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◎  日程第４ 一般質問 

 

○議長（山須田清一君）：日程第４、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。 

 ７番、太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：おはようございます。 

私が議員になってから１年を過ぎようとしており

ますが、勉強不足もあり、村の財政というか会計の

仕組みがなかなか理解できません。 

この度、多尐とも私になじみがある企業会計を取

り入れた新公会計での貸借対照表が発表されました。

それを基に４点ほど質問をさせていただきます。 

猿払村の財政健全化を推進する上で、新公会計制

度導入に期待する効果と課題ということで質問をし

たいと思います。 

自治体の会計は、現金主義会計であり、企業会計

で用いられている発生主義、複式簿記ではありませ

ん。借金である地方債の起債すら予算書においては

歳入であり、起債できれば黒字にできる。つまり、

うまく借金をできれば、単年度会計において黒字会

計にできるという仕組みです。黒字会計という言葉

が基金のとりくずしや借金の増大という財務体質の

悪化を覆い隠してしまう懸念さえあります。基金や

地方債残高の増減だけでなく、将来必ず建て直しに

必要な建物の建設資金や、職員の退職金のように、

そのときのために準備が必要であるものについては、

あらかじめ長期的な視野に立って資金を考える必要

があります。企業会計ではそれが当たり前の考えで

す。 

私は複式簿記発生主義会計の考え方を公会計に導

入することで、現金主義会計は見えづらい財政が、

よりわかりやすくなることに期待するものです。 

９月の定例会において配付の新地方公会計基準モ

デルによる財務書類４表が配付されました。貸借対

照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金

収支計算書でありますが、私は新公会計制度の目的

は財政の状況を村民にわかりやすく説明できるよう

に活用するとともに、その過程で収集された情報を

有効に活用し、財政健全化を実現していくことだと

思います。 

１点目の質問です。定例会において配付された基

準モデル、猿払村の平成２１年度財政運営の総括に

おいて、経常収支１２億円のプラス、公共資産整備

マイナス４億円、投資財務的収支マイナス８億円、

総括として堅調な財政運営となっておりますが、村

長の感想をお聞かせ下さい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

最初に企業会計について述べられておりましたの

で、それに最初尐し触れたいと思います。 

企業会計は、企業が経理を行う場合、企業会計原

則に基づいて作られる会計でございます。７つの原

則に基づき、客観性のある会計であると私は思って

おります。しかし、その目的により、多尐の違いが

ございます。つまり、証券取引法に基づく有価証券

報告書に記載される投資家のための決算書、商法に

基づく債権者のための決算書、そして我々にもっと

も身近であります税法に基づく税務署のための決算

書、それらは微妙に違いがあり、そして利益も違う

ことが多々あります。要は目的により手法も変化す

るということですが、企業会計の根本にあるのは企

業会計原則であると私は信じております。 

さて、平成１２年の地方分権一括法ののち、地方

分権が叫ばれ、住民が理解しやすいように企業会計

をとりいれようと国の要請により我が猿払村も平成

１３年から総務省モデルの貸借対照表、行政コスト

を作成したところであります。平成１８年、行財政

改革推進法を契機に、新地方公会計制度の整備が位

置づけられ、平成２３年度までに整備が必要とされ

ました。そこで２１年から猿払村におきましても段

階的に専門業者と委託契約を行い、整備を進めてま

いったところであります。 

実際、分析等で使用されるのが来年度とのことな

ので、正直なところ新モデルに関しましてはまだ完

全に精査はしておらず、まだまだ単式簿記と複式簿

記の整合性に私は疑問を持っております。また、一

番重要であります固定資産の評価についても、発生

主義的データから作成するとなっておりますが、こ
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れもこれだけでは不十分と考えております。 

したがいまして、今感想を聞かれましても、正確

にはお答えできませんが、今の段階での感想として

お聞き下さい。ただし議員がおっしゃるとおり、こ

の会計の目的が住民であり、住民のために役立つ会

計とは私も十分に認識しておりますので、この段階

でまだまだ新モデルを完全に理解していないという

点は、深くお詫び申し上げます。 

さて、２１年度財政運営に関わる総括であります

が、議員ご指摘のとおり、資金収支計算書、いわゆ

る企業会計におきますキャッシュフローの考え方に

より、経常的収支１２億７，４００万円の剰余金で、

公共資産整備収支４億２，９００万円のマイナス。

それと投資財務的収支８億１，３００万円のマイナ

スを埋め、この結果、期末資金残高１億１，５００

円となったところであります。これは、地方税の別

枠の交付と、これまでの行財政改革の取り組みが効

果として現れたものであり、一定程度の安心感を私

は持ったところであります。ただし、交付税の別枠

交付は、現時点では来年度以降廃止が検討されてお

りますが、様々な取り組みを継続し、皆様とお約束

しております実質公債費比率１８％を２４年度まで

に切ってまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：資金収支計算書にお

いて、期首資産残高が８，３００万円、期末資金残

高が１億１，５００万円、差引すると３，２００万

円の資金を増やすことができたと。行財政改革の取

り組みの効果が表れているが、まだまだ様々な取り

組みを継続していて実質公債費比率１８％を２４年

度までに切るという村長の決意だと思います。 

 当然厳しく難しい猿払村の経営を続けていかなけ

ればならない、厳しい財政状況の中、できることで

きないこと、先延ばしせざるを得ないことを村民に

理解していただき、その上で安心して暮らせる元気

な猿払村にしていかなければならない。大変難しい

村の経営だと思います。しかし猿払村役場をひとつ

の会社としたなら、一番の営業品目は住民サービス

だと思います。そのために職員がいて、また施設が

整備されている、そう考えます。 

厳しい村の財政状況を認識した上で、これからも

安心して暮らし続けられる地域であるために、現在

の施設、設備を維持していく必要があると思います。 

 ２０年度決算からですか、採用された基準モデル

は固定資産がすべて網羅し、台帳が整備されている

とのことです。導入に際し、担当職員は大変な事務

量であったと思うところですが、言うまでもなく、

システムは有効に活用しなくては意味がありません。

固定資産をすべてリストアップし、公正価格に基づ

いて評価することにより、公共資産の現在の価値が

わかり、またこれから継続して減価償却をすること

により、将来の資産更新のための必要額が推計でき、

計画的な維持補修などにより、資産の延命化を図り、

更新時期が集中するのを避けることができると思い

ます。  

 ２１年度の行政コスト計算書において、減価償却

費として２０年度は約７億６，２００万円、２１年

度は７億３，８００万円。これはインフラ以外の減

価償却費です。いただいた資料で見ますと道路・公

園・上下水道の減価償却費は２１年度で１３億１，

２００万円、合せますと年間約２０億５，０００万

円です。いわゆる箱モノといわれる建物としての公

共施設以外にも、上下水道や道路などインフラ系と

呼ばれる多くの公共施設が村民の生活を支えていま

す。社会資本の維持管理また更新に多額の費用が必

要になってくると思われます。 

２点目の質問ですが、維持補修の考え方について

お尋ねします。 

国も地方も財政状況が好転する材料が乏しい中、

高齢者や子どもたちへの支出の増加が見込まれます。

村の財政も厳しさが増すと思われます。維持補修も

更新時期の先延ばしに伴い、補修費の増加が懸念さ

れます。綿密な維持補修計画を立て、対処療法的な

維持補修から、予防保全的な維持補修に改め、施設

の長寿命化を図るとともに、維持補修に要する負担

の平準化を図る必要があると思います。耐用年数に

応じた中長期的な更新計画は立てられているのか。

また更新に備えた特定目的基金の考え方についてお

尋ねいたします。 
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○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの２つ目の質

