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○議長（山須田清一君）：日程第１、これより一般

質問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

１番、佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：１番、佐々木淳。

一般質問通告書に従って質問します。 

 経済対策について。 

 住宅建設促進についてのことなのですが、リーマ

ン・ブラザーズがサブプライム問題で破綻しました。

ご存知のようにサブプライムローンとは所得や信用

力の低い人向けのローンで、自動車や住宅等を担保

に高金利で貸し出すものですが、このローンを束ね

てロットにして金融商品として販売、ローンの貸し

倒れ、担保の不動産価格の下落、これにより資金繰

りの悪化による破綻、証券を買った人、買った会社

は一瞬のうちに何億もの損失を生む、この実態のな

い金融商品が急速な円高や全世界同時株安の原因と

言われています。この実態のない金融商品は色んな

分野に進出しており、金余りの日本人の懐を狙う金

融証券会社の繋ぎ的な破綻も危惧されるところです

が、この未曾有の危機から脱出し、持続的な成長を

目指す上で鍵を握るのは内需の拡大と言われていま

す。 

 今、サスティナブル・ソサエティ維持可能な社会

地域からの内発的な創造が各地で模索されています。

農・漁村において地域から内発的にサスティナブル

・ソサエティ維持可能な社会を目指していくために

は、自治体の役割が特に重要であり、内需拡大の導

引の要と言っても差し支えないでしょう。浜頓別町

では早くから平成１０年ですが、過疎地の定住促進

のため「ふるさと定住促進宅地制度」を設け、下頓

別の過疎化の著しい地域に歯止めをかけるため上下

水道完備の宅地を造成し、定住者には１００坪の土

地を無償で譲渡した。住宅建設も進み一つの団地を

構成しています。この計画は成功したと言えると思

います。宅地を造成し上下水道を完備することは一

見税金の無駄遣いに思う町民も居たと伺いますが、

町民の定住を図るためのインフラ整備は内需を促進

し、長期的には住民税、固定資産の収入増、定住を

図ることによって若い世代がＵターンしてくる。ま

た、Ｉターンする家族もあるということでサスティ

ナブル・ソサエティ、維持可能な社会を目指してい

く自治体の役割としては一つの例になると思います。

豊富町でも平成１３年より定住化のため、住宅建設

を推進するため「豊富町サロベツ住宅建設支援事業

制度」を策定し、町内事業者と町外事業者の差別化

を図り、内需の拡大を推進すると共に、定住化を促

進しました。サスティナブル・ソサエティを目指し

ていくには健全なる社会構成が必要になってきます。

猿払村は農・漁業の一次産業の中心の村ではありま

すが、それを維持する自治体・病院、そして流通産

業である商業、インフラ整備の要工業、その他サー

ビス業の健全な成育がなければ住みにくい。言葉変

えますと定住しにくい、維持しにくい社会になって

いく、しかし村長がこの村は漁業・農業に従事する

人間と役場職員が居ればいいのだと考えていて、そ

れに則って政策を進めていくのであれば、それはそ

れで結構だと思います。他の業種の方は他の地で活

躍すれば良いのであります。今回の予算で猿払村商

工会のプレミアム付商品券の村補助分の予算が計上

されましたが、１２月定例議会では同僚議員がこの

プレミアム商品について質問されましたが、村長の

答弁が積極的に商業不振の対策を打つという熱意と

情熱が感じられなかったのは私だけでしょうか。先

程も述べましたが農漁村において地域から内発的に

サスティナブル・ソサエティ維持可能な社会を目指

していくには自治体の役割が特に重要であり、地域

政策の成否がその地域の存続可能なのか、不可能な

のかを決定付ける要因になるとの学者の意見もあり

ます。住宅建設にかかる基本計画というのを村長か

ら提示を受けて半年以上経過しました。９月の定例

議会で同僚議員が「持ち家制度について村長の具体

的な案を」との質問に「パソコンに入っているので

そのうち具体的に」とのことでしたが、今だ概略も

説明も受けておりません。この制度が１日でも早く

制定されるのならば村民の持ち家に対する意欲も湧

き定住を促進し、働く意欲も湧く、不況化の中で低

迷する地元建築業者に、そしてそこで働く人々に希

望の光が差し家族も安心して暮らしていけるとの心

の安堵が生まれ、「あぁ猿払村に住んで良かった」
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とふと思うわけであります。当初は新年度からこの

条例が制定されるとの村長の構造がありましたが、

何故この時期に間に合わなかったのか。もう草案が

具体化されていると思いますが、その内容を教えて

下さい。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：佐々木議員さんの一

般質問に対しましてお答え申し上げたいと思います。 

 住宅建設持ち家促進については、以前からこの関

係につきまして考えていたところでございまして、

９月の議会におきましても早急に今年度からと、新

年度から条例の制定を行うということを申したとこ

ろでございます。それが大変遅れて遅延しているこ

とに対しまして申し訳なく思っているところでござ

いましてお詫びを申し上げたいというふうに存じま

す。議員のおっしゃることは前段で申したことにつ

いては尤もなことだというふうに考えます。それで

住宅建設促進の持ち家の関係ですが、当然定住促進

にも繋がってくる問題ですけれども、早急に条例制

定するよう求めているにも関わらずやはり現在の進

捗状況につきましては、当初の担当課案といたしま

しては将来の財源確保等を視野に現在の住宅整備基

金融資条例の一部を変更した中で融資者に負担のか

からない方向性で検討してまいりましたが、議会が

求める制度内容とそぐわないというようなことから、

対象者に対して奨励金または助成金等、さらには一

時金により将来負担が発生しない方向で起案を今し

ているところでございます。大体の素案は出来てい

るところでございます。２月１０日開催の全員協議

会の席上でお願いをいたしましたとおり６月定例会

議会に提案いたしたく、６月定例する前に総務民教

常任委員会とその内容につきまして十分検討協議を

お願いをし成案を得たいというふうに考えていると

ころでございます。従いまして条例施行につきまし

てはさかのぼって遡及適用させていただき、２１年

の４月１日というふうに考えているところでござい

ます。 

また、質問の中にはございませんけれども前段で

申し上げました、宅地造成の関係につきましても一

応現在鬼志別地区に行政として宅地造成をする状況

に２１年度なっているところでございます。また、

アウトソーシング等で自主的にやっていただいてい

る浜鬼志別、また豊里団地の民間の宅地造成につい

ても大変好評を得ているところでございまして、そ

れとあまり差のないような形の中での宅地造成・分

譲ということを行政として考えているところでござ

います。やはり個人的には浜鬼志別なり、豊里団地

なり場所によって好き嫌いというものがありまして、

なかなかその場所にあったとしてもその場所に住宅

を建てるというような個人的感覚になれないところ

もございます。そういう意味におきましても、村と

してもそういう人達のことを考えた形の中で宅地造

成を検討しているところでもございます。勿論今の

経済情勢の関係につきましても色々とお話しありま

したけれども、やはりいくら国が金融機関に公共的

資本注入をしたとしても即景気が回復するとはこれ

は限らないというふうに思います。やはり相当な時

間がかかるだろうというふうに思います。また、今

恐らく２１年度第二次、第一次の補正予算でまたそ

のような状況が出てくる可能性もあるわけでござい

ます。やはり私達にしてみると安心・安全な品物を

買うという意味からいたしましても、やはり消費者

の内需拡大というものが景気対策に繋がる第一歩で

最大の要因であるというふうにも考えているところ

でございます。持続可能な内需拡大を続けていくと

いうことがやはり景気浮揚対策に繋がっていくもの

であるというふうにも考えているところでございま

す。当然、宅地分譲をいたしまして住宅建設を促進

することによって、私達はＩターン、Ｕターンを狙

っているところもございますので、その部分につき

ましても申し述べさせていただきたいというふうに

思います。よろしくお願い申し上げたいと存じます。

一応６月定例会に提案するということを佐々木議員

さんの方へ確約をしたい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お願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：質問の内容とちょ

っとずれたような気もしないでもないのですが、村

長は宅地造成のことについてはお話しをされたので
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私もちょっと、私が聞き及んでいたところによりま

すと村では宅地造成の計画がないと、将来的にも今

のところないので民間でやるならその方がよろしい

のではないかということでそれぞれが鋭意努力して

そういった事業をおこしたと思うのですが、場所場

所によって売れるか売れないかというのはそれは別

な問題でありまして、ただ宅地をこの話しは質問と

違うのでちょっと村長お話しされたのでちょっとだ

けお話しさせてもらうのですけれども、どうも土地

を切り売りしているのはいいのですけれども、この

民間の意欲をこの削いでしまうような気もしないで

もないのです。だから計画的な指針というのが必要

になってくるのではないのかなと思います。それは

置いといて今このお話しの中でやるということはお

話しいただきました。ありがとうございます。しか

しですね、家を建てるということは非常にその家族

とか、その家にとっては重大な出来事でありまして

６月に村の方からそういう補助金が出るよという話

しがいただいてもですね、「じゃあ明日建てるか」

とか「どこどこに頼んですぐ建てるか」とそういっ

た代物ではやっぱり家というそういった代物ではな

いわけでありまして、男子一生の事業と言っても言

い過ぎではないぐらいにお金も借りますし、本当に

一大事であり、ご主人にとっては一大事業の決意を

しなければいけないということになるわけですね。

ですからそういう意味では情報が早ければもし本当

にやるのであればもっと早くこういったその事をや

りますよという提言を村民に与えてあげるというの

はこれは大事なことでもあり、また民間の活力を生

む要因でもあると思うのですよ。だけどいつやるの

か解らない、やるらしいよという噂は流れているの

だけれども一体どのようになるのかも解らないとい

うことであればかえって不安を募らせてしまうので

はないかと思うのですが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確かに今言われたと

おりでございます。情報を早く提供するということ

についてはこれは勿論のことでございます。しかし

行政として執行する場合におきましては、当然予算

が付きまとってまいります。従いまして議会との協

議の中で予算が付いた段階の中で当然そういう情報

の提供というものをしていかなければならない。や

はり議会と協議をしない前から村の方針としてこう

しますよということについてはなかなかならない。

これはやはり議会との議会軽視という形にも繋がり

ますし、議会との協議一体性の問題、こういう問題

にも繋がってまいりますので、きちんと議会と話し

合った形の中で早急に情報の提供ということが必要

ではないのかなとこのように考えているところでご

ざいますので、その点確かに男子一生のやはり家を

建てるということは決意であるというふうに思いま

す。既にもう計画を練っている方もおられるという

ふうにも聞いているところでもございますし、やは

りその後は場所の問題というようなことが残ってい

るというようなこともございますので、そういうよ

うな話しを聞きますとやはり行政としても宅地造成

を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。そういう状況の中で切り売

りというような形にもなろうかというふうにも思い

ますけれども、やはり村民のそういうような考え方、

意見等を踏まえた形の中で行政としてどの位置に宅

地を造成すれば良いのかということもやはり村民の

意見として当然聞いていかなければなりませんし、

それに基づいて議会ときちんと協議をした形の中で

事業を執行するということが当然の姿かなというふ

うに感じておりますので、その点ご理解賜りますよ

う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）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：とりあえず６月ま

でに是非草案が出来て、議会で承認していただける

ようにお願いをしたいと思います。ただ、問題はで

すね。問題ではなくて非常に残念だなと思います。

これだけ不況であり仕事がないという状況の中で一

日でも早かったら良かったのになという思いはやっ

ぱり私は拭いきれないと、是非一日でも早く少しで

もこの経済活動が活発になるように行政の力添えが

必要かなと思います。やっぱりお金の単位が民間と

行政の持っているお金の単位が違うのですよね。我

々はやっぱりこう利益が出てもですね税金で半分以

上持っていかれます。次に事業やろうかなと思って
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もですね、銀行から借りなければいけないとか、資

金を用意しないと次のステップに進めないのですよ

ね。私の所も最近は多少は余裕があるのかなと思っ

ても、かといって大きな設備投資をするまでの勇気

がない。何故かというと先行き不安ですし、借りた

はいいけれどもじゃあどうやって返すのみたいな計

画が全く立たない状況ですから、そういった時にこ

そこの行政の土台づくりというか、経済の土台づく

りがあればですねもっともっと民間が生き生きして

くる、民間が生き生きしてくればこの猿払村に人が

寄っていく、人が寄ってくれば商工もみんな良くな

ってくるというそういう経済効果あるのではないの

かなと思いますが、２番目に書いてあるその効果に

ついてこの持ち家住宅促進条例が制定された曉には

多大な効果があると思うのですけれども、村長はど

のように効果を考えているかちょっと教えていただ

きたいと思いますけれども。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：その効果ということ

でございます。村民として定住することにより地域

振興活性化はもとより雇用の安定、消費の拡大、さ

らには事業の少ない中にあって地元企業者にかかる

建設等、総合的な見地からも地域経済に与える影響

は非常に大きいものというふうに考えているところ

でございます。また、将来的に自主財源、固定資産

税等の増額にも繋がることからより効果が期待出来

るものというふうに判断しております。また、さら

に考えますけれどもまた今佐々木議員さんがおっし

ゃったようにやはりその土台づくりというもの、民

間企業の少ない資金の中で宅地造成を行っていると

いう面に対しましてはやはり私、行政といたしまし

ても今注目されているのが民間活力を生かしたアウ

トソーシング事業というものが注目されている状況

にあるわけでございまして、やはりそういうアウト

ソーシングをする上において民間が積極的に事業を

実行するという状況の中でやはりそういうような許

認可ばかりでなくして、内容的には金銭的な面、ど

のような方法があるのかそれは別問題といたしまし

てご相談をいただければ私共といたしましても協議

をしていければというふうに思っておりますし、宅

地造成したアウトソーシングし民間が宅地造成した

中にも道路、例えば道路等、それから上下水道等に

ついても村がその部分は負担をして実行しているわ

けでございまして、その辺もやはり考えた形の中で

いきたいというふうに思っているところでございま

す。やはり金銭、現金的な問題ばかりでなくして上

下水道、当然つきまとうものでございますし、それ

にはやはり相当な行政としてお金もかかる問題でも

ございます。そういう部分も踏まえた形の中でやは

り経済効果を発揮していただければ大変良い効果が

期待出来るものというふうに判断しているところで

もございます。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。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：私は宅地造成のこ

とについては触れるつもりは全くないのですよね。

そういうことではなくて、いかに村長が今おっしゃ

られたように民間の経済の意欲をかきたてるような

行政のバックアップを期待したいというか、お願い

したいということです。税金を有効に使うというか、

そういうのが必要になってくるのではないかと思い

ますけれども、次ですね、帆立資源の観光活用及び

帆立資源による冬季雇用の活用ということで質問し

たいのですが、稚内・東京航路が就航した時に冬季

にも乗客が目減りしないように冬季の観光の目玉と

して稚内市で蟹を提供したことがありました。その

後数年で蟹の補助は廃止になりましたが、冬季観光

はしっかりと根付いているようです。私事ですが２

月の中頃、稚内・東京の飛行機を利用しました。飛

ぶのか飛ばないのか解らないし、ぎりぎりまで切符

をとりませんでした。どうせガラガラだろうと高を

くくっていましたらほぼ満席状態で通路側の席しか

空いていないとのことで稚内の冬季観光は相変わら

ず盛んだなと感心しました。乗客の話を聞いていま

すと朝食付・観光付・夕食は別との格安プランとの

ことで、夕食付のセットもあれば好きな所で自分で

選んでお店で食べるプラン等、色々あるそうです。

とにかく冬の寒い最北の地の観光を楽しむとのこと

でした。前回の議会で同僚議員が村の基幹産業の一

つである帆立の不振についての対策に対する質疑が



 －51－

ありました。色んな角度で物を見る、考える、意見

を言う、そして聞くと、その中から新しい展望が見

えてくると思いますが、稚内市以外はホテル・旅館

業は非常に不振で浜頓別の町営のウイングはお客の

入りは程々ですが、民営のホテル・旅館はさびれる

ばかりです。私も去年暮れに泊まりましたが、もう

二度と泊まりたくないという気持ちになりました。

貧すれば鈍するのことわざにあるように、さびれて

いくとどんどんさびれていきます。猿払村の商店街

も買い物に行っても気に入る品物が少ない、品揃え

が悪い等、お客さんの不満の声も聞こえますが、品

揃えを良くしてもお客が少ないので無駄になり、コ

ストがかかりすぎ採算がとれない等、ニワトリが先

か卵が先かの論争になるだけでありますが、絶対数

が足りない、人口が減っている等々、一番足りない

のは何かそれは活気だと思います。いかがでしょう

か。ホテルふるさとの家では観光客に帆立づくし料

理を提供し評判を呼んだことがありました。この料

理をまた食べたくてツアーに参加しに来ましたとい

うホテルのサウナで会ったお客が話しをしておりま

したが、猿払村のどこの民宿・旅館に泊まっても美

味しい帆立づくし料理が食べられる等、漁組と提携

を結んで安くて新鮮な帆立の食材がいつでも手に入

るよう行政が積極的にアプローチしていく、寒い冬

なら稚内よりブリザードの猿払村へ、帆立づくしが

浜値で食べられる等のキャッチフレーズで観光資源

の積極的な開発、そして少子・高齢化社会に最も必

要なのは定年後の雇用対策ではないでしょうか。帆

立のひもを漁組より譲り受け加工する。あるいはま

た冷凍庫を購入し、冬季雇用対策に当てる等、行政

が中心となればまだまだ村おこしベンチャー企業が

育ち、活気のある村づくりが出来ると思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 帆立資源の活用、他の町の事例を出して前段で申

し上げておりましたけれども、本村といたしまして

質問の主旨については佐々木議員の質問の主旨につ

いては十分私は理解いたします。行政サイドで出来

るもの、出来ないもの等があろうかというふうに存

じます。関係団体と十分連携協議を密にしまして活

用方法が有効に可能になるよう多面的、積極的にや

はりこの問題について考えてまいりたいというふう

に思います。冬季観光の部分につきましても、ちょ

っと触れておりましたけれども、やはり色々な手法

を考えながらやっていかなければならない問題であ

ろうというふうに思います。やはり冬場大変観光客

が落ち込む、要するに夏場で稼いでその部分を冬場

でしのぐというような実態であってはならないとい

うふうに私は考えます。従いまして冬もそれなりの

夏場と同様という訳にはいかないでしょうけれども、

やはりそういうような方向を考えていかなければな

らないというふうに思っております。また、一応当

然、新年度から猿払村観光協会の体制もやはり一新

されてくるような情勢になっております。そういう

状況の中で十分その観光協会と団体と協議をしなが

らこれらの問題について今言われた問題について十

分検討を重ね、戦略的な考え方に立った形の中で考

えてまいりたいというふうに思います。また、当然

色々なことを事業をやっている中においてはベンチ

ャー企業等も当然生まれてくる可能性も秘めており

ますのでその辺につきましても十分戦略的な考え方

に基づいた形の中で考えさせていただきたいという

ふうに思っているところでございます。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：次に公共サービス

の民営化についてお伺いしたいのですが、その前に

前段で今お話しがあったので、これは質問ではない

のですが、どこの市町村も特に稚内は別ですけれど

も、枝幸だとか浜頓だとか猿払もそうですけれども、

民営の民間のホテルとか旅館が減少したりさびれて

いくという現象がおきているのですけれども、それ

は一概には言えませんけれども、公共機関の公共の

その宿泊施設が出来た影響というのはかなりあるの

ではないかなと私は常に思っていました。だからそ

ういった意味では公共機関が民間の意欲を削ぐとい

う場面も多々あるということは認識をしていただけ

れば有り難いなと思います。 

 次に公共サービスについてご質問しますが、人口
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減少、少子・高齢化、国地方の財政制約、今後地方

経済の姿は大きく変化していくことは予想されます。

地域経済・地域社会を支える産業は大きな地域内市

場と地域外市場に分類出来る。地域内市場とは村内

にこれは枠内と言うのですけれど、一応地域内市場

とは村内にある商店とかサービス業・建築業等で地

域の中で市場を構成するもの、地域外市場とは農業

・漁業・加工業・製造業・観光産業等で主に地域外

からの収入があるもの、この地域外市場産業の就労

者がその雇用所得、給与ですね、地域内地元で消費

を行うことで地域内市場産業、地元の市場産業が成

立し、その地元市場産業の就業者、働く人がその所

得を地元で消費を行うことで地域内市場産業は拡大

する。内需の拡大なのですが、これが内需の拡大で

す。さらにこれらの地域経済活動からもたらされる

税収が公共サービスの提供や産業インフラ整備のベ

ースとなる。このように地域経済は地域内市場産業

と地域外市場産業の車の両輪がうまく機能し、総合

的に地域内における産業活動は活性されることによ

り持続的に成立します。しかし、地域活性化の取り

組みが不十分であると人口減少、少子・高齢化の進

展に伴い次のような状況になることも懸念される。

すなわち人口減少、少子・高齢化による年齢人口の

減少により地域外産業の担い手が減少し、他の地域

からの雇用を促進するとその結果、地元の消費がマ

イナスに働く、この結果当然地元市場は厳しい状況

となる。地域内における経済活動がとどこおること

は税収入にマイナスに働くとともに高齢化の進展に

よる公共サービスの需要増大、住居居住密度の低下

等による公共サービス提供のコスト増が起こり、十

分な公共サービス、インフラの提供が困難となる。

今の猿払村もこの状態にかなり近づいていると思い

ます。商業はさびれ公共事業減少による建設業の衰

退は著しく雇用の場は減少、他管内からの就業者も

多く内需は減少する一方、これで基幹作業の帆立業

・加工業が衰退するとその痛手は村の存続をも脅か

し兼ねない。例えそれらの経済問題を乗り越えたと

しても将来の子ども達のために効率の良い公共機関

を作り上げていくことは望ましい姿であると思いま

す。昨日も前段で出ました指定管理の代行について

ですね。果たしてこの指定管理を代行して行ってい

るこの制度を導入し人員は削減出来たのか。その管

理経費は減少したのか疑問のところです。既に清掃

・村営バス等外部委託が進んでおり、現業職の雇用

問題が大きな課題として認識されるようになってき

ましたが、しかし近年の厳しい財政を背景に多くの

地方公共団体は定数を削減する方針を示しており、

今後は主として事務職が担ってきた業務等も視野に

入れた合理化と定数見直しに並行して外部委託の検

討が進めらているものと考えられます。総務事務の

包括委託の例としまして静岡県では、旅費報酬・報

償・賃金・給与これらの業務委託で職員６０人の削

減。千葉県では人事・給与・事務・職員の健康管理

事務等で２３億円の人件費・事務費の削減。大阪府

では人事・給与事務・福利厚生事務・財務会計事務

・物品調達事務等で職員４００人削減等、質問を整

理しますが、村政執行方針にもありました指定管理

者制度を導入して経費は削減出来たのか。人員は削

減出来たのか。これらは人件費の過去の推移を調べ

れば分かると思います。また、指定管理の経費の推

移も過去３年程統計を見れば判断出来ると思います。

定数削減についてどのようにお考えでしょうか。事

務系の業務委託のお考えはありますか。地域内市場

の活性化を考えると高齢化社会において一度リタイ

アされた事務経験者に業務委託をするのも内需の拡

大に繋がると考えるがいかがでしょうか。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答え申し上げたい

と思います。 

 公共サービスの見直し、民営化によるコストダウ

ンということで、私が考えていたことと違うような

発言の内容でございましたのでちょっと戸惑ったと

ころでございます。人件費の定員管理の問題や人件

費の削減の問題が主な質問の内容となっているよう

な感じがいたしました。そういう状況の中で一応職

員についての問題につきましては欠員の今団塊の世

代等が来ておりまして、段々とやはり退職者で減っ

ていっているという状況の中では欠員不補充の中で

の定員管理をし現職員の昨日もお話ししましたけれ
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ども少数精鋭主義の中で事務事業を実施していると

ころでございます。やはり小さな政府というような

言葉もありますけれども、やはりそれを求めるため

には行政の事務を外部委託アウトソーシングしてい

くというようなこともまた当然必要なことというふ

うに考えます。金額につきましてですけれども、や

はり平成１１年度これが最大ピークでございました。

人件費総額が７億９，９４２万５，０００円という

金額がございました。平成１９年度と比較いたしま

すと決算額といたしまして６億５，９８７万４，０

００円ということになりまして、増減額として１億

３，９５５万１，０００円の人件費の削減になって

おります。１７．５％減という形になっているとこ

ろでございます。これは極端な定数の削減というこ

とについてはなかなか難しい、将来的に非常にやは

り事務事業をする上において不都合が生じてくる問

題でもございます。やはり年齢構造の部分を穴埋め

する必要性もあろうかというふうに思います。そう

しなければやはり事務事業をする上において一定方

向で固まってしまうというようなことにも成りかね

ないというふうになってまいりますし、やはり職員

の事務体系といたしまして好ましい状態ではないと

いうふうに考えますので今後これらについて人員の

採用等についても少しづつでも考えていかなければ

ならない、当然事務系の問題につきましてもやはり

そういう状況の中で一人でも二人でも穴埋めしてい

かなければ将来大きな問題となって現れてくる、仕

事をする上において大きな問題となって現れてくる

というふうなこともありますので、実際私もその点

経験しておりました。５年間欠員不補充というよう

な状況の中で最終的に５年後、１０年後には完全に

仕事のばらつきが出てまいりまして、スムーズに仕

事が進まないというような実態を経験している一人

でございます。そういう状況の中で私の過去の反省

の上に立った形の中ではそういうような事務系、定

数削減ばかりでなくして出来る範囲の中で今の行財

政範囲の中で十分検討を加えながらこの問題につい

ては大きな問題として進めていかなければならない

ことだろうというふうに考えているところでござい

ます。それからやはり経済対策の一環として村の経

済を活性化させるための問題といたしまして私は言

われていることは、他の産業の企業誘致が必要では

ないのかということが議員さんの質問の要旨の中に

はあるのではないのかなというふうに思っていると

ころでございます。この関係につきましても条例等

も制定いたしましてやはり十分に進めていくような

考え方を持っておりますので果敢にこういう部分に

ついてアタックをして今までもきましたし、これか

らもそのような考え方の中で行政を進めていかなけ

ればならないというふうにも考えているところでも

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いうふうに存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：近々にこういう制

