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○議長（山須田清一君）：次に２番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは眞田でござ

います。 

通告書に基づきまして大きく５点について質問い

たします。 

まず、第１点におきましては、今課題となってお

ります後期高齢者の医療制度についてお伺いいたし

ます。 

平成２０年４月、ついこの間から施行された後期

高齢者医療制度については、開始早々から保険料の

年金からの天引きをする。それだとか７５歳で線引

きする理由は何なのかと、制度についての説明もま

だ説明不足です。まだ浸透していないと、そういう

負担がどの程度増になるのか、減になるのかと極め

て曖昧な部分があったり、色んな制度の欠陥や矛盾

が指摘されております。国レベル・国会レベルにお

いても与党は制度の見直しを減額を中心とした見直

しを図ると、一方の野党はというと廃止を目指して

いる。色々これは議論がされている。そういう状況

の中で北海道における後期高齢者医療広域連合でこ

れなされている訳です。 

村長も猿払村も当然構成員、首長として村長にお

伺いしますけれども、後期高齢者医療制度について

現状で村長はどのように認識されているか。基本的

な考え方をまず１点お伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員の後期高齢

者の制度の問題について、現状認識関係についてご

説明をご答弁を申し上げたいと思います。 

 医療制度改革の大きな目的は年々増大する医療費

が、医療保険財政に与える大きな影響と各種保険、

保険組合の運営が大変厳しい状況となっていること

は議員もご承知のことと存じます。今回の新たな高

齢者医療制度の創設は、医療費の３分の１を占める

老人医療が医療費増大の大きな要因になっているた

め、新たに７５歳以上を後期高齢者医療制度として、

独立した制度としたものであります。この制度化に

当たり国会での激しい議論が展開され、法案成立と

なったものの年度末ぎりぎりでありましたし、制度

に関する説明のための時間も非常に短かったもので

ありますが、村としては自治会単位での説明の開催

や広報回覧での周知、これがもう精一杯でございま

して、各種団体の集会に職員が出向いての説明を行

う等の手立てを講じてまいりました。各種メディア

で取り上げられています年金から天引きにつきまし

ては、確かに低所得階層にとりましては日常生活に

少なからず影響を及ぼすものと思われますが、特別

徴収、年金からの天引きか普通徴収、口座からの引

き落としあるいは現金による納付の違いであったと

しても現行の保険料の算定方法が変わらない限り納

めていただく金額は変わりありません。 

現在、与党は保険料制度の見直しが検討されてお

り、野党では制度そのものを廃止すべきとの攻防が

ありますが、私といたしましては、その推移を見な

がら今後の方策について、基本的に考えていかなけ

ればならない問題と思っております。この時点にお

きまして、私共広域連合の一員となっておりますけ

れども、極めて不親切な形の中での発足でございま

した。果たしてどういう形になるのか。どういうよ

うな内容になるのかという部分について全然示され

ないまま見切り発車してしまったということがあり

ます。非常に遺憾に思っているところでございます。 

 とりあえず基本的な現状での認識でございますの

で。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：基本的な認識として

は、村長もこの制度についての疑問はかなりあると

いうふうに私は今の答弁の中で伺い知れた訳ですけ

れども、実は私も色々と分析をしてみました。それ

で国は医療費の増大によってこういう制度を立ち上

げた。こういう制度を立ち上げてどこが一番負担減

になったのかというと、正しく国であります。社会

保障費、これは骨太方針の中でもはっきり述べてお

りますけれども、社会保障費については平成７年か

ら１１年の５年間で毎年２，２００億円ずつ削減し

ていきますよと、こういう方針に基づいた中でこの

制度が出来上がった訳です。これについて後期高齢

者だけの問題だけではない。現役世代の国保、また

は社会保険、これに対する後期高齢者の支援金と称

する４割、この分このまま専決処分で先日議決がな
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された訳ですけれども、これについても国民健康保

険加入者についての負担はえらく高いものになって

しまう。そういう分析がきちんと村長、村の国保管

理者がどういうふうに負担増になっていくのかとい

うのをきちんと分析されているのか。極めてこの心

配なのです。恐らくされてないというふうに私理解

するのです。 

それと先日、専決処分の中で議決された条例改正

の中身を見ますと、インターネットで色んな市・町

村のデータを見ました。一番高い方に設定されてお

りますね。どこかの市のやつを参考にして全く同じ

でした。ある町村の町のはかなり低い、限度額が猿

払村では一番高い１２万円ですか。一方の町村では

８万円だとか、６万円だとか色んな所があるという

ふうに私は調べて、そういう部分で限度額率につい

てもそういうことです。そして昨日も、補正予算の

中で３，０００万円の支援金ということだったのだ

けれども２，４００万円に減額されました。３，０

００万円をベースに条例改正をしたのです。であれ

ば２，４００万円あれば条例改正は当然必要なので

すこれから、頻繁にやっていかなければならないと

思うのです。そういうことも含めて村長に国のこの

ものの考え方、社会保障費２，２００億円ずつどん

どん下げる、毎年ですよ。こういう考え方に村長ど

う感じるか。怒り感じると思うのですけれども、そ

れと今の制度に伴って国保の加入者がどんどん影響

を受けていくというこうスタイルについて村長はど

う感じますか。感想を聞かせて下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：国が毎年度２，２０

０億円ずつ暫減していくというような考え方につい

ては、私は決して今の現状からいってそういうよう

な目的が果たして達成出来るのか、どうなのかとい

うことについては非常に疑問に思っております。従

いまして、恐らく今の社会保障費ですからこれは高

齢者の数によっても当然変わってくるものだと考え

ますし、非常にその辺については明らかに不透明な

政策であると考えているところでございます。また、

国民健康保険の負担増、それから各関係の政府官掌

保険やら何やらの保険の負担率等もあろうかと思い

ます。その部分についてもかなりな負担を背負って

いるというような形もありますし、そのような状況

の中では今後その目標達成に向けて国がどうこうす

るというような問題はきちんと明確に、例えば５年

先のことは恐らく国でも解らないでしょう。一般的

に中期と言えば３年、長期で言えば５年と言われて

おります。その中期的な３年ぐらいの目処できちん

とした明確な国の社会保障制度についての考え方と

いうものを国民に示すべきだと考えております。 

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）：それでは村長の基本

的な考え方として理解出来ました。 

それで次に２番目に北海道広域連合で実はこれを

運営している訳ですけれども、議員の構成はどうな

っているかというと、調べたところ市長さん、市の

首長さんが８人、町村長が７人、市議会議員が８人、

町村議会議員が７名、合わせて３０名です。全道１

８０と言われている市町村数からいえば３０名。こ

ういう形で議会で運営されている訳ですけれども、

議会も年に２回から３回多くて、そういうふうにい

われてます。制度始まる前には結構開催されたと聞

いておりますけれども、現実で始まれば１回か２回

だろうというぐらいにまで言われております。こう

いう議会、広域連合の在り方というのですか。宗谷

から何かは出ていないです。議員の選挙もあって色

々選挙では落選して、他の地区の議員さんがなった

ということであります。声はどう届けていくのかと

いう部分についてちょっと心配な部分があるもので

すから、そのなかなか広域連合には声が届かない補

完する何か村長もどかしさを感じているだろうと思

います。その声をちょっと正直なところ聞かせてい

ただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：本当にもどかしさを

感じている実態にあるということは変わりはありま

せん。そういう状況の中で私は全道の町村会を通し

て、町村会から申し入れをしてもらうという方法が

一番適当ではないのかという考え方を持っていると

ころでございます。言ってみれば別な意味になるか
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も解りませんけれども、恐らくこの広域連合を見切

り発車した原因というのは、恐らく北海道町村会の

一部上部の団体、それと都道府県、都道府県という

より北海道ですね。これらが要するに市町村の意見

も聞かずに広域連合を連合体を作り出したのではな

いのかと私は推測しているところでございます。 

当然、これを作ることによって猿払の村長はどう

思いますかというようなことは全然ございませんの

で、私はそういうもどかしさも感じますし、意見を

述べるのであれば全道町村会からきちんと意見を申

し述べてもらうということが一番私としてのベスト

な考え方ではないのかと思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私達も村長のそうい

う思い、これ議員も一緒でございますから、こうい

う部分に出来るだけ声を反映させる手段としてどう

あるべきかという部分について研究して今後出して

いきたいと思っております。 

 それでは次に、制度開始が４月まだ２ヶ月しか経

っていないですけれども実質的に、猿払村色んな矛

盾だとか欠陥が色んな地域で、町村で全国の色々発

生しております。例えばの話し、例えば国保加入で

人間ドックの対象だったのだけれども、後期高齢者

になったらそこから外れてしまったと、それをやる

ために相当な金額を負担してドックも受けなければ

ならないというような実態も指摘されております。

猿払村具体的にそういう例というのは、例えば今ま

でやった医療費の助成の問題だとか、そういったも

のを負担軽減策そういったものについての問題は発

生していないのかどうか。何か具体的な例があれば

ここではっきりさせていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確か前回の議会でも

ちょっと申し上げたという記憶をしておりますけれ

ども、特定健診を受ける後期高齢者の方については

確か１７人ぐらいいたと感じております。特定健診

という形になりますと健診科目も少ない、まして後

期高齢者、高齢者である以上はかなりな病気を持っ

ているのではないのか、潜んではいるのではないの

かと、それが発見出来ずにいるのではないのかとい

う考え方を私は持っております。 

そういう状況の中では、特定健診も当然受ける権

利はある訳ですから、それは受けてもらうにしても、

それ以外の分野で村民ミニドック、これらについて

も受けていただくような政策をとっていかなければ

ならないだろうと考えているところでございますの

で、その部分の支援等については、希望者について

は一定程度の支援はしていか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。 

 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）：分かりました。 

 それでは従来の制度と変わらない形での村独自の

政策・施策という状況の中で、きちんと対応しても

らうということは約束していただけますね。 

○村長（森 和正君）：いただけますということ。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：いただけますね。 

