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○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは一般質問通

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。質問も出来るだけ私簡潔にやりたいと思いま

す。答弁の方も簡潔にお願いしたいと思う。そうい

うふうに要請しておきたいと思います。 

 それでは第１点の平成２１年度の予算編成方針に

関する部分です。それと財政運営の見通しについて、

これについて大きく２点についてお伺いしたいと思

います。 

 先程、同僚議員もですね、関連でこれに関する部

分で質問がございまして、大筋では理解は出来まし

たのでまず平成２１年度での予算編成方針という部

分についてですね、先程、同僚議員に村長はかなり

財政的には厳しいと、従って収入に見合った財政運

営ということに当然それは基本になるだろうという

ふうに答弁されておりましたけれども、私もそれは

当然のことだろうと思います。 

しかし、住民のサービスをいたずらに削っていく、

それといたずらに住民の負担を求めていくと、こう

いうやり方だけはちょっとやはり問題があろうかと

いうふうに思いますので、この改めて基本的な平成

２１年度の基本的な予算の編成方針というものをお

聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 平成２１年度の予算編成方針につきましては１１

月１８日付け職員に通知、基本方針といたしまして

は第１に財政調整基金に頼らない健全財政の堅持を

目標にしております。 
また、公債費負担適正化計画に基づく地方債の新

規発行の抑制を念頭とし、行財政改革推進本部や事

務事業評価委員会の審議や行財政健全化計画の方針

に基づき、スリムで効率的な行財政運営を進めるこ

ととしているところでございます。歳入面において

は、ふるさと納税制度の積極的なＰＲや売却可能な

資産の洗い出し等による自主財源の確保に努めるこ

ととしているところでございます。歳出面において

は限られた予算でありますので、独創的かつ積極性

を持った行財政運営を基本として考えております。

重点的な考え方といたしましては、５つ程上げてお

ります。村議会・定例会・常任委員会・決算特別委

員会からの指摘事項、２つ目といたしましては、ま

ちづくり懇談会・出前行政及び自治会長会議からの

要望事項と、それから３つ目といたしましては、行

財政改革本部で決定された事項と、４といたしまし

ては、まちづくり会議からの提言事項と、５つ目と

しては、第５次総合計画実施計画及び事務事業評価

での個別事項、これらを踏まえて課内に十分検討す

るよう指示したところでございます。ただ、この中

でもやはり緊急性と歳入に見合った厳しい状況に歳

入はありますので、見合った形の中での取捨選択を

しながらローリングをしていかなければならないも

のだというふうに考え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）：収入に見合ったサー

ビス・緊急性・効果の大きい事業これ当然のことだ

ろうと、これは私でも答弁出来ることであって、財

政の見通しというような部分では非常に私は２１年

度は厳しいというふうには押さえはしているのです

よ私なりに、今国の方で麻生大臣も交付税の１兆円、

特定財源これから１兆円、それは公共事業に変える

と、そういうことも色々報道されております。何か

バラ色の世界が広がるようなそんなニュアンスにか

られてしまう我々も、しかしですねこれに大きな落

とし穴があるという部分では私はこれまともにとっ

てはいけないよというふうに理解しているのですね。

これはまた後ほど言いますけれども、歳入見通しと

いうような部分でお伺いしますけれども、村税収入

も先程、同僚議員の質問の中で約１．５億円マイナ

スになるだろうと、今うちで１．５億円って大変な

額ですね。すると然からば地方交付税どのぐらい増

えるのだろうか。それとさらに道路の特定財源から

公共事業に限って使えるような金を地方に１兆円と

いう形で言われております。 

しかし、この交付金という部分につきましても１

兆円のあやがありますね。現行で地方の道路譲与税

だとか、自動車の重量税、取得税、これら合わせて

今でもうちには１億２，８００万円程度ということ

は入ってきている。国全体で見ると７，０００億円

と言われてますね。地方に配分される分、これは道



－2－ 

路の特定財源として、それにプラス３，０００億円

をプラスして１兆円にしますということなのですよ

ね村長、これ間違いないですね。これについては改

めて確認しておきたいと、それとさらに地方交付税

これ１兆円と言いますけれども、先程も村長ちらっ

と触れておりました。今の国税のこういう状況、景

気の状況を見ると到底１兆円配分出来るような状況

にないと私は思うのですね。 

そのあたりの認識をまず村長からお伺いしたいと、

この２点についてですね。 

○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。 

 まず交付税の１兆円というようなことで首相が一

応地方重視という形の中で言っておられますけれど

も、今の予算編成段階の各省の話し合いの中では財

務省と総務省の間で色々と調整をしているようでご

ざいますけれども、恐らく１兆円にはならないだろ

うというような考え方が示されております。従って

私は１兆円はこれは真に受けてはいません。従って

果たしてどの程度の水準になるのかということは今

段階としては不透明ですけれども、恐らく国の予算

編成、通常一般会計２１年度の会計が決まる段階で

は大体どのくらいになるのかということは大体分か

ってくるだろうというふうには思います。それから

道路特定財源、これの１兆円につきましてもですね、

何でも使えるようなお金というような形にしている

ようですけれども、これもやはり政府内で色々な議

論があるようでございまして、果たして全ての物に

使えるのかと、要するに交付金になるのか、それこ

そ交付税にまぶしてくるのかということについても

不透明な状況でございましてですね、なかなか分か

らないところでございます。そういうような状況の

中でやはり村として一番大きな頼りになる財源でご

ざいますので、やはりこれらを推計しなければ歳入

が果たしてどの程度になるのかということが見通し

が付かないということがあります。１月になります

と地方財政計画等が出てまいりますのでその段階に

なりますと大体の計数については見えてくるという

ふうに思いますので、その段階で十分精査をしなけ

ればならないというふうに思っております。とりあ

えず当初の予算方針の中におかれましては、歳入に

見合った形の中でのやはり緊急性のある効果的な住

民サービスの低下に繋がらないようなものをやはり

盛り込んでいく必要性というものは当然あるという

ふうにこう考えている次第でございます。今回の道

路譲与税と道路重量税の関係について執行がされた

ことによって若干の交付税が増えてきたというよう

な形になっている今の現在の状況でございますので、

十分に慎重にその対応を見極め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。 
 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）：今の答弁ではある程

度理解は出来るのです。しかしですね村長は自立の

道を歩みますよと、そういう部分では広域連携も当

然伴った上での自立でしょうと、今うちで自己完結

型で自立を全て自立していけるかというと非常に無

理があると、出来ないだろうと恐らく、同僚議員に

色々この部分についても質問されておりましたけれ

ども、こういうことを並行してなされて連携が始め

てなされて、先程観光でも言いましたね。やっぱり

町村間の役割分担だとかってしなければならないで

す。猿払村にも浜頓別町にも中頓別町にも枝幸町に

も全てのものが猿払村が同じものがなければならな

いという時代終わったと、役割を分担するという必

要もあるのですよと、それは前々から私言ってます

けれども、職員の答弁の中にですよ、必要なのだと

いう議論しかないのですね。財政の議論はないので

すよ。必要は分かるのですよ、スキー場も必要でし

ょう、温泉もあった方がいいでしょう。しかしそれ

全てやっていけますかというのです私、今のこうい

う財政状況の中では、その選択をする時代なのです

よということです。それが出来ないのであれば村長

が言う地方分権何てあり得ないのですよということ

私何回も村長と議論しているはずです。そこがまだ

分かってないです村長はね、ただ極端に言えば三位

一体、小泉内閣から１９兆円ぐらいありましたね一

般交付税としては、それ今何ぼになってます。恐ら

く１５兆円ぐらいでしょう、４兆円ぐらい減らされ

たと、それでこんな姿になってしまうのですね地方
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がね。大変だと思う、それで今回も交付金として考