問にお答えしたいと思いますが、その前に今議員が

おっしゃっておりましたけれども、インフラ整備に

関して１３億円の減価償却をしているということで

ありますが、先ほども私公会計がわからないといっ

た意味のひとつ、まだ精査していないといったとこ

ろのひとつは、その減価償却をしながら、この公会

計におけるここにあります皆さんにお渡しした資料

がございますけれども、この資産の部の中において

資産の中から外されると、その辺の意味がちょっと

どういう整合性があるのか、その辺がちょっと私が

まだ理解していないものですから、この辺も煮詰め

たいなと思っているところでございます。 

 ２つ目の質問にお答えします。平成２５年で猿払

村は９０周年を迎えますが、現在使用されておりま

す公共施設等が建設されたのは昭和５０年の中ごろ

からであります。特に今我々がいるこの庁舎が建設

されたのが平成４年であり、そのうち平成１１年、

１２年、１３年までにかけての建設が多くなってお

ります。そのような経過から、この数年間公債費の

負担額が大きくなり、財政を圧迫しておりました。

それとともに当たり前のお話しですが、更新の時期

が過ぎ、また迫ってきております施設設備等も当然

ございます。耐用年数に応じた更新計画は立ててい

るか、そのための特定目的基金についてのご質問で

ございますが、現状一部の事業で営繕計画が立てら

れておりますが、全体としての公共施設設備等の耐

用年数に沿った中長期的な維持補修計画は作成して

おりません。しかし、今後将来においての大きな課

題と認識しております。 

 今回の来年度予算方針におきましても、長期的更

新計画については、すでにあります公共施設管理基

準に基づき、十分に検討し、長期営繕計画を作成す

ることを職員に指示したところであります。 

 そのような中で、この度ご提案する一般会計補正

予算第８号において、将来の歳出に備え、公共用施

設維持補修基金積立金３，０００万円の予算積立を

計上しております。 

 今後もあらゆる行財政改革等を実行し、最大限の

剰余金を見出し、可能な限りこの予算積立を継続し、

住民福祉につなげてまいりたいと考えているところ

でございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今、村長の答弁にあ

ったように、インフラ資産３４１億４，４００万円

の減価償却はバランスシート上には確かに載ってい

ません。 

しかし、土の中にあるインフラ資産も見えないう

ちに古くなって使えなくなっていきます。 

会計上２０億円弱の資産の減尐があり、年を追う

ごとに古くなっていくわけです。 

今後も同程度の住民サービスを続けていくために

は、対処療法的な補修ではなく、やっぱり長期的な

視野に立った維持補修計画というのは大切だと思い

ます。 

耐用年数イコール建物設備の寿命ではありません

が、大事に使い長持ちさせる村民のそうした心構え

が大切だと思います。しかし、将来必ず更新の時期

が来ます。今年度３，０００万円の公共用施設の基

金を積立するということですが、基金を増やしてい

くことが将来の実質公債費比率の増加を防ぐことに

なるのかなと思います。 

３点目の質問に入らせていただきます。 

前の質問と重なる点もありますが、公営住宅の更

新についてお尋ねいたします。 

私の調べた範囲ですが、猿払村の公営住宅は２１

年度末で２７６戸ですが、昭和４０年から４４年に、

４０年以上前ですね、建てられた住宅が２０戸。３

５年以上前、４５年から５０年に建てられた住宅が

５０戸。３０年以上前に、昭和５１年から５５年に

建てられた住宅は５４戸あります。公営住宅法によ

る耐用年数は、木造及び簡易耐火構造平屋建てで３

０年。簡易耐火構造２階建てで４５年。耐火構造平

屋及び２階建てで７０年です。耐用年数の３０年以

上前に建てられた住宅が合わせて１２４戸、率にし

て４５％の公営住宅が耐用年数を過ぎ、老朽化して

います。約半数の公営住宅が老朽化している事態を

どう捉え、今後どのように更新していくのかお尋ね
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いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：３つ目の質問にお答え

する前に、先ほどのご意見の中にございましたけれ

ども、できるだけ積立金を計画的にやっていきたい

というのは間違いないのでございますが、ただし余

裕がなければできないことになります。そうならな

いように最大限の努力をしてやっていくということ

でございます。 

先ほども申し上げましたように、別枠の交付税が

なくなるとか、いろんな客観的外部の状況がある場

合もございます。その中でも積立をやっていくこと

ができるのかどうか、そのときのその年度の住民福

祉サービスを下げることになるかもしれないという

こともありますし、その辺のジレンマは理解してい

ただきたいなと考えております。 

それでは３つ目の質問にお答えいたします。 

 村営住宅管理戸数は１４団地で２５８戸を管理し

ております。そのうち議員ご指摘のとおり、耐用年

数３０年を経過している戸数は１２４戸あり、率に

して４８％となっております。 

 昭和４０年代に建設され、すでに３７年以上経過

している公営住宅が、鬼志別団地で３２戸、浜鬼志

別団地で１８戸、浅茅野４戸、合計５４戸となって

いる現状ですが、そのうちすでに建て替え住宅とし

て取り壊し予定が２０戸でございます。 

 また、昭和５０年代に建設された公営住宅は、豊

里団地３６戸、知来別団地１４戸、浜猿払団地８戸、

猿払団地８戸が耐用年数を経過しております。 

 今後においては、来年度計画しております公営住

宅長寿命化計画の中において、高額所得者と収入超

過者に対し持ち家制度を活用し、住み替えをお願い

し、低所得者、高齢者等の供給戸数の見直しを図る

こととして、財政状況と合わせて補助及び助成制度、

賃貸住宅等を考慮し、耐用年数が経過している公営

住宅を選考して更新する方向で検討してまいります。 

 また、厳しい財政状況の中、更新が遅れる団地に

ついては、修繕補修費等で補ってまいります。 

 なお、第６次総合計画において、高齢者住宅の建

て替えを急がれている鬼志別団地に来年度調査設計、

平成２４年度に１棟４戸の公営住宅の建設を計画し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先ほども申したとお

り、村の財政状況が大変厳しいのは理解していると

ころです。 

 しかし、活力のある猿払村とするために、村の人

口を増やす、つまり村に住んでいただかなくてはな

りません。浅茅野地区において、牧場に勤務されて

いる方が住宅がなく、浜頓別から通っているとの話

も聞きます。酪農も大規模化され、家族・従業員で

は対処できず、また高齢化により従業員を求める事

態が予想されます。 

 現在の公営住宅で、先ほど建て直しという話もあ

りましたが、戸数的に大丈夫なのかどうかお伺いし

ます。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷 厚君・登壇）：お答えしたいと

思いますけれども、先ほど村長が言いましたとおり

１２４戸の部分が耐用年数が切れてきていると。こ

の年数でいきますと相当時間が全戸かかるという計

算になってきます。 

 ただし高額所得者とか収入超過者につきましては、

その部分については今後出る義務があると、公営住

宅法ではですね。そういう部分がありますので、そ

の方々と持ち家制度とかそういう部分を精査しまし

て高齢者とかそういった低額所得者に対しての絶対

戸数が何戸ぐらい必要なのだろうという計画をです

ね、先ほど言いました長寿命計画、来年計画を立て

ます。その段階で戸数を決めてまいりたいと。その

中で将来的な建設年次等におかれましても検討して

まいりたいと、そういう考えでおります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：高額所得者との精査

をするという今の答弁だと思うのですけれども、例

えば今高額をもらっている方でも、必ず年金とかそ

ういう事態になっていくと思うのです。そうすると、

ある程度高齢者老人福祉住宅みたいな考えの増設と
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いうか、そういう考え方が当然必要になってくると