もう一度答弁。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員にお答えい

たします。 

 その点については今までどおりの形の中でやって

まいりたいと考えておりますので、ご理解願いたい

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）：分かりました。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それとさらにこれから制度の開始から運用に実際

制度が走り出すと色んなまた矛盾や欠陥が出てくる

と思います。こういう問題だけではない、全くもう

分かんない状態で明らかにならない部分で出てくる

と思うのです私は、村長も当然予測されているとは

思うのですけれども、そういった部分も同じ考え方

で、今後同じ考え方でやっていただきたいと思いま

す。これは約束していただきたいと思いますので、

首だけ振っていただいて結構なので約束いただけま

すね、その部分で。 
分かりました。 

それでは次に入りますけれども、昨日いつの時点
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５月の中旬だと思うのですけれども、自民党の幹事

長の話しで自民党で調査をしたと、各自治体にアン

ケート調査をやったのだとこれについて、「この制

度について８割が賛成している」という報告されて

いたのです。これはテレビの中のぶら下がりの中で

発言したことですから、しかしこれはもうはっきり

と公表した訳です。この中に猿払村も調査の対象と

して入っていたのか、いないのか。まずそれと、入

っていたとしたら村長はどうお答えなったのか。そ

れを聞きたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応今のご質問の前

に若干話させていただきたいと思います。 

 この後期高齢者医療制度の内容について私の考え

方ですけれども、中央官僚内閣制というものが言葉

として出てきている訳でございまして、それに国会

議員が追随しているようなことも聞いているところ

でございます。この中央官僚内閣制を私はこの痛切

に感じます。国家公務員倫理観何てなく、危機管理

意識もない、国民、強いては住民の意見が全く反映

されていないと感じているところでございます。 

これは先程申したとおり憤りを感じている内容の

言葉でございます。この法律ばかりでなくして、国

会議員と違って責任のないと言ったら語幣になるか

も解りませんが、官僚が恐らく２年ぐらいで国の職

員は異動してしまうでしょう。その官僚が作ったこ

の高齢者医療制度、これは国民生活を左右する権利

はどこにも私はないという判断しているところでご

ざいます。老人医療費抑制削減のため目標は当然あ

ったから行ったのでしょうけれども、療養型病床を

減らしたからといっても駄目と、介護保険を医療保

険から分離しても駄目と、そして今回の後期医療制

度という形ですから非常に不安に思うところでござ

います。三度目ですから、三回あるものは三回ある

訳でございまして、これもまた駄目になるかも解り

ません。非常に怪しい。結局、国が出来ないから地

方に投げ出したのだろうと私は思うところです。こ

れが現状だと思います。高齢者は増す、医療費は増

える、自治体に移行すると自治体に反発をかうと、

よって広域連合の特別地方公共団体が作られたと、

いつどこでどういう理由で出来たのか全く不透明で

あるというのが実態でございます。制度としての歪

さが高齢者の悲惨な社会問題と私は考えるところで

あります。 

そこで先程の質問でございますけれども、村には

直接自民党からの調査はありません。恐らく広域連

合単位での聞き取りが実施されたのではないかと、

推測でものを言うのはおかしいですけれども思われ

ます。広域連合からの調査は数件ありましたが、賛

成か反対かという内容のものではありません。 

私考えるに国保連合会と都道府県単位で決められ

たのではないかと推察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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

それで今村長から療養型の医療制度についての答

弁がありました。 

そこで療養病床というのは、社会的な入院という

こういうような部分も含めて重要な位置付けだった

と私は理解しているのです。それが老人保健施設だ

とか、介護施設に転換するという方向。それと在宅

であくまでも医療を展開していくという２つの考え

方がある訳ですけれども、必要性は私はそういう今

の医療制度というもので療養病床というもの減らし

てはいけないと思っているのです。 

一方では財政の今健全化の中では、医療費負担だ

けを求めるのに限界があるから、療養病床も減らし

ていこうと、在宅に向けていこうという考え方が今

の国の考え方だと思うのです。村長も今それ話した

とおり。しかし、その体制はまだまだ整っていない。

住宅にしても、それと老老介護と言われるように高

齢者が高齢者を介護する。年とった親父を母さんが

一生懸命面倒見てくれるという体力的に限界だとか、

色んな問題指摘されております。将来的にはその医

療制度、療養型の医療制度までこういうふうに変え

ていこうという、これと一連のセットの制度だと思

うのです。こういうものについて私は問題があると

思いますし、猿払村の実態としてもその療養型に変

わっていくがために病院の方で医師の判断で月数を
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決めて、日数を決めてそれ以上経過したら出ていた

だきますというそういう実態は今のところないです

ね。それをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：お答え

いたします。 

 現状としては地域調整会議等で入院患者、それか

ら介護認定されている方も全て含めた形の中で病院

関係者、それから保健福祉関係、相談した中でそう

いった方の対応をどうするかということを協議しな

がら進めております。現在のところ療養型という形

で病院から退所というケースはすいません、私にな

ってからはそういうケースはありませんでした。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：調整会議という部分

では、極めて大きな役割を果たして医療・介護・福

祉というような部分で重要な役割を果たしていると

私は理解します。そういった部分できちんと調整な

されて、話し合いでなされているということで非常

に心強く感じたのです。出来ればそういう難民をな

くすると、介護難民だとか療養難民、そういう方向

で村長は基本的なスタンスでいていただきたいと私

はそう希望しますし、これはまた後で村長に最後に

確認しますけれども、今回の後期高齢者の４割の負

担の部分について国保税のですよ。４割の負担支援

金の部分について、現実に先日、専決されて増税と

なった部分がいくらで、それをちょっと数字が、も

う掴めていると思うのですけれども教えていただき

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：お答え

いたします。 

 前回の条例改正で国保税の中でご負担していただ

くこととなりましたのは、高齢者医療制度に係る支

援金の部分ということでございます。国保税、医療

給付部分については従来と変わらない率でそのまま

で継続しております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私が今聞いているの

は、先日の臨時議会で専決処分された改正案につい

て今言うのですけれども、あまりにも高すぎる増税

でないのか。それと限度額でいきますと、現行５６

万円ですね。それを支援金も含めて最高限度額を５

９万円にしようということですね。４７万円の限度

額を支援金で１２万円上げるのですから５９万円で

すね。高額所得は３万円上がるのです。いいですか。

限度額貰う１，０００万円以上の人は３万円の負担

です。ところが一番上がるところどこですか。実は

これが非常に大きな問題なのです。年収が年金だけ

の仮に夫婦２人の生活で３００万円の世帯で、今回

の条例改正で増税でなる分何ぼとおさえますか。 

○議長（山須田清一君）：眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：お答え

いたします。 

 収入額、それから世帯数によって変わりますけれ

ども、３００万円の収入で２人世帯の場合、それか

ら資産をお持ちの方、お持ちでない方、そういう分

け方をしておりますので、資産があって年収３００

万円、２人世帯のお宅については４万９，３００円

程の増額となります。 

ちなみに４００万円で２人世帯で資産があるお方

については６万１，９００円の増というふうになっ

ております。あと細かに世帯数等で算定しているも

のもあるのですけれども、後ほど資料としてお渡し

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）：今の答弁で明らかに

なったとおり高額の部分が３万円しか増えないで、

一番年金だけの生活で緩くない高齢者世帯、そこに

もろに４万円、５万円、６万円という数字がのしか

かってくるのです。これをこの前指摘したのです。

何ぼ言っても解ってもらえなかった。 

何故そういう条例改正をするのかということです。

改正の内容については村が独自で政策として条例を

制定出来る訳ですから、あくまでも村長の考え方で

これを作る訳ですよ。村長解りますか。 

であればそういう厳しい世帯にこういう課税、増

税をするのですかと私は言っているのです。 

これは村長かなり無理だというふうに今数字では

分かったと思いますから、今後の問題、今この答え
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なかなか村長も大変だと思います。ただ、この前も

