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○議長（山須田清一君）：次に２番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書

に基づきまして大きく５点について質問いたします。 

 まず質問に入る前に村長に確認していただきたい

ことがございます。それは議会において一般質問だ

とか予算審議これからあるわけでございますけれど

も、審議の内容こういったものについてその場限り

で終わらせない、そのためには事後処理というの非

常に大事だと、従って職員とも意識の共有を図るた

めにも是非とも議会終了後、質問事項はどういうこ

となのか、答弁はどうした、その責任はどうすると

いう部分について確認しながらの作業をやっていた

だきたい。まずそこを要望しておきたいと思います。

それで村長は３月までは様子見、４月からは自分の

カラーを明確に表現していく。全くそのとおりだろ

うというふうに思いますし、また就任してから４ヶ

月弱という、組織の全体像だとか流れというのはま

だ失礼ではありますけれども把握しきれていないと

いうのが実態ではないかという辺りは理解はいたし

ます。それと村長は１年をかけてきちんとした方向

を見出していきたいということで大賛成でございま

す。全く今ですね、今の状況の中で全て一般質問に

明確に答えるという部分については辛いものがあろ

うと思いますのでその部分は私も理解した上で質問

いたします。 

 それで３月と言わず４月から前倒しをして村長に

意気込みをお伺いしたいというふうに期待をしなが

ら質問に入りたいと思います。 

 まず１点目、地方分権と地域主権。 

政権交代もなされてこの流れという部分には誰も

が止めることの出来ないそういう流れになっており

ますけれども、これに対忚出来る組織像というのが

どうあるべきかというのが極めて難しいそういう状

況に来ているとふうに理解します。それで執行方針

に書かれております。「自分達の地域は自分達で創

り守り育てる」地方分権の流れは止まることはない。

自己決定・自己責任・自己負担の地方自治の時代、

行政そして携わる職員の意識も変わらなければなら

ない。全くそのとおり。職員は政策の専門家であり

その成果に支払われるのが労働の対価、最終的な結

果は責任は首長にあるというふうに表現されており

ます。また「安心して孫の代まで暮らせる地域を創

るため議会と共に成果を出していくというふうに決

意を述べられております。そこでお伺いいたします。

地方自治法で自治体事務は法令、それと都道府県条

例に反しての事務は出来ない。これは自治法で明ら

かになっております。しかしながらですね、国や道

の組織レベルにおいて私は感じておりましたけれど

も、国・道の職員と言えども職員意識の改革が遅れ

ている、こういう実態は否めないだろうと、そうい

うことは前村長よく言われております。私はそれほ

ど過激ではございませんけれども、そういったこと

が事実だろう。正に法律的な根拠のないという状況

の中で箸の上げ下ろしまで介入してくる、指導した

り法令を盾に地方をがんじがらめにする。そういう

古い体質が残っていることも事実だろうと私は思う

のです。そこで行政だとか職員、当然議員も含めて

国や道の関与や圧力、規制に対して跳ね返す力も必

要だろうと、そういう力を養うことが第一だ。それ

には勉強しかないわけですけれども、それと自己主

張出来るようなそういうような首長であったり職員

であったり議員であったり、そういう意識改革が住

民の利益を守るためには絶対に必要な条件、地域主

権・地方分権、私はそういうふうに理解いたします

けれども、村長はまずどのように認識されているか。

色々な常任委員会の中でも議論すること度々ござい

ます。これについて意見が分かれるところでござい

ますけれどもその認識をまず一回伺いたい。 

○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。 

 冒頭に申し上げました議会終了後にすぐ反省する

ようにというのはそのようなことに関しましては勿

論当たり前のことでございますから、その辺のよう

なことはきちんと当然やっていきたいと思っており

ます。またそういうことには限らないですけれども、

そういう条例含めましてそういうことをきちんとや

るという思いがありましての今回の機構改革を上程

した思いもその辺にございます。一忚お答えしてま

いります。議員の論点に答えるものであるかはどう
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かはちょっと解りませんが、とりあえず私の思いと