思います。 

 先ほど村長の答弁にもありましたが、高齢者住宅

を建てていくということですが、高齢者住宅の整備

というのが急がれるのではないのかなと考えており

ます。 

 ４番目の質問に入らせていただきます。 

 今後村の経営は、村民に対する説明責任をより一

層果たすとともに、経営の視点を確立することでよ

り効率的・効果的行政運営を行うことが必要と思い

ますが、当村の新公会計は基準モデルを採用してい

ます。総務省改訂モデルとの大きな違いは、固定資

産の評価の仕方、台帳の整備をする段階の違いでは

ないかと考えます。将来的に公会計の財務書類も監

査を受けることになった場合でも、基準モデルなら

十分堪えうるということですが、私も基準モデルの

方が継続性、信頼性において優れていると思います。

しかし、村民に対する説明という点で私も含めてで

すが、なかなか村の財政を理解するのは難しいと思

います。どうしても財政規模、人口の類似している

自治体、あるいは近隣の自治体と比較して理解する

ことが多いわけです。基準モデルを採用している自

治体は、２２年３月末で指定都市を除く市区町村で

は作成済み１，１０２団体に対し、総務省改訂モデ

ルが８４３、率にして４８．７％、基準モデルは７

７団体、率にして４．４％、作成中の自治体でも２

４．７％が総務省改訂モデルに対し基準モデルは１．

９％です。バランスシート上の純資産、住民一人当

たりの資産と負債の割合、世代間の負担割合に違い

が出てくるのではないかと思うのですが、どの程度

の公表をしていくのか、またどのように活用してい

くのかお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの４つ目の質

問にお答えする前に、先ほど議員も高齢者住宅の必

要性を唱えてくれました。私も最大の課題といたし

まして、この高齢者対策は今５月から毎月プロジェ

クトチームを作りまして、検討しております。高齢

者住宅のこともその中の一環でございますので、ご

理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは４つ目のただいまの質問にお答えいたし

ます。 

 私が議員の折、総務省モデルにつきまして私も質

問したことがありました。その際、前の村長とは見

解が一致したのでありますが、あまり現実的なモデ

ルではないというのが互いの認識でございました。

その理由といたしましては、議員もご指摘のとおり

固定資産の評価でありました。 

 最初の質問でもお答えいたしましたが、基準モデ

ルに関しましては、法律的に義務付けがなされるの

が来年度ということもあり、まだ精査中であります。

他の市町村においてもまだ採用している数が尐ない

のはそのような理由からではないかと思っておりま

す。しかし、議員の指摘にもあるように監査にたえ

うるということであれば、必ず住民説明等で役立つ

モデルでありましょう。しかし、そのモデルで住民

に説明するからには、当方としてもしっかりと根拠

を確認しなければなりません。例えば先ほど冒頭に

も申し上げましたが、企業会計も様々あります。証

取法に基づく基準、商法・税法に基づく基準、その

中のどれなのか。発生主義の基準も一義的なもので

はありません。どの時点で発生とみなすのか。先ほ

ども申し上げましたが、インフラ資産の評価を認め

ないのが正しいのか、固定資産の評価についてもま

だまだ不明瞭であります。その他にもいろいろござ

いますが、個々に精査して法律的に義務付けがなさ

れる時期までに精査理解したいと思っております。

当方が完全に理解できなければ住民にはわかりやす

く説明できないと思っておりますが、しかし議員も

私も含め、複式簿記の発生主義で経理を行ってきた

人々にすれば企業会計で説明してくれた方が馴染み

やすいし、わかりやすいです。住民もそのような方

が大多数だと思いますので、企業会計でわかりやす

く村民に説明できるよう今後も努力してまいります。 

 また、すべての役所で取り入れられれば、それな

りの数値、平均値が出てまいりますので分析に役立

ちます。尐なくとも我々が使う今の企業における基

準値、例えば流動比率１．５とか、自己資本比率２

０％から３０％等の比率は、このモデルでは残念な

がら参考にはなりません。全役所がこのモデルを取
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り入れ、新たな基準値ができたとき、このモデルを

取り入れる意義が出てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先にも言ったのです

けれども、今回のこの公会計制度の導入の目的とい

うのは、システムを整えたりそういうことではなく、

その過程で減価償却費とかいろいろな数値とかを取

り入れて行財政改革をしていくことだと思っており

ます。そのためには、職員の方々も今までやってい

た現金主義会計だけではなく、今回のこの公会計制

度を理解して複式簿記のある程度の研修も積んでい

ただけたらと思っております。今まで答弁ありがと

うございました。 

以上、財政健全化を図るため新公会計制度に期待

する効果と課題ということで質問させていただきま

した。この会計制度の改革の要点は、当然のことな

がら制度やシステムを整えることが目的ではないと

考えています。右肩上がりの経済から定常経済、つ

まりゼロ成長への夢へ、大きく将来の認識が変化し

た今、先行きを見通す行財政運営がこの村にも求め

られていると考えています。村長の経営手腕を期待

しまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：１０時５５分まで休憩し

ます。 

 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき３項目、７点ほどについて質問をさせていた

だきます。 

 ９月のこの場において、道の駅の関係について質

問させていただきました。２回連続にわたって、非

常に自分自身もしつこいかなと考えたところですが、

思うところがあって、９月と１２月連続して質問さ

せていただきます。 

 ９月の議会において、道の駅についてということ

で、道の駅の改修が終了して１か月が経ちますが、

今年度の使用・利用計画についてお聞きします、二

つ目の質問として、来年度に向けての道の駅の主た

る利用方法・活用方法について考えをお聞きします

ということで２点質問をし、村長と担当課長の方か

ら答弁を受けたところでございますが、そのときの

答弁の中に展示スペース、フリースペースとも専門

的な立場の方に、また村民の広く意見を聞いて関係

者の方々とというような答弁がありました。専門的

な立場というのは、質問したところ、コンサルティ

ング会社的な、そのような会社の方々と一緒に考え

ていきたいという答弁がございましたので、この１

２月議会に私の感覚においては予算措置をしていた

だき３月中、今年度中に来年度４月からに向けての

道の駅の主な使用方法、展示方法を考えていただく

のかなと、私自分なりに考えていたところ、今回議

案書の中にも予算措置が行われておりませんでした。 

 今一度、道の駅の利活用方針について村長にお聞

きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

まず最初に、前回の議会に質問をいただきながら、

今回対応が遅れましたことに深く謝罪申し上げます。 

議会に真摯に迅速に対応することを目標としており

ます当方といたしましては、深く反省しているとこ

ろでございます。今後、このようなことのないよう、

十分に気を付けてまいります。 

道の駅管理棟の多目的ホールについては、猿払村

観光協会と連携をとりながら今後の利活用の方針を

定めてまいりたいと考えております。私といたしま

しては、できるだけ多くの地域の団体、会社、個人

の方にできるだけ使用していただきたいと思ってい

るところでございます。 

また、展示用スペースとして改修しました２階部

分につきましては、議員からお話しがあったとおり、

各階層の村民の皆様１５名程度にお集まり願い、担

当課長レベルの意見交換を計画し、展示品等の選定
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や展示方法等についてご意見をいただきながら進め

てまいりたいと考えております。現在、その人選、

開催内容等の内部検討を進めておりますが、来年１

月には会議を持ちながら、それらをもとに来年の観

光シーズンに間に合うよう実施してまいりたいと考

えております。 

条例、予算措置については、次回の３月議会で間

違いなく上程いたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：９月の議会でも村

長、担当課長の答弁、私の考えるところ、利活用方

法については同じ意見を持つというふうに認識をし

ました。 

また、今回の答弁でも非常にちょっと私自身面食

らったのですが、謝罪から入っていただき非常に恐

縮するところでございますが、２番目の質問の答弁

にも３月の議会で上程するということがあったので

すが、今一度２番目の質問でお聞きしたいと思いま

す。 

さるふつ公園の利用条例また条例改正の考えにつ

いて、９月の前回の議会の答弁では道の駅さるふつ

公園の使用条例・利用条例を併用して今行っている

んだということでした。私が考えるにあたり、やは

り自由に使っていただく道の駅のスペースとしては

今の利用条例を条例改正して、より多くの村民に周

知して、より多くの、今村長がおっしゃった企業、

団体、村民が使える施設にするべきだと考えます。

非常に言いにくい話ですが、７月に完成してから今

まだあの道の駅４か月経ちますが、利用されたのは

２回です。９月の答弁にあった観光協会が利用した。

あと村内の一企業の会社が市場を開いた。両方とも

私参加しましたが、非常に１２月に開催して入り込

みは尐なかったのですが、貴重に使われていて、こ

の姿がいいなと。土日に何かあれば、ここでは猿払

村は何かやってるなというものが伝わるような建

物・施設、その場所になっていただきたいと考える

ものですから、条例改正の考え方について村長にお

聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 ９月の定例会においても議員からご意見のありま

した管理棟のイベントスペースの利用料金の関係で

ございますが、観光振興の核となる道の駅さるふつ

公園においてもっとも重要なことは、賑わいの創出

にあると思います。まずは人を呼び込む努力が必要

であり、そのためには公園内でのイベントの開催が

周期的に催されることが重要な人集めのかぎを握る

ものと考え、当分の期間はこのスペース利用料につ

きましては、団体や個人を問わず村民からの利用に

限り無料で対応してまいりたいと考えております。 

 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）：今の条例改正の件

について再質問があります。 

今、村長の答弁にありました、道の駅のスペース

に関しては当分の間無料で開放して、より多くの

方々に村民に限りますが、より多くの方々に使用し

ていただきたいということでございました。 

今この手元に、道の駅「さるふつ公園」の設置及

び管理に関する条例がございます。その中で、露店

等仮設の用に供する敷地を使う場合にあたっては、

使用料１日１平方メートルあたり２０円、催物、興

行等の用に供する敷地は１日５１０円と、非常に安

価な設定になされていると思います。 

道の駅、今の展示スペース、フリースペースを無

料にするのであれば、条例改正の折にこのところも

１日１平方メートル２０円、普通イベントテントは

だいたい２．７メートルの５．４メートルぐらいの

イベントテントを１店舗用意すると思うのですが、

換算するとあれは１４平米から１５平米くらいです。

掛ける２０円。１日３００円という単価です。これ

が妥当なのか妥当でないか。個人の価値観に分かれ

るところですが、私の思いとしても、この今現在あ

るさるふつ公園の設置及び管理に関する条例も、当

分の間３００円を取るのではなくて、無料での開放

を望みますが、村長の考えをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問でご
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ざいますが、ただいま初めてそのようなご意見を受