３，０００万円に対する条例改正やった訳です。今

度２，４００万円なったのだから、それに見合うよ

うな余ったら貯金して下さいよと言ったら、します

と昨日言いましたけれども、そんなものでもないの

です。やっぱりこまめに改正をして、それなりに対

応していくというのが制度が始まって間もないし明

確でないから担当者も大変だと思います。担当課長

も大変だろう、村長も大変だ。それを理解しながら

お話ししますけれども、こういうものはやはりもう

少し制度の国保税の負担の部分だとかそういったも

のは配慮するという、まめに見直していくのだとい

うお約束いただけませんか。 

○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。 

 確かに始めたばかりで不透明な部分がかなり多か

ったということは事実、議員もお分かりのことと思

います。今与党の方といたしましても、この後期高

齢者医療制度については、当然もう見直しが大体一

定程度行われたと聞いているところでございますけ

れども、ただそれとて果たして満足なのかと、国民

には満足なのかといえば決してそうではないだろう

と考えます。そういう部分も踏まえた形の中で行政

として柔軟な対応を図る必要性というものは今後随

時問題あるたびに必要になってくるだろうと考えま

すので、そのような方向性を持った形の中で対応を

して正規なものにしてまいりたい。正規なものとい

うよりもある一定程度、正規なものにはならないか

も解りませんけれども、一定程度納得いけるような

ものにしていかなければならないだろうとこのよう

に考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう実態をよく

承知していただいて、条例を改正するというのはそ

の時々で必要に応じてやらなければならないと十分

承知しております。しかし、改正の中身がここまで

大きく変わるということは大変なことなのですよ村

長。５万円、６万円のスパンで３００万円前後の年

収の人が上がっていくのですよ。最高限度額が１，

０００万円以上の所得ある人３万円しか上がらない

のですよ村長。そういう制度の矛盾もやっぱり考え

るべきなのです。そこを言っているのです。もうち

ょっと温かみのある条例改正であれば分かりますけ

れども、そういうところを配慮していただきたい是

非。これはそういうことでタイムリーに予測を立て

て、まめにやっぱり条例改正やってもらっても結構

だと思うのですよ。議会そのためにある訳ですから、

議会に気遣って改正を見送る何てこと一向にそんな

こと考えてもらっても困るし、臨時議会もどんどん

開いてもらってやってもらっても結構だ。ただ専決

処分、こういう重要な部分は専決処分で決定してし

まう。こういう手法だけはとっていただきたくない。

こういうことをお約束最後にしていただくのと、合

わせて村長もこの制度の矛盾と欠陥というものは明

らかになってますから、村長はこれから制度の廃止

に向けたスタンスということを明確にしていただけ

ますか首長として最後に。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応この高齢者の歪

な制度内容につきましては、その柔軟性を持った形

の中でこまめに改正を行っていく必要性はあると思

っております。この制度が廃止しない限りずっと続

いていく訳ですから、その制度を良い方、良い方に

変えていかなければならないと、これは当たり前の

話しだというふうに、受益者が良くなるような形で

改正していかなければならないだろうとこのように

私は思っているところでございます。柔軟な対応を

図っていきたいと思っております。この関係につき

ましては、最終的には廃止という形に追い込めるか

どうかということにつきましては、これからの色ん

な国の政策でありますから、国との議論を見極めた

形の中で私は考えていかなければならないと思いま

すので、私自身といたしましては、何故７５歳で引

いたのかと、まして後期高齢者は、後期高齢者と言

う言い方、それと最後に終末期支援制度というやつ

がある訳です。そういう部分につきましても私、非

常にその文言としては不備な面があるのではないの

かという考え方を持っておりますし、そういう部分

では十分な対応を図っていきたいと思っております

ので、ご理解賜りますようお願い申し上げたいと存
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じます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長は今までの私と

の議論の中で、この制度の欠陥だとか矛盾だとか、

それだとかこの国の制度の中央官僚が作り上げたも

のを内閣がただ認めただけだとか、色んな批判をし

てますね。やっぱりそういう押さえ方をしていると、

私も全くそのとおりで村長の言うとおりだと思うの

で、先程も色んな国の方ではその制度の見直しだと

か何とかってしているけれど、どんなふうになるか

さっぱり解らないそんなものも、あてに何て出来な

いのだというような答弁もされたと私は理解してい

るのですけれども、そう言っておきながらまた見直

してどうのこうって、そうじゃなく国が今やってい

るこういう制度の矛盾も欠陥がどんどん出てきた。

猿払村にもこういう影響を与えてきた村民に、村民

の立場に立って村長は国の立場ではないのだよ。村

長は村民の立場に立って、この制度についてはおか

しいと、やっぱり廃止すべきだというスタンスをと

っていただけるかということを私お伺いしているの

です。それだけです、単純に。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そういうスタンスに

立つということについては変わりありませんけれど

も、私一人でそういうスタンスに立つということに

ついては非常に難しいと思います。 

 先程も申したように道の町村会を通じた形の中で、

私はそういうスタンスでものを申し上げていきたい

と思っております。そういうことでご理解願いたい

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）：だからそういうこと

はあるごとにそういう町村会でものを申したり、こ

れはやっぱり廃止に向けておかしいとこの制度は、

猿払村にもこういう影響があると、住民にこういう

迷惑をかけると、この制度おかしいよと村長それだ

け言ってきてた訳ですから、それがそういうスタン

スなのです村長の、私一人がって村長のスタンスを

聞いているのです。そういうことで町村会でも私は

主張するよと言ったら、それはそれで良いのですよ。

それが村長のスタンスですから。ただ、この制度を

見直して国がやっていくそういうものをただ見定め

るということじゃ村長、統領している責任は私はな

いのじゃないかということ指摘しているのですよ。

そこだけもう一点だけ最後。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程申したことはそ

ういうことではございません。 

 国のやったことに対する私は歪な高齢者の社会を

作り上げてきたということに対してのものの申し方

で、私の考え方でありましたので、私の言ったこと

が逆な方向にとられたのではちょっと私の意見、考

え方とは違いますので、要するにこれらについては

基本的には歪な高齢社会を作っていく制度の上にお

いては廃止のスタンスということを考えて、先程答

弁したつもりでございますので一つよろしくお願い

します。 

○議長（山須田清一君）：ここで２時１５分まで休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

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）：それでは後期高齢者

の医療制度については、そういうことで村長の考え

方で一つ頑張っていただきたいとエールを送ってお

きます。よろしくお願いいたします。 

 次に、地方分権の関係に入りますけれども、６月

のあたまになりますか、地方分権改革推進委員会こ

れは政府の諮問機関ですけれども、５月の２８日に

国から地方へどんな権限をどう移したらいいのだろ

うか。地方分権の改革についての案を第一次勧告と

いうことで政府に提出したという経過がございます。

中には福祉の問題だとか医療の問題もありますね。

それと保育所だとか土地利用、道路河川、農業委員

会だとか、交通だとか色んな分野がございますけれ
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ども、特に福祉と公営住宅、それと補助金の適正化

という部分での規制の緩和等がこの勧告に謳われて

おります。本村の行政の運営についてもこの勧告と

いうのは非常に大きな影響を与える。そういうふう

に私は理解しております。そういうことでこれにつ

いてこの３点に絞ってお伺いしたいと。それとつい

もう６月のついこの間ですけれども、政府の地方分

権の改革推進要綱というのをまとめたということで

すけれども、これらは極めて河川だとか、特に国土

交通省に関する部分については後退した政府の要綱

になっている。言ってみれば骨抜きにされていると

いう状態。幸いにも今福祉、住宅、補助金の適化法

というような部分では大きな要綱の中で変化もなく、

勧告どおりにいくのかというふうに私はこう見てい

るのですけれども、基本的に今のこの勧告の内容に

ついて、この３つの部分で大まかな部分で結構でご

ざいますから、この内容についてどう分析されてい

るか。本村ではどういう影響があるのだというよう

な部分も合わせて答弁いただければ有り難いと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：質問の前にちょっと

前置きをさせていただきたいと思います。 

 この地方交付税減額を強く印象付けたこの三位一

体の改革への質問もあり、市町村合併と行財政改革

に疲れ、さらに地方分権改革ということで、ことに

当たる職員もほどほど疲れたというのが本音という

ふうに感じます。 

しかし、これこそが三位一体で特に分権改革は波

に乗ったとはいえ、これからがやはり本番だと思っ

ているところでございます。第一次分権改革は５回

に渡る勧告と意見を２回勧告して任務を終えており

ます。１９９９年、地方分権一括法の成立で機関委

任事務が廃止され、中央集権体制は崩れたと思いし

や、福祉問題として後期高齢者医療制度の押し付け

がある等、国はどう考えているのか理解に私は苦し

みます。何か分権法が成立してから逆に法的規制が

多くなったような気もしているところでございます。

そのために地方自治法が改正された意味合いが不透

明な気がいたします。お題目として「地方で出来る

ことは地方で」という総括として国と自治体との関

係を上下主従関係から対等協力関係へと向かったは

ずが、国・道は機能していないのが実態であるので

はないかと思っております。内容についての分析で

すが、地方分権の受け皿とされていた市町村合併、

基礎自治体の行方と、自治体議会の改革、村民に押

し寄せる改革の波、平成の大合併、地域市町村の実

態、アンバランスな三位一体の改革と地方交付税、

村行財政の改革の主な考え方、あるべき姿として私

はローカルマニフェストとして位置付けしていかな

ければと考えているところでございます。特に当初

の小泉内閣の三位一体の改革、これは特に私は大き

な汚点を残したのではないかという感じを持ってい

るところでございます。これらを踏まえて第二次の

地方分権改革の基本問題にも触れているところです

けれども、第二次の題目は「地方の活力なくして国

の活力なし」、この考え方の基で分離分有、そして

集約分権でございます。事務は役割、仕事でありま

して、権限は係る決定権の及ぶ範囲程度であると、

それと事務の帰属と権限の所在の関係は主として四

とおりのパターンになると考えます。 

 ある事務がもっぱら国が地方に帰属して、その間

に相互作用がない状態が分離、国と地方が相互に係

わる状態を分有であると考えております。その事務

の立案・決定・実施に係る決定権限が主として国に

あるか、地方にあるかで集権と分離に区分出来ると

考えます。第一次地方分権委員会の地方分権改革で

廃止された機関委任事務は分有分権の典型であった

と考えます。 

それで質問でございます。福祉関係、住宅関係で

補助金の適正化に関する規制の緩和という問題に絞

っておりますのでこの関係についてご答弁を申し上

げたいと思います。 

福祉、公営住宅関係は、権限移譲されるのは良い

と考えますが、果たしてこれに財源が伴ってくるの

かどうなのかと、今ひとつ明確でないところに疑義

を感じます。福祉関係は一応福祉施設の設置基準を

撤廃することになっておりますが、施設を建設増改

築する時に助成等があるのか、どうなのかというこ

とがひとつ疑問に思っているところでもございます。 
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公営住宅に関しましては、面積・設備等に関しま