えるのでしょう。公共事業として１兆円ということ

ですから、今配分されている７，０００億円はある

程度この１億２，８００万円うちにも入ってきてい

るその金は自由に使える金ですよ。そんなひも付き

ではないはずなのですね。ところが今度７，０００

億円にプラス３，０００億円で１兆円に交付金出し

ますよと国が今そういう方向で流れてきているので

すね。ひも付きですよ今度、公共事業に関わって７，

０００億円使わなければならないです１億２，８０

００万円、だからそれを真に受けてやったら大変な

ことになるよということでこの予算の編成方針を村

長にお尋ねしているのですね。そこを村長、きちん

と押さえていただいているかどうなのか、そこをち

ょっと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）：一応今、議員さんが

言われたことについては十分私としても承知してい

るところでございます。そのような考え方の中でで

すね予算の編成等をいうものをやはり踏まえて編成

していきたいというふうに考えておりますので、や

はりこの関係につきましてかなり今国の方としても

揺れ動いているというような状況の中でですね、果

たしてどうなっていくのかということは未だ先程も

言いましたけれども分からないというようなことも

ございます。だた、そういうような状況、国の情勢

にあるということだけはきちんと押さえております

ので、そのような方向に沿った形の中でやってまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：住民サービスの低下

をさせず、住民負担も求められず、そういった厳し

い状況の中で交付税の一時増額も望めない、村税の

税収も望められない、むしろ減額のそういう傾向を

示す状況の中で予算編成になったら半端でない苦労

が伴うと思うのですね。本当にですよ村長、職員と

共有していますかそういう今の財政の危機という部

分について、むしろ私も一時的にはですよ、国の今

の方針の流れの中では何とかなりそうかなと思った

りも錯覚も起こしたりしたのですよ。ところがそう

でないようですね。私は私なりに分析してみました

らそんな半端なものでない。ましてやこの先程から

議論されているこういう不況の時代です。猿払村も

もろにその波にさらされているというのが現実、よ

って１．５億円も村税として本当の自主財源として

のものが減っていくという現実があるわけですね。

そこでやっぱりお伺いしますけれども、そういう実

態があるのであればですよ村長、先程から広域連携

云々と言ってますけれども、やはり広域連携何てい

うのはまったなしなのですよと今、私何回も言って

ますけれども、掛け声だけで広域連携で自立します

何ていうの掛け声だけで生きていけない時代になっ

ている。だから広域連携が出来るメニューだとか、

スケジュールだとか、そういったもの徹底して洗い

出して役割分担していこうやと、行政運営軽量化を

図っていこうやという形は村長積極的に提案してい

かなければ町村会任せでこれがやれるとお思いです

か。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。 

 議員のおっしゃるとおり広域連携まったなし、私

は最終的に自立広域連携というふうな考え方でやっ

ております。先程も申したように第１回目の道で出

されたクラスターの関係のあの中でもお話しいたし

ました。豊富町長と私とで色々とその策を練って町

村会にその策をぶつけているというような状況の中

で町村会全体で話し合いをしているような実態も今

現在ありますので、それらについてもまた早急に煮

詰めていく必要性というものがあります。この前も

そういう問題につきまして一応町村会長がどういう

ふうにやっていけばいいのだというような話しもで

すね一部あったような状況にもあります。これは東

京での全国町村長大会の時の話しですけれども、そ

のような話しもあったような状況にもありますので、

やはり会長がやはりそのような認識をきちっと持っ

てもらってやはり一つまとめて上げてもらわなけれ

ばなかなか進まないというような部分がございます

ので、私達は積極的にやはりクラスター構想の中で

は稚内市は町村会に勿論入ってませんから、稚内市

は事前に市長には話しております。そういうことで
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町村会としてこういう方向で進めていきますからと

いうふうな話しもしておりますので、十分稚内市は

それは知っている形になっておりますので、要する

に少しでも経費の負担を削減すると一つの事業をや

る上においてやはり広域連携まったなしと、やはり

コスト削減ということはこれはもう勿論当たり前の

ことだというふうに私は考えておりますので、鋭意

努め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ます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：単純に広域連携と言

いながらも相手があることです。先程、村長も言っ

てますね。当然なのです相手があることなのです。

従って双方の信頼関係がなければ駄目だと、他の町

村が誰がどうだのこうだのと言っている暇ないので

す村長、先程も同僚議員からちょっとそういう話し

あって心配だって言ってますけれども、出来るだけ

そういう方向は避けてもらいたいなと私は思います

しね。やはり信頼関係があればお互いに話している

中でものってくれるはずなのですね首長同志で耳貸

してくれるはずなのです。信頼関係が失ってしまっ

たら絶対話し何て耳なんて貸してくれないですよ。

あの人と話したってしょうがないから、そこをやっ

ぱり意識すべきだろうと信頼関係をね、我々はっき

り言って私も反省しますけれども、市町村合併の協

議会の中では信頼もあのあたりから少しづつ狂って

きたのだというふうに思いますし、反省もしなけれ

ばならないと、これは村長だけの責任ではないとい

うふうに思いますけれども、やはりきちんとした信

頼関係を取り戻すということから始める。それで先

程、豊富のクラスターの問題も話しされました。私

も南宗谷の衛生施設組合の議員として出てますから、

その中でも具体的にやれる部分はあるのではないか

と、リサイクルみんなでやりなさいよと共同でと、

何故各町村でばらばらにやって２，０００万円もか

けて１００万円の収益を上げるのに２，０００万円

もかけなければならないか、そういう質問もしてお

りますし、組合長もそれは広域でみんなでやること

について調査しましょうという答弁もいただいてま

すよね。そしたらやって下さい。村長もやっぱり事

務レベルでやっても絶対進まないですからこれは、

はっきり言います。また、議員替わって良いですか、

うやむやになって進まなくなってしまうのです。 

村長のリーダーシップでやっていただけますかこ

ういう問題、まず第１つ目でそういうことも今問題

提起されているから、そういう面で可能性ちょっと。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応、南宗谷の関係

のその例の分野、前回の議会でかなりもめた経過が

ございます。そういう経過も踏まえた形の中で来年

度の予算の分野も含めましてですね、これから首長

会議、今やる予定になっております。その段階で果

たしてその内容を全部精査網羅した形の中で、そう

いう問題も含めた形の中で構成町村の首長が集まる

わけですから、やはりしっかりした内容を位置付け

ていかなければならないというふうに私は考えてい

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）：村長も一時議員とし

て出てた時にですね、相当そういう部分ではもの申

していたというふうに聞いておりますので、さらに

拍車をかけてそのあたりね、ひとつ実現する方向に

持っていかなければ何ぼ綺麗な答弁いただいても意

味ないのです。私はこういうやりとりの中で村長か

ら何ぼ綺麗な前向きな答弁いただいたにしても納得

出来ないのです。実現しようとして私は政策を、そ

ういうことで質問してますから、その辺りをひとつ

よろしくお願いしたい。 

 それと先程も言いましたけれども、基金に頼らな

いという部分では先程答弁されました。あんまり基

金にはやっぱり頼っていけない、私もそう思います。

全くそういう意味では一致しておりますので、これ

以上もの申すことはないです。ただですよ、今国が

私一番心配するのは新交付金、公共事業に限った新

交付金ときたらそれに基づいた借金がまた積み重な

るという心配があるのですね。今ようやく恐らく平

成この借金の額の一番のピークというのいつになり

ます。それ副村長でも良いですけれどもお答えいた

だきたい。 
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○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答え申し上げま