けたのでございますが、気持ちとしては、気持ちと

しては無料にしてもいいのかなという気持ちもござ

います。しかし、他の施設とかいろんな兼ね合いも

ございます。有料にしているところもございますか

ら。ただ今回は、この管理棟のスペースは観光振興

に役立ち、そしてできるだけ多くの人に使っていた

だきたいという特別な思いがあるものですから、と

りあえずこういうかたちをとりながら、それが根付

くまでは無料でやっていこうかなと考えたところで

ございますが、今ご質問の件は、これから十分に精

査していろんな関連を考えながらその上で結論を出

してまいりたいと思いますので、今回はちょっとは

っきりした結論は申し上げられませんので、了解し

て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）：３月に条例改正す

るということで、既存の施設を使用して、使用料金

を払っておられる方々もおられますので、十分精査

の上、ただ私がここで話したいのは、１テントあた

り３００円を取ってどうなのかというところです。

高ければいいというものでもないですし、ただだか

らいいということもないですし、十分な精査の上、

村長の言うあのさるふつ公園が観光の核となって賑

わいを創出できる場とするならばというところを考

えていただき、この条例を精査して３月の議会に上

程していただきたいと思います。 

９月、１２月と２回にわたって質問させていただ

きましたが、さるふつの観光産業、私が議員になっ

てからこの場で１年に２回ほどずっと質問してきた

ことでございます。猿払村は一次産業は他町村に比

べて安定したものはありますが、観光産業において

は私は他の町村と比べても出遅れ感がありますし、

劣っている点が多々あると思います。 

３番目の質問ですが、これからの猿払村の観光産

業への取り組み、将来展望について。先日も観光協

会の事務局体制のお話しもありましたが、その点も

含めて今一度これからの将来展望についてお聞きし

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの３つ目の質

問にお答えする前に、先ほどの３００円ぐらいの料

金なら意味がないのではないのかなというご意見が

ございましたけれども、気持ちといたしましては１

００円でも２００円でもいただいて、施設を大切に

使っていただきたいと、そういう思いもあるもので

ございますから、それらのものも含めまして慎重に

検討してまいりたいなと考えているところでござい

ます。 

それでは３つ目の質問にお答えいたします。 

猿払村の観光産業につきましては、私の公約であ

ります孫の代まで安心して暮らせる地域づくりにお

いて、基幹産業の充実と同様に重要な産業振興策と

してこれまで観光協協会等関係者と話し合いを持ち

ながら進めてきたところであります。 

基本方針といたしましては、さるふつ公園を猿払

村の観光サービスの情報発信の拠点として位置づけ

をし、村の史跡・自然をいかした観光資源の発掘、

観光のＰＲをしてまいりたいと考えております。 

また、近年の観光客の多種多様なニーズに応える

ため、猿払村単独の観光振興と合わせて、宗谷管内

の地域的なつながりの中で観光振興を図っていくた

め、広域の観光連携も推進していかなければならな

いと考えているところでございます。その目的を達

成するため、来年度猿払村観光協会の自主的活動を

促進するため、村の職員を協会に派遣し、さるふつ

公園内に協会の事務所を設け、さるふつ観光の推進

に専念させ、さるふつ観光の中心ホテルふるさとの

家と密接に連携を取り合い、これからのさるふつ観

光の土壌づくりを来年１年間やらせるつもりでござ

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）：今の村長の答弁で、

観光協会を充実するために事務局を公園内において

とありました。 

理解するところ役場職員を今も産業課の方で事務

局を持っているところではありますが、外に出すと

いうことなのですが、人数の体制、１人体制で観光

協会事務局を公園の中に置いてやるのか、２人体制
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なのか、その人数の関係と、公園内にいろんな施設

がありますが、公園内のどこに観光協会事務局のス

ペースを置くのか、その２点について再質問をした

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 職員といたしましては、１名。その他にもう１人

を使う予定でございます。 

 議会等からも要望がございまして、専門的な外部

の方もよろしいのではないのかなというご意見も以

前に伺っておりましたけれども、ただ私は先ほども

来年１年間に関しましては地元の人間を使いまして

土壌づくり、どのようなことをやっていけばいいの

かということを、これから次の年に来る人の仕事を

明確にするためにも、そういう土壌づくりをしっか

りした方がいいのかなと思い、地元の人間の採用を

もう１名考えております。 

 もうひとつ質問がございました。場所につきまし

ては、さるふつ公園内、どこでやるのが一番効率的

なのか、これからいろいろ検討をいたしますが、一

番思いあたるのは管理棟の中、次がホテルさるふつ

の中、そのどちらかになるのではないのかなとは考

えております。 

 以上でございます。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：職員は１名体制、

来年度４月からは採用者を１人考えるということな

のですか。すいません、細かい質問で申し訳ないの

ですが、役場職員を派遣するということは、出向体

制をとるということで理解しました。もう１人採用

するという話がございました。観光協会の事務局と

して職員が出向するわけですから、村長の口から答

弁があったので、観光協会が採用するということに

はならないと思うのですが、採用としては猿払村役

場が採用するということでよろしいのかどうかとい

うことをもう一度質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：当然使用するのは猿払

村観光協会でございます。その観光協会に村の方か

ら補助金なりを出すと。そのようなかたちになると

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）：すいません。もう

一度お聞きします。 

今、観光協会は村の方から補助金をいただいてい

ます。さらに補助金を出して採用する人間の人件費、

給料を補うというふうに私は理解したのですが、そ

うなりますと採用は観光協会ということになるので

しょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいま議員のおっし

ゃったとおり、その人件費の部分を村から補助する

というかたちになります。 

採用ももちろん観光協会でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

ここ何年も議会の中でも観光協会の役員の中でも

事務局体制の充実は絶対必要だということで外部の

講師を頼んだり、勉強会等も何回か観光協会始まっ

て以来ではないのかなというくらい勉強会をしてま

いりました。これからは役場の力を借りながら、村

行政の力を借りながら、観光協会とともに村の観光

産業を考えていただいて、またさらに発展すること

を願って１項目めの質問を終了いたします。 

２番目の質問で、行政方針についてということで、

巽村長が誕生して１年が過ぎました。就任１年が過

ぎ、所信表明のときに村長が掲げた５つの村づくり

方針があります。基幹産業の充実。商業・観光業の

振興。人づくり・教育。わかりやすい村政。永住で

きる地域。５つの項目を掲げて、所信表明の中でも

この５つを重点項目として、お話しを１年前にこの

場でお聞きしました。本当は３月の議会でというの

が本当なのかもしれませんが、村長に就任して１年

という区切りがつきました。この１年を過ぎた段階

での１年間の総括と来年度に向けての方針は３月に

お聞きすればいいのかとも思いますが、１年を過ぎ

た村長としてのざっくばらんな感想と、またこの３

か月をかけて執行方針等も作ると思いますので、方

針をお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 
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○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