度を改革をしたらどうですかという提案をしている

わけではありませんでして、将来に向かって少子・

高齢化というかこの村も継続的に長期的に維持して

いくためにはやはりそういった改革も必要ではない

のかなというふうに思うのです。私が今資料として

いるのは公共サービス改革法の現状という総務省で

出されている資料だと思うのですが、これを基に今

村長に質問をしているのですけれども、平成１９年

度に地方公共団体における市場化テスト対象事業と

いうことで窓口関連事業とか、徴収関連、税金とか

そういった徴収関連業務、それから公物管理関連業

務等こと細かにいくとかなりの２４業務が民間に委

託、テスト事業というか、テスト対象事業というこ

とで住民票の写しだとか印鑑証明の発行とかという

のが出来るよというふうになっているのです。今は

先程も述べましたように非常に定年退職された事務

経験者も結構多く今の定年退職された方というのは

非常に元気でありましてまだまだ現役で十分やって

いけるのではないかなと思うのです。勿論言い方良

くないのですけれどもコストの方も安く事務委託が

出来るのではないか、そういう可能性があるのでは

ないかとそうなってくるとこの公共機関を若い方は

ある程度の給与をいただいて、一回リタイアした方

はそのぐらいのこの半分ぐらいの給与で、そうなっ

てくるとこの役場の運営も非常にコストダウン出来
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るというか将来的に渡って持続可能な村づくりが出

来るのではないのかなというふうに思っているわけ

なのですがその辺はいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：佐々木議員の方か

らの地域経済活性化という部分も含めてご指摘あっ

た部分で人事の部分も含めてちょっとお答えを申し

上げたいと思いますけれども、村長の方で一応答弁

をしておりますけれども、実は平成１５年の４月か

ら平成１９年の１２月この４年間で庁舎の職員につ

いては１６名の減をしております。臨時職員も８人

おりましけれどもそれも７名という形の中で人員の

整理をしてきております。ただ村長も申し述べまし

たけれども職員の世代の年齢構成に異変がおきてい

るということやはりこれは事務上では非常に難しい

問題があります。こういう部分については解消して

いかなければならない。以前にもお話しを申し上げ

ましたけれども平成１４年以降５年間採用を差し控

えていたということで先般２名採用いたしました。

そういう中で計画的な採用も必要だろうということ

と合わせてこの補充率の問題ですけれども、一般的

にはその職員が辞めた時の補充率というのは３０％

ですから１０人辞めたら３人ぐらいが適当ではない

かというふうな形で言われているところでございま

す。今後の定年退職の計画では平成２０年今年度で

すけれども３名、２１年度が３名、２２年度が４名、

２３年度が５名、２４年度が６名ということでかな

りの人数が退職するという形の中で計画的な補充、

職員を採用してまいりたいというふうに思っており

ます。それと合わせて窓口の方の公共施設関係の今

総務省で出されている改革という部分で色々窓口だ

とか徴収業務だとか言われておりますけれども、実

は私共の方でもこの行革の部分では検討した経緯が

ございます。例えば給食センターの方の厨房関係で

すねそれを外部委託、これは資格の持っている業者

に委託するだとか、それと窓口の関係、例えば病院

の方の窓口の部分も色々な部分の委託もございます。

そういう中で検討した経緯はありますけれども、か

なり地元に落ちる経済効果というのは食材だとか、

例えば給食センターの場合食材だとか色んな形の中

で地元に落ちない傾向が強いと、それと働く環境が

非常に悪くなると、働く従業員の方々の環境が悪く

なるということも合わせてメリット・デメリットを

整理した中でちょっとこれは難しい問題だなという

こともございました。また、病院の方の窓口の関係

とか色々な部分で言われた部分については検討を重

ねる必要性もあると、それと定年退職の今言われま

したけれども有効活用といいますかそういうような

ノウハウを持っている職員のそういう部分での再雇

用という分についても検討していきたいというふう

に思っております。いずれにしても大きな狙いは地

域の活性化と言いますか、地域をいかにこの猿払村

を持続させていくかと健全な地域、そういうことを

継続していくかということだと思いますのでその点

についても十分検討し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）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：お話しすることは

大体分かりました。将来に向かって是非改革を進め

ていかれることを望んでおりますけれども、都会と

いう言い方良くないですけれども、札幌とか東京辺

りに行きますと総務という会社があるのですね。総

務をやる会社なのですけれども一般の会社の給与計

算だとかそういうのを請け負ってやる会社があるの

ですけれども、私が望むのはそういった退職された

方がそういった事務の会社をベンチャー企業を興し

てそれを村から請け負ってやるというようなそうい

った定年後もきちんとした仕事が期待出来るような

そういった理想的な社会が出来ないのかなというふ

うに思っているわけですね。急には難しいとは思い

ますけれども私としては是非そういった方向に進ん

でもらえればこの村にもっともっと定住者が増える

のではないのかなと思っております。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：２番、眞田議員。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは一般質問の

通告書に基づきまして大きく２点について質問いた

します。 

 まず１点目につきましては、平成２１年度の執行

方針についてお伺いいたします。 
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 執行方針は今年は２８ページに渡る極めて長い執

行方針でございます。詳細に渡って書かれている部

分もございます。しかし全体的に抽象的な表現が多

いというような部分では基本的な理念はよく理解出

来るのですけれども具体的にこの１年間平成２１年

における年度における具体的な施策をやっぱり基本

的に述べるものであろうと私はそれなりに理解をす

る。ただ村長の考え方はこの中で執行方針の中で私

はこう考えますという表現もある。考え方を聞いて

いるのではない、２１年度の方針・政策を書かなけ

ればいけないというような部分では理解しますので

その部分を政策的にどうするのか、具体的にどうす

るのかという観点から質問していきたいと思います。 

 この際議長にお願いしておきますけれども、私も

質問は簡潔に分かり易くと心がけいたします。答弁

もそのような形で求めてまいりますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは基本的に大きく２１年度の村政の執行方

針、この中で何も該当項目はどうだということでは

ないのですけれども、この中で大きく村長はタイト

ルを付けているのです。勤めは協働なり、役場は人

なり、人は心なり、さらには人は人によって作られ

人は心である。この意味が私はどうもどう理解して

いけば良いのかというものがちょっと乏しいのでこ

れについて簡単に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）：私の眞田議員さんの

質問にお答えしたいと思います。 

 勤めは協働なり、役場は人なり、人は心なりとい

うふうに申し上げましたけれども、タイトルを定め

ておりますけれどもやはり勤めにつきましては私と

いたしましては三愛運動、当初からの基本方針であ

ります三愛運動、村を愛し人を愛し勤めを愛すとい

う三愛運動の一つの要であります。やはり勤めとい

うものは協力して行政と村民が一緒になってやらな

ければならないというふうなものであると考えます。

役場は人なりということにつきましては、役に立つ

人間が居るから役場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。人は心なりということは

これは福祉サイドの考え方でございまして、やはり

福祉は心という問題を掲げたところでございます。

人々はやはり心を大きく持った形の中で触れ合い等

の問題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。 

 やはりそれから人は人によって作られ人は心であ

るということにつきましても、私は人材育成につい

ては良い指導者によって作られるものであるという

ふうに考えられるところでございます。やはり人は

心であるということにつきましては、先程申したと

おりでございます。簡単に簡潔に内容等について申

し述べさせていただきました。 

 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）：村長は就任当初から

三愛運動ですか、こういうものを掲げて行政を執行

してきたと述べておりますけれども、実はその三愛

運動もですね、掛け声だけで終わってはいけないで

すね。人は人によって作られる、今村長の答弁の中

に良き指導者、良きリーダーによって人は作られて

いくのだということであれば良き指導者、良きリー

ダーとしての村長資質を備えていなければ人の何倍

もそれを意識しなければ人は作られてはいかないよ

という組織的にもですよ、強く村長にその思いを持

ってもらいたい。それが前提になろうかと思うので

す。だから簡単に言葉で言葉遊びではないのです。

やはりそこを強く意識していただかなければいかに

役場に優秀な人材が揃っていようが役に立つ役場だ

から役場だと、揃っていても良く指導者、良きリー

ダーがそれを良い個性を引き出してやらなければ育

っていかないとそのとおりです、全くそのとおりで

す。村長にこの部分強く意識していただきたいとそ

ういったものを要望しておきたいと思います。 

 それと絡めて私はこういうふうに理解したのです

よ。この言葉を見て、心の病って最近増加傾向にも

のすごくあるのだということで、言ってみれば北海

道の生産本部という所があって昨年１０月と１１月

に実施した心の病に関する調査というのをやったの

ですけれども、それによって３割も増加していると

この１年でですよ。そういうことでうつだとか、そ

ういった心の病が増加傾向にあるというような部分
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ではどうも人と人の結びつきという部分については

薄くなっていく希薄になっていっているというよう

なこういう原因があるというふうに指摘する学者も

おります。それとさらには管理職の目が一人一人に

行き届かなくなっていると職員に、これも後で当然

議論の対象になってくると思いますけれども、うち

の役場において職員の中でこういう傾向にある職員

というのは今の所いないのかどうか。それをちょっ

と確認しておきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：心の病という問題に

つきましては、これは今全国的にやはり問題となっ

ていることだろうというふうに考えます。要するに

派遣切り、リストラ、職業を失ってやはり路頭に迷

っているこのような人達が心の病にかかっていると

いうことが大きくクローズアップされているところ

でございます。そして、自殺者も出ているというよ

うな実態があります。それはそれといたしまして、

うちの村にいないのかということでございますけれ

ども、うちの村としてもいないわけではございませ

ん。このような問題についてはやはり人の目に映る

か映らないかということについてはなかなか解らな

い問題でありまして、内面的な問題でありましてな

かなか解らない問題でありますけれども、現在１人

だけ今そのような形の中で今休暇をとっている人間

が１人ございます。 

 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）：この部分については

また後ほど個別の部分で当然出てくると思いますけ

れども、やはり人と人の繋がりが希薄になっている

というような部分で最近顕著に見られるそれが、そ

れは村長のリーダーシップの欠如というふうに見る

のか、それとも職員同士が何と言うか時代の背景の

中でそういう問題が生じてきているのかというのは

やはり両方相まってこういう状況になってきている

のだろうというふうに私は理解します。時間がない

からいきますけれども、総合行政対策についてお伺

いしますけれども、村長はこの執行方針の中で問題

点としては組織の縦割りが問題だと言ってますね。

指摘しておきながら実は村長は縦割りで仕事やって

いると、今日までの昨日の条例だとか指定管理色ん

な形を見ていますとどうもそう思えてならない。村

長はその問題を指摘しておきながら実は自分で気が

付かないで縦割り行政をやっていると、そんなこと

で職員にも訓示をしておるというようなことで村長

書かれております執行方針の中で、これではいけな

いのです。日常的な仕事の繋がりの中でこういうも

のを職員に育てていくということが作業が必要にな

ってくるのであって、１年に１回や２回の訓示をし

たからってこれで解決する問題っていうふうに理解

しますか、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）：訓示の中で縦割りと

いう問題については駄目だと、事業の執行にやはり

支障が出るということで横断的な協調体制をとりな

さいというような訓示をしているところでございま

す。昨日の問題等につきましてもそれを見て縦割り

というような考え方では私はないと、これはやはり

色々と担当課同士色々な形の中で協議をした形の中

での条例の制定であったというふうに私は考えてい

るところでございますのでその部分につきまして決

して縦割りで村行政をやっているわけではございま

せんし、単なる道庁みたくグループ制でやっている

わけでもございません。グループ制につきましても

あれは人が多すぎるからグループ制でやっていると

いうふうに私は見ております。従ってこういう少数

精鋭の形の中ではやはり横断的な協調体制が必要で

あると考えているところでございますのでそれは今

後も進めてまいりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：言葉では良く理解出

来ます。そのようにやっていただきたいと思います。 

 それとこの個別的な状況の中で１番からこれ何番

までありますか。８番まで村長謳っております。個

別的にこういうふうな問題があるよと、こういうも

の課題を解決していかなければならないという部分

で謳っておりますけれども、この中の１番でバリア

フリー地域社会づくりというふうに表現しておりま

す。これについてお伺いしますけれども、平成１９
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年の１２月の議会で特別職の個室化だとか、庁舎内

の配置のあり方、こういったものを日常的に職員が

管理職とコミュニケーションを取りやすいバリアを

取り除きなさい。村長と特別職についても同じです

よ取り除くべきだ、それによってコミュニケーショ

ン図っていくべきだとこういうことで提言をしたと

ころ村長は１階から３階まで全部見直しますという

答弁された。ところが紐解いてみてみますと平成２

０年の９月にまた同じ質問をしております私は、そ

したら今度全面撤回します。いや今までどおりいき

ます。それで予算委員会の中で行財政改革をすると

いうことで住民に大きな負担を強いていながら役場

一切そういうことは考えていないのかということで

あって始めて庁内の配置は考えますと、個室化は考

えていませんと良いところだけを述べてそういうこ

と言っています。これについてバリアフリーの地域

社会づくりという意味で今言った個室、それと庁内

の配置変え、役場に来ても職員が居ない、机だけが

ダーっと並んでそういう状況、もうちょっとコンパ

クトに経費がかからない格好でやるべきだと思いま

す。今一度これについて答弁いただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員さんからこ

の関係につきまして今の関係につきまして二度、三

度ご質問がございました。庁舎の全てのバリアフリ

ー化ということになりますとやはり議会の議場の問

題だとか、それから議会事務局の問題だとか、それ

から色々な問題がやはり横たわってまいります。そ

ういう状況の中で果たしてどうなのかということに

ついては非常に私は疑問に思っておりまして、二回

目の時に答弁をいたしたとおりでございます。これ

につきましても各担当課長等とも話し合いをした結

果、今のままで十分ではないのかと良いのではない

のかと十分というよりも良いのではないのかという

ような考え方の基に前回の二回目の時にそのような

お話しを申し上げた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）：それでは住民には国

民健康保険税、ゴミの問題、上下水道、各使用料・

手数料色々な負担を求めているのですよ。通学定期

の削減をしたり、一方では村はこれを維持するため

の暖房費だけでも相当なカロリーを食べているわけ

ですね経費もかかっている。そういうことを一切触

れないで現状のままで職員と話したから良いのだと

納得するのですか住民は、そこを言っているのです。

そこを納得出来る説明をして下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：この庁舎を建てた時

については平成２年、３年、そして４年に供用開始

をしているというような状況でございます。その時

点におきましてこの庁舎建設に当たりまして当時５

２人の人達が一応その建設計画に携わったわけでご

ざいます。これは各指名業者からの提案をしていた

だいた形の中でどれが一番良いのかというような業

者からの説明をいただいた形の中で選定していただ

いたということでございますので、やはりこの庁舎

については十分村民も納得して建設させていただい

たというようなことになっているところでございま

して、維持管理経費がかかるという部分については

私達は極力節約に努めているところでもございます。

それと合わせまして、これをバラして効率的な形と

言いますか、住民の見える形、また人と人とが職員

同士が触れ合える形、そういうような場を作るとい

うことになりますとこの庁舎はやはり相当な維持管

理経費がその時点でかかると思います。果たしてそ

れが良いのかどうなのかということもやはり非常に

疑問に思います。要するにこの庁舎はインテリジェ

ントビル化をいたしました形の中で庁内ＬＡＮ等も

組まれておりますので、それらにかかる経費とまた

移動等に伴う経費等については相当な経費がかかる

というふうに考えます。当然、将来的にも維持管理

経費はかかっていくものというふうには思いますけ

れども、出来るだけ職員は節約・節電に努めている

というような実態にありますので、その点は理解を

賜りたいというふうに思っておるところでございま

す。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：こればかりに時間を
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費やしているわけにはいかないのですけれども、聞

いていることに答えて下さい。１階から３階まで検

討しますという約束はあったのです。議会も同じな

のですよ。使わない１年に何回使いますこの議場、

定例で４回しかないのですよ。いいですか。使う時

だけ暖房入れて使えば使えるわけですよ。後空室に

しても良いですよ仕方ないです。村長はまた発言が

変わりましたね。これは２０年の９月の予算委員会

で個室はともかく庁舎の配置は見直しますと明言し

ている答弁しているのですよ。議長これについての

答弁の食い違いについてちょっと確認させていただ

きたいと思います。時間がありませんから確認して

下さい。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：眞田議員の質問

に対してお答えしたいと思いますけれども、庁舎の

部分の配置の部分、またコストの部分、この部分に

ついてはうちの部分でちょっと協議した結果がござ

います。それで３階の部分については一応燃料費の

部分でコスト削減の部分で専門家の部分で見ていた

だきました。それとここの部分の３階の部分の配管

を通さないと事務所に渡っていかないという部分と

そしたらそこを切れば良いのではないかと、とすれ

ばここの部分については回数が少ないものですから

将来的にその管自体の老朽化とか、腐食関係が進む

だろうということで将来においては維持管理が相当

かかるような結果となると、従いまして３階の部分

とかについては一応今の状況の中で暖房を入れてお

いた方が効果的だという結論が出ました。合わせて

１階と２階の庁舎の事務所の部分なのですけれども、

この部分についても一応一ヶ所に集めるという部分

では効率的だと思います。しかし、１階に集めたら

もう狭くなるという状況とパソコン等がＬＡＮ配線

がかなりされていると、その部分での工事費が過分

にかかる現状にあると、従って今現状の中の配置で

当面はいきましょうということを村長に申し入れま

した。その中での村長の判断で今現在の現況でいこ

うという結果になっているのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：議長に余分な神経使

わせるという部分ではちょっと問題があろうかと思

いますのでいい加減にしておきますけれども、やは

り発言ってこうクルクル変わられると議会で我々が

一般質問の時間かけてやっている意味がないのです

よ。毎回変わるのですからこうやって結果的には、

これは指摘しておきたいそういうふうに思います。

まず村長は言葉でバリアフリーそういう地域社会作

る、それと勤めは協働、役場は人なり人は心なり人

は人によって作られる、美しい言葉羅列されても伴

っていかなければどうもならないではないですか。

村長意識して下さい。そしたらこの問題終わります。 

 それともう一つありますけれども、村長はせっか

くですね、結びに２６ページになりますけれども、

みんなでみずから見直す魅猿づくり、魅力ある猿払

の考えのもと、今までの意識改革運動を達成させる

ため、行政システム改革の持続的バージョンアップ

に取り組んでいく、行政のあるべき姿を求めての継

続的な運動と考える。職員と何度も話し合う、意欲

ある職員を正当に評価して能力を十分に発揮出来る

ようにするのが私の努め、前の人事の配置について

も無駄があると、結局そういうことでその無駄は村

民に負担を背負わせることになるという指摘をしま

した。村長も強くこういうことを書いております。

やることと言っていることは違いますけれども、強

く意識していただきたい。この問題については終わ

らせていただきます。 

 次に公共の交通対策についてお伺いいたします。 

 これについても昨年の議会で色々議論されており

ます。具体的な提案としては平成１９年の１２月タ

クシー足の確保、集落が点在しているうちの状況の

中では村営バスを１便だけ走らせてそれが効果ある

のか、無いのか。効果的にはタクシー走らせても良

いのではないかというような提案も具体的にしてお

ります。その中で平成１９年の１２月に３月議会に

結論を出しますと言いました。そして２０年の３月

議会には何らその結論は無かったわけですけれども、

平成２０年の９月また同じ質問をしております。そ

うするとまた３月末までに結論を出しますと答弁し

ております。それでさらに２０年の次の議会１２月
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にまた同じ質問しております。今度は直営民営別に

して手法はあるけれどもすぐに結論は出せない。特

区申請だとか色んなものそれだとか運輸局との関係

があって難しいというようなことも含めながらこれ

もまた段々答弁変わってきてトーンダウンしている。

これについてさっぱり触れておりません。公共交通

対策の中で、これについてどうなったのか伺いたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：イの問題については

総合行政対策の個別の問題についてはよろしいので

すか。 

 それでは公共交通対策の関係につきまして３月ま

でに結論を出すと申し上げました。この公共交通対

策につきましては現在猿払村が協議会を作って、ま

た稚内市が協議会を作って路線の変更等の問題等に

ついて考えているところでございます。猿払村とい

たしましては一応結論は出たと、出ているというふ

うに考えているところでございます。ただ稚内市と

の広域的な問題がございます。従って稚内市がまだ

その結論が出されていないということから３月まで

に総合的な結論が出せなかったということにありま

す。それが結論が出れば即そのあり方についても進

んでいくものというふうに思います。公共交通機関

の問題につきましては現在進行中のものというふう

に考えているところでございます。進行中というこ

とは稚内市の問題もございます。今だ結論の出てい

ない部分がありますけれども含めて具体的に方針を

示したいと思っておりますが他に天北線路線の代替

バス促進協議会の見直しも考えなければなりません。

協議会の内容如何次第で運行、各事業者の関係につ

いても問題は出てくることが想定されますが、個人

情報の関係もありますのでこの公的事業者の関係に

ついては個人情報の関係で発言は控えさせていただ

きたい。公的な場ですので発言は控えさせていただ

きたいというふうに思っているところでございます。

いずれにいたしましても通勤・通学の足、それから

保育所の子ども達の足、この部分については完全に

守っていかなければなりませんし、どのような稚内

市との広域的な連携によって進むのかということ、

それによって空白地帯がどうなるのかということに

ついても私達といたしまして実証を検証をいたしま

してやっておりますので一応その結論も出ていると

ころでございますので、一応そのような関係でこの

公共交通問題については引き続き取り組んでいかな

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。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：またそんなことで色

々な関係機関とどうのこうの調整がどうのこうの、

また同じことの繰り返しでまた新しい問題出てきた

天北線がどうのこうの、それは前から言っている公

共交通機関との活性化協議会とのやり取りがありま

すから承知しております。事務局段階での話しも聞

いておりますから事務局段階も一生懸命その可能性

について探っているということで努力しております

ので、あえてそれ以上は言いませんけれども、少な

くともこの執行方針の中にこれだけタクシーの問題

が課題として議会の中で毎議会こうやって上がって

提案されているにも係わらず一向に触れられていな

いその部分についてですね具体論が、村長だけが知

っていれば良いということではないのです。住民が

知らなければならないのですこれは、代議制ですか

ら私達が知って住民に伝えるという方法もあります

し色々です。それはやっぱり約束を守ってやってい

ただかなければ困ると。時間ありませんだから次に

いきますけれども、実はこの問題でタクシーという

のは何故これを提案したかというのは前も話ししま

した。地域が分散していると、年々高齢率も高くな

ってきております。高齢化で運転免許を持っていて

も、もう免許返上するそういう人達も実際出てきて

いるのですよ。それと実際的に返上しなくても切れ

たら乗らなければ良いのだということであげてる人

もいる。その数が実は掴めないと私も調べてくれと

いうことで実は要請しました。なかなかそれは難し

い調べるのに、そういうことでは非常に掴みにくい

のですけれども、６５歳以上の免許人口というのど

のぐらいあるか村長承知しておりますか。してない

とすれば私調べてもらったのですけれども２４０数

人いるのです。この中に実に毎年ですね５％ぐらい

づつは恐らく免許返上したり乗らなくなったりして、
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そしたら足の確保がないのですよ。鬼志別の町を活

性化しよう何て無理なのですよ。来る手段がないの

ですから、病院にまで来る手段がない、そういう状

況なのですよ。そういう状況を知ってからいいです

か、これから益々増えてくるからそういうことにき

ちんと対応しようと議会で提案しているのですよ。

それはやっぱり急がれるのですよ、急ぐのですよ。

だから何としてもやるのだという村長の意気込みが

なければ進んでいかないと思います。その意気込み

を示していただきたいということです。今一度答弁

。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：この公共交通機関、

確かにその免許の返還に伴った形の中でのタクシー

の問題等の部分についてはやはり重要な問題である

というふうに私は考えております。そういう形の中

で運輸局との相談の中ではタクシーという問題につ

いては非常に難しい。しかしデマンド交通という形

の中での予約制の部分についてはこれはタクシーと

同じような扱い方、予約すればその時間帯に行ける

というような状況の中で問題を解決しようとしてい

るわけでございますから、私は実際にそういう問題

の中で対応を図って十分いけるというふうに考えて

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）：デマンド交通がどう

だからとよく解らないです。カタカナ語を使われて

もよく解らないから、出来るのであればそういう方

向で何だかんだタクシーという名が付かなくても良

いです。ハイヤーでも何でも良いのです。そういう

足の確保をする手段を聞いているのであって意気込

み聞いているのでデマンド交通がどうだのこうだの

と私に言われても解らない。恐らく住民の方に言っ

ても解らないでしょう。そんなことでこれについて

はもう本当に頑張ってやっていただきたいなという

ふうに私は思います。そういうことでこれは前提と

してはもう本当に頑張ってやるというそういう考え

方で答弁だったというふうにして理解してよろしい

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。 

 この関係の内容につきましては実証実験をした後

にさるふつ広報等で周知をしているところでござい

ますので、村民の皆様につきましては広報等を見た

方につきましては十分お分かりのことというふうに

思っております。そういう状況の中ではやはりやる

と、していかなければならないと、やるというより

もしていかなければならないという考え方に私は立

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）：していかなければではなく

やるか、やらないか。 

○村長（森 和正君・登壇）：これは実際にやって

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）：それでははしょって

いきます。そういうことで村長の意見を聞いて安心

いたしました。何とかそういう方向で村長、みんな

議会もこれ協力していくはずと私はそういうふうに

思っておりますのでそういうことで是非頑張ってや

っていただきたいというふうに思います。 

次に指定管理者制度について随分昨日から話しさ

れております。それでこれについてはもうこれまた

色々これからも議論されるでしょう。しかし昨日の

議論の中でちょっと副村長との関係で捉え方で自治

法の捉え方でもすれ違いがあったということで地方

自治法に色んな部分で条例について指定管理者につ

いて云々というふうに言われております。しかしそ

の前に地方自治法というのがあって、地方自治法に

は法令に違反しない限り条例を制定することが出来

るという上位の条文があるわけです。それがあるに

も係わらず何故ここで指定管理者の部分だけで突っ

張るのか意味が解らないです。自分達が作った条例

でしょう。反省もないそれについては、自分達が作

ったのだから私はそういう条例は大事にして実態に

合わなければ止めるべきだし、実態に合うならその

ままきちんと使うべきだと私はそういうふうに主張

したのです。ところが余計なこと書きすぎたから削

りますとそんな格好では行政の姿勢として村長これ
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今一度お伺いしますけれどもまともですか。今一度

