長、そういう

ことを考えていっていただきたいと要望しておきま

す。それと、最後に自治体病院の構想についてお伺

いしますけれども、村長、最初から言います。住民

の命を預かる医療の確保、何があっても守っていか

なければならないと考えますけれども、標茶町では

診療所にしませんと町で明らかにしました。村長も

その気はありませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私の決意としては病

院として存続していきたいと、住民の要望もそうい

うような要望が強いと私は理解しております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：最後になりますけれ

ども何秒かオーバー。 

○議長（山須田清一君）：はい、最後の質問という

ことで。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：近隣最後の５番目の

近隣関係市町村長についてお伺いしますけれども、

今危機的な状況の中で単独の首長のだけで、また関

係団体だけでは限界があると動きの中では、非常に

難しい問題。これは共通認識の上で、管内的な動き

というのは求められるのです。ＢＳＥで村長は相当

のそういうことを聞いておりますので、そういう動

きを求められると思うのです。それと合併の問題も

色々議論されておりますけれども、村長は広域行政

と部分で表明しておりますから、そういうことを進

めていく上でも必要に応じて定期的にでも構わない

ですけれども、他の管内の首長を共同歩調をとる為

に協議もしていく、機関をリードしていく、そうい

う機関を設置していくという形で村長はリードして

いくという決意、それを聞かせていただきたい。 

○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。 

 近隣関係市町村首長の集いの関係でございまして、

一堂に会して共同歩調を求められないかと、リード

していかれないかということでございますが、ＢＳ

Ｅの関係も前にありましたとおり、管内全部の首長

に了解を取り付けてやった経過もございます。そう

いう状況の中で、私はやっていくという考えは勿論

持っているところでございます。また、その中で管

内自治体首長が一堂に会する機会といたしましては

宗谷広域圏振興協議会、それと宗谷地域総合開発期

成会、この２つがあります。全て事務局は稚内市で

もっているわけでございますけれども、ただこの分

野におきましても稚内市が基本的にリードしていく

というような関係、リードするということは内容で
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す。内容がです。そういうような分野がございます

ので、それに付け加えた形の中での宗谷の在り方と

いうものも、それに上乗せしてどんどん上乗せして

いくようなリードの仕方、こういうこともやってい

かなければならない。これは私今まで痛切に感じて

いたことでございまして、当然これはやらなければ

ならないと考えているところでございますので、そ

の点宗谷町村会の会長もおりますけれども、それは

別問題といたしましてもこれは稚内市が入っていな

いわけですから、そういうことも踏まえた形の中で

やっていかなければならないという決意で望んでま

いりたいと思っております。 

○議員（眞田勝也君）：議長、終わります。 

○議長（山須田清一君）：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させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 １、行財政改革。今まで何度もここで一般質問を

させていただきました。質問の内容で一番多いのは

議員になったきっかけがそうであったように、合併

と自立の問題であります。１議員が合併を主張する

のはどうなのかと、このような指摘を３月議会で村

長よりこの席で受けました。しかし、１議員も１村

民でありますので、これからも何度もここでこの問

題を村長と議論したいと思っております。合併に対

する村長の考えが変わったように私の考えも変わり

ました。私は、当初は自立を目指して議員になった

のですが今は村民の負担、そして職員の皆さんの負

担も考え合併が良いとの考えであります。しかし、

根底にあるのは村長と同じように、この地域を残し

たいという思いであります。私が生まれたこの地域

が残るのであれば、猿払村という行政単位が消えて

も私は構いません。しかし、なくならないならばそ

れに越したことはない、いやそれが一番いいのであ

ります。今、猿払村は村長の方針により自立に向か

って、猿払村行財政健全化計画・集中改革プランに

基づき、行財政改革が行われております。自立と決

めた以上は強い意志をもって進んで下さい。我々も

考えの相違があってもその実現の為、協力を惜しむ

ものではありません。官民の協力があって猿払の自

立が達成出来るものでありましょう。当然ながら今

行われている使用料・手数料等の値上げ、村民負担

の増加も当然ながら覚悟しなければなりません。し

かし、村民負担を納得させるにはそれ以前に行財政

改革が十分に行われていることを村民に納得させな

ければなりません。行財政改革で村民が最も目がい

くのが人件費であります。人件費が手当、報酬等の

改定で減少しているのは村民も理解しておりますが、

村民は金額と同じように職員の数も気になります。

そんなに職員の数がいるのか。そんなに仕事がある

のか。そんなふうには見えないというのが村民の素

朴な疑問であります。このような行政コストに関す

る単純な疑問が解消して、始めて使用料金の値上げ

等の増加負担に納得して応じることが出来るわけで

す。 

それでは、これから行財政改革ということで、職

員の削減と今回の４月に予定されている施設料金の

価格についてお伺いいたします。 

まず、１番の職員削減の必要性からお伺いいたし

ます。 

（１）職員削減の必要性について。今申し上げま

したが、村民が一番目が行くのは職員の数でありま

す。広報さるふつ１２月号にも今回このように、猿

払村職員給与・定員のあらましということで明細に

説明されております。この中にも平成１４年より新

規採用はせず、少数精鋭主義で行っていくと書かれ

ております。１７年度以降の職員の数は、一番最後

に載せられておりますが、まずは１５年以降の職員

数の変化を確認させて下さい。職員数だけで結構で

す。考え方は後の質問でお伺いいたしますから、ま

ずは１５年度以降の職員数だけお知らせ下さい。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：巽議員の今職員

の定数ということでお答えいたしたいと思います。 

 庁舎内において１５年より、１５年につきまして

は９３人で今現在８０人おります。対比といたしま

して１３名の減。職員についてはそれなのですけれ

ども、また準職員、臨時の職員も含めまして臨時に

つきましては１５年には２１名で今現在１３名で８

名の減という人数の構成になっております。 
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 以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ちょっと補足させて

いただきます。 

 今庁舎の中の部分につきましては、今総務課長が

言ったとおりでございますが、病院・消防等がこれ

に入ってまいります。そういたしますと平成１５年

からの削減数については、合計で２３人の職員が削

減されているという形になります。ちなみに病院に

ついては１５年度に対して現在で１名減。消防では

２名減ということで合計で１６人と、それから準職

員・臨時職員については病院の方で１名増という形

の中で合計では７ということで、合計では２３人が

一応削減されている結果となっているところでござ

います。補足させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：すいません。私、猿払

広報見ながら質問しているものですから、平成１５

年度の数字を知りたいのですけれども、ちなみにこ

の平成１９年一般行政部門で６５名、その他合わせ

て１０８名という数字が載ってます。平成１９年に

おいて、１８年ですと行政部門が６６名、合計１０

８名と、これとの対比の数字が知りたかったのです

けれども、その数字はすぐには出ませんか。 

○議長（山須田清一君）：休憩とりますか。 

３時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５５分 
再開 午後 ３時０３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）：すいません。それでは

確認しますけれども、そうすると平成１５年が１２

０名居た職員の数が、平成１９年には１０８名、１

２名ほぼ約１割ですか減少したということでよろし

いわけですね。何故、私が平成１５年に注目したか

と言いますと、平成１５年というのは私が議員にな

りました年であります。ただそれだけであります。

私が議員になりました平成１５年の決算額が５５億

であります。本年度が３８億であります。３割減で

あります。会社の社長であれば人員は３割削減しな

ければなりません。行政は会社ではありませんから、

そんな野暮なことは言いません。毎年１年に１回、

北海道の町村議会議員の研修会が開催されます。そ

このテキストが割と結構参考になります。今年の場

合はこれでございますが、この中の一つの系数で人

口を職員の数で割った数字がございます。つまり、

職員１人で何人の住民を抱えているかと、そのよう

な数字です。これで北海道の町村の平均が６８人、

私共の村は大体半分の３９人であります。面積とか

自然とか、色んなことを加味しなければならない数

字ですが、決して我が村、私共の職員が少ないとは

言えないようであります。今行われている集中プラ

ンでは毎年１，８００万、２人か３人位、平成１３

年度より行っております勧奨退職をとるようであり

ますが、職員削減については村長はどのように考え

ておられますか。最終的には何人位の職員数で現状

の仕事をするのを想定しておりますか。この点をお

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）：巽議員さんのご質問

にお答えしたいと思います。 

 一応、資料もお持ちのようでございますけれども、

資料関係につきまして各町村によって類似団体とい

う指数もございますけれども、その町村によって特

殊事情というものもございます。一概に１人当たり

何人かということは適当なことでは私はないのでは

ないのかと思います。例えば、人口密度の高い所と

低い所と比べますと、人口密度の低い所については

職員数がかなり必要になってまいります。そういう

ような状況もございます。同じような産業累計・構

造であって、その町に職員数が例えば役場所在地の

鬼志別に住民が密集している地域であるのであれば、

これは職員数が少なくても行政的にはある程度やっ

ていけると、しかし本村みたく集落が散在している

所、これについては当然行政コストもかなり他の町

村よりもかかります。行政コストということになり
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ますと、その中には当然、人件費も入ってまいりま