しては、地域の実情に合わせてその裁量を緩和する

というもので、移譲先は当面市に限られております

が、市に限られている実態はおかしいと考えます。

そこで町村も含め地域の特化を一同にまとめるのが、

北海道の役割でないのかと考えているところでござ

います。国のヒアリングで決定されますが、道とし

て今だ何も手を付けていないのが実態であります。

早期にこの分権改革に要件の緩和を盛り込まれるよ

う要請してまいりたいと存じます。適化法の緩和に

基づいては１０年経過すると補助金の返還はしなく

ても良いという移譲に基づく規制緩和でございます

ので、要件としては満足出来るものと考えます。そ

して、尚かつ用途指定要件はなしというような考え

方では良いのではないかという考え方を持っている

ところでございます。 

一応、ご質問について簡単ではございますけれど

も、答弁をさせていただいた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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：権限移譲。先程、今

の答弁の中で福祉等について、権限移譲あっても財

源が伴っていないというような部分全くそのとおり

で、これについては全く不明確な勧告内容だろうと

私も思います。財源的な裏付けもないでこういう勧

告を出すこと事態が私はおかしいと思うし、これは

しかし二次、三次という中で恐らく具体的なものに

切り込んでくるのだろうという理解をしております。 

そこでお伺いしますけれども、都道府県も含めて

市町村に下ろすということですから、３６０ぐらい

の権限を市町村に、しかしその受け皿として村長は

っきり聞きます。合併の議論の中ではうちの職員は、

道や国の職員と違ってレベルが高いと、受け皿とし

て十分に出来るのだという村長答弁をされている。

私もやり方によってはそうなるのだろうという理解

をしておりますけれども、どうも今最近不安になっ

てきて本当にそうなっているか。本当に職員が少な

くて、財政規模も小さいこういう村がどうしたらそ

の権限を移譲されたら執行出来るのか適正に、その

能力なければ何ぼ権限移譲されても使いこなせない

です。福祉・住宅・適化法にしても、ただただ国の

法律を読んで、条文がこうなっているからそれ以上

のことは出来ませんでは、この地方分権に対応出来

ないのですよ村長。村長は前からそういうこと言っ

てはいるのですけれども、本当そうだと思うのです。

法律に万能であれ、それは機械的になるという人間

性がそういう恐れもありますよね。だからそこをど

う判断して、それをどう運用して、解釈をしてどう

いうふうに住民にとって良い方向になるのだろうか

というローリングをしながら作業していく、頭脳を

使っていって始めて分権という部分が成し得るのだ

ろうと思うのですけれども、どうも今までのことを

見ると道の指示があったとか、国の指示がどうだ、

支庁の指示がどうだ、そんなことで分権の受け皿に

成り得る訳ないでしょうと私は。確かにそういう時

代遅れの職員も道にいるでしょう。支庁にもいるで

しょう。国の職員としてもいるでしょうそれは、だ

けどそういう人達と対決していかなければ分権何て

成し得ないですよ村長。基本的にその部分ちょっと

心配なので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）：移譲の関係につきま

して、市町村でこの猿払村の役場で権限が移譲され

た場合に出来るかどうかとそういう問題でございま

すけれども、私はうちの職員にしてみればどの程度

の権限が移譲されてくるのかということについては

まだ不明確でございます。従いまして、それらを見

極めた形の中では私は町村に下りてくる権限移譲と

いうものはそう多くはないだろうとは考えて今おり

ます。そういう状況の中では、うちの職員として私

は道の職員よりも、国の職員よりも私はレベルは高

いと、危機管理意識を持っているだけに高いと私は

思っております。国・道と議員さんおっしゃいます

けれども、全然そういう危機管理意識だとか分権に

対する考え方だとかというのは全然思っていません。

はっきり言いまして。特に中央官僚これには議員族

がついて許認可事務、大きな許認可事務については

議員族が放すなというところまでいっている訳です。

そういうような国・道のレベル、やはりそういうこ

とは避けてもらわなければならないと私は思ってお
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ります。そういう状況の中でどういうようなメニュ

ーが地方に市町村に小規模町村に下りてくるのかと

いうことはこれはまだ不透明な段階ですけれども、

役場の職員としてそういうような行財政改革を先ん

じてやっている。 

また、そういう危機管理意識も既に強く持ってい

るという意味合いからいたしましても、私は可能だ

というふうに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）：そういうことで言葉

では理解出来ますし、言葉では良いのですよ。現実

一つの事務事業を執行する場合にはそういう壁がネ

ックになって、コストの高い事務事業を執行したり

ということは昨年からありましたね。随分、感じま

した。そのために不用なものまでやらなければなら

ないと、そういう事務事業もあった訳ですよ現実に、

だけどそれはうちの地域の猿払に合った実態の中で

不用なものであれば、法ではこう謳ってるけれども

これは現実的にこうじゃないですかという、やっぱ

り姿勢を村長自らやってもらわなければ、法令がこ

うなってるから法令主義でくるでしょう恐らく、だ

けどそういうことで分権の受け皿としてはちょっと

危険だよというふうに私は思うのですよ。ただそこ

を言いたかったのです。 

だから猿払村の職員優秀ではない、分権の受け皿

として成り得ないとは言ってないのです私も。国だ

って道だってそういうレベルの職員しかいないです

から、法令を片手にこうですよという人間しか、そ

れは経験しています私も。うちの方がずっと上でし

ょうそういう部分では、確かにそのとおりの部分も

あるのです。だけれども言いなりの部分もあるとい

うこと事実ですよ。それは明らかに今後やっぱり心

して村長リードをしていかなければ、やっぱり住民

にとってはマイナスの部分がものすごく多い。 

ついでですけれども、ちょっと議題よりずれるか

もしれない、議長に承認とってちょっと話させてい

ただきます。昨日も職員を何名か採用しますと言っ

てました。今のこの時期に新卒を定期的に採用して

いかなければ組織としてはかなり歪な関係になりま

すね。十分理解出来ます私も。中途採用でなくきち

んとした採用をやっぱりやっていくべきだと私は思

うのですよ。そして少ない人数で今も減りっぱなし

じゃないですか、欠員補充しないで。しかしこれは

昨日の６月２５日水曜日、道新に出てた「第二役場

サービス補完、事業の三割を委託する。」どこにで

すか。職員のＯＢを登用したり、そういうことで人

件費圧縮していく、色々な工夫して生き残りを図っ

ているのですよみんな、少ないから入れるという発

想ではないのです村長。これは因みにこの道新の記

事の中では、２００１年度に８６人いた職員、現在

６５人でやっていると書いてあるのです。２０１３

年度には５０人に減らす計画だと、これは福島県の

矢祭町です。昨日も小山内議員が稚内に来て講演が

あったということで「俺も聞きたかったな」と、だ

けれども行けなかったですから、後で議員に内容に

ついて聞いてみたいと思いますけれども、色んな工

夫をして生き残りをかけている。単純に財政的にち

ょっと緩んできた、まあ何とかなるかのような数字

になったら途端に緩むようじゃやっぱり駄目なので

す。かなり厳しい状態でなかったら生き残り図れな

いと、そういうことをもうちょっと付け加えて話し

していきたいと思います。 

それで具体的に入ります次に。福祉の関係で言い

ますと、保育所だとか幼稚園の問題です。認定のこ

ども園の増加、地域に応じた特養の在り方だとか、

色んな部分で福祉の関係が謳われておりますけれど

も、高齢者と障害者が一緒に生活する共生型の施設

をどうするだとか、前の議会の時にお年寄りはお年

寄りだけの村を作るのじゃなく、やっぱり共生して

若者も一緒に行って補完し合おうと、年寄りから習

う部分もあるでしょう高齢者が、年取った人は体力

的に肉体的にちょっと出来ない部分は若い者が補う

だとか、色々な補完方法があるという部分では提案

も申し上げた公営住宅の中で、そういった部分でこ

れ福祉について限って言えば、今後この分権の改革

案、こういうものに基づいて福祉では今どういった

これに基づいた取組みを考えているかお聞かせいた

だきたい。 

○議長（山須田清一君）：眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：お答え
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いたします。 