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）：指定管理者の部分に

ついては先程議員さんもおっしゃったように法律に

反しない限りどのような形でも条例を制定出来ると

いうことは昨日も申し上げたとおりでございます。

法律は法律としてそれからそれに付随する政省令等

については自由に私達は出来るものだというふうに

申し上げたつもりでございます。それは理解してい

ただきたいと思います。 

それと合わせまして指定管理者制度の問題ですけ

れども、この問題につきましても要するに今眞田議

員がおっしゃたように、法律に関係なく要綱で定め

たり条例で定めたり色々な規則で定めたり色んな各

全国の町村があります。そういう状況の中では単な

る告示をしているところだけでもあります。そうい

うことだけでも法律に反しないというような状況の

中では出来るわけでございます。従ってそのような

考え方の中で今回この度２年半前ですか、条例を制

定した時に議会で議決されていただいた問題につき

まして再度この件に関しまして、見直しを進めてい

かなければならない問題であろうというふうにも考

えておりますので、今後条例の見直し等含めどうあ

るべきかということにつきましても、議会と十分な

論議をしてまいりたいとこのように思っております。 

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）：あまりこの問題にこ

だわりたくないのですけれども、指定管理者のこの

部分だけで問題であれば私もあえて言わないのです

けれども、全ての事務事業に村長と議会とぶつかる

のが法律の枠を越えたものでは出来ません。法律の

制約があるからそれ以上のことは出来ませんという

答弁がしょっちゅうあるのです。ところが自治法の

１４条では条例を制定すると法律に違反しない限り

って通知通達は法律ではないのですよ村長、そこを

理解しているのですか。実は通達万能、通知万能、

判例万能主義、都合の良く良い方に考えれば我々も

そちら側にいた時にはこういう判例があるからこれ

は良いのではないかという判断でやったこともあり

ますそれは、それは事実でしょう。しかしそれは法

律でもない、法令でもないのですよ通知通達は、村

長その通知通達についてどう考えます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：法律の関係等につき

ましては十分私としては元々そういうような仕事に

携わっていた関係上、十分な認識を持っているつも

りでおります。従って政省令関係等については、ま

た法律関係についてもそれに触れない限り、この場

で十分な議論の中で良いものが出来上がるというふ

うに私は考えているところでございますので、十分

なその辺の私達の提案に対して議会と議論を深めな

がら進めてまいりたいというふうに思っている次第

でございます。 

○議員（眞田勝也君）：通知通達は法律なのか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変申し訳ございま

せん。 

 通知通達というものにつきましては、やはり法律

に基づいた法律が常に詳細に書かれているわけでも

ございませんし、それに基づいた形の中でのやはり

中央官僚が事務的な内容をこうするああするこうす

れば良いのだというような一つの指針であるという

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）：その前提に立った形

で今後議会運営も村長お願いしたいと思います。勘

違いしていってしまうと通達があった通知があった

判例があったから、それは法律に等しいのだとそれ

は違う全く、法律でも法令でもない。それをかたく

なに守る必要ないのだと、それが村長の言う地方分

権であり自治権である。地域主権である。必要なも

のはやはり条例にきちんと謳っていることの地域主

権、村長の言うとおりだと思うのです。私やってき

たこと間違いないと思います地方分権というものの

考え方では、そのあたり意識していただきたいとい

うふうに要望してこの部分で終わりたいと思います。 

 それと次に国際交流に入らせていただきます。 

 実は国際交流も言ってみれば過去にオジョールス
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キイ村との交流がありました。これはインディギル

カ号の慰霊というような部分での端を発して、年々

規模が大きく拡大されて異常な経費がかかってそう

いう部分での批判というような部分ではやはりもう

ある程度自粛すべきだと、金のかからない国際交流

ということで学童交流に切り替わっていったという

ような事実もある。私も学童交流、金のかからない

そういう国際交流を押し進めていくべきだという部

分では全くそのとおりだというふうに思いますし、

村長は出向くことも考えているというふうに、これ

は前にも同僚議員からこういうこの国際交流につい

て質問されております。しかしこれについては、村

長は明確な形で答弁がなかったように記憶しており

ますけれども、これについてこれから本当に一定で

もこれを再開するという意識があるかどうか。これ

についてお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 国際交流関係でございますけれども、国際交流サ

ハリン州オジョールスキイ村との友好交流をどうす

るかについてでございます。このまま休止状態にし

ておくことには締結した以上は出来ないというふう

に判断しているところでございます。従いまして締

結する時には向こうから来ていただいて猿払村で締

結をしたと、従って今回休止の関係をどうするかと

いう問題についての関係につきましては、こちらか

らやはり出向いて行ってその関係を調査してやはり

関係市に話し合いをしなければならないというふう

にも考えているところでございます。一応この部分

につきましては小山内議員さんからの人材交流国際

交流というような問題も出されているところでござ

います。その部分について重複する部分もあります。

これは一応今オジョールスキイ村というものはコル

サコフ市に属しているというような状況になってお

ります。要するにコルサコフ市オジョールスキイス

コエ郡という郡が付いておりましてオジョールスキ

イ村というふうになっているところでございまして、

全てコルサコフ市から役場・人材・村長等が行って

いるというような実態があります。そういう実態を

考えますと単なるオジョールスキイ村と交渉すると

いうことにはならないというふうに考えます。やは

りコルサコフ市と交流というよりも協議をしなけれ

ばならないという問題があります。従いましてこの

関係について当然機会をみて今年中に、今年度中と

いうよりも早めに時期をみてコルサコフ市に出向い

てそういう結論を出さなければならない時期にきて

いるというふうに考えているところでございます。 

以上、簡単に申し述べておきたいと思います。ま

た、小山内議員さんの国際交流の問題についてその

部分については若干具体的にまた話しをさせていた

だきたいというふうに思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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。そう

いうことでオジョールスキイ村が色々な情勢でコル

サコフというのですか、そこに変わったのであれば

そっちに対象にやっていただきたいし、さらにオジ

ョールスキイだけロシアだけが交流の場ではないと、

中国もあると色々な交流の仕方があると、しかしや

はり基本的には人間対人間の交流であって、あまり

経済的な交流というような部分では私は望んでもい

ないし、そういう部分をはっきりさせておきながら

実はこれは今年の１月の１１日なのですけれども道

新に「ロシアへの愛、猿払発」というのが実は載っ

ておりました。この猿払村の松井さんと名前言って

はいけないのかもしれないのですけれども、その方

がですね、きっかけがやっぱり学童交流から自分の

気持ちはロシアとの色んな交流の中で興味も持って

今モスクワかどっかに行っているのですか、どっか

その近くに行っているのでしょうね。非常に感動し

たのですけれども、これも一つの交流の成果だと思

うのですすごい、しかし良いものは段々なくなって

いくと猿払村の風潮があります。悪いものなくして

も良いです。無駄なものはなくしても良いし摘みと

って、しかしこういう良いものは何故なくするとい

う部分では私にはちょっと疑問なのです。是非やっ

ていただきたい。それとですよ、全部が公費でとい

うような部分では、賄えないとしたら若干の負担も

これはやぶさかではないのではないだろうかという

ふうに思いますし、それと合わせて国際交流協会と
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いうのがあるはずですねこれは猿払村に、そういう

所とタイアップしながら村長、話し合いをしながら

今後そういうことを多面的に協議をしていくと村長

１人でなく、そういうことを約束いただけるかどう

かはまず第１点の質問。それで２点目は教育の執行

方針を読んでの国際交流というような部分では言葉

一行か二行では表現されてはいるけれども、実はこ

の部分については何の表現もないと、殆ど生涯学習

だとか学校教育についてはこと細かに書かれている

のですけれども、生涯学習・国際交流というような

部分についてはどんな押さえをしているのだ。極め

て疑問なのです。これについて教育長からその部分

についてはお答えいただきたい。村長１点と教育長

１点。 

○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。 

 国際交流サハリン州のオジョールスキイ村との交

流がなくなったことにつきまして学童交流がなくな

ることにつきましては、大変私達も残念に思ってい

るところでございます。従いまして事情は何故この

ような状況になったのかという事情につきましては、

やはり日本の国の合併問題とサハリン州というより

もロシアとの管轄区域の合併問題この後ちょうど時

期があったというような状況にあります。そういう

状況の中で、やはり双方交流が出来なくなったとい

うことが一つの要因として大きな要因として上げら

れます。そのような状況の中で私としては非常に残

念だというふうに思いますけれども、やはりこれら

につきましても出来るだけ経費のかからないような

形の中での国際交流というものも当然進めていかな

ければなりません。サハリン州ばかりでなくしてや

はり今は中国研修生・実習生も来ていることでござ

いますし、中国との国際交流ということも視野に入

れなければなりません。また、国際交流ばかりでな

くして日本の先進地との交流というものも入れてい

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。私は始めからこれは読売新聞の記者

から言われたことなのですけれども、市町村・行政

は絶対経済交流をしては駄目だよと、必ずこれはロ

シアだけの問題ですよ。当時はモスクワです、ソ連

です。これは絶対経済交流をしては駄目だよと、必

ず問題がおきますよと、従って私はそれをだいぶ以

前に聞いた話しでございますけれども、やはり友好

交流を優先的に進めていくということが大事なこと

だろうと、それによって交流した人達が視野を広げ

ていけるというような考え方、それによって子ども

達・学童交流の子ども達がどのように海外を視察し

た形の中で変わっていくのかということが問われる

問題であろうとこれは即交流したから、即繋がると

いう問題ではございません。先程、議員さんもおっ

しゃいましたようにやはり将来大きくなった時に国

際的視野感覚がどう変わっていくのかということが

やはり大きな問題だろうというふうに思っていると

ころでございます。従いまして、経済交流は別とい

たしましてもこれはサハリンの問題ですけれどもロ

シアとの問題ですけれども経済交流は別として、友

好交流等についてもし出来るのであればまた進めな

ければならない問題かというふうにも考えますし、

ただ非常に今オジョールスキイ村との内容等につい

ては厳しい実態にあるというふうに聞いております。

ちょっと時間長くなりますけれども要するに何故こ

ういうふうになったのかということについてはサハ

リン２に影響している部分が大きくあるというふう

に考えられます。要するにサハリン２、今のアニワ

湾からパイプライン、それからタンカー輸送等はア

ニワ湾から出ているわけでございます。この湾につ

いてはオジョールスキイ管轄なのです当時は、それ

を恐らくオジョールスキイ村をコルサコフ市に抱き

込んでそれらの管轄区域を全てコルサコフにしてし

まったというようなことが一つ大きく考えられる要

因ではないのかなというふうにこれは考えられると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：今国際交流の関係

でその抑えとまた生涯学習との関係なのですけれど

も、先程眞田議員さんからのお話しもありました名

前出したらあれなのですけれども、猿払の中学校拓

心中学校で国際交流した部分それは非常に私も感銘

を受けておりまして教育委員、事務局ではなくて教
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育委員さんの中でも国際交流の部分って続けば良い

よねと話しはしていまして、非常に私も勇気付けら

れたというふうに覚えています。ただ非常に眞田議

員さんと同じように残念ながら諸情勢の中でどうや

ったら自分もですね、子ども達も大人の部分も含め

てチャンスが少なくなったというのはちょっと残念

に思っているところでございます。それを先に申し

上げておきたいと思います。後、今のそういった中

で今の中学生の部分についても国際理解教育という

中では始まっているのですけれども、当然それは誰

も平和で公正な世界になっていながら私達の実際の

地球というのは戦争とか貧困とか開発とか差別とか

人権とか環境問題とか色んな問題があると、それを

子どものうちから世界の現状を知ってもらうと、そ

れと課題こういう課題があるのだよと気づいてもら

ったり、そして自分に出来ることを実行するという

のが国際理解教育という形の中で進んでおりまして、

そういった中で今までのオジョールスキイとの関係、

また中国人研修生との関係もやらせてもらっている

ところでございます。また、社会教育の生涯学習の

関係なのですけれども、生涯学習の関係では何かを

学びたいと思った時に誰でも・いつでも・どこでも

・どんなことでもいかなる形でも学ぶことの出来る

環境というのが必要だということで確かにそういう

中で、生涯学習の中でも出きればそういうチャンス

を与えたいなとそういうふうに思っていますのでよ

ろしく理解お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：教育長には通告のな

い部分で、ちょっと生涯学習については聞くつもり

はなかったのですけれども、そういう一連の流れの

中で国際交流という部分ではやはり協調したものの

考え方でやっていかなければ村長部局だけで学童交

流やります、教育委員会そっぽ向いていたってこれ

しょうがないことですね。同じことでタイアップし

てやらなければいけない。 

 それと村長、先程言うに経済交流という部分を先

にそれありきでの発想ではやっぱりＮＯなんですね。

やっぱり私もそう思います。ただ経済的な交流につ

いても自然発生的に出てくれば一番良いことなので

すね。だからそういう部分でやっぱり私全くそれ期

待していないかと言うとやっぱり期待せざるを得な

い部分もあるということでこの問題については押さ

せておきたいと思います。ただやはり出来るだけ早

くこれについては私も目覚めました、こういう人も

いるのだ、こういう子どももいたのだ、それに感動

しましたし、また新たなこういう子どもたち育って

くれれば良いなというふうな願いを込めながらこれ

については終わりたいと思います。 

 それで次に水産業対策になりますけれども、これ

あまりにも範囲が広すぎて何を聞いて良いのかと悩

んでいる。非常に難しいのです。しかし、今やっぱ

りなかなか消費が低迷しているという状況の中でこ

れは牛乳も同じ、帆立も同じというようなことで極

めて今はうちも厳しい状況におかれているのです。

であれば村長もここで１０ページに書かれておりま

す。漁獲量だとか生産体制、販路を維持していく、

これはなまらはんかなことで言ってみれば加工屋さ

んが加工した物を一次加工で販売これは当然のこと

でしょう。しかしやっぱり村の職員もセールスマン

になるべきだと私は思うのです。夕張は失敗例とし

て財政破綻しました。しかしあそこの夕張市の職員

は名刺に皆夕張メロンのセールスマンをやっており

ます肩書きを付けて、夕張農協のブランドになった

と、夕張メロン味は大した変わらなくても一般のメ

ロンと比べて何倍もする。これも一つの方法だと思

うのです。だから前にも問題提起しました。やはり

名刺の裏に猿払村の職員なんだ。帆立をやっぱりセ

ールスするぐらいのことをやろうよと、それを問題

提起は村長にしたのですけれども、それは職員にそ

ういうこと強制出来ないということで終わられたの

ですけれども、まだ未だまってそういう考え方でい

るかどうかそういうことで職員共々一生懸命やろう

という意識はないかどうか。そこをまず第１点伺い

たい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然、今の経済状況

からいたしまして酪農・水産業等非常に厳しい実態

にあろうかと思います。今の経済情勢からいたしま

しても世界・日本含めましてまだ相当かかるだろう
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と安定的な経済になっていくには相当時間がかかる

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。そういう意味におきまして日本のうち

のブランドにつきましてもそういう基本的な考え方

に立った形の中でのセールスをやはりやっていかな

ければ各漁業協同組合、また加工協と色々と相談を

しながらやはり当然都心に行って売って出店を開い

て売る、またデパートに出店を出すというようなこ

とも当然考えていかなければならない問題であろう

と、行政サイドとしては私としてはそのような考え

方も持っているところでございます。以前に西武の

百貨店の方に行って出店した経過もございます。そ

して何年か後とぎれたということもありますけれど

も、再度やはり今の状況の中では猿払村のブランド

知っていただくということが大変大切なことであろ

うというふうに考えますので、東京都心等、周辺等

に出向いてやはりそういうＰＲもすることも必要で

ございましょうし、また売ることも必要でございま

しょうし、また職員が独自に名刺にそのような帆立

のマークを入れるだとか、猿払村のマークは入って

おりますけれども帆立のマークは入っていないとい

うのが多くあろうかというふうに思いますけれども、

猿払村のマークよりも帆立のマークを入れた方がか

えってＰＲに繋がるのではないのかなとこのような

考え方を持っておりますので、そのような方法で職

員共々十分な意見交換をしてまいりたいとこのよう

に思っておりますので一つその点につきましてもご

理解を賜りたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今ネット販売だとか

色々な方法もありますので、メールアドレスの番号

入れたり色んな形で表現出来るはずなのです。名刺

一つにとっても、発想を変えてその辺り取り組んで

いただきたい。実は私も個人的に北海道の仲間に呼

びかけをしてそばの全国大会が全国の祭典があるわ

けですけれども、それにはこの２年連続して猿払村

の帆立を持って帆立の貝柱のかき揚げを作って向こ

うでＰＲしようと一生懸命やってます。また今年度

ですか、組合さんに協力を願ってまた一生懸命やろ

うとそんな約束もされております。そんなことでや

っぱり普及、ブランド化に向けて一生懸命頑張って

いただきたい。 

それと次に数年前に私一般質問しました。猿払村

で生産された元貝というのが５２％は村内、４８％

が村外に元貝がまわっているこういう状況の中でも

う少しこれを村内で加工、付加価値を付けて出して

いくこれは今一次に終わっているものを二次、三次

という形で付加価値を付けて雇用創出してそのブラ

ンド化にさらに磨きをかけていくという取組みも必

要だろうというふうに提案しておりますけれども、

一向にその気配がない。これは色んな難しさがある

でしょう。しかし、トップリーダーとしてやはり組

合と漁協さんと腹割って話し合いをして協力要請を

していくということで道は開けてくると私は思うの

ですけれど、本当に村長そういう思いにならないか

どうか。お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然４８％村外に出

ているということにつきましては非常に地産地消と

いう観点からいたしますと非常に問題が大きいのか

なというふうに私は考えます。従ってやはり村内に

加工場の誘致ということも考えていく必要性という

ものもあろうかと、そして村内で消費すると、地産

地消を行うというようなことも必要かというふうに

思います。そういう部分につきましても、十分組合

と漁業協同組合様と協議をいたしまして付加価値を

高めていく方法、ここで加工が出来なければ何とか

付加価値を高めていく方法等、それらについても協

議をしていくよう頑張って努力してまいりたいとい

うふうに思っており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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村は基幹産業として

は大きくは水産・農業というのは大きな二第基幹産

業があるわけです。そういった部分でそれをどうブ

ランド化していくかというような部分では非常に頭

の痛いところで、今言った方法で村長、十分努力し

て腹を割ってお願いしていくしか方法ないと思うの

ですよ。何とかというような部分でやはり理解して

いただいてそういう方向に持っていくというのが今
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トップリーダーに課せられた課題だというふうに私

は思います。それと酪農については通告しておりま

せん。しかしこれについては今デパート何か行くと

キャラメルというのがあるのですね。何だかキャラ

メル花畑牧場と言ってたやつ、この前旭川でちょっ

と出向いて西武の地下に行ったら行列が出来てるの

ですねその部分だけ、その店舗だけ行列なので後が

ら空きです。夕方だったですけれども６時過ぎに行

ったのですけれども、やはり牛乳と肉の館これをど

う展開していくかということに繋がっていきます。

やはりそういう発想を変えてそういうものに向かっ

ていく、行政がリードしていくという形は絶対必要

だと思うのです。これは通告しておりませんから要

望に変えておきますけれどもこれ是非やって下さい

本当に。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：酪農の牛乳の関係で

ございます。これもやはり一つのブランド化された

ものだというふうに私は当然考えております。私た

またま兄弟とか子どもが東京におりますので東京に

送る機会がたくさん去年送りました。そうしますと

今まで例えば５０年間牛乳飲めなかった者が猿払の

牛乳だったら飲めると、ずっと毎日飲んでいるとい

うような結果もありました。返事が返ってまいりま

した。それと合わせて新宿の私の娘のいる個人的な

ことを言ってこれは大変おかしな話しですけれども、

新宿の前の大きなホテルありますけれども、そこに

たくさんの人が集まっているわけですけれども、そ

こにもたくさん買って送りました。そうしますとこ

れが牛乳かと言われるような感覚、都心の人達はそ

ういう感覚なのですね。従って牛乳とはこういう物

かと改めて知ったと、要するに水臭い牛乳しか飲ん

でいないのですよはっきり言いまして。やはりそう

いうものをどんどんブランド化して送るという努力

は私は今回初めてそういう都会の人達の感覚を知り

ましたのでそういう部分につきましても、これから

牛乳と肉の館とやはり協議をしながら販路を作るよ

うな流通系統を作るよな形の中でやっていければな

とこのような希望的観測では今ではございますけれ

ども、やりたいというふうな考え方を持っていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことでこれ

はこと急がれるのです。今すぐからでもこれをやっ

てもらわなければいけない。そういうことで職員の

理解も得なければならない今のセールスマン的な発

想でやるとすれば、そういうところを早めに手立て

してとにかく早くに対策を打っていただきたいとい

うふうに要望しておきます。これについては終わら

せて。 

 次に商工業の対策についてお伺いしますけれども、

やはり今稚内の市街地も言ってみれば離れた所にア

ウトレットだとか、車で来て何と言うのですかね、

猿払村でも随分行っている私も当然行きます。消費

が殆ど稚内に向いているというのが過言ではないく

らいの状況になっておりますけれども、そこの中で

商店街の生き残りをかけるというのは大変なことだ

ろうというふうには思うのですけれども、さらに拍

車をかけているのが何と言うのですかさびれゆく商

店街に拍車をかけているのがやっぱり足がない、や

っぱり集落が点在というもうこれは致命的な地域状

況なのですね猿払村にしてみれば、８つの集落に点

在されているというような分で、各々の地域が商店

の何店も持ってそこで経営していけるという状況で

は到底あり得ないし、鬼志別だけに限って言っても

無理な状況だと、そういったことで村長はここで生

き残り策云々と書いておりますけれども、体制づく

りってどんなこと考えているのかお聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：商工業対策について

お答えしたいと思います。 

 眞田議員が言われるとおりで内容等についてはそ

のような理解をしているところでございます。今は

地元の商店街でどの程度買い物をするか、高齢者の

一部ではないかとそう想定いたします。食品でもコ

ンビニだけでという人が多いのではないでしょうか。

最近の商店街の経営が伸び悩んでいる声が久しい今

日ですが商店街自体がすたれてしまいます。そんな

村民の心配以上に店主の人達にとってはもっと深刻
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であるというふうに考えます。購買者である村民の

私的自由権利を犯すことはこれは出来ないわけでご

ざいまして、近隣の大型店へ行って一度に買い物が

済んでしまうという現象が進んでいるのが実態であ

ります。購買者には利便性が良い、これを制約する

ことは無理なことであります。執行方針で示したよ

うなことをする以外にはないというふうには考えま

すけれども具体的にやはり有識者・異業種間・商工

会と商店会・経営者・行政を交えたこれら戦略会議

を作ってどうすれば良いのかということをきちんと

考えていか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。要するに他の地域でも

同じようなことが言えると思います。やはりそうい

う地域でも戦略的中心市街地、商業等の活性化支援

事業というものを戦略的にやはり考えてやっている

というような状況にもあるわけでございます。そう

いう状況の中で地域の中心市街地が地域の経済及び

社会の発展に果たす役割の重要性に鑑み、近年にお

ける急速な少子・高齢化の進展、消費者の生活のラ

イフスタイルの変化等の社会経済情勢の変化に対応

した形の中でこのような戦略的な考え方を持った形

の中で、やはり臨んで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。今回始めて

商工会の方からその動向調査としての一貫としてプ

レミアム商品券のこれは地域通貨と言っても良いで

しょう、が出されたわけでございます。これはまち

の特色を生かした戦略消費動向の調査を確実にやは

り押さえ、そして対策を講じるこのような考え方し

か今はないであろうというふうに思います。従いま

して消費者の意識というものをどう考えるかという

ことがやはり大きな問題であろうかというふうにも

思います。そういう状況の中でしかるべき措置をや

はり重要な問題として位置付け取っていかなければ

ならないと思います。例えば鬼志別地元商店街に商

店が１軒もなくなったというふうな実態がないとも

これは将来限らない。そのような実態になった場合

にどうするのかということを考えた時には非常に地

域として果たして成り立っていくのか、経済的に成

り立っていけるかということが大きな問題として考

えていかなければならないことですし、それに対応

する対策をやはり今講じていかなければ将来心配さ

れるというようなこともありますので、その部分に

ついて十分検討を重ねていかなければならないとい

うふうに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）：商店街というのはで

すね、偉そうなこと言うわけではないのですけれど

も、単なる買い物をする場所ではないというふうに

私はそういう位置付けではないのだというふうに理

解しているのです。やはり住民の生活している拠り

所として若干の賑わいがあって、色々な住民同士の

コミュニケーションも図っていけるのだというのも

昔で言えばそういう言い方になるでしょう。しかし

あまり猿払村は大きいでかい企業が入ってきて店舗

を開設するなんていう状況にもないですから、やは

りやれるとしたらそういう所、賑わいはやる気にな

れば出来るという気がするのです。その方法は何か

と言うと村長から具体的に今何もなかったのですけ

れども、やはり過分するだけではないのです。そこ

でいっぱい職場の帰りにコップ傾けて仲間と色々な

話しをしてコミュニケーションをとったり、それと

他の地域からタクシーを利用してきてこういう鬼志

別に集まってきて一杯飲んで色んな地域間の交流を

していくというようなことも大事な要素なのですよ

これ、だから私はタクシータクシーってこだわるの

そこなのです。今火消えたみたいじゃないですか鬼

志別、どこからも来ないですよ。昔、随分鬼志別に

浜鬼から来たり知来別から来たりで浜猿から来たり

で随分鬼志別結構賑わったのですよ。今全くないで

すよ、何故ですか、良くないことですけれどもやは

り全く酒を飲んで車なんて運転したら大変なことに

なるわけですから、やっぱり足の確保がなければい

けない、来れないのですよ賑わいっていうのは作れ

ないのですよ。私はそう思うのですけれども村長の

考え方はまず１点聞いておきたい。それと合わせて

昼を挟みますから先に聞いておきます。これからは

土木・建設事業のみに係わらず異業種部門に変換を

求めていく、そういう必要性が村長謳っております。

そのとおりだと思います。そういう社会情勢の変化

を的確に捉えて適切な処置を講じていく必要だとい
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うふうにその場合その時に行政の支援も惜しまない