す。職員もそれなりに確保しなければ仕事をしてい

けないというような部分が出てくると思いますので、

一般的に標準的な目安としての資料としては当然理

解いたしますけれども、そういうような特殊事情と

いうものもご理解願えればと思います。何人いれば

村が今の行政を支えていけるかということについて

は定かでございません。それとまた、今後何人のこ

れからお話しがあろうかと思いますけれども、削減

目標ですけれども、ただ現在これ６年位新規採用し

ていないというような状況の中でかなりの断層が出

来てきております。いきおい町村会等の試験等によ

りまして高卒者を採用するということになりますと、

一人前になるまでに２年、３年と当然こうかかって

まいります。そうなるとその後その断層を埋めるの

に非常に緩くない部分がございます。そういう意味

におきましては、私としてはそういう形ではなくて

定期的にそういう年代、各層を村独自の採用試験等

を行った形の中でやっていかなければ、将来的にか

なり大きな仕事の面でのマイナスが出てくると考え

ているところでございます。以前にも５年位欠員不

補充といった経過もございました。その時にも実際、

私も職員として勤めておりましたけれどもかなり厳

しいそのような状況があったということもあるわけ

でございまして、そういう部分を解消する為にも新

たな新規職員というような形でなくして、階層別の

職員を計画的に今後採用していかなければならない

のかなと、巽議員さんとの職員削減とは逆な考え方

になるかもわかりませんけれども、将来行政を支え

ていく上においてはそのようなことも必要なのかな

と考えているところでございます。そういうような

ことも加味しながら考えていただければ、大変私達

としても行政的に住民サービスの向上に繋がってい

くのかなと思っている次第でございますので、よろ

しくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：先程も申し上げました

けれども、今村は自立に向かって猿払村行財政健全

化計画が行われております。その基本例の中に民間

の経営感覚を取り入れた行政運営を村長は上げてお

ります。今、村長の答弁に何人いれば出来るかどう

かは、定かではないという答弁がございましたが、

これは民間の感覚から言わせていただければ大変お

かしな答弁でございます。私等の感覚から言わせて

いただければ、今居る人間に関係なく、今必要な人

間は何人なのかをまず計算しなければなりません。

そこからがスタートであります。今の仕事の内容・

量をきちんと整理し、今は果たしてこの仕事をする

のには何人の人間が必要なのか。これがまずスター

トであります。そこからです。そこでもし余剰人員

が出たならば、今の勧奨退職だけではなく、全ての

年代に希望退職をとらなければなりません。ただ単

に希望退職をとるだけではなく、村と関連する団体、

村内の組合、企業と連絡をとり就職斡旋をしながら

希望退職をすすめていかなければなりません。新し

い就職先を確保するのも村長の仕事です。民間も協

力しなければなりません。官民が自立の為に個々で

も協力しなければなりません。村長は本気で財政健

全化自立の為、職員を削減していく気持ちを持って

いらっしゃるのでしょうか。確認いたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁いたします。 

 先程、巽議員さんから前段で言われたことはもう

当然、然るべきことだろうと思っております。今が

少数精鋭主義の一番厳しい時期であろうと私は考え

ております。ただ希望退職だとか、勧奨退職だとか

とか、勧奨は別にいたしましても希望退職だとかと

いうことについても、またこれは考えなければなら

ない分野だろうと思っております。その為、民間と

行政との考え方は当然違ってはまいりますけれども、

議員さんは自立の為の今後の職員の削減というよう

なことでございますけれども、自立の為と言ってお

りますけれども果たしてこの部分が私としてはちょ

っと引っ掛かる部分でございまして、職員について

は法的に守られていると今現在、守られているとい

うような状況の中で削減は一方的には出来ない。何

かあった時に分限の条例に基づく免職等については

出来ますけれども、これらについても一つは大きな

問題は残ると思います。その他の懲戒免職等につい

ては特別に法に抵触し、起訴されない限り削減、特
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にリストラ組織の構成というものは出来ません。こ

ういうような状況の中で、今現在進んでいるところ

でございまして、これらにつきましても先程申しま

したように、当初人員がいかにして今の仕事の分野

の中で必要であるかということも、十分検討した形

の中で進めていかざるを得ないと私は考えていると

ころでございまして、現在の職員については当然、

保障されていると言ったらおかしな話しになります

けれども、そのような法的には保障されているよう

な状況になっているわけでございまして、当然削減

事項に入るべき性格なものではないだろうと思って

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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ただ、行財政健全化計

画の基本計画の中に、再度繰り返しますけれども「

民間の経営感覚を取り入れる」と、このような書い

ておりますけれども、民間の経営感覚を取り入れる

ということはそういうことなのであります。民間と

いうのはやっぱりそこまで厳しいのです。会社を残

す為には人員削減もやっていかなければ会社は残っ

ていけません。この中にも何人かの社長さんがいら

っしゃいますけれどもみんな厳しい顔をしています。

民間というのはそれだけ厳しいです。自立するとい

うのは当然ながらそういう厳しさが必要なのです。

ですからこの自立の為の行財政健全化計画というも

のを作りました。これが出来た時、私は当然そこま

で覚悟の上の健全化計画とそのように認識しており

ます。ですから法的に守られているかどうか、それ

は私はわかりません。わかりませんけれども、ただ

きちんと次の職業も確保してやるのが村長の努めで

はないのかと、そのことだけ私は申し上げておきた

いと思います。 

 それでは次の質問に移らさせていただきます。 

 （２）公共施設料金について。先日の公共施設料

金についてですが、当初の案より若干修正があった

ようです。まちづくり懇談と多くの村民の声を聞い

てそのように修正したことと思います。が、一度提

示した案であるならば、修正しないという強い意志

が必要です。村民の意思を確認するのもいいですが、

自立する為に必要なものでしたら村民を説得しなけ

ればなりません。我々も最初の案が出た折りは支持

者からも随分批判を浴びました。しかし、私はこの

案が自立していく為には必要な数字と信頼しており

ましたので、「頼むから我慢してくれ、自立してい

くことはこのような負担に耐えることだ」と説得し

ておりました。バナナの叩き売りであるまいし、村

民に言われて修正するような案ならば元々根拠のな

い案です。もっと吟味した案を提示してもらわなけ

れば行財政改革の意味が疑われます。また、自立へ

の思いも疑われます。自立への思い、行財政改革へ

の意気込みを今回の公共施設料金設定を通し、再度

確認いたします。 

○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。 

 当初の案を貫くというような議員さんの考えでご

ざいますけれども、私達、行財政改革検討委員会の

中で検討してこれはあくまでも決定事項ではなく、

村民主権・村民主体と地域主権・地域主体という考

え方の中で、地域の意見を吸い上げた形の中で住民

の意見等も尊重し、私達は案を一部修正したという

ことでございます。決してそれを安易に曲げたとい

う考え方では決してございません。これは村民の意

見というものも当然、尊重するということが私達行

政と村民、また議会との協働の精神でなかろうかと

私は常日頃思っているところでございまして、住民

の意見というものは大きく尊重しなければならない

ものだろうと考えている次第でございますので、一

部修正をさせていただいたということでございます。

また、諮問機関である村民委員会の分野についても、

妥当であるというような答申もいただいたというこ

とでございますので、そのような修正を一部させて

いただいたということでございます。何の為に村民

に理解させることが出来るのかと、自立の為に村民

に理解させることが出来るのかということですが、

自立の為とか否かという問題ではなく、私は村民み

んなの税金で作った公共施設でございます。村民全

てが使う施設であるのであればこれは無料でも良い

です。しかし、公的な部分は除きまして、料金設定
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するのは当然のことでありまして、料金設定してい

ない施設があること自体公平性を欠くことになるわ

けでございまして、今回の改定は個人的にまた一部

の団体等が使う部分については受益者負担と、使用

料・手数料という考え方よりも、受益者負担という

考え方を考えるのが妥当ではなかろうかと私は考え

たわけでございます。逆に村民から何故料金をとら

ないのと、こういうふうに言われているような状況

にもあるわけでございます。これはまちづくり懇談

会に行った時にもそのようなこともありますし、ま

た安いのではないかというような部分も言われたこ

ともあります。そのような状況の中で、このような

設定をしたわけでございまして、その点十分にご理

解を願えればと思っている次第でございます。村民

主権・地域主権というものを根底に置いた形の中で

の私達の立場というものも当然、自分達では理解し

なければならないと感じ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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：この施設等の料金等に

ついては、同じことを申し上げますけれども、検討

委員会等でとにかく慎重に審議してほしいと、慎重

に金額を出してほしいということであります。それ

だけもう一回、そして出来るならばもう後で修正す

ようなことはないようにしていただきたいというの

が私の希望であります。そのような慎重に協議した

数字を出してほしいということをもう一度述べたい

と思います。それと先程から、どうも村長の答弁を

聞いておりますと自立への思いが伝わってまいりま

せん。自立への強い思いが伝わってまいりません。

今回の平成の大合併によりまして、平成１１年に正

確な数字は忘れましたけれども、６００位ありまし

た村が２００を切りました。約３分の１になりまし

た。残った村は自立に向かった村と周りから取り残

された村だそうであります。我が猿払村は自立に向

かった村でありますよね、村長。力強い答弁を期待

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。 

決して議員さんがおっしゃるような自立の考え方

が聞こえないということでございますけれども、私

は決してそういうような考え方をもっておりません。

やはり自立と広域連携自立というような考え方をも

って進んでいるところでございます。ということは、

日本の国・国土保全の為にはこのような小さな村で

あってもなければならない。私達がこういう小さい

村に居てこそ日本の国土が保てるのです。その為に

は、国からのそれなりの見合った地方への財源の附

与というものもまた当然これは必要になってまいり

ます。一極集中市、また中核市・特例市を作って一

極集中したとしても周りは全部廃れていくばかりで

す。まして役場・庁舎のない町、これはもう完全に

廃れて、何年後に廃れていくかは別問題といたしま

して、廃れていくことはもう間違いないと私は思っ

ております。このような３，０００弱の小さな猿払

村ではございますけれども、私はあって国土保全・

自然環境等、これらに十分な力を注いでいかなけれ

ばなかなか日本の国土は守っていけないと考えてお

りまして、広域連携自立という部分についてはこの

ような観点からみんなで地域を廃れないように守っ

ていこうというスクラムを組んで守っていくことが

大切であろうと感じているところでございます。そ

ういう意味では、一向に自立の道を後退したという

考え方ではございません。それを申し上げておきた

いと思います。また、料金の改正につきましても慎

重にという考え方でございますけれども、私達も慎

重に適当に村民に説明したり、また村民委員会の方

に諮問したりしているわけではございません。料金

についてもきちんと内部、検討委員会の中でまとめ

上げて、それらを十分に審議検討してもらっている

というような状況でございます。そういう状況の中

で料金の決定としているわけでございまして、決し

てこれをなおざらいにしているというような考え方、

当然もっていないということを理解していただきた

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、村長からはっきり

と広域自立という言葉がお伺いいたしまして、私共

も多少考えの違いはございますが、出来るだけ協力
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して歩んでいきたいと思っております。 

