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○議員（巽 昭君・登壇）：７番、巽昭、一般質問

通告書に基づき質問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。 

 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
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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

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
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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

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。 
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○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

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



－5－ 

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

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
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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

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
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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

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
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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）：

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
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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

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
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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

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
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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。

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
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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

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。 
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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

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
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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

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
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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。 

 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。 
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○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

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
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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。 