というふうになっておりますけれども、具体的にで

すね然からば何を指すのか、今異業種交流というと

農業に道を開いたり、色んなもので模索をしており

ます建設業者も道内でね。しかし成功例はあまりな

いというのが実態だというふうに聞いております。

村長はそしたらこういう部分では異業種というよう

な部分ではどういうふうに展開して何を今頭の中で

描いているか。あるとすればお答えいただきたいと

思います。この２点についてお伺いしておきたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：午前中の質問に引き

続きお答えを申し上げたいと存じます。 

 まず１つは地域間交流というような形の中での問

題等についてはなかなか難しい問題があろうかとい

うふうに思いますが、やはり私といたしましては広

域連携の中におきましてこういう形が質問のような

形が出来ないかどうかやはり町村会等の席上の中で

話しを進めていくような考え方を持っているところ

でございます。特に賑わいという問題がご質問あり

ましたけれども、勿論賑わいということは私も以前

から考えてきたことでありまして、何か商工会・商

店会でそれらの賑わいを考えていただけないかとい

うことを思っていたところでございまして、これら

につきましてもやはり商店会・商工会と協議しなが

ら考えていきたいというふうに思いますし、またこ

れに附帯した形の中で水産業の関連の方々、酪農業

の関連の方々にもついても、これらの賑わい要する

に一つはイベントいうふうに考えてもよろしいかと

思います。ミニイベントと考えてもよろしいかと思

います。やはり賑わいというものは、商店街にとっ

て一番最も大切な要素を持っているものだろうとい

うふうに思っているところでございます。それによ

って商店の活性化なり地域の活性化なりに繋がって

いくものだというふうにも考えているところでござ

います。また異業種の関係の交流につきまして何を

指すのかと特に考えがあればということでございま

すが、このような経済状況でございます。やはり今

の土木・建築・その他給排水水道等の業者につきま

してはこのままで良いのかということについてはい

ささか疑問を感じるところでもございますし、業種

によってはまるっきりない仕事もあるわけでござい

ましてそういう状況の中では企画・立案何らかの形

で業者については考えていく必要性があろうかと思

います。その中におかれまして特に今考えられてい

るのは豊富町でエゾシカの駆除等をやっていて食品

化されているというようなことがございます。その

ようなことで猿払・浜頓別・豊富町まで持っていく

には商品化にはならないというような状況から猿払

・浜頓別連携した形の中で、それらの商品化に向け

てどうだろうというようなことが一つ課題となって

くるものだろうというふうに思います。また、先程

も申しておりましたけれども、水産物の付加価値を

やはり高める産業にも進出していくこともまた一つ

の方策ではないのかなというふうに思いますし、ま

た年を明けましたから前年度じゃがいも等がやはり

村内で数多く採れていたと、そして商品化にかなり

良い商品が出来上がったと、要するにこれらについ

ては温暖化現象によって十勝の方では温暖化のため

にじゃがいもが商品化にならなくなってきていると

いうような実態からこのような地域、比較的北海道

も寒い地域でのじゃがいもの生産というものも視野

に入れていく必要性もあろうかというふうに存じま

す。草地にならない遊休地を利用した形の中での土

地の利用ということも考えていく必要性もあろうか

と思います。また、石炭の露天掘りというものも考

えていかなければならないのではないのかなという

ふうにも一つとしては思っております。これらにつ

いては今石炭につきましてもかなり高い値段で売れ

ると、輸出については非常にコストがかかるという

ような部分もありまして、火力発電等にまた暖房用

タンク等に適しているというような形から、また石

炭から出る灰についても今まで産業廃棄物というよ

うな形になっておりましたけれども、そういう形で

はなく十分処理出来るというような技術が開発され

ておりますのでそのような形にはならないという形

になっているところでもございます。また、温暖化

に伴って若い森林の整備というものも必要かという

ふうにも存じますし、それから発生する除間伐材こ
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れにつきまして進出していく必要性もあろうかとい

うふうにも思います。それによってペレット等を作

った形の中でバイオマス等の対応も考えていかなけ

ればならないというふうにも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色々な試行錯誤

を重ねた中においては色々なものに進出することが

出来るのではないかというふうに私は考えます。た

だ、このようなことを言っては大変失礼な言い方か

もしれませんけれども、やはり執行方針の中にも書

いてありますように「気づき」という言葉が書いて

あると思いますけれども、何をするか気づくかとい

うことを考えていかなければならないのではないの

かなというふうにも思っているところでもございま

すので、その点につきまして一応例をちょっと上げ

させていただきましたけれども、そのような方向で

進めればこのような戦略、市街の地域再生、村の地

域再生ビジョンを作るための関連プロジェクトとい

う形の中でのやはり素案も出来上がるのではないの

かなというふうな関連性も持たせられることも出て

いるというふうにも考えられますのでその点につき

ましてご理解賜れば幸いと存じます。 

 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）：商店街の活性化等に

ついては賑わいというのが一つの昔からの、そうい

うことで広域的に云々というような部分では求めて

いないです。猿払村で今鬼志別の中心市街地として

どうあるべきかというのもの早急に検討していくべ

きであろうと私はそういうふうに思いますのでそれ

は今当然今言うような先程午前中にやりましたけれ

ども、賑わいを求めるのに足の確保というような部

分、交通手段がないのだということはそれを私強調

しているのです。そこをやっぱりきちんともう一度

そこをお伺いしたいし、それがない限り賑わいは作

れないよと私は極端な言い方ですがそういう言い方

をしているのです。まずそれを１点。 

 それと今、異業種というような部分で村長は色々

な考え方述べられましたけれども、色々あるでしょ

う考えれば、しかし実現出来る部分今何があるのだ

ろうか。この村長の残り数ヶ月の間で本当にそんな

こと夢みたいな話しをバラバラ広げたところで出来

るわけがないのですから、今取り組めるものは何な

のかというものは具体的に考えてやっぱり出してい

くべきだろうと、特に私も商工業対策の中で建設業

というような部分では以前から公共事業の削減と借

金を減らす村の財政方針によってこれは縮減せざる

を得ないとこういう状況なのですよね。これはやっ

ぱり公共事業で全て賄っていけるかというと限界が

あるというような部分ではその方針はそのとおりだ

と思うのです私も、しかし必要な最低限度の事業は

やっていかなければならない、これは当然のことで

す。その限られた財源の中で何をやるかというのが

公共の考え方ですから、そういう仕事のない時には

こういう異業種というような部分で色んなことをや

っぱり生き残りも考えていただかなければならない。

先程村長が言った「気づき」気づいてないですよは

っきり言って建設業はまだ、であれば具体的な支援

策も含めて特に建設というような部分で前にも提案

していますよ議会で、話し合いするべきではないか、

厳しさも分かってもらうべきではないですか。自ら

そういうことに取組んでいくという姿勢は現状を知

らなければ対策も打てないよということを私言って

いるのです。そういうことで特にこれについては頑

張ってそういう方向でいっていただきたい。これに

ついてはいいです、答弁いいです。そういうことで

理解していただきたいなというふうに思いますので。 

 それともう一つ具体的に村長は支援をしたいと、

そういう異業種の部分で支援策もやっぱり示してい

くべきだと思うのですこれは。これは一つだけやっ

ぱり答弁いただきたいのですけれども、早急にこれ

話し合いをして建設業とも色々な話しをしてどんな

可能性があるのかというような部分、職員も一緒に

なって知恵を出して話し合いをして支援策を具体的

に打ち出していくということが必要なのです。いつ

までも必要だ必要だと言っていて対策は何もなされ

なかったら何年かかっても同じですから、その意気

込みだけちょっと村長お聞かせ。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先般も建設協会の総

会という形の中で私出席させていただきました。そ
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ういう状況の中で色々と短時間ではありましたけれ

ども皆さんのお話をちょっとお聞かせ願ったのです

けれども、やはり協会とこの問題については色々な

多面的に渡って多様性のある問題であるというふう

に思いますので、十分協会の方と連携を密にしなが

ら発展性のある内容のものにしていくにはどうすれ

ば良いのかということについて検討を重ねていきた

いというふうに思っておりますのでよろしくその点

ご理解願いたいと思います。 

○議員（眞田勝也君）：具体的に日程決めて。 

○村長（森 和正君・登壇）：日程等については協

会の方達が集まる日程であれば即それは出来るとい

うふうに思います。何月までということには相手が

あることですからそれはちょっと無理なことだろう

と思いますけれども、出来るだけ多く集まる時にそ

のような問題提起をさせていただきたいなというふ

うに思っております。 

 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）：そういうことでした

ら早急にその対策を望んでいきたいと思います。 

 次に観光振興対策についてでございますけれども、

やはり色々な課題は村長浮き彫りにしてきておりま

すので、ただやはり私も同じ考え方でいるのです。

滞在型観光という部分では通過型ではあまり意味を

なさない、経済効果も出てこないという部分でここ

で情報の交換等を村民を主役を努める水先案内人と

いうように表明されておりますけれども、これはボ

ランティアで他の観光地域でも観光案内人何ていう

ような部分で、私らも産建で色々行政視察何か行っ

た段階でもそういう人があちこちにいるとそんな状

況ですからうちらもあれば良いなと、そんなことを

具体的にすぐやろうとしているのか。村長は必要と

存じますということでやるとは言ってないですね。

だからその部分が一つ第１点。 

 それと主権者である村民が気づくことによって先

程も言いましたから、それによって大きく転換して

いく体制づくりが求められていると、その体制づく

りというのは観光協会も含めてどういうことなのか

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）：お答えいたします。 

 今、観光協会、村の観光協会も一新する様相を呈

しております。そういう状況の中でやはりこれらに

ついて十分なやはり今までとは違った形の中での対

応を図っていきたいというふうに思っているところ

でございます。その中で当然水先案内人というもの

も必要でございましょうし、また村民の方達がボラ

ンティア活動ではないですけれども、水先案内人に

なっていただけるものであれば一番好ましい姿であ

ろうというふうにも思っているところでもございま

すので、そのようなことも含めた形の中で新しい体

制が出来た観光協会と十分連携しながら密にしなが

ら協議検討を重ねてまいりたいというふうに思って

おりまして、これはやはり具現化させていかなけれ

ば観光という問題はやはり廃れていくだろうという

ふうに思いますので積極的なやはり対策が必要だと

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）：観光振興対策の考え

方は十分理解出来るのです。しかし、今さるふつ公

園、ふるさとの家を含めてどういう形でやっていこ

うかというのは大きな課題を背負いながら、それに

は一つも触れられていない観光対策というのは本当

にあるのだろうかと、この執行方針を見てつくづく

そう思いました。今、整備が急がれるというような

部分で部分的には色々出しております。しかし、執

行方針の中には今後の方向として何ら示されていな

いというのは極めて何というか物足りないというか

そのような感じは受けます。しかしこれもやはり今

後の議会との調整を図りながらやっぱりやっていか

なければならないだろうと思いますのでよろしくお

願いしたい。 

 次に林道整備対策になりますけれども、これは村

長、林道じゃない林業対策というのなら分かるので

す森林整備対策だとか林業対策というの、何故林道

事業なのか、まずお答えいただきたい。昔、営林署

って営林事業って言うけれども、今森林管理という

部分に名称変わってきております。時代の流れを的

確に掴めば何故そういうふうに変えてきたのかとい
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うことになれば線路事業どんどんやっていくという

時代終わったのだよということを意味している。そ

れは理解村長されていないのではないかと、それと

道は林道の必要性は十分理解しながらも、今直接住

民福祉にこれが係わって大事なことなのかという優

先順位がそんなにあるのかというような部分が問題

なのです。従って道では一部を除いて休止というよ

うなことも何本かはっきり高橋はるみ知事は表明し

ております。それで事業効果色々あるでしょう。し

かし村長はＣＯ２が削減だとか云々とかって言って

ますけれども、実は林道を付けると２０ｍの幅で今

回何か３．５ｋｍやりますというと７００ｈａにな

りますね。７万ぐらいになりませんか。これはやっ

ぱり森林破壊なのですね一方では、これを森林でＣ

Ｏ２で換算しますと何十年もかかりますよ村長、そ

んなことでやはりもうちょっと慎重に考えていただ

きたい。それでその部分の見解と計画している林道

の植生状況、それと事業費がどのぐらいかかるのか、

受益面積がどのぐらいか、土地所有者と確約はどう

なっている。森林に資源の林道付けた後こうします

という確約どうなっている。ＣＯ２の削減効果の必

要が本当にあるのかどうか。これらのものについて

は改めてお聞きします。 

○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）：私の方から

今眞田議員の方からご質問がありました事業の内容

の計画概要について簡単にご説明を申し上げます。 

今、まだこれは支庁の方と協議段階のものでござ

いますけれども、おおよそ今計画しようとしている

延長については先程申し上げましたけれども３，５

００ｍ程度でございまして、それらを実際工事する

ということになりますと約事業費的には２億円程が

かかるのではないかというふうな見込みでおります。

これらについても村の財源的な問題もございますの

で、事業の実施については長期間に渡った中で最高

１０年間の工期をみた中で最高ですけれども、その

中でもって単年度の財源の節約というか負担軽減を

図ろうかなというようなことは考えております。後、

森林の状況でございますけれども、今計画しようと

している森林につきましては、針葉樹の面積が約１

６５ｈａ程ありまして、その他に広葉樹として９４

ｈａ程ございます。その中でまた人工造林というこ

とで植樹をしている部分でございますけれども、こ

れが３齢級以下というところでいきますと、概ね５

年１齢級として１５年生以下ということの樹木でご

ざいますけれども１３ｈａ程と、今後造林が見込ま

れるという所につきましては一応６１ｈａ程あるも

のという形で現状ではみております。受益の関係に

つきましては今のところ路線の中での受益について

は一所有者というような現状でございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：あえて林道整備対策

というような形をとったということにつきましてこ

の件につきましてはやはり総合的な考え方から林業

対策、また森林整備等の環境整備対策というような

考え方が望ましいというものであるのではないのか

なと、私としては林道整備対策というふうな形でタ

イトルを打ったということについては若干の内容等

に変化が生まれるのかなというふうに考えていると

ころでございます。また、効果といたしましては今

内容等にも課長が申しましたとおり、そのような内

容でございますので出来るだけ財政的に負担のかか

らないような形の中での整備を進めていきたいとい

うことが一つございますし、勿論のことＣＯ２吸収

の能力の高い森林を育てるということがやはり大き

な目的としているところでございますし、また先程

申しました当然森林を成長させるためには間伐をし

ていかなければならないということもございます。

その間伐材を利用したこれは産業廃棄物ですので、

それを間伐材を利用した有効利用を図っていくとい

うことが、やはり効果的にも求められることが出来

るのではないのかなとこのような考え方を持ってい

るところでございますので、やはり林業事業等につ

いてはやはり本来ならば５年程度で終わらせようと

いうような考え方だったのですけれども、財政的な

見地から考えると少しづつ延ばしてやってくれとこ

とを私自身指示したことも事実でございます。そう

いう状況の中でこの事業を進めさせていただきたい

なというふうに考えているところでもございます。 
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 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）：全く認められないし

私の考え今の答弁であれば、今説明受けましたけれ

ども全体で受益という範囲というのは１７０ｈａぐ

らいになりますね全部足せば、１７０ｈａのうち森

林整備という部分で一所有者が年間こういう形で占

用していきますという計画は具体的に持っています

か。 

○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）：今手元には

作業の内容についての資料がございませんので、後

ほどその内容についてご説明を申し上げたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の村長の話でいけ

ば全く公共事業のための公共事業なのです。事業の

効果がどう出るのかというの解ってないではないで

すか。１７０ｈａの受益面積で。それと今の森林所

有者が森林整備を林道つけたからってその周辺を整

備していくという状況にない、そういう体力がない

から森林組合も北海道の中で３つ、４つとどんどん

どんどん廃止していってるじゃないですか。そうい

う状況なのですよ。承知してその上での話しですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そういう上での話し

でございます。道との方と協議もいたしまして道の

方も中止をしているということも事実聞いていると

ころでもございますし、そういう状況の中で村とい

たしましても事業効果等を見込めるだろうという考

え方の中でやはりこの事業について進めてまいりた

いという考え方でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間がないからあれ

ですけれども、事業効果はどう見込めるのですか。

今解ってないのですよまだ、村長解っているのです

か、１７０ｈａで森林こうやれば雇用がどのぐらい

生まれて、森林整備ｃｏ２がどれぐらいそこで削減

出来るかという部分は言葉では簡単です、現実出し

て下さい数字を。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の言い方ではちょ

っとまずかったですね。それで言ってみれば村の財

政というのトータルで考えれば限られた財源ですよ

ね。その中で何を先にやるかっていう順序なのです

よ言ってみれば行政何ていうのは事業の選考の順序

なんです。今住民が何を求めてるの、何をしなけれ

ばいけないのかということを見極めてやるのがトッ

プリーダーという責任なんですよ。今そこでこんな

に２億円もかけてやる緊急性があるのですかと言っ

ているのですよ。それを説明して下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私はこの事業に関し

ては当初早急にというような考え方もございました。

ありましたけれども私はやはり財政の行財政の中に

おいて、やはり財源的な問題を考えた形の中では長

期に渡ってやるべきであろうというふうな考え方を

持ったところでございます。そういう意味で出来る

だけ細切りにした形でも林道を進めることによって、

林道を復活することによってそれなりの一定程度の

効果が生まれるものだというふうにも考えていると

ころでもございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：答えたことに明確に

答弁して下さい。 

 そういう効果が本当に住民が納得出来る効果があ

るのかと言っているのです。上猿払石炭別の山の中

に道路を作って住民にどういう利益を生むのかって

聞いているのです。それをきちんとしなければいけ

ないと、そして作った後も今現実に林道出来ても周

辺の森林整備が出来ていないではないですか、伴っ

ていないじゃないですか村長、実はポロナイ線だと

かナエフトロ線止めましたね、休止しましたね。そ

の後どうなっています、植栽はどんどん進んでおり

ますか。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）：一応お答えいたしま

す。 

 一応、廃止した林道等についての植栽等について

は実際にやっていないというふうに思っております。
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正確には担当課長にその部分は聞いてみなければ解

りませんけれども、やっていないというふうに私は

判断しているところでございます。代わりと言って

は語幣がありますけれど、この林道を目的とした形

の中で新たな植栽とまた森林整備というような形の

関係の事業を進めてまいりたいというふうに考えた

ところでございますのでよろしくその点お願い申し

上げたいと存じます。また、事業の先程の質問で申

しました緊急性の問題ということもございます。勿

論緊急の問題もあるわけでございますからやはりそ

れらを加味した形の中で、５年でやるものを１０年

でやったらどうだというようなことを考えたところ

でもございますのでその点のご理解も賜れば有り難

いなというふうに思っている次第でございます。 

 よろしくお願いしたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは今まで付け

た林道でもそういう整容が伴っていないと、しかし

公共事業で雇用を生んだと建設業の、今回もそれと

同じというふうに理解してよろしいですね。それし

か理解出来ませんよ。公共事業のための公共事業だ、

そういう押さえでよろしいですか。ではもういいで

す。そういうことなのですね。それで優先順位から

いけば、私今一番心配しているのは今年この雪の状

態ですよね。今これから簡水に入りますけれども、

簡水言いましょう。狩別は春先に常に漏水をおこし

て３日も４日、５日も断水何てこともありますよ。

実は昨年も９月に行政視察で行って見て来ました水

源も、だけどそういう所まだ急ぐ事業たくさんある

じゃないですか。何故そういう所を置き去りにして

そういう事業は先行してしまうのか全く納得出来な

い。ただひたすらやらせて下さい。公共事業のため

だったら必要な公共事業やって下さい。今一度答弁

を求めます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：緊急性のある必要事

業については当然のことながらやっていかなければ

ならないというふうに考えている次第でございます。 

 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）：必要である公共事業

やっていかなければならないとあれもこれもやって

いける財政状況に村長あるということで理解してよ

ろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：財政状況にはないと

いうふうに考えます。従いまして財源の重点的化を

図りながらそれらについてはやっていかなければな

らないというふうに思っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これ以上の質問して

も無理です。住民に対して納得出来るのか公共事業

のための公共事業だから林道やりますということで

すから、必要な事業も並行してやらなければならな

い。しかしそんな財政状況にないと言っている。全

く矛盾している。これ以上話しは進めるわけにはい

きません。従ってこの部分についての質問は止めさ

せて最後に移りたいと思います。 

 我が国の地方自治というのは地方自治体が日々の

運営というような部分については住民が直接行うこ

とが出来ない。従って住民が選んだ代表の手によっ

て二元代表制という仕組みを作っている。これはつ

まり首長は首長、議員は議員という選択の中で監視

機能も働かし行政機能・政策というもの色々提言し

合ってそういう部分を成熟させていくというのがこ

の二元代表制の条件であります。しかしですよ、今

村長とやりとりして聞いていまして、選んだ住民が

選ばれた代表を信頼し尊敬していって初めてさらに

議員も同じこと言えます。やっぱり議員も住民の信

頼があって初めて二元代表制というのが機能するの

ですよ。ところが今村長とやりとりしててこの二元

代表制は根底から覆している。住民に説明出来ない、

納得出来ないけれども私はやりますから納得して下

さい。明確に答弁して下さいよ。住民が納得出来る

ような、その部分についてこの二元代表制というよ

うな部分で考えていけばですよ、村長は平成２１年

度執行方針で「村民・行政・議会」の公正な三位一

体の体制を確保することが肝要と述べております。

また、２期目の結びの年に入りましたが就任当初か

ら行政執行理念は変わることない。変わることない
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ですねそういう態勢できていますから、村民主権・

地方主権をもとに住民参加型を目指して議会の理解

と協力を得ながら行政を運営してきたと述べており

ますけれども、実際は議会に対する発言のブレだと

か、答弁がごろごろ変わる、答弁したことの責任は

全然果たしていない。これは地方自治に首長と議員

の代議制これ全く無視したものですよ村長、そこを

意識しないであなたは地方分権、地方分権、職員に

色々求めています言葉で、言葉で表現しても行動が

伴っていない。今ですよこの林道の問題にしても林

道付けたら駄目だ駄目だと言ってるわけではない。

今まさに緊急度からしたらもうちょっと再考の余地

あるのじゃないかと私は言っているのです。ただや

らせてくれ、公共事業のためのやらせてくれ、あま

りじゃないですかそれ、住民が２億円というとです

よ村長、１，０００世帯ですよ、１世帯２０万円を

負担しなければならないのですよ。住民は選択しま

すか。上猿払石炭別の奥に林道を付けるのに１世帯

２０万円持って下さい、負担して下さいと言ったら

住民納得するでしょうか。その選択ですよいいです

か。従って議会での責任、発言責任、答弁責任とい

うのは当然付いてまわる、こんなものは選んだ住民

が信頼してくれなければ何にもならないです。村長

は信頼されているかもしれない。そしたら議会は信

頼されていないのですか。私らも同じです。信頼さ

れていないのかもしれない。しかし精一杯やりたい

と私は思ってます。従ってこの２期もう少しで終わ

りですから村長もリーダーとしてのけじめ、責任は

どうとるのか、職員だけでとらせるのか、その辺り

をはっきりと答弁いただきたい。 

○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。 

 二元代表制の問題でございますけれども、やはり

この関係につきましては根本というよりも尊重しな

ければならない憲法ですね、憲法で決められている

ことであって、住民の主権を持って物事をなすとい

うような形に主権在民という形の中で法律とその他

諸々を決めることが出来るというふうな形になって

いるわけでございます。従いましてそれを無視して

色んなことをやるということについては問題があろ

うかと思います。私は決して二元代表制というもの

をないがしろにしているものではございません。や

はり憲法の主旨からいたしまして村民主権・地域主

権というものが書かれてあって、それに基づいて法

律・条例等が決められているわけでございます。そ

ういうことからいたしますと行政運営することがや

はり地方分権化として当然のことであるというより、

これがなければ村民がないがしろにしているという

ふうに言わなければ村民をないがしろにしていると

しか言わざるを得ません。二元代表制以前の問題で

あると私は考えます。二元代表制であって執行サイ

ドとしては当たり前のことであります。議員として

村民を代表している以上、自分の考え方を何を質問

しても良いということにはこれはならないでしょう。

やはり代議員制がないがしろにしても良いというこ

とにはならないでしょう。やはり代議員制が村民の

主権というものを十分考えた形の中で議会の場で村

民の多くの声が代弁出来るそのようなものがなけれ

ばならないはずであります。それがやはり二元代表

制であるというふうに考えるところでございます。

従いまして一方的に議員さんの方からご質問があっ

ても私としてはそれに反論する意味合いというもの

が全くないわけでございます。 

従って私は二元代表制のある前にやはり村民主権

・地域主権というものがやはりこれは憲法に定めら

れている問題であってこれに基づいて法律・行政・

国の行政・都道府県の行政・市町村の行政を執行す

るという形になっておるわけでございます。全ては

これに繋がってくるわけでございまして、やはりそ

れらを当然重視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ので、決して二元代表

制をないがしろにするというものでありませんし、

やはり今の地方分権の主旨を生かした形の中での二

元代表制で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、当然そのためにはやは

り地方分権に基づいた地方議会のうちの村ばかりで

なくして、地方議会の改革というものもやはりあり

得て良いのではないのかそういうふうに考える次第

でございます。政策を実現するところに真髄は私は

あると考えます。従って互いに、お互いに対等な立
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場で言い合えるような議論でなければならないとい