現状としては特にという計画は現状としては持っ

ておりません。今後、十分検討していかなければな

らない事項だとは考えております。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：若干補足させていた

だきたいと思います。 

 福祉の分野についても今急にという訳ではござい

ませんけれども、分権改革の規制緩和の中でそうい

う分野が規制緩和されてきたというような状況の中

で今すぐどうこうと、具体的に考えているというよ

うなことはないというふうには課長答えたところで

ございますけれども、それらをこれから具体性を持

った形の中で、そして福祉全般に渡った補完性の原

理というものも互いに共有し合いながら努めてそう

いう方向に持っていくのが規制緩和としての村とし

ての役割である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）：福祉についても子ど

もの方の福祉、高齢者の福祉と色々ある訳ですから、

こういう分権型の社会になってきている訳ですから

自ら、地域自らやっぱり考えていかなければならな

い。敏感にならなければならないと思うのですよ。

だからこういう勧告が出たらもう速やかにうちの課

題としてどういうものがあるのだというのを目を輝

かせていただきたいと私としてはそう思うのです。

だから速やかにこれに取組んで、うちには何が該当

するのだと、各部署がそういう競い合いをしていか

なければならないと思います。 

それで福祉の部分でそういうことできちんと、福

祉は福祉だけの問題だけではないです。横の連携が

なければ駄目ですよこれ結果的には、最終的にはそ

うなりますけれども、公営住宅についてちょっとお

伺いしますけれども、面積だとか設備、地域の特性

に対応するような公営住宅をもう考えようというこ

とで、これはこの分権の推進委員会の諮問答申を受

けた中で、国交省が国土交通省が方針を出したので

す。それには子育て世代向けの広い部屋、単身の高

齢者が生活しやすいような公営住宅・共同住宅、そ

れだとかトイレ・浴室・飲食スペースを複数やっぱ

りある程度居室はそうなのですけれども、風呂だと

か一緒にご飯ぐらい、食事ぐらい一緒にしようと、

出来るようなそういう公営住宅も今後は地域の実態

に合わせたように許可していきましょうという方針

を出している訳です。出したのですよ。それで昨年、

高齢者住宅として６戸建った訳です。かなり立派な

もの建ちました。村長も感想を述べておりました。

また、ああいう方式で今考えているのか、一度それ

を確認してから質問に移りたいと思います。 

○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。 

 確かに立派な公営住宅であります。私は立派だと

言うのは中身が非常にバリアフリー化されて、高齢

者向けの住宅であって、本当に過ごしやすい豊かな

やすらぎのある内容の公営住宅であったのだろうと

思っております。 

ただし、外観を見ると非常に立派すぎると、あれ

まで必要あるのかということは私はつくづく感じま

した。そういう部分では手直しをしていかなければ

ならないだろうと思っております。外観は別として

中身が一緒であれば皆さん同じような生活をする訳

ですから、それはそれで私は良いと思っております。

そういう部分では財源的にもやはり外観を一定程度

落とすことによって、財源も縮小出来る可能性もあ

るだろうと思っているところでございますので、そ

ういう方向で今後建てる場合については進めていか

なければならないだろうと思っておりますし、先程、

眞田議員さんが言われました公営住宅も地域の特性

に合った状況という関係では、そういうような都会

で言えばシルバーハウジングというようなみたいよ

うな、みたいようなと言うよりも同じですよね。介

護がそこに付いていて、食事もきちんと出てくると

いうような形の中ではそういうようなシルバーハウ

ジングに似たような共同的な公営住宅、そういうこ

とも私は必要ではあるのではないのかという感じは

持っております。当初、公営住宅を建てる時の私の

考え方はそうでありました。要する高齢者向けケア

ハウスというような形の中ではそのような考え方を

持っておりました。 

従って、それを実現させるために色々と担当者等
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とまたヒアリングを受けるのは、道でヒアリング受

けなければなりませんので、そういう部分を含めた

形の中でやっていかなければならないと思いますけ

れども、「自分達の出来ることは自分達でする」と、

やはり地域の特化というものに合わせた基準の中で

私はやっていきたい。道が駄目だと言っても地域が

こういうふうにやりたいのだと、こういうような情

勢にあるのだということを訴えていかなければなら

なければそういう住宅は出来ないだろうと思います

ので、そういう方向に今後進んでいくべきであろう

と、それによって介護ヘルプサービス等についても、

例えば訪問介護サービス等についても、医療訪問等

につきましても手短に短時間で効率的にそういうこ

とが出来るという部分が大きなメリットであるので

はないかと思っておりますので、そういうような方

向性を持った形の中で進んでまいらなければならな

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）：昨年の平成１９年度

公営住宅の建設、この時も予算審議の時に村長に申

し上げました。小規模多機能型の高齢者住宅という

のであれば、小規模多機能型の機能を備えた住宅の

建設も福祉関係者と十分協議しながら、その辺りの

可能性も探っていただきたいと、だけれども出来た

ものは一戸建てバラバラと長屋で一戸、一戸になっ

てしまった。そういうものは何も反映されていない

と、非常に内容も立派だし、それだけの金かけてい

ますから立派です。 

しかし、一部の住民があんまり立派過ぎやしない

かという批判もあることは事実なのですよ。村長承

知してますか。だから、バランスというものがある

はずだと思うのです。だから良いものは建てて駄目

だ何て言えないから立派で良いのです。素晴らしい

施設だと思います。だけどもう少しそれに機能を付

けたらどうかということも今回のこの行財政改革の

言ってみれば地方分権改革推進委員会の諮問に基づ

いて、こういう規制も一定程度枠が緩くなった訳で

すから、そういうことを即取組むような姿勢を見て

いただきたいと思います。 

これについては福祉関係者も全て合わせると、今

建った去年建った施設も含めて何か考えていかなけ

ればいけないと思いますよ。 

それについて村長、意気込みちょっと聞かせて下

さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そういうような多機

能な施設の建設について今までの公営住宅みたいな

ような考え方でなくして、地域に合わせた形の中で

効率・効果性を十分考えた形の中で建てていくとい

うことが最大の目的であるのではないのかと私はそ

う感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 それで村長はそういうことで、そういうことを心

掛けてやりたいということで証言された訳ですから、

ことのついでです。まだ、公営住宅のもしか計画が

あるとすれば２０戸といいますから、やるのでしょ

う恐らくそういう形で、執行すると思うのです。し

かし、議会もやっぱり色んな意見を持ちながら一般

質問、予算委員会を通じて色んな意見を申し入れを

していると、何ら反映されないということになれば、

これはどこでどう議員はそうしたら車の両輪と村長

よく言われますけれども、私ら車の両輪というふう

には私は感じられないのです。執行権は私にある、

人事権も私にある、議会が何言っているのだという

感覚にしか私は感じない。そういうものが職員にど

んどん村長の意識が繋がっていけば何ぼ議会でやり

とりしてもこんなもの身にならない。私は実質的に

思うのです。 

そこで経済推進室の主幹にお伺いしますけれども、

今言った話し聞いていると思いますけれども、それ

をどう具体化していくかというのをやっていかなけ

ればならないと思うのです。色んな関係機関と話し

合いしながら、答弁はいらないですから聞いていた

だきたいのですけれども、やっぱりリードしていっ

て下さいそのあたり、村長はそういう思いですから、

それを一つやっていくか、いけないかという部分、

その部分だけで結構です。自席で結構ですからちょ

っと。 



 －29－

○議長（山須田清一君）：早坂経済推進室主幹。 

○経済推進室主幹（早坂 裕君・登壇）：ただいま

眞田議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

 確かに今回住宅については画期的な部分があるな

という部分で判断してます。 

また、昨年建設しました公営住宅についても、福

祉の部分ともある程度は相談しまして、公営住宅と

しての基準を満たした中で造ってます。また、料金

についてもあれは村独自の政策という部分もありま

すので、一年遅れて国がある程度のそういう緩和措

置が出てきたかなという部分は感じています。また、

今こういう部分が出てきたので、今後来年なり再来

年なり予定される住宅が即それに対応出来るかとい

う部分について、ちょっと申し述べさせていただき

ますけれども、今の補助金制度で住宅を建ててます

けれども、これは交付金事業で４５％の補助という

ことになっています。 

こういう部分については、各町村で地域住宅計画

を立てれと、そういう部分の中でこの補助金は出る

ようになっていますけれども、北海道の部分につい

ては市町村が多くて、風土と色んな部分が事情があ

りまして、これをオール北海道として道が作ってあ

る程度緩和しながら作って幅を持たせた中の事業と

しているのです。ですから今回も住宅料の電算シス

テムを入れるとかという部分については、多分他の

他県については一つの自治体が作るとそれは該当に

ならないような状況もあるのです。 

ですから今そういう部分では、オール北海道とい

う形でこのものに取組んでいますので、やっぱりあ

る程度は眞田議員に、また地方分権の部分では怒ら

れるかもしれませんけれども、現状では道のそうい

う作った部分に載っているという部分がございます。 

ただ、その中の範囲でも最大限、今の今回出まし

た答申の中の部分も含めながら、今後建てていく部

分については道と協議していきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今、早坂主幹がおっ

しゃったことについては、当初去年建てた以前の設

計の段階での話しで、北海道とのやりとりの中でそ

ういうような方向性を定めて事業を実施してきたと、

これからも実施するというようなことで申し上げた

ことだろうと思っておりますけれども、私といたし

ましては、道にも今こういう規制緩和出た段階にお

いて、それらの変更がないかどうかと、変更しても

構わないのではないかということも含めた形の中で、

また考えていかなければならないとも考えておりま

すし、また、それがもし駄目であるのであれば別な

補助制度でも確かにあると思いますので、そういう

補助制度を見つけながら、地域の事情に合ったその

ような効果効率的な住宅政策を考えていかなければ

ならないとこのように思っておりますので、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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：一定の要件を満たし

たのに４５％の補助、それなら貰わない方が良い。

超過負担、極端に言えばこれは超過負担あるのです

か。 

例えば㎡当たりの単価に対して基準額、基準の単

価があってそれに対する４５％ということか。それ

とも実質坪１００万円かかったものについて４５％

補助くるのか。基準単価が５０万円だよ、そのうち

の４５％だよというものなのか、どちらかですか。

ちょっとそこだけ教えていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：早坂経済推進室主幹。 

○経済推進室主幹（早坂 裕君・登壇）：お答えい

たします。 

 基準が何㎡で金額が何ぼというのは、ちょっと今

手元にないのですけれども、これも基準に対しての

４５％で、他の部分については持ち出し一般財源に

なると。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これ正に超過負担で

すね、今の答弁で言えば超過負担ですよ。言ってみ

ればあの建物に１億円かかりましたと、それに対す

る４５％補助ですよというのが、一般的な補助事業

なのです。今までの文科省、文部科学省だとか、厚

生省でもよくありましたけれども、総務課長は当然

ここにいるからその辺り十分承知しているだろうと

思うのですけれども、基準は決められていると、こ
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れは㎡何ぼの単価ですよと国で、だけれど実際１０