して答弁させていただきます。 

 自治体事務に限らず日本は法治国家であります。

我々はいかなる仕事を行うにしても法律・ルールに

規制されます。自由主義国家ではありますがそれは

何をしても良いということではありません。最低限

のルールを理解し守らなければ生活出来ません。自

治体ルールの自治体事務のルールは言うまでもあり

ませんが地方自治法を中心とする関連法律でありま

す。これらの法律を無視して我々は仕事行うことは

出来ません。ルールを理解してルールを運用するこ

とが出来ます。法的根拠もなくても、また法令を盾

にされてもこちらがその法的根拠・法令を理解出来

なければその圧力を跳ね返すことは出来ないでしょ

う。国・道と対等という意味は職員が同じだけの能

力を持たなければならないという意味です。職員も

勉強しなければならない時代です。そして勉強し能

力を高めれば結果として金銭も付いてくるそのよう

な公務員の時代がもうすぐ迫っております。執行方

針でも成果に支払われるのが労働の対価であると書

かせてもらいました。民間の能力主義に近い給料体

系は目の前まで迫ってきております。私達が今まで

いた民間に言わせれば賞与・期末手当等に差がつか

ないのは真に不思議な現象でございます。１年間の

苦労が報われるのは賞与であり期末手当であり、企

業の自分に対する今年度の評価が確認出来るのであ

ります。今年度傾斜配分を数年ぶりに復活させまし

た。させるつもりです。色んなご意見がございまし

ょう。危機感が薄れているのではないかと感じてい

る方もいらっしゃると思います。しかし、私は危機

感が薄れているとは思っておりません。行財政改革

で一番目について全ての方が納得する方法は人件費

の削減だと思います。しかし私は本年この方法はと

りません。人件費は下げないから同じ給料で昨年度

の倍仕事をしてくれ、倍は大げさですけれども、こ

の方が効果的な行財政改革と判断したからです。倍

の時間働いてくれということではありません。倍の

成果を上げてくれということです。いずれにしても

数年のうちに人事院勧告もなくなるようです。一生

懸命努力すればすぐに報われるそんな楽しい時代も

すぐ近くまで来ているようです。政策の専門家とし

て能力を向上させ、国・道の職員に負けないように

我々も頑張っていくつもりであります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：執行方針でも労働の

対価という部分では明らかにされておりますし、成

果に期待するというような部分で逆に今支払われて

いる労働の対価としての賃金・給与ですか、そうい

うものに触れないで成果の方で期待する。全くその

とおりだと私は理解しますし同調します。しかしな

がらですね、最近の政権交代での流れの中ではご身

分の改正といのも既に出てきているのです。全く厳

しい内容ですよね。言ってみれば格下げ平気でやら

れるというようなね。極めて危険だというふうに私

は考えますよ。主観的な考え方でどんどん気にくわ

ない奴を下げていくという考え方には賛成出来ない

というふうに思いますし、それは慎重でなければな

らないというふうに私は思います。それと先程、法

律があって法治国家・ルールこれはもう当然のこと

だろうと思うのです。だからそのルール・法律とい

うのがきちんと理解されていなければそれをおさめ

ること出来ないではないですか村長、そう思いませ

んか。絶対条件なのですよこれ、だから私は自治法

を無視しなさいとか、法律を無視しなさいとか言っ

ているのではないです。根拠をきちんと確認の上で

話しを進めましょうと言っているのです。そうすれ

ば理解しますと私もだからそれを出せないのであれ

ばやはりちょっと困りますよと、それで自治法の中

に例えば国・道との協議する内容が例えば条項があ

ったとしますか。その場合はどうしても私は協議し

たのに納得出来ないという場合がありますね。その

場合文書で回答求めれるのですよ。文書で回答して

下さいと自治法に謳われているのですね。回答をし

なければならないです。助言だとか許認可でそうい

うものについて何故そうしなければならないか。だ

からそこには何故そういう法律が出来たかというと

担当している職員の主観で判断されては困るとバラ

つきがあるからということでそういうこと法律が出

来たのです。それがどうもその今はまだ古い職員が
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いるのですね。国には道にもその主観で判断してし