この１２月３日をもちまして、就任１年を経過す

ることとなりました。何とか１年を経過することが

できましたのも、村民・議会・職員皆様のご協力の

おかげと深く感謝するところでございます。 

１年間の総括といたしましては、一言で申し上げ

れば、申し訳ございませんが、戸惑いの一言でござ

いました。最近菅直人総理が似たようなことを申し

上げてひんしゅくを買っておりましたけれども、ざ

っくばらんに正直な気持ちとしては戸惑いの一言で

ございました。 

就任する前にある程度想定はしておりましたが、

今までとはまったく違う環境の中に飛び込んでまい

りましたので、覚悟はしておりましたが、私にとり

ましては覚悟以上の混乱がございました。もっと勉

強しておけばよかったなというのが率直の感想であ

ります。したがいまして、住民の期待に応えるだけ

の成果が上げることができなかったと私なりに総括

しております。ただ、任期がまだ３年ございますの

で、その中で皆様が納得できる成果を必ず出してま

いります。 

昨年１２月の所信表明で、５つの方針を出してお

ります。わかりやすい村政、永住できる地域、基幹

産業の充実、観光・商業の活性化、人づくり・教育

を掲げております。 

わかりやすい村政につきましては、私自身が実際

の村政をよくわかっておりませんでした。この１年

間は仕組みを覚えるのに必死でございました。した

がいまして村民にわかりやすく説明できませんでし

た。もう尐し時間をいただきたい。 

永住できる地域では、３月の執行方針で喫緊の課

題のひとつとして、高齢者福祉施策を掲げ、５月よ

りプロジェクトチームを作り、毎月検討していただ

きましたが、残念ながらまだ結論が出ておりません。

一般の方からはやすらぎ苑増床の声は聞こえるので

すが、専門家の声としてはそれがベストの今の猿払

村における高齢者対策ではなく、別の対策方法もあ

るようですので、多額の金額もかかりますので、慎

重に進めてまいりたいと考えているところでござま

す。 

基幹産業の充実につきましては、昨年度政権が替

わり、それとともに政府の方針が変わり、当初の農

業に関する事業が採択されず、本年度採択に向け最

大限努力をしてまいったところでございます。漁港

整備につきましては、進捗整備が遅れながらも新規

計画に向け努力してきたところでございます。 

観光・商業の活性化につきましては、さるふつ観

光の中心基地であるホテルさるふつふるさとの家の

これからの運営方針につき、議論を重ね、ある程度

の方向性ができたと思っております。今後協議を重

ねながら計画的な修理・改築等ができるものと考え

ております。 

人づくり・教育につきましては、これも執行方針

の喫緊の課題として、各種交流を掲げ、地域間交

流・異業種交流の土壌づくりを行ってまいりました。 

総括としては、以上でございます。 

来年度に向けての方針につきましては、これから

来年度予算の査定に入る段階で、熟慮中でございま

すが、ただいま申し上げました執行方針に掲げまし

た３つの課題には目に見える成果を上げなければい

けないと思っております。そして、５つの方針を成

し遂げるための職員の意識改革をまず第一に推し進

めてまいりたいと考えております。 

皆様に約束いたしました２４年度までに、実質公

債費比率１８％を切るという条件の中で、積極的に

住民の福祉向上に役立つ施策を行ってまいりたいと

考えております。 

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）：方針等については

３月に聞くのが妥当なのかもしれませんが、聞いて、

できれば喫緊の対策として昨年１２月に上げていた

だいたかたちは、答弁の中で目に見えるかたちにす

るという力強い発言がありましたので、ぜひ来年度

に向けてより具体的な施策を出していただいて、目

に見えるかたちにしていただきたいと思います。 

１番目の質問と２番目の質問と絡むのですが、２

番目の質問に、人づくり・教育について、より具体

的に来年度の施策についてお聞きしますと。今の答
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弁にも、人づくり・教育については村長は最重要課

題だと、喫緊の課題であるとありました。所信表明

の中に、繰り返しになりますが、人づくり・教育と

いう欄があって、猿払の最大の資源は人材(財)と言

われるのを目標に、生涯学習を目指し、子供たちの

「確かな学力の向上」、「豊かな心の育成」、そし

て村民の皆様が夢と誇りの持てる教育環境を推進し

ますと。そのためには、豊かな心を創るためには、

異なる価値観を認めなければなりません。その下に、

今村長がおっしゃった様々な交流・国際交流・地域

間交流・村内の異業種交流というような具体的な施

策を挙げております。この場でも私も何回にわたっ

てサハリン・オジョールスキイ村との交流をと、今

朝の道新を見た方もおられるかと思います。非常に

村民としてうれしい記事が道新２０１０ニュースを

振り返る、ある拓中卒業生の話しが載っておりまし

た。ああ、あれが猿払村の姿なのだなと。これが人

材・人づくり教育なのかなと思ったところでござい

ます。そのようなかたちの村民、村のＯＢ・ＯＧが

出ることを願って、さらに具体的な施策を私は巽村

政で行っていっていただきたい。この１年間、村長

がおっしゃるとおり目に見えるかたちでの人づくり

教育、私はできたのかなとなると、頭の中は疑問符

になるところでございます。 

まだ３年間という長い任期がありますが、ぜひ人

づくりというものは、１週間や１０日、１か月でで

きるものではないと考えます。この豊かな孫の代ま

で安心して暮らせる元気な地域づくりをスローガン

に挙げている巽村政として、人づくり教育について、

今一度来年度に向けての具体的な施策についてお聞

きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

繰り返しになりますが、この人づくり・教育につ

いても、来年度は必ず目に見える成果を上げていき

たいと思っております。 

それでは、具体的施策ということでは、昨年から

検討している地域間交流の実現を目指しておりまし

た。なかなか地域間交流を行うとしても、きっかけ

がなければはじまりません。議員が言われたとおり、

オジョールスキイ村との交流は来年より再開いたし

ます。しかし、私は当初より国内交流をやりたいと

思っております。それを求めまして、来年５月ぐら

いに当村と歴史的縁があります内灘町に訪問したい

と思っております。今月１２月１日の全国町村長大

会で内灘町長とお会いし、来年度５月頃に行く約束

をしてまいりました。 

また、前にも述べましたが、東京都文京区との交

流もまだあきらめてはおりません。上京の折には都

議会議員との交流の方法をまだ検討したいと思って

いるところでございます。また、１月にも韓国にま

いりますので、交流につながる縁ができればよろし

いかと考えておるところでございます。 

また、議員が以前指摘しております日本で最も美

しい村連合等、あらゆる方向から交流先を来年度は

探したいと考えているところでございます。 

なぜ交流にこだわるかと申しますと、こういう地

域に住んでおりますと、なかなか他の地域の方と交

流する機会がございません。特に中学生ぐらいの生

徒には、たくさんの他の違う環境のもとで住んでい

る生徒と交流をさせてあげたい。生まれ育った環境、

風土により、人の考え方もかなり違います。それを

身を持って体験させたい。そして違う考え方の人を

受け入れることのできる人間になっていただきたい。

先ほど議員もおっしゃいましたが、昨年オジョール

スキイ村の一行が当村を訪れた折、本日の新聞にも

載っておりましたが、今稚内にいる拓中卒業生に通

訳のお手伝いをしていただきました。議員もよく御

存じの方でございます。私も子どもが同級生でござ

いますので、久しぶりにお会いいたしまして、随分

頑張っているなと声をかけたら、彼女はこう答えて

くれました。自分はだめなんだと。だって、世界中

にはすごい人がたくさんいるんだよと。このように

答えてくれました。このような大きな視野を猿払の

子どもたちに持たせてあげたい。シンク・グローバ

リー、アクト・ローカリー、国際視野で地域で貢献

せよということでございます。大人の方には猿払と

いう地域をもっと愛していただきたい。自分もここ

を離れた時期がかなりありましたから、逆によくわ
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かります。猿払村は決して住みにくいところではあ