０万円かかるのです坪当たりかかったのですけれど

も、国で基準は５０万円なのですよ。それに対する

４５万円なのです。これが超過負担、そういう考え

方で良いですね。これじゃ話しにならないですね。

何ぼになるか解らないですけれども、基準単価が何

ぼか解らないですけれども、実際１０％とか２０％

の下手したら２０％切れるような補助になるのかな

と心配もしちゃうのですけれども、これは後で調べ

れば分かるのですけれども、あんまりしつこくして

もしょうがないですけれども、村長、先程補助事業

何だかんだの補助事業でなければ駄目だということ

でもないと、私もそう考えるのです。コストだとか

色々なもの考えていけば、そんなもの国の言いなり

やってたら大変なことになる。超過負担だったらむ

しろ考えるべきだと思うのです。融資事業だとか銀

行から借りてやるぐらいの気持ちでやった方がずっ

と安上がりです。そういうことも検討して今担当課

長に聞いたところによると、また道と協議をしてと

いうことになると出来ないのですよこんなこと、も

しもやるのであれば村長にお伺いしますけれども、

もしか公営住宅やるのであれば１年ずらして、この

制度がはっきり確立するまで延長するぐらいの気持

ちでやらないとすごいコストですよ、これ負担です

よ。それをちょっともう一度確認させていただきた

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。 

 交付金関係の事業については、果たしてその実施

事業費が補助基準額になっているかどうかというこ

とが一番の問題だと思います。いずれにしても４５

％ですよね。余りにも低すぎますよ。あとみんな一

般財源なのです。例えば公営住宅債を借りたとして

も公債費がどんどん上がっていくだけの話しなので

す。そうなると行財政改革何てやってられないので

すよはっきり言って、私はそう思うのですよ。 

従って、別なもしそれが駄目であるのであれば、

道と協議を私はそういう部分では道とケンカでもし

て協議でもして何でもやります。もし、あれだとい

うのだったら止めたと言ってもいいです。そして別

な形でやったとしても私は差しつかえないだろうと

思っていますよ、はっきり言いまして、以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで村長

もそういう強い意気込みですから、そういう形色々

な方向・方法だとか検討していかにしたら村民の負

担を軽減出来るかという方法をやっぱり探りながら、

何だかんだその補助金を受けなければ仕事出来ない

訳ではないと私も考えますので、それは村長大変な

英断で答弁いただいたということで、やっぱりそれ

頑張ってやっていただきたいと思います。 

 ただやっぱりそれには、担当職員にもきちんとや

はり理解してもらえるような話しを日常的にコミュ

ニケーションをとってやっていかなければ、やっぱ

りすれ違い生じてしまうと、それはやっぱり議会も

こういう部分で色々相談し合ってこういうもの作り

上げていきたいという気持ちは一緒ですから、この

辺り努力してやっていきたいなと思います。 

 それで次の質問に移ります。 

 この補助金の適化法の中に色々な制約があって、

建物の耐用年数がくるまでだとか、補助金を受けた

省庁の承認なしに財産処分するとか、そういうこと

は基本的には出来ないという流れだったのですけれ

ども、先程、村長答弁で１０年経過するとある部分

ではいいのじゃないのかと、別目的に転用しても良

いと、そういうような方向になってきたのです。 

ところが猿払村は去年から、昨年ですか、今年で

すね。４月から使用料の値上げをして、そして目的

別に建てた保育所だとか、保健センターだとか、消

防だとかと目的に添った建物だから使えませんよと

いうことで、今のところは使えない状態になってい

ると、逆行なのですね。国もこういう方針出してき

たのですよ。猿払村はかたくなにまだこういうこと

をやっている。 

これについて村長どう思いますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 補助金適化法の規制緩和が成されたという形の中

では、一定程度のそういう部分の見直しを図ってい

かなければならないと考えます。 
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○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それではよろしくお

願いいたします。 

 次に移ります。 

 限界集落の振興策については、巽議員が質問して

おります。若干、質問の方向が違う部分だけちょっ

とやっていきたいと思いますので、今の現状につい

ては十分分かりました。 

ただ、北海道知事が１０月を目処に過疎振興対策

と限界集落に対しての振興策、これ法制化をすると

いうことで公表したのです。そういう部分で基本的

な内容については承知しておりますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私その新聞、北海道

知事が限界集落対策、過疎対策の一環としての限界

集落の公表ということについての新聞記事は、常に

新聞記事は関係する部分については見ているつもり

ですけれども、その部分について目は通しておりま

せんでした正直なところ、そういうような状況でご

ざいます。それで私は限界集落という規定はない訳

でございまして、１５年程前から定義付けられてい

るようですが、これも大学の教授だったと、定義付

けたのはそうだったという記憶をしておりますけれ

ども、先程も申したようにそういう表現は限界集落、

上部の機関がですよ。対等と言えども上部の機関が

やはり限界集落という言葉を安易に使うということ

は、私は避けるべきだと私は考えます。そこに住ん

でいる人達を守ってやるというのが本来の姿ではな

いですか。私はそう思うのですよ。 

従って、そういう言葉を使わず別な言葉を使って、

その地域をどう再生してあげるのかというのが行政

の私は役割ではないのかなというふうに思っており

ます。そういう意味で過疎対策事業債と連動してい

るのではないのかと思っているところでございます。

要するにその地域を過疎対策事業として、どういう

振興策を図れば限界集落というような形になってい

かないのかということを考えていくのが、行政のあ

るべき姿であると考えているところでございます。

とりあえず簡単ですけれども、その部分につきまし

ては今のご質問にお答えしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：先程も何回も言われ

ておりますけれども、猿払・浅茅野・小石それぞれ

の産業形態があって林業の衰退に伴って猿払・浅茅

野、小石については炭鉱の閉山、こういった一連の

国の施策の流れ、それと経済の流れの中でそういう

状況になった。 

さらに追い討ちをかけるように、天北線鉄道がな

くなってしまったということで、さらにそれに拍車

をかけたと、そういうのが今の現実の実態なのだろ

うと思っております。 

ただ、私は危険なのは限界集落と村長も言います

けれども、その言葉あまり嫌いだと、言葉がどうだ

という部分では私は敢えて何も言いませんけれども、

知事はその活性化策だとか、振興策を具体的に作る

というふうに公表したのですけれども本当に出来る

のだろうか。村長も同僚議員の質問に対して難しい

と、そのとおりですよ、だと思うのです。北海道の

知事レベルでこの振興策どうするのだと、具体的な

その劇的な活性化策がある訳ないじゃないかと、振

興策があるのかというのが私のこれ個人的な感想で

すこれは。ただ先程も村長ちらっと触れましたけれ

ども、基本的には今行政効率がどうだのこうだのと

いうことで、集落を編成してしまうことだけでもの

を考えてはいけないだろうと思うのです。そこに地

域に住んでいる人達がどういう思いでいるのかとい

うような部分やっぱり調査をしなければならない。

村長はその調査を怠っている今のところ、だから自

信を持って恐らく同僚議員の質問に対しても自信を

持って我々が調査したところによるとこの集落でこ

ういう住んでいる人の意見があると、これはやっぱ

り重要な問題で尊重して、それをどうクリア出来る

かというのが行政として非常に悩みだという具体的

なものを聞かせていただけるのかと思って聞いてい

たのですけれども、ちょっと難しいなと、ただ何で

住むのでしょうか。例えば小石・浅茅野５０％超え

てしまった後、６５歳以上の年功の人達が何でそこ

で頑張って住んでいるのだろうか。調査したことあ

りますか、村長そういう思い聞いたことありますか。

何ぼかの思いがあれば、副村長も含めてそういう声
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があったとしたら、聞いたとしたらお聞かせいただ

きたいなと思います。 

○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。 

 やはり地域に住んでいる方達については、先程巽

議員さんにも申し上げたとおりでございます。 

その地域に長年住んでいたというようなそういう

生活意識、生活レベルそういう問題が本人達をそこ

から子どもが来いといっても都会に行かないという

ような現状があるのだろうとそこに愛着、その地域

に愛着を感じているというようなことがあるという

ふうに私は考えます。それはつくづくまちづくり懇

談会等で行っても、私も小石出身ですから、小石の

人達のじいちゃん、ばぁちゃん等に聞いてもそうい

うような声がかかって聞こえてまいります。 

また、その子ども達も私と同級生の子ども達もい

ます。そういう子ども達がお年寄り達に来いという

ようなことを言ったとしても、子どもには迷惑はか

けたくないというような形もあるでしょうし、やは

り地域の愛着心というものもあって、そこに住んで

いたいというのが実態でございます。それを尊重し

なければならないだろうと思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：６月の２３日、お祭

に道新の報道で通告書出した後に、道新に載ったの

ですけれども、なるほどなと私はですよ。知事の振

興策というのをそういうものを眺めながら、もう猿

払村としても基本的にやっぱりスタンスを明らかに

していくべきじゃないのかと私は話したかったので

す。ところがこういう新聞にこういうこと、限界集

落対策としては、本当にその限界集落に対する活性

化だけが問題かということなのです。投げかけた疑

問なのです。勇気を持って撤退することもこれ一つ

の意味があると、私は集落再編をすれと言っている

訳じゃないですから勘違いしないで聞いて下さい。

限界集落に去るに去れない人々が多いというふうに

新聞に、愛着があるというような部分も確かにある

のでしょう。土地があったり、山林があったり、父

母だとか伝来の先祖の土地に愛着だとか、責任感だ

とか、お墓の維持だとか、知らない土地に行く不安

があったりというそれが要因らしいですね。 

そういうところきちんと村長押さえてどうするの

だと、どうするのだろうと、そして今さらよそに住

めない、他にもそんな行く宛がないよという人が調

査の対象になるので、そういう声が圧倒的に多いと

いう調査結果になっていると載っています。 

ただ、財政的な行財政の国や地方自治体の財政悪

化を原因に限界集落で、そういう６５歳以上の高齢

者を置き去りにしちゃいけないよというふうに言っ

ているのです。こういう研究している人も。それで

限界集落に住んでいる人も自己責任でも何でもない

のですよ。住んでいる人の責任ではない。それは村

長、先程色んな要因言ってましたから、そういった

部分で振興策だけが対策じゃないだろうと、やっぱ

り調査なくして対策なしですから、住んでいる人の

気持ちをやっぱり汲み取ることが先決だと思います。

その上で勇気ある撤退も一つの方法だろうというふ

うに、住民がその選択出来るような、または不安を

なくするような方策を考えて行政としては考えてい

くべきだろうと私は思うのです。 

もう一度そこを聞かせて下さい。短くて結構です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程、知事の過疎対

