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○議員（金子 清君・登壇）：おはようございます。 

 一般質問通告書に基づきまして質問したいと思い

ます。 

 ３つほどテーマ設けました。それで第１番目に今

後の猿払村の方向性ということで考え方をお伺いし

たいと思います。 

 まず１点目ですけれども、村は現在自立を目指し

ております。また、今までの議会の答弁等、村長の

答弁から一部広域連携も含めて考えているようなの

ですけれども、現実的に可能かどうかということを

お伺いいたしたいと思います。それにはまずどの課

が広域連携を中心として動くのか、そういうことも

含めてまずお伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：金子議員のご質問に

お答えしたいと存じます。 

 ご質問の今後の猿払村の方向ということで質問要

旨につきましては、猿払村が自立を目指しまた、一

部広域連携も考えているようで可能でしょうかとい

うことでございますけれども、合併しなかった答弁

でございますが、合併しなかった自治体は皆同じと

いうふうに私は考えますが、可能にやはりしていか

なければならない強い決意を持って、広域的に考え

られる事務事業は連携していかなければならないと

いうふうに考えているところでございます。これか

ら後の質問にも出てまいりますけれども、権限移譲

等が恐らく数々の権限移譲がなされるというふうに

思います。その権限移譲の中でも連携して、広域的

に連携して出来るものはやはり広域的に連携してや

っていかなければならない。そのような中には事務

もあろうかというふうにも存じますので、その内容

を精査した形の中で連携していかなければならない

というふうに強く思っているところでございます。

やはり不可能なことも可能にしていく努力もまた、

これ今の現状の行政情勢からいたしますと必要かと

いうふうに存じているところでございます。 

また、どの課が担当するのかというようなことで

ございますけれども、これは今後増えてきます事務

事業等につきましては、この担当課ごとにその対応

を図ってまいりたいというふうに思っております。

最終的にはその段階で煮詰めた結果を持って、広域

的な考え方に立って首長同士で話し合いを進めてい

くというような形になろうかというふうに存じます。 

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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：ただいま村長の方か

ら不可能を可能にしていくと、させていかなければ

ならないのだと強い決意みたいなものを伺いさせて

もらったのはすごく頼もしく思うのですけれども、

広域連携の部分で今まで同僚議員も色んな質問され

て進めていっているような雰囲気はあったのですけ

れども、現実的に一向に進んでいないと思うのです

私の考えているのは、それでその可能にしなければ

ならないという部分でどういうスケジュールでやっ

ぱりやっていくかということが大事になると思うの

で、それをスケジュールを作っていかないと、ただ

その問題起きた課で協議して広域連携進めていくと

いうことだけでは対応が難しいのではないのかと思

うのです。村としてどういうことが広域連携でやら

なければいけないかというのをやっぱりきちんとし

なければ次に進めていくことって出来ないのではな

いかと思うのですけれども、その辺どう考えている

かお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：その村としてのスケ

ジュールということですが、広域連携ですから相手

が当然あることでございますので、村独自の考え方

ということも当然ありますけれども、この関係につ

きましては今現在、町村会で首長同士で話し合って

いるところでございます。 

一部幹事会等で事務的に煮詰めた経過も将来的な

将来像として煮詰めた経過もありますけれども、中

断してしまっておりまして首長に一応お任せすると

いうような形の中で今現在宗谷町村会でこの関係等

につきまして一応、道北地域のあるべき姿と将来像

のあるべき姿という問題を含めた形の中で検討をし

ているところでございます。一部、私共以前にも申

し上げましたけれども合併の問題の時に、新法の合

併の時にクラスター構想が道から出まして、豊富町



－2－ 

・猿払村・稚内市という３つのクラスター構想が出

たわけでございまして、一応この関係につきまして

は豊富町長と私とで一応案を作りまして稚内市の市

長と話しをしているところでございます。 

また、町村会ですから稚内市はこれ除かれますの

で、一応事前にお話しをしておきながら町村会でこ

ういう方向で進めていきたいというような話し合い

をしているような実態に今現在あるところでござい

ます。そういうことでご理解願えればというふうに

思っているところでございます。やはりこれからの

広域行政というものは出来るだけ不可能だからやめ

るのだというような考え方ではなくして、前向きに

やはり不可能なものであったとしても何かやはり創

意工夫をすることによって可能にすることが出来る

ものがあるのではないのかなというふうな考え方を

持っているところでございますので、そういう方向

で私は考えているところでございますので、ひとつ

その点ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：可能な限り不可能を

可能にしていただきたい、それが住民にとっても幸

せなことだと思うし、どうかよろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは次の質問に変わりたいと思います。 