 それでは２番目の産業育成という次の質問に移り

たいと思います。 

 今、日本の経済はいざなぎ景気以上の景気と言わ

れ、大企業は増収・増益が続いております。しかし、

北海道はご存知のようにその影響を受けることもな

く、不景気を脱することが出来ません。猿払村も同

様であります。売上減少の各商店、公共事業減少の

建築土木会社、コスト高に苦しむ水産加工業・酪農

業、皆さん青色吐息であります。地元の商店・企業

・産業が元気でなければ地域は自立出来ません。現

在のような厳しい環境下の基、村長も地域活性化、

地域産業育成の為、毎日奮闘努力していることと思

います。森村政の産業育成として、すぐに思い浮か

ぶのは少し前までは貝殻工場であり、そして今は新

エネルギービジョンであります。これらの政策がす

ぐ実を結ぶものにならないでしょうが、これらにつ

いてもう一度、先程来、同僚議員の質問でも出てお

りましたがもう一度、意義経過を説明願い、地元の

活性化産業育成への思いを確認したいと思います。

まずは３番目のホタテ貝殻未利用資源リサイクルに

ついてお伺いいたします。 

 （３）ホタテ貝殻未利用資源リサイクルについて。

この件は私が議員になってから毎年村長が執行方針

で必ず述べられ、村長もかなりの熱意と情熱をもっ

て取り組んでいる事業です。我々関連する者は、関

心をもってその経過を見守っています。最近少しこ

の話題を耳にしなくなってきました。実際の話し村

長の行政報告を見ますと１６年度、１７年度は何度

かこのホタテ貝殻政策に触れておりますが、１８年

度そして本年度は殆ど行政報告にも述べられること

がなくなってまいりました。昨年度、本年度行政報

告に登場するのは地域新エネルギービジョンであり

ます。まるで住民の村政参加におけるまちづくり会

議と行財政改革推進委員会の関係のようであります。

ホタテ貝殻事業は村長の頭の中から薄らいでいった

のでしょうか。村民はすぐ忘れてしまいますから、

その件に関し継続している経過をお知らせ下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ホタテ貝殻未利用資

源の循環型リサイクルについてご報告申し上げます。

執行方針の中で薄れているからなくなったのではな

いのかなと、決してそうではございません。経過で

ございますが、私のこの発端はホタテ王国さるふつ

と称されておりますが、産業廃棄物である貝殻を野

積み、山積みにしておくことはまち並み景観上好ま

しくない、まして産廃である、これが始まったこと

でございます。当時、北海道循環資源利用促進協議

会が事務局北海道環境生活部で立ち上げられました。

宗谷支庁からオブザーバーとして会議に出てみては

どうかということから出席をさせていただいたとこ

ろでございます。この時点では三部会のワーキング

グループで会議が構成されておりました。私と協働

まちづくり推進課長が出席し、この協議会は三部門

に分かれております。建設資材部会・農業資材部会

・水産資材部会に分かれており、私共といたしまし

ては懸案となっている水産資材部会に出席いたしま

した。目的はそれぞれのマニュアル作りでございま

す。オブザーバーということで特別な文案は持ち合

わせておりませんでした当時は。しかしワーキング

グループが始まっていきなり私共の方にオブザーバ

ーの方にいきなり振られてきました。猿払村として

この水産系資材部会の会合にオブザーバーとして入

ってきていることについて今の現状の猿払村の内容

を知らせてくれということで一番先に振られてきた

問題であって、私としてはオブザーバーという形の

中では発言する権利もないし、ものを言う機会もな

いわけでございますけれども、振られてきましたの

で一応経過を話した状況にあるわけでございます。

その結果、一応ワーキンググループが終わった段階

で、一応ワーキンググループに入ってほしい旨の話

しがありました。北海道経済連を始めとした北海道

の大手ゼネコンが会員となっているこの会議でござ

います。私達としても非常に入ってくれということ

については名誉なことだと考えまして、入れていた

だきましたのが始まりでございます。この三部会で

は有機性・無機性とに分かれ、大体ワーキンググル

ープ１５人程度のワーキンググループになっており

ますけれども、村としては水産系の無機性部会に入

りまして、マニュアル作りの手助けになったかどう
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か解りませんが、マニュアル作りを終えた状況にあ

ります。その後、会員であった本社千歳にある某会

社がホタテ貝殻と新日鉄室蘭の廃材、鉄鋼スラブ、

新日本石油、石油精製後の廃材のイオン、あるいは

北海道電力の石灰灰を有効活用して魚礁・コンブ礁

・ウニ礁及びナマコ礁等の研究に取組んでいること

から、未利用資源リサイクルとしての情報交換等々

している状況にあるわけでございます。新聞や異業

種連携企業として農林水産大臣と北海道通商産業局

長から調査設計施工の許可をいただいているところ

でございますが、千歳にある某会社は新たな施設作

り、村としては企業誘致という関係がありまして、

その為の施設作りがありまして、また出口調査これ

は春の時期でございます。施設作りに対する有利な

補助を現在模索しているのが実態でございます。推

進する意思があるのかということでございますが、

産業廃棄物、本来排出者がすべきことであって推進

する意思があるのか、そういう言い方は私はないの

ではないのかとこのような考え方を持っているとこ

ろでございます。またこれからの展望ですが１１月

ホタテ漁終了間近、試験的に魚礁を投入すべく、魚

礁を持ってまいりましたが先程も申しましたように

載積等の関係から投入する位置が定まらず、現在村

有地に保管し再度検討して投入地を決めたいと考え

保存しているところでございまして、浜鬼志別漁港

の１９年度事業が終了している関係上クレーンも使

えませんので、２０年度に向けてクレーン等を使わ

せていただき、来春位置が決定次第投入し、漁民の

方々に繁茂の状況を確認していただきたく事業遂行

にあたっている実態にあります。色々な経過はあり

ましたがそれらを話しますとかなり長くなるわけで

ございまして、一応ここまで辿り着いたという経過

でございます。先程、同僚議員から質問があったよ

うにホタテだけに頼らず、他の産業も成すべきであ

るというような意見も私もいただいている関係上、

このような関係から魚礁を投入した形の中でコンブ

礁・ウニ礁及びナマコ礁等の研究に取り組んでいる

この貝殻でのもう産廃とは申しません。未利用資源

リサイクルとしての構築をしていきたいというよう

な経過でございます。そのような状況でございます

ので一つ決してこの考え方が薄れたということでは

ございませんので、一つその点よろしく議会として

もバックアップしていただきますようお願い申し上

げたいと存じます。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）：ただいま大体の経過は

お聞きいたしました。行政報告でもそのように述べ

られております。ただ、今も報告になかったのです

けれども、ただ私の記憶ではこの猿払の学校を使用

しての工場ですか、かなりこう具体化したような記

憶がございますが、その辺についてはいかがですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今も猿払の屋体です。

校舎の方はかなり老朽化しておりますので、屋体の

方は新しく赤外線の暖房も付いているという形の中

で、まだ目の前に屋内運動場も広がっているという

ような形の中でそこを目指していたという経過が前

にも報告をしたことがございますけれども、猿払地

区にまちづくり懇談会に行った時にあそこにそうい

う工場を持ってくるのであれば私は猿払から離れた

いというような話しもございましたので、それによ

って猿払の住民が迷惑がかかると、そしてここから

出ていくというようなことであるのであれば私は一

考をしなければならないのかという考え方を今はも

っているところでございまして、また別な施設を探

さなければならない、新たに作らなければならない、

そういうことになりますとまた大変なコストがかか

ってくるというような面もございまして、どちらに

しようかというような部分では一応悩んでいる状況

にもございます。そういう一つの要因もあるという

ことを１人をとるか何十人をとるかという問題です

けれども、長年住んでいた人をそれによって追い出

すということになっては行政としてそういう責務を

非常に強く感じるわけでございまして、そういう部

分では考えてこれはいかなければならないのかなと

いう考え方を持っている次第でございます。 

 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）：解りました。 

いずれにいたしましても貝殻というのは有効な資
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源でございますので、有効に使われるようにご協力

よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、（４）地域新エネルギービジョンに

ついて。昨年から結構な補助金をもらいながら猿払

村地域新エネルギービジョンがスタートしておりま

す。補助金を貰うということは、当然ながら対価と

してその成果が求められます。１８年度は８００万

程の補助金を受けております。策定調査報告書によ

り中身はある程度把握することは出来ますが、再度

本年度の補助金の額等、これまでの経過をもう一度

説明して下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：現在、新エネルギー

等につきましては本当に重要な位置を占めていると

ころでございます。先程も申したように一市町村だ

けで、一村だけでこれをやったとしても果たして効

果があるのかどうなのかということが非常に疑問で

ありまして、全道町村が何らかの形でこれらに取組

んでいく必要性というものは私は痛切に感じており

ます。それによって効果が出てくるものだろうと思

っているところでございます。猿払村地域新エネル

ギービジョン策定事業につきましては、今までの経

過でございますが、平成１８年度に独立行政法人新

エネルギー産業技術総合開発機構、通称ＮＥＤＯか

らの補助によりまして、村の新エネルギー賦存量調

査、村のエネルギー使用量・使用状況及び二酸化炭

素発生量調査及び新エネルギー導入の基本計画・方

向等につきまして策定委員１３名、オブザーバー５

名の計１８名で調査検討をしていただいたところで

ございます。策定委員会は平成１８年度で４回開催

し、最終的には調査結果を具体的なアクションプラ

ンとして議員さんにも配付させていただきましたが、

猿払村地域新エネルギービジョン策定調査報告書と

してとりまとめたところでございます。また、概要

版として住民にも周知しているところでございます。

そのビジョンの中で重点テーマ６項目が導入計画案

として評価され、さらにその中から導入選択評価と

いたしまして、ウエット系バイオマスの新エネルギ

ー導入から再度具体的に調査・研究をしようという

ことになりました。それを受けまして６月には猿払

村地域新エネルギービジョン推進検討委員会条例を

制定し、さらに庁内には猿払村地球温暖化対策庁内

検討委員会も設置したところでございます。また、

平成１９年度に堆肥をエネルギーとしてホタテウロ

・家畜糞尿・下水処理・下水汚泥・生ゴミ・廃食用

油等のウエットバイオマスによるバイオガス生産量、

生産事業を具体化調査について北海道経済産業局に

補助申請をいたしましたが、結果として未採択とな

りましたが、何とか事業化調査を実施したいと思い、

宗谷支庁・北海道とも協議を進めてまいりました。

その後、総務省からの「頑張る地方応援プログラム

」にかかるプロジェクトの第二次募集に応募をして

採択となり、現在、地域新エネルギービジョン推進

検討委員会を開催しながら進めております。これら

の展望を実現化に向けての具体策でありますが、現

在、地域新エネルギービジョン推進検討委員会の中

で原料バイオマス供給システムの構築、生成ガス及

びマテリアル、有価物販売方法の検討・実現化に向

けての事業の経済性と事業効果の検討及び事業化方

法の検討等を行っておりますので、その報告書がま

とまりましたら再度検討しながら議員皆様に公表し

てまいりたい。また、村民の皆様に公表してまいり

たいと存じているところでございます。よろしくこ

の件に関しましてお願いを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）：今の経過説明にもあっ

たのですけれども、この補助金の経過が私はよく解

らないのです。この後も予算委員会でも多分そうい

う流れの説明があるとは思うのですけれども、今も

あったのですけれども、昨年度から行っているので

すけれども、昨年度は歳入の諸収入で８００万位計

上になってます。今年度は国庫支出金で９７０万計

上になっています。そして、この間の９月の行政報

告によりますとこれが応援何とかで、今度特別交付

税に変わるのです。そういう理解でよろしいのです

ね。すいません、そこをもう一回説明してくれませ

んか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：
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お答えいたします。 

 平成１８年度の新エネルギービジョンの策定等の

部分につきましては１００％補助ということで、通

称ＮＥＤＯの方から歳入として入ってきまして、掛

かった経費についてはそのままイコールという形に

なります。それで平成１９年度につきましては、一

応経済産業局の方にウエット系のバイオマスという

ことで補助申請をしてまいりました。その中で第三

者委員会の中で審査を一応していただいたのですけ

れども、全部で８団体が公募としてあったそうです。

その中で４団体が認定ということになって、うちの

村につきましては一応聞いた話ですと５番目という

ことで、そのうち４つが採択になりましたので、う

ちは未採択という形になって経済産業局の方の補助

金については一応取り下げ、未採択になったという

結果でございます。それでその事業について１９年

度についても１８年度の検討委員さんの中で進めて

いこうというようなこともありまして、それに行政

も一緒に支庁と道と一応進めていくにはどういうよ

うな補助制度があるのかということで検討してまい

りまして、道の方から色んな助言をいただいてきた

中で「頑張る地方応援プログラム」これは総務省な

のですけれども、３年間３，０００万ということで

二次募集の中で公募していきましたので、この部分

で一応採択になりましたので、一応単年度約９００

万位になりますけれども、その部分を特別交付税と

いうことで採択をいただきましたので、平成１９年

度については経済産業局の方に予算として計上させ

ていただいた部分を歳入の方から減額させていただ

きまして、そして特別交付税の方に歳入の置き換え

をさせてもらったという形でございます。流れとし

てお解りでしょうか。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：この問題はどうせ後で

予算委員会で皆さんでやった方がいいと思いますの

で、私ここではあまり深く入るつもりはないのです

けれども、ただ一つ確認したいのですけれども、去

年の補助金と今年の補助金、「頑張る地方応援プロ

グラム」これ別として、後に決まったのを別として、

最初の６月の段階で補助の段階で上げたこの補助金

ありますよね。これは最初からもう内容が違ってい

たのですか。去年と今年では、そうですか。解りま

した。それであればまた後で予算委員会で皆さんと

一緒に議論したいと思います。と言いましたけれど

も、もう一つだけ確認したいのですけれども、そう

するとこの補助金は逆に継続的に出る補助金なので

すか、来年以降。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

一応、平成１９年度に上げました補助金については

経済産業局の方の補助金ということで計上をさせて

いただきました。その後、第三者委員会によるプレ

ゼンの中で一応採択がされなかったということで、

その経済産業局の方の補助金についてはこのたびの

予算の中で落とさせて、減額措置をさせてもらった

という経過でございます。さらにその中で、「頑張

る地方応援プログラム」というのが総務省から年間

３，０００万で３年間ということの事業がありまし

た。その中で猿払村地域新エネルギービジョンの部

分をそちらの方に向けていったと、向けさせてもら

ったという形でございます。ですから当初上げた経

済産業局の方の９００数十万というお金は未採択の

結果補助金としては当らなかったと、そして、「頑

張る地方応援プログラム」の特別交付税の方に当初

歳出で見ていた部分を置き換えをさせてもらったと

いう形でございます。 

○議員（巽 昭君）：それは来年も出るの。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

それは後、今後の来年、再来年の地域新エネルギー

ビジョンの事業の進み方だと思います。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今の件はとりあえず分

かりました。 

 昨年、この地域新エネルギービジョンの補助金が

予算化された時、私にとりましては突然で何をやる

のかよく理解出来ませんでした。今はこれが第五次

基本計画に則り執行方針の一貫であったと理解出来
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るのでありますが、昨年度は村長の思い付きのよう

に思われ、この事業の重要性を理解出来ませんでし

た。何故か、私の不勉強は棚に置いて下さい。私が

突然であることは多くの村民も突然であるはずです。

私の経験でこのようなケースが村長の政策で結構あ

ります。私がそして村民が村長及び職員の皆様につ

いていくことが出来ないのであります。村長は毎日

村の為、一生懸命たくさんの課題を抱え政策を実行

していきます。しかし、その意志が住民にうまく住

民に繋がらない。まして役場にもたまにしか来ない。

私のような不真面目な議員には村長の思いがなかな

か伝わらない。未だにこの政策が村長の思い付き、

ひらめきによるもので、計画性のない政策に思えて

仕方ないのですが、いかがですか。協働まちづくり

を最大の公約としている村長としては受けることが

出来ない批判だと思いますが多いに反論して下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁申し上げます。 

 特に反論するつもりはございません。以前から京

都議定書から始まりまして、地球温暖化の分野のこ

とが巽議員さんも十分ご承知のことと存じあげます。

地球温暖化防止の為にはこういう新エネルギーとい

うものが当然必要になってきまして、化石燃料の縮

減というものを当然考えていかなければならない問

題であろうと考えているわけでございまして、突如

始まった問題ではこれはないわけでございまして、

どこの町村でもこういう問題は抱えて検討していか

なければならない問題であろうと考えているところ

でございまして、私共、出来る限りこのような地球

温暖化防止の為の新エネルギー賦存量の探し、探求

をしながら出来るだけ有利な形の中での温暖化防止

対策としての、新エネルギーを探す、また実用化に

向けていく形で進めていかなければならない。当然

の義務というものが私にはあると思っているところ

でございますので、その点十分になるかどうか解り

ませんけれども、ご理解賜りますようお願い申し上

げたいと存じます。 

 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）：私としては協働まちづ

くりを最大の公約としている村長としては、まだま

だ村民に対する情報の公開が足りないのではないか

ということを述べたかっただけであります。その点

よろしくお願い申し上げます。 

１２月１日の日刊宗谷に稚内の新エネルギー研究

会のＬＰＧで燃料電池との記事が載っておりました。

隣町稚内では実用化に向け一歩一歩進んでいく姿が

感じられます。我が村は実用化に向けてどのような

手応えを感じられておりますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

お答えします。 

 実用化といいますとそのプラント自体の実用化と

いうことでご理解してよろしいでしょうか。今プラ

ントの部分につきましては、今推進検討委員会の中

で協議してありますけれども、前提としましては大

阪府立大学の吉田教授が研究として進めてまいりま

した亜臨界水処理技術を前処理の事業として、その

プラント目指して今やっていこうというのを検討し

ております。ただ、そのプラント自体がどの位の規

模になるか、どういうような形になるかというのは

今後の委員会の検討の中で随時煮詰めていかなけれ

ばならないと思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：補足させていただき

たいと思います。稚内市のその新聞の中で着々と進

んでいると、一番始め太陽光の関係で新エネルギー

の関係が始まったわけでございますけれども、第二

弾目として今、巽議員さんが言われるような形でな

ってきているわけでございますけれども、これには

行政サイドでやれるもの、やれないものという部分

があるわけでございまして、稚内市あたりは企業・

民間活力を利用して、企業が先頭に立ってそういう

事業を進めていっているというのが実態ではなかろ

うかと、その差がうちの村と出ているのではなかろ

うかと、このような私感じをもっているところでご

ざいますので、その辺につきましても稚内市はかな

り大きな企業もございますので、そういう分野では
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色々とまちづくりの関係につきましてもそのとおり