す。 

 平成１９年度、それで２１年度からは平成１９年

度、２０年度、２１年度からは今の公債費の償還額

で大体３，９００万円ぐらい落ちる予定になってお

ります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでですね、私は

村長に約束していただきたいのは、やはりこれ以上

借金を増やさないということですとりあえず、その

２１年、２２年のベースを絶対守ろうという姿勢で

いけば何とかやっていけると思います私は、３，０

００万円、４，０００万円というものも、今は１９

年がピークと言いますから２０年、２１年で少しづ

つ減ってくるはずですね。本当は今１０億円のやつ

９億円、９億円のやつ８億円、または７億５，００

０万円ぐらいまでいけば十分やっていけると私は思

っている。何とかその部分を維持していただきたい。

それに対する決意をまずひとついただきたいのと、

それとですよ。老人福祉基金全く今度ゼロ殆ど２１

年度、村長は一般財源から充当しますと答弁されて

います、報告も出されています。 

しかし、そんなに簡単に４，０００万円、５，０

００万円という数字が私は生み出せるわけないでは

ないですかと言いたいのですよ。住民の負担も伴わ

ずよほどの改革をしなければですよ、これを生み出

せるわけないのです。村長はそういうことで一般財

源でも対応しなければいかんと思う、気持ち分かり

ます、絶対なくするわけにはいかないわけですから、

気持ちは分かるのだけれども対応出来ないではない

ですか。それの具体的な何と言うのですかね、財政

をどういうふうに生み出すかというビジョンだとか

プラン、これを今示していただきたい。何か具体的

に大きいものがあればですよ特徴的に、その２点を

まずお聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：公債費の要するにピ

ーク時が過ぎてくれば段々と落ちていくというよう

な状況の中で、また事業やればまた同じくなってし

まうというような状況の中でございます。従いまし

て、要するにこれは今まで要するに交付税等の補填

のない事業が結構借金をして借りていた部分があっ

たがためにですね、やはりこう膨らんでいったとい

う部分があったというふうに思います。 

従いまして、単なるやはり行革して行革の中でこ

う詰めていくということについては私は十分そのと

おりやらなければならないというふうに思っており

ますけれども、やはり特に緊急性のあるもの等の事

業についてはですね、先程の同僚議員も申しており

ましたけれども、やっぱりやっていけない部分もあ

ろうかというふうに思います。そういう部分につい

ては出来るだけ適債事業を使った形の中で、適債事

業ということは辺地・過疎債これ以外の事業につい

ては絶対使わないというような考え方で進んでいか

なければどうにもならないというふうに私は考えて

いるところでございます。それと老人福祉基金の関

係でございますけれども、やはりこれはもう施設と

してなくするわけにはいきませんし、増床すること

によってまたこれ公債費もまた増えてくるというよ

うなこの相反した問題が付いてまわってきます。そ

ういうことはやはりしたくない、要するにそうすれ

ばやはり収支とんとんになる可能性もなきにしもあ

らずですけれども、やはりそういう部分ではなくし

て出来るだけやすらぎ苑の方にもですね、財政改革

等も求めておりますのでそういう分野で出来るだけ

圧縮していただいた形の中で、やはり残りの部分に

ついては一般財源化して助成をしていかなければな

らない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。また別な色んな手法等

もまた考えられるというふうには思いますけれども、

とりあえず今の段階としてはそういう経過方法で持

っていきたいな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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：新年度の予算編成も

間近いので村長ね。そういう状況の中で明らかにこ

の部分はまるっきり穴空くのですよ。分かりますか。

それを生み出すのに今のこういう時期にもある程度

方針がこういう財政手当、財源手当どうするのだと
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いう方向が何かないと馬鹿な話しないではないです

か。今の状況では私考えられないですよそういうこ

とは、今の状況では今絶対この場穴空く何とかしな

ければならない。この財源どうする、みんなで話し

合われてなければならないです。まだないというこ

とで良いですか理解して。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは財源手当

の関係でお答え申し上げたいと思います。 

 先程申し上げましたけれども、老人福祉基金の関

係については平成２０年度の予算の当初ですね、大

体６，５００万円ということでの財源を使わせてい

ただきました。予算上の問題ではゼロということで

ございます。それで財源手当につきましてはですね、

かなり厳しい状況にございますけれども、先程申し

上げました公債費の部分の消極的ですけれどもそこ

に３，９００万円、それと色々その公債費負担適正

化計画ということで８年間の計画を持っております

けれども、それを毎年２，０００万円づつの積立を

していこうということで考えております。現在まで

は平成２０年度の部分については積立をしておりま

す。当然、公債費実質負担比率を下げるということ

の目的でございます。それで平成２１年度につきま

しては、財政の方と協議しておりますけれども、例

えばそれを１，０００万円にするか、皆減と言いま

すかゼロにするかということでのまたこれも消極的

ですけれどもそういう形の中、それと合わせて先程、

村長も答弁しましたけれども投資的な部分ですね、

普通建設事業の部分についてもやはり精査していか

なければならないというふうに思っております。ま

た、一般質問等で３人の方から色々質問あった内容

についてもですね、例えば地域振興策、基幹産業に

対する支援という部分も合わせてそういう部分も言

われておりますので、かなり厳しい予算編成になる

のではないかなというふうに思っておりますけれど

も、なるべくそういうような形の中で執行方針の中

にも工夫をしながら盛り込んでまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう部分である

部分では今のように償還額が少しづつ下がってきて

いるそういう部分で何とかなるのではないだろうか

と、そういう見通しというような部分では理解も出

来ますし私もそういう意味ではやっぱり７億円、年

間に返すの７億円程度ぐらいまでに何としても頑張

って借金しないようにした方が良いと私は主張し続

けてきてようやく何とかそういう状況になったとい

うふうに理解しますけれども、ただ先程、村長ちょ

っと危険だなというふうに答弁の中で、辺地債はと

もかく過疎債がそういったもの、昔は優良起債とか

言っているのですけれども、そういうものだったら

やりますよというふうにも聞こえるのですよ。私か

ら今の答弁の中で言えば、一般の公共事業債そうい

うものは使わないけれども、過疎債に該当するなら

何でもやるよというふうに聞こえてしまうのです。

だけどそれさえも財源補填あると言いながらこの借

金の総額は変わらないわけですから、償還額も変わ

らないのです、それはやっぱり積まさるのですよ。

交付税では若干増えますけれども、だけどそれあん

まり安易なそういう考え方はやめていただきたいと

いうことを要望しておきたいと思います。 

それと先程、行政報告の中で普通交付税の変更交

付決定というのありましたね。総額で変更後の交付

決定額は２０億５，０６２万円、当初と比較して１

８２万４，０００円の増となりました。今定例議会

までの現計予算計上額は１９億４２０万円でしたと、

残る１億４，６４２万円は次回以降の補正予算にお

いて計上を提出ところでありますと、正にね財政危

機がないのですよこういうことを行政報告でやると

いうことは、ないからこういう表現してしまうので

す。こういうもの使えないでしょう今、何としても

こういうものは今年度我慢して財政調整基金から何

かにとにかく積立ていこうという姿勢が見えないの

です。お答えいただきたい。 

○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。 
 今のところ１億４，６４２万円が財源留保されて

いるということでございます。 
また、これに加えましてですね、３月末、５月段

階で不用額が２、３００万円が出てくる可能性があ
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ります。これは１科目、１節１万円残ったとしても