 来年度村税はかなり厳しい状況にある、あちこち

会議ある時に必ず来年は厳しいのだとそういう状況

なのだということが言われておりますけれども、こ

れ自主財源が村税が落ちるということは自主財源が

落ちるということなのでこの影響はどういうふうに

して出てくるのか。 

また、どう考えているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１番目の②の問題に

つきまして答弁をさせていただきたいと思います。 

 自主財源は極めて厳しい状況にあると想定し予算

編成をこれから考えなければならないというふうに

思っているところでございます。平成２１年度の村

税の状況は２０年度分漁業所得の落ち込みが影響し、

現時点では漁業所得が未確定で推計ではありますが、

村税合計で３億８，０００万円程度と推定をしてい

るところでございます。前年度と比較いたしますと

約１億４，６００万円、約１億５，０００万円程度

の減額になるのではないのかなというふうに考えて

いるところでございます。 

影響をどう考えますかということでございますけ

れども、当然村民サービスの減に繋がっていくこと

は当然のことでございますけれども、やはりそのよ

うな極端な村民サービスの減に繋がっていくという

ことは当然行政として考えられないことでございま

す。当然、歳入に見合った歳出を考えなければなり

ません。その中において村民サービスをどう図って

いくのかということも当然考えていかなければなら

ない問題だろうというふうに考えております。歳出

については、事務事業評価に見合った緊急性の高い

かつ事業効果の高い事務事業の重点的予算配分にな

ろうかというふうに考えているところでございます。

いずれにいたしましても出来るだけ住民サービスの

向上等にやはり今の現社会情勢からして落とすこと

は非常に村民に対するサービスの減に繋がっていく

ことでもありますので、これだけはやはりどうして

も避けて通らなければならない問題であろうという

ふうにも考えているところでもございます。ただ、

予算の範囲内の中でのことでございますので、その

ような基本的な考え方というふうな形に立った形の

中で重点的配分を図っていかなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

以上、答弁に一応代えさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：それとちょっと言い

忘れましたけれども、自主財源で村税というふうに

言われましたけれども、地方交付税も依存財源でこ

れは決してありません。そしてやはりこれは当然自

主財源で、私は自主財源として捉えております。村

民皆さんが国に納めた税金、これは徴収方法の関係

で一旦国に納めてそれが地元に戻ってくるというこ

とでございますから、必ずしもこれは依存財源でな

くて当然貰うべき財源でございますので、私はこれ
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は自主財源と一般財源というふうに考えているとこ

ろでございます。 

また、特別交付税については若干異なり考え方が

異なる部分もございますけれども、そういうふうな

考え方を持っているところでございます。そういう

状況の中で地方交付税におきましても首相は当初１

兆円の増額を上積みすると言っておられました。し

かし、今日あたり新聞をちらっと見てみますと一応

財務省と総務省とで色々と折衝をしているようでご

ざいまして、実質１兆円に財務省の方としては１兆

円には恐らく届かないだろう、ということは当時１

兆円という発言を首相はいたしましたけれども、そ

の後世界恐慌、世界経済恐慌の中でかなり日本経済

にしわ寄せもかなりきているという状況の中で、か

なり当初見積もった国税よりも落ち込んでいるとい

うような状況の中で１兆円という額には果たしてな

るのかというところがやはり心配されているところ

でございます。それで総務省としては絶対それは守

っていただきたい。それは縄張りとして守っていく

基本的な姿勢は貫くというふうには思っております

けれども、これもやはり総体的に考えた村の村税と

一緒になって考えた形の中での予算の来年度の予算

の編成というものも当然考えていかなければならな

いものだと、この辺の関係につきましてはまだ全然

不透明な状況でございまして１月中旬以降、地方財

政計画が出る段階においてそのような方向性が恐ら

く示されてくるものだろうと、また国の来年度の通

常予算が策定される段階で恐らくそのような方向性

も若干見えてくるのかなというふうな感じを持って

おりますので、それはまた予算に反映させるような

状況になってこようかというふうに思っております

ので、一応含めた形の中で総体的にどうなのかとい

うことも合わせてご答弁をさせていただきたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：今回、色んなテレビ

の報道やら何やらで交付金と交付税の違いだとか、

色々議論されているのですけれども、私らも初めて

というかその仕組みとか、そういうのをやっと理解

出来た感じしているのですけれども、その例えば交

付税にしても地方交付税にしても交付金にしても、

例えば同じ来年度予算で同じ額だったとしても、実

際は先程村長の答弁にあったように１億５，０００

万円くらいの村税が落ちると、そして今まであった

基金、それも実際５，０００万円、今年で０になっ

て来年度は一般会計から持ち出さなければならない

と、それを含めるとやっぱり２億円以上の節約をし

ていかなければかなり厳しい財政になると思われま

す。そういう中でやはりこういう所ですから、やっ

ぱり第一次産業が元気になればやっぱり色んな波及

効果も出てくると思うので、やっぱり元気になるよ

うな対策をどんどん打っていった方が良いのじゃな

いのかなと思うのですよ。住民サービスも今まで色

んな使用料等負担を強いてきましたし、色んな面で

もう住民も限界だと思うので、やっぱりこの第一次

産業が元気になるような対策をとって村税が５億円

ぐらい安定的に、何と言うか５億円ぐらいを目処に

出来るような対策をとった方が良いのじゃないかな

と思うのですけれども、その辺はいかがお考えでし

ょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変建設的な意見あ

りがとうございます。 

 基金がなくなるということにつきましては、恐ら

く敬老福祉年金の関係ですね。その関係でございま

すけれども、以前から言われているようになくなっ

た場合については、これは全て漁業協同組合から寄

附をいただいたものをそこに積んでいたというよう

な形の中で今まで使ってきていたわけでございます

けれども、なくなることによって当然代わる財源と

して何があるのかということになりますと、当然一

般財源で措置しなければならないということになろ

うかというふうに存じます。 

それと合わせましてやはりお金がないから特別養

護老人ホームを廃止するのだということにはこれは

絶対ならないと思いますし、増設してでも収支を合

わせていく覚悟をしなければならないというふうに

私は思っているところでございます。そのために財

政的にゆるくないために第一次産業を元気にさせて

いくということをそこにはやはり支援策も当然付い
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てまわっていく、元気にさせるためには当然付いて