まう。私はルールだという言い方してしまう。そし

たらそのとおりにやったとしたらですよ、村は多大

な損失を被ることになります。これやはりきちんと

やっぱり職員ともう尐し村長話していただきたいと

この部分について、そしてやっぱり自らの能力を一

生懸命高めましょう。議員も一生懸命頑張ります。

私も頑張ります。職員も一緒に頑張ろう、そういう

意識でやっていただきたい。これは要望で答えはい

りません。 

次に二元代表制というような部分で、立場が違う

のですね首長と議会、これはたまたま対立関係と書

いていますけれども、対立関係は常になければなら

ない。正常な今の二元代表制ということになります

と、あんまり批判的になりがちでそういう部分があ

ると行政運営の停滞を招くという心配もやっぱり一

部の議員ではされていて、私もその部分については

やっぱり慎重にせざるを得ないなというふうに認識

をしているところでございますけれども、しかしあ

んまりそれを否定的に捉えてしまうと逆にマイナス

になってしまうのではないだろうかという思いもご

ざいまして、お互い議論をどんどんしながらですね、

何か良い方向を導き出していくというこれが正常な

関係ではないかと思います。村長と私がここで激論

を戦わすと素晴らしい姿だと私は認識しますし、そ

ういったことをむしろ馴れ合いだというふうに思わ

れるのが疑問符というふうに考えますし、やはり積

極的に議員は政策を提案して議論を戦わせてその政

策を実現させるという一つの意味がございますから、

それについて村長はどういうふうに理解されるかお

答えいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

この議会とこの首長の関係、執行権と議決権の関

係については実は私が議員時代から議員とはよく議

論したことでございます。正直申しましてなかなか

同意点が見えなかった点であると私は認識しており

ます。もう一度ここで議論するような形にはなると

は思うのでありますが、答弁させていただきます。 

日本の地方自治における二元代表制の基における

首長と議会の関係は、共に直接住民から選ばれてい

ることにより対等であり、議員内閣制である国の総

理大臣と国会の関係とは違います。この関係につい

ては私が議員の時代よく議員と意見が異なり議論し

たものです。特に議会が執行権のどの段階まで介入

出来るかの点では認識に違いがあり道議長会まで確

認しに行ったことがあったかと思います。私は対等

ではあるが首長の権限で一番大切なものは執行権で

あり議会は議決権であると理解しております。従い

まして、首長は議会の議決権は犯してはならないよ

うに議会も首長の執行権は犯してはなりません。議

会の議決権は自治法９６条により首長の執行権は１

４８条により補償されております。また、むやみに

執行権に介入すると議決が更正に判断出来ないとい

う住民から託された最大の役割を果たすことが出来

ない場合もあるのではないでしょうか。しかし私が

独断的に執行するということではありません。議員

の皆様から提案された提案・施策も十分に検討し、

重要な案件等については委員会等で何度も議員の皆

様の意見を頂戴し取入れ私の提案で本会議で私の責

任で提案いたします。それを議員の皆様が冷静に判

断していただければよろしいかと思います。その判

断には勿論従います。それが議決権を犯さないこと

だと思います。また、本会議において修正提案をし

ていただいて可決する方法もあると思います。それ

に謙虚に従うのが執行者が議会の議決権を犯さない

ことでありますし、議会も執行権者を信頼していた

だきある程度まで創り上げた立案に色々な角度から

議論していただき住民の立場より冷静に可決修正、

あるいは否決等の判断をすることが執行者の権限を

犯さないことと思います。就任当初から申し上げて

おりますが、議会の皆様のご意見をお聞きし取上げ

てまいる方針でございますが、あくまでも議案を立

案し提案するのは私の役割ですので、施策の重要度

において議員の皆様、つまり村民の皆様の声を確認

しながら行政を押し進めてまいりたいと感じており

ます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：今、執行権と議決権

の問題がございます。非常に難しい問題で、ある部

分では今の村長の答弁の中では執行権は私にあるか

ら全責任において執行したこと、それの良い悪い、

最終的な議決権という範囲の中で判断していただけ

れば良いと。それが非常に難しいことなのですよね

現実として、どこの地方自治体においても。それが

それだけで判断出来るのであれば非常に簡単なこと

であって非常に難しい問題そこではらんでいると。

例えば今の憲法、政権交代になって憲法の改正議論

がされております。内容はと言いますと議員内閣制

にしようではないかと、二元代表制やめようと、弊

害がやっぱり指摘されているということですね、と

いうことは。恐らく改革の推進大綱が６月あたりに

出るのだろうと思いますけれども、そういう部分で

もこれについては触れてこられるだろうというふう

に思っているのです。私も今村長の言うようなお互

いの役割があるというような部分ではそういう部分

で不都合が生じているという部分もあると思うので

す。ただ議員としては執行権者から出されたものの

良し悪しを議決するということだけではないと、や

っぱり住民の色々な声を議会で反映をして執行する

側にある程度政策を提言していくという役割もある

と思うのですよ。それをどう考えるかということ、

そういうことまで否定されて執行権を犯すというこ

とになれば私もそれは問題だと思いますけれどもそ

の部分についていかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先程の答弁で申し上げ

たとおり色んな政策に対する提言を受けることはや

ぶさかではありませんし、勿論議員の皆さんの色ん

な政策は受け入れてまいります。それは当たり前の

ことだと思っております。しかしながらある程度ま

での施策、形づくりですね、それは私達でやらさせ

ていただきますということでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それは当然でござい

ましょう。 

 そういった部分で我々もこれから審議のする段階

ではやはりそこを意識しなければならない時代にな

ったのかなと、やはり執行権と議決権との範囲とい

うのをお互いにきちんと意識した上で議会活動をや

らなければ間違いを犯すと、それはきちんと私も認

識の上で今話しはしているのですけれども、そこの

線引きがどこなのかというのが非常に私も確かめて

いるのに難しいのですね。一つひとつの課題につい

て確認はしているけれどもそれさえもなかなか答え

出せないとのが難しい。それで議員時代に色々な所

に勉強行きましょうということでの村長も一緒に行

かれた経過もありますからそのあたりも勉強しなが

ら今後やっていかなければならないと、我々執行権

を犯すという気持ちではないと踏んで理解しながら

進んでいただきたいというふうに思います。それと

夕張の例を出しますと財政破綻してからこの前つい

最近ですが再生計画を立てましたね。１７年間住民

に負担をしいることになります非常な大きな。しか

しこういう財政状況になっていたというのが議会そ

のもの議員そのもの把握していない、その中で議決

をしていたという行為があるのです実は、村長それ

も実際確認されていると思う一緒にそういう責任も

議員にはあると、議決して分からないで議決してい

る実態だったと、そしたら今その当時の議決した議

員さんがどこにおりますかというと９割が市外から

出てしまっていないそうです。責任の取り方そした

らどうなるのですかと、随分批判を受けましたね議

会も、チェック機能として何やったのだと聞かれま

してチェック機関として、そういう責任も村長ある

ということは理解していただきたい。これは答弁は

いらないですけれども、全て村長が責任を負うもの

ではないと私は思います。議会も議決した責任とい

うのは当然負わなければならないと思いますけれど

もそれはいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：当然、議会も議決する

責任はあると思います。しかし、先程も申し上げた

とおり冷静に村民の意思を反映させるということが

やっぱり一番重要なことなわけであります。ですか

ら無闇に施策が行われる最初の段階から職員と一緒

になって施策をつくるということは冷静に判断出来

ないのではないかというのが私の考えでございます。 
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○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：政策立案の段階から