策に絡んだ限界集落の問題については、これは知事

は出来るはずがないだろうと私は直感的に考えてお

ります。これは過疎対策事業債として国の法律で決

められるべき政策のものであって、国が決められた

らそのとおり北海道知事はやるでしょう。まっすぐ

下がってくるでしょうと考えます。簡単に申し述べ

ました。 

限界集落、これにつきましての先程もちょっと言

い忘れましたけれども、アンケート調査の部分につ

きましてはきちんとやっていく。これがやっぱり本

来の姿だろうと思っております。それと合わせまし

てその愛着の部分については、先程言ったとおり要

するに自分自身だけを守るのではなくて、地域全体

を守っていくということが本来の姿であって、それ

が日本の国土の保全というものに繋がっていくのだ

よということをきちんと認識しなければならないだ



 －33－

ろうと思っているところでございます。 

簡単でございますけれども、答弁とさせていただ

きます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：具体的な手法として

は、村長は今地域担当制、職員のですね。良くやっ

てくれたと、ただし組織は作ったけれども中身伴わ

なかったら何にもならないですから、村長は職員の

地域担当制についての思いはきちんと職員に伝えな

い限り機能しないですよ。そこだけやっぱり念を押

しておきたいし、そういう調査、声というのは地域

担当制の中で日常的な会話の中からアンケートでこ

れについてどう考えますかじゃなく、その中からそ

ういう声を吸収するということも一つの方法だと思

いますので、そういうことも一つ考えていただきた

い。 

 次に移ります。 

 畜産酪農対策についてお伺いします。 

 これについては油も当然そうです。配合飼料、酪

農家においては高騰上がりっぱなし、これも赤字決

算、大半が赤字決算だといわれております。それと

飼料高騰に備えて国と飼料メーカー等が積み立てて

いた飼料価格の安定基金というのですか。これも大

体底も付いたというふうに言われております。日本

の飼料家畜に食わすような飼料の自給率、それとニ

ワトリに関するこれも全て含めて２５％極めて低い

と、みな輸入に頼っているというこういう状況の中

で、そういう生産基盤というのは極めて危ういのだ

ろうと思うのです私、それで食料自給率も４０％切

っているという現状の中で、一自治体の首長にそれ

に向けた抜本対策はどうするのだ。これは無理な話

しです。だから村長に極めて難しい過酷な質問を突

きつけた訳でございますけれども、感想で結構です。

今後、猿払村の酪農家も相当今ダメージを受けてる

こういう状況ですから、精神的に私はこういう部分

で支援していくぞという意気込みあったら聞かせて

下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：配合飼料の高騰等が

やはり依然として、これは原油の高騰等に伴いまし

て止まらず、赤字決算の農家が増えております。飼

料高騰について村内・国や飼料メーカー等が積み立

てている飼料価格安定基金も底を付いたと、日本の

飼料の自給率は２５％とあまりにも低いと思わざる

を得ないと、これについての抜本的対策も必要であ

ろうと、やはり低く飼料の大半を輸入に頼っている

と、これはあまりにも危機意識が薄いと言わざるを

得ないと私は思っております。まして日本の全体的

な食料自給率は３９％というふうになっております。

６０％以上を海外に頼っていることも国の政策とし

て考えざるを得ないと感じます。配合飼料の価格に

当たっては、平成１８年の１月から３月期までで、

トン当たり平均で４万２，８３０円であったものが、

１９年の同期で４万５，０８０円と、２０年同期で

５万４，３８０円の高騰を続けております。平成２

０年４月期にあっては、平均で５万７，８８０円と

３，５００円さらに高騰を続けております。２０年

４月期の補填金は１万５００円で実質価格として、

４万７，３８０円となっているところでございます。

平成１９年度村の農家、搾乳の関係について６８戸

中、資産や貯蓄等の取り崩しをしないで収支黒字経

営をした農家については５戸、約１割程度でござい

ます。そういう状況を踏まえた形の中で農家は健全

経営で、６３戸の農家は新規投資で貯金を崩したり、

資金の借入をして収支を合わせているのが実態であ

ると存じます。配合飼料価格安定基金には通常基金

と異常基金とがありますが、通常基金は加入生産者

がトン当たり５００円、県連ホクレンが２５０円、

全国配合飼料供給安定基金から補填され、異常基金

は国と民間が同額ずつ造成することになっており、

通常補填の基本分の内数として支出されているとこ

ろでございます。 

具体的な取組みといたしましては、現在牧場の指

定管理を受けている東宗谷農業協同組合は、村営牧

場内の圃場内に普及センターと農業試験場と連携し

てデントコーンを試験的に１１ｈａ作付しており、

今後の試験結果の推移を見ながら農家に普及指導を

考えているところでございます。 

また、ＴＭＲセンターの設立支援をして、優良な

自給飼料の確保に努めるよう農協や関係機関と共に
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対策を講じ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。農地の有効活用や農作業機械・

施設の整備のため農家等が農業経営基盤強化資金を

借入れるに当たって、村は利子補給をして経営安定

を支援しているので今後も継続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。 

やはり、海外貿易摩擦に強い経営改善を望むとこ

ろでございます。国では配合飼料価格安定制度とい

たしまして４５０億円、経営安定対策関係で２８８

億円、計７３８億円の追加緊急対策を決定しており

ますが、私は単なる小手先でお金で解決する問題で

はないと考えます。やはり、自給飼料向上を抜本的

にどうするか。政策的なことが課題でなければなら

ない。これは永久的にそういう政策が必要だと考え

ているところでございます。単なる経営者にお金を

配って、その場しのぎのものであってはならない。

それが悪循環に陥っているのではないかとも考えて

もいる次第でございます。 

当然、デントコーン等については稲作地帯、これ

は減反で放棄地があります。そういう所にデントコ

ーン等を撒いた形の中で、それらを買い取った形の

中での配合飼料等の調整をやっていくということも

一つの自分達の出来ることではないのかと思ってい

るところでもございます。 

やはり、今後このような高騰している状況の中で

は、たくさん搾れば、搾れば良いという問題では私

はないような気もいたします。こういう貿易摩擦に

勝てる大きな国の政策課題を出してもらわなければ

ならない。一時しのぎでお金を配ってあってはなら

ないということも考え合わせながら答弁とさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで抜本

的な対策がなく、小手先の一時的な価格の調整だと

かそういったもので対応出来る状況にはないという

ふうに村長も同じ理解の上に立っているということ

で、私も同じ考え方なので自給率向上させるのにど

うするかという対策を立てるのがそういうことが必

要だろうと。先程、金子議員さんから酪農情勢の資

料をいただいたのですけれども、草地改良による飼

料高騰の強化ということで今言ったコーンの部分、

とうもろこしだとか何とかと色々な部分でやってい

くというような部分、それで猿払村でも既に始めて

いるという非常に評価しております。 

さらにそういう部分で、例えば耕作と畜産とのう

まい組合せが出来ないか。例えば宗谷でいっても中

頓別はコーンは採れる訳です。猿払は無理だ。とす

れば、向こうは専門的にコーンを作ってと、猿払は

その代わり牧草作ると、そういうことも考えてやる

必要も今後は出てくるだろうと思いますので、ただ

それを農協だけに任せていけばいいということでは

ないと思う。やっぱり行政として、そういうデータ

・調査きちんとして、改良普及所や何かと色々相談

しながらそういう方向も、こうあったらこういうふ

うになるぞというような部分も資料として出して話

し合いしていく必要があろうと思いますので、今一

度簡単にその部分と支援強化という部分では主産地

の首長として担当の役員さんとも一緒になってこう

いう問題について声を出していっていただきたいと

要望してこの部分については終わりますけれども、

今一度簡単に。 

○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。 

 当然、猿払村におかれましては、第一次産業酪農

・水産業、加えて観光の分野が芯になっている訳で

ございまして、特に酪農水産関係については、他の

経済に波及する効果というのは非常に大きい。それ

を考えた場合に支援をしていかざるを得ないという

のは私おかしいですけれども、支援はしていかなけ

ればならないと思っております。 

それと合わせまして遊休地、そういう部分につい

てのデントコーン等の作付け、それとの先程、私稲

作地帯の稲作との遊休地との連合体という広域連携

みたいなような形になりますけれども、そういうよ

うな形での方策も一つは必要でないのかと申しまし

たけれども、そのような方向性でやはりやっていか

なければ、これは抜本的な解決にはなってはいかな

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）：そういったことで最
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大限の支援体制というか、村長の主産地の首長とし

