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○議長（山須田清一君）：日程第１、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。 

６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、５項目１２点ほどについてお尋ねしたいと

思います。 

 まず１番目、猿払村の公営住宅、職員住宅、遊休

施設等についてということで、昨日の条例審査特別

委員会の中でも職員住宅を主にしながら公営住宅、

持ち家制度等の活発な意見があったと思います。 

まず最初（１）として、国が定める公営住宅法と

猿払村における公営住宅のあり方ということについ

て、今の公営住宅法が平成２１年４月からまた大幅

に改正されるということを耳にいたしました。 

今、猿払村が持っている公営住宅の戸数と、その

中で日々耳にして問題になっている公営住宅の家賃

の収入超過者の世帯数、その割合について数字おさ

えているところがありましたらお教えいただきたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：早坂産業建設課長。 

○産業建設課長（早坂 裕君・登壇）：現時点で平

成１８年３月５日現在ですけれども、公営住宅の戸

数は２６２戸あります。その内、入居戸数は２４４

戸、政策空き家が１２戸、それと空き家という部分

で６戸あります。それで収入超過の部分ですけれど

も、パーセントは出ておりませんけれども、全体で

１８０戸が収入超過者ではない方です。それで６４

戸が収入超過者という形が今現在時点なっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、建設課長の答

弁によると１８年度現在、２１年度になりますと先

日私もインターネットで公営住宅の価格というのを

調べて非常に難しい文言ではあったのですけれども、

今現在、月額収入が約２０万の方が適正な家賃で入

れるという法律です今現在、それが２１年４月から

は１５万８，０００円なければ適正家賃、要するに

公営住宅に入る基準の給料ではないという国からの

法律改正でありました。 

色々私も調べたのですが、昨日の審査特別委員会

の方で家賃の算定基準も非常に複雑で地域割り、築

年数、非常に複雑なものがあるのですが、今現在、

月額１５万８，０００円の収入の方でなければ公営

住宅に入れないという法律を猿払村で守るのであれ

ば、今現在６４戸の方々が収入超過者として公住に

入っている。決して公住にその収入超過者の方が入

っては駄目だという質問ではないのですが、猿払村

のように居宅というかアパート、民間のアパートも

少ない、またそういう持ち家制度の昨日の話しでは

ないですけれども、持ち家制度の助成もない中で１

５万８，０００円を基準にして考えてると２人世帯

だと約年収が３５０万、３５０万以下の人でなけれ

ば公営住宅に入られないとなると、非常に東京とか

札幌・旭川都会であれば色々な入居する所の選択は

とられるとは思うのですが、宗谷管内町村部で考え

た場合には、殆どその新しい人が新規で探すのに来

たとしても住宅に入ることが出来ないような形、３

５０万２人でこれは夫婦で合算されると思いますか

ら、基本的には今でいくとこれが本当にこの３５０

万という年収が、これが収入超過者になるというの

は猿払村においては現実的ではないと私は考えます。

そこのところを基本的には国が決めた法律ですから

村としては守らなければ、遵守しなければならない

というのは考えますが、これから村として村長がい

つもおっしゃっている地方分権というものを考えた

時に、村長としてこのような平成２１年から４月か

らこの公営住宅法が大幅に変わるということに対し

ての村としての対処方法等があればお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：小山内議員さんから

今ご質問がございましたとおり、私もそのとおりと

考えているところでございます。公営住宅等の改正

につきましては、国の財政問題、交付金の暫減合わ

せて入居基準の見直しによりまして、年々収入基準

等が緩和されず逆に制限基準が厳しくなっていると

考えているところでございます。これらの基準も地

域格差、やはり北海道には馴染まない条件であろう
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と思っているとおりでございます。相も変わらず全

国画一的傾向が見えます。北海道としてこの問題を

果たして北海道の地域に合わせた場合に、どう考え

るかというのが北海道庁としての考え方であろうと

そういう形の中で市町村に指導すべき性格なもので

あろうと私は考えております。よって収入基準から

見て入居しずらくなっているのが最近の先程申した

とおりの現状かと思っております。住民・官公庁は

対等感で物事を処理しなければならない。これが原

則であろうと思います。国が率先して唱えているよ

うに、地方に出来ることは地方でと国は言っており

ます。こういうお題目があるわけでございます。地

方で出来る機能は国が言っているように権限の移譲

を願うところであり、公営住宅法を改正した時、私

は地方への委任規定の柔軟性や努力義務を設定する

ことがこの対等関係や権限移譲に繋がっていき、公

平性の確保が保てるものだろうと思っているところ

でございますし、そのように私としては解釈してい

るところでございます。この辺の関係につきまして

は、この法は別といたしまして以外の部分について

も北海道の職員と随分と議論を交わしてきた経緯が

ありますが、全ての職員とは申しませんがこれは道

庁の職員ですが、地方分権の考え方や通常の意識改

革が全く成されていない。旧態依然として変わって

いない印象を強く感じているところでございます。

この辺で道庁への要請に出向いた時、議論を交わし

ているのが実態でございます。このような考え方を

しているから、道庁は破綻状態にまで落ち込まれる

というのも解らないわけではないなという感じを持

っているところでもございます。法律基準の範囲内

の基に条例が制定されるというのが、これは憲法で

も定められていることでもございますし、これに逆

らうということについては制限される要素もありま

すけれども、実態に即さないものは、地方の実態に

即さないものは地方の実態に即した形の中でやって

いかなければならないだろうと私は考えております。

国がそういうふうに言っているわけですから、要す

るに先程も申したように自分達、地方に出来ること

は地方でということを言っているわけですから、そ

ういうようなことを踏まえた形の中で当然この問題

の法定基準の範囲内、この分野についてもそこに住

んでいる住民が非常に困るというような状況に陥っ

ている状況にこの法律の改正はあるわけでございま

して、当然この関係についても要請をしてまいりた

いと思っておりますし、またこれらに関し法律を定

める場合については全国画一的な基準ではなくして、

その地域の実態に合わせて、地域の意見をよく聞い

て法律を制定してもらうような要請、要望等をして

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、ひとつよろしくご理解のほどお願い申し上

げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：非常に前向きな答

弁で少し安心ところでございますが、如何せん法律

は法律でございます。今のようにこの１年間猶予が

あるわけでございますけれども、道・国に掛け合っ

ていただいて何とか郡部に即した法になっていただ

きたいと思います。２１年４月から法律改正によっ

て１５万８，０００円以上の収入を持っている方々

は収入超過者となります。その上に３１万３，００

０円以上月額で月収がある方は、高額所得者になる

という法律でございました。それでその中には明確

に法律の中に退去請求を請求出来るという形の文言

がありました。猿払村としてそのような措置を２１

年４月からとるのか、とらないのか。それとも段階

的に次の施策としてどのような形をするのかという

ところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：現在６５でしたかそ

の分については文書は出している状況にはあるわけ

でございますけれども、今のそういうような法改正

の基においては自分達のまちは自分達で守るという

観点もありますし、それから地方に出来ることは地

方でやるということを考えた形の中ではそういう退

去というような形は元々低所得者家賃体制をとって

いるわけですから、そういう部分の収入超過者これ

は決して今の基準は収入超過者ではないと私は考え

ております。そういう状況の中ではそういう退去命

令を出すだとか、何とかということについてはかな

り村民にとっては厳しい状況になろうかと思います
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ので、そのようなことは出来るだけ避けるような形