我々が入り込んで云々というのは間違いだろうと私

もそのように認識しておりますからそれを意識して

今後やっていかなければならないだろうと、ただ委

員会活動の中で事前にやっぱり色んな摺り合わせだ

とか相談のところがございますね。そうなればどう

しても入り込まざるを得ないという状況も村長うま

れてきますね。それが執行権の介入というふうにな

れば常任委員会活動が出来なくなるというようなこ

ともありますし、私も臆病になってしまうそうなる

と、そこはお互いにはきりながらある程度相談しな

がらですね、良いものを創り上げていくという共同

作業、そこには譲り合う精神も時には必要でしょう

し、そういうことを実は期待してこの質問したわけ

でございますから、これについてはあえて答弁はい

らないというふうに思いますし、それと村長、村長

だけの責任ではないよと。成果の責任というのは職

員もとる、議員もとらなければならない、みんなに

あるという共通認識にたっていただけませんか。そ

の分だけちょっと。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：答弁はいらないという

ことでございましたが、私はやはり臆病になってい

ただきたい。そのかわり職員を信頼していただきた

い、ということでございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やはり職員も信頼し

ますし首長も信頼した形の中で議会運営というのを

やっていきたいというふうに私は思います。そうい

うことで時に対立する場合もこれは当然あり得るで

しょう。そういうことを踏まえながら次の問題に入

りたいと思います。 

 まず行財政改革につきまして、平成１７年度より

実行してきました行財政の改革２１年度終わりまし

て、新たに２２年より二次の財政健全化計画が始ま

ります。昨年１２月の定例会でも質問いたしました。

村の財政状況についてどんな認識でおりますかとい

うことでお伺いしたのですけれども、判断基準であ

る健全化の判断指標を３つ大きく答えています。 

いずれの数値についても楽観出来る状態ではないと

いうことでは、村長と共通に認識に立ったはずなの

ですけれども、この部分についてですね、先にまず

改めてこの部分について確認、村長の考え方を確認

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）：前の議会でも申し上げ

ましたが財政状況については、議員との認識はそん

なに隔たりのないものと思っております。ただ今年

度の予算に関しましては身の丈の合わせた予算が出

来たものと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう状況の中で

２２年度の執行方針の中では達成度の検証を行いな

がら修正すべきものを修正しながら１年かけてそれ

はやっていきたいというふうに決意を述べられてお

りますからあえて言いません。これについては是非

やっていただき、そういう考え方で検証していただ

きたいなという期待を込めながら質問に入りたいと

思いますけれども、就任してから４ヶ月弱ですか、

４ヵ月まだ入ってないですかね。そういう状況の中

で新年度予算編成作業というのはもう就任してすぐ

とっかからなければならないというそういう状況、

率直に感想を伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

 ただいま指摘のとおり１２月３日に就任いたしま

したが、その時点で本年度予算の骨格はほぼ出来て

おりましたし、私も初めて予算作成でありましたの

であまり無理に自分の思いを込めるのではなく、無

理のない身の丈に合った予算がつくれたと思ってお

ります。政策的に抱えている課題に関しましてはじ

っくりと今年１年検討させていただき間違いなく方

向性・結論を出すつもりです。新聞等には新鮮味の

ない予算と酷評されておりましたが、逆に選挙がな

かったおかげで無理することなく新鮮味のない手堅

い予算が出来たと思っております。６年間議員活動

を行っておりましたがあのような方法で予算査定が
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行われているとは実は知りませんでしたし、事前の

事業事務評価についてもこのような方法で行われて

いるとは知りませんでした。議員時代の不勉強を痛

感いたしました。職員の仕事のやり方等でもそれに

ついて条例が出来る折りには議員は感心を持ちます

が、その後は議員は忘れてしまうことが多いです。

職員にとりまして当たり前になった仕事の方法が議

員に全く知られていないことも起こりうるわけです。

予算査定も全く予備知識もございませんでした。従

いまして準備も全く出来ませんでした。いきなりぶ

っつけ本番で正直言いまして目を丸くしました。自

分自身ではストレスの溜まる予算査定ではございま

したが職員の皆様のご協力で何とか策定してまいり

ました。これから議員の皆さんとじっくり議論を重

ねたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことでなか

なか共通の認識に立つ部分というのは全てではない

ことがあきらかですから、お互いに議員時代言って

みれば認識の違う部分というのは今も全く同じです

けれどもそれは正常だというふうに思うのですね私

は、それぞれの主張ってそんなに変わるものではな

いだろうというふうに思いますから、そういうこと

も頭に置きながら次の質問に入っていきたいと思い

ます。 

 同僚議員が既に質問しております指定管理の問題。

この部分についてはっきり言って自治法の改正言わ

れてましたけれども昭和何十年ですか、先程答弁に

ありましたね。最近では３８年と平成３年が改正に

ついては平成１５年にこの指定管理の公の施設、公

の施設というの改正されたというふうに記憶してお

りますけれども、この指定管理に先程の議論聞いて

まして指定管理者制度を採用するかしないかによっ

て新しい雇用を生むものではない。何か勘違いして

新しい雇用がどんどんう生れてくるというような制

度を活用することによって何かそのような錯覚も私

起きるのですけれどもそんなものではないのではな

いかというふうに思います。それとやはり今までや

ってきて４年目になるのですか。大義名分としては

自治法の改正の目的というのは民間活力の活用、そ

れとは別に地域住民サービスの向上と経費の節減と

いうのが大きく求められたということですね。それ

であえてあまりこれについてはしつこくやる必要は

ないと思いますけれども、同僚議員もこれについて

は質問しておりますから、しかしこの制度をやった

ことによって適用させたことによってメリットはど

こにあったのか、リスクというものもなかったのか、

そういう検証をやはりされて次に進んでいくのだろ

うというふうに思います。この検証作業というのを

ちょっと内容についてお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：指定管理者のコスト等

については、指定管理を申請してきた事業者の計画

書を指定管理者選定時に猿払村指定管理者選定委員

会において協議をし経費が妥当なものか、運営方針

はこれで良いのか等を協議する形をとっております。

また、委託業務についての考えも業務等の中身を各

担当課で検討・見直しを図りコスト削減もそうです

が、住民サービスが下がらないか等を検証すること

を常に考えながら事務執行体制をとっております。

いずれにいたしましても限られた予算の範囲の中で

コストダウンについては常に意識を持っております。

指定管理制度については民間活力を活用する形で運

用しておりますが、指定管理者におきましても住民

が利用しやすいよう心がけ、公の施設管理に努力を

しているものと考えますし、一部施設については地

域での経済的な効果もあるように思っております。

経費節減についても一部事務の簡素化が図られたと

判断しており、その分については経費的な節減は図

れているよう考えております。また制度のメリット

の裏返しとしてのリスクについては、多数の民間業

者が公募してきている状況ではありませんので住民

サービスの向上についてのさらなる努力が競争相手

がいないことによる閉塞感がうまれるのかを危惧し

ております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 先程、同僚議員とのやりとりの中でもやはり競争

原理という部分ではこれはちょっと不足していると
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こういう地域性がありますからね。札幌市あたりで