そのぐらいの額は当然出てくる可能性になります。

そういう状況の中でこれらについては全て使わない

でやはり積立てたいと、積立てていくという考え方

で私達職員共々統一した考え方を持っているところ

でございます。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それを聞いて安心し

ました。是非こういうものは次の厳しいこういう新

年度の対応のために、今後のためにですね、出来る

だけ利用してといくような考え方でやっていただき

たいと思います。先程の過疎債・辺地債についても

村長、過疎債だから何ぼやっても良いということで

はない、そういう形でひとつ頼みますよ。それは答

弁いらないです。そういうことでまず考え方として

お願いをしたいとそういうことでございます。 

それと先程、副村長も答弁いただきましたけれど

も、必要な事業というのはね、今議会でも色々議員

さん方が具体的には提案もされましたよ。そういう

ことをやめれと言っているのではないですよ私ね、

そういう必要な事業こそやるべきだと言っているの

です。議員も共通の認識でやはり住民の代表で色々

な声を聞きながらこういう事業をやっぱりやるべき

だと提案したものですから、それを否定するもので

はないということで理解して下さいよ。そういう事

業を絶対やるべきだという私そういう立場に立って

話ししています。答弁はいらないです。具体的に答

弁いらないので、次の質問に入りたいと思います。 

まず農業問題になりますけれども、今酪農という

ような部分では危機的な状況にあるというような部

分はこれはもう言うまでもない。９月の議会でも私

質問させていただきました。それであえて状況は言

いませんけれども、今回キロ５．３円程度乳価で上

げるというふうに決まったようです。これはメーカ

ーとの折衝の上で決まったと、しかし５．３円で本

当にこの資材の高騰、生産資材の高騰、こういった

ものに極端に言えば畑に撒く肥料これらについては

もう２倍も３倍もという極端に言えばね、あらく言

えばそんなようなことの幅なのですね。それだとか

食べらせる方の飼料にしたって５０％、また倍ぐら

いという最近は私も色々と調べてみまして少しづつ

は落ち着きつつあると、しかしこれはいつまで続く

か解らないというこういう状況ですね。そういった

部分で考えていくとですね、果たして５．３円これ

３月から当然なるということです。これで果たして

カバー出来るのかそういう諸資材が上がったことに

よって、それがまず第１点。それと経営的にどうな

のでしょう本当に、どのぐらいの猿払村の農家戸数

何％ぐらいは黒字で何％ぐらいは赤字に陥るって大

まかな数字で押さえておりましたらここでお知らせ

いただきたい。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：ただいまの

質問でございますけれども、猿払村の農家が所属す

る東宗谷農協で大体６９戸が現在営農しております

けれども、そのうち黒字経営となる見込みの農家に

つきましては約１０％程度で、残りの９割につきま

しては負債整理対策資金か農協のプロパー資金等、

または自分の預金等の取り崩しでもってですね、や

っていくというような現状になっております。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応、現在の飼料の

高騰、資材等の問題に絡めてカバー出来るのかとい

うような問題でございます。これは今全体的に言わ

れている酪農家に対して言われている問題でござい

ますけれども、乳価の値上げが今妥当なのかと、ど

うなのかというような問題でございます。ホクレン

とやはり乳牛各社との交渉、乳価の交渉が難航の末、

決着した飼料高騰を受けて道産生産価格は来年３月

から１キロ５．３円という形で７％程度引き上げら

れると、消費者に製品価格への影響が気になるが値

上げは本当にやむをえなかったのだろうかというこ

とがやはり問われているというような問題でござい

ます。各論でいきますと酪農家の安定生産を守ると

いうことに関しましてはですね、まず今回の値上げ

がなければ酪農家が数百戸単位で離農せざるを得な

かっただろうというふうに言われているところでお

ります。配合飼料や原油の高騰等によりこの１年で

生乳１キロの生産コストは４円から５円も上がって

いるというような状況でございます。来年は牧草を
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育てるための飼料も実質６０％以上、さらにコスト

は１円以上増えるというような実態になっていると

いうようなことが言われております。値上げ幅につ

いてはこの資材高騰を考慮して決めたものであると

いうふうにも言われているところでございます。 
やはり、酪農家の基金にホクレンにつきましては

１２億円を投じまして１０月、１１月の乳価を１キ

ロ２円上乗せしたと前例のない施策をとっても高騰

部分は補えないというのが実態であって、財政的に

ももう限界であるというふうな実態になっておりま

す。そのような中でですね、酪農家の廃業が相次ぎ

国産の生クリームやチーズ・バター等の大半が材料

となる道産生乳のですね、生産が減れば乳製品の品

不足は直結いたします。安定生産を守るには値上げ

をお願いするしかない状況になろうかというふうに

存じますけれども、年１回の乳価交渉でございます。

やはりこれは年１回の乳価交渉の形ではなくしてで

すね、やはり資材価格・経済状況を見舞えてやはり

交渉を年１回という形ではなくして、やはり何回か

やる必要性といつのは私は感じているところでござ

います。契約相手もかなりいることですから、やは

り現実的に厳しい今回の交渉はですね、妥結までに

は５ヶ月以上もやはりかかっているというような実

態もあります。今後、飼料価格が下がれば値下げを

求める声もあるでしょう。でも問題はですね、そう

簡単ではないと、やはり値上げは来年３月からとま

だ先でございます。それまでの飼料価格等を酪農家

がかぶっているような状況でございます。そのよう

な状況を考えましてやはり十分酪農家が一息つくま

で新乳価のまま続けたいというのが酪農家の思いで

あるというふうに私は考えているところでございま

す。その点十分ご理解、十分というよりもご理解願

えればと思っております。 
 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）：今、聞いてびっくり

なのですね。黒字が１０％しかいない点、７０戸あ

っても７戸ぐらいしかいない。後は赤字経営に余儀

なくされているというこういう現状ですね。これは

やっぱり国は今食糧の自給率を５０％に上げようと、

お題目は良いのですけれども、果たして消費者がね、

私は消費者も悪い、悪かろう安かろうでもう今の消

費者はどんどんそれに飛びついていくというような

現状ですね。そして、牛乳がスーパーの叩き売りの

ひとつの材料として使われている、リッター１００

円きるような額でそういう現実見る時に非常に腹立

たしいのですよね。やはりそういうものが私はもう

行政も一緒になって声を上げていくべきだと思うの

です。これだけコストかかっていると、やはりこれ

だけの負担はして消費者に安全な物を提供していく

のだというそういうやっぱり義務があるのですよ。

それをやっぱり行政も一緒になって訴えていくとい

うまず作業が必要だろうということね。それと村長、

具体的にこういう赤字の経営を余儀なくされていま

すけれども、村としてですよ、何か打つ対策をいう

ものはこれは国際レベル・国レベル、メーカー巻き

込んで複雑な経済体系になっている状況の中ですけ

れども、うちとして打てる対策というものは何もな

い、何かないですか。 

○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。 
 私も９０％の赤字ということについて本当に厳し

い状況にあるということで腹立たしく考えておりま

すし、生乳生産調整の時からのこの引続きの問題で

すからなおさらのことだというふうに思っていると

ころでございます。素晴らしい牛乳は猿払村では作

っていると、要するにこういう小さい瓶ですけれど

もあの瓶でもですね、東京あたりではですね、これ

が牛乳かと飲んでみて、そういうようなですね都会

の人達はそういう感覚しか持っていないのですよね。

それこそ水っぽい牛乳しか飲んでいないのですよは

っきり言いましてカロリーの少ない、だからこれが

牛乳かというのは東京周辺の人達の考え方ですよね。

これ実際、私東京に送ってやって飲んでもらったら

びっくりしたというような感覚ですからね。その辺

をやはりＰＲ私はしていかなければならないだろう

なというふうには考えてはおります。 
この手立ての関係ですけれども、やはり国・道等

の当然これは広域的な形の中での手立てというもの

は当然あって然るべきだろうというふうに思います
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し、それに私達は追随した形の中で何らかの手立て