まわっていくということになろうかと思いますので、

やはりこういう点をメインにしながら自主財源の元

気にさせた形の中で対策を図っていき、元気になる

ような行政運営をしていかなければならないという

ふうに思っているところでございます。 

ただ、第一次産業の場合につきましては、当然国

際協調関係という問題が付いてまわります。従って

国際協調関係の中でどうそれを取扱っていくのかと

いうことがやはり一番大きな問題ではないのかなと

いうふうにも考えているところでございます。今、

世界的に経済不況、恐慌の中において果たして第一

次産業の取組みの仕方というものについて国の方と

してもまだその全体的な方向が打ち出せない中にい

る状況にいる中で、当然それらを明確に国際協調関

係の問題を明確にしてやはりいただかねばならない

と思っているところでございます。地元といたしま

してはやはり第一次産業、これによってうちの村が

成り立っているというわけでございますから、これ

につきましてはやはり当然の考え方はとっていかな

ければならないというふうに考えている次第でござ

いますのでその点ご理解賜りますようお願い申し上

げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：どうか第一次産業が

元気になって、また関連する建設の人方とかそうい

う波及効果出るような対策をどうか考えていただき

たいと思います。 

 それでは３番目に、さるふつ温泉の今後の考え方

をということでお伺いしたいのですけれども、正直

今年の８月までさるふつ温泉が水道水を入れて、そ

れで汲み上げてそういう影響でポンプが駄目になっ

たりしてたという過程、正直言って私知らなかった

のですよ。それで恐らく住民の人方も知らなかった

人が大分いるのではないかなと思うのですけれども、

そういうことを含めて産建では色々議論されていま

すけれども、そういうことも含めてこれからの考え

方をお伺いしたいと思います。よろしく。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：さるふつ温泉の今後

の考え方の関係でございます。３番目のことでござ

いますが、さるふつ温泉につきましては、１つは村

民の健康と福祉・やすらぎ・潤い・公共的空間を進

める上での縦横軸の機能を果たしているものとして

多くの村民等に触れ合いの場を提供している所でご

ざいます。しかし１０年営業して以来、今日まで３

回の湯揚装置の交換にかかった費用は約４，０００

万円を投じてまいりました。現在設置している湯揚

施設も傷みが激しく正常な状況とは言えない状況に

あります。今年度は営業開始以来１０年が経過して

おりますが、これまでの経過から現在温泉の湯量が

どうなっているのか、井戸の状態がどうなっている

のか調査していないがために、今後の温泉運営の判

断をしなければならないというふうに考えていると

ころでございます。 

そこで今回、後ほど審議賜ります一般会計補正予

算にこれらの調査を計上させていただいたところで

ございます。ご理解を賜った形の中で調査をさせて

いただきたいというふうに存じます。今までの業者

とは違う業者を選定して調査をする予定でございま

す。その調査結果を判断した中で、今後の方針を村

民の皆様にご理解をいただき判断をしてまいりたい

というふうに存じます。この施設建設前の村民アン

ケートの結果回答した中で１，０００人以上の村民

の方々が温泉に関心を寄せられ、掘削に賛成してい

ただいた経緯もございます。また、第３の産業とし

て温泉でなければ村民の考え方はどうなるのかと、

温泉であるから投資している現状も村民は理解して

いただいているという考えもあろうかというふうに

存じます。ただの銭湯であれば財源的なことも考え

必要ないという村民もあろうかと考えます。観光振

興ということになれば温泉は絶対的不可欠なものと

いうふうに考えます。この調査の結果を踏まえ目的

も考え、その必要性は不可欠な課題で問題であるだ

けに村民の意見を反映させその是非を考えてまいり

たいというふうに存じます。 

 また加えて、水道水が一応入れているというよう

な関係でございますけれども、基本的に端的に申し

ますとこれは違反という形になろうというふうに存

じます。従って汲み上げた原水に対して、水道水で
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薄めるだとかということについては、これは特別問

題はございませんけれども、始めからそのような形

をとるというようなことについては私は間違ってい

たことだったというふうに思っているところでござ

います。そういうふうにご答弁をさせていただきた

いと思います。 

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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：正直言って本当に私