でございましょうけれども、色々な面でうちの村と

は違ってきているというようなことが言えると私は

思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）：実を申しますと私もあ

まりこの新エネルギーには詳しくありませんので、

今回この本随分読みました、何回も読まさせていた

だきました。それでも実のところあまりよく解らな

いのですけれども、ただ先程の同僚議員の質問にも

あったのですけれども、きちんとタイムスケジュー

ル組んでますよね。そして２０１２年には新エネル

ギー導入目標値、導入率４５％ときちんと謳ってお

りますけれども、これは本当に出来るのですか。そ

れをお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

お答えします。 

 平成１８年度に策定しました地域新エネルギービ

ジョンの関係なのですけれども、この部分につきま

しては当然ＮＥＤＯからの補助金ということで、こ

ういう項目を作りなさいという形で全部示されてお

ります。その中で当然、村内に賦存するエネルギー

の抽出とそれからそれに対応出来るだけのＣＯ２の

削減も含めて、ある一定の年数を区切って実行して

いかなければならないというような要綱の中にあり

ますので、その部分で一応、短期・中期・長期とい

う形で年度を定めてやらせて、スケジュールタイム

を組んでさせていただいたというような形になって

おります。それで平成１８年度につきましては、そ

のビジョンの策定と、要するに猿払村にどういう新

エネルギーがあるのかというような賦存量の調査で

ございます。その中で調査した結果、そのエネルギ

ーがどこまでどういうような形で利活用出来るのか

というようなところまで１８年度についてはとりま

とめをしております。そしてその部分につきまして、

さらにビジョンを作りっぱなしということについて

は、ＮＥＤＯの方からも決してそういうことがない

ようにということで釘を指されておりますし、また

さらにその中の検討委員会の中で先程来から言って

おります６点の重点項目の中から水産系家畜糞尿、

ひっくるめて言いますとウエット系のバイオマスに

ついて非常に新エネルギーとしての利活用が良いと

いうことで、１９年度についてもその部分について

さらに重点項目として進めていきたいというような

ご意見もありましたので、それを受けて行政の方も

進めていきたいというような考えで進めております。

また、このビジョンの策定につきましては、先程来、

村長の答弁にもありましたけれどもこれは行政主導

型ではなくて、あくまでも酪農家ですとか、水産業

営んでおられるそういうウロの関係だとか、家畜糞

尿そういう人方が処理に非常に困っているというよ

うな意見もあると、ではそういうことも踏まえてそ

れも何かエネルギーに変換出来て、処理が出来て、

今上の水産加工場等につきましては年間６，７００

万ものランニングコストをかけて焼却しているとい

うような現状もありますので、それがさらに半分位

になればまた越したことがないわけですから、そう

いうような形で進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：分かりました。という

ことはこれはあくまでもビジョンであって、２０１

２年に必ずこうなるということではないという認識

でよろしいわけですね。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君）：そうで

す。 

○議員（巽 昭君・登壇）：私も一応水産業の関係

で多少は関連はしておりますので、この数字を見て

びっくりしたのですけれども、ただ果たしてそれで

いいのかどうかという問題もあると思います。 

 それでは次の質問に移らさせていただきます。産

業育成ということで最後にもう一つ質問させて下さ

い。産業育成の最後の質問として、最後に今不況に

悩む地元の商店・企業に対する救済策についてお伺

いいたします。この度、訳がございまして、一般質

問通告書には載っておりません。随分、猿払の歴史

を勉強いたしました。ホタテの歴史が中心でした。
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昭和４０年代中旬、村が当時１年分の税収入額を漁

協に補助し３億円以上の借入の保証をしてホタテを

甦らせた話しはあまりにも有名です。当時の当事者

達の英断に感銘いたします。しかし当時、村がなく

なるかどうかという厳しい環境下の基、このような

村の全てを懸けるような補助金損失補償は他の産業

・石炭業・酪農業でも行われ議論されていたことを

今回始めて知りました。村長も職員も議会も村を残

す為に皆さん必死だったのですね。桁の違いはある

かもしれませんが、財政的には当時の状況には内容

は近づいてきているのではありませんか。産業的に

もホタテ漁はまずまず順調ですが、他の産業は当時

の状況に近づいてきております。ホタテ貝殻工場・

新エネルギーも将来への期待は大きいのですが、今

すぐ地元を活性化させ、地元の産業を元気づける抜

本的な政策はありませんか。また、政策によっては

損失補償を村がして産業を復興させるそのような覚

悟は村長にございませんか。村を再度甦らせる方法

と覚悟、村長はお持ちではありませんか。 

○議長（山須田清一君）：村長の考えがあったらそ

れに対してあったらちょっと。 

 森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確かに私もこの前の

北海道町村会の広報誌であります「フロンティア１

８０」にもあれにも、その甦った村という形の中で

の座談会に出していただきました。猿払村と東川と

それから豊浦とこれと後、農業経済の方と４名で一

応座談会という形で出していただいて、その辺の経

過等、また今の現状等を話させていただいた経過が

北海道町村会の広報誌に載っているわけでございま

して、その当時を振り返ってみますと非常に素晴ら

しかったなとつくづく思います。それが今水産業等

については別といたしましても、それで甦ったわけ

ですからそれは別といたしましても、また酪農業こ

れからもまだまだ厳しい状況が続いてくる状況の中、

また商業の関係、また工業の関係、商工業の関係に

つきましてはかなり厳しさをこれから段々増してく

る状況にあろうかと思っているところでございます。

そういう状況の中で今の巽議員さんのご質問につき

ましては、私として今突如として言われたことでご

ざいますので、当然この関係につきまして何とかし

なければならないという思いは当然のことでござい

ます。十分に検討して今の巽議員さんの考え方等に

ついては聞き、及び十分にそれに対応する検討させ

ていただきたいとこのように感じておりますので一

つ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）：突然の質問に答えてい

ただきましてありがとうございました。さらにもう

一つだけお願いいたします。後、商工会の中でも近

年は稚内等の大型店舗の進出による地元商店街の売

上が著しく減少し皆さん不安を抱えております。し

かし今年は、地元では漁業がまずまずであり、これ

らのお金を地元に落とすよな手段が何かないかと思

います。前にも一度申し上げたことがあるような気

もしますが地域貨幣とか官庁や民間の企業・組合の

給与の一部等を地域商品券で払うとか、このような

方法が現実的に出来ませんか。このような方法を検

討することは出来ませんか、村長お願いします。 

○議長（山須田清一君）：巽議員に申し上げます。

ただ今の発言は通告の範囲を超えていますので、答

弁は差し控えさせていただきたい。答弁の用意はし

ていないと思いますので、いかがなものでしょうか。 

○議員（巽 昭君）：答弁出来ませんか。 

○議長（山須田清一君）：その答えに対して再質問

はありますか。 

○議員（巽 昭君）：再質問はないです。 

○議長（山須田清一君）：もしか答弁が出来ました

らいいですよ。 

 森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の巽議員さんのご

質問でございますけれども、私としては村の商工会

が広域連携を組んでいるというような状況の中でご

ざいます。そういう状況の中で行政としての考え方、

タイアップした考え方をもった形の中での発展的計

画をも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。これらの部分につきましても浜頓

別町、中頓別町と足並みを揃えながらやっていかな

ければなかなか難しい問題であろうと、出来ない問

題であろうと考えますので意思の疎通をきちんと図
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った形の中で、どうすればどうなるのかということ