をとってまいりたいなと思っている次第でございま

す。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは今既存の

公営住宅に入っている方々は、法律改正後も基本的

には村としては入れるような方策で文書は出してい

るがということですが、次に問題となるのがこの法

律が施行された後に入りたいとなった時、基本的に

は法律上でいくと収入基準でバッサリとという形に

なるかと思うのですが、村長が今の高額所得者に対

しては居住を認める旨の発言があった時に新規にそ

のような形が、私としては何等かの方策をとって入

れてあげてほしいと、昨日の話しでは持ち家政策の

話しも出てましたが、基本的には様々な生活設計が

あって、即持ち家というふうにならない方々が大半

の中、猿払村に職を求めてきた方々が居住する場所

がないというのは非常に残念なことでもあるし、村

としてそれが無策であるということは私としても何

等かの方策をとっていただきたいと思います。その

ところで今年１年まだ猶予があります。来年４月か

ら施行される法律なので、何等かの具体的な方策が

あれば教え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。 

 特に具体的な手法というものは法の基準ですから、

それに従った形でやらなければならないというのは

基本原則であろうと思います。ただそれに基づいた

形の中で私達のまち、自分達のまちは自分達で守ら

なければならないというような観点から、それらに

ついては当然緩和措置を図る必要性というものは私

は十分考えているつもりでございますので、その点

ご理解賜りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは１年間の

間に何とか法を曲げるわけにはいかないと私も認識

しておりますが、何とかそのような形で村長を含め、

猿払村全体で考えていただければと思います。それ

を踏まえて２番目の質問なのですが、こういう猿払

村に似合わない法律が出来ていく中、これからも公

営住宅事業は計画されていると認識しております。

今北町に出来ている１棟６戸のやつも引続き計画す

る予定でありますが、この公営住宅法２１年に変わ

るものを踏まえてもその計画は続行するでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 先程の分野とも関連してくると思います。多世代

という形になりますと収入超過者という形に当然な

ってくるだろうと考えます。私といたしましては公

営住宅建設事業と多世代型住宅まち並み地域づくり

のご質問この件に関しましては、私につきましては

理解は当然しているわけでございます。理解はする

ということは、老若男女、若い人、また高齢者の方

これらを一体的な形の中でこの地域づくり住宅のま

ちづくりということをしていく必要性というのは十

分考えているところでございます。そういうような

状況の中で生涯をとおしてその場で若い人、若い人

といってもそんな３０代、４０代の方ではないとは

考えますけれども、その場で触れ合い相互扶助をも

って日常生活をしてくことは理想だと考えます。今、

高齢者向け住宅の建設をしておりますけれども、１

団地２０戸隔年で実施していく予定でおりますけれ

ども、全ての高齢者が希望しているかと考えた時、

諸事情からそうにもならないような気がいたします。

これから十分な調査をアンケート調査をして対象者

等の把握に努めたいということを思っておりますけ

れども、そこに一定年齢の健康な方が希望者を入居

させることによりまして、この地域が１団地が非常

に良いコミュニケーションを図ることが出来るもの

だろうと思っているところでございます。高齢者が

安心・安全な日常生活がそれによって可能になると

私は考えているところでございます。利点としては

高齢者を集中させることによって介護ヘルプサービ

スこれらの時間的余裕が生まれ、より多くの３０分

のヘルプであれば１時間のヘルプも出来るとこうい

う利点性もあるわけでございます。また、介護のヘ

ルプサービスが出来ない時間帯については、そうい
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う多世代の方が目配り、気配りをしながらそういう

ような融和を図っていくということは私としては理

想であると思っているところでございます。多世代

の方々が入居することによって声掛け運動や、多面

的に高齢者支援が出来ること等、これは非常に重要

な問題であって、これらが推進出来るものと考えて

いるところでございます。そしていつかは自分もと

いうことも考えた形の中で高齢者を支援していくと、

そして自分も支援されてもらうということが今後必

要になってくる問題であろうと考えているところで

もございます。従いましてこのようなことに関しま

しても多世代型住宅まち地域づくりを施策として考

えることは、今後高齢社会を考えた時に相互扶助精

神は絶対欠かせないものだろうと私は考えていると

ころでございます。よろしくその点お願いを申し上

げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：多世代型のまちづ

くりという点については、村長と私の認識はほぼ同

じと考えます。その点で第１項目の質問事項なので

すが、ネックになるのはこの入居基準の収入とそれ

と昨日条例審査特別委員会でなった福祉住宅の条例

の在り方、あれには６０歳以上という形になってい

ます。６０歳以上で多世代型のまちづくりがあそこ

で出来るか等と、私はそれは６０歳以上で多世代型

とは言えないのではないか、今の鬼志別の現状を見

てみますと基本的に鬼志別小学校に通う学校の生徒、

西町に集中しているのが現状です。というのは村の

政策があって西町の方に公営住宅事業、職員住宅事

業と持ち家を進めるために宅地造成をした結果、あ

の町が子どもが片寄った考えています私は、他の町

南町等からは小学生の声がなかなか聞こえなくなっ

ていると考えれば、何等かの行政の力を借りなけれ

ば多世代型のまちづくりや鬼志別中に子ども等の声

が聞こえるお年寄りと子ども等が触れ合える、それ

によって町に活気が戻る、１団地全てが全て高齢者

の町というのは私は不自然じゃないかと考えます。

その点についてその場面がきた時に今回の条例制定、

あと収入超過いつとは言いませんが、隔年でこの公

営住宅を進めるという時に、その場面の時に条例を

改正したり、その村の施策として収入超過のこのや

つを変えるという意気込みと、後それが現実的に出

来るのか、出来ないのか。条例の方は村で決めてい

ることですから出来ると言えると思うのですけれど

も、このネックになる村長が目指す多世代型のまち

づくりをするのであれば、この収入超過の問題とい

うのは避けてとおれないところだと思うのです。そ

このところをお聞かせ下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：正しくそのとおりで

ございまして、今の公営住宅法がネックになってい

るということは紛れもない事実でございます。従い

ましてそれを当然遵守するということは行政として

の務めではございますけれども、行政は行政として

の先程も申したように国のお題目があるわけでござ

いまして、そのような形の中では私としては多世代

型の住宅をこれからも続けていく必要性というのは

勿論考えているところでございまして、そのような

形の中で道・国に要請をして実態はこうですよと、

実態を訴えながらこの法を変えていただければ一番

良いわけですけれども、そういう形にもなかなかな

らないだろうと思いますし、そのような状況の中で

北海道としてどう考えるのかということも含めた形

の中で、通知なり通達なりでそういうもので規制の

緩和というものが今当然言われているわけでござい

ますから、そういうような規制の緩和ということを

含めた形の中で考えていかなければならない問題で

あって、そうでなければ地域が衰退していくばかり

であって、地域が衰退していくということは日本の

国土が崩れていくということにも成りかねない。な

るわけでございます。はっきり申しまして、そうい

う面から多面的に要請部分も考えながらこの件に関

し要請をしてまいりますし、また基本的には多世代

型とそういうメリットを十分生かしたそういう住宅

の地域まちづくりを進めてまいらなければならない

と考えている次第でございます。よろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この公営住宅の改

正は１年間余裕がありますので、是非そのような方
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向で前向きにこれからの行政を進めていただきたい