びっくりしたのですよ。水道水を入れて汲み上げて

いるなんて、２年前でしたか温泉の定義ということ

で色々マスコミで騒いだ時期ありましたよね。その

辺りから恐らく変わったのだろうとは思うのですけ

れども、それまでというのは水道水を入れて汲み上

げていたというこういう現実を聞かされた時には正

直、それだったらやっぱりポンプも先程、説明あり

ましたように大体４，０００万円くらいのお金がか

かっていると修理に、そういうことだとすぐやっぱ

り壊れやすくなりますしね、塩素ですからね何せ、

そういうことを含めるとやっぱり業者の人はどうい

う考えでやっていたのか正直想定も出来ません。 

それで今後のことは先程、村長から答弁ありまし

たように入湯料だとか色んな成分的な問題やらその

こともありますので、カメラを入れて調査したいと

いう旨の話しあったのですけれども、これはやっぱ

りきちんとデータを出していただいて村長の言うよ

うに村民にやっぱり判断していただくということが

一番良いのではないかなと思うのですよ。それで先

程、観光的にも温泉はやっぱりあった方が良い、そ

れは十分理解出来ますし、ただ成分的にも入湯料に

も問題あるとすれば、やっぱりどこかで決断しなく

てはいけない部分もただの銭湯でしたらそれは維持

管理はとんでもない莫大な銭湯料金になりますので、

やっぱり考えなくてはならない部分も出てくると思

うので、どうかきちんとした調査をしていただいて、

村民の方に知らせていただいて、判断を我々を含め

て皆さんで判断したい、出来るような形をとってい

ただきたいと思います。お願いというか、そういう

形にしていただきたいと思います。 

 ４番目に移らせていただきます。 

 一般質問に正直言ってこれ入れたら良いのかな、

入れて良いのかなと思った部分が４番なのですけれ

ども、村長は議会の中の答弁で時々道や国をかなり

批判して答弁されていることが何回かあります。そ

ういう中でこれから村で事業を計画したりする段階

で影響が出ないのかなという心配が私個人ですけれ

どもすごく心配しているわけなのです。それで地方

分権との絡みとか色々と村長の答弁の中で色々と聞

いた部分はあるのですけれども、そういう中で村長

の考えはいかがかお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：④の関係につきまし

て議会答弁の中での時々道や国の批判というような

ことにつきまして答弁をさせていただきたいと思い

ます。 

 私は影響はないというふうに判断しております。

今も議員からありましたように地方分権の最近の考

え方ですが、自分達の出来ることは自分達でと、そ

れにはやはり当然負担も付きまといますよというの

が基本的な国の地方分権推進委員会の考え方でござ

います。法が出来た時点では中央集権体制が崩壊し

たという関係もございます。国の指示も比較的強か

ったが今は一般的に地方分権は、地方分権制度を確

立させるためには地方からの声をというように変化

しつつあります。これは当然のことだというふうに

私は考えているところでございます。国の地方分権

推進委員会の中でこのような形をとっているようで、

このことは一つ考えれば国、例えば都道府県等につ

いては地方分権に関する考え方が要するに全然なさ

っていないのではないのかなと、そういう意識改革

がなさっていないのではないのかなというような感

じがしてならないわけでございます。そのためにも

地方分権推進委員会、国の諮問機関であります委員

会から地方から地方分権に対する生の声をやはり言

っていただいて、変化させていきましょうというこ

とが一つ言われていることでもございます。国は別

としても道は全く地方分権の考え方にまた批判じみ

たことを言いますけれども、考え方に立っていない

というのが私は実態ではないのかなと、これは道に

行って色々と話し合いをしたり要請したりした中で
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やはり考え方が全然違うと、地方分権の考え方に立

っていないというのがこれは実態でそれは違うでし

ょうということは私よく言うことでございます。よ

って市町村と意見が合わないというのが実情でござ

います。よって地方から出していかないと行政はこ

れは変わっていかないというふうに思います。かと

言って今までこのようなことを申してきたところで

ございますけれどもペナルティー等もありませんし、

道も要請はまともに聞き取っていただいているとい

うような実態にあります。要するに地方分権により

まして都道府県と市町村がこれ対等、協力関係とこ

れが一番大切なことなのですね。 

従って、対等協力関係にある以上は対等な立場で

やはり物事をやはり話さなければならない。単なる

批判をするという考え方ではなくして、対等な形で

物事を話し合うということがやはり必要だというふ

うに私は思っているところでございます。要するに

批判じみたことを申し上げた経過は何度かあります

けれども、道は今だ中央集権体制の考え方から抜け

きっていないというのが私としては実態として感じ

ました。 

余談ではございますが、つい最近テレビ等で放映

された問題も一部ちょっと余談として話しておきた

いと思いますけれども、道庁の議会のあり方を一部

始終テレビで放映された状況がつい最近あります。

これは全て知事の答弁と議員の質問とがすり合わさ

れているということを言われています。再質問、再

々質問まできちんとすり合わされているというのが

実態でございます。このようなことあってはならな

いわけでございまして、それぞれのやはり考え方が

あるわけですから、やはりそういう問題を未だかっ

てまだ続けているというそういう感覚的な体制、こ

れはやはり是非直していただかなければならないと

いうふうに思っているところでございます。再々質

問の答弁書まで質問書、答弁書までテレビで放映さ

れましたけれども、要するに知事はそれを持ってた

だ読み上げているだけと、そして議員は一字一句間

違っていないかそれを見ているだけというような実

態にあると、このようなことで果たして地方分権が

果たして成り立つのかということが私は考えさせら

て唖然としたところでございますので、余談でござ

いますが一部ちょっと付けさせていただきたいとい

うふうに思っております。本題であるペナルティー

とか道に対する事業等のこれからの行政等について

は特に問題はないというふうに私は考えております。

対等関係でやはり物事を協力して進めていかなけれ

ばならないというふうに考えておりますのでひとつ

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：私も正直言って道と

か国はやっぱり批判的なのですよね。やっぱり市町

村がこれだけ身銭を切って努力して人も有効的にま

われるような人員配置にして、また補充もしないで

退職者の補充もしないで頑張っているというのに、

やはり道の職員というのは給料も良いですし、それ

もやっぱりリストラ何かやっぱり反対だと、給料下

げると言ったら駄目だと、そういうのでやっぱり全

然進んでいないと思うのですよ。 

国はご存知のように官僚が仕切っているというよ

うな中でやっぱり村長の言うように地方からの声を

聞いてもらってという部分でもなかなかこういう田

舎の自治体でそうしたくても次の段階、道なり国と

いうのはそういう受け皿体制が出来てないような気

がするのですよ。それで今道州制だとか、どうする

という議論はありますけれども、そういう道州制に

なったり地方分権が進むといっても現実的にそうい

う予算の関係のお金の方は渡さないだとか、そうい

う権限も移譲しない、そういう事務だけ地方に預け

ますと、そういう心配があるような気がするのです

けれども、やはりそういうの含めるとやっぱり道な

り国というのは何を考えているのかというのは私も

個人的にはすごく不信感を持っております。それで

何かこのことについてあればお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変建設的な意見で

私と同様な考え方を持っておられるということで大

変有り難く思っているところでございます。それで

確かにそのとおりだと、今議員がおっしゃったよう

な不信感を抱かれるのは内容を知っている方につい

ては当然そのように考えるだろうと私は思っており
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ます。まして今後まだ新法で分権改革が合併の問題