りません。もし、住みにくいと感じているのならば、

自分たちが自分で住みにくくしております。 

今、村の中ですべての地域、すべての業種の人が

集って行う行事がまったくなくなりました。来年か

らこのような異業種間の交流、全村的な行事を具体

的に行ってまいります。運動会・ソフトボール大会

などを検討しております。村がひとつになって、地

域を創りだす、そんな地域になるための仕掛けを来

年から必ず行ってまいります。 

来年度、浜頓別町で１００Ｋｍマラソン大会が行

われます。実は、猿払村にも業者から共同開催のお

誘いがございました。なかなか難しいと専門的なア

ドバイスも身近な方よりもいただきましたが、それ

以上に開催する自信が私にはございませんでした。

開催には住民の盛り上がりが１番であります。住民

の気持ちをひとつにまとめるのでしたら、ちょうど

いい機会でございましたが、まだそこまで私には自

信がありませんでした。マラソン大会に限らず、福

祉政策・観光政策等で自分たちがＮＰＯ、ボランテ

ィア等を積極的に仕掛け、村行政のおしりを叩いて

施策を行わせるような地域にするための仕掛けを来

年度から積極的に行いたいと思っておりますので、

議員におかれましても、ご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の村長の答弁に、

非常に力強い思いを持ち、また、一緒に感銘を受け

たところでございますが、私も村長と同じく一時期

猿払村を離れ、俗に言うＵターン組と言われる人間

で、村長の言うとおり尐しは猿払村を外から見た人

間として、いいところ、悪いところ、違う価値観で

見れるのかなと思っております。そのためにも、今

村長がおっしゃった地域における運動会だったり、

野球大会だったりというのが昔は各地域でも行われ

たと。それが住民の心をひとつにしたり、飲んで騒

いだり、それがまた地域の賑わいを創出していたと。

私も村長の思いと一緒です。ぜひ来年度、再来年度

に向けて、このような行事が４０年前に行われたよ

うな行事が、この猿払村で行われて、地域がひとつ

になって村のことを考える、また各自治体が競い合

って地域をよくする、そのような村になっていただ

くことを願っております。 

 また、本議会に提出された猿払村まちづくり基本

計画の中にも、将来像として基本理念の中に３つ、

｢自然｣、｢ひと｣・｢むら｣ということで、｢自然｣は豊

かな自然と共生する循環型の村づくり。｢むら｣、村

長がいつもおっしゃっている、だれもがいつまでも

快適に暮らせる村づくり、最後に｢ひと｣、心豊かな

ひとづくりと人々の交流が活発な村づくりとありま

す。ぜひこれを基本理念として将来像、夢だけでは

なくてこれが実現できるような村になることを願っ

て２番目の質問を終わりたいと思います。 

 最後、３項目めの質問ですが、今年度もこのよう

な時期になり、降雪を迎え、除雪をしない村道が今

この村の中に９路線、９か所あります。まずその費

用対効果についてお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 猿払村ホームページに掲載されております冬期間

除雪をしない路線として、特に市街地周辺や集落間

の路線で生活路線として使用しているが、沿線に民

家が無く、冬期間迂回路があり、交通量が尐ない９

路線を載せてあります。対象路線については、冬期

間の交通量を調査し、事業予測や路線の条件等を考

慮しなければなりませんが、厳しい財政状況を考慮

して、除雪経費の節減に努めるために、基本的には

冬期間の交通量が尐なく、産業生産物の搬入搬出路

に比較的影響のない路線を除雪しない路線としてお

ります。 

 質問の費用対効果でありますが、除雪費において

は、民間会社に委託し、各除雪路線の費用が気象条

件など異なることから、延長、いわゆる距離での精

算ではなく、除雪機械の作業時間単位で精算してお

ります。その年度においては、積雪量や吹雪の回数

等に左右される実態にありますので、各路線の費用

に対する効果については推測できないことをご理解

願います。 

 ただ、参考までに、平成２１年度の除雪実績にお
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いては、除雪延長から割り出して、キロメートルあ

たり約８０万円程度掛かると思われます。 

なお、効果としては、走行時間の短縮、走行費用

減尐等が挙げられますが、その反面、除雪体制にお

いては、交通事故等の危険性があります。 

また、路線によっては、除雪する条件、視線誘導

や防雪柵等が整備されてなく、安全走行上において

整備費用が掛かる路線もあります。 

さらには、除雪機械の配置及び増台しなければな

らないと考えます。 

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）：１番目の費用対効

果について、一概には金額的には出ないと。私たち

が判断するところにおいては、メリットとしては費

用が掛からない、村の財政を圧迫しない。デメリッ

トにおいては、やっぱり生活路線として使っている

村民がひとりでもいれば、その道路はその人にとっ

ては重要な路線と考えます。 

 ホームページの方にも村長の答弁のとおり載って

おりましたが、冒頭の方に除排雪や路面管理の見直

しを検討しており、とあります。この９路線、私の

記憶によると８年ほど前から止まっていて、見直し

はいっさい行われていない。私が思うところに、も

し費用対効果が生まれるのであれば、これが村民の

理解が得られれるとするのであれば１２路線、１３

路線になっても構わないのではないか。逆に言うと、

この９路線の中から一つ二つはやはり重要である、

この路線は残さなければ、除雪をしてでも、交通事

故の問題、除雪体制の問題等ありますが、そのよう

なことを一村民として思いますが、その辺のところ

について村長はどのような見解をお持ちでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：私もまだ就任１年でご

ざいますので、詳しい状況に関しましては精査して

いない点もございます。詳しいことに関しましては

ただいま担当課長に説明をさせますが、今後検討は

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷 厚君・登壇）：それでは私の方

から小山内議員の質問に答えたいと思います。 

 路線の部分で１５年ですか鬼志別知来別線とかそ

ういう部分については１５年から除雪していないと

いう実態になっています。昔は過去にはそういった

部分で除雪はしておりました。それでなぜそういっ

た部分ではしなくなったのかという経過も若干触れ

ておきたいと思います。それで雪が降る部分では除

雪費用というのはそんなには掛からない状況にある

のですけれども、ちょうど高台とかそういう部分に

入っていきますと、かなりな雪が入っている状況に

あって、費用が相当掛かり過ぎるといった部分もあ

りまして、２４時間体制とか、昼間の開ける状況と

か、そういう部分でやるには相当難儀するという形

で一応スキー場までは何とかやりましょうという形

でやった経過がございます。 

 そういった中で、正直言って避難所とかがない路

線とか、そういう部分については昼間の除雪につい

ては２、３回歩かなければならないということが起

きますので、そういう部分については一応住民には

迷惑は掛けますけれども、何とか迂回路を利用して

いただいてやっていきたいという形で止めた経過が

あります。 

 あと、この部分で村長も先ほど言いました産業に

おいての生産物の搬入とか、そういう部分につきま

しては、だいたい３月の始めぐらいにおいては開け

るような体制になっております。したがって１２月、

１月、２月、この部分については一応完全に閉鎖さ

せていただくという形になっていまして、３月の初

め頃になりますと一応開けるような体制で考えてお

りますので、住民のご理解を得たいなという考え方

でおります。 

 ただ、今後については村長が先ほど言いました検

討しますということなものですから、検討させてい

ただきたいという部分で、答弁になったかどうかわ

かりませんけれども答弁したいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、課長の方から

も答弁をいただき、産業道路の方は３月の頭から考
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えているということで、私もそこを懸念しておりま

した。 

 １番目にある鬼志別知来別線、村営スキー場から

知来別の鈴木牧場までの間。たぶん知来別の住民に

とっては、この路線は生活道路としてだぶん１年間

確立されている道路だと思います。病院に来る、役

場に来る、商店街に買い物に来るとしても、たぶん

ここのところは２３８号線沿いを通って浜鬼志別を

回って来る方というのは非常に尐ないと。私はこの

道路は生活道路として確立されていると考えますの

で、ぜひ３月の頭、特に産業のことを考えますと３

月の中旬から猿払村の主産業であるホタテ漁が始ま

って海明けが行われる、特にここの道路は産業道路

としての位置付けも３月から１１月の海が開いてい

る期間はあると考えていますので、是非そのような

臨機応変な対応をとっていただきたく思いますので、

課長の答弁にありました住民が欲すれば、欲すると

ころは迅速な対応で除雪体制を充実するということ

をお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：昼食には若干早いですけ

れども、これで休憩といたします。 

午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ２番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは、質問通告

書に基づきまして１点のみ質問いたします。 

 内容につきましては、行政組織の適正な定数管理

というような部分で質問したいと思います。 

 まず、平成２３年から平成２７年までの５か年、

その中で、定年退職者二十数名ということで予定さ

れております。それと、過去を遡りましても、平成

１７年から２１年の５か年においても相当数の退職

者があるわけです。 

 この時代に、いろんな行政需要というような部分

がありまして、大量の職員を採用したという結果が

このような状況になっているのだろうと、そういう

ふうには推測はされますけれども、一時的というか、

今後も含めて、それとやはり退職者のこれからどん

どん出てくるような状況。こういうことで組織が一

時的にかなり弱体化するという。それによって住民

サービスの低下を招くというようなことも心配にな

ってくると。そういうことで、それについての対応

についてお聞きしたいと思いますけれども、第１点

目に職員の定数管理、これについての計画がどうな

っているのか、それと現状定数との対比の中で整合

性はどうなっているのか、これについてまず１点お

伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

 職員の定数につきましては、過去における市町村

合併問題や厳しい財政状況の中で、行財政改革の一

環として平成１３年以降において職員数１２４名の

段階で新規採用を中止し、退職者の補充を行わず、

人員の削減を行ってきた経緯がございます。 

特に平成１８年からの新行財政改革、集中プラン

ですね、集中プランでは、定数管理目標を総数１０

６名を目標に置き、機構の見直し、事務事業の見直

しを図りながら７名の削減を行ってきたところであ

ります。結果としては目標１０６名には届かなかっ

たものの、現状の定数について１０９名となってお

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）：わかりました。 

それでですね、この事務事業の執行につきまして

は、当時我々も含めて、この平成２３年から２７年

までの退職を迎える人たちの間では、やはりＩＴだ

とか、そういった機器もまだ無くて、事務事業には

相当な手間も掛かった。しかし現状は、事務量も事

業料も減ったということもございますけれども、そ

ういういろんな事務機器が改善されて、尐ない人数

でもある程度だったらできるようになったというこ

とも、これも事実なのでしょうけれども。そこで平
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成２７年度で行けば９９名まで減ってしまうと、そ