をやはり今後考えていく必要性というのは十分ある

というふうに思っております。 
以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：安全で良質な牛乳、

いわば猿払村のブランド牛乳というふうな部分で今

後売り込んでいく、いかなければいけないと思うの

です。これはやはり消費者を巻き込んで行政も行政

のトップがむしろ旗立てて、それに議会も一緒にな

ってね、やっぱり消費者に訴えていくとそういう取

組みも必要だろうと私思うのですよ。何も動きない

単協に任せた農家は農家だと、そんな動きでこの問

題解決しないと私は思うのですね。 

そこでお伺いしますけれども、具体的な対策は村

長に前も言いました、これは国レベルの問題で国に

またはメーカーに系統に、北海道に強烈にやっぱり

これを訴えていくべきだろうとこの窮状をそういう

部分では村長は努力しているというふうに認めます。

ある部分では東京も相当行ってますから、札幌にも

そういった部分では当然なされているのでしょう。

そういう部分で認めます。 

そういうことで出来ればそういう温かい今９０％

赤字経営で決算をする状況になっているという状況

の中ではもう少し温かみのあるそういう対応も必要

かなというふうに私は理解したものですからね、う

ちでやれる対応としてはその他に何ぼかあるのです

けれども、そういうことぐらいなのかなというふう

な理解もするのですよ。 

それと合わせてですね、やはり新年度の予算で是

非これは反映していただきたいのですけれども、昨

年この問題については私も一般質問しております。

それで試験的にですね、配合飼料のコーンの栽培、

これについて試験的に取組んでいるというふうに報

告を受けたのですけれども、これについては経過ど

うなっているかちょっとお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：以前にもデ

ントコーンの関係につきまして、村営牧場の中で試

験的に栽培を行っているということで申し上げてお

りましたが、今年度の作付面積につきましては牧場

の中で１０町８反程を作付しております。それで収

穫につきましては反当たりでございますけれども４

トン程の収穫が見込まれました。それで実際にロス

の部分を抜いた実質的な牛の餌になる部分としまし

ての換算としましては３６６トンぐらいの収量が見

込まれたということと、これにかかる経費につきま

しては４５７万５，０００円程度かかっております。

これをキロ当たり単価に直しますと大体１２円５０

銭の経費がかかっていると、その中で肥料だとか種

だとか農薬代購入関係に絡むものが概ね４円くらい

かかるだろうと、その他機械等の施行料、人件費等

でもって８円５０銭程かかるというような見込みで

あります。管内的にも豊富・稚内でもですね、デン

トコーンの作付をしておりますが、これらの結果を

見ますと大体ヘクタール当たり３８万円程かかって

おります。今回うちの村の部分をヘクタール当たり

でやりますと３８万７，０００円と、豊富・稚内の

方からみますと今回うちの方はまだ試験的に始めた

ばっかりですので、色々な関係でもってコストがか

かっている面もあるのかなとそういうふうに考えて

おります。それと先程、私申し上げました９割の農

家の赤字の関係なのですけれども、誤解されたら困

りますので申し上げますけれども、実際には新規投

資の関係もありまして、新規投資の中で計画的に単

年度収支赤になる農家もあります。それらも含めて

９割が赤字農家だというようなことでございますの

で、その辺もご理解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）：今の小林課長答弁い

たしましたけれども、やはり私といたしましてはで

すね、国の施策として制度としてきちんと農業関係

の今こういう国際協調関係の中にあってですね、や

はり海外から仕入れるといっても海外でもう使われ

た末、入ってくる物がないというような実態の中で

ですね、きちんとやはり国の制度の中で自給自足と

いう基本的な考え方に立った形の中で目標設定をい

くらにするのかということを決めた形の中で酪農家

個々がやはりきちんとやっていくということもまた

これ必要なのかなというふうな私は考え方も持って
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おりますので、やっぱりそういう面も踏まえた形の

中で要望事項の中にも要請をしていく必要性もあろ

うかというふうに考えておりますので、ひとつその

点も理解し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）：この配合肥料につい

てもですね、この前のテレビでちょっと見たのです

けれども、いつまでこれ安定供給が出来るかという

部分で極めて疑問ですね、アメリカのオーストラリ

アともかくアメリカでは確かそうなのですよ。とい

うのはエタノールにまわったり、うちで今日本で動

物に食べらすのは家畜に食べらすのは別にしても、

遺伝子の組換は大豆も一切しない、そういう農家と

契約栽培したら普通の遺伝子組換の作物から比較す

る３倍強ですね。これが今度エタノールの方にコー

ンがまわったり何かすると５倍になってしまったそ

うですね。安定供給は可能ではないという学者もい

るのです今ね。それ学者によって色々でしょう。村

長が言うように学者によって色々な言い方もある。

しかしそういう心配もあるということは事実なので

すね。だから全てが自給で出来るかというと出来な

いですから、しかし少しでもやっぱり自給体制をと

って何ぼかでも補っていくという体制はこれ必要だ

ろうというふうに思いますね。そういう意味からい

けば私は食料安保の関係からいけば全く不安定だろ

うと、そういう状況で考えますとやっぱり自給もや

っぱり出来るだけ、気候ではかなり厳しいとここは、

しかしコーンもやってみたら４トンですか、それだ

け採れた。それもデータも色々出しながら経費も出

しながら、決して輸入に対抗出来る価格にはならな

いと思いますよ絶対に、しかし安全・安心という部

分と少しでも補っていくのだと、そういう体制は絶

対必要だというふうに思うのですね。それでそうい

う体制をやっぱり作るべきだと私思うのです。それ

で行政がそういうものをバックアップするべきだと

いうふうに思うのです。農協でやったら反が３８万

７，０００円のデータが出ました。１０町ぐらいで

すか。来年も２１年度もまた調査してデータをとら

なければならないと思いますね。せめて私も前にも

質問したのですけれども、そのぐらいのものは村で

協力してやるべきではないかと試験・研究・開発と

いう部分で、これについて新年度の予算で反映する

という気持ち少しでもありましたらちょっと、ある

かどうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：いくらかでもそのデ

ントコーンの自給飼料の関係についての支援策とい

うことでございます。 
 これはやはりうちの村としてはそれはそれとして

いいでしょうけれども、やはり全体的な酪農専業地

帯におかれましてはやはり共通した問題だと私は考

えます。そういう状況の中でですね、やはりこれも

広域的な考え方もやはり持たなければならないと大

きな広い意味でですね。そういう状況の中でですね、

そういう広域的な大きな広い行政についてはこれは

北海道がやると、そういう自給分担ではっきり決ま

っているわけですよね。だからうちで出すことにつ

いては、それはやぶさかではいくらでも出すことに

ついてはやぶさかではこれはないです。ないとは思

います。これはもう今の現状からいったらもう本当

に緊急性をなすべき性格なものだろうと、そして自

給率の目標率もきちんとやはり定めてもらう必要性

もあるとそういうことからするとやはり支援策もま

た必要なのかなというふうな感じも持っております。

しかし、広域的な行政からいきますとやはりコスト

削減をいくらかでも図っていくためにはですね、や

はり道がきちんとそこら辺をつかんで要するに暖か

い地域に行けばですね、北海道から離れてというよ

りも北海道内でもやっぱりそういう所も結構遊休地

だったって採れる所があるわけですから、そういう

所でですね、全体的な自給率を向上させていくとい

う基本的なやはり姿勢というものはやっぱり道で持

ってもらわなければならないと私はそう考えるので

すよね。そういう意味からいってですね、私達がそ

ういうことを道に要請してもですね、道はお金ない

から出来ないよとただそれだけなのですよ一辺倒な

のですよ、だから先程、議員さんが道を批判してど

うのこうのと言われるのはそこなのですよ。意見が

合わないのですよはっきり言って、私達のその考え

ていることと道の考えていること合わないのですよ
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ねはっきり言って、あなた達のこれやる仕事でしょ