と思います。 

 次３番目として、昨日も問題にはなったかと思う

のですが、老朽化職員住宅の今後の予定についてと

いうことで再確認をいたします。今、村の中で職員

住宅の戸数及び、空き家の３番、４番絡むので２つ

一遍にやらせていただきますが、空いている戸数、

それと職員以外、目的外に入居している戸数等が分

かれば数をお知らせいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：小山内議員の質

問にお答えしたいと思います。 

 昨日もお話ししたのですけれども、全戸職員住宅

においては９２戸ございます。その内空き家につい

ては１３戸、うち目的外として１６戸ございます。

９２戸の中には独身寮とかやすらぎ苑そうですか、

そういう部分も含まれております。独身寮において

は２０戸、やすらぎ苑には１０戸、こういうものが

含まれた中での９２戸となっております。 

 以上です。 

 個人が入っているというか、目的外という数字が

１６戸となっております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：確認いたします。 

 目的外というのは職員以外ということでよろしい

ですね。 

○総務課長（松谷 厚君）：はい。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：であれば基本的に

前段の質問にもあったとおり、公営住宅が収入基準

とその辺のところで入れないとするのであればこの

空き家職員住宅、今現在１３戸、独身の方が結婚等

で世帯を持つということでストックしておかなけれ

ばならない空き家の職員住宅もあるかと思いますが、

この空き家の職員住宅の活用を村民に幅広く開放す

るという意思は村長ありますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今お答えいたします。 

 今、総務課長の方から目的外１６戸という言い方

をいたしましたけれども、あくまでも職員住宅等に

つきましてはこれは財産的には普通財産に属するも

のであります。従いまして目的外というような形に

はこれはならないと私は考えているところでござい

まして、空いている所については一般の方も普通財

産ですから、これは入ることは可能であると考えて

おりますので、その点若干補足させていただきたい

と思います。当然、老朽職員住宅の今後の予定につ

いてでございますけれども、それと２つ目の職員の

空き家の部分も２つまとめて今お話しになったよう

なことでございますので、一緒に申し述べてよろし

いですか。いいですか。 

○議長（山須田清一君）：はい。 

○村長（森 和正君・登壇）：分かりました。 

この３、４の問題については今ある職員住宅、空

いている職員住宅については何とか修繕を施し、利

用してまいりたいと考えております。それには現在

６年間欠員不補充等を職員がしている状況にありま

す。そして当面をしのいでおりますが、人件費です

から将来大きな負担となることは、今実施している

行財政改革とは逆行するものにはなるわけでござい

ますけれども、これからまだまだ定年退職者が出て

まいります。そういうことになりますと定員管理上

問題もあり、将来執務執行上大きな問題となること

は必至の状況が想定され、支障が出てくると考えま

す。過去においても５年間欠員不補充をいたしまし

た。その状況の中で当時はそう多く退職者はおりま

せんでした。しかし、５年間のブランクというは非

常に大きく支障があったことを私身をもって経験を

しているところでございます。 

従いまして今後、計画的人材確保と計画的修繕の

必要がある住宅につきましては修繕を行いながらや

ってまいりたいと考えているところでございます。

また、空いている住宅の中におきまして、老朽化し

ていて修繕しても多額の費用がかかるものについて

は取り壊しも考えていかなければならないとこのよ

うに考えているところでございます。ただ、村内の

中にそれよりもまだ住宅環境が悪い所に住んでいる

方もおられる状況にあるわけでございます。ただそ

れに手を少し加えるだけでその今住んでいる住宅環

境よりも良くなるというような状況であるのであれ

ば、そのような開放も村民に対する開放も考えても
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またいかなければならない。そういう部分が多面的

に住宅の分野について考えていかなければならない

と思っているところであります。もしそういうよう

な人が居ないということであれば、居ることは私事

実見て歩いて知っておりますけれども、もしそうい

う人がこの職員住宅に入らないということであれば

売り払いもこれは当然考えていかなければならない

だろうと、取り壊しもまた考え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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：そういえば一般財

産ということで、職員に限らず職員住宅は広く村民

に周知すると私は認識したのですが、その情報がい

まいち村内には広まってないと思います。ある特定

の方々が役場に話しに行ったら良いよという形で入

居出来るという形は、やはり行政サイドとしてはも

っともっと広く村民に、もし住居で困っている方が

あったら村に相談しに来て下さい。職員住宅なり、

遊休施設なりを出しますよという情報開示というか、

情報はことある事に回覧板等で出していただきたい。

公営住宅がこういう状況で進む中、村独自で持って

いる職員住宅の在り方というのは非常に大事だと考

えているので、その辺の情報開示をお願いしたいと

思います。今、村長の方から老朽化の職員住宅の今

後の在り方ということで答弁をいただいたのですが、

現在北１条通りに面してる職員住宅は築４０年近く

経っていると、このような所も早急に村としての方

策を出していただいて、昨日の持ち家制度の話しも

ありました。それはあのままの職員があそこのまま

でいいのかという同僚議員の質問等も多々昨日は活

発な意見は出たと思いますが、そのようなことを含

めながら村全体での住宅の方策の在り方、職員だけ

でなく村民、昨日も質問意見させてもらったのです

が、村民全てにそのような形がそういう住宅手当、

持ち家制度の助成制度等が広まるのが私はベターじ

ゃないかな、村長の先程１から４までの質問事項の

内容も聞いていても、公営住宅がこのような形にな

っていく、老朽化職員住宅も手を加えれるのであれ

ば最低限手を加えながらでも住ませたいというので

あれば、逆に言うと昨日の職員住宅を持ったり、公

営住宅を持ったりするコストの話しも同僚議員から

出ました。そういったもの含めてこれから村民全て

にそのような形でやる方策を近い将来期限を切って

でもそのような形の方策を出していただきたいと思

いますが、その辺のところはどうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 その件に関しては色々と昨日も論議されたところ

でございます。職員も含め村民の住宅事情も状況も

含めまして、総合的な観点で考えていかなければな

らないだろうと考えております。そういう状況の中

では職員だけが住居手当が当たっているというよう

な形、村民に対してどうなのかということに対して

は、今の住宅を建設をする場合においての状況、こ

れらについては一括国庫資金で借り入れして住宅が

建設出来るというような状況にもありますし、また

利率もある程度２．３％以下で安いというような状

況もあります。そういう部分を含めた形の中で、総

合的な形の中で考えて住宅事情とも把握しながら考

えてまいりたいと思っております。その手法につい

ては担当者それぞれ職員と一緒になって考えてまい

りたい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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは出来るだ

け早い具体的な指標が提示出来ることを願って１番

目の質問を終わらせたいと思います。 

 次、地域間交流について。 

昨年の６月にも私はこの件についてこの場で質問

をさせていただきました。過去にも同僚議員がオジ

ョールスキイ村との交流事業が終わった段階の１２

月議会でも質問はしています。それで私が２回も質

問をするのは、基本的に厳しい見方をしますと行政

として昨日、村長・教育長共に国際交流対策、国際

理解教育についてという執行方針も見させていただ

きました。その以前に１９年度の執行方針も共に昨

日読ませていただきました。基本的には２ヶ年かけ

て前向きな執行方針の書面がここに書いてありまし
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たが、現実具体的にここでは１９年度、今１９年度