て最大の頑張りを期待してこの問題については終わ

りたいと思います。 

 次に、村の組織機構についてということで通告し

ております。 

 課の設置条例と現行の組織機構に整合性がないと

感じる。私はそういうふうに思います。 

課の設置条例というのが定められております。そ

れに基づいて庶務規定や何かもそれぞれ各係の分掌

事務規定しておりますけれども、何か最近その辺り

がどうも崩れてきているという感じでしょうがない

です。何か訳の解らない室を作ったり、条例できち

んと定めてやるべき性格なものが、何かあやふやに

なっている。その部分についてどうなっているのか

をお答え下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

村の組織機構の関係でございますけれども、行政

執行上、村の法的手続き課設置条例については現行

の課の所掌事務に関し、運用については事務組織規

則並びに事務決裁規程等の整合性を図って行政執行

をしているところですので、組織運用上整合性がな

いとは感じてはおりません。スリム化としての業務、

効率が上がるものというふうに逆に私は判断してい

るところでございます。現行の課の設置については、

４課体制において行政執行を行い、これについては

少数精鋭の中で事務の効率化を図りながら重要課題

を実行出来るような体制をとるべき性格のものであ

ると考えているところでございます。 

また、現行組織の中で業務量的にも大課となる課

については、効率化を図れるよう事務規則や室制度

を設け、部門のくくりは大きくし、内部に機動力を

持たせるために設置しているところであります。室

には独自の決裁権限もありますが、くくりを大きく

することにより職場での横の繋がりが発揮出来お互

いの重複する政策課題等、分権時代に即するスリム

化した業務執行が出来ると判断しているところでご

ざいます。単に課を増設することが施策問題を実行

するに当たって、また現行職員数から判断して効率

的に事務執行が出来ると判断しておりません。 

さらに村民サービス向上に繋がるとはまた思えま

せんし、課を多くすることにより村民の戸惑いもあ

ろうかと思います。現段階においては現行の政策課

題を実行するには、現機構も村民に慣れ親しんでい

ると考えます。 

しかしながら今後において分権時代の流れの中で

はその時代に即した形の中で、効果効率的に機構体

制も変化することもあろうかというふうにも存じま

す。職員の意見も反映させながらこのような機構体

制についても措置してまいりたいと今後考えている

次第でございます。一方職員に対して庁内教育を積

極的に行い、職員の意識高揚に努め、縦割り組織に

ならないよう庁内、職員間の危機管理と連携強化を

図ってまいりたい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）：今、組織の明確化、

村民が戸惑いのないような形だとか、職員の人員の

配置の関係で効率的にこうやったと、しかし現実ど

うなのですか。課にして室長付ければ同じじゃない

ですか。それであれば明確に課をきちんと課の設置

条例がある訳ですから、設置条例に基づいた規定の

中でやるべきじゃないですか。 

今、村長は決裁規程、庶務規程手続きや何かもそ

の規程に基づいてやっておりますと、これはあくま

でも規程というのは条例とどちらが先行するのです

か。そこを答弁いただきたい。簡単にでいいです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：条例は議会の議決が

必要ですので、条例が先行いたします。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：従って組織機構とい

うのは、人事権は村長にあります。誰も村長にない

とは言っておりません。しかし、組織機構というの

は、一つの議決約束ごとで議会と合わせて条例の議

決を経て執行する訳です。かってに決裁規程でバラ

バラ解決出来る問題ではないと思うのです。私焼い

てみました。ここで産業建設課に関して言えば、室
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でどうやって対応するのですか。決裁権はどうなる

のですか一体。条例はどうでもいいのですか。村長

の規程だけで決めていけば、明らかに反していると

は思いませんか。いかがですか。間違っていないな

ら、間違っていないと言って下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：組織機構については、

課の設置条例並びにそれに伴った室・係・補佐・係

長そういう規則を全部作って今までやってきており

ますので、それに添った形の中でやっておりますの

で、職員の身分的には全然関係のない形でございま

すので、私は条例に反しているとは思っておりませ

んし、もしそれが議会の方で条例でそれを設定しな

ければ駄目だよというような考え方が大筋であるの

であれば、私はそれは条例改正することについては

やぶさかではないと考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長、明確にして下

さい。駄目ですよそういうことじゃ、村長の感覚で

それは間違っていないと、これは地方自治法の１５

８条第１項に規定に基づき猿払村に次の４課を置く

ということで条例定められています。これ議会の議

決を経てそういう形でやっていきますよと約束した

のですよ。この条例に基づいてやっているというな

らこの条例を改正しなければならないのじゃないで

すか。この下に誰決裁するのですか。例えば産業建

設課だけで言えば一番分かりやすい例としては、誰

が決裁するのですか。主幹が決裁すると、決裁規程

なっているのですか。決裁規程を見せていただきた

いと思いますけれども、例えそうであれば条例に反

していますよその規定は、そこを副村長どう考えて

いますか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：条例関係につきま

しては、課の設置条例が一つの条例でございます。

その他、決裁に係わる部分については決裁規程の一

部、それと組織関係につきましては、事務組織の規

則の関係がございます。そういう中で課は条例です

けれども、その中の室につきましては、課の事務組

織の中での規則で設定しておりますし、決裁規程に

つきましては規程において定めているところでござ

います。 

申しますと経済推進室の方の主幹の専決というこ

とで１０項目ございますけれども、そういう形の中

で専決事項を決めて執行しているところでございま

す。 

ただ、村長最後に答弁しましたけれども、分権時

代に添ってその機構がもしまずいと、流れがですね。

そういう部分であれば実は７月の中旬ぐらいになる

と思いますけれども、各課と色んな意見交換して最

終的には色んな形の中で組織を見直していかなけれ

ばならないだろうというような結論に達しておりま

すので、７月の中旬から各課病院も含めて全部の課

との話し合いの中で組織の見直しをしてまいりたい

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）：しつこいようですけ

れども、これはやっぱりこういう規程の中で規則の

中であって、条例に基づいて始めて規則規程という

のが出てくるのですよね。最上位に条例というもの

がなければならないし、その根拠がなければそうい

うことやってはいけないことになっている。それを

簡単にやぶるのですか。大変なことだと思うのです

私は、考え方だけで私はいいと思いますでは済まな

い問題だと思いますよ。それはやっぱりこれから見

直すということですから、今後もそういう部分も含

めて慎重にやっぱり対応すべきだと思います。これ

は人間の尊厳に係わる部分もありますよ。人間みん

な神経持っていますから、プライドもありますし、

そういうものも含めてものをやっていかなければ私

はおかしいというふうに思いますし、それで駄目な

らはっきりすればいいし、村長がですよ。やっぱり、

人間のプライドを傷付けるようなやり方は私は好ま

ない。 

それともう一つ、昨日も議題になりましたけれど

も、議長にちょっと逸れますけれども一つだけ、消

防の中に生活安全係というのが設置されました。私、

こちらに異動する寸前です。ということは、何故そ

ういう組織を作ったかというのは私も知っています
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けれども、村長も一緒にやったじゃないですか。色

々な今までの高齢化する社会に対応するように、色

々な地域課題に向けて即戦力でばっとやれるものは

やろうと、そういう機関を作ろうということでそう

いう組織を作ったはずなのです。 

しかし、今回はハチの駆除でそういうところ全く

無視して予算化しました。果たして何のために作っ

たのか。そこをちょっと村長、あまり難しい言葉で

言わなくてもいいですから、今後そういうことはや

っぱり相談しながらやってもらうと、作った意味を

きちんと確認してもらわなければ、忘れているので

すか村長それとも、その生活安全係というのを作っ

たいきさつというか。 

○村長（森 和正君）：眞田議員さんと散々やった

覚えがあります。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そうでしょう。分か

るはずでしょう。そういうところで具体的にやるべ

きなのですよ。そういうところは。それでどうして

も体制的に出来ない状況であれば、これは一つの手

法としてそういう方法もあるでしょうということな

のです。私はそういう観点から何回も昨日やりとり

して嫌がられたのですけれども、だけどそういうせ

っかく組織作ってどうしてそういうもの利用しない、

作っただけかというようなことでは非常に矛盾を感

じます。 

 村長、今一度予算の執行はやむ得ないどうしても

調整つかなかったらしょうがないですけれども、生

活安全係でそういうことを対応していくよと作った

のです。それを無視するということはちょっとおか

しいと思いますけれども、そこをちょっと聞かせて

下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当初、消防に生活安

全係を作った時につきましては、ハチの問題まで想

定はしていなかったと、生活安全という形から持っ

ていくと総体的にはそれもあり得るだろうと私は考

えます。 

従ってこれは十分消防の方とまた連携協議を図っ

てまいりたいと思っている次第でございます。 

それともう一つ、課の関係でございますけれども、

要するに権限といたしましては、条例も規則もこれ

は同じでございます。 

ただ、条例は議会の議決が必要であるというだけ

の問題であって、規則と条例とは対等な関係と私は

考えております。従ってなおかつ規則から重要な問

題については、やはり当然議会の議決が必要であろ

うという考え方を持っているところでございますの

で、その点もご理解願えれば大変有り難いなと思っ

ているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：発言の持ち時間が超えよ

うとしておりますので最後ということで。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今話しの中で答弁あ

ったのですけれども、条例と規則対等違う。条例は

住民の側に立って、住民の立場を守るために条例制

定するのですよ。条例と言うのですよ。規則はそれ

を執行するために、もう無制限であってはいけない

から何でも住民の言うこと全てじゃないから規則で

ある程度の組織防衛をしようということが規則じゃ

ないですか。違うのですか。聞かせて下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：条例も規則も行政区

域内においての住民に対する権限・義務・その他の

分野については私は同じであるというふうに考えて

おります。訓令とは違います。規程とか要綱とか基

準だとか、そういうものとは違います。条例規則に

つきましてはですね。ただ、その条例だけは当然、

重要性を要するものについては議会の議決が必要で

あるというふうに解釈をしているところでありまし

て、当然もしそれが議会の総意として違うよという

のであれば私は直すことについてはやぶさかではな

いということは申し述べておきたいと思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：終わります。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 

  