をきちんと定めていく必要性というものがこれから

あろうかと思いますので、そういう部分で行政サイ

ドとしての首長としての三者打ち合わせをした形の

中で進めていきたいという考え方をもっているとこ

ろでございますので、そういう方向で進めさせてい

ただければという考え方をも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）：どうもお疲れのところ

答えていただきましてどうもありがとうございまし

た。 

 それでは次の教育関係の質問に移りたいと思いま

す。 

５、教育関係。最後に教育関係の質問に入ります。

学力テストとどろんこ広場についてであります。こ

れは３月議会でも質問していることでありますが、

色んな思いがありますので再度申し訳ありませんが

質問させてもらいます。教育長よろしくお願いいた

します。 

まずは５番の全国学力テストについてであります。

（５）全国学力テストについて。本年４月、４３年

振りに全国学力テストが行われました。その結果が

１０月２４日発表されました。北海道は平均点が４

７都道府県中、小学６年生が４６位、中学３年生が

４４位と新聞等で報告されております。散々たる結

果であります。猿払村の結果は発表することが出来

るのか、出来ないのか、まずお聞きします。結果が

出る前の３月議会の教育長の答弁は、学力テストの

目的が学力の状況を把握するのが目的でなく、教育

の成果と課題を検証するのが目的であるとあまり数

字の報告には積極的でないニュアンスの答弁を受け

ておりますが、散々たるテスト結果が公表になった

今、猿払村の結果を報告するということに状況の変

化はございませんか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは巽議員さ

んからの全国学力テストの関係でお答えいたします。 

 最初に通知出来るかというストレートなご質問先

にきましたので、まず通知出来るかという部分でお

答えしたいと思います。結論を先に申し上げますと、

本村におきましては３月議会でもお話し一部お答え

しておりますけれども、村全体の調査結果及び学校

個々の調査結果につきましては、これを公表しない

ということを申し上げさせていただきたいと思いま

す。その理由・事情ですけれども、この文科省が実

施する全国学力学習状況調査でございますけれども、

これにつきましては市町村教育委員会や小中学校が

この調査への参加、これ非常に全国的にも色々と話

題を呼んだり問題になった部分なのですけれども、

その文科省が示す実施要領の中で調査結果の取扱い、

これは慎重に配慮するよう規定されておりまして、

私も３月の議会でこれを基にお話ししたところでご

ざいまして、何ら変わっていないということは申し

訳なく思ったものです。その実施要領を基に市町村、

全国の市町村教委・学校等がこの実施要領を承知・

理解した上で今回のいわゆる学力テストへの調査の

参加を決めたと考えてございます。具体的に申し上

げますと、この実施要領の中で市町村教育委員会は

所管する市町村内の学校の状況について、個々の学

校名を明らかにした公表は行わないこととされてい

るからでございます。またこの市町村教育委員会は

その市町村全体については今度どうなのだというこ

となのですけれども、これについてもいわゆる今、

巽議員さんから新聞でも４０何位とか、いわゆるは

数字が一人歩きするというのが本来のテストの目的

じゃないということで序列化、過度の競争になるこ

とはならないように十分留意せよという申し合わせ

で今回の調査が始まったところでございます。そし

て本村の特殊事情でございますけれども、参加した

小学校の中には対象児童が１名だけという学校もあ

りまして、学校名を出すことによることでいわゆる

誰々さんの結果なのだということも公表されますし、

また対象児童が２名という学校もあるからです。そ

れと中学校の関係ですけれども、これもご承知のと

おり中学校全体の猿払村中学校全体のと言ってもそ

れはイコール名前を出さなくても、出したことと同

じように拓心中学校ではこういう結果になりますと

いうことで、そういう分になりますと実施要領から

も外れてきますし、これらの個人のデータとして取
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扱えるということが非常に心配されるということで、

通知はしないということにしております。それでは

議員さんも納得出来ないと思うのですけれども、こ

こで問題は村の方としても児童・生徒それぞれの結

果なのですけれども、それにつきましては当然のこ

とながら本人に調査結果を提供しておりまして、保

護者に対してもこの調査で特定出来るというのは本

当に学力の特定の一部部分なのだよということを前

提にして、周知するように我々の方からも指示をし

ているところでございます。後、巽議員さんからも

４月何日って調査があったのですけれども、文科省

批判にちょっとこう物を言うわけではないのですけ

れども、公表半年もたってから公表されても、もう

例えば中学校ではもう受験とかに入ってますし、半

年も経ってからの結果というのはどうなのかと、当

然克服して出されていることもございます。通知出

来るか、出来ないかという部分については、これは

私共としても公表しないということでお答えさせて

いただきますので、よろしくご理解願いたいと思い

ます。以上終わります。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：確かに人数が２、３人

の学校があるとかというお話しも、その辺の事情は

よく分かるのですけれども、ただ申し訳ないのです

けれども、私の頭の中にあるのは中学校の話しなの

です。はっきり言って拓心中学の話しなのですけれ

ども、それを前提にこれは質問していくのですけれ

ども、学力が全てだとは思いません。しかし、学力

が教育課程の中で基本にならなければならないわけ

です。基本的な知識が身についてなければその子の

可能性を狭めることになります。先日、連合ＰＴＡ

の研修会が当村で開催され、東海大学の小沢先生よ

り素晴らしい講演がございました。部活等の課外活

動の充実している教育環境は、学力にも必ず良い影

響を与えるはずだとの講演でありました。私も同感

であります。今、当村の中学教育は先生方の努力に

より全校合唱を中心に非常に充実しております。学

力においてもその傾向はあるものと私は信じており

ます。でも、それを目で数字で確かめたいと思うの

は親心ではありませんか。どうですか教育長。 

○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。 

 中学校の部分で質問とはちょっと離れるのですけ

れども、今年色々と管内のＰＴＡの関係、管内の教

頭会の中で巽議員さんには色々な形の中で講演ご協

力していただいて本当にありがとうございました。

今の中学校の学力の分でございますけれども、当然、

親としても自分の子どもがどうなっているのかとい

う部分あると思うのですけれども、それは当然のこ

とだと思っています。それで今回の結果については、

当然、生徒にも資料提供されていまして、また保護

者との学力の相談の関係とかでは、その辺の問題と

いうものも分かるような形にはなっておりまして、

個々の生徒に対しての説明は確認はしておりません

けれども、当然何が弱点でどういう科が伸びている

といった関心時の部分、これからも気を付けていく

部分、そういったものは当然に話されているし、こ

れからも続けていくと思いますので我々とすればそ

ういった指導を信頼しながら見守っていきたいと思

っております。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）：１０月２４日にこの北

海道の平均が発表になってからも、北海道新聞でも

特集を組んで「どうして成績が悪かったのか」とい

うことを分析しております。その分析によりますと、

過疎化による競争意識の低下、経済力の差、特に自

治体の財力・財政力の弱さも一因としております。

北海道の子どもの能力が劣っているわけではない。

北海道の社会の問題だと、このようにも載せており

ます。もし仮に、結果は教えてくれませんから仮の

話しになりますけれども、仮に悪い結果が出たとし

ても謙虚に分析する必要があるのではないでしょう

か。課外活動が充実しているのであれば、学校教育

環境だけの問題だけではなく、地元環境に多くの問

題を抱えているのかもしれません。逆に単に課外活

動ばかりに力を入れているのかもしれません。しか

し、今の中学校のスタッフは素晴らしい、私は決し

てそんなことはないと思っています。一つきっかけ
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として今回の結果を冷静に分析し、村民の皆様にも

考えてもらうべきだと思いますが、いかがでしょう

か。さらにお聞きいたします。 

○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。 

 環境の部分も含めてなのですけれども、確かに教

育の部分にお金をつぎ込むという、つぎ込まなけれ

ば良い教育が出来ないという一つのそのものはあり

ます。また今、学習指導要領これから変わっていく

のですけれども、それとまだ決定はされていません

けれども、そういった中でお金を使うという部分で

は教員の増員というのもございます。幸いにしてう

ちは学校生活支援とかで色々と教育にも力を入れさ

せていただいておりますけれども、当然予算上の問

題というものも影響が大きいのかと思っております。

それと今、巽議員さんから中学校のスタッフの関係

でございますけれども、私も校長等通じて学校行く

中で非常に熱心にやっていると思っておりますし、

愛情をもって話されていると思っております。そう

いった意味では信頼して任せては良いのですけれど

も、ただ今回の学力学習状況調査の中で中学校でも

全国的な傾向といいますから、主としての知識に関

する問題、これらの基本とか基礎の部分なのですけ

れども、それは概ね理解しているのですけれども、

それを活用すると言いますか、知識や技能を活用す

る力に課題があるとそういうふうに分析しておりま

す。そういった分析は、小学校・中学校においても

それぞれの学校、それと個々の指導においてもなさ

れると思いますけれども、そういった分析をこれか

ら活かすように、特に反復練習とかドリルとかそう

いったことをしながら教育力の向上を高めていく必

要があるのかなと思っています。後、巽議員さんも

心配されてましたとおり、村内的な部分でいきます

と、村内的というか全体の傾向からいきますと、学

力というのは基本的な生活習慣の確立とか、家庭に

おいて自主的な勉強する、学習の習慣と言いますか、

そういったものと学力と大いに関係がありますので

当然、学校と保護者、先程の学校・家庭・地域、こ

れらが連携する中でいくのが、いかなければならな

いとそういうふうに抑えておりまして、学校でもそ

ういう方向で進んでいきますので我々もさらに予算

等も含めまして良い環境におけるように努力をして

いきたいと思っていますので、よろしくご理解願い

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：先程も申し上げました

ように、中学校のあのような素晴らしいスタッフの

中で平均点も採れないようであれば何か問題がある

ような気がいたします。教育長、この新聞に中学３

年生の北海道の平均点が６９．１８と書いておりま

す。拓心中学はこれより上か下か、これだけでも答

えれませんか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：また融通聞かない

と言われても困るのですけれども、私も私の発言が

全道・全国にも影響してくるので、それらは貫かせ

ていただきたいと思います。ただ、そういった数字

が一人歩きするというのは議員さんとは見解違いま

すけれども、本当に学習の分析の中でも全国でわず

か数ポイントの点数の開きというのはそんなに大げ

さにすることじゃないのだと、ただ個々に応じた指

導を続けていくのが大事なのだということなので、

私はそれに向かって学校と連携しながらいきたいと

思います。何度質問されても答えられないものは、

答えられないと言い続けなければならない虚しさも

ご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

 

 

◎ 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全日程を終了するまで延

長することに決定いたしました。 
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 巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは何度質問して