この月で終わろうとしてますが、猿払村での地域間

交流、国際交流の実績はどうだったのか。具体的に

何があったか教え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）：お答えしたいと思い

ます。 

猿払村での地域間交流、国際交流の実績等につい

てのご質問でございます。国際交流といたしまして

は、１９年度４月の２６日にアメリカにある国際自

然保護事務局ワイルドサーモンセンターの要人が来

庁して猿払村流域の自然環境及び、ＩＵＣＮ登録の

イトウの絶滅品種関係についての話し合い交流をも

っているところでございます。また、これらの関係

につきましては、独自でまたイトウの生態系等を調

査する為に入ってきている経過もございますし、そ

の方達ともまた話しは今年度１９年度はしておりま

せんでしたけれども、交流もしていきたいという感

じも持っているところでございます。また、恐らく

２０年度においてもアメリカの方からワイルドサー

モンセンターの方達が来庁されるというような話し

も聞いているところでもございますので、十分なそ

の点の議論も交流として進めていかなければならな

いだろうと思っているところでございます。また、

６月の１４日でございます。北海道フォーラムこれ

につきましては、議員もよくご存知のことと存じま

す。この北海道フォーラム要するに、強制労働者戦

前戦後の戦前戦中の強制労働者の遺骨発掘調査、こ

れらの関係についての北海道フォーラム、主に韓

国・中国・台湾の方達、また北海道の方達、他地域

の北海道の方達も一緒になってこのフォーラムに参

加して事業を行い交流を図ったというような経過が

ございます。また、９月２２日には中国、札幌の胡

総領事との懇談会が稚内で行われ、翌日本村へ来庁

されて交流・懇談をしている経過がございます。そ

れと地域間の交流の関係につきましては８月２８日

に東京中央高等学院高校生との体験修学旅行で来村

し、村の歴史と環境なりを私説明し、一次産業の体

験交流をしているところでございます。９月１８日

には滋賀県水口高等学校生徒らが来村いたしまして、

これはホームスティをしながら各家庭、これは各家

庭は農・漁業・一般家庭さまざまでございますけれ

ども、ホームスティをして交流を図っております。

また、今回初めての事業でございましたけれども、

これは支庁の経由でやった事業でございますけれど

も、旭川から親子体験ツアー、これは親子で体験す

る、親子の触れ合いというものは大切なことだろう

と考えております。こういう体験ツアーが来村し、

村の自然体験や遊びとしては地引き網等で交流を行

っているというのが１９年度の実態・実績でござい

ます。また、ご存知のように中国から来られており

ます研修生、これらにつきましても各学校での料理

実習体験等を通じまして、深い交流を深めている実

態にあることを申し添えておきたいと思っていると

ころでございます。 

以上で質問を終わらせて、この関係についての答

弁を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：国際交流として３

つ、地域間交流で約３つ、中国人研修生の交流は

多々学校等で猿払広報と学校関係では聞いてはおり

ますが、今聞いた限りだと猿払村としては全て受け

身体制の交流、要するにこちらから積極的な行政と

して働きがけをした交流は私の認識の中では一つも

ないと考えます。そこで教育長、国際理解教育につ

いてということで、執行方針に急速に進展する国際

化に向けて諸外国の生活習慣や文化等を理解し柔軟

に対応し人材を育成することは重要でありますと執

行方針、昨年度もこの文面がありました。というふ

うに考えた時に、今村長報告によると人材を育成す

ると私考えた時には、教育長がこう書いた時という

のは小・中学生を育成するのか、私達大人も育成さ

れなければならないとは思いますが、そう考えた時

に昨年度、子ども達が育成される場面のような交流

事業は一つもない。教育委員会としては昨年度１９

年度どのような活動があったのかお教え願いたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島 賢司君・登壇）：それではご質問

にあります１９年度の実績ということで、確かに国
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際理解教育の部分ではその必要を謳いながら、現実

問題とすれば国際交流協会と学校とが連携しての猿

払村在住との外国人との交流を通じて国際機会を図

るという形となっています。結論から言いましてそ

の域を脱しきれないのが事実ですけれども、１９年

度におきましては、先程村長も言われてました中国

人研修生との交流、これは個々の学校を申し上げま

すと芦野小学校、ここでは建設関係で研修に来てい

る中国人の方、非常に運動会をやったり地域保護者

との関係で交流・懇親を行っていると、またこれ６

月ですけれども、１１月には研修生を更新して食の

関係、交流をやっていると、それと鬼志別小学校に

おいても水産加工場に来ている研修生、これは総合

学習の時間なのですけれどもここでも２回程、６年

生また１年生も入っての交流をやっていると、知来

別小学校においても国際理解と食をテーマにやって

おります。また、浜猿払小学校も同様に日本の伝統

文化と中国の食文化に触れるということで行ってお

ります。また、拓心中学校におきましても水産加工

場に来ている研修生の方とのコミュニケーションの

活動を通しての異文化の人達に対して積極的に交流

しようという気持ちを育てようという部分で執行方

針を謳っている形の中で実践していただいてありま

す。また、拓心中学校においては外国人との交流を

通してお互いの文化に、文化の理解を含めて国境を

越えた心の触れ合いを体験させるということで合唱

披露とかスポーツレク、そういった形を進めており

ます。また、拓心中学校ではイトウの会のフォーラ

ムがあった時にカナダのトロント大学の先生であり

ますマニューエスティーブ氏による特別講演を行っ

ていると、その中で合唱を披露したり素晴らしい環

境についてのことも謳っております。外に出る部分

なかなかないのですけれども、国際理解教育の部分

ではこれは言葉で言えば簡単なのですけれども、歴

史的には第二次大戦終了後からのユネスコの関係か

らずっときているものでありまして、最終的には執

行方針とも連動するのですけれども、子ども達の時

から我々と言いますか、地球市民なのだという位置

付けが学校教育の中の国際理解教育ということで位

置付けてますので、また大人の関係もありますけれ

ども、子どもの時から本当に今当面として身近な交

流しかありませんけれども、その中から子ども達に

世界の現状を知ってもらうと、課題に気づいてもら

うと、そして自分に出来ることを実行するという形

を学校を通じてやっていこうと考えています。我々

もバックアップしていきたいなと思ってます。出来

れば身近なものから、出来れば発展出来るものにし

ていければいいなと思いますけれども、当面として

は一応そういう活動でまわっております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：教育長の中国人研

修生が各学校で国際交流を図っている。拓中でも

様々なものがある。これも私の認識においては受け

身でしかないのかという認識の基に立ちます。それ

で国際理解教育というものを進めるのであれば、子

ども達においても猿払村で国際間を持つ、地元に居

ながら外国の方々と会うというよりも、自分が国際

的な場に出て行って、他地域に出て行って国際感覚

を身に付けるというのが、私は一番の早道じゃない

かと考え、今この厳しい行財政の中、過去のように

オジョールスキイ村に行ったり、違う地に行ってと

いうのは非常に難しい環境ではありますが、難しい

環境だからこそ今この猿払村の人材育成をしなけれ

ばならないのかと、地域の子どもは宝です、村長・

教育長共にことある場面で聞きますので、是非規模

を小さくしてでもそういう国際交流をやっていただ

きたいと思います。そこでですがオジョールスキイ

村についてお聞きしたいと思います。６月の議会で

も聞きました。向こうの方にオジョールスキイ村の

村長も替わって色々難しいものがあるのだという話

しを村長から聞いたのですが。今現在、事務レベル

でオジョールスキイ村とその後の関係をどうするの

か。あの質問の時から９ヶ月は過ぎてます。そうい

うことが今現在行われた経緯があるのか、ないのか

も含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：サハリン州オジョー

ルスキイ村との姉妹提携のまま休止のままの状況に

なっているということから、この関係についても含
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め検討をしなければならないとも考えているところ

でございます。今の段階におきまして前にも申し上

げたと思いますけれども、オジョールスキイ村の行

政管轄についてはコルサコフというような形になっ

ておりまして、コルサコフから全てオジョールスキ

イ村役場の方へ人が行っていると、そしてコルサコ

フで支配をしているということがあります。これは

一つは大きく考えますと、サハリンⅡの天然ガスの

問題だろうと私は理解をしているところでございま

す。そのことによって要するにアニワ湾の方からパ

イプラインないしタンカーで輸送、油を原油を輸送

するというような現状になっていると、この管轄区

域がオジョールスキイ村の管轄であったということ

からいたしまして、オジョールスキイ村を一つ法律

を曲げればロシアの国についてはすぐ変わるわけで

ございまして、コルサコフ管轄に入っていっている

という形の中で支配権がそちらの方に移っていると、

そういたしますとオジョールスキイ村とはこれから

姉妹提携をしていくということについては非常に難

しいだろうと、コルサコフ市とまた提携を結ぶので

あればこれはまた実現も可能なことだろうと考えま

すけれども、なかなかそうはいかない部分もあるの

かと思っているところでもございます。そういう状

況の中で今後は、今は休止のままの状態になってお

りますけれども、最終的には姉妹提携の締結の終結

ということも視野に入れていかなければならないの

かという考え方を持っているところでもございます。

そういうことも考え合わせた形の中で今後、今この

質問にあるこれから質問されると思いますけれども、

今後の受け身でなくして出て行って交流をするとい

う方法、これらの方法の分野についても今ご質問が

あろうかと思いますけれども、そういうような方向

性を持った形の中で、何とかして手法を取扱いを定

めてまいって行ければという考え方を持っていると

ころでもございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：６月の時にも今の

話しは、オジョールスキイ村がコルサコフにという

話しはお聞きしました。もう一度確認します。事務

レベルでオジョールスキイ村、旧オジョールスキイ

村で連絡、そういう事務レベルでの話し合いはこの

９ヶ月間あったのですか、なかったのですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変申し訳ございま

せん。その辺については今まで一切ございませんで

した。ただ２回程、当初休止した直後ですか。２回

程向こうの村長から手紙が来られたということがあ

るだけでございます。そういうような実態でござい

ます。一応こちらの方から働きかけたということは

今までありませんし、実際に交流も途絶えていると

いうような実態にあります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それであれば村長

の６月の答弁、また今の答弁というのはあくまでも

外部からの情報、村長が収集した情報の話しと認識

していいかと思うのですが。その段階において向こ

うと連絡もとってないのに出来ないということには

ならないと、執行方針の中にも書いてるし休止、休

止状態である。まだ締結を終結したわけでないとい

うふうになるのであれば、やはり定期的な連絡出来

るのか、出来ないのか。猿払村はこういう状況だけ

れども、今オジョールスキイ・コルサコフはどんな

状況なのですか。そのようなことは多分行政サイド

は出来ると思うのですが、それはこれからやります

か。どうですか。 

○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。 

 私といたしましてはもう終結をしたいという考え

方を持っております。それに向けて向こうと協議を

してまいりたいと考えているところでございます。

その替わりといたしまして、また別な国際的な関係

を担っていければと、その相手先をどこにするかと

いうこともまた考えていかなければならないかと、

このような感じを持っているところでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長、終結の方で

考えるということだと思うのですが、あくまでも情

報収集も何もない中、終結というのは私は早いのじ
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ゃないのかと考えます。向こうの状況、そして私達