うと言っても合わないと、そういう状況の中でです

ね、私はやはりそういう面もまた話しはしていかな

ければならないなというふうには思ってはおります。

もう地方分権の形になってから国・道・市町村のや

る仕事というのはもうはっきり決まっているわけで

すからこれは、そういう状況の中できちんとやはり

明確に位置付けてほしいということはやっぱり申し

上げなければならないと、やはり地方から声を上げ

ていかなければならないということははっきりして

いるというふうに私は考えております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：食糧政策そういった

部分、基本的な考え方、国・道、国がもう当然責任、

道もそういう方針は明確にしてやっていけば良いと

いうのもそれも分かります。現実今、村長言うよう

にやっていないじゃないですか。ないじゃないです

かそういう考え方が北海道に、ないとすれば猿払村

も同じですか。国でやるべきだ、道でやるべきだっ

てそれで終わるのですか。私はそういうこと言って

いるのではなく、うちでやれる最低限度のものをこ

のぐらいのものではないのかとそういうこと村長言

っているのです。そういうことやっぱり我々取組ん

でいくべきではないだろうかと、乏しい財源の中で

やっぱりそういう金の投資の仕方をすべきだと私は

主張したいのですよ。何も国の責任だ、道の責任だ

と言っているのです。道もやらないのですから国も

何も対応を、そしたらうちで取組むしかないではな

いですか。うちの地域に合ったコーンこれなら出来

るぞと、そしたら普及もしていくぞという方向も出

せるのではないですか。そういうデータを出すため

にも村はやっぱり責任持ってやるぐらいの気持ちに

ならないかと言っているのです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然、国も道もそう

いうような基本的な考え方に立っていないと、自給

率を上げなければならないとばかり言っているけれ

ども、それは何もやっていない、そういう状況の中

でやはりうちがある程度一定程度支援しているのだ

よと、それでも道・国はやらないのですかという逆

な言い方も出来ると思うのですよ。はっきり言いま

して、だからそういう意味ではやはり必要なことで

はないのかなと、果たしてどれだけの支援を果たし

て出来るのかというそういう額的な問題は別問題と

してですね。やはりそういうような基本的な姿勢と

いうのは必要だと私はそういうふうに思っておりま

す。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：基本的に言っても今

こういう農業の窮状を村長考えればね、今こそやっ

ぱり村の乏しい財源の中からでもそういうものをき

ちんと対応していくぞという明確な姿勢をやっぱり

示す時ではないですか。私はそう思うのです。だか

ら新年度の予算にそういうもの反映したらどう、例

えそれが１０町が出来ないのであれば５ｈａ分ぐら

いは村で責任持ってやるよと、農協もそしたら単協

として半分責任持ちなさいというぐらいなやっぱり

試験的にデータを出すのにそれぐらいのことは当然

やって然るべきだと思うのです。 

そこを明確に今一度答弁を求めて、これについて

は終わりたいと思います。この部分についてですね。

この部分について今一度、村長の決意を何としても

そういう方向で新年度に反映する気持ちで努力した

いというぐらいのやっぱり答弁いただきたい。 

○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。 
 先程も言いましたように額的にどの程度になるか、

全て支援出来るかどうかということについてはこれ

は歳入・歳出全体を見てみなければ解りませんけれ

ども、やっぱりそういう方向性を持った形の中でい

くらかでもやはり支援していく方向性を持った形の

中で編成を進めていきたいという考え方は持ってお

ります。今、当然５年ぐらいの試験でデータをとら

なければならないという状況にありますから、その

期間だけでもですね、例えばやるだとか色んな方法

があろうかというふうに思いますので、そういう部

分でやはりきちんとそういう部分は位置付けてまい

りたいというふうに思っております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう意味で言え
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ば正に地方分権なのですね。国の足りないところ、

道の政策の足りないところをやっぱり地方に合った、

地域に合った政策で補っていく、これがやっぱり正

に地方分権の姿だと私はそういうふうにも思います

ので、是非これについては実現させていただきたい

と要望しておきます。 

 次に、地域公共の交通の活性化協議会というのが

ございます。これのスケジュールについてというこ

とで通告しておりましたけれども、これについてあ

る程度具体的に行政報告の中でされております。こ

れについては１月、来年の１月にはスクールバスだ

とか患者輸送バス・村営バス・村内事業所の従業員

送迎バス云々・天北線のバスの路線の変更の検討、

タクシーの検討、こういうことが１月には第３回の。 

○議長（山須田清一君）：眞田議員に、発言の途中

ですけれどもここで１０分程休憩させてもらいます。 

 

休憩 午後 ５時３０分 

再開 午後 ６時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：確か地域公共交通活

性化の部分だったと思うのです。来年の１月に３回

の地域公共交通活性化協議会を開催し、地域公共交

通総合連携計画を作成する予定でございますという

ふうに行政報告されております。これも私、行政報

告前に通告しておりますこれについても、議長ね、

これはとやかく言いませんけれども、こういうこと

で前段のものは色々聞きましたから良いのですけれ

ども端的に言います。村営バスを今回色々試験運行

もやってここで７名しか利用がなかったというよう

な報告もあります。デマンドかい。これでですね、

ちょっと何が何だか少しわけ解らなくなってきたの

ですけれども、これ前にも私一般質問しております

けれども、地域経済の活性化、言ってみれば中心市

街地の活性化、これはやっぱり集落が点在している

という本村の特性からして、やはり足の確保という

のがまず第一番だろうと、それで村営バスの考え方

でいけば午前２便、午後２便そんな程度だと思うの

ですね、１便か２便だと思うのです。それで運行の

経費というとどのぐらいかということで前もお尋ね

しました。それで私もその部分については記憶にあ

まり残っていないのですけれども今、ハイヤーにし

た場合の経費との村営バスで運行、村営バスはすぐ

出ますからね、ハイヤー方式にしたらどれだけなる

のだと言えば多く言えばきりがない、何ぼでもかか

りますけれども、少なくても経費の比較ぐらいは今

出来てなければならないはずなのですね。１月に活

性化協議会にかけるということですから、これもし

か出来てなかったら出来てないで結構ですけれども、

その比較どうなっているかお答えいただきたいと思

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）：眞田議員の質問

にお答えしたいと思いますけれど、前回決算委員会

の部分で若干触れましたけれども、村営バスの部分

については分るのですけれども、その前にですね、

今回はタクシーの部分で運輸局の方と色々と具体的

に会ってですね、具現策ということで色々と相談し

てまいりました。かなりハードル高い部分がありま

したのでちょっとご報告したいなと思いまして、村

営でやる場合もですね、旅客免許を有していなけれ

ばならないと、直営でやる場合ですね。直営で営業

する場合は運転手と事務員全て職員でなければ駄目

だという部分がございます。営業する場合は前回も

言いました２台以上台数を保有していなければ営業

出来ないと、運転手は２種免許を保有していなけれ

ばならない。次に２台の車両を１台にする、うちの

方で申し出たのですけれども、特区的な部分はない

のかといった部分では特区の申請についてはこれに

ついては受けれないという運輸局の見解という部分

がありまして、ちょっとハードル的に高くてですね、

今この部分の費用というか、こういう部分でもう少

し和らいだ部分というか、そういう部分が今コンサ

ルタントで今月の２４日に費用的な部分も提示され

るという部分で今進めている状況でございます。従

って今の段階ではちょっとこういう免許関係のクリ

アの部分と後は費用の部分でどうなるかという部分
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を今現在ではちょっと見えないという部分になって