も駄目ということなのでありますので、最後の質問

に移りたいと思います。 

 （６）１９年度どろんこ広場について。これも今

年の３月議会で質問しております。この中で昨年の

どろんこ広場は素晴らしかった、官民が一体となり

猿払を知る素晴らしい企画であった。本年はさらに

教育委員会が中心となって素晴らしい企画を計画し

て下さい。私の質問に対し１９年度も積極的に教育

委員会としてかかわりを持っていきたいとの答弁で

ありました。そのような答弁を踏まえ、本年度はど

のような形で具体的に何を積極的にかかわったかを

お答え下さい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではどろんこ

広場の関係で、何を具体的に積極的にかかわったの

かということなのですけれども、経過はよろしいで

すか。ご質問に今年度の経過説明とありますがそれ

はよろしいですか。答えなくてよろしいですか。 

○議員（巽 昭君）：経過答えて下さい。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは今ご質問

にありました今年度の経過説明と今後の展望含めて、

それと教育委員会のかかわり強調されましたので、

そういった部分で触れていきたいと思います。 

 ご質問の今年度の経過説明ということなのですけ

れどもどろんこ広場、今年で２９回目を迎えたとい

うことで非常に歴史の長い取組みとなっておりまし

て、今回も従前同様に巽議員さんが猿払村ＰＴＡ連

合会の会長をされた時と同じように今年度も連Ｐ主

催で、またそれに実行委員会を設けて、これは従来

同様小学校５、６年生と中学校１、２年生の児童、

大人、教職員合わせて１０６名の参加をみて９月１

日に開催されております。今年度、昨年度も非常に

巽議員さんから素晴らしかったということなのです

けれども、今年度も昨年の活動を引き継ぐ形の中で、

色々村内の個人の方や団体・グループ・炭鉱社の方

々のご協力を今年度もいただきまして、魚釣りの関

係やカヌー体験、カラフトマスの産卵観察、炭鉱跡

地の観察、それからバター・アイスクリーム作りや

そば打ち体験等、５つのグループに分かれて今年度

も充実した活動を行ったところでございます。そう

いった中で巽議員さんからの強調された質問の中 

で今お答えするのですけれども、この本番９月１日

の開催を前に２回の実行委員会が開かれておりまし

て、従来とは違って教育委員会のかかわりとしまし

て、本年度から新たに教育委員会の社会教育の職員

が実行委員として始めて加わることになりました。

これは巽議員さんにお答えした中での教育委員会と

のかかわりの中で大きく我々もその意図を汲んでの

参画でございます。何故か今回教育委員会が入った

時に、事務局次長という役目を仰せつかったのです

けれども、結局はどろんこ広場の準備立ち上げの段

階から参画していったということでございます。そ

れによって前心配されていました開催校の当番校の

負担軽減も図っていきたいなと思ったところでござ

います。そういった意味では本年度からは、教育委

員会がかかわっているということで、苦しさ色んな

ものも教育委員会も一緒になって支え、内容を聞い

て子ども達の為にこれからも継続していく形の中で

そういう体制をとりました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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：確かにこの実行委員を

確認しますと間違いなく入っております。ありがと

うございます。私がこれにこだわるのは、これは素

晴らしい企画だと思うからであります。子ども達だ

けで行うのではなく、大人も含め全村的に猿払を知

る企画に拡大したいわけです。猿払に住んでいなが

ら猿払を知らない人が多い、それでどうして郷土愛

が生まれますか。郷土の自然・郷土の産業、そして

郷土の歴史を理解してこそ郷土愛が生まれる。先程

も言いましたが、今回猿払の歴史を随分勉強させら

れました。猿払で生まれながらこの年まで知らなか

った猿払の農家の歴史を知りびっくりいたしました。

猿払という地域に対する印象も随分変わりました。

村史編集の意味も実感いたしました。それと共にこ

のようにせっかく猿払を知る企画が今あるのならば、

それを拡大して年齢に関係なく誰でも参加出来る企
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画に出来ないでしょうか。お願いいたします。 

○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。 

 どろんこ広場の素晴らしさ、意義、そしてこれを

巽議員さんからも誰でも参加していく方向で考えら

れないかということなのですけれども、とりあえず

私の段階でどうのこうのというすぐはならないので、

事務局を通じてこの議会からもこういう意見があっ

たよということは伝えていきたいなと思っておりま

す。今回のどろんこ広場、これ毎回終わった後に今

後の部分に向けて色々と反省総括、それから次年度

に向けての進め方等も協議するわけですけれども、

これは実は年明けの１月下旬以降に第３回目の実行

委員会が開催されることになっておりまして、その

中で教育委員会の事務局も入っておりますので、そ

ういった今後の部分についても誰でもが参加してい

ける方向について議論をさせていくのがやぶさかで

ないと思ってますし、みんなの意見も聞きながら数

年後になるのかも解りませんが、そういう方向に持

っていこうという提起をしていきたいなと思ってま

す。今、そういったことでの今後の部分では、私の

口からは申し述べることは出来ないのですけれども、

巽議員さんもおっしゃるとおり、このどろんこ広場

の取組みというのは村内の子ども達ばかりではなく、

保護者また色んな方、大人の方も含めて猿払村の素

晴らしい自然の豊かさ知ってもらうということと、

それから子どもを含めて大人も地域の人達みんなが

共に活動して交流を図る、そこに意義があるのだと

いう部分も理解しておりますので、そういった部分

を加味しながら一歩一歩その時期に合った、しなけ

ればならないような形の中で進めていきたいなと思

ってます。今後も学校関係者はもとより、村内外の

多くの方達のご協力・ご支援いただく中で子ども達

の健やかな成長を育む活動としても、また生涯学習

という立場からもこれもこれは教育委員会としても

しっかり受け止めて、支えていく中で今後もさらに

充実した事業内容で継続されていくことを我々の方

も受け止めていきたいないと思っています。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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：よろしくお願いいたし

ます。 

弁解するわけではありませんけれども、私毎年こ

の行事には参加出来ないのです。去年は総務民教の

研修がございまして、今年は中国へ行っておりまし

た。議会でいつもこの件に関してうるさいことを言

うのに、肝心な時はいつも居ないなと、某目の前の

教育長から批判を受けておりましたが、来年度は議

会も一緒になってこの事業を行いたいと思っており

ますので、継続する努力をお願いして質問を終えた

いと思いますが、教育長最後に何か一言ありました

らお願いいたします。 

○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。 

 いつもはたまたま非常に建設的で子ども達が聞い

ても、他の学校・教職員また保護者が聞いても心温

まるようなご意見といいますか、そういうことには

感謝申し上げますし、たまたま日程上、巽さんがお

出でになれないというのはみんな把握していまして、

私も別に批判はしていませんけれども、どうかみん

なで支えいくというか、議会も我々もみんなで子ど

も達の為に、また村民の為にみんなで頑張っていく

形を私も肝に銘じて進んでいきたいと思いますので、

今後ともよろしくご支援のほどお願い申し上げまし

て私の答弁といたします。 

 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）：これで終わります。 

○議長（山須田清一君）：５時５分まで休憩いたし

ます。 

 

休憩 午後 ４時５１分 
再開 午後 ５時０３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。 
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 ５番、須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：５番、須藤武保、通

告書に基づいて質問いたします。 

 平成１８年大幅な人事異動があり、職員は少数精

鋭で頑張っているが、村長はどのように評価してい

るか。 

○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。 

 どのように評価しているかということですが、質

問の主旨からしてどのようにでしょうか。私につい

て解りかねる部分があるのですけれども、ここ６年

ほど資格免許職員を除きまして新規採用は控えてい

る状況にあります。その中で職員は異常な頑張りを

見せております。村民サービスの向上に力を注ぎ、

私は優良な効果を上げていると評価をしているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：私は村長同様、少数

精鋭でなかなか頑張っているなと、昨年はちょっと

大変だなと思ったのですが、今年はなかなか意欲的

に頑張っていると感じております。 

次に２番目、消防支署長の村長兼務ということで

ありますが、消防支署も毎年定年間際の職員が支署

長として任命されていました。今年は村長が兼務と

いうことでありますが、これは財政を考えてのこと

か、それとも消防署に内部昇進する職員が居ないの

かという点ですが、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）：兼務ということでな

くて、私については一応事務取扱という形の発令で

ございます。私にしても事実暇はないといっていい

位でございまして、平日消防職員と懇談する機会も

少ないわけでございますけれども、役場の用務が空

いてる時、出来る限り消防に出掛けておりますし、

土・日空いている時には努めて消防署に出掛けるよ

う努めております。よって殆ど休みがないというよ

うな状況にあるわけでございます。平日・休日にか

かわらず消防では体制のローテーションを組んでい

ることから、行った時でも全ての職員に会えないと

いうのが残念なことでございます。以前には時を選

んで休みの職員も消防に出てきてもらい全体会議を

して意思の疎通を図ったというような経過もあるわ

けでございます。そういうような状況の中で私は村

長というよりも、広域消防の副管理者というような

立場もございますので、そこに行って職員のみんな

と出来るだけ意思の疎通を図り、消防業務の運営に

ついて的確な村民サービスに努めていきたいという

考え方をもっているところでございます。決して行

財政改革等の問題かということではなく、少数精鋭

主義というような形の中で私は消防支署長の兼務を

している、事務取扱をしているということにつきま

しては職員のみんなも解っていただいて、少数精鋭

主義の意識改革、意識の危機管理というものも持っ

ていただくという面からも一定程度の効果があるの

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。そういう意味におきまして、また団会

議、また幹部会議にも出席をしている実態にもある

わけですが、特に有事の際の支署長としての指揮命

令等について、このことが一番の不安材料でござい

ます。常時行っているわけではございませんので、

役場に居て聞きつけて現場に飛んで行くというよう

なことが随時あるわけでございまして、そのような

状況でございます。必ずしもそのような、今までみ

たいなような形ではなくして、このようなこともま

た一考として考えるべき性質もあろうかと考えてい

るところでございます。今まで私が事務取扱で行っ

て一番感じたことでございますけれども、要するに

常備消防、職員の内部支署だけの内部要綱なり、規

定が作られていなかったということが何故かなと、

私として思ったところでございまして、行った時に

私作りまして、一応職員の皆さんに消防職員の皆さ

んに一応配ったと、それと合わせて常備消防の在り

方としてどうであるかという部分につきましても、

訓示の訓という字を使いまして大きな張り紙を作っ

て掲示板に掲げてあると、一応これに基づいて職員

は常に意識、危機管理意識を持っていただきたいと

いう意味を込めてそういうものを作って貼らせてい

ただいているというような状況にもあるわけでござ

いまして、支署長が必ずしも常時居るか、居ないか
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という問題についてはそれぞれ議論があるところで