猿払村の状況等を十分話し合った中で、多分交流が

休止の状態になってから多分６年位、５年か６年位

経つと思うのですけれども、その前の過去は１０年

以上にわたり色々な交流がインディギルカ号を通じ

てあったということは、私が子どもの頃からそうい

うことがあった事というのは、目に見えないですけ

れどもそういう旧東西冷戦時代からソ連と付き合っ

た猿払村というのは、非常に日本的に見ても意義の

ある村で意義のあることだったと私は認識してます。

そういうことから考えてもこの人材育成のことから

考えても、単にただ今ああいう状態になったからこ

こ１、２年も連絡もとっていない。ただ２回向こう

から手紙が来ました。その状態でただ姉妹提携は終

結するというのは私はちょっと早いのじゃないのか

と、今の休止の状態で考え、向こうと連絡をとりな

がら考えた結果２年間とりあえずは自分らの状況を

確認するだけでも違うのかと、ただ行財政的に苦し

いから向こうがああいう状態になったからというの

は非常に村としての損失を招くのではないかと、金

額的だとか財政的なものではないです。人間の人材

交流・地域間交流というものは人材育成に非常に大

きな貢献度があると認識してますので、終結という

のではなくてこの１年かけて連絡を取り合うなりし

てその結果終結というのであれば理解出来ますが何

もない中、終結というのは私は理解出来ないのです

が、それに対してお答えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 終結というような言い方を申しましたけれども、

終結する上においては当然、双方の状況を確認しな

ければこれは調印出来ないわけでございまして、当

然その点は加味した形の中でそういう方向性を持ち

たいという意味合いでございますので、その点単な

る終結ということではなくして、２０年度において

情報の収集を含めた形の中で、そういうような終結

の締結というようなことを考えているということで

ございますので、よろしくその点ご理解を賜りたい

と思っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それではこの４月

から私も不勉強で担当課が教育委員会なのか、総務

なのか解らないですが、是非担当をしっかり決めて

いただいて、出来れば終結と後ろ向きになるような

結果を招くのではなくて、出来れば前向きに何等か

の形でもこのオジョールスキイとの過去にあった関

係を崩すことなくこのことを要望して、次２番目の

質問に移りますが、今こういう姉妹提携していると

ころが終結になるとなった時に、来年度２０年度は

答弁、私の質問等でも人材交流・地域間交流という

のが大事だということは村長も教育長も認識してい

ると思います。今、村長の方から私の聞き取った中

では、終結に向けてオジョールスキイ村との姉妹提

携は向かっていくのかと考えた時に来年度、他国多

地域との具体的交流予定は村長の中でお持ちですか。 

○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。 

 ２０年度に向けては一つはオジョールスキイ村と

の実態把握という部分も当然あるでしょうし、それ

から地域間交流の相手先の問題。これにつきまして

は地域間交流というのは、日本また国際的な問題こ

れらを含めますけれども、以前から考えておりまし

た。相手があることですから、相手がどこにするか

ということについては十分は検討させていただきた

いと思います。地域間交流の相手先ですけれども、

私としては今こういう場所で言っていいのか、どう

なのかということについてはこれは私個人的な考え

方で今まで考えておったところでございますけれど

も、九州地方の地域間交流というものを考えてまい

りたいと思っているところでございます。向こうの

方、例えば長崎県であろうと、鹿児島県であろうと

歴史・文化かなり古くから伝わっておりまして、そ

の一例を上げますとこの中では確か鹿児島県の三島

村という所があると私個人的に考えているところで

すけれども、これらのイベント等をうちの村にはそ

ういう古くからある伝統を持って来れないのかどう

かというようなことも考えているところでもござい

ます。そういう面に向かって進んでいければという

考えを持っているところでございまして、あくまも

でこれは今私が想定していることでございまして結
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論ではございませんのでその点ご理解賜りたいと思

います。何故、九州地方かということにつきまして

は、私は経済交流はあまりしたくないということは

前から言ったこともあろうかと思います。友好交流

という部分を重視してまいりたいと考えております

けれども、同じ日本の国ですから経済交流もあって

もいいのかと、国際的な経済交流であっては私はあ

まり望みませんけれども、日本国内ですから経済交

流もあってもいいのかなと思います。従いまして、

九州地方につきましては農業や漁業の問題、特にう

ちの水産業の主産品であるホタテ貝等につきまして

は、関西以降の九州方面についてはあまり知られて

いないというのが実態でございます。また、鮭等に

つきましてもその食べ方だとか、料理の仕方だとか、

色々な面で知らないという部分があります。従いま

してそういう部分でのＰＲもやはりこれから図って

いって、販路のレベルアップを図っていく必要もあ

るのではないのかという考え方も持っているところ

でもございます。要するに日本国内でのマーケット

を拡大するという面でございます。実質それによっ

て、異質・伝統・文化をとりいれるそういう場所を

この辺で探ってまいりたいなという考え方も持って

いるところでございます。国際的な問題になります

と他国との問題でございますが、色々とあろうかと

存じますけれども、特に今アジア層、東アジア、極

東アジアを含めて富裕層が非常に多いというような

状況もあります。そういう状況の中でそれらの辺を

アタックしていく部分があるのであればアタックし

ていきたいですし、また今の中国人の中国から来ら

れている加工研修生からの情報もいただきながら、

こういう村がいいのではないのかというような部分

があればそういう部分も考え合わせた形の中でやっ

てまいれば、これから人的交流も深まってなおより

深まっていくのではないのかなと、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、これから

鋭意努力をしてまいりたいとこのように考えている

ところでございますので一つよろしくその点ご理解

賜りたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：具体的な交流予定

というのはまだない、今年１年かけてまた探したり

積極的な相手もいることですし、猿払村がこっち側

でいつからやりたいやりたいと言っても出来ないと

いう現実も分かります。ただ、もし将来的にオジョ

ールスキイ村との姉妹提携が終結してしまったらう

ちの村が姉妹提携しているような地域間交流をやっ

ている地域はないと認識しているのですが、そうな

った時に他町村でやっぱり国際的な所も姉妹提携を

とってる、国内でも姉妹提携をとっている中、猿払

村やっぱりないというのは私にとっては猿払村の損

失に繋がるのではないのかと考えます。是非、今年

度から積極的な行政サイドの力を発揮させてもらっ

て、さらにワイルドサーモンセンターやフォーラム

やあと、北斗国際交流等民間レベルでの交流も多々

行われているので、その方々達と協力し合いながら

是非実現に向けて鋭意努力していただきたいと思い

ます。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 猿払村の公用車の在り方についてということにつ

いて、行財政改革でも非常に厳しい行財政運営をさ

れていると思います。現在の猿払村の公用車の台数、

各役場本体、病院、保健センター等で所管している

管理台数についてお聞きしたいと思います。作業車

も含めて除雪車、目的スクールバス等目的以外でい

いです。一般職員等が使う公用車の台数及び所管管

理台数について、総務課長分かりましたら教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：一般事務車両と