はどんどん忚募してくるのでしょうけれども、そう

いった部分で若干の競争原理が働けていないという

部分もあるのだろうというふうに思います。それと

ですね、私達も指定管理者制度を平成１８年度です

か、制度の条例というか公の施設の定義をやる時に

色々と勉強はしたのですけれどもなかなか理解出来

なかったのですねこの制度について、自治法上どう

なのだというの解らないで議決したという全くこれ

があれなのですね、私の認識としてはやっぱり責任

なんですね。全く議会は責任果たしていないと私な

んか、それで自治法上これは副村長にはっきり聞き

たいのですけれども、この経過の中で自治法でがん

じがらめにされているものなのか指定管理というの

ものは、その部分について通知・通達も含めて自治

法１５年の改正後そういう部分どうなっているか、

その経過をちょっと副村長の方から。 

○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。 

 平成１５年に法の改正があって公の施設の定義と

いうことで言われておりますけれどもそれ以降、私

の方では解釈の部分については変化はないのではな

いかなというふうに思っております。ただこの解説

の中にですね、一部ありますけれどもこの平成１８

年９月２日以降、猿払村が平成１８年９月１日を以

て公の施設の指定管理者制度の制度をとったところ

でございますけれども、どのような公の施設であっ

ても旧法ですね、旧の管理委託制度をとることは出

来ないと出来ないこととなりますというふうにこの

指定管理者制度をつくった著者がそう書かれており

ますのでそこまでは詳しくは調べておりませんけれ

ども、そういうような形の中で移行しなければなら

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）：別にこれについて対

して深い意味あって聞いているわけではないのです

けれども、公の施設の設置、管理及び廃止２４４条

の２の３に普通地方公共団体は公の施設の設置目的

を効果的に達成するため必要があると認めるときは

条例の定めるところに、法人その他団体で当該普通

地方公共団体が指定する以下本条云々、指定管理者

という、管理を行わせることができる。これはお金

を合わせるというふうにかわったというふうに理解

しますけれども、これはやっぱりがんじがらめに縛

られる問題でないというふうに私は理解しますしそ

れは良いのです。ただあんまり法令万能であってそ

れを説明されてしまうと我々もそういう認識の上で

どうしてもやらなければならないのかという認識で

議決してしまったという判断もあるのですよね。だ

からそういうことをきちんとしていただきたい、こ

れ要望にしておきます。 

 それと公の施設で指定管理者にしたことによって

これは馴染まないなという検証はされていますか。

そういうものは全くないかどうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：公の施設の管理につき

ましては先程、佐々木議員の時の冒頭で説明申し上

げたのですけれども、歴史がございまして３回の法

改正行われております。昭和３８年、平成３年、平

成１５年、公の施設ですから本来自分達で管理しな

ければいけないというふうなことです。ところが昭

和３８年、管理委託も出来るようにならないかとい

うことで漁業協同組合とか農業協同組合とか自治会

とかそれらの公的なものも管理委託出来るように改

正されました。そして平成３年になってもっと拡大

して第３セクター地方自治体が２分の１以上出資し

ている第３セクターでも管理委託してもよろしいで

すよと、そしてその他に利用料金、使用料ではなく

て利用料金もとっても構いませんよというように改

正されました。そしてさらに進歩いたしまして１５

年、１５年になって法人、普通の法人でもきちんと

地方自治体で指名ですね、指名してすることが出来

れば管理してよろしいと、公の施設を管理してよろ

しいという流れで出来ております。そういう流れで

す。それをまずご理解下さい。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の質問は当然そう

いう理解の上に立って話しているのであって、いか

に法があっても法を曲げれとは言いません。法の判
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断・解釈というのはそれぞれでしょうということを

