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○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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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。
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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

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
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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。 

 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。 