いうことで、現在１２台所有しております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません舌足ら

ずで、まず役場で１２台、保健センター・病院等の

台数も出来れば教えていただきたいと思います。す

いません。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：失礼しました。

各課で言ってみたいと思います。総務課で乗用車４

台、協働まちづくり推進課１台、保健福祉推進課１
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台、産業建設課２台、保育所１台、教育委員会２台、

国保病院１台、それ合わせて１２台という形となっ

ております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それに伴って今年

度、私の記憶では総務課に配置しているセットカー

が１台新規購入されたと記憶しております。他の公

用車についても見る限り非常に老朽化が進んでいる

のかなと、１番古い車で購入年度及びこれから車両

の購入年度と、あとこれからの新規購入の予定につ

いてあるのか、ないのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：私担当課という

かそういう部分でお答えしたいと思いますけれども、

年式の使用頻度によって老朽化の激しい車について

は、交通安全上支障のない部分で車両管理を努めて

いきたいという考え方でおります。老朽化が著しい

という部分については、廃車の手続きも視野に入れ

ながら扱っていきたいという考え方でおります。今

現在、車両の新規購入については、特殊車両を重視

して一般車両については一応更新しないという方向

で今、私共でうちの課として考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：車両の関係で年式

の関係も今ありましたので、一番古いのが病院車で

ございます。セドリックで平成元年度購入です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般車両として１

２台、ましてや一番古い年式ので平成元年というこ

とは、基本的には２０年、一般的に私達自分で使う

車とは比較にはならないのかもしれないですけれど

も、２０年となると非常にこれから維持管理もかか

っていくのかという想像の基お話ししますが、これ

から一般車両については総務課長の方から新規購入

の予定はないということになると、１２台の中でこ

れだけの課があって、猿払村の広大なこの土地を持

っている中で、車両が少なくなるというのは住民サ

ービスにも支障をきたすのかな。そこで３番目の質

問なのですが、基本的には民間各社では各会社員の

個人の車を借上制度というものを実施して、各会社

行っている実態があります。役場職員の自家用車で

役場に来る頻度も非常に高いと、職員の駐車場を見

るとお見受けするのですが、役場職員の自家用車の

借上制度等を実施する予定についてお聞きしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：老朽化、（２）の老

朽化の車両管理の新規購入の予定の関係について若

干補足をさせていただきたいと思いますけれども、

以前のように例えば津波警報等が出る、災害緊急の

分野においては、公用車等も最低限必要なのかと、

今の更新しないという方向で総務課長申しましたけ

れども、しかし最低限は必要なのかという感じを持

っているところでございます。これについてはその

都度、更新する時期になりましたら十分な考え方を

持ってまいりたいと思います。それから借上の関係

でございますけれども、災害緊急時の先程申しまし

たように対応車両等については対応策も考慮し考え

なければなりませんし、一般公用車としては各課１

台というものも、先程申したように救急救命、それ

から交通事故の観点からいたしますと、必要性も考

えていかなければならないかなということも思って

おりますし、この件につきましてもまた再度また煮

詰めてまいりたいと思います。基本的には更新しな

い方向でまいりたいと思いますけれども、どうして

も今まだ各課の方で管理職と調整はしておりません

ので、どういう実態でどういうような形で使われる

かという問題についても十分話し合いをしながら決

めていきたいなとこのような感じを持っているとこ

ろでございます。それで役場職員の自家用車の借り

上げの問題でございます。この借り上げをすること

によりまして、公用車の台数が少なくなるというこ

とで経費節減に繋がっていくかどうかという問題は

別問題といたしまして、以前からこの問題について

は考えていた問題でございまして、今現在も引続き

検討をしていると、一時途切れ途切れにはなってお

りますけれども、検討をしているというような実態

にもございます。これらにつきまして出来るだけ職

員の交通安全上、自家用車を使うということになり
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ますと、事故があった場合に果たしてどうなるの、

どうするのかと、個々・個人が入っている保険等の

問題等もあろうかと思います。個人の車を借上する

ということになると、村に登録をすると、登録をし

てもらってきちんとその運転する者が違反があるか

ないかということもチェックしなければならない問

題も出てくることだろうと思います。そういう部分

が個人情報の関係で果たしてどうなのかという問題

も考え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。そういうところでなかなか結論

が出せないという部分があるわけでございまして、

これらについても今まで色々とそういう分野で検討

してきた経過もありますけれども、再度検討いたし

ましてそろそろ公用車等の問題を絡めた形の中で結

論を出さなければならない時期にきているのではな

いのかなと思っているところでございます。基本的

には公用車を削減する替わりに、自家用車を借上し

ていくということが基本的な考え方になっていくの

ではないのかと思っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：基本的には借上の

方向で進むということで認識をいたしましたが、現

実的に出張等で規則違反になるのかもしれませんが、

個人の車を使うことが多々あると思います。基本的

に出張は公共交通機関を使いなさいということが村

の職員に対する方法だとは思いますが、今の猿払村

の公共交通機関の実態を考えた時に、札幌で朝の９

時から晩の４時位まで会議があったとすると、例え

ば基本的には前の日の朝の宗谷バスを使って、ＪＲ

に乗って札幌まで前の日に出向いて１泊して会議に

出て、次の日もその逆の経路で帰ってくる。２泊３

日の行程にはなると思うのですが、基本的にこれだ

け道路網が良くなって、高速が伸びてきた段階にお

いては私は敢えて職員の方々も借上制度を実施する

ことによって、自分の車をどうどうとは言いません

が、ちゃんと保険制度もみていただいて、事故が起

きた時にも対処してくれる、まして役場の公用車を

乗るよりも高性能な冬でいえばＦＦの車乗って行く

よりは、４ＷＤの自分の車乗った方がいつも乗り慣

れている車の方が安全だと考えた時には、早急にこ

れはやった方が行財政改革の面からも役場職員が、

もし私が役場職員でも今の交通網で７時間も８時間

も公共交通機関乗って札幌行くよりも、今普通に行

けば５時間から６時間で札幌行ける方を選ぶ、まし

て自分の時間が自由にとれるという自家用車を出張

に使うような制度を認めてあげるのも私は一つの手

立てかな、その分自分の業務を自分の時間で業務が

出来ると考えて、束縛出来ないのであれば、束縛さ

れずに自家用車を使って安心・安全に自分の車で行

けるということは私は非常にメリットがあると考え

ます。それが所詮、稚内の主張でもそうだと考えま

す。そういうところで時期尚早にこれはやっていた

だきたいのですが、村長いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：この関係について十

分職員間で再度協議をして、早期に結論を出してま

いりたいと考えておりますので、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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは次の質問

に移りたいと思います。 

 １２月の定例議会で公共施設の使用料等の条例が

可決されとおっております。私の手元にきている資

料でも徴収方法等はここに書いてありますが、具体

的に各施設の使用料の徴収方法を聞きたいと思いま

す。全てとは聞きません。やはり１２月の議会が終

わってから村民の方々に聞くと、前回の村長の答弁

で村民に広く周知して皆さんが分かっていることと

いう話しもありましたが、実際それを利用している

人方で理解されない方が大多数と私は認識しており

ます。ここで質問なのですが、その施設等に管理人

が居る所は、基本的には管理人の窓口でいいと考え

て、居ない所例に上げますと、山村広場、野球場等

があると思いますが、この徴収する窓口というのは

管理する担当課が徴収をするのか。それとも全体で

徴収する所があるのか。その辺もお聞きしたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 この関係につきましては、１２月条例改正の時点
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でも説明申し上げたとおりでございます。ご質問の