言っているのです。公の施設の定義というのは私何

故こういうこと言うか法律論争をするつもりはさら

さらないのです。ただあまり馴染まない施設はあり

はしないかと、例えばですよ、それの法をがんじが

らめにすることによって法律違反をおこす可能性も

あり得るということを指摘しておきたい。それでは

具体的に言います。例えばふるさとの家、長期独占

的の施設ですね。収益事業をやってます独占的に、

これは公の施設なのでしょうか。これはやっぱり副

村長この部分については例えば指定管理、平成１８

年に３８年と平成３年、１５年と自治法の改正の経

過があるにして平成１５年の改正の時点ではやっぱ

り民間活力というような部分ではそういう制度も出

来上がったというふうに理解するのですね。何でも

やれということではないと思うのですよ。やはりそ

の地域の実態に合ったような形を採用して下さいよ

という裁量がその裁量があるはずなのです。そこで

お伺いしますけれども、例えば今私が言ったように

法を守るために法律違反を犯すとそういうことです

ね。それをちょっと指摘しておりますけれども、例

えばふるさとの家さるふつリゾートに指定管理一括

して管理しました。その一画にはヤマト観光という

のがありました。ここで言うのが憚るかどうかはそ

れは別でしょう。私の責任においてこの発言します

けれども、そこに転貸をしていますね。どういう形

でこれ法律違反にならないでしょうか。副村長その

あたりちょっとお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：今、ホテルが公の施設

ではないようなお話しをなされたのですけれども、

公の施設として設置はこれ条例で議会も議決してお

ります。それがやっぱり議決の責任だと思うのです

けれども、だからそれを今ここで公の施設ではない

とおっしゃられてもこれはちょっとなかなかここで

は議論することではないと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それではお答えを

申し上げたいと思います。 

 今、村長がおっしゃいましたけれども公の施設と

しての平成１８年に議決をいただいております。そ

れで公の施設の定義が５つありますけれども、それ

にあてはめてもホテルについては色々調べてみまし

たけれども、ホテルとしては公の施設として該当す

るだろうというふうに思っているところでございま

す。それと先程、ご指摘いただきました部分につい

ては非常に答弁に苦しむ状況にございますので、１

年間かけてその部分を含めて１年間かけて精査して

まいりたいというふうに思っております。私共の過

去の経過も何かあったようでございますので、その

点についてはご勘弁を願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：だから村長が言うよ

うに議決責任はあなた方にあるというふうに言われ

ているのですよ。だから我々は議決に対しては状況

十分承知の上ということでは執行側と色んなやりと

りしなければならないという、そういうことをちょ

っと認識として言っておきたいと思うのですよ。そ

れでやはり私は法律はがんじがらめにしてしまうと、

そのがんじがらめにしたことによって逆に法律違反

を犯しても気が付かない場合があるよと、そういう

こともやはり我々一緒に注意しなければならない。

それと議決責任当然でございます。これはふるさと

の家を議決したではないかと言えばそのとおりなの

です。だから馴染む施設か馴染まない施設なのかと

いう検証をもう一回議会ともしたいと、執行者側も

して下さいと、我々も一緒にやりたいというそうい

う思いでいるのです。そういう思いでいるのですよ。

そういうことで先程から村長とやり取りしているの

ですけれども、執行権に介入する何ものでもないと

いうふう私は理解します。そういう意識はないとい

う部分で、意識があるとすれば常任委員会でも委員

長でもありますしそういう部分は判断していきたい

というふうに思いますけれども、村長、今一度その

見解を。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：まずちょっと２つぐら

い今思うところあるのですけれども、ただ今回のこ

の指定管理制度ですけれどもこれはさっきから何度

も申し上げますように３度の法改正がありまして、
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民間資本が入ってきて経費の節減を図って公の施設

の管理するという年々進歩してきた法律なのですよ。

ですから法律の主旨を良く理解してせっかくこんな

良い法律あるのに何故活用しないかということなの

です。何故それに縛られるかとおっしゃられるけれ

ども、きちんと理解してきちんと活用するのがまず

一番でないかということをまず私は申し上げたい。

それがまず１点でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この制度が悪いとか

良いとかっていう議論しているつもりはさらさらな

いのです。ただ議決責任というのはあるでしょう、

当然でしょう。であれば不都合があれば議会も含め

て一緒になって直していったらどうですかと、そう

いう検証を一緒にしませんかと私提案しているので

すよ村長、別にこの制度が良いとか悪いとかという

議論をしようとさらさら思わないのです。だからそ

ういう村長が言う答弁した目的だとか、意義だとか

そういうもの十分承知の上で私も話してます。ただ

１８年当時そこまで我々がきちんとした認識の上で

議決したかと言うとはっきり言って村長もこちら側

にいたから分かると思うのですけれども、解らなか

ったという実態ですよね。お互いにそういうこと言

い合ったこともありますね。解らないな難しい。だ

からそういうことも含めて考えれば私前向きに今言

っているのですよ。その制度があったから駄目だと

か良いとかではなく。然からば今先程の同僚議員と

のやり取り聞いて牛乳と肉の館について色々議論さ

れてやっぱり村長はあんまり縛りがありすぎると駄

目だ、撤廃もしていく必要があるだろうとそういう

ことを言っているの私は、ふるさとの家もそんなこ

とが邪魔していないかと、しているものがあるとす

ればそれを撤廃すべきではないかということを私言

っているのですよ。そして指定管理者制度にして馴

染まないところがあるのなら直していくという作業

も必要ではないですかとこと私言っているのです。

その制度が云々と言っているのではないです。その

辺りのご理解はしていただけますか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：だいたい分かっている

つもりではありますけれども、ただこの指定管理者

制度とふるさとの家のことを絡みますとなかなかち

ょっと難しくなってくるのですけれども、だからホ

テルの管理を含めまして言いますとこれ本当この指

定管理者制度をつかわなければ後はもう売却してす

るという方法しかもうございません。管理する上で

はね。民間資本でやっていただくためには、そうい

う方法しかございませんのでそれを踏まえてちょっ

と答弁したわけでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：先程、村長、同僚議

員の質問に対して色々牛乳と肉の館、試験研究施設

として有望だ、全く同感ですし是非やっぱりそうい

う形、それとやはり正常な収益を上げるようなこと

をやっていけないというような縛りもあるようです

し、色んな縛りがあるようですね条例の中で、だか

ら今それを指定管理者制度でそのまま続けていくと

いうことはそういうことも全然とけないということ

になりますから１年かけてそこは議会と一緒になっ

て共同作業やりませんかという提案しているのです

今、そういう部分で何とか良い方法でつかえる方法

ないだろうか。発展的にあそこを研究施設としてつ

かうなんてことは素晴らしいことだと思いますので、

そういう部分一緒に考えませんか。議会会議するつ

もりはございません。一緒に考えて一緒の方向で出

していければ一番良いものだというふうに思います

から、その部分を最後に館の部分だけで結構でござ

いますから再度聞かせていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：牛乳と肉の館の施設に

ついては私は十分に有効に使える施設と認識してお

りますので、この点に関しては議会の皆様と色んな

相談した上で活用を考えてまいりたいと思っており

ます。 

○議長（山須田清一君）：２時４０分まで休憩しま

す。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

再開 午後 ２時３８分 
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○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。 

 眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは指定管理等

の問題については一段落という部分で位置付けてお

きたいと思います。ただし一つだけ言っておきたい

と思いますけれども、色んな問題が指定管理も含め

て業務委託、そういったもの含めて経費の節減を図

る、先程から議論されていたコスト削減すれば良い

というそれだけのものの考え方は私はしておりませ

ん。しかしですね、地方自治法の本旨なのです。最

尐の経費で最大の住民サービスを展開するという大

きな目的が地方自治法の中に謳われておりますから、

やはりそれを強く訴えながらこの問題については次

に進めたいと思います。 

それで次に地方交付税の推移を見ますと小泉政権

の三位一体改革からずっと端を発してですね、一時

は９年前２０兆３，０００億円、それを９年度で１

５兆８，０００億円、徐々にどんどんどんどん一気

に減らされてきた。そして最後は１６兆円という格

好になっている。それで政権交代後、１兆円増えて

１７兆円にしようというそういう流れでございます

ね。しかしこれも端折って言いますけれども、２２

年度のみなのですよね。継続するものではないとい

う、そこに認識やっぱりきちんと標準を合わせてお

かないと、さぁ削られましたは予定したものが足り

なくなりましたよということにないように、この認

識やっぱり気を緩めるような状況にないということ

だけで村長ご理解いただけますでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：勿論そのように認識し

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）：時間がないからまと

めて言います。道内の各町村、これは庁舎の清掃だ

とか公用車の廃止、地域の清掃活動住民にやっても

らったり徹底した経費節減の努力が続けられている

と、そういう状況の中で実は平成２２年２月２２日

の道新で「節約すれどすれど厳しさ続く地方財政」

というのが留萌の市政について留萌市の財政状況に

ついてこれ大きく暮らしと政権交代という課題の中

でクローズアップされております。やはりまだ血の

滲むようなやっぱり努力を続けている。そういう実

態にございます。そういうことを念頭に置きながら

町村名を出してはいけないのですから近隣の町の中

で早期の健全化団体という部分で指定されて、それ

で外部監査というような部分でされた。これは健全

化団体に指定になっている外部監査の義務付けられ

るのかどうかそれはよく解らないのですけれども、

その中で管内で３つの町が、その中で陸地の部分で

考えますと色々ニュースが出ています。議員の報酬

の日当制・役場庁舎の管理・ゴミの収集、高額だと

指摘されているのですね。それを見直すようにとい

う、これは医療や何かについてもある町であってそ

れはやっぱり引き金になって色々な問題が発生させ

ているというふうなこともあるように聞いておりま

すけれども、私はこういうこともやっぱり必要だと

いうふうに認識するのですね。これは後で答弁いた

だいてからまた議論したいと思いますけれども、こ

れについてどうお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：通告書の行財政改革の

６番目、７番目の質問同時にあったと思いますが、

同時に答えたいと思います。 

 まず危機意識の方に関してでございますが、まず

今まで実施している庁内に関しての経費節減につい

て説明させていただきます。役場庁舎の警備業務に

ついては以前、夜間の宿直・休日祝日の日直を業者

に全面的に業務委託として実施しておりましたが、

平成１５年度から職員で行っており経費の節減と住

民サービスの低下を最小限とする内容で夜間につい

ては管理職が携帯電話で管理し、休日と祝日につい

ては一般職員が日直での対忚をし代休扱いとしてお

ります。また、役場庁舎・病院・保育所のガラス清

掃については、以前は清掃委託業務で外注しており

ましたが１５年度から職員・互助会が中心となりガ

ラス清掃と役場庁舎駐車場の白線引きについても行

っている現状でございます。議員質問の庁舎内の清

掃でございますが、清掃管理委託業務として年間契
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約で外注しておりますが最小限の人数と日数で計上

しており、各会議室の清掃については各課職員の会

議室割りをして当番制により使用時において清掃を

行うことと、当然のことでありますが職員から出た

ゴミは各自で集積場まで処理する等の経費縮減を図

っております。それと外部監査のことでございます

が、公約であります安心して暮らせる地域づくりの

ためには絶対条件であります財政の健全化なくして

実現はあり得ないことであります。就任時の１２月

定例会においても村の財政状況は非常に厳しいと答

弁しておりますが、平成２２年度の予算編成を終え

た後もその認識は変わっておりません。先日、近隣

町の早期健全化団体におちいた要因と解消策が外部

監査結果報告書として新聞に報道されておりました

が、住民に対する負担や過酷な労力が伴うと推測し

ております。外部監査導入の重要性も認識しており

ますが、外部監査結果報告書の分析と合わせ内部か

らの指摘事項を確実に第二次の行財政健全化に織り

込み実行してまいります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことでよろ

しくお願いしたいと思います。 

 それで健全化計画謳っている段階で個々の税金だ

とか、上下水道使用料、各施設の使用料そういった

ものも全部住民に負担をしいてきた。そういう状況

の中ではやはりまだそれが続いているのですね。や

はりそういう意識を最大限持っていただきたい。そ

れと使用料何かは施設の使用料かけたのだけれども

料金徴収してから使用の実態どうなっているのかと

いう検証どうなっているのかそういうの解らないの

ですね。もしもとって利用が激減しているというこ

とであれば考え直す必要もあるだろう。負担につい

ても、そういうこともやはり検証しなければならな

いだろうというふうに思います。これはやはりこの

１年間かけてでもそういうこと検証していただきた

いと思います。そういうことで村長この部分ですね、

先程の議論になっています。我々何もコストだけ落

とせということ主張しません私はですよ。先程 

通学定期３割から、５割アップした、必要な部分に

はやっぱりあるべきだと大賛成ですね。もう感動し

ました。そういう政策一つだけでも見せていただい

たということでやっぱりそうあるべきなのですよ。

住民が求めている今やらなければならないこと何だ

ろうと捉えたらそういうふうに村長は捉えていただ

けた。素晴らしいことだと思います。従って今の住

民に負担を求めたのだけれども現実それによってど

ういうふうに利用が変化したのだろうかと、全く使

われないのであれば撤廃すべきだぐらいの考え方に

なりませんか。そういうことをちょっとお伺いした

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：何度も申し上げており

ますが１年間かけて検証しメリハリを付けて決断し

てまいります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：議員の中も衿を正さ

なければならないというような部分でやはり東京２

３区のうちこの前テレビでやっていました。１６区、

２３区のうち１６区何区あるか解らないのですけれ

ども東京２３区でしょうね。議員報酬は日割制にし

ていると、ついこの間、名古屋市長、河村市長がや

はり条例改正案を提出したと、議員報酬を１，５０

０万円の半分の８２０万円ということで議案提出も

否決。今盛んに議論されております。議会の開催日

数だとか、日割の日数だとかと考えればもうそのぐ

らいの提案があっても当然かなというふうに私は思

います。あえてこれについても１年間かけて村長我

々と一緒に協議していただけませんか、それについ

ては答弁。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：勿論検討してまいりま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それと先程、村長は