うふうに考えます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間もありません。

今、村長重大な発言をいたしました。今、現行の中

で反問権を与えるか与えないかという議会の基本条

例だとか色々な整備の中で、認めつつある議会もあ

るように聞いております。何カ所かあるでしょう。

しかし、村長は今二元制を否定したのですね。憲法

でですよ、憲法の元に地方自治法の中で二元制をも

って執行機関と監視機関の関係を作ったわけですか

ら、良いですか、それを否定したのですからね真っ

向から、村民主権だから直接参加だと言ったわけで

すよ。そんな発言について議長問題があります。こ

れについて後で協議したいと思いますけれども時間

とっていただけますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私は決して二元代表

制を否定したものではございません。やはり私もそ

うですけれども、議員さんも直接それこそアメリカ

で言えば大統領制で直接選挙で選ばれているわけで

ございます。従って二元制を否定するものでも何で

もありません。ただしその基となるものが村民であ

ると有権者であるということでございます。その意

見を踏まえた形の中で、二元代表制があるべきでは

ないのかということを私は申し上げたつもりでござ

います。そういう意味に捉えていただければという

ふうに思います。 

 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）：ちょっと頭の整理が

出来ないので、これ重大な発言なので後ほど時間と

って私も冷静に考えてみたいと思います。この時間

をいただきたい。これで反問権をどうするのかとい

うものは改めてこれは議論するべきものであって、

今現在整備されていないものについてそこを言われ

るともうこれ以上の質問することは私出来なくなり

ます。そういうことで整理したい。それと今一度答

弁のブレがそこにあるというのは全く逃げではない

ですかそれは、議会の答弁と言ったこととごろごろ

ごろごろ変わるのは議会で私に反問権ないからだと

言うのですか。問題発言です。これ以上質問は続行

することは出来ません。議長これは改めてこれは議

運でも協議したいとそのように思いますので発言は

止めます。 

○議長（山須田清一君）：今の眞田議員の発言に対

して閉会以降議会運営委員会を開きまして検討した

いと思います。 

○議員（眞田勝也君）：終わります。 

○議長（山須田清一君）：６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは４項目１

２点程について質問をさせていただきます。 

 まず最初に猿払村の地域再生についてということ

で、村長就任当初よりこの７年半の間合併、合併と

非常に宗谷管内始め北海道、日本全国揺れ動きまし

た。再確認の意味で２番目の定住自立圏構想推進要

綱についてに移る前にこの度２００５年に出された

新合併特例法が来年２０１０年３月で失効するとこ

ろです。これは村長始め、役場の方々皆さん知って

いるところですが、ここで再確認いたします。前回

の定例議会の中でも同僚議員が合併問題について多

少質問いたしましたが、再確認の上において今の猿

払村の状況、宗谷管内全てを含めた合併の状態を含

めながら村長の答弁をいただきたいと思います。 

 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）：猿払村の地域再生に

ついての（１）番目の新合併特例法の関係でござい

ますけれども、今私としては前と同じように広域連

携自立とこの立場は変わりません。今、合併の関係

につきまして管内の状況情勢というものにつきまし

ては、合併という動きは全くないというような実態

にあります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは合併の方

の考えは全くないということで次の質問に移ります。 

 この新合併特例法があと１年をきるかきらないか

の時期にきてですね、やはり北海道・道内でも新聞

の記事にも載っているとおり南幌町で住民投票があ
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ったり、留寿都村で住民投票があったりと、その時

に住民はＮＯという判断をして合併断念にいたって

いるかと思います。あと残っている、唯一残ってい

る所が湧別と上湧別の合併協議会が残っていると判

断して、それで次に昨年の１２月総務省から定住自

立圏構想というのが出されたと思います。１月に村

長と共に私も旭川の方で総務省の方から色々とお話

しを聞いて来ました。やはり一回の話しと今出てき

ている資料の中、私もその時の資料とこの質問に当

たって総務省のホームページで少し見た程度です。

なかなか解りにくい構想だったりお話しであります。

村長の捉え方、私の捉え方と差異があってはちょっ

と質問に影響が支障をきたすということで、定住自

立圏構想について執行方針の中にはテーマの一番最

初に反対と明記されておりますが、その反対の前に

村長がこの定住自立圏構想どのような形で捉えてい

るか。その反対理由だとかそういうことは置いてお

いて、まず定住自立圏構想、総務省が出しているこ

の構想というのがどのような形で捉えているか。私

の中では猿払村においては、中核都市５万人以上の

人口を持っている都市、それか最少では４万人以上、

そこを考えると基本的には中核都市は稚内というふ

うに考えます。稚内を中核都市として豊富・猿払・

島関係とかということになると思うのですが、その

辺のところを単純に総務省が出している自立圏構想

について村長の捉えたところをお話ししていただき

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）：定住自立圏構想につ

いてお答えを申し上げたいと存じます。 

 定住自立圏構想の基本となっているのは住民の生

活圏であります。住民の生活実態を踏まえた上で行

政ニーズにおいて最も効率的な行政サービスを実現

し、住民の福祉の最大化を図ることであります。こ

のままでは地方圏は少子化・高齢化が進行し大変厳

しい状況に陥ることを前提のもと、地方に人口定住

の核のようなものは作れないだろうかということの

他、分権社会に相応しいナショナルミニマム、国民

最低限の生活基準という意味でございますけれども、

これを満たす生活が出来る生活空間が必要であるこ

とから、そのため都市と周辺の市町村が相互に役割

分担を機能し、機能を整備して地域の持続可能性を

図り、課題の解決を行おうとする狙いがあります。

具体的なイメージとしては中心地人口５万人程度以

上と少なくても４万人程度以上ということ、このこ

とに関しましては一応国勢調査人口で言っているこ

とであります。従いまして住民登録人口でいきます

と稚内市は今現在中心地にはなれないような状況に

なるわけでございます。従ってこの次の国勢調査等

になりますと恐らく４万人をきるだろうというふう

に思われます。そうなると中核市は道北以北では旭

川市以外にはないというふうに捉えなければならな

いというふうに考えます。そのような要件を満たす

市は、今現在として稚内市を含む全国２４３市が連

携する意思を有する周辺市町村の意向を踏まえて中

心的な主要な役割を果たすため中心市としての意思

等を公表することとなり、関係市町村議会の議決得

て定住自立圏形成の協定を結ぶ仕組みとなっている

ところでございます。そして周辺市町村が生活実態

や将来像を勘案し、行政機能や民間機能と協定を結

ぶことにより自ら活力ある地域社会を形成し、圏域

を設定するものであります。平成２１年１月より先

行しております。取組む実施市町村の募集を行い、

取り進めております事例等を把握した形の中で平成

２１年２月現在、北海道を除く全国２４市２２圏域

の具体的な施策分野として中心地の病院と診療所の

連携強化、交通手段の確保の組合せや、中心集落へ

の生活機能・交通・産業・教育・人口・観光・まち

づくり・ブロードバンド整備・福祉・道路・消防・

防災の集約化を目指しております。この制度は平成

２１年４月１日施行となっておりますが、管内市町

村の取組み状況等につきましては、去る２月に宗谷

広域圏振興協議会担当者レベルにおいて協議が行わ

れました。この経過といたしまして北海道とも協力

しながら研修会等による情報収集を行い。先行実施

市町村の具体的な事例を参考として協議を継続して

いくこととなっております。そして、自治体的に連

携事業の実施は平成２２年度４月１日から施行され

る予定となっているところでございます。そこで中

心地の病院と診療所の連携強化、交通手段の確保の
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組合せ、中心集落への生活機能というのは交通・産

業振興・教育・人材・観光・まちづくり・ブロード

バンド整備・福祉・道路・消防・防災の集約化を目

指しております。私はここに大きな問題があるので

はないのかなというふうに考えます。そこで問題が

あるというのは、これはやはり平成の大合併の時に

出された要するに合併しなければ権限を取り上げま

すよというような言い方が第一次合併改革の時に出

された西尾私案でございます。そうなってきますと

これらが全て中心市の方に移っていく、協定して移

っていくということになると当然地方は疲弊してい

く、そして最終的、将来的には当然合併に繋がって

いく要因があるのではないのかなというふうに私は

考えるところでございます。従いまして広域連携自

立というような基本的な考え方に立った形の中では

こういうことについて協定していくということにつ

いては、非常に難しい問題であると将来合併に繋が

っていく要因であるというふうに思われます。そし

て何故今この定住自立圏構想が出されたのかという

ことがやはり一つ大きな問題だと思います。今の平

成の大合併においてもうすぐ期限が失効されます。

次に出されたのが要するにネーミングを変えて定住

自立圏構想としての問題だというふうに私は解釈し

ているところでございます。従って平成の大合併の

次に合併として定住自立圏構想を総務省が打ち立て

たのではないのかなというような非常に大きな懸念

をこの内容からして察するところでございます。そ

ういう意味において私は一応この関係については反

対をするというような考え方を持ったところでござ

いますのでその点ご理解を賜りたいと思います。ま

たその他にこれは小山内議員さんと私と担当の方と

一緒に旭川で一応話しを総務省の方から聞いたこと

でございますけれども、その後札幌市で定住自立圏

構想の説明会がありました。その時は私行って聞い

てきております。その中でもやはり非常にそういう

ニュアンスが非常に強い説明の内容でございました。

従いまして私といたしましては、平成の大合併の次

にこの定住自立圏構想がきて、合併の出来なかった

所についてはこの定住自立圏構想で徐々に徐々に徐

々に合併をさせていく可能性が非常に強いという意

味合いを成しているものだろうというふうに考えた

わけでございます。内容については以上でございま

す。終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、捉え方と質問

をしたのですが、反対理由まで答弁をしていただき

ましたが、私はちょっと村長の捉え方と違うところ

がありまして、この周知文書の中を読んでいきます

と、中心都市を核として定住自立圏を進めるとはあ

りますが、関係市町村の自主的な協議により行われ

ることが適当であると、それが大事であると、協議

を進めながらそれが否かＯＫかというところが大事

であるという文がありました。その協議自体も合併

特例法とは違って、もしその地域にその定住自立圏

構想協議をして結んだとしても撤回が出来る旨の部

分も書いてあります。それがやっぱり私は合併とは

違うのかなと、村長がいつも言う広域連携をしなが

らこの地域を守っていくのだということに対して、

執行方針の中で具体的に反対というのはまだ時期尚

早ではないかなと、まだ私達議員も始め役場の中、

村民もこの定住自立圏構想というものを名前だけで

しか知らないような状況、村民も中身を知らない。

だから私はこれもいついつまでというあるわけでは

ないと思いますので、このことに関して私達議員も

始め役場の職員の方々と共に反対というものを掲げ

るのではなく、まず先に勉強会を開いてどういう面

で猿払村にメリットがあるのだろう、デメリットが

あるのだろうと村長の話しのとおり病院だとかその

辺の行政システムが中心都市に移行しがちで最終的

には合併をというのが国の施策ではないかなという

思いでお話しはされていましたが、私としては最終

的にそのような形が見えてきた段階で協議をストッ

プする。やり直しはきく。やはりこれはちょっと先

にこの１年をかけてでも宗谷管内全体、中核都市と

して稚内しかないわけですから、まさか旭川ととい

う話しではないと思いますので、その辺のところを

行政サイド、担当がどこになるのかは行財政改革室

になるのかとは思いますが、その辺のところを進め

ていくお考えはございませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：考え方は当然持って

おります。この定住自立圏構想についてはそういう

協定の中で徐々に徐々に一つでも良いです、一対一

でも良いですし一対二でも良いですし、一対三でも

良いですし、そういうような形の中での協定を協議

していった形の中での定住自立圏構想というふうに

も捉えておりますので、それについては最終的には

将来どうなっていくのかということがやはり当然心

配される部分があると、それと今言われたように地

域の生活の問題、例えば診療所と病院の問題という

ようなこともこれが非常に大きな問題であろうとい

うふうに思います。村民にとりましてはですね。従

いましてやはり病院として私はずっと位置付けてい

きたいということになりますと、果たしてそれが一

対一で例えば稚内市と協議出来るのかということが

やはり当然心配されるわけです。要するに病院から

診療所におとしなさいと、そうしないと一対一で協

議、この定住自立圏構想については稚内市としては

受け入れられませんよと言われる時に果たしてどう

するのかという問題も懸念されるわけでございます。

そういう意味におきまして私はやはり色んなそうい

う問題がこの中に絡んでいるというような状況の中

でやはり当然将来的には合併に繋がっていくのでは

ないのかなとそれらが逐次、逐次分野ごとに協定、

協定結んで中心市に事務が移行されていった場合に、

その町村は疲弊落ちするというような実態になりか

ねないというふうに非常に懸念するところでござい

ます。そういう意味におきましてこれは将来的な問

題でございますので、協議をしながらそれだったら

駄目だよということで協議の打ちきりということも

これは出来るわけでございますから、それは今即結

論を出す性格の問題ではないですけれども、協議を

した段階でどうなるのかという部分については一応

私はある一定程度の内容等については見えてくるの

ではないのかなというふうに思うわけでございます

ので、一応私の気持ちとしては反対というような気

持ちを持ったところでございます。非常に何故この

定住自立圏構想については福田私案と、福田総理大

臣が当時作った案です。今麻生総理大臣ですよね。

その中で何故今出てくるのかということが非常にま

たこれまた不思議な話しであって、平成の合併の切

れる時期に福田私案が出てくるということについて

はちょっと不可思議な話しだなというふうな感じを

持っているところでございます。そういうような私

の考え方でございますのでよろしくお願い申し上げ

たいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の考え方とし

ては分かりました。私も決して合併推進派でもない

ですし、最後まで自立でいくという意思表示もして

いるわけではないですが、ただやはりその思いだと

か予想だけで行政を右に左というのは非常に危険な

こともあると考えます私は、やはりそれ以上の情報

収集だったりこの定住自立圏構想が出てまだ３、４

ヶ月の話しなので、是非その辺の情報収集はしてい

ただいて村としての考え方だったり、村民に周知し

なければいけないところは周知していただきたいと

思います。それでその定住自立圏構想に関しては村

長の意見としては反対だということを踏まえて、そ

れでは次に猿払村の長期ビジョン、将来夢や希望や

計画をどのように村長自身持っているか。抽象的な

話しになるかもしれませんし、具体的な話しがもし

あればその具体的な話しもしていただきたいのです

が、本当に短くてよろしいです。長期ビジョンにつ

いてこの定住自立圏構想に反対している村長の思い

を踏まえた上で猿払村はこれからどうしていくのだ

ということについてお答えし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）：長期ビジョンという

ことですが、議員ご承知のとおり日本の社会経済・

世界経済は混迷を極めております。長期ビジョンは

通常１０年間を想定しておりますが、通常想定のビ

ジョンは不可能と存じます。２２年以降の行財政改

革も３年を限度としていますし、猿払村まちづくり

基本計画第５次猿払村総合計画も平成１８年度から

平成２２年度の５年間計画でやろうと今していると

ころでございます。今は第５次総合計画をローリン

グしながら行政執行をしている状況にあります。し

かし、刻々と社会経済情勢の変化が目まぐるしく議
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員も先にご質問のあった定住自立圏構想の説明会に

出席をされご承知のことと存じますが、平成の大合

併と相まって即定住自立圏構想が示され、次には道

州制という問題が控えている時代背景の中にあって

ビジョンを策定していかなければなりません。全て

単純ではなく何らかの位置付けで広域的対等ビジョ

ンを作成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。村は村としてのビジ

ョンを持たなければ当然なりませんが、加えて自立

していく上において広域圏を兼ね備えたビジョン策

定もしていかなければならないというふうに存じて

考えているところでございます。以前の質問もあり

ましたがその中で稚内市・豊富・猿払で協議をし、

宗谷町村会で話し合いを煮詰めて広域圏の範囲をど

うするのかも含め結論を出して、広域ビジョンの策

定もしていかなければなりません。私としてビジョ

ンは一応素案として作り上げているところでござい

ますが、まだ公表する段階にはいたっておりません

けれども、主権者村民はもとより議会及び関係部署

と十分協議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。 

 猿払村の長期ビジョンとしてこういうものを作り

上げております、事実これで言って４０ページ近く

４３ページ近くの要点の部分を入れて作っておりま

すけれども、これを基本とした形の中でこの次の第

６次の総合計画これらに結び付けていければなとい

うふうな形の中で、第５次の総合計画の中間的な中

でその反省を踏まえた形の中での中間的査収と申し

ますか私として納めたところでございます。そのよ

うな状況になっておりますことをご理解賜ればとい

うふうに存じ上げます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：私も質問の中で長

期ビジョンについて言うと横文字でビジョンと並べ

たのですが、私の思いというか、やっぱり猿払村の

長い目で見た時に最大の目標、村長を始め私達もそ

うだと思いますが、いつまでもこの村が存続するこ

と。村長も執行方針の中で役場は人なり・人は人に

よって作られているとあります。この猿払村を愛す

る人々がいつまでもこの猿払村に住み続けれる社会

があること、産業があること、細かく言えば仕事場

があること、住居があることだと思います。私の前

に同僚議員の２名の方々も色んな質問をしていまし

たが、最終的には私はそこに行き着くのではないの

かなと、そのことを最大限に持って今ここでやらな

ければいけないことというのは必然的に見えてくる

と思います。今、猿払村の産業を見た時に水産業・

農業・観光産業、また商工業と前の同僚議員の質問

にもありましたが非常に疲弊している産業もある。

これから猿払村が猿払村として生き残っていくため

には水産業のみだとか、酪農業のみだけでは私はこ

の地は近い将来歪な社会構造を生み、それこそ道や

国の施策のなされるまま村がなくなるのではないの

かなという懸念を今覚えております。その基幹産業

である第１次産業の水産業、帆立にしても酪農にし

ても水産業は多分帆立にすごい量の依存型の産業で

はないのかなと、帆立がなくなれば猿払村の水産業

は成り立たなくなるのかなと、多様性な産業として

は水産業非常に難しいのかな、農業を見た時にも畑

作が出来る地域ではないので、酪農業牛を飼って牛

乳を搾るという多様性のない産業の上に私は今この

猿払がなっていると思います。そこでやはり色んな

意味で社会構成をなす意味では他の産業も何とかこ

の地で守られてなければいけない。要するに先程の

帆立の話しでもないですが、少しでも多くの帆立を

村の中で付加価値を付けてさらに出せる、そこに仕

事場が生まれる、牛乳の話しにしても今殆ど１００

％と言っていいくらい牛乳と肉の館でさるふつ牛乳

として加工しているのは知っていますが、いいくら

い村外に出て加工乳として売られてしまう。そのよ

うなことを早急にやる必要があるのかなと私は思っ

ておりますが、その辺の村長の考え方、また繰り返

しになりますが行政の支援の仕方、あり方というも

のにお答えし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）：小山内議員さんの質

問にお答えしたいと思います。 

 今、基幹産業である水産業・酪農業等についてこ

のままで推移していくと将来歪な構造になっていく
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のではないのかなというようなことでございまして、

特に水産業について帆立の関係が大層を占めている

中において帆立産業等についてこれがもし今は順調

に水揚げされておりますが、やはり流通系統の段階

において市場動向に左右される非常に大きな問題も

抱えているというような状況の中で、私はやはり帆

立に代わる別な水産業も必要だというふうには考え

ているところでございます。例えば養殖事業として

のコンブ・ウニだとかと色んなやはり多種多様な業

種、ナマコの関係も当然あろうかというふうにも思

いますし、そういう部分でのやはり水産業も今後育

てていく必要があるのではないのかなというふうに

思っている次第でございます。また、酪農業につき

ましても大変酪農家につきましてはやはり償却等の

問題等が大きく生活・経営にのし掛かっているとい

うような状況の中で今後酪農業の進展、酪農業が持

つ性格、これによっての経済的波及効果、村内に与

える経済的波及効果というものも十分やはり考えて

いかなければならないものだろうというふうにも考

えているところでございます。また、代わりの産業

をやはり育てていく必要性があるのではないのかと

いうことでございます。そして地産地消という問題

をやはり取り上げていかなければならない問題であ

ろうというふうにご指摘のようでございます。勿論

そのとおりだというふうに私は考えております。当

然、酪農業にしても水産業にしてもやはりそれに関

連した代わる産業、付加価値の高める産業というも

のもやはり当然必要になってくるだろうというふう

に考えておりますので、やはりそういう部分も含め

た形の中でこれからのやはり協議というものはかな

り重要な協議になっていくものだろうというふうに

思っているところでございます。これは関係団体等

と十分協議を進めながらやってまいりたいというふ

うに思っている次第でございます。よろしくお願い

申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは私の質問

も具体的ではなくあくまでも抽象的な例が多いので

すが、その自分の反省も踏まえながら新しい産業創

出のため、村長始め理事者、担当課、それと民間団

体、民間人と共に新しい産業を創出のため具体的な

行動を一日も早くおこすようなことを村全体で考え

ていただき、民間の私達も協力する所は協力すると

思いを一つにして新しい産業を創出のため村がいつ

までも持続出来るような形で行動を起こしていきた

いと思います。 

 （４）ちょっと非常に難しいというか、言葉では

持続可能な循環型社会づくり、今の質問とも絡むの

ですが、やはり村のことは村の経済だとか物資、人

間にしても基本的には昔は地域は地域で全て地域の

ことが賄えた日本があったと思う。それが今大量生

産や大量消費のツケにおいて未曾有世界恐慌だった

りそういうものが生まれてきていると私は考えます。

それで循環型社会、例を上げますとこの頃日本では

里山や森林が重要視されてきている。昔林業で栄え

た地域もこの猿払村にはあったはずです。里山の例

を上げますとやはり自分の地域の山で生産されるも

の、特に人工林というものはあくまでも人間の手を

加えたものは人間の手によって伐採だとか整備をし

ていかなければならないというのが専門家の意見で

す。となればこれだけ人工林が増えた猿払村におい

てももう一度林業を見直す、それによって林道整備

もちゃんとその役を果たすということも必要ではな

いかと、山で切り出して残念なことに製材会社が何

年か前に撤退してからは製材会社もないですが、山

から木を切り出し村で加工し村の家だとか、村の生

産に繋がるような循環型社会の形成だとか、新エネ

ルギーのことも村の方で行ってます。村で出たゴミ

は村の中で消費する、ゴミも有料化して資源として

見直すというようなことは先程の牛乳や帆立ですが、

より多く村の中で消費出来るようなスタイルを貫く、

それが私は一つの猿払村の生き方、これからの猿払

村として地域のあり方だと思います。これに関して

は先程も答弁いただいたので答弁はいりませんが、

そのような社会地域構成のために猿払村が一つでも

具体的な行政施策を出すことを願います。 

 それでは次に人材交流、国際交流について。 

 同僚議員も午前中質問した項目なので重複しない

ようにはと思いますが、重複した点については再度

答弁をしていただきたいと思います。 
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まず私がこの場に立って２年間が過ぎました。２

年間においてこの国際交流や人材交流について３回

目の質問です。質問通告書を出すにあたって非常に

悩んだのが事実です。２年間の間で３回もやって何

かしつこくないかな、やってもしょうがないのかな

とか思いつつも今回これをやらせていただいたのは、

やっぱり先程同僚議員の１月１６日の新聞記事を見

て勇気をいただきました。その点についてもう一度

再度、自分も初心に戻って聞いていきたいと思いま

す。 

まず１９年度の交流実績は昨年この場で聞きまし

た。２０年度の交流実績をお答えしていただきたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：２０年度の交流

実績ということでご質問に私がお答えしたいと思い

ます。 

２０年度の国際交流の実績でありますが、村内加

工場において中国からの研修生・実習生が来村して

おり、拓心中学において全校合唱定期演奏会での合

唱交流を始め、知来別小学校、浜猿払小学校におい

て餅つきという日本伝統文化と異国の食文化、これ

水餃子ですね、に触れる交流事業等、３件の事業実

績となっております。なお、中国研修生・実習生と

の交流については１７年度から述べ１５回の村内小

中学校の児童・生徒と各学校の協力のもと交流事業

を行っております。 

以上でございます。 

○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。 

 今、中国研修生の交流の関係を申し上げましたけ

れども、それに加えまして２０年度副村長と担当職

員が中国大連の方に帆立事業の視察研修交流に行っ

ております。そういう実績が２０年度あります。私

は以前サハリン州オジョールスキイ村との交流の時

に交流に来ていた学童で交流に来ていた通称名です

けれどもアンナさんが猿払村に来村されました。そ

れで３日間猿払村鬼志別に泊まっておられました。

その時私の所に尋ねて来られまして当時の状況、今

の状況等を話し合いをして談笑したところでござい

ます。アンナさんにつきましては今注目のサハリン

２に勤務しているというような状況でございます。

結婚したということで日本の方に旅行に来たと、そ

のついでと言ったらおかしいですけれども、やはり

私も行って非常にお世話になった関係もございます

ので、一応役場の方に来ていただきまして色々とお

話し合いをされたというような経過がございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：次に教育長の方に

お尋ねいたします。 

 教育行政の方で２０年度の実績をお答えしていた

だきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：教育委員会の関係

なのですけれども、先程総務課長からお話ししまし

たとおり学校と中国人研修生・実習生の方との交流

ということで先程の拓心中学校、知来別小学校、浜

猿払小学校それぞれ行っておりまして、これにつき

ましては外国人との交流を通じましてお互いの文化

に理解をして国境を越えた心の触れ合いを体験する

ということで非常に好成績を上げているところでご

ざいます。なお、教育委員会の関係では直接に国際

交流ということではないのですけれども、議会の理

解を得る中で本村には英語指導助手の方来ておりま

して、今アメリカからなのですけれども、その外国

人の方を中学校での英語指導メインにしながらも外

国の文化や英語に親しむ学習を目的としまして、小

学校からの要望に答えまして小学校全校にも訪問さ

せて色々と交流とか親しむ形をとっております。な

お、大人の関係につきましても先程の議員さんから

も出てましたけれども、出来る限り２１年度におき

ましては社会教育としてそういう学習の場という中

で大人の方の講演教室も開いていくような形をとっ

ていきたいなとそういうふうに思ってます。実績と

しては以上でして以前小山内議員さんからもご指摘

もありましたどちらかと受け身に成らざるを得ない

部分なのですけれども正直言いまして今のところは

こういう段階でございます。 
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 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：２１年度の執行方