が若干残っておりますけれども、既にそれについて

はもう総務省あたりでもストップかかっているよう

な状況で、後はもう道州制というような考え方に変

わっていっているような状況にあります。これ合併

よりも道州制になればなお合併よりもきつくなって

くるようなことが考えられます。 

従って地方６団体、市長会・市議会・町村会・町

村議会・知事会、都道府県の議会から全部全て道州

制については反対しているというような実態がある

わけでございまして、何故反対するのかということ

につきましては、やはり合併でやったことによって

市町村の数が減ったけれどもあまり良い効果が出な

かったということがやはり結果として表れていると、

これに上乗せさせて道州制をやることによって、な

おかつそのような問題が大きくまた発展していくと

いうようなことが考えられるというふうに思います。

やはり日本の国土ということを考えた場合に私達は

やはり国土自然環境をこれは絶対守っていかなけれ

ばならない義務・使命というものがあるわけでござ

います。 

従ってそのような中においては、やはり道州制に

よってまた一極集中性を作り上げるような状況にな

ってもらってはやはり地方はどんどん疲弊していっ

て、国土の崩壊に繋がっていくという考え方から私

はやはりそういうことをやるべきではないというふ

うに考えているところでもございますので、その点

も合わせてご理解願えればというふうに思っている

ところでございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：是非頑張っていただ

きたいと思います。 

 次のテーマに移らさせていただきますけれども、

私の仕事場であります酪農対策についてお伺いいた

したいと思います。 

 昨年ですけれども１２月に一般質問の時に取り上

げさせていただいたのですけれども、実は４年前か

ら酪農状況というのは変わりはじめまして、それは

生産調整がありました。４年前から始まって２年間

牛乳をなげました。それで昨年度やっと搾って良い

よと、それで生産調整が解除になりまして搾れるよ

うになったのですけれども、すぐそういう生産とい

うのはすぐ上がりませんよね。動物相手ですので、

そういう中で昨年穀物市場の上昇やら原油価格の上

昇によりまして９円以上のコストが去年の今頃上が

っていました。そういう中で色々農業団体も活動い

たしまして乳価も２月くらいにもう決まったという

約５円くらいの上昇ということで決まったというこ

とあったのですけれども、ただ３年間コスト分の９

円の部分というのは殆ど１年間は何も手当されなか

ったと、その分もう農家負担になって大変な経営状

況になったわけです。それでまた今年急激にまたマ

ネーゲームがありまして、コストが異常に上がって

きました。そういう中で農業団体も８月に全国大会

とか、全道大会を開きまして緊急で乳価を上げてほ

しいということで活動してきたのですけれども、や

っと今年のつい最近になりまして新聞でも出ました

けれども５円３０銭の乳価の上昇上げると、飲用は

１０円ですけれども、加工については５円３０銭を

上げると、それは今からではなくて３月からですと、

そういうことなので常に去年の部分も含めますと２

年間も生産者が苦労して泣いているという状況にな

っています。そういう中で厳しい中で猿払村も色ん

な事業をこれから展開しようとしている部分もあり

ます。また、今進んでいる事業もあります。そうい

う中で考え方をお伺いしたいと思うのですけれども、

このポロ沼地区の国営総合農地防災事業なのですけ

れども、これはあくまでも整備であって土木工事な

のですよね。それで草地整備、これを草地にするに

は土壌改良剤入れて肥料入れて種入れておこしてそ

れで畑にするというそこの部分はこの防災事業の中

には含まれないのが現実なのですよ。そういう中で

そういうのが全て農家負担となる１ｈａ約３０万円

という一応事業とかでやる部分で計算しますとこの

ぐらいなのですけれども、来年肥料が１．５倍にな

りますのでこれこの額では納まらなくなる。約４０

万円ぐらいまで跳ね上がるのではないのかと思われ

るのですけれども、かなり厳しい負担になってくる

と思うのです。それで１，０００町面積ありますの

で、それを草地に戻すとすると受益者が大体３０ぐ
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らいですので、大体３０町ぐらいこれが例えばこの