はあると思いますけれども、私としては職員も私が

庁舎に居る時につきましては、副管理者の決裁等を

持ってくるわけでございまして、その時にもどうだ

というような様子も聞いているような状況にもあり

ますので、特に今のところ私としては支障はないと

考えているところでもございます。専門職を置くこ

とによって、支署長を置くことによって、置くこと

が一番ベターなことだろうとは思いますけれども、

これも一つの職員の意識の改革というような面で、

トップがそっちに行って仕事をするということも私

としてはあり得ることでございます。特に消防業務、

消防に対する業務がなくても役場である業務、これ

を持って行って消防で仕事を土・日でも空いている

時にしているというような実態にもあるわけでござ

いまして、そのような状況に今なっているわけでご

ざいまして、この前も確か土曜日か日曜日か土曜日

だったと思いますけれども行きましたら、一応朝１

０時頃出掛けて行きまして、仕事をする予定で行っ

たのですけれども内容的には１０時頃行きまして、

そして４時頃までですか、消防で一般的な消防業務

等、それ以外の分野についても色々とローテーショ

ンで居る職員と一緒になって雑談をしながら居たと、

そういうことが私としても一番仕事を黙ってやって

いるよりも一番職員の意思の疎通がとれるのではな

いのかなというような考え方をもって今やっている

ところでございますので、そのことにつきましてご

理解願いたいと思っている次第でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：消防署も今１４名で

すか居るのは、村長ともなかなかお話しする機会な

く今までおりました。でも村長が支署長を兼務して

いることによって、わだかまりもなくお話し出来る

ということです。であれば今後共、支署長は単独支

署長は置かないということですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁させていただき

ます。 

 今後とも置かないという形には私はならないのか

なと思っております。支署長という職場、階級制が

あるわけでございまして、そこにはそれなりの人を

置くということが先程も言ったようにベターかベス

トという感じをもっておりますし、今後とも置かな

いということではなくして、副管理者として村長と

してではなく、イコールが副管理者ですけれども管

理者としてたまに出掛けて支署長を置いた場合にお

いても、たまに出掛けて行って職員とのそういうよ

うなコミュニケーションを図るということが大切な

ことだろうと思っている次第でございます。 

 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）：今の村長の答弁いた

だきますと、支署長を置かないわけではない、だけ

れども今のところは置かないということですか。今

後置く予定は村長頭の中に入っているのですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の行政全般を見渡

しても少数精鋭主義で、これも行政改革の一貫とい

う形の中でやっているわけでございまして、私とし

ても今後置かないということではなくして、出来る

ものであればまだ続いてそのような形態をとってい

く必要性もあろうかなと思っている次第でございま

す。またこれで財政が健全性を保つような形までこ

ぎつけた段階においては、そのような人員の体制も

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。管理職といえども有事の際には職員、

消防職員も基準に満たない状況でございますので、

馴れて通信やら泊まりやら、やらなければならない

状況にもあろうかと思いますので、そういう部分も

合わせた形の中で考えていかなければならないのか

なと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）：今現在１４名の署員

で頑張っております。署長が居ないということは、

危機管理という面でも大変心配だと思うのです。そ

してまた、一般職、救急救命士ですか、あの人達が

サイクルだかでやっているのですが、仕事上で腹が

痛いとか何とかとあっても今の状態では休めない状
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況です。というのは、今２人いる一般職というか本

庁から行った署員、あの人達が無線を使っているか

ら、今の人は現場に行っている職員の人達が帰って

きても普通ですと、腹痛いとかちょっとした頭痛が

するとかという時は通信室に残れたのです。今はそ

ういう状態ではないです。現場、現場、現場という

ことで、おまけに支署長も居ないとかということで、

人の人事というか採用でもしなければ今の状態では

うまく回転していかないのではないかと思うのです

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）：お答えいたします。 

 今行っている、役場から行っている２人の生活安

全等の係につきましては、これは救急業務、これは

要するに研修等はしておりませんので、救急業務等

についてはこれは救急車に乗せることはこれは出来

ません。従いまして通信等にまわってもらうという

ような形の体制をとらざるを得ないというような状

況になっているわけでございまして、それによって

一応一定程度のローテーションがクリアされていっ

ているというような考え方でございますので、その

点につきましてはもう一定程度の年齢の人間でござ

いますので、消防学校等でも一定年齢の人間につい

ては、ある程度そういう研修等については拒否をし

ているというような実態もございますので、そうい

うような状況で一定程度の初期の消防の研修等もな

かなか出来ないと、受け入れられないというような

実態もあるわけでございまして、そういう意味から

いたしまして、そのような業務にまわっていってい

ただいている。また十分なやっぱり消防の救急業務、

消防業務に、もちろん消防業務には携わりますけれ

ども、救急業務等につきましてはそれらの分野につ

いて、これらの人間については携わらせてはいない

という実態でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：今現在定員は１５名

ですか。そして今１４名だと携わっている職員、も

う４年も新採用がない。今後の採用予定はあるので

すか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁申し上げたい

と思います。 

 今、須藤議員さんが言われたのは、次の質問通告

書にも載っていることと同じようなことだろうと考

えますけれども、それでよろしいでしょうか。 

○議員（須藤武保君）：はい。 

○村長（森 和正君・登壇）：いいですか。これか

ら段々と消防業務についても年齢を重ねていくこと

によって効率が有事の際には下がっていくというこ

とも当然考えられます。考えていかなければならな

い。そういう状況の中では基準を満たす為には、若

い職員も採用することもまた必要であると考えてい

るところでございます。この関係につきましても先

程、同僚議員の方から質問がありましたように、役

場の場合についても断層等が出来て、それなりの階

層の人間を計画的に採用する必要性もあるというよ

うな状況から、消防職員の分野においても同様でご

ざいます。そのような考え方に立った形の中で検討

し、採用等も考えていかなければならない。今、副

長が本当に頑張ってやっていただいているというこ

とからして、定年制に近い消防職員もおられること

から当然、職員の採用ということは随時考えていか

なければならないものだろうと考えている次第でご

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）：今度は是非、消防学

校の出た新規の職員を採用していただきたいと思い

ます。そしてまた新職員であれば２、３年かかると

言われています。是非その辺も考えながら頑張って

採用をやってみて下さい。また、今年は町村会には

まだ申し入れはやっていないのですよね。というこ

とは、どこからかそういう技能資格を持った人をど

こからか連れてきて対応するとか、例えば夕張市何

かから連れてきたとか言えば、熟練した職員が採用

出来るのではないかと思いますけれども、その辺ち

ょっと。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私の考えも夢みたい

な考え方かも解りません。答弁としては、今居るこ



－52－ 

れから退職していく消防職員につきましても救急救

命士の持った人間も居るわけでございまして、そう

いう人間が退職していくということは、それらを育

てていかなければならないという問題もあるわけで

ございまして、本来ならばそういう救急救命士を持

った、資格を持った人間を採用出来れば一番良いわ

けですけれども、これは夢物語になるかなと思いま

すけれども、随時そのような考え方の基に進めても

まいりたいし、また出来るだけ早めに職員を一定程

度の研修を積ませ、救急救命士の資格をとれる段階

まで進めていかなければならないだろうと考えてい

る次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：最後に保育所の関係、

今現在、保育所には正職員・臨時職員で何名ずつ採

用しているのですか。 

○議長（山須田清一君）：佐藤保育所長。 

○保育所長（佐藤栄治君・登壇）：お答えしたいと

思います。 

 私とセンター長、それから臨時職員、正職員含め

まして１５名体制。鬼志別と浜鬼志別保育所で１５

名体制で実施させていただいております。 

 以上です。 

○議員（須藤武保君）：正職員と臨時の。 

○保育所長（佐藤栄治君・登壇）：臨時職員はその

内３名となっております。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：正職員・臨時職員、

臨時職員にも担任は持たせているのですか。 

○議長（山須田清一君）：佐藤保育所長。 

○保育所長（佐藤栄治君・登壇）：単独の部屋で担

任は持たせておりません。複数０歳児・１歳児・２

歳児の部屋で、まとめてやっている部屋については

個々の子どもに対しての担当ということで、中心に

なる職員は正職員で部屋全体を見ているということ

にしております。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：終わります。 

○議長（山須田清一君）：以上で一般質問を終結い

たします。 

 