ういう状況ですよね。それで村長は、今年の４月に

組織の新たな改革をして新たな体制を構築したので

すけれども、果たしてこういう状況になると、この

５か年でこれだけ大量に減っていくと、そういう状

況を想定して新たな体制を構築したというふうには

私には認識できないのですけれども、やはりそうい

った状況の中では今後の体制をもう一回見直すとい

う必要もあろうかと思うのですよね。だから今年や

ったからもういいんだ当分はという考え方ではなく、

やっぱり臨機応変にそういう組織状況を見ながら対

応をしながら住民利益を守っていく、そして効率を

上げていくということも必要になろうかと思います。

そういう検討をなされる気はないかどうか、そのあ

たり１点お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：昨年度に機構改革を行

いましたけれども、一度やったらしばらくやらない

ということを述べたような気もいたしますけれども、

その辺は臨機応変にやっていきたいなと考えている

ところでございます。ただ、９９名の人数、私は当

然想定しておりませんし、何らかの補充をやりなが

らやっていくというつもりでございます。 

あと、もう尐し詳しい経過は副村長の方から答弁

いたします。 

○議長（山須田清一君）：佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤栄治君・登壇）：質問にお答えし

たいと思います。 

 眞田議員の方から今平成２７年度までには９９名

の職員数になるというご指摘でござましたけれども、

先日議員が役場の方においでいただきまして資料の

提出を求められたときにお渡しした資料の中に９９

名という数字が入っておりましたけれども、これは

あくまでも平成２０年度から採用を復活させていま

すけれども、それらの採用した職員の数の補正値は

入っていない単純推計補正なしの場合に９９名、最

終的にはこれからずっと先のことで平成６３年度に

は１人になってしまいますよという単純な推計の数

値でございまして、すでにそういうことにはならな

いような状況で、平成２２年度は先ほど村長も申し

上げましたように定数は１０９名、国の指導により

１０６名を目指しておりましたけれども、残念なが

ら尐し届かなかったということでございます。そし

て２３年度は今回試験が終了しましたけれども保育

士も入れまして５名採用の予定で、１１０名の定員

になる予定でございます。そうしたことで補充を行

っていく段階で平成２４年度は１１１名、平成２５

年度に１０８名、そして平成２６年度からようやく

国の指導であります１０６名に達しまして、その後

は平成２７年度からは１０６名を下回らない形で定

数管理をしていきたいというふうに考えております

ので、よろしくご理解の程お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君． 

○議員（眞田勝也君・登壇）：わかりました。そう

いうことでいずれにしましても暫減をしていって、

組織の弱体化というのは、これは否めない事実だろ

うと思います。それで、かといいながらも中途でど

んどん採用していくという形にはこれはなかなかな

らない。しかし、尐ない人材でやっぱり住民の利益

のために最大の効果を上げていく組織づくりという

のはどうあるべきかというのは今までの流れでいく

のではなく、新たな発想も含めながら検討していく

べきだろうというふうに私は思うのですね。 

 村長、今年の改革をしてすぐでまたそんなことは

言いにくいだろうと思いますけれども、やっぱり臨

機応変にきちんと対応していくべきだろうと私は思

います。これは民間であれば当然のことでしょうね。

すぐにでもやらなければならないことはすぐやると。

そういうことも含めてやはり検討していただきたい

と。これは既存の組織を守るということではなく、

殻を破ってでもやならければならないと。 

 それと先ほども同僚議員の質問の中に出向体制も

何人か出すというようなこともありますから、退職

者に限らずいろんなところに分散して事務量、事業

量というのは増えていくというような、そういうこ

ともありますから、なおさらそういうことを求めら

れるだろうというふうに思います。 

そういうことで、この問題については終わります

けれども、かと言って採用は控えてきたという現状

は、よくわかります。当然今までのこの数年の流れ
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の中では控えざるを得なかったと。そういう財政状

況だったことも理解しますし。しかし今財政状況が

いいからそうすれということではなんですけれども、

やはり必要最低限度はきちんと補充をして職員の新

規の採用という部分は考えていかなければならない

なと。 

これはなぜそういうことを言うかということで考

えますと、やはりこの５年間の中でこれだけの大量

の退職者が出ると。私の頃の退職ということは２年

に１人ぐらいずつの退職できたわけですね。ところ

が今これだけ１年に４名もというようなことを私は

過去に経験が無いのですね。だからこれについては

何らかの手を打つべきだろうと。なぜこういうこと

になるのかというのは、組織としてのマイナス面は

需要と供給で必要だからどんと採用した。そして財

政危機になったらどんと止めてしまう。というとこ

ろで年齢的な段差が出てしまうというような、これ

は極めて組織にとってはマイナスの傾向だろうと。

私はそういうふうに思うのですね。 

そういうことを指摘しなから、新規の採用という

のはどういうふうに考えられているかお聞きしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げ

たいと思います。 

 まず職員の方の問題の年齢構成なのですけれども、

実は１０６名の部分を、これは消防職を除きますけ

れども、５０代の職員が現在３３人おります。４０

代が２６人、３０代が２９人、２０代が実は１８人

という非常に尐ない状況にあります。というのは、

１８人おりますけれども、この中で看護師そして保

育士それとどちらかというと技術職の方が多いとい

うふうになっておりますので、一般行政職の方はか

なり尐なめというふうな状況になっております。こ

ういうかたちの年代構成については非常にいびつだ

というふうに思っているところでございます。これ

を解消するためには、やはり計画的に新規の採用を

していきたいというふうに思っておりますし、また

前倒しをしながらもそういう組織力の問題もありま

すので、尐し前倒しをしながら採用に漕ぎつけてい

るところでございます。 

 それと先ほど村長も答弁でお答え申し上げました

けれども、その組織の関係、機構の見直しも臨機応

変にやっていきたいということもございますし、ま

た事務事業の関係の見直しも事業が終わった段階で

は、そこには職員は配置しないというような形も続

けていきたいと思いますし、これからの業務として

は民間委託や民間活力の活用ということでも進めて

まいりたいというふうに思っております。それで、

臨時職員になるのか再任用というか、そういう形の

中でもやはりベテランの職員を入れた中での検討も

これから必要になってくるのではないのかなという

ふうに思っております。 

 一応、計画的には次年度も２４年度２５年度とい

うことも実際の数字でこちらの方で採用計画も持っ

ておりますので、そういう中で今後もいろんな形の

中で検討しながら採用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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：現状の中で５０代が

３３名。もう間もなくですよね、迎えます。いろい

ろな部分で。こういう部分ではやはり相当の停滞を

招くような心配もなされると、そういうことをまず

指摘しておきたい。 

 それと今、新規採用についても計画的に実行して

いただけるということで理解いたしました。 

それでですね、特に新規の採用について、今日の

北海道新聞の社説で、高卒内定率が北海道は３３．

６％と、沖縄に次ぐ全国２番目の低さということで

出ていますね。これは村長、地元の夢に応えたいと。

やはり地元に定着したいという若者が結構いるとい

うことですよね。ということは、自治体職員として

公務員の志望について第１位ということも掲載され

ておりましたけれども、昔は公務員なんて第１位に

はならなかったですね。民間の方がずっと花形であ

って。これだけ民間がやっぱり厳しいと採用を手控

えるというようなこともあって、なかなか若い者が

就職できないという実態もございます。猿払村も私

は例に漏れずというふうに理解しますけれども、企

業にそれはすべて責任転嫁するということも、今の
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景気の先行き、これも不透明な状況の中で新規採用