３０万円としますと、１，０００万円ぐらいの負担

になるのです。そうすると今の状況ではやっぱりや

れないという人が出るのではないかなと、そしたら

防災事業の意議までちょっと崩れるようなことにも

なりますので、村としてこの負担軽減についてどう

考えているかをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：酪農対策のポロ沼地

区の関係の国営総合農地防災事業の関係につきまし

てお答えを申し上げたいというふうに存じます。 

 その前に議員さんがお話ししたように、生産調整

の関係につきましては大変厳しかったという実態が

私達も伝わってきているところでございます。 

従いましてそれらの部分については一切補填され

ていなかったというような形の中では大変遺憾に思

っているところでもございます。また、来年度から

の肥料等の値段等につきましても、やはり円高等の

問題もございまして輸入する場合についてはやはり

１．５倍ぐらいには当然なってくることはあるとい

うふうには考えているところでございます。そうい

うような酪農実態については目まぐるしく今変わっ

ているというような状況の中で、やはり国として自

給率というものは非常にやはり低いわけですから、

自給率をきちんと高めていくということが必要だと

いうふうに考えているところで目標を持ってやはり

国がきちんとそういう制度化を図っていく必要性が

あろうかというふうに思っているところでございま

す。これは前段の部分でございます。 

 次に本題へのポロ沼地区の関係でございますけれ

ども、これまで実施していきました国営農地開発事

業猿払中央地区の泥炭地帯の排水路等の機能低下に

影響を受けている農地を改善し、実効性ある農地の

有効利用を図ることを目的として現在地区調査を実

施しているところでございます。計画では平成２２

年度採択、２３年度からの本格的な農地にかかる工

事が進められる予定でございます。現議員がご指摘

のとおり防災事業の対象外として農家受益者の皆さ

んが草地として利用出来るようにするための自己負

担で行わなければならない工種はやはり耕起・土壌

改良、砕土、播種・鎮圧等でございます。これらに

かかる経費は議員のご質問のとおり一般的な積算で

は１ｈａ当たり３０万円前後というふうに見込まれ

ますけれども、もっとやはり上がっていく可能性は

これは当然あろうかというふうに考えます。防災事

業で行う工種の順番の変更や自己負担の軽減が図ら

れるよう事業の促進期成会を通じまして、事業の実

施主体である国に対して要請をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

また、工事の中で置土用の土取り場から発生する

土の売却代金も期成会の中で検討をしているところ

でもございます。これによって負担のいくらかでも

軽減がなされるということになってくるわけでござ

います。そういうことも考え合わせた形の中で全体

の共同経費としてこの自己負担工種にかかる経費に

充当出来るよう調査・協議・検討していかなければ

ならないというふうに考えているところでございま

す。いずれにいたしましてもやはり今議員がおっし

ゃったように相当の自己負担が発生するということ

になりますと、やはりこの国営総合農地防災事業の

主旨にも反するようなことにもなりかねないという

ふうに私も考えますので、やはり私共といたしまし

ては是非、国・道の方に向かってこの辺の負担軽減

の部分について強力にやはり要請をしていかなけれ

ばならない問題であるというふうに認識していると

ころでございますのでよろしくお願いを申し上げた

いと存じます。 

今の段階としてはそういう状況で、これからのや

はり個々の酪農家との協議等がやはり重要な問題に

なってきますのでそれらをとりまとめた形の中で期

成会としてもさらなる意見を把握した形の中でこの

問題に対応してまいりたいというふうに考えている

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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：まだ２３年調査、実

際動き出すのは２３年からということでまだ時間も

ありますので我々も含めて期成会も含めて一緒に村

長の言うように国に求めるものは求めていって対応

してお願いしたいと思います。 
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 それでは２番目で、酪農対策の２番目に移らさせ

ていただきます。 

 集乳道路整備事業についてですけれども、昨年度

から一部農家の道路も舗装になりまして、大変今年

なんか１０何個か舗装になりました。それで大分良

くなりまして最初ただそういう中で、最初土地を無

償提供して村道にという話しで昔というか話しでこ

の事業進めてきたのですけれども、途中で地上権設

定ということに変わったのですけれども、その地上

権設定も道路全部が地上権設定になるわけで正直な

いのですよね。業者のまわりの集乳するところは地

上権設定にはなっていません。そういうのを含めそ

れで村道と地上権設定の違い。村として地上権設定

にすることによって利点と不利な点。 

また、私は将来やっぱり村道にした方がいいのじ

ゃないかと考えているのですけれども、その辺のこ

とも含めてお伺いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：集乳道路の関係等に

つきまして答弁をさせていただきたいと思います。 

 これまで集乳道路整備につきましては村が農家よ

り無償で土地の提供をしてもらい、整備することで

考えていたところでございますが、近年の土地改良

事業の要件が厳しくなりまして、あくまでも農道と

しての管理でなければ土地改良法に基づく道路整備

事業が出来なくなったということがひとつございま

す。ちょうど悪い時期にぶつかったと言えば、悪い

時期にぶつかったと言えるかも解りません。 

また、事業主体である北海道が用地を買収して所

有権を北海道にし、事業完了後村に譲渡することは

出来ますけれども、用地を買収した場合はその用地

買収費にかかる事業費の補助金の適正化法の適用が

永久に存続することから、離農した場合の補助金の

返還が発生してまいります。これを地上権設定で行

うと、１５年で補助金の適正化法の適用から除外さ

れ、１５年後に離農しても補助金の返還を発生しな

いことから受益者としても有利な方法を選択し、地

上権設定で事業を実施することにしたものでありま

す。先程、議員さんもおっしゃったように早く何故

村道にならないというふうな私も担当の方にお聞き

した経過もありますけれども、村としても村道とし

て認定することで地方交付税の積算数値にも大きく

影響することから、予定どおり村道として事業をし

たかったのですが、土地改良事業により集乳道路整

備事業は農道でなければならないと基準の明確化を

されたのがちょうど猿払村集乳道整備の要望を上げ

採択される年度の直近であったことから、不利と言

えばこの点が一番時期的に悪かったということが言

えるというふうに思います。 

しかし、今日食の安全・安心と言われ、消費者の

食品衛生に対する関心は多様化しております。いつ

までも砂利道のままで牛乳を出荷するということは、

生産者として不安を抱えるばかりでございます。村

としても基幹産業の一つである酪農の振興を目的に

事業の申請をしたものであります。 

当然、先程も申しましたように一次産業の頑張る

部分、頑張って一次産業を盛り上げていくというこ

とも当然考えていかなければなりませんし、ちょう

ど時期が悪かったとは言えこのようなことを今とり

かかっておりますので継続して進めていかなければ

ならないというふうにも考えております。村として

は当然、当時は基幹産業の一つである酪農の振興を

目的に事業の申請をしたものであります。このよう

なことが村道とならない、それから土地改良法の改

正という形の中での、それから補助金適化法の関係

でこのように変わってきたということが現在言える

状況になっておりますということを申し上げ、今の

質問にお答えしたいというふうに思っているところ

でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：確認ですけれども先

程、説明あったように地上権設定して１５年過ぎる

と影響されないというのですけれども、それまでし

たら１５年間は村道には出来ないということですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今の段階といたしまして１５年間という制度が出

ましたけれども、私は１５年間果たしてそのような

制度が果たして適切なのかどうなのかということは

非常に疑問に思っております。要するに一応、何度
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も言うようですけれども地方分権という問題があり