針の中に村長の国際交流対策としてオジョールスキ

イ村との姉妹関係も休止のままにしておくことは出

来ず、今後の方向を見定めることも必要だとあり、

最後に中段ですが今の経済情勢では将来を見据える

ことも必要と存じますという一文があります。今の

経済情勢では将来を見据えることも必要と存じます

ということがあります。私がこれを読んで捉えた時

には今の村の財政状況では今は、ちょっと辛抱して

やらない時期なのではないのというふうに受け取っ

たのですが、村長この文言はどのような形で私達は

受け取ればよろしいのでしょう。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そのような状況に受

け取ってもらって結構でございます。 

 猿払村の財政状況についてもご承知のとおりと存

じます。 

また、次の質問の事務レベルの進捗状況の中なの

ですけれども、それはまた質問されてから言います

けれども、今のオジョールスキイ村につきましても

経済状況は変わってはいないということで、やはり

なかなか交流は難しいのではないのかなというふう

に判断をしているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：ちょっとびっくり

というか、今はその状態なのかなと予想はしていた

のですけれども、先程同僚議員の方から村内出身者

の留学生が「ロシアへの愛猿払発」という記事を１

月１１日の日に出ているという話しがありました。

村長もこの記事は見ていると思います。このような

思いを持った子どもは１人でも猿払村から出るすご

いことですよね。多分これは何百人に交流した中の

１人です。多分何もしていなくてもこの思いを持っ

た子ども達は何十人もこの村から出身して出て行っ

ていると思います。この記事の中にはまた要するに

ロシアに行ってロシア語が話せない、友達も出来な

い、そんな中、町で剣道場を見つけてそこでまた新

たなロシアの人方との交流が生まれたと、すごい猿

払村にとって重要なことが二つ隠されていると思う。

そのロシアとの友好交流でロシアに興味を持った、

くじけそうになった時に猿払で剣道をやっていたこ

とがこの場で役を立った。この記事の中身を村長多

分読んでいると思うのでこの記事を読んでもまだ経

済情勢だけで交流を今しないと言えますか。 

○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。 

 私もその記事を見ましてずっと読んで大変驚いた

状況にあります。このような子どもがいたのだなと

いうことを改めて気づいたところでございまして、

この子どもにつきまして今大きくなっているでしょ

うけれども、大変その意志を固く貫いて行ったとい

うことについて大変行った時にはご苦労もあったけ

れども、今は大変幸せな状況にあるのだろうという

ふうに私は思っているところでございます。本当に

その成果が一つ目に見えて表れたなというふうに感

じたところでございます。そういう意味におきまし

て大変学童交流の部分につきましては良い効果があ

ったのだ、一つの良い効果があったのだとそれも素

晴らしい効果だったというふうに私は感じとってい

た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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは村長、や

っぱり学童交流にとって良い成果は出たという認識

の上に立って、執行方針の中にも役場は人なり、人

は心なり、人は人によって作られる、人は心である、

どのように作るのでしょうかね。ただ村にいて村の

職員としてでも良いですし、子ども達でも良いです、

私達でも良いですけれども、やはり人は人によって

作られるということは何人と多くの人と知り合うか、

何人と違う経験をするか、どんな体験をするかによ

って人は作られる。私はこれ読み取りました。その

根本は人は心である。その心もその人達によって作

られるのだろうなと、私は午前中村長の答弁を聞い

ててオジョールスキイ村がコルサコフ市になってそ

ういう状態の中、日本の市町村合併も進んでちょう

ど悪いタイミングだったのだろうということを聞き

ました。確かにそれもこの交流が途絶えた理由の一
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つではあると思いますけれども、やはりこれから猿

払村を作っていくためには村長執行方針で言ってい

るとおり人は人によって作られる、役場も人ですし

猿払村自体も人です。猿払村会社も企業も私もこれ

まで言ったと思いますが、会社だって人ですし観光

地だって人ですし本当に地域ってやっぱり人だと思

うのですよね。やっぱりそのチャンスが今猿払村に

ないってのは非常に淋しいことです。私前回のこの

場でも言いましたが決してオジョールスキイ村だと

かロシアにこだわっていることではないです。やっ

ぱり一日も早く実現をするために事務レベルでの協

議が必要ですと言って次の質問にもあるのですが、

実際前回の質問でも何とか役場職員１人でも行かせ

てオジョールスキイ村の状況を見ながら次のステッ

プにしたいのだという答弁があったのですが、今の

ところ今の答弁を聞いているときつい言い方をしま

すと何もしていない私の判断では、ただ時が過ぎる

のを待っている。私はこの記事を見た時にやっぱり

これは猿払にとって重大な損失なのかなと、人材と

いう大切なものがこの交流が途絶えたことによって

少しじゃないですね、多大な損失を与えているのか

なというふうに思います。やはり早急に教育委員会、

担当課等を決めていただいて連携をとりながら私は

オジョールスキイにこだわっているわけではないの

で、やっぱり教育長と連携をとりながらどのような

その子ども達に猿払村人として育てるのかというの

も絡んでくると思うのですけれども、私は今年度中

には具体的な施策をはっきり出していただいて担当

課も決めていただいて、休止状態のままのオジョー

ルスキイ村との交流を白黒付ける、止めるなら止め

る、続けるなら続ける、止めた次には何の施策をす

るのだ、止めたままでは私は非常に淋しい行政だな

と思いますのでそれについて答弁を願いたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁をさせていただ

きたいと思います。 

 （２）に関連して申し上げたいというふうに思い

ます。 

 事務レベルでの進捗状況でございますけれども、

休止状態にあるオジョールスキイとの姉妹村交流で

ありますけれども、昨年８月オジョールスキイ村に

通訳を通して状況について確認をいたしたところで

ございます。これは国際交流、村の国際交流の事業

の中の一環としてやったことでございます。当時の

オジョールスキイ村の村長に電話をし、その時の話

しですが村の行政的地位は交流の最後の時期にコル

サコフ市に合併された時のままですと、現在コルサ

コフ市オジョールスキイスコエ郡とでも言うのでし

ょうか。現在の村長これは郡長と今は言っているそ

うでございますけれども、チェリニショフ氏でコル

サコフ市から通勤している状況でございます。オジ

ョールスキイ村の人口には変化はないということで

ございまして、学校も変わらず猿払村に何度も来て

いるゾーヤ学校長が勤められていると、キーロフ漁

業コルホーズも同じ体制で会社の経営を続けている

ようでございます。前村長テレーシキンさんは猿払

村の皆さんにお会いする機会がなくなって大変残念

だと、子ども達にもそう言われるとのことでござい

ます。皆さんにくれぐれもよろしくお伝え下さいと

いうような内容のものでございました。それでご質

問の内容でございますけれども、やはり私としては

出向き、この問題を解決する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。そういう

状況の中で、コルサコフ市の例えばコルサコフ市と

姉妹提携を例えばですね結んでオジョールスキイ村

との交流を進めていくのか、どうなのかということ

についての判断についてもこれまた議会とも相談し

ながら止める、するという部分につきまして結論を

一定程度協議をした形の中で意思の疎通を図ってい

きながらこの問題に対応してまいりたいというふう

に思っている次第でございます。やはり海外に子ど

も達が目を向けてその海外の素晴らしさに触れて異

状なまでに人材の育成・成長が成されたということ

に対しましては本当に素晴らしいことであったとい

うふうに思っている次第でございます。 

 よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：いつもこのやりと

りで最後はそれでは前向きに一生懸命努力してやっ
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て下さいということでいつも終わっているのです私、

でも今回はちょっと本当にこの記事を見てすごい勇

気をもらったものですからやはり担当課をきっちり

と決めていただいて今担当課ってどこなのですか。

一つお聞きしたいのですが。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）：今、村の国際交流化

の事務担当は総務課でやっているところです。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません、勉強

不足の質問で申し訳なかったです。それは総務課の

方で出来れば今年度中に村民である職員が出向いて

きちっとその辺の情報収集をして、この問題につい

ては出来れば期限を切って９月ぐらいの定例会議会

には報告出来るような形でその前にも私達と相談し

ながらという答弁もありましたのでそれのことをお

願いしたいと思います。また、ちょっと国際・人材

交流とはちょっとずれるかもしれないですけれども、

村長は記憶があると思います。元旦の日の道新です。

「国際化を迎える北海道」ということで我が村の中

国人研修生のことについて村長が道新の取材に答え

ていることがあります。人口約２，９００人の宗谷

管内猿払村の森和正村長にある構想があるというこ

とで、研修実習生永住特区という表題を打ってこの

記者に答えているのですが、私もこのことに関して

はどちらかと言うとすごいことだな、これから村の

長期的なことを考えるに当たってやっぱり村内で賄

えない人手不足の分の労力だけではなく、労働力と

して担ってきた中国人研修生が地域の一員になると

いうことはすごい良いことだなと思いながら、今日

またこれを見直したのですが元旦の日に読んだ記憶

が蘇りました。そこで村の人口の約３０％を上限に

受け入れてはどうかと、過疎化の歯止めにもなるし

国際結婚だとか地域の賑わいにもなると村長は熱弁

を振るうと書いてあります。このことに関して村長、

今一度思い起こしていただいて具体的にこれを推し

進めるのか。それとも思いだけで終わってしまうの

か。その件のことについて、もし思い出せる範囲で

よろしいですが答弁を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）：確かに昨年暮れ道新

札幌からの取材がまいりましてそのようなお話しを

した経緯がございます。それで私といたしましては

１月元旦ですから、１月元旦に出るということです

から一応私は夢を見ましたはっきり申しまして、猿

払村で一応それを受けて広域的に他の管内に職を求

めると、探すということについてはどうなのかとい

うことも考えた一つでございますし、やはりそうい

う今特に研修・実習生が１００人以上来ている段階

において中国村という村を作ることについては私は

夢というふうにも考えたわけでございます。ただ夢

では終わらせたくないという思いはあります。とい

うことは要するに今の構造改革特区の中でやはり３

年間同じ業務についたらもう４年目から来れないと

いうような状況があるわけです。従いましてやはり

そういうような全道版で出た問題についてそういう

法務省の関係者、また道の関係者が目に止めていた

だいてそういう問題もあるのだなということを気づ

いていただきたいなという思いは非常に強いです。

はっきり申しまして。従いまして今現在といたしま

しては、法務省に行って相談したとしても駄目だよ

と言われるのが筋かなというふうに思ってはおりま

すけれども、やはり私はそれまででなくてもそれは

ちょっと大げさにオーバーに表現したつもりでおり

ます。それまででなくてもやはり今抱えている色々

な問題があるわけでございます。その問題を解決す

るためにも再度ビザの発行を最低でもお願い出来な

いかということはやはり総務省の方に再度またアタ

ックしていかなければならない問題だろうというふ

うに思っているところでございます。そういう意味

におきまして敢えて大げさな１月元旦の夢を見たと

いうような状況でございますので、そういう部分も

含めて含めた内容であったということをご理解願え

ればというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：夢を見てこの発言

をしたということで私は非常に感銘を受けました。

夢を持ってやっぱり行政を進めたいですよね。今や

っぱり一歩前を見て非常にお金のことや財政のこと、
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本当目の前のことを処理するだけのどうも行財政に

なりがちな自治体が多い中、やはり自治体として夢

見ることは良いことですよ。村民もやっぱり夢見ま

しょうよという話しになりますから、出来ればこれ

を夢と私は終わらせることなく村長の思いが実るな

らば出来ればこれについても役場一丸となって進め

ることはどうかな、中国人研修生を見ていて観光ま

つりや、お盆のビールパーティーや歳末のチャリテ

ィー、本当にあの方々が来ていただけるだけで賑わ

いが創出出来る、やっぱり村内にいる水産加工、漁

組始め水産加工場の方々には非常に協力もしていた

だいているのかなという気がします。最後の方にも

３０％せめて受け入れるという村長の思いには村民

の抵抗もあるかもしれないと書いてはありますが、

その村民の方々もちゃんとした説明をしたら理解し

てくれると思います。私はこの記事、この村長の思

いは夢を持って進めていただきたいなと非常に遅い

歩みになるかもしれませんが、これからも帆立産業

が続いて水産加工が実りあるものになるという願い

も込めながら何とかこれも進めていっていただきた

い、夢を持って行政を進めていただきたいと思いま

す。 

２項目の最後の役場職員の人材育成についてとい

うことで、やっぱり私も先程言いましたけれども、

人は人によって作られる、人は心である、役場は人

である。やっぱり役場も人ですよね。人が良ければ

役場が良くなる、村が良くなると私も考えます。そ

こで私は役場内の人材育成や人材教育についてどの

ような形で村長始め理事者が考えているのか。やっ

ぱりただ仕事をこなしていただくだけでは私は役場

職員の人材育成というのはなかなか出来ないのかな

と、やはりこういうのはやっぱり交流もそうですし、

行政としてやはり育成するために研修制度も多用す

るだとか、民間企業もそうですがやはりただ偉い人

の研修を聞きに行くのも良いことかもしれませんが、

それでなくてやっぱり体験・経験をする。例を上げ

ればやはり他の自治体との職員交流みたいのが出来

ないのかなと、それだけでもその行った本人の人材

育成にはなるのではないかなと思いますが、今年度

でも昨年度でも良いです役場職員の人材育成につい

て村長のお考え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）：お答えいたします。 

 人材育成関係でございますが、地方分権の進展に

合わせて行政に対する村民ニーズは多様化している

ところでございます。その対応も高度複雑化してお

りこのような中で村民の負託に的確に応えていくた

めにはやはり人材育成は大変重要な課題であります。

職員は今日置かれている環境において、地方分権の

対応・行財政改革の推進・職員の自己実現といった

昨今の厳しい財政状況の中で最少の経費で最大の効

果を引き出すためには、あらゆる事務事業の実施に

おいて職員が努力をして常にコスト意識を持って当

たることが何よりも求められている状況と考えると

ころでもございます。そのことから効率的な行政運

営を行うために経営感覚を身に付けることや地域村

民と協働パートナーシップによる自治体経営が重要

となっている観点から職員研修、現在においては公

務員としての基礎研修を始めといたしまして法制の

研修、法制の研修ということはやはり皆さんがやは

り法制事務に通じていなければやはり法的な感覚を

持って仕事をする上においては重要なことであろう

というふうに思いますので、やはり法制事務が重要

であろうというふうにも考えます。また専門技術研

修を実施し、時代に対応する人材育成を図ってきて

いるところであります。以前は北海道立自治研修所

というものがありましたけれども、今現在におかれ

ましては北海道町村会で行っております。それが町

村会単位で研修、それは研修というのは各職員が研

修員、研修を受けて研修の認定を受けて認可されて

その職員が各自治体に何名かづつ配置されておりま

す。猿払村におかれましても２名専門研修員がおり

ます。そういう状況の中で研修を行っているところ

でございます。職員はその成果を間接的に村民に伝

えることにより地域の視点はもとより村内外を見据

えた幅広い視野と積極的行動をすることを伝えてお

ります。勿論、出前行政を積極的に推進することに

よりやはりその法制能力やら公務員としての資質、

それらがやはり地域の村民に伝わることが地域の活

性化に繋がるものであるというふうに思いますし、
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地域・知識を習得出来る機会であることを忘れては

ならないことを考えます。それによりまして互いの

知恵を研鑚することで真の協働したまちづくりが出

来るものと考えているところでございます。今後に

おいても人材育成は村づくりにとって最大の財産で

ありますから職員の人材育成においては、自らが政

策を立案・実施・検証・評価する戦略的政策立案可

能な職員の育成、地域間競争に負けない職員の育成、

協働の村づくりを進めるために地域住民の奉仕者と

しての自覚をきちんと持ち村民の目線で共に学び・

話し合う・理解し合う・地域と融合する職員の育成

を基本とし進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。また、村民の方々も多面的

な分野において講演・講習会等の受講を出来る機会

を設けて知識の習得を図る機会を作りたいというふ

うに考えているところでございます。私はやはり一

番研修として短期間で効果があるのは民間の会社、

民間の派遣会社に民間の会社に派遣することが一番

てっとり早いなというふうな私なりの持論でござい

ますけれども持っております。私も民間上がりでご

ざいますので、一時期民間で働いていたということ

もありまして民間がどういうものであるかというこ

とは勿論知っておりますし、どういうような状況に

あるかということも知っておりますし、そして役場

に来て役場がどうであるかということも知り尽くし

ているつもりでございます。そういう意味におきま

しては色々な研修の種類がありますけれども、やは

りその中において総合的にやるには民間の研修とい

うものがかなり重要性を増してくるものだろうとい

うふうに考えているところでございますので、機会

があれば是非やりたい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。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは村民職員

の人材育成について最後に情報提供というかお願い

というか。村長、日本で最も美しい村連合というの

はご存知でしょうか。副村長がうなづいてらしたの

で知っているということで、北海道では５つの町や

村が登録されてます。美瑛町・赤井川村、それと鶴

井村・標津町・京極町、それとあと本州の方でも何

点かあるのですけれども、非常に人材育成に絡めて

このような村連合に入って猿払村も最北の村として

この連合に入るなり、この連合を築くなりのことを

していただきたいなと、この中には多分村づくり・

町づくりで有名な徳島県の上勝町、有名なところで

は８０、９０になるお年寄りが山に入って葉っぱと

か、木の葉を採ったりしてそれを料亭に出して今２

億５，０００万ぐらいの産業を創出していると、８

０、９０のお年寄りがコンピューターを使いながら

２億５，０００万以上の産業それすごいことですよ

ね年間で、そういうことの事例を踏まえながら人材

育成、村長の言うとおりこの村の中で多面的な方法

で色んな人材育成をやるというのも良いですけれど

も、このようなことを使いながらその町に１人でも

２人でも職員を送ってみると、財政的には厳しい中

でも人材というのはお金に、先程の学童交流の話し

もそうですけれども、人材というのはお金には代え

られないものがあると思うのです。例えそこにお金

を掛けたとしても投資として見れば上勝町のように

うまくいくか、いかないかは別にしてそれで２億５，

０００万の産業がもし猿払村で創出されたとしたら、

その２名の職員、３名の職員が行ったことが非常に

先行投資として役に立つ、私はこの村にはそのよう

な人材もいると思うし、そのような思いを持ってい

る村民もいると確信しております。村長、その辺の

ことについて最後にこの人材育成が村民の育成につ

いてもそうです。執行方針の中にも気づき・気づき

と２、３点書いてあります。気づくレベルに達する

までにはその人材育成も私は大切だと思います。そ

このレベルに達しない人達はその村長が執行方針の

中に書いてある気づきというものに対しても気づか

ないまま過ぎ去っていくと考えます。この連合の件

に関してもし分かっているのであればそのことに関

しても、またこれからの人材育成についても最後に

だけ一つ答弁をお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：小山内議員の言うと

おりでございます。猿払村といたしましてもやはり

気づきというのは何を気づくかということが色々あ
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るというふうに思いますけれども、このような美し

い町・村等にこれは先進地でございますので、これ

らに職員を派遣してその実態を把握してくるという

ことについても人材育成として非常に有意義なもの

だろうというふうに考えている次第でございます。

予算の中におかれましても研修旅費というものも計

上しているところでもございますので、そういうよ

うな意味合いを込めた小山内議員の意味合いを込め

た形の中で人材の育成を図ってまいりたいというふ

うに考えておりますので、出来る限り職員の派遣と

いうものについても考えてまいりたいというふうに

思う次第でございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは次の質問

に移ります。 

 地上デジタル波について移行についてで、デジタ

ル波と私達が耳にしてしばらくたちます。平成２３

年の７月だと思います。完全にアナログ波からデジ

タル波に変わります。それでこの猿払村にもデジタ

ル波が来るわけですが、この（１）（２）と連携し

ますがそのまま２つ同時に質問をしたいと思います。

今やっと民放ではなく国営放送、ＮＨＫの方でデジ

タル波が試験的に電波を出して猿払村でも受信出来

る地域が何箇所かきております。２３年と言います

と本当あと２年とちょっとです。その時に踏まえて

難視聴地域が出てその時に対策を練るのではなく、

もう２年後と決まっているものですから村としては

村内の難視聴地域の把握をしているのかどうか。把

握していればその難視聴地域の対策はこの２年間で

どのように考えているのかその点についてお聞きし

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 デジタル波移行に係わる村内の難視聴地域の把握

について１番、２番の一括の質問でございます。ご

答弁を申し上げたいと存じます。 

 現在、本村における地上デジタル放送の受信状況

につきましては、今年の１月２７日に中頓別町の知

駒中継局からＮＨＫ総合とＮＨＫ教育の２局が放送

が開始しております。今年度中には民放も放送を開

始する予定であると伺っております。村内の難視聴

地域の把握につきましては、総務省が公表している

知駒中継局からの視聴エリアでは浜猿払以北につい

ては視聴エリア外となっております。エリア外の地

域である鬼志別地区、浜鬼志別地区、猿払地区、芦

野、知来別地区においても概ね地上デジタル放送が

視聴出来ることを聞き取り等で把握しているところ

でございます。樹木・建物等の障害物により視聴出

来ない世帯もあり、今後において知駒中継局の民放

が放送されてから総務省で村内の難視聴予定地区を

対象に詳細な電波調査を実施し、電波把握をする予

定でございます。それから難視聴対策について２番

目でございますけれども、現在村内においてアナロ

グ方式での難視聴地区対策については小石地区と浜

鬼志別地区の一部の地域でありまして、小石地区に

おきましてはミニサテライト中継局施設があります。

浜鬼志別地区につきましては自主共聴施設にて難視

聴を解消しておりますが、この浜鬼志別につきまし

ては一応学校の前の所、ちょうど学校が電波の障害

になっているというふうに聞き及んでいるところで

ございます。これらの浜鬼志別の共聴施設について

も難視聴を解消しておりますが、デジタル化に伴い

両施設についても改修しなければならず、予定では

２０１０年に小石地区については国・放送事業者・

村で負担をし浜鬼志別地区については国・村・施設

組合で負担し改修となる予定ですが、浜鬼志別地区

の自主共聴施設については調査結果によっては世帯

のアンテナで世帯のそのＵのアンテナを付けること

によって受信が可能となるというような今見れてい

るという状況になっているような状況でございます。

２０１１年７月１４日はアナログ放送から完全にデ

ジタル放送へと完全移行となりますが、５年間は衛

生放送で受信出来ることとなっております。総務省

では村内の難視聴予定地区を対象に今後実施予定の

電波測定調査をもとに新たな難視地区とされた地域

については、地デジ難視地区対策計画を地上デジタ

ル放送推進北海道会議が策定し同計画を踏まえて対

策を講じることとなっております。今後においても

国・道との協議連携しながらこれらの難視聴の部分
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について進めてまいりたいと思いますし、村民への

広報周知等も取組んで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。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：小石地区と浜鬼志

別地区の一部で難視聴地域があると、私が一部聞い

ているところによると鬼志別の中にも建物だったり

植生によって難視聴地域が出るのではないかという

ことも聞いております。特にお年寄りの方々、なか

なかそのテレビがデジタル波になるということが解

りにくい知りにくい現状にある方々においても村、

今村長の答弁にもあったとおり村において周知し、

広報なりを徹底していただいて国のやることですが

速やかな移動が出来るような形をとっていただきた

いと思います。 

ここで３番目の光ファイバーについてなのですが、

そこで私の思いとしては難視聴地域がいっぱいあれ

ば良いのかなと、あって村内に光ファイバーが敷設

出来るようなあえて難視聴地域があってそのサテラ

イトのアンテナを建てるだとか、その中継基地を設

ける、あくまでも村のことでやらなければいけない

のであれば、総務省が進めている光ファイバーの施

設が何とか村内に引けないかなということで（３）

番に上げました。質問していて色々調査するとやは

り役場職員の方々にもそれに気づいて色々ＮＴＴの

方と話しをしているということも聞いておりますが、

今ＮＴＴのコマーシャル等でもお年寄りとやっぱり

相互通信が出来る光ファイバーを引っ張ってコンピ

ューターを使って保健師だとか介護の負担を減らす

と、人と人の顔が見えるコンピューターというのは

より電話よりも密接だと考えます。何とか今ではな

いと思いますが、近い将来村内に光ファイバーを引

けると、それで多分私達コンピューターを使う人間

だけではなく村民全体に与える利益というのは非常

に大きなものだと私は考えます。その将来展望につ

いて村長もしくは担当課長の方から答弁をいただけ

ればと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：それでは私の方

から光ファイバーの敷設についての部分についてご

解答したいと思います。 

これ過去に平成１３年度に光ファイバーの敷設に

つきましては先進地がございまして職員を一応派遣

して検討したという経過がございます。当時はキロ

メートル当たり８００万円の費用がかかると、光フ

ァイバー自体の形はかなり防災無線からかなり網羅

した中でかなり良い状況になっておりますけれども、

キロ当たり８００万円がかかるということでうちの

村としては先進地については集落がまとまっている

と集落でございました。うちの村にしては集落が点

在しているということで、かなりの費用を要すると

いう部分でこの時点では将来的な維持管理費も含め

てかかるだろうということで一応断念をした経過が

村ではございます。今現在もこの部分については今

色々と先進地についてもアナログからデジタルに変

わると、この部分では今どのような形をとるかとい

う問題点に突き当たっているという現状がございま

す。当村としてもこの部分については今現在どの程

度の費用になっているかと今後の検討材料と防災無

線ももうそろそろ老朽化きている部分もございまし

てその部分も含めて検討していきたいと思ってます。

ただ防災無線につきましてはこの光ケーブルに入れ

ただけで済むかと、やはり海岸線、外側にある程度

スピーカー的なものを置いて繋ぐとかそういう部分

に対応しなければならないと、その辺も含めまして

将来的な再度調査研究というか、検討してまいる形

で今課で調整中でございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：光ファイバーに件

については私も金額的に村内、小石から狩別まで村

落というか集落が分散しているこの地域では難しい

のかな、１キロ当たり８００万円かかる村内で敷設

すると何十億というお金が村の中から出ていくとな

るとまた非常に難しい問題ではありますが、今国の

方でやっぱりこの通信機器のデジタル化と進めてい

るものですから、村内の中でもこのことは途絶える

ことなく情報収集を図って、いつかはそのＮＴＴの
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敷設代も多分値段的にも安くなっていくでしょうか