使用料の徴収方法は、新たに料金をいただく施設は

それぞれ管理の仕方によって施設毎の徴収方法にし

ているところでございます。指定管理している施設

につきましては、利用料金制を採用して業務を委託

している施設については委託先でと、管理人を置い

ている所については、施設管理部署で申し込み時に

料金を納付することになります。管理人不在の施設

については、大方が団体利用となっております。各

施設所管部署への申し込みの際は、納付をしていた

だくこととしているところでございます。また、公

園パークゴルフ場は業務委託での管理となることか

ら、管理人は常駐していないため、現在道の駅管理

事務所サイクリングターミナルに設置しております、

券売機をスタートハウスに設置して料金を徴収する

こととしているところでございます。今まで券売機

で徴収していた使用料金については、道の駅管理事

務所で使用申込書時に納付することとしているとこ

ろでございます。特にその中で山村広場等の問題が

出ておりましたけれども、山村広場等については恐

らく一般の方というのは、恐らくそう多くは使用さ

れないだろうというようなこともあります。小・中

学生、子ども達の部分が多く占める分野だと考えて

おります。従って、その分野については料金徴収は

しないというような形になっておりますので、そう

いう分野については、もし一般の方が出てきた場合

については、所管である教育委員会の方で申し込み

時に徴収をするというような納付をしていただくと

いうような形になろうかと思っているところでござ

います。全てそういうような形の中で管理人の徴収

管理の出来ない場所については、申込時に所管課に

一応納付をしていただくというような形をとってい

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは山村広場、

野球場等が問題になると考えている認識は村長と同

じなのですが、それでは所管する教育委員会では、

具体的にその山村広場、野球場に対しての徴収方法、

徴収手段は今のところありますか。 

○議長（山須田清一君）：荒井教育委員会教育次

長。 

○教育委員会教育次長（荒井 輝彦君・登壇）：お

答え申し上げます。 

 ただいま村長の方からも答弁申し上げましたとお

り、殆どが特に野球場については殆どが団体利用と

いうことで私共の方としましては、軟式野球連盟さ

んの方と色々相談をさせていただきながら、具体的

には教育委員会が徴収をする形にはなりますが、軟

式野球連盟さんにもご協力をいただいて使用の都度

料金をまとめて徴収していただくような形で今協議

をしているところでございます。それから山村広場

につきましては、先程も村長から申しましたとおり、

特定の団体で今使われているというのは学校の部活

利用が殆どというふうに私共の方では押さえており

ますので、もし徴収する必要のある利用があった場

合には、その申し込みの相手と協議をしながら直接

料金を納付していただこうと考えております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この手元にある資

料によって徴収方法とかを確認すると、非常に徴収

金額を村民が払う時に複雑になる可能性があると考

えています。要するにスポーツセンターでバレーを

やっている方がいて、野球も同時に進めているとな

った時に、各個人はシーズン券を買って５，０００

円の人もいれば、それは野球場それで使えるから連

盟としては払わなくていいのか。非常にそこで不可

解な村民の目にとっても、あの人はどうなのだ、こ

の人はどうなのだということが発生する可能性が大

と考えます。その時にやはり今、荒井次長の方から

答えがあったように野球連盟、各スポーツ団体、連

盟、協会等が重要な役割を示すのではないのかと思

った時には、今一度教育委員会として、体育協会な

り文化協会なりと４月期間はないですが、もう一度

その徴収方法具体的なところを詰めていただきたい

というのが私の願いです。やはり受益者負担という

ことで、村民もこの料金を払うのには理解をしてい

ると認識をしております。皆さんお金を払うのには

問題なく払う。ただ、お金を払う以上は対価を求め

ますし、払っていない人がいたらその人方にも注意
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をするような形にもなると思いますので、その辺の

明確さ、各スポーツ団体があるわけですし、それと

この料金をとることによってスポーツ振興が図れな

くなるというのが、教育長・村長始めの思いとは別

な方向にいってしまうので、是非私の要望としては

文化協会なり、体育協会なりを通じて今一度徴収方

法等を事務局なりが図っていただきたいと思います。 

 次の質問なのですが、前回も質問しました。使用

料の決まっていない施設はどうなるのだ。まだ決ま

っていない保育所、保健センター、消防署等の所は

基本的には柔軟な対応をするという答弁はいただい

てますが、今一度この３つの施設についての使用の

可否についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：久保田行財政改革室主

幹。 

○行財政改革室主幹（久保田峰三君・登壇）：ただ

いまの質問に答弁をさせていただきます。 

 まず今質問では料金の定まっていない保育所、保

健センターのことだろうと認識していますけれども、

ご存知のとおりこの施設についは土・日、土曜日・

祭日については職員が勤務をしていないということ

で、そういう施設の関係から施設管理する上で広く

住民に貸出施設としては全く考えていないと、これ

は前回１２月の定例議会で提案した時の説明と同じ

ですけれども、そういうことで考えております。そ

の中で一般の広く村民に貸し出す施設として考えて

いるのは、当然生活改善センターだとか、農改セン

ター等を設置していることもあって、この施設につ

いては一般の貸出ということで考えておりますので、

そちらの方で考えて施設利用ということで、今の中

では進めております。そういう意味では料金設定は

していないというのが現状であります。仮に利用さ

せるとした場合に、管理する職員の配置だとか、使

用の面等々が発生しますので、それらについては今

後今の中では難しいなということが理解をしており

ますので、色んな意見の中で今後も課題があれば前

回述べたように、それなりな一定の方向性を持った

形で柔軟性を持って進めることも必要であるかとは

認識をしております。 

 以上であります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：各施設とも私の認

識においては、村民みんなのものの施設と考えます。

今の答弁でいくと土・日管理出来ないので、広く住

民に貸す施設ではないとなった時には、まず１点上

げますと消防はどうですか。 

○議長（山須田清一君）：久保田行財政改革室主

幹。 

○行財政改革室主幹（久保田峰三君・登壇）：ただ

いまの質問に対してお答えいたします。 

 消防については同じように行財政改革推進委員会

の中でも検討をしております。その中で現在、稚内

地区消防事務組合の消防本部とその取扱について協

議しております。条例等の関連もありますので、即

なかなか難しい点もありまして、平成２０年度中に

その在り方をどうするかということを消防本部と協

議を進めている段階であります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：やはり答弁を聞い

て納得いかないところがあるのですが、あくまでも

消防署も建設時にはコミュニティも含むという形で

建設されたと私は認識しているのですが、それなの

に消防本部との確認をとらなければいけない。あく

までも消防本部の建物だと言われればそうかもしれ

ませんが、あくまでも建設時にコミュニティも含む

といって建てた以上、この料金施設に入っていなく

てこの１年間をもってで条例を改正しながらという

のではなくて、早急に使える方向で考えるのが私は

行政サイドの在り方ではないのかと考えます。消防

に対してもいち早く、１年間といわずに３ヶ月で結

論が出るのであれば、３ヶ月で出るような形をとっ

ていただいて、消防署の使用の可否についは村民に

広く周知していただきたいと思います。 

次に保育所、保健センターなのですが、あの建物

を見た時にユニバーサルデザイン、要するに若い人

からお年寄りまでが自由に何の支障もなく使える建

物としては、村内にはあの保育所と保健センターと

私は考えます。生活改善センター、スポーツセンタ

ーというのは、そのような時代の背景のない中、建
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てられている建物なので、非常に障害者の方、高齢

者の方が使うのには非常に使いにくい建物だと認識

した時には、土・日村の職員が管理出来ないからそ

の建物は使えないのだよ、非常に私としては淋しい

感じがします。あくまでも身障者トイレだってない

建物です。スポーツセンター、生活改善センター。

保健センターにおいてはそういう施設もちゃんと整

っている。是非、早急に保育所、保健センター土・

日使えるような方策をとることはできないでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：小山内議員のご質