ます。その中には当然、規制緩和という問題がこれ

はついてまわっているわけですね。やはりそういう

規制緩和は何故出来ないのかというところに問題が

あるのではないのかなと、やはりこの辺を私は追求

していかなければならない問題であろうというふう

に考えているところでございますので、これからも

その問題についてはやはり考えていかなければなら

ないというふうに私は思っております。そういうふ

うに関係の部署の所にやはり物を申していかなけれ

ばならないというふうに考えているところでござい

ますので、その点ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：正直言いまして、先

程私も言いましたようにこれ事業終わってしばらく

したら村道に格下げしてもらった方が交付税やら何

やらで随分違うのになと正直思ったものですから、

こういう規制がかかっているというのは正直知りま

せんでした。それで村長も言われるように、これは

いくら何でもちょっと問題だと思いますので、そう

いう中でやっぱり規制緩和の対象にしてもらってや

っぱりこういう期限を１５年とか期限を設定される

というのはやっぱりいかがなものかという気はいた

しますので、どうかそういう中で村長もそういう理

事もされてますので、そういう中で少し札幌の方に

行かれましたら議論していただきたいと思います。 

 それと３番目ですけれども、近年ＴＭＲセンター

や法人経営等大きな猿払の酪農も変化が起きていま

す。これで乳牛の増加に伴って草というか、与える

草が不足して農地不足が生じてます。そこで村有地

と民間の土地の売却は可能かどうかというのをちょ

っとお伺いしたいと思うのですけれども、これ、こ

れからもまだまだ規模拡大、個人でも牛舎をやった

り規模拡大する人が増えると思うのですよ。そうい

う中で農地不足というのは起きてくると思うので、

現在もある地区ではもう起きています。そういう中

でいかがなものかとちょっと可能かどうかというの

をお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 当然、規模拡大ということはこれから益々重要性

を増してくるものというふうに思います。特に集約

分業という私当初からそういう話しをしておりまし

て、最近になりましてＴＭＲセンターやその他のま

た別な集約分業のシステムというものも出来上がっ

てくる可能性というのは多いということも当然考え

ておりますし、また個々法人化ということもあろう

かというふうに思います。そういう状況の中で規模

拡大していく、規模拡大していってやはりそういう

頭数を増やして、乳量を増やさない限りやはり国際

協調関係には勝てないのですよね、はっきり言いま

して、従ってそのためには是非そういうような遊休

地等があればですね、草地として適正な所があるの

であればやはりそれについては売り払いというもの

については可能かというふうに存じます。 
ただ、こう見渡して見ますとかなり泥炭地、遊休

地というのは泥炭地が多いという形の中で草地にす

るためにはかなりのお金がかかるのではないのかな

というふうな感じも持っているところでございます。

それらをどのような形の中で硬質土壌草地に耐えれ

る土壌にもっていくのかということが、やはり今後

の課題だと大きな課題であるというふうに私は考え

ているところでおります。村におかれましても近年

大型酪農による法人化が進みまして農家１戸当たり

のやはり乳牛頭数が増えてきている実態でございま

す。国外から受ける様々な影響に少しでもやはり耐

えれるような農家の皆さんがご努力されていること

に対しましては敬意を表するところでございます。

昨今の少子高齢化やそれに伴う経費の高騰化等は今

後もさらに進行するものと想定されます。そうした

中での粗飼料の確保と安定的な供給を目指したＴＭ

Ｒセンターの設立は将来必ずや地域の存続に大きな

影響を大きな効果をもたらすものというふうに考え

ているところでございます。本村においては現在耕

作出来ない農地は泥炭による大型作業機の入れない

所しか残っていないというのがまた先程申しました

ように現実でもございます。これをどうするかとい

うことが大きな課題でもまたあります。そのような

ところを目指してやはり農地拡大にやはり向けて頑
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張っていかなければならないということ、私は議員

の質問に対して十分理解しているところでございま

す。これまで農家の皆さんと意見交換をしてきた中

で、村有地の有効活用や民有地の払い下げについて

も検討しております。そのための要望もしてきてい

るところでもございます。状況は大変厳しいものと

なっておりますが、今後これらの条件を解消出来る

所から農家の皆さんと意見交換し、出来る所からや

はり売買や賃貸借も含めて既に折衝していますが、

さらに前向きに民有地の売却等検討させていただき

たく存じますのでご理解賜りますようお願い申し上

げたいと存じます。民有地につきましては、これは

特に王子の土地の絡みなのですけれども、この部分

についても私、苫小牧まで行って一応折衝してきた

経緯もありますし、うちの課長も旭川の今緑化事業、

王子の緑化事業と言うのですか、その辺に行っても

折衝してきている経過もございますので、十分なや

はりまだ回答は得られておりませんが、厳しいよと

いうようなニュアンスはいただいておりますけれど

も、また本社の方からの直接苫小牧の工場長宛に文

書を差し上げた経過もございますので、それを本社

の方に上げるということでございますので、その結

果がまだまいっておりませんのでそれらを待った形

の中でそれらの民有地の売買等についても考えてま

いりたいなというふうに思っているところでござい

ますのでよろしくその点ご理解賜りますようお願い

申し上げたいと存じます。 
 以上です。 
○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：どうかまだまだ猿払