らその情報のデジタル化も含めて、この線が途絶え

ることなく総務課の方で引続き調査研究等を進めて

いっていただきたいと思います。 

 最後になります。持ち家促進条例について。 

午前中、同僚議員もこの件について質問をしてい

ましたので簡単に。私の考える６月制定予定の持ち

家促進条例についてということで、この条例は９月

の定例議会に議案として出たものです。やはり新年

度に向けてこの促進条例を進めると村長の答弁に９

月にはあります。やっぱり３月の議会でもこの件に

関しては色々処々の諸問題があってないということ

も午前中の村長の答弁で聞きましたが、やはりこう

いう村、村民のために役立つ条例というのは１日も

早く制定が私は望まれると思います。基本的には村

長、午前中の答弁でこの条例については予算の問題

もあると、それと議員の皆様とも協議を進めなけれ

ばならない。私達議員も始め執行者、村長も始め村

民のためを１に考えて行政を進めているはずだと思

います。それがやはりこの持ち家制度というのは一

朝一夕で考えられるものではないものです。やっぱ

り予算の問題もあってもこういう村民のため、村の

産業のために作る予算というのは本当に早急なもの

であって、今回の新年度予算にも私は入れられたの

ではないのかなと半年間の猶予があれば入れれたの

ではないのかなというところがあります。是非６月

に向けて私は前向きな答弁をいただきたいのと、出

来れば概略が出来ているのであれば村民に周知する

期間は必要ではないかと、今この一日一日でも家を

建てたい村民だとか、この子育てのことも考えなが

らどうしようかと悩んでいる村民は多々いると思い

ます。ここでやっぱりこういう情報提供があればそ

れに向けて自分のライフスタイルを考えたり家のこ

とを考えたり子どもの教育のことを考えたりという

ことあります。概略でも良いですが私はこの４月か

らでも６月に向けてこの持ち家促進条例が出来るの

だよと、役場職員がそれを知っているだけではなく

て議員が知っているだけではなくて、私も村民もそ

れを知る権利はあるのかなと思うのですが、その辺

のところについて答弁を願います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは小山内議

員のご質問に答弁をしたいと思います。 

 佐々木議員からも質問がございまして、その時に

は村長の方から答弁をしてまいりましたけれども、

骨格というのは大体決まっております。その中で実

は持ち家の促進だけに限定するかという部分もあり

ますし、また定住促進ということで色々な付帯条件

と言いますか、そういう形でこの条例を成案にする

かというところでちょっと迷いもあります。また、

細かい点になりますけれども例えばその該当者に対

する所得制限だとか、後は後ほどご質問あると思い

ますけれども、職員の住宅手当の関係で前に否決さ

れるというよりも差し戻しされた点もありますので、

そういう部分も含めて不都合のないと言いますか、

職員にも不利にならないような形で協議をしたいと

いうふうに思っております。 

 また、幅広くというふうに思ってましたので例え

ばその先程の色々商店会の活性化のために例えば地

元これは地域活性化、地方経済の活性化に繋がると

思いますけれども地元建設業者が建築に携わった場

合についての増額だとかと色々とその何点かござい

ますので、そういう部分を総務民教の方と早めに協

議してまいりたいというふうに思っております。あ

と財源の問題もちょっとありますので財源もなるべ

くそういう形の中でどれぐらいの財源、確保されて

いる部分もありますので、そういう部分も含めた中

で私共の方としては総体的な形の中で協議をしてま

いりたいというふうに思っております。それと４月

からのそういう部分についてはなるべく住民にアピ

ールをしてまいりたいというふうに思っております

のでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の副村長の答弁

でやっぱり定住促進、やっぱり持ち家促進条例とい

うより定住促進の方が良いのかな、私もそれは的確

に思いました。ただ家を建てればその条例じゃなく

て、ここにやっぱりいつまでも住んでいただくため

の施策条例を家だけでなくて子育ての面だったり、

出産手当だったりだとか、そういうものにもやっぱ



 －90－

りかけていく条例が出来ればいいのか。ただやはり

急ぐ必要がありますよね。経済は動いていますし人

間も村も動いています。本当に良い条例であればど

んどん先に動いていただいて私の私見かもしれませ

んが、この一つの条例だけやるだけでも議会を招集

しても私は良いのかなと、それくらい私達９人の議

員は思いはあると思います。この条例に関しては。

一日も早い制定を望みますし周知徹底を図っていた

だきたいと思います。そして一つの問題提起として

今副村長の方から入りましたが、今村職員の方では

１５年間に渡って家を買った時に福利厚生目的とい

う形で住居手当があたっております。今、結論が出

ていないということでしたが、方向性だけでももし

分ればこの場で答弁いただければなと、それを踏ま

えてあと今いただいている職員の方々もそれでまた

分かるでしょうし、情報開示にもなるでしょうし、

私達村民もその情報を踏まえてどういうものが良い

のか、次のステップアップになると思いますのでそ

れを答弁を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）：職員の手当の部

分でございますけれども、この部分については一応

まだ理事者の方と煮詰めて正確なものというものは

出せませんけれども、基本的にうちの方で押さえて

いる住宅手当の部分の２１，６００円につきまして

は、この部分事業主というかそういう部分が住宅手

当として与える部分であって、この持ち家制度の部

分の金額とのある繋がりというのはもう少し時間が

いるのかなと全く例えばですよ、漁組さんでは住宅

手当を支給している、そしたら漁組職員に対しての

この制度はどうなのだという部分を煮詰めていかな

ければならないのかということも色々ありましてで

すね、今現在としては切り離した中で住宅手当は住

宅手当、村民に対しての部分でここの職員としての

住宅手当に対しそれはまた別の角度で今論議してい

きたいなという考え方でおりますので、今何ぼどう

いう形でいくという部分にはちょっと出せないとい

う部分正直言ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解したというか

分かりましたというか私もそれが当然のことかなと

思っています。各企業においても住居手当として福

利厚生目的で何万円かのしている企業もありますし、

私達民間の会社でもそういうのがある。それを受け

ていたらこの条例でもしお祝い金になるのか、助成

になるのか、分割になるのか解りませんが、それを

いただけないということはやっぱり私はちょっと違

うのかなという気もいたします。やはり昨日の条例

改正の件だとか、村長理事者のお金の件から言って

もやはり役場職員と言ってももと根本にあるのは村

民が先ではないのかなと、役場職員が先ではなくて

役場職員は村民が役場職員になっている。私達議会

議員も村民が一番最初にある、痛みを分かち合うの

は村民の負担も色々この頃出ていますが、やはり役

場職員も村民としてその施設の負担だとか、色んな

電気・水道・下水道やゴミの問題の負担も受けてい

ると考えた時には役場職員だけが給料を削減された

り痛みを分かち合っていないというわけでは私はな

いと思います。出来ればもし財政的に許すのであれ

ば私はそのような形で村民にとっては二重と思われ

るかもしれませんが、その辺のところをちゃんと整

理していただいてより良い形でこの条例の制定を願

って質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：７番、巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：７番、巽昭。 

 いつもどおり通告書に基づき質問を開始いたしま

す。 

 本日は９時３０分から始まりまして、大変皆様お

疲れのようでありますのでなるべく簡単に引き上げ

たいと思っております。 

 本日は質問事項はただ１つ、地方分権と住民参加

ということでお伺いいたします。テーマは地方分権

と住民参加ということでお伺いしますけれども、実

はこの裏には住民参加を議論しながら実は先程、同

僚議員の中で少し若干出たのですけれども、今我々

が行っている大統領制によって行われている二元的

代議制民主政治、これを少し議論したいなと思って

おります。 

 それでは１番目の附属機関というところから入っ
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ていきたいと思います。 

 前回の質問で合併問題に絡めまして地方分権の議

論をしました。議論を終えた後、私も大きな勘違い

をしていることに気が付きました。私は平成１２年

の地方分割法、分権一括法ですか。この施行以来、

国は本来の国だけの仕事をしてその他の仕事を道と

か猿払村に下ろして、皆さんは大変な仕事をこなし

ているのだろなとそのように勘違いしておりました。

元々私あまり役場に来ませんし、全然その意味を勘

違いしてました。そしたらこの間の村長等の答弁で

元々機関委任事務だったものが自治事務であるやる

だけだと、それから官僚の体質等を考えればそんな

に仕事は降りて来ないだろうと、それよりも今回の

テーマであります、自分のことは自分でやるという

地方分権の時代になるから住民の声を反映させるよ

うなそのような側面が増えてくるのではないかとい

うような答弁を村長からいただいたと思っておりま

す。そういうことがありまして今回はこのようなテ

ーマを設けて今の猿払村における住民参加というこ

とを村長と色んな側面から議論したいなと思って例

として５項目ぐらい上げて最後に結論的な話しをし

たいなと思っております。先程も述べましたが今は

自分達のことは自分達で行うという地方分権の時代

です。首長、議会は自分の役割をはっきり認識自覚

し住民の期待に応えなければなりません。地方公共

団体は国とは違い大統領制・市長制を採用し、村長

も議会も共に住民より直接選ばれる二元的代表民主

政治です。従いまして執行機関の長と議決機関の議

会は対等でありお互いに相手の権限をおかさなけれ

ば一方は勝手に独断先行に行政運営が出来ないシス

テムとなっております。抑制と均衡を図りながら地

方行政が行われるのです。そうですよね。従いまし

て構造的には我々議会と執行機関の首長は対立関係

にあります。これは対立関係というのは行政運営を

きちんと行うとために対立関係ということです。議

会もチェック機能、執行機関のチェック機能を行う

ために我々も色んなチェックをしなければなりませ

ん。そこで執行機関の話しになります。執行機関に

は勿論長がおりまして、そして教育委員会、公平委

員会、その他の委員会委員がおりまして、そして補

助機関として副村長、会計管理者、そして職員の皆

さんがいらっしゃいます。そして本日のテーマであ

ります住民の声を反映させる組織として附属機関が

条例法律によって設置されることが出来ます。地方

分権においては附属機関の充実も重要な要素になり

ますが、今現状で活動している附属機関を全て簡単

に説明していただけますか。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：附属機関という

ことで一応当村としては２３機関ございます。先程、

お手元の資料配付されたと思いますけれども、機関

名だけ一応言っていきたいと思います。 

 まず猿払村字名（界）改正事業の審議会、猿払村

民憲章策定等審議委員会、猿払村総合計画策定審議

会、猿払村行財政改革推進委員会、猿払村史編さん

発行委員会、猿払村まちづくり会議委員会、猿払村

土地利用計画策定審議会、猿払村地域新エネルギー

ビジョン策定委員会、猿払村地域新エネルギービジ

ョン推進検討委員会、猿払村特別職報酬等審議会、

猿払村福祉委員、猿払村次世代育成支援行動計画策

定委員会、猿払村要保護児童対策地域協議会、猿払

村老人保健福祉計画検討委員会、猿払村障害者福祉

計画等策定委員会、猿払村保健医療対策協議会、猿

払村介護保険事業計画策定委員会、猿払村交通安全

推進協議会、猿払村優良推奨品審査委員会、猿払村

漁港整備促進協議会、村営住宅入居者選考委員会、

猿払村学校適正配置審議会、猿払村特別支援連携協

議会、以上の２３機関となっております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ただいまご説明資料を

いただきました。２３ですか。２３の附属機関名が

あると、随分たくさんあるのだなという感想であり

ます。先程、現在活動している附属機関ということ

でお聞きしましたけれども、もう一度確認しますけ

れどもこの他にはもうないですね。 

 それでは質問を再開しますけれども、今日も一部

同僚議員が申しておりましたけれども、村長の執行

方針を読みますと毎年この附属機関を充実削減する

と書いております。今年は書いておりません。おか
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しいないと思いまして全部調べました。１６年、１

７年は、１６年は協働で検討して削減する。１７年

は村民委員の事務量を考えて削減すると、１８年は

書いておりませんし１９年はまちづくり会議を充実

させ削減する。２０年はまちづくり会議に沿って充

実させると今年はありませんでした。このように殆

どの年削減なり充実させるということを執行方針で

述べております。今まで削減なり充実してきており

ますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応３０幾つですか、

この附属機関がございますけれども、既に終わって

機能を有していない附属機関もこの中にはございま

す。そういう状況の中で整備を図っていかなければ

ならないというふうに考えます。また、この附属機

関の中で統合出来るものについては統合してまいり

たいというふうに考えます。また、年に１度も開か

れていない附属機関も中にはございます。例えば特

別職の報酬等の審議会等については、これは完全に

作らなければならないというふうになっております

けれども、やはり事案が発生しない限り開かれない

というような部分がございます。また、総合計画の

策定審議会これらにつきましてもその策定時期にな

らないと機能をしていかないというような問題もあ

りますけれども、条例としてはこれを削除するとい

うわけにはまいりませんし、このような形で一応載

せているところでございますけれども、中には猿払

村地域新エネルギービジョンこの関係につきまして

もやはり統合等の問題もまた必要になるかというふ

うに考え、担当の方に統合出来るものは統合するよ

うにというふうに指示をしているところでございま

す。また、この条例に因んで施行規則等もあるわけ

でございまして、その施行規則等も見直す必要性が

ありますので、その辺も含めた形の中で条例の改正

等も考え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。それと合わせまして今

特に問題になっております報酬の額の問題につきま

しても的確な見直し等も図ってまいりたいなとこの

ように思っている次第でございますのでよろしくお

願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：もう一度同じ質問しま

すけれども、私が議員になった１６年から毎年削減

充実させるという執行方針で述べております。実際

に削減した附属機関はございますか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げ

ます。 

 確かにご指摘のとおり私もその附属機関について

はずっと執行方針の中で見ておりましたけれども、

長年の間条例に基づいて、これは自治法に基づいて

の附属機関でございますのでその部分については１

件も削減はしておりません。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：条例に基づくものはな

いということですけれども、ただ私がもう端的に聞

きたいのですよ。１６年から削減する充実する削減

すると毎年言っているのですけれども、削減出来る

もので削減したものはないのですかということを聞

いているのです。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：先程と同じような

答弁になりますけれども、自治法で言うこの１３８

条の４の中での附属機関ですね、この部分について

はございません。ただここにありますけれども、先

程も言いましたけれども村営住宅の入居選考委員会

というのはちょっと厳しいというわけではないので

すけれども、その場によっては開催されなければな

らないということでこの委員会については残してお

りますけれども、この何年かは開催されていない。

ただ必要だということで残しております。１件もな

いということについてはそのとおりでございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうすると１６年度か

ら削減する、削減すると言って１件も削減していな

いと、これはやっぱりおかしいですよね。また、村

長はどう考えているか解りませんけれども、これが

許されるのは政治の世界だけなのですよ。商売の世

界じゃこれ許されないのですよ。６年間も約束守ら

なかったら誰も相手にしてくれない信用を無くして
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しまう。村長そう思いませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁をさせていただ

きたいというふうに思いますが、大変苦しい答弁に

なろうかというふうに思います。一応附属機関等に

ついては条例で定められておりまして、一応削減は

されてはおりません。ただこれに関連する規則・訓

令等について見直し等については行われているので

はないのかなというふうな感じは持っておりますけ

れども、それとて条例等、規則等についてはやはり

同じような考え方でございますので、議会の議決が

必要であるかないかというような分野でございます

ので、そのような観点で見直すというようなことも

当然考えられますので、これらについて担当課の方

には指示はしているところでございますけれども、

見直しをしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございまして、やはり今必要のないものは必要

のないような形の中でなくしていくと、そして必要

な時期になったら附属機関を設定して対応をしてい

くというようなことがやはりこれから必要だろうと

いうふうに思ってそのような考え方のもとに方針の

中で申し上げたところでございます。休んでいると

ころについては例えば１件もないところもあるわけ

でございまして、そのような部分については事例が

発生した時点でやはり附属機関等を設置して検討し

ていくということが当然必要になってくると思いま

すし、例えばここで言われている村営住宅、例えば

それから学校適正配置審議会、これらについても用

は終わっておりますので、また事案が発生した時点

で対応していくというようなことも考えられますし、

そのような附属機関が幾つかございますので、その

辺について見直しをかけていくというような考え方

を持っておりますので、一つその点についてよろし

くお願い申し上げたいと存じます。年に１度もやは

り開かれていないようなもの、それらのものについ

ては当然条例として設置しておく必要性というもの

は私はないというふうに考えますので、やはり事案

が発生した時点でその時のそういう機関の委員さん

が当然変わってくるものというふうに考えられます

ので、そういう部分も含めた形の中で当然見直しを

図っていかなければならないというような状況でご

ざいますので詳細に内容を詰めてまいりたいという

ふうに考えております。よろしくその点ご理解を賜

りたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今、村長おっしゃった

ように削減しようと思えば今でも出来るわけですよ

ね。明日でも明後日でも良いですから早急にやって

下さい。 

 それとですね、やはり私今この委員数もちょっと

今見ていたのですよ。１６名、２０名、３０名、１

５名、１０名、２０名、１３名、１５名、５名、２

０名、１５名、２５名、１０名、１５名、１５名、

１５名、１０名、９名、９名、１５名、３０名とこ

こ委員数書いてますよね。１年に１回しか開かれな

い委員会もあるのでしょうけれども、ただ一つ別な

こと考えます。お金もかかるでしょうけれども、ば

ーっと暗算するともう年ですから暗算はちょっと出

来ないですけれども、３００は超えてますよこれ、

３５０ぐらいになるのですかね。職員の数も入れる

と４００を超えてしまう。猿払村の有権者数は何人

ですか２，２００人ぐらいですか。そうすると４分

の１ぐらいの人がこれに係わっていると、多分ダブ

っている人もいるのでしょうかなりいるとは思いま

すけれども、そしたらいつまでもこの審議会なり委

員会を残しているということは直接民主主義を村長

は意向しているのではないのかと望んでいるのでは

ないのだろうか。そういうことを私やっぱり勘ぐっ

てしまうのですよね。出来るだけ多くの住民を執行

機関に属する附属機関に入れて直接村民の意見を聞

きたいとそういう意向ではないのですか。 

○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。 

 確かに人数的にはかなり多い人数がなっておりま

す。当然、附属機関を作る上においても私といたし

ましてもかなり人選に難をしているという実態がご

ざいます。それでかなり重複して委員をやっていた

だいているという方がかなり多いということが言え

るというふうに思います。必ずしも附属機関がなけ

れば業務が執行出来ないかと言いますと決してそう
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ではございませんけれども、やはり村民に内容等を

知っていただく、そして周知していただくこの中に

は答申をして諮問をしていただく機関もございます

ので、そういう部分を含めた形の中でこのような附

属機関の設置をしているわけでございますけれども、

先程も申しましたように内容等については十分に人

員も含めた形の中、人選も含めた形の中で十分内容

を検討してまいりたいというふうに考えております

のでよろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今ちょっと内容が把握

はっきり把握出来なかったのですけれども、出来る

だけ多くの人間を入れたいという捉え方でよろしい

ですよね。よろしいですか。附属機関に、違います、

じゃあすいませんもう一回答弁。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応それらを含めた

形の中で精査してまいりたいと、削減した形の中で

ですね。そして今現在もう必要のないものについて

は必要のある時に附属機関を作って審議をしていく

というような考え方をとりたいという意味でござい

ますので一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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは間違いなく近

々に精査の上、削減なり充実なりお願いいたします。 

 それでは次の２番目の質問に移ります。 

 まちづくり会議の成果というところに入っていき

ます。 

 理念条例、参加条例に基づくまちづくり会議は村

長が立候補の折からの公約であり、ソフト面におけ

る最大の事業であります。この会議がうまく運営さ

れるか、機能されるかにより森村政の評価が決まり

ます。今までのまちづくり会議の成果を具体的に説

明願います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：まちづくり会議の成

果についてお答えを申し上げたいと存じます。 

 まちづくり会議の果たしてきた役割についてでご

ざいますけれども、議員もご承知のことと存じます

がこのまちづくり会議は地方分権法の主旨に基づき

まちづくり理念条例、村民参加条例に基づきまして

平成１５年１２月１８日猿払村まちづくり会議条例

制定後、平成１６年２月２５日に村民委員３０名、

職員２０名体制で設立し、運営協議をして現在第３

期目の委員を公募し調整を図っているところでござ

います。これまで第１期、第２期のまちづくり会議

につきましては行政経費の削減について、病院の診

療所への移行について、ゴミの分別について、さる

ふつ温泉の料金の見直しについて、観光まつりのあ

り方について、持ち家促進のための猿払村住宅整備

融資制度について及び環境美化とボランティアにつ

いて等の提言をいただいているところでございます。

従いましてこれらの関係については非常に行政とし

て重要な問題でございますので十分にまちづくり会

議でこの問題を協議されたものというふうに判断を

しているところでございます。また、環境美化とボ

ランティアについて等の提言もいただいているとこ

ろでございます。この提言は各関係、各課職員と協

議し検討した上でその都度まちづくり会議へ回答を

し逐次提言に沿う形で行政執行をしてきているとい

う現況にあります。やはり提言も重要なことと位置

付けているところでございます。行政参加するとこ

ろに大きな意義があるというふうに思っているとこ

ろでございます。少しづつではありますが目的達成

のためまちづくり会議の運営状況も向上しつつあり

ますし、これは完全に目的達成に向けて成就しなけ

ればならないところでございます。議員もご承知の

とおり分権には団体自治と住民自治があります。団

体自治は勿論行政が成すべきことでありますが、分

権で最も大切なのは住民自治であります。地方自治

とは地方、存在する地域の運営について国からの関

与によらず地方の住民の意思に基づき行うこととい

うふうになってございます。住民自治がやはり私と

しては大きな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。それによってこのまちづくり

会議も大きく発展していくものだろうというふうに

考えているところでございます。住民自治とは住民

の住民の意思によって行われるべきという概念であ

ります。しかし、まちづくり懇談会で年２回地域を
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まわり村民に対しその意義を説明しておりますが、

会議のテーマ設定や会議の運営等で若干まちづくり

に係わるための知識等が不十分なように感じられて

おります。無理もない話しであるというふうに私は

考えます。即考え方や意識を変えろと言っても明治

時代から続けてきた中央官僚政治につかってきた感

覚もあり今も国や道は直っていない中で困難を極め

ておりますが、地方分権の時代国や道は関係なく住

民はその意思を強く持っていただくことを期待した

いものでございます。国や道に関係するところから

団体自治が治めます。私は現段階で迅速過大な成果

を求めるものではなく、やはり長い時代行政システ

ムが続いてきたこと、そして平成１２年から行政シ

ステムが地方分権の方に変わってきたという形の中

でそう簡単に住民の意識を変革させることについて

はなかなか難しい問題であるというふうに考えてい

るところでございます。時をかけながらもまちづく

りという目標視点をこのまちづくり会議を通して定

着させていくことが地方分権の主旨から定着させて

いくことが努めであるというふうに考えます。期待

しているものであります。そのためには行政情報の

大量開示がやはり必要でございます。村民は行政情

報なくして行動は出来ませんので、これについて大

きな気遣いをし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。従いましてこの度

の第３期の住民自治の委員公募につきましては、や

はり住民自治ということになりますと地域の自治を

確立させるためにはやはり地域の住民の知恵と力が

大変大切なものとなってまいります。従いましてそ

こで地域に各自治会等が置かれている関係上、やは

り自治会からの委員の公募ということが望ましい姿

ではないのかなという考え方を持った形の中で、今

調整を図っ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思います。いずれにいたし

ましても色々な提言をいただいていると協議をして

いただいているということに対しましては、少しづ

つでも向上に向けて目的達成に向けて進まれている

というような考え方でおります。そういうことで一

定程度のある目標は達成出来ているというふうに思

っております。これからも益々そういう分野での提

言等もいただく機会を多く作ってまいりたいとこの

ように考えており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。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今、村長から答弁あり

ました。住民もなかなか理解してくれないというよ

うなところもあったと思いますけれども、村長の本

心は言葉にはしませんでしたけれども、議会もいい

加減理解せよというのが本心ではないのかなと思っ

ております。正直言いまして私もどうしても理解出

来ない点があるのです、このまちづくり会議には。

今まで何度か質問しています、今回自分の質問を振

り返りました。最初にこのまちづくり会議に質問し

たのが１６年の３月議会、その後１７年、１８年、

１９年毎年１年に１回質問をしています。去年はあ

きらめてしていません。この条例が出来たのは平成

１５年の１２月議会です。何故鮮明に覚えているか

と言うと前の議会で私反対討論しましてこの条例が

成立するのはひと月遅れたのです。何故反対したか

と言うと平成１５年というのは私が議員になった年

です。議員になってまだ半年ぐらいですね。ですか

らその時は地方自治法も知りませんでした。議会の

役割も首長の役割も殆ど解りませんでした申し訳あ

りませんけれども、何故反対したか、本能で反対し

たのです。ただそれだけです。今回自分の反対討論

を読んでみましたけれども本当に議会の役割、首長

の役割をごっちゃにしたちょっと恥ずかしくなるよ

うな反対討論を堂々と述べてます。しかしですね、

人間経験積めば良いってものでもないのですよ。今

回６年経ちましてほんの少しだけれども行政的な知

識が増えました。議会の役割とか村長の役割とか地

方分権とか皆さんに比べれば比べものにならないけ

れども少しづつ知識が増えてきた。その上でやっぱ

りこのまちづくり会議への過大な活動というのは議

会軽視に繋がるという思いにまたなりました。例え

ば今回、今も述べてましたけれども３回目のまちづ

くり会議、村民への公募なされております。集まっ

たかどうかちょっと知りませんけれども１月３０日

までということで、その中に書かれています。ちょ

っと読ませていただきます。村民委員会を含むまち
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づくり会議は村の附属機関として条例で設置する公