問にお答えをいたしたいと思います。 

 確かにまず１点目は保健センターの方のトイレ、

身障者トイレ１つありますけれども、実際その建物

自体が古いということで、建築年度が古い形の中で

障害者の方の保健センターとの身障者の方の方のト

イレと比較すると、かなり使いづらいということで、

実際に保健センターの方のトイレとスポーツセンタ

ーの方のトイレを比較してみました。それで実はこ

ういうご質問今ありましたけれども、その前にも

色々問題が出ておりまして、今その関係についてど

うするかということで内部で協議をしております。

ただ、この改正時点ではまだ４月１日からそういう

形をとるということですので、柔軟性な対応はしな

ければならないと思っていますけれども、ちょっと

時間がかかるのかなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今トイレの問題に

ついてお答えいただいたのですが、トイレだけの問

題ではないですよね。基本的にトイレが身障者トイ

レ立派になったらそこの施設使えるのだということ

ではなくて、基本的にスポーツセンターと保健セン

ターの建てた年度、時代背景を考えるとスロープ、

階段、上がりかまちの段差等々考えてもトイレが立

派になったから、そしたらお年寄りの方が気持ちよ

く使えるかというところではないと思います。まし

て行財政改革室主幹の答弁によってその土・日管理

する費用等の問題もあるといった中で、それだった

らその費用を身障者トイレに向けるのか、そういう

話しにはならないと思う。あくまでもその村民のた

めの建物であるのであれば、前向きに使える方向の

考え方をしていただきたいなと、やはり色んな問題

があると思います。土・日これだけ苦しい中、休日

出勤手当を出すのかと何とかとありますが、その使

いたいサークルだとか団体等に役場職員が一人その

サークルに入っていたとしたらそれは使えるのか。

管理される方が一人居ればいいという感覚でよろし

いですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：保健センターの保育

所等につきましては、一応使用していただくことに

ついては勿論これから検討もしていかなければなら

ないと思いますけれども、通常事務をしている場所

でございましてパソコン等、コンピュータ等も設置

しておりますので、色んな形の中で使われることに

よってそれらに支障をきたさないのかどうなのかと

いうことも含めて考えなければならないだろうとい

うようなこともあるわけでございます。例えば役場

の会議室を使う場合についても、例えばこれは行政

財産ですけれども、事務室内に入って事務室内の内

部の分野を見るとか、どうなのかということについ

ては職員がきちんと管理していればいいわけですけ

れども、そういうことも色々と問題がある可能性も

出てくるこれは可能性ですね、が出てくるというよ

うなことから当初考えたわけでございまして、今現

在のその時代背景を考えた場合に今、小山内議員さ

んがおっしゃられるようにもう一度、行革検討委員

会の中でもまた煮詰めて柔軟な対応をとっていくよ

うな方法を考えていかなければならないのかなとこ

のように考えております。それと今の消防の場合に

ついても出来るだけ早く、この関係についてコミュ

ニティセンターとして、これは確か稚内市とうちと

豊富が事務組合を構成しているわけですけれども、

豊富コミュニティセンターというのはないわけでご

ざいまして本部とうちだけでございます。従いまし

て、一貫した共通した事務組合ですから、使用のさ

せ方というものも当然考えていかなければならない

のかと、そのためにはやはり当然、使用料手数料等

の条例改正等の問題についても果たしてどうなのか
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ということもあります。ただ、うちの稚内市がどう

であろうと一部事務組合を組んであろうと、消防コ

ミュニティセンターについても、これについても柔

軟性を持たせた形の中で、再度協議をしていく必要

性というのがあろうかと感じているところでござい

ますので、その点については絶対駄目だよという形

には恐らく最終的にはなっていかないのかというよ

うな感じを持っているところでもございますので、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：施設を開放出来な

い理由等も多々多いというのが認識しますが、４月

１日からその３施設が、もしサークルが申し込んだ

場合は一律ノーという回答を出すのか。それとも４

月１日から暫定的に一応決まるまで使わせるのか。

イエスかノーかだけをお聞きしたいのですが。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：先程も行財政改革

室長の方からお話し申し上げましたけれども、基本

的には原則としては決まりは決まりということです。

そういう方向でいきたい。ただ今、色々な部分で問

題が出ておりますので、柔軟に対応したいというこ

とは身障者の問題です。例えば身障者の先程、小山

内議員から指摘ありましたけれども、どこにそのス

ポーツセンターに問題があるのか。例えばスロープ

の問題、トイレの問題、あっこれは駄目だというこ

とであればそれをまずどれ位費用をかけて改修出来

るのか。それで本当に使えるのかどうかというとこ

ろまで、今使う側の方に実際見ていただいてどこが

問題があるのかということを検証したいというのが

一つです。それと例えば保健センターのような身障

者用のトイレであればこれなら大丈夫だというとこ

ろまで、もし費用をかけていけるのかどうか。それ

の見積もりをしたいというところです。その関係で

例えば保健センターの部分で、今の考え方としては

保健センターを使う段階では、例えば身障者の方が

いる団体等についてはとりあえず暫定措置として何

等かの形で方向性を持っていきたいないと思ってお

ります。今のところはそういう形の中で、基本的に

は原則としては室長の言うとおりで、そういうよう

な考え方をしております。なかなか納得いかないの

かもしれませんけれども、まず出発これが４月１日

から始まる今段階ですので、色んな問題はあると思

いますけれども、そういう部分については解決をし

ていきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。もう

一度再確認させて下さい。 

 それであればスポーツセンターのそのような支障

がある所が解決しないという認識の基であれば、そ

れまでは保健センターを４月１日以降使わせるとい

うことでよろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：健常者全てではな

いと思いますけれども、例えば身障者、高齢者の方、

そういうような例えば歩行器、車椅子等に使われる

団体のサークルの方については便宜を図ると、図ら

ざるを得ないと思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それではこの３施

設早い時期のうちに方向性が決まって、出来れば私

としては３施設とも村民みんなの施設と考えます。

皆が気持ち良く使える施設であるように願って質問

を終わらせます。 

次、最後にですが、猿払村役場の勤務、執務体制

についてということで、この今ある現状を猿払は

課・係制度を引いています。他の町村ではグループ

化をグループ制を引いているところもありますが、

課・係制度にしてもグループ化にしてもメリット、

デメリットは多々あるかと思いますが、村長のこの

グループ化への移行の考えをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 結論から申します。グループ化への移行する考え

はありません。村民の視点から見れば非常に解りに

くいことだと私は考えております。組織・人員がま

た少ないということもありまして、果たしてグルー

プ制が成り立つのかどうなのかという問題もあろう

かと思います。それと合わせまして、今の行政組織
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で横断的協調性持つことが職員の意識改革としての

重要性を成すものだと考えているところでございま

す。こういうメリットを考えた場合には、グループ

化への移行は考えておりません。特に市町村でグル

ープ化制をやった所で、即とは申しませんけれども、

グループ制がそういう組織機構がなくなってきてい

るという団体も結構あります。そういうような状況

から、グループ化制の移行については考えてはいな

いということでございます。たまたま道庁関係につ

きましては、かなりな多くな関連している部署がご

ざいます。そういう所ではグループ制を導入してい

るわけでございますけれども、実際に私が道庁へ行

ってみて果たしてどこの係に行きたいのかといって

もなかなかその主幹が誰であるのかというのが実際

に解らないというのが実態でございます。それで直

接担当課長の所に行って、これらの事務を主幹して

いるのは誰ですかという形で対応してきているのが

実態でございますけれども、村民におかれましても

役場庁舎がグループ制になった場合に果たしてそう

いう戸惑った部分も出てくるのではないのかという

感じも持っているところでございます。また、今の

現行制度の方が今の村民については身に付いている

のかと思っていると考えているところでございます。

地方分権の一つの解釈としても、事務職員も専門家

すべきであると、そういうグループ化制の中であっ

ちに行ったり、こっちに行ったりというような形で

はなくして、そういうような専門性を持った形の中

で横断的な協調性を保っていくことが一つの私の考

え方でございます。 

 よろしくお願い申し上げ存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：私もグループ化を

推奨するつもりはありませんが、今村長、最後の答

弁に横断的な対応をすると、やはりこういう小さな

自治体で役場職員が全てが顔が見える所にいるメリ

ット十分に生かしていただいて、課・係にとらわれ

ることなく横断的に横の繋がりを十分持っていただ

いてこれからも行政を進めていただきたいと思いま

す。 

 以上で私の質問は終わります。 

○議長（山須田清一君）：以上で一般質問を終結い

たします。 

  