おりますのでよろしくご理解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ハードルの高さです

か、運輸局に色々相談したらそういうこと、そした

ら民間でやればいいではないですか難しければ、そ

れに助成するという方法もあるじゃない、ただです

よ、私今言うのは前も言いましたけれども、我々も

年齢高くなってくれば何マークと言うのですか今随

分走ってますよ。あと何年かすれば私もあれを付け

て、やがては運転も出来なくなる。 

しかし集落はこう点在していると、やっぱり定期

的に決まった時間に１日２便か３便の中で走るのに

不便だと、そういうこういう地域の特性があるから

電話１本でだけだけのものを払ってやるべきではな

いか、そういう足の確保すべきではないかという観

点から話しているのであって、運輸局の厳しさ私聞

いているわけではないのです。やり方は直営でなく

ても民間でもあるし、ただ今言うのは１月にそうい

う公共交通機関の協議会やるのですよ１ヶ月後にね、

しかしそういうものをきちんとやはりある程度押さ

えておかなければどうやって協議するのですか、自

信を持って村として協議・議題にのせれますか。そ

れがやっぱり心配なのですね。やはり私は今の村営

バスの方式ではちょっと限界があるのではないだろ

うかと色々工夫して乗り合わせたり何かする方法も

あるでしょう。 

しかし、やはり何とかして住民が便利に使いやす

い公共交通機関をやっぱり考えなければいけないの

ではないだろうか。そういう意味で言っているので

あって、出来ないことを聞くという意味ではないの

です。国が全てではないのですよ。先程、何回も村

長言いましたよね地方分権、地域の実態に合った方

策を色々政策を競ってやっていくのが地方分権では

ないのですか。そのためには作業量増えますよと言

ってます。先程、同僚議員も言ってました。地方分

権になったけれども権限の移譲はあるけれども大し

た作業量は増えない。私おかしいなと、聞いていて

おかしいなと私は考えてましたよ。質問者もそう考

えていると思うのですね。地方分権って色々こうや

って考えていけば地域の実態に合った施策を講じて

いこうとすれば業務量どんどん増えていくはずなの

です。こういう感覚で、ところが何も増えない。何

だそしたら地方分権と、今までの機関委任事務がた

だうちでやっているだけの話しか、そういうことに

錯覚に陥ってしまう、地方分権のあり方とそれと今

の民間でも出来やしないのかという可能性だとか、

経費だとか含めて今１月に協議しなければならない

といいますから、もう出してなければならないと村

長これについて具体的にちょっとお答え。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程の質問の中で、

先程の質問は権限移譲の関係でお話しがあったので、

それについてはさほど事務量が増えないだろうなと

いうふうな言い方をしたはずです。だから地方分権

ということに、地方分権の主旨に沿った形の中で住

民がこぞって色んな企画・立案をした形の中で事業

をやっていくということになるとこれは事務量は増

えていくと、これはもうはっきりしています。そう

いうような形に考えていただければというふうに思

います。 
○議員（眞田勝也君）：それは分かった。 

○村長（森 和正君・登壇）：バス・タクシーの関

係の料金。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、運輸局に言った

ら直営では非常に難しさがあるというふうにお伺い

しました。２種免許当たり前の話し分かります。旅

客乗せるのだから免許もそうでしょう。そういうも

のは全部ある程度分かりますけれども、直営の場合

そうだったら民間でそれが村でだけだけの負担をし

ながらという方法もあるでしょうし、そういう検討

はなされていないのかということをお聞きし、村長

はそれについてはどう考えますかという。 

○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、総務課長がお話ししましたように、２、４、

５つ特に５つの要件を満たさなければならないと直

営の場合ですね。相当な経費もこれはかかるだろう
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というふうに予想はされます。 
しかしですね、私の考え方なのですけれども、こ

の全ての面でクリアしなければ受理出来ないとして

運輸局の方では言っておりますが、今国は地方分権

等で規制緩和を押し進めております。その中で私は

こういう運輸局の考え方には理解は出来ない。そう

私は思っております。従って特区の申請等というの

は法務省に出して、法務省から下に下がってきて特

区の申請でこれをやりなさいと許可しなさいという

形になってくるわけですから、だから始めから運輸

局、旭川運輸支局に出すわけではないですから、だ

からそういう面では私は違うのではないかなという

ふうな感じは持っております。それでどうなるかと

いうことについてはこれは結論まだ出せないところ

ですけれども、そういうようなことで。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やっぱりいかに地方

分権と言いながらも、やっぱり今までの仕事をがっ

ちりしがみついて離さないぞという国の姿勢という

のもまだあるのですよね。分かるのですよ。だけど

それは地方からそういう形を許していっては駄目な

のですよ。言っている意味分かりますか。やっぱり

それに対決する、地域にとって何が良いのかという

ことを最大限に考えなければならない。国の都合何

て良いのだ。私はですよ。それが地方分権だろうと

いうふうに理解しますし、それで直営で駄目で駄目

なら良いです。そしたら民間でやればいいではない

ですか。それに助成金とか色んな方法あるでしょう。

そういうところまで幅を広げて議論していかなけれ

ば直営で１本でいったら難しいので出来ませんで終

わりですから、そこまでやっていただけませんかと

いう質問しているのですよ。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：それで先程、申した

ようにですね、要するに規制緩和の関係で特区申請

の中で果たして出来るか、出来ないかということを

これは当然検討していかなければならないと、これ

は直営でやるか民営にするかは別問題といたしまし

て、色々な手法等も先程、議員言ったようにあると

いうふうに思います。そういう状況の中でですね、

やった場合に１月に結論が果たして出るかどうかと

いうことについてはこれはちょっと無理が期限的に

はあるだろうというふうに思います。 
従ってこの関係の結論についてはですね、もう少

し先延ばしさせていただかなければ結論はなかなか

出ないだろうというふうにこう思う次第でございま

すのでその点ご理解を出来ればですね、そのような

特区申請もですね、絡めた形の中でやっていければ

な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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：１月にすぐ結論出せ

と言っているのではないのです。やっぱり協議会に

一定の村長の考え方を協議会にきちんと下ろして、

そして議論してもらうということが必要でしょうと

言っているのです。それもないでお任せで勝手に協

議して下さいということになるのですかということ

言っているのですよ。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：常時、協議会の中で

は会長を務めておりますので議事進行をさせてもら

っております。だからそういう部分については皆さ

んと一緒になって協議しているのであって、ただ単

純に職員に預けっぱなしということではないですこ

れは、そういうことを理解していただければと、だ

から今言ったことについてもですね、やはり協議会

の中でそういう部分があるので検討をしていただき

たいということも当然審議の対象に加えていただく

ということは当然やっていかなければならないこと

だろうなというふうに思っております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 それでは協議会の委員さんも判断がきちんと出来

るようなやっぱり情報を村長、開示して示しながら

きちんとしていかなければ判断誤ることになります

のでそのあたりよろしく議論していただきたいと思

いますので。 

 それでは次、４番目に入りますけれども、村で今

持っている色んな未利用な資機材だとか、利用して

いない資機材だとか不要な施設、村長公宅だとか学
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校だとか色々ありますね、そういう物件、これ今盛