の機関となり、村民委員の身分は村の非常勤職員と

いうことになりますので、会議や委員会の意見や提

案としてまとまられたものは当然責任あるものとな

る一方、ここから大事ここから、村長を始め議会等

にも尊重されるものとなりますとこう書いてあるわ

けです。執行機関の一部の附属機関でありますから

村長に尊重されるのは良いですよ。だけどどうして

議会が尊重しなければいけないのですか。これに法

的根拠はあるのですか。例えば今回の議会でも条例

始めたくさんの議案がばーっと出てますよね、その

中でその中の一つまちづくり会議に諮ったものだけ

どうしてそれだけ特別に我々議会は尊重しなければ

いけないのですか。我々は公平に村民の立場になっ

て全ての議案を判断しなければいけないのですよ。

まちづくり会議に諮ったものだけ特別に尊重するわ

けにはいかないのですよ。これは議会の議決権を侵

害しているのです。そう思いませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：まちづくり会議の提

言について行政サイド、議会サイド尊重しなければ

ならないというような内容のご質問で議会が何故尊

重しなければならないのかというようなことでござ

いますけれども、これにつきましては議会は尊重す

る必要性というものは何もないというふうに私は考

えます。行政サイドで考えて議会に提案して、それ

が否決されるものであれば否決されたとしてもこれ

はいたし方ないことであろうというふうに私は考え

るものであります。議会は議会としてのやはり責務

というものがあるというふうに思いますので権利義

務とありますので、そのような考え方の上に立った

形の中で考えていただければよろしいのではないか

というふうに考える次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：しかしそうであればこ

ういう回覧が全村民に配られているわけですよ。ど

うします。それはこれ議会にとってはとっても大切

なことなの、先程も言いましたけれども大統領制を

採用して首長と私達は同等の関係なのこれは国と違

うわけ、国は国会は最高の議決機関ですけれども議

会は地方は違うわけですよ。同等なのですよ、同等

のそちら側だけ一部の人達が住民代表のような形で

参加して力が大きくなってしまうと今行われている

民主主義というのはうまく機能しないのですよ。そ

れが私は今一番恐れているのですよね。だから先程

も言いましたけれども今の執行機関と議決機関の私

達は意思決定機関でもありますから執行機関である

首長方と行政運営の面で重なる部分はあるのですけ

れども、その中でも互いの権限を侵してはいけない

のですよ。侵さず侵されずというのはこれ大原則な

のですよ。知らないうちにもしかしたら私達も侵し

ているかも解らない、だけれどももしかしたらそち

らも侵しているかも解らない。これやっぱりお互い

にチェックしなければいけない。これは今の代議制

の一番大切なところなのです。いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確かにそのとおりだ

というふうに感じております。二元代表制の要の中

で執行側と議会側とのやはり役割というものを明確

にしなければならないわけでございまして、私行政

サイドといたしましては、まちづくり会議からの提

言を受けた形の中で事務事業を執行していくという

ことについてはこれはやぶさかではないというふう

に思いますけれども、議会はそうはいかないという

ふうに私は感じております。そういう状況の中でや

はり議会は議会としての権利・義務を発揮していた

だくことが二元代表制の仕組みであるというふうに

考えているところでございますのでその点ご理解願

いたいと思います。そのような回覧が出回っていた

ということに対しましては私としてもちょっと気付

かなかった部分もございますので大変申し訳なく思

っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それではまた別な角度

からちょっと入りたいと思います。 

 今回繰り返しになるかも解らないですけれども、

執行方針を読みますとその協働のところが村民参加

と協働のところがわりと簡潔ですよね。前段少し書

いてありますけれども、先程来何回も出ていますけ
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れども勤めは協働なり、役場は人なり、人は心なり

と本当に詩人のような素晴らしい言葉だと思います。

しかしその後が悪いですね。その他村民参加協働に

係わる基本的考えは去年の執行方針を読んでくれと、

これも人をちょっと馬鹿にしたような述べ方なので

すけれども、私は真面目ですからきちんとちゃんと

去年の執行方針を読みましたよ。ただ村長はこの村

民参加・協働の精神、さっきも何か行き渡っていな

いと述べたような気がしますけれども村民にこう行

き渡ったと感じていらっしゃいますか。 

○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。 

 協働の精神の関係につきましてはやはり先程も申

しましたように、やはり村民の個々の意識感覚がや

はり以前の感覚にどっぷりと浸かっているというよ

うな言葉は悪いですけれどもそのような感覚にあり

ます。それを今の新しい行政システムに移し替える

とそういう意識を持っていただくということについ

ては、やはり時間を要する問題だろうというふうに

も考えているところでございます。出来るだけ早い

うちにこの協働の精神というものをまた協働とは何

かということを住民が早く知っていただいてやはり

住民のやるべき責務、行政のやるべき責務というも

のを理念条例の中で決めているわけでございますの

で、その部分もしっかりと見据えた形の中で村民の

責務というものもきちんとやはり理解をしていただ

く手立ても必要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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは次の質問に移

ります。 

 ３番目、行財政改革の問題に移ります。 

 これも執行方針に少し書かれております。確認の

ために質問いたします。 

 平成１８年度から２０年度までの集中改革期間も

終わり手数料・使用料の値上げ新設も一段落したよ

うでありますが、委員会の役割はまだあるのですか。

執行方針でも行財政改革にそれなりの成果を上げた

と述べらておりますが、どのような点に成果を上げ

たと感じているのかお答え下さい。行財政健全化計

画はまだ２１年まであります。本年度の予算を見ま

すと改革への意欲が少し薄らいだような気もいたし

ますが、そのようなことはございませんか。その点

を確認いたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：行財政改革の関係で

ございますけれども、やはり行財政改革については

薄れたという考え方は私は持っておりません。行財

政改革についてはやはり永久に続けていかなければ

ならない問題であるというふうに考えております。

特に広域連携自立というふうに考えた場合にはやは

り財政の健全化が一番の問題でありますので、それ

らに向けた行財政改革というものは永久にやはり続

け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。国の膨大な借入金による市町村

へのしわ寄せ等多くの問題を抱えているところでご

ざいます。また、市町村の地方財政、財源不足に伴

う国の交付税特別会計の借り入れ等、平成２０年度

末残高は国の交付税特別会計でございますけれども

３３兆６，０００億円これが横たわっております。

これは私達といたしましては地方交付税の中でいた

だいているわけでございまして将来これを返済して

いかなければならない、そうすると当然地方交付税

の減額が想定されてくるというふうになります。た

だ３３兆６，０００億円というような国の交付税特

別会計の借り入れ金でございますけれども、また地

方のその公債費の償還と若干国の償還の形が変化し

ておりまして、国は先延ばし先延ばしという形の中

でこうやっている。市町村については毎年決まった

額を払わなければならないとこのようなことが一つ

横たわっている問題であるというふうに考えており

ます。そうすると当然地方交付税の将来減額が想定

されます。よって行財政改革等については永久とい

う言葉は適当ではないのかもしれませんけれども、

やはり永久に続けていく必要性はあるというふうに

考えております。今後も村として平成２１年度中に

第２次の財政健全化計画ですけれども策定をして取

り進めていく予定になっているところでございます。

そのようなことから当然行財政改革につきましては
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計画の内容等について十分な審議と個別の重要事項

等を考えこの問題解決を図っていかなければならな

いというふうに思っております。やはり今の政治経

済状況からいたしまして次々とあらゆる新しい難題

が出てきているところでございますので、そういう

意味も含めまして当然この行財政というものについ

ては当然村の情勢に合った的確な対応が求められて

いるというふうに考えているところでございますの

で、その点について十分機能を果たしてまいりたい

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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：引続き行財政改革をや

っていきたいと思っております。 

 次の４番目の新エネの問題にいきたいと思います。 

 新エネルギービジョンにつきましては委員会の外

部によりますとどうも流れが解りづらい。まず最初

財源から聞きます。これもいつかの議会で随分審議

しました。一応確認します。財源の補助金について

は１８年度はＮＥＤの補助金を使い、１９年度は最

初経済産業省の補助金で予算化しましたが未採択に

なりその後、総務省の「頑張る地方応援プログラム

」にのせたという経過でありましたよね。今年度も

このプログラムから補助金が出ているのか、今後は

どうなるのか。まずこの財源の問題を確認します。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

今の巽議員さんの答弁にお答えします。 

 補助金の流れとしては今の巽議員さんのおっしゃ

るとおりでございます。それで今後につきましては

平成２１年度これ当初予算になりますけれども、こ

の部分につきましては一応３ヶ年ということで「頑

張る地方応援プログラム」の補助金が終結します。

その形で一応２１年度で大規模な部分についての作

業的な部分についてある程度終了していきたいと、

あと２２年度以降についてはソフト面で色んな協議

会を立ち上げた中で進めていきたいなと、これは単

費になるのか、また他の補助メニューを探しながら

やっていくのか今のところはちょっとまだ考えては

おりませんけれども経過としてはそういう経過にご

ざいます。 

 「頑張る地方応援プログラム」につきましては特

別交付金ということで交付されておりますのでご理

解をお願いいたします。交付税です。すいません。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうするとその２２年

度以降その今のおっしゃいました特別交付税を使う

ということは出来ないわけですか。 

出来ない。 

分かりました。 

それでは一応財源の方は確認させていただきまし

たので、次は中身の方に入りたいと思います。 

先程流れがよく解らないという話しをさせていた

だきました。この委員会が何を一番の目的としてい

るのかがよく見えない。例えば化石燃料以外の新エ

ネルギーを作ろうとしているのか、ＣＯ２排出量を

削減しようとしているのか、亜臨界水で新しいウロ

処理工場を作ろうとしているのか、企業誘致で新エ

ネルギー関係の新しい企業を計画しているのか、バ

イオマス構想で新しいまちづくりを行おうとしてい

るのか、どうも目指しているものがはっきり見えな

い。色んなことを追求して結局何にも出来ないこと

にならないだろうか。ある程度目的をしぼった方が

良いのではないかと思います。そして外にいるから

あまりよく見えないのですけれども、これも見方に

よりましてはとっても壮大な村のプロジェクトにも

なるのですけれども、それが議会抜きでどんどんど

んどん進められることに私は多少の不安を感じ得ま

せん。これも考え過ぎかもわからないけれどももし

かしたら議会の権限が侵されていないだろうか、こ

れはちょっと私も自信がないですけれども、ただ本

当に何をやりたいのか、何を目指しているのかとり

あえずまずそれを示していただけませんか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

まず巽議員さんのご質問にお答えいたします。 

 まず手法としましては、最初に地域新エネルギー

ビジョンの策定というところから始まってきたので

すけれどもこの手法の方法の一つとしては本当は最
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初にこの地球温暖化対策推進計画、また実行計画と

いうものをきちんと作った中でＣＯ２の削減をどう

いうふうにして進めていったら良いのか、その中で

削減をしていく中でもしかしたら猿払村に新エネル

ギーと言われるものが賦存しているのではないかと

いう形で進めていってさらにそういう部分で新エネ

ルギーを見出した中で、次はバイオマスタウン構想

というものを立ち上げていってその新エネルギービ

ジョンを推進していくべきではあったのかなと今思

えばちょっとその当初の新エネルギービジョンの策

定と地球温暖化対策推進計画がちょっと１年間逆に

なってしまったのかなというふうな担当としては認

識をしていて、議員さん方にもちょっとそういう部

分では非常に解りづらかった部分があったのかなと

いうことで誤解を招いてしまったということで先日

委員会の中でももう一度確認し合ったところでござ

います。それでどういう方向に今後進めていきたい

のかという部分につきましては、まず前段としては

ＣＯ２の削減という部分で進めていきたい。この部

分については今、先日回覧等でも流しましたけれど

も地球温暖化対策推進計画という部分で行政と事業

者と村民のそれぞれの役割、削減の役割というもの

をある程度示してございます。その方向性として行

政は行政で色んな公共施設があるわけですからその

中で電気光熱水費等も削減しながらＣＯ２を削減し

ていく、公用車も含めてですけれども、その中で今

度村民にやっていただかなければならない省エネル

ギー対策、それと事業者の今加工協だとか色んな事

業所があります。酪農家も含めてですけれどもそう

いう所から出ているＣＯ２も当然あるかと思います。

その中でまず事業主の方としてやっていただきたい

ホタテのウロ、若しくは家畜糞尿の処理、ここから

出ているＣＯ２の削減、メタンも含めてですけれど

もそういう政策を削減していけるような事業展開を

していけないだろうかと、その部分でもし事業展開

をしていただけるのであれば色んな補助があります

のでバイオマスタウン構想というのを策定して、そ

の中で事業展開をしていく中では２分の１の補助が

国からいただけるという形になってます。今、加工

協ですとか北の大地等も何回か打ち合わせをさせて

いただいております。何とかその産業廃棄物として

今処理している家畜糞尿の部分については生糞とし

て撒いたり色んな形で今作業畑に撒いたりしてます

けれども、ホタテのウロについても加工場で色んな

経費をかけて化石燃料を焚いてボイルをして今の水

産処理工場の方に持っていって海外の方に輸出をし

ているという形になっておりますので、根本的には

ＣＯ２の削減というのは狙いですので、色んな企業

さんがやっていただける段階でメリットがなければ

いくらＣＯ２を削減してただきたいというふうな形

でお願いしてもなかなかこれは進んでいかないわけ

ですから、企業として村としてもＣＯ２を削減しな

がら今産業廃棄物として出ている廃棄物、ホタテの

ウロだとか家畜糞尿を何とか再利用をしていけない

か。それによって加工場さんが今８００万円から１，

０００万円かけてボイルしている化石燃料代、輸送

代も含めてですけれどもこの軽減を図ることが出来

ないか。またその廃棄物として処理されているもの

が燃料として、または肥料・飼料として再利用出来

ないかという最終的にはそういう方向に持っていけ

ればなと、そういう方向に持っていくにはどういう

機械が必要なのか、そういうことも今の新エネルギ

ービジョンの検討委員会の中では進めて話していき

たい。そして２１年度来年度に向けてもまた新年度

予算で質問出るかも解りませんけれどもどういう機

械が今良いのかというのも追跡調査をしながら昨年

までは亜臨界水処理という部分で進めてきたのです

けれどもどうももうちょっと時間がかかるという形

で今高温・高圧処理という形の中で言うなれば低亜

臨界という部分で採用になっている機械が色々あり

ますので、そういうのも委員会の中で提案をしなが

ら検討をしてそれぞれの事業主さんの方と協議をし

ていきたい。また、行政だけでは当然いきませんの

で先日加工協さんの中で役員会の中でそういう説明

をさせていただいた中で色々ご理解をいただいた中

で加工協さんの中でその委員会も立ち上げようと、

ホタテのウロだとか、貝殻の処理について色んな経

費もかかると、ホタテの値段も上がらない、だけれ

どもそこから出る廃棄物にかかる処理量というのは

これは変わらないわけですから、各事業所にかかる
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負担も大きいのでそういうことも踏まえて検討委員

会を立ち上げようという形のお返事をいただきまし

たので、そういう検討委員会を立ち上げていただい

た検討委員会ともうちの委員会ともこう色々連携を

とりながら進めていきたいなというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうすると一番の目的

はＣＯ２の削減ということでよろしいわけですね。

そう捉えて、そういうことであれば次の５番目の質

問にいきます。 

 これも今回回覧で出ています。今回回覧で意見募

集というような形で出ておりますが、猿払村地球温

暖化対策地域推進計画（素案）についてご意見を募

集していますということで２月４日付けで回覧が出

ています。これが村民の皆様に配付されております。

村民の皆さんの意見を聞いて３月を目処に策定する

予定になっているようですね。実は１９年の６月議

会におきまして私は一般質問で温室効果ガス削減市

町村計画を聞いております。その答弁で村長はこの

計画は単なる市町村計画ではなく、都道府県計画、

日本全体の規模で考えるべきだとした上で２０年中

に削減計画を取りまとめ公表していくとのご答弁で

ありました。そこで今回このような形で公表された

のかなと思っておりますが、この計画は策定委員も

公表されておりますが、具体的にどのような形で議

論されたのかよく解りません。また、策定にあたり

議会で議論する機会はあるのでしょうか。また、何

故１０％なのかなど単純な質問も浮かんでくるので

すが今ここで議論してよろしいものかどうなのかも

よく解りません。議案としてはどのような形でいつ

議会に提案されるのでしょうか。これも議会との関

連で答えていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

確かに過去に巽議員さんの方からの温室効果ガス削

減の市町村計画はどうなっているのだというような

過去にご質問があった中で、村長答弁として平成１

９年度２月に策定した地域新エネルギービジョンの

中に色んな村内の公共施設、各事業所等の二酸化炭

素の排出量が一応調査済みでありますので、一応平

成２０年度について温室効果ガス削減の計画をして

いきますと、その部分で当村にあっては温室効果ガ

スと言われる毒ガスのうち二酸化炭素、メタン、一

酸化二窒素の３種類でありますのでその部分につい

て重点的に削減計画をやっていきたいということで

やってまいりました。その中で地域新エネルギービ

ジョンの推進委員さんの中で抱き合わせと言ったら

変なのですけれども、ちょうどそういうような委員

会が立ち上がりでありましたのでその中で地球温暖

化対策推進計画という部分を練っていただきました。

その中でちょっと先程の質問に戻るかも分かりませ

んけれども、委員さんの中で今までその新エネだと

かバイオマスの部分がやってきて急に地球温暖化の

ＣＯ２削減の策定計画を作れといった段階でちょっ

とこんがらかってさせてしまったのかなという部分

で先程反省をさせていただきたいということで述べ

たのですけれども、この１０％削減ですとか、色ん

な部分については京都議定書の中で一応６％と、日

本については６％という形になっておりますけれど

も、猿払村についてはどうせ削減計画を作るのであ

ればもう一歩進んだ中で１０％という枠組みの中で

努力していきたいという努力目標の中で１０％とい

う部分で掲げてまいりました。その中で協議会と行

政とこの議会との関連性はどうなのだという部分が

ご質問の中でありましたけれども、一応議会との関

連についてはこの協議会の役割につきましては一応

村民・事業者・行政という部分で地域一帯となった

取組みの施策をする管理の形で謳っておりますので、

もし必要に応じて議会の方につきましては村長の方

から行政報告なりそういう形で報告等をさせていた

だきたいというふうに考えております。ただどうも

その議会というか議員さんないがしろにしながら進

めているのかというような僕も印象受けたのですけ

れども決してそういうことではなくて、バイオマス

タウン構想の策定時に当たっては議員さん方と協議

をさせていただきましたし、シンポジウムについて

も積極的に議員さんの方に出て出席していただけれ
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ばなということで議長さん、副議長さん始め何人か

の議員さんにも出て出席をしていただいて勉強をし

ていただいた経過もありますし、行政としても委員

会としてもその決して議員さんをないがしろにして

進めているというわけではないというふうに私達も

気を付けておりますし、そういう連携をとっていき

たいなというふうに考えおりますのでその部分につ

いてはちょっと誤解のないようにしていただければ

なというふうに考えております。 

あと答弁漏れが何かあればよろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうするとこれ議案と

いうか、同意なのか解りませんけれども、そういう

形で議会に対して１０％で行きますよというような

形で議会に同意を求めるとかそういうことはないと

いうことですね。このままいくということですね。

分かりました。 

 この回覧見ますとね、これ３月６日まで村民の意

見を聞くということですよね。意見募集要綱を読み

ますと、電子メールを使うのですか、電子メール及

び村に一言申し込み用紙で使用可というようなこと

なのですけれども、このようなやり方が昨日条例で

も上がってきましたけれども、このパブリック・コ

メント、これパブリック・コメントというこれ手法

なのですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

一応このような地域広く住民から意見を聞くという

こと自体がパブリック・コメントだというふうに私

は理解しております。その中で皆様方にお詫び申し

上げなければならないのは、私の方の勉強不足でそ

の行政手続条例の中に既にパブリック・コメントの

部分が謳われておるのだろうということで確か１２

月の定例議会の中でそのパブリック・コメントをこ

の地球温暖化対策推進計画の部分について広くパブ

リック・コメントを求めていきたいというような答

弁をさせていただきましたけれども、その部分でち

ょっと足りないと手続条例の中に入っていなかった

ということで今回また別な案件もありましたので改

めてパブリック・コメントの条例制定をさせていた

だいたという部分がありますのでよろしくご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうねどうもやっぱり

腑に落ちないのですよね。そのさっきからの一連の

流れの話しに戻ってしまうのですけれども、住民の

声はみな聞くと、だけど議会には報告はあるのです

か。議会がその住民の声を代弁するのではないだろ

うか、今のシステムというのは、先程から何回も言

うけれども対等関係の議会と首長の関係があってそ

れは基本ですよね。その中で議員は逆に言えば住民

の声を吸い上げなければいけないです。これは議員

の義務ですよね。そういう普通の関係、正常な関係、

正常な関係があってそれから私は住民参加がなされ

るべきではないかなと常々思っているのですよ。憲

法と共に出来た地方分権、この法律によりますね、

それで謳われているところの執行機関の首長と議決

機関の議会が正常に機能してそれから始めて私は住

民参加がなされるべきではないかと思うのですけれ

ども、その基本的なことがまだ出来ないうちにあま

り住民参加をさせることは先程からも述べてますけ

れども対等である両輪であるはずの二つの機関の力

のバランスを私は崩すことになると思うのですよね。

その辺については村長どう思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと

思います。 

 今、担当課長が説明いたしましたように今の段階

におきましてはバイオマスタウン構想とそれから地

球温暖化対策推進計画とこれらが今これから策定、

正確な形の中で策定されるような状況になるという

ふうに思います。それに対しましてやはり附属機関

ではございませんけれども、そのような委員会の中

で協議をしていただいたということも先程の一覧表

から見てもお分かりのことと存じます。従いまして

これらにつきましてはやはり意見を聞いて策定して、

そして策定したものが議会に当然、議会と協議をし

て成案を得ていかなければならないものだろうとい

うふうに私は感じているところでございます。従い
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ましてこの計画が構想が一定程度策定次第議会との

協議もまた必要でございましょうし、またそのチェ

ックなり修正なりそういう部分がやはり議会の役目

であるというふうに考えてもおりますので、これは

執行機関としてのやはり附属機関との間での意見の

疎通、意思の疎通というような形をとっております

のでその点についてご理解を賜ればというふうに思

います。当然、議会抜きにしてこのようなものを策

定して実行していくということには決してなりませ

ん。最終的には当然、議会のこのような内容につい

て議会に提示いたしまして、チェックをしていただ

き意見をいただき成案を得て実行に移してまいりた

いとこのような考え方でおりますので一つよろしく

その点お願いを申し上げたいと思います。逆ではな

いのかというような質問でございましたけれども、

決して私は逆だとは思っておりません。やはり最終

的なチェックというものを議会でやっていただくと

いうことが本来の筋ではないのかなというふうに思

っている次第でございます。 

 よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：もう時間も大分遅くな

っていますので最後の結論の６番目の質問に入りた

いと思います。 

 今まで５つ程質問を重ねてまいりましたけれども、

最後の結論の質問に入りたいと思います。 

 地方分権は自分のことは自分で行う、住民の行政

参加が基本であるとの村長の考えは良く理解出来ま

す。村長は住民が行政参加するために平成１３年に

理念条例・参加条例を作り、その後まちづくり会議、

行財政改革推進委員会、新エネルギー関係の委員会、

今後も猿払村地球温暖化対策地域協議会を設立しパ

ブリック・コメントという手法を取り入れ政策の立

案から村民の声を取り入れようと努力するのでしょ

う。しかし、残念ながらその効果は期待している程

ありません。一言で言えば仏を作って魂入らず、色

んな条例、組織を作り住民参加を促すのは結構です

が、魂気持ちが入っておりません、形だけです。理

念条例・参加条例等、今殆どの住民は覚えておりま

せん。村長はニセコ町とちょうどほぼ同時に作り、

ニセコ町は学者が作り、猿払村は自分達で作ったと

私との一般質問で自信を持って答弁しておりました

が、現状では今村民にとって殆ど忘れらた存在です。

まちづくり会議も最近は影が薄い、行財政改革推進

委員会もそのうち役割を終えるでしょう。ただ一つ

新エネルギー委員会が暴走をしております。パブリ

ック・コメントもうまくこの村で活用出来るとは思

えません。何故かそれは全て村長自身が頭の中で考

えた行政サイドからの要請指導により出来た組織条

例だからです。執行機関の中に一部の住民が住民代

表のような形で入り、あたかも住民の声が反映され

たかのような施策が出され、議会はしぶしぶ尊重す

るしかない。この傾向は恐ろしいです。今の民主的

地方自治制度への挑戦です。今の地方自治制度は互

いに住民から選ばれた議決機関としての議会と執行

機関の村長が権限と責任を分担し、住民に責任を負

う二元的代表民主制度です。両者対等で互いに独立

しその権限を侵さず侵されず独断先行を許さない制

度となっております。住民から選ばれた対等な首長

と議会が行政事務を決議し執行していくことを忘れ

てはなりません。この中で執行機関側だけに村民参

加がなされれば両者の対等の力バランスが崩れてし

まいます。両輪の大きさが変わってしまいます。車

はうまく走れません。今の猿払の状況に近いかもし

れません。地方自治の基本である執行機関の首長と

議決機関の議会が共に緊張関係のもと、そして互い

の信頼、信頼のもとで行政運営がなされてその上で

地方分権のための住民参加があるのです。村長と副

村長、職員、そして議会が自分の役割を理解し遂行

していけば今の組織で十分に民主的に地方自治の意

思決定は出来るし住民の声も聞き入れることが出来

るシステムになっております。住民参加の方法は各

市町村で違います。猿払村ぐらいの規模の村ではそ

れ程難しく考える必要もありません。基本的な長と

議会の関係があり、住民に行政に関心を持たせれば

円滑に行政運営はなされます。地方分権と住民参加

ということで現状を踏まえて村長の考えを最後にお

聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 
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 私といたしましては地方分権一括法の制定に伴っ

た形の中でその主旨に基づいて行政を執行している

というようなつもりでございます。当然それがまち

づくり会議の各附属機関にそれが及んでいったから

と言って議会との調整が崩れるというものはないと

私は考えているところでございます。あくまでもこ

れは私としての諮問なり答申をしていただいて、ま

た提言もしていただいた形の中で行政サイドとして

考えることでありまして参加については当然まちづ

くり地方分権一括法のまちづくりについての考え方

に沿うものというふうに考えているところでござい

ます。従いましてその結果行政が提案したものに対

して議会がチェック機能を果たす等については権利

義務、議会の権利義務を果たすということについて

はやはり当然のことであり、二元代表制がここでな

されるものだというふうに考えている次第でござい

ます。従いましてそれによって片方の車の片方が大

きくなるということは決してないというふうに私は

考えている次第でございます。あくまでも二元代表

制という形の中で民主主義というものを貫いてまい

りたいとこのように考えておりますのでその点ご理

解賜りますようよろしくお願い申し上げたいと存じ

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今後とも代議制、地方

住民参加につきまして議論を重ねていきたいと思い

ます。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 