をどんどんしていくというふうに言いきれないと思

いますね。理解は十分できると。しかしですね、こ

の自治体にあっても、やはり新しい感覚で仕事をや

ってもらうために新たな若い人の採用というのは欠

かせないと思いますね。地域づくり、そういったも

のに支障を来たすと、今の現状のままでは。新しい

風は常に入れ替えをしながら風を感じる、情報の受

発信。年齢的にあまり段差がありすぎるとそのあた

りにいびつ、今副村長が言いましたから理解してい

ると思います。いびつになるというような部分が心

配です。 

そこで、その社説の中で、自治体の中には未就職

者を嘱託職員などに優先採用したり、正規に採用し

た企業に助成金を支給するところもあると。こんな

ことも新聞に載っております。こうした対策は強化

してほしいですねと道新は社説に掲載しております

けれども、これはなかなか難しい問題です。簡単に

容易に解決できる問題ではないと思いますけれども、

やはり自治体もそういう努力をしながら、企業も雇

用の創出を図るために何をしなければならないか合

わせて考える必要があるだろうと思います。本題か

らちょっとずれる部分があろうかと思いますけれど

も、雇用を創出するために一次産業、生産だけに頼

ってもこれはしょうがない。付加価値を付けるため

にこれはどうしたらいいかと、そういう研究も重ね

ながら、そういうところに受け皿を作るというよう

なことも重要な施策になってくると思うのですね。

だからそういう部分では、そういうことも行政とし

て考えていかなければならないと思います。これは

私の意見として言っておきます。 

それで最後の方になりますけれども、一時的にこ

ういう部分ではどんどん新規の採用補充をしていっ

てもですね、その退職者の穴埋めをすべてそこで求

めるというのはなかなか難しいのではないかという

ふうに思うのですよね。そういうことで副村長もち

ょっと触れましたけれども、再任用というのは国で

示されたひとつの基準の中で考えることであって、

村独自でそこまで高額なものを払ってということで

経費的な問題もございますから、そこまではできな

いにしても、やはり何というのですかね、言ってみ

れば人的な資源だというふうに捉えれば、継続した

雇用というような部分、これは６５歳満度にという

要求はしません。希望があれば、需要と供給が当然

ありますから、希望と需要とその辺り相談しながら

ですね、継続した雇用、こういうものは退職者に対

する対策に考慮できないものか、この辺りの考え方

をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 先ほどの高卒の就職率３３％ですか、大卒も５

７％と聞いております。行政の役割のひとつとして

景気が悪いときに前倒しで職員を採用するのも、こ

れはやっぱり行政の役割のひとつと私は考えていま

す。行財政改革等いろんな制約はございますが、た

だ企業が景気が悪くてなかなか採用することができ

ないという、そのような時期には地方自治体の方が

前倒しで採用すると、これも私は地方公共団体の仕

事のひとつと考えております。 

 それと先ほどの再任用制のことでございますが、

今企業は継続的に使用されるという方は実際に増え

ております。民間企業におきましては。ただ、ネッ

クとなるのは正直申して待遇面のことでございます。

この村の規定の再任用制でございますと給与が辞め

たときとほとんど変わらないと。２割ぐらい削減と

なりますか。そのような状況でありましたら、なか

なか役所といたしましても現実的に対応できないの

ではないのかなと今斯様に考えているところでござ

います。ですから一度辞めていただいて退職してい

ただいて、新たに臨時で雇うとか、そのようなこと

が可能であればそういう方法も検討してまいりたい

と思っておりますし、実際昨年度もおりました。 

そのような経過でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：わかりました。そう

いうことで、私も現役の時代、再任用の雇用の給料

表や何かを見て、これは無理だと、これは国で示さ

れた基準の中での表ですから、あれは無理だという

ふうに私は考えていますし、当然同じ共通な認識だ
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ろうと思います。希望する方も恐らくそこまでは求

めていないだろうと私は思うのですよね。二つの考

え方があるのです。やはり定年制が６５歳まで段階

的に最終的には６５歳、しかし年金の支給がそのぐ

らい。そこで空白の狭間にあるのが今の退職者なの

ですよね。何年か後に徐々に退職年齢が上がってき

て６５歳になります。しかしその狭間にいる今の人

に何の対応もないです。６５歳までですね。言って

みれば高齢者等の雇用の安定に関する法律の改正が

なされました。２００６年の４月。これは定年年齢

の引き上げや継続雇用制度の導入だとか、定年制の

廃止だとか、いずれかひとつを選んで、ということ

は６５歳までは何とかしなさいよということが民間

では義務付けがなされたのですよね。これはやっぱ

り村内の民間の事業所に定着されているかどうか私

まだ調査もしていませんから、恐らく定着されるの

でしょう、義務付けですからね。しかし、民間はそ

うであっても、公務員はそうなっていないような部

分ですから、この辺りやはり現在６０歳が６５歳、

この制度の狭間にある部分、この雇用の創出という

ような部分で対策を立てて、どういう場所に、どう

いう場面に、どういうところにそういう人たちの人

的な活用だとか力を借りなければならない部分もあ

ると思いますよ。ただ、そういうものをきちんと検

討して、計画を樹立していただきたい。これは１０

０％にはならないでしょうｋれども。それだとか先

ほどもちょっと答弁の中にありましたけれども、民

間委託が云々といいますけれども、むしろ民間委託

で６５歳以上の人がどんどんそういうところで雇用

されていると。それよりも６０歳から６５歳、まさ

に所得が低い、今なんの雇用もない状況の人が狭間

にいるのですよね。そうした現状なのです、村長。

大変な生活の思いをしているのです。こういう人た

ちは、やっぱりどこかで救おうとすれば行政が直接

雇用することによって安あがりになるという可能性

もあると。そういうところもちょっと深く掘り下げ

て検討いただいてですね、これは直営でやれるとこ

ろはむしろ安上がりで人もうまく配置できるぞとい

うところがあれば、そういうところも対象にしてい

ただくというような検討もしていただきたいと。 

これは私の考えなのですけれども、１００％云々

ということにはならないでしょうけれども、やはり

希望して、今これだけの組織がいっぺんにこれだけ

の退職者が出るのもかなり弱体化が心配されるから、

その人たちの力を借りるという意味で私あえて言い

たいと思います。 

 それと、高年齢者の定年制の言ってみれば継続雇

用の問題で、段階的に示されていますよね、国では。

継続雇用の制度の雇用終了年齢のイメージで、段階

的に６５歳に引き上げすることによって、平成１８

年４月１日から１９年３月までに６０歳定年を迎え

る人は６３歳ですよとか１９年から云々と段階的に

６５歳まで。こういう制度もあります。それは公務

員にも当てはまることだろうと思いますけれども、

しかし、その間の２年、３年はどうするのだという

こともありますから十分配慮いただきたい。これは

もし答弁をいただけるのであれば今後検討するとい

う答弁か、それともそういうところで要望で終わり

たいと思いますけれども、ご答弁いただければ。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 退職する職員の継続雇用につきましては、平成２

５年以降年金支給開始年齢の延長に伴い、公務員の

定年が現在の６０歳から今おっしゃられたとおり段

階的に６５歳まで引き上げられる法整備がただいま

進められているところでございます。そうした流れ

の中で、村としても今後の退職者の中で特殊な資格、

救命士等技術を有している者や、特に住民の評価も

高く情熱を失っていない者に対して勤務条件が合致

した場合には積極的に継続雇用を検討し、若い職員

に負担軽減と村民サービス低下にならないように配

慮してまいりたいと考えております。 

 しかし、ひとつ付け加えますと、今申し上げまし

たけれども、やはりやる気でございます。きちんと

定年までしっかり仕事をした人に限りそういうこと

を考えていきたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：いろんな部分で私は

職員を信じたい部分もありますし、やはり何という
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のですか、私信じたくてもいろんな見方が評価の仕

方があろうかと思います。個人差があろうかと思い

ます。需要と供給という部分では極めて難しい問題

でしょうし、人の評価というのは一人でするもので

もないし、難しい。しかがって希望者とどういう職

種が合うのかとかいろいろ相談しあって、なければ

これはやむを得ないと思いますね。それでこれはど

うしようもできないという判断であればこれはやむ

を得ない。しかし、そうはならないでしょう、村長

も。そういう職員が今まで抱えられているのかとい

うことになれば問題がありますから、できるだけ客

観的判断のもとに、いろいろいるでしょう。個性が

職員はありますから。だからそれがどういうところ

に受け皿があるのかなというような部分、そういう

ところを柔軟に対応していただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 

 