の農家元気ですので、そういう土地のまさかこうい

うことで土地が不足してくるなんてのはちょっとし

ばらく前までは想定出来なかったのですけれども、

ここ何年厳しい中でやっぱり前に進んでいこうとい

う若い人方が多くなって元気になりましたので、ひ

とつ前向きに対応をお願いしたいということを希望

しておきます。 

 それで最後ですけれども、新エネルギービジョン

についてお伺いいたしたいと思います。 

 昨年、一般質問でもさせていただいたのですけれ

ども、恐らく来年度が最終年度になろうかと思うの

ですけれども、私の意見は別として、どういう方向

に今最終年度進めていくのかというのを考えている

かというのをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：新エネルギーの関係

につきまして答弁をさせていただきたいと思います。 

 議員ご質問の来年度、最終年度と申していること

はこれは「頑張る地方応援プログラム」の関係だと

いうふうに考えております。この関係については交

付税措置がなされておりまして、平成２１年度で最

終年度のことではないかというふうに判断をしてい

たところでございます。今後の方向性につきまして

は、ソフト面とハード面との両方からの取組みが必

要というふうに考えております。ソフト事業につき

ましては、現在策定中の地球温暖化対策地域推進計

画及び地球温暖化対策実行計画に基づきまして村民

・事業者また職員への普及啓発事業が主なものとい

うふうになっているところでございます。ハード事

業といたしましては、基本的には既に策定されてお

ります猿払村バイオマスタウン構想に基づく展開と

なってまいります。農林水産省から認定を受けてい

るところでもございます。事業化を進めるためには

事業として採算がとれるのかどうなのかと、さらに

温室効果ガスの排出量を削減することが可能なのか

どうなのかを見極め、合わせて関係事業者の理解・

協力と賛同がなければこの事業が出来ない、事業化

に繋がっていけないというような実態もございます。

年明けから順次関係事業者と協議してまいらなけれ

ばなりません。 

いずれにいたしましても目標達成のため、今後共

村として低炭素社会づくりの一助として検討し、何

らかの事業を進めてやはりいかなければならないと

いうふうに考えているところでもございます。また、

この地球温暖化対策問題につきましては、これは我

が村ばかりでなくして日本全国、世界各国共通的な

問題でございまして、やはりこれらを目標達成まで

一定程度何らかの形で続けて継続してこの事業はや

っていかなければならない事業であるというふうに

考えているところでございます。出来るだけ村の負
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担が少なくなるような形の中での事業をする場合に

おいてはそのような方向性をとりながら逐次進めて

まいりたいというふうに思っております。やはり北

海道の他の町村にもこのようなことをＰＲする、う

ちの村がやっていることをＰＲすることもやはり必

要なことであろうというふうにも考えておりますの

で、その点もご理解願えればというふうに思ってい

るところでございますのでひとつよろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：今年１１月でしたか、

我々も勉強して下さいということでちょっと名前忘

れたのですけれども、大学の先生の講演に話しを聞

かさせていただきました。ただそういう中で、ＣＯ

２何ぼ排出しているとかで、猿払村の場合は森林で

全て吸収しているという部分の話しはお伺いしたの

ですけれども、そういう計算をすることが本当に大

事なことなのか、そういうことじゃなくてここにあ

るエネルギーをどういうふうにして活用して次に向

かっていくかっていう部分であればまだ話しとして

は進んでいくのかなと思ったのですけれども、現実

的に先生はそういうことで地球温暖化対策という観

点からのそういう考えで、そういう講演の仕方とか

そういうことが中心で、要するに後ハードの部分で

だからバイオマスタウン構想の中に６つばかりあり

ましたけれども、その構想の中というのは別な猿払

村の委員会がそういう検討会をしてやっているのだ

と思うのですよ。そういう中で最初の段階では帆立

のウロの重金属を取り除いてどうのこうのと、それ

と笹がいっぱいありますので笹を刈ってそれをしま

しょうとか、去年急遽、正直言ってびっくりしたの

ですけれども、糞尿の方に振り変わったというので

すよ。視察も糞尿の方をバイオガスということで糞

尿のガス、要するに農場の視察だとか行ってきたみ

たいなのですけれども、そのバイオマスの方向性と

いうのか、最後は糞尿になるのですか。その辺お伺

いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 先程、今金子議員さんが申したのはやはり先生か

ら聞いた話しについては、地球温暖化対策地域推進

計画このお話し、それと地球温暖化対策実行計画の

絡みだというふうに思っております。それと合わせ

てもう一つ策定されております猿払村バイオマスタ

ウン構想、これとちょっと並行して当然進めていか

なければならない問題だろうというふうに私は考え

ているところでございます。やはり地球温暖化をな

すためには化石燃料等に頼らずバイオマスというよ

うな形の中での対応ということもこれもまた必要な

ことだろうというふうにも考えておりますので、こ

れらはやはり並行して進めていく必要性というもの

があろうかなというふうに思っております。ただ今

言われたように糞尿に変わったという形ではなくし

て、今はそれを検討している段階でございまして、

一応年明け早々今年度等についてその結論がはっき

り出されるというような形に今なっている状況でご

ざいますのでその点ご理解賜りたいなというふうに

思っております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：年明けてから最終的

に判断するという部分なのですけれども、正直言っ

て牛の我々の仕事の話しが出てくるのは想定、項目

には入っていましたけれども、急激にこんなふうに

して去年の段階でなってくるとは正直思わなかった

のですよ。農協も恐らく知らないだろうし、我々も

正直言って、委員の人はちょっと知っているのだろ

うと思うのですけれども、正直何と言うかちょっと

びっくりしているのですけれども、そういう中で判

断していくということなので、もし糞尿で対応する

という話しであればやっぱり関係機関ありますので、

やっぱりきちんと打ち合わせしてもらわないと村が

勝手にやるってことにはならないと思うのですよ。

やっぱり協力体制もしやるとしたらですよ。協力体

制きちんととらないと成功するはずないと思うし、

その辺をきちんと対応しながらやっぱり判断してい

っていただきたいとそういう希望、希望というかそ

ういうことを申し添えて一般質問終わらせていただ

きたいと思います。 