んに報道でインターネットを利用した何と言うので

すかオークションと言うのですか、インターネット

オークションとか何とかって言いましたね。そうい

うもので盛んに今、うちにもこういうものかなりあ

るというふうに理解するのですね。だからそういう

の洗い出しをして、どういうものが処分出来るのだ

というものをやっぱり今年どうですか３月次の議会

あたりまでにそういうものを一覧出してもらって議

会と協議するというそういうスケジュールが立たな

いのかどうか。それと可能性や何かについてもちょ

っと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）：今の眞田議員さんの

ご質問でございますが、ＩＴを利活用し広く周知す

ることは大変良いことと私は考えます。これによっ

てＵターン・Ｉターン現象もあり得るかもしれませ

ん。入札参加者の増加、また高値での落札も期待出

来るかも分かりません。 
しかし現在、村有の未利用・不要施設、それから

物件等について村民が有効活用することがやはり一

番理想的なことではあるというふうに考えていると

ころでございますが、売払物件の種類によっても検

討は必要かというふうに思います。いずれにいたし

ましても今後、これらに関連する条例等、また規則

等を整備しなければこれはならないというふうに思

いますので、行政でやることですから民間で単純に

やる、インターネットで公売してどうのこうのとい

うわけにはいかないわけで、行政でやる場合につい

てはやはりそういう条例等の整備等も必要というふ

うにも考えますので、そういうようなことをした形

の中でこのＩＴ関連の技術的入札を検討してまいり

たいというふうには考えているところでございます。

どういう物件がどのような形であるのかということ

についてはなかなかうちの村の中ではなかなか難し

いところもあろうかと思いますけれども、これから

発生してくる不要物件等も中にあるのかも解りませ

んし、そういう部分を含めた形の中で一応やってみ

たいというふうには思いますけれども、ただこれか

らですね、今３月までに議会との協議をというよう

な話しですけれども、今これから予算編成だとか予

算査定だとか３月議会の準備だとかということにな

りますと、なかなか日程がとれない、またこういう

ような計画検討もなかなかちょっと難しいというこ

とにもなろうかと思いますので、３月までに議会と

の協議ということについてはですね、ちょっと時期

的に難しいかなというふうに感じますので、それ以

降にしていただけるのであればそのような方法をや

はりきちんととっていきたいな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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：自治体の中で色々な

新聞の報道や何かでもう出てますね、どこで何やっ

たか、何ぼで落札したかまでやってますね、公営住

宅の問題だとか、公営住宅何かで４００万円も５０

０万円も取り壊しかけるのなら、土地付で売ればい

いじゃないですか競売で、地元の人だって買いたい

人もいるはずです。税金で何もやる必要ない。そう

いうこともやっぱり範囲をどんどん広げてね、可能

性をやっぱり追求してもらいたいし、出来る出来な

いはやっぱり先進地の色々やっているところあるわ

けですから、職員が１人か２人行って見てくればす

ぐ分るはずです。手法や何かも、こんなところで私

と村長がやり取りしている暇あったら１人行ったら

簡単に解決出来る問題だと思うのですよ。だからそ

ういうところも含めてひとつこの問題については早

急にやっぱり３月とは言いませんけれども、出来る

だけ早い時期にこういうのはやっていったらどうか

なと思います。そういうことで要請はしておきます。

これについては答弁はいらない。どうしてもしたけ

れば。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：簡単に一つ、職員が

どこか先進地に見に行くというよりも、インターネ

ットからインターネット引っぱればインターネット

販売でインターネットから引っぱればすぐ出てくる

はずです。どこで何をやっているかということ具体

的にも、そのようなことも出来ますので。 
○議員（眞田勝也君）：条例や何かも整備や何かも。 

○村長（森 和正君・登壇）：それらも全部恐らく
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全部付いてまわってますのでインターネットの中に

は、行政でやっている部分についてはだからすぐひ

っぱり出せるというような、やっている所があれば

引っぱり出せるというふうなことは思っております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは最後の質問

に入ります。 

 先程も同僚議員が色々観光の振興策について積極

的な提案を村長にされておりました。トータルで考

えれば観光客が年々減っていっているという状況の

中で、村長は燃料高だとか何とかって出るのも控え

ていると確かにあるでしょうそれも、顕著にある部

分も確かにあるのですね。 

しかし、やっぱり安近短と言いますけれども、金

がないから近くに行こうやと、ここまで出掛けない

で近くの公園ででも子ども楽しませようとそういう

流れもあると思うのだけれども、やはり基本的には

魅力がないからですよ。やはり猿払村に住んでいる

人間の中で魅力があって、その人間との関わりの中

で一度来たら二度、二度来たら三度来たくなるよな

そんな地域をやっぱり作るべきだと思うのです。そ

れは一つの観光の資源が私はないわけではないと思

うのですここ猿払村は資源が余る程ある、むしろ他

の町村がうらやむぐらいの私は資源があると思うの

ですよ。ただそれを活かし切っていない。私も観光

客が数多ければ良いというものではないと思います。

少なくても魅力ある観光客、そして猿払村に住んで

いる人に何か新しい風を吹き込んでくれるようなそ

んな人が１人でも２人でも尋ねてくれることの方が

よほど良いと、私はそんなふうに思うのですね。そ

ういった部分でこれは同僚議員からかなりの提言が

ありましたから、これについてあえて触れませんけ

れども、ただ一つ今の現状の観光協会、このあり方

については疑問があります私は、年に１度か２度の

観光まつりに村の補助金を受けて職員に言ってみれ

ば職員が全てこう仕切ってやるようなそういう協会

でしかないということに疑問ある。もうちょっと猿

払村の観光産業にとってきちんとした位置付けがな

ければ駄目だというふうに思うのです。そういう部

分で発展的にやっぱりこの部分、辛いでしょうけれ

ども今の観光協会事務局長さん、村長と直に話し合

いをしてね。私はこういうこと今やろうとしている

し、議会でもこういう指摘があったと、そういうこ

とで事務局に１人配置して新たに、新たにというの

は辞めれという意味ではないですよ。今やっている

人がやるのであればやってもいい、ただ志だけきち

んと伝えてもらって発展的な解消をしてもらうと、

そして体制を事務局体制をとると、そしてやはりあ

そこの施設にきちんと配置してもらって何というの

ですか１人置けば良いという問題ではないのです。

精通したそして意欲のある女性でも男性でも良いで

す。何か羅臼だったですか女性の観光協会の事務局

が居てもうとにかく積極的に体験型の部分では漁業

・農業そういった部分ではもう積極性を関わり持た

すように積極的にやっているというふうに聞いてい

るのですね。そういうことも含めて考えれば当然そ

ういう人を新たに配置するという考え方、私は必要

だと思うのですけれども、その考えはあるかないか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応、そういう今、

眞田議員がおっしゃったような方向で私は考えてま

いりたいというふうに思っております。具体的なこ

とは個人情報的な問題もございますので差し控えさ

せていただきますけれども、そういう方向性を持っ

た形の中でやはり進めさせていただきたいというふ

に思っている次第でございます。 
 よろしくお願いいたします。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この問題については

もうまったなしですね。もうあそこ我々も積極的に

あそこやってどう地域住民もあの公園を利用してど

うするこうする。住民がやっぱり楽しめない所には

人も来ない。先程、同僚議員もそういうこと言って

ましたけれども、私も全くそのとおりだと思います。

出来るだけ早い時期にやっぱりこれは結論出すべき

だろうと私はもう来年度の予算に反映するべきだと

いうぐらいに思っていますので期待しています。 

 以上で終わります。 