職員を信頼すると当然であろうというふうに思いま

す。やっぱり信頼したいです、１００％の信頼をし

たいと私も同じ考え方でおります。そういうことを

前提にちょっともう一点だけお聞きしたいのですけ

れども、今、地域は試されていると思うのです。と

いうことは地域の活性化交付金何てありますね２年
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間ですか。政権かわって若干の使いがって良いか悪

いかはあるにしても内容同じような形です。これか

らは一括交付金にかわってくるだろうというふうに

言われております。補助金制度廃止だということ、

ここで村長にはちょっとあれなのですけれども失礼

ですけれども、副村長こういうふうな形で移行する

ことについてチェック体制というような部分では副

村長はどう考えるか。それと総務課長にもちょっと

それをお伺いしたい考え方ね。今度そういうふうに

移行された場合どういうことが心配されるか。気が

付く範囲で結構でございますけれども。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：三位一体改革でも

そういう話しが出ておりましたけれども、補助金制

度から地方の裁量で使える交付金にかわるというこ

とは非常に良いことだと思いますけれども、それな

りに十分なチェックをしていかなければならないと、

それはやはり実質公債費比率の関係ですね。そうい

う公共投資をやる段階ではそれが実質公債費比率に

影響してくるわけですから、先程の外部監査報告の

近隣の町の報告書見ておりますけれどもそういう部

分については徹底したチェックが必要であろうとい

うふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：眞田議員にお答

えしたいと思うのですけれども、副村長が今公債費

の関係で来た金についての使い方ということで全く

同じなのですけれども、内部のチェック機能に関し

て私はちょっとその部分でしゃべりたいと思うので

すけれども、補助金でしたら色々と会計検査という

部分がありましてその辺ではきちっと設計書から何

からされていくだろうという部分があって、今後交

付金制度にかわってその部分も含めてきちっとなろ

うとか思うのですけれども、単独費的な考え方でい

つも指摘を受けるのですけれども見積りは１社とか、

そういう部分でより多くの見積りをとった中で単価

とかそういう部分のチェックを怠らないような形で

いきたいなという考えでおります 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の先進的自治体の

中で非常に危惧している問題はそこなのですね。補

助金であれば言ってみれば終わった後、会計検査も

ありますし点検する機関がきちんと充実している今

ある所だよ、国の補助制度であれば、しかしこれが

全て一括交付されて自治体の責任と判断でやるとい

うことになれば危険も伴うということは事実なので

すよね。副村長そこは認識されると思いますけれど

も、そこはよほどやはり慎重に点検出来る体制をや

っぱりつくっていかなければ監査だけに求めるとい

うのは限界というふうに言われておりますね。各自

治体では今の監査制度絶対無理ですと、外部監査何

て言っても無理です。議会のチェック機能絶対無理

ですと言われてます。やはりその辺りもそろそろ検

討しておく必要があると思います。それは担当が積

算したんだからそれで良いんですという１００％の

信頼も良いですけれども、やはり間違い未然に防ぐ

という意味ではやっぱりそういう点検も作業も必要

だというふうに思いますので、それはやっぱり体制

について協議していただきたいというふうに要望し

ていきたいと思います。それでこの問題については

もう一つですね。それとコストの問題になりますけ

れども委託の関係で随分やはり高いのではないかと

人件費がずっとそういう問題も議会の中で言われて

ますけれども、やはりそういうことも含めて例えば

村の職員が定年退職になって許されるものであれば

ですよ。やはりそういう所で年金の支給開始年齢ま

でやっぱり何とか協力していただくとか、かなり低

賃金になりましょうけれども、年間１００万円、１

５０万円で単位で活用して人材を外に逃がさないと

いうことも村長一つ検討していただきたいと思いま

す。これについては村長、検討、やるならない別で

１年かけて検討していただけますか。こういう問題

について。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：私も今まで民間におり

ましたので私らの会社等含め大体６０歳過ぎますと

金額はかなり減るのではありますけれども、大体最

近の場合は再雇用とかそのような形で雇用を確保す

るという会社はどの会社もとっておりますのでその



  －13－ 

ような形でやっていきたいなと考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは次に入りま

す。 

 定住自立圏構想についてでございます。市町村合

併や広域連携・連合、そういう選択肢この市町村協

定がやっぱりうまくいかなかったというような部分

で第３、第４という構想の中でこういう構想が出て

きたというふうに理解します。村長は積極的に参加

というふうになっています。表明されております。

しかし自立圏の内容を見ますと極めて幅の狭いもの

になっておりますし、稚内市が中心地の宣言をして

おりますけれどももう既に構想に書かれている内容

はもう既にされていると現実に、まだまだ幅広くや

っていく必要があると思うのです。例えば示された

内容以外にですよ。ここで時間がないから提案しま

すけれども、やはり国保の会計５００世帯ではちょ

っと無理ではないですかと私は言いたいし、そうい

うことも含めてもう一緒に出来るものは出来ないの

だろうかと、今回、国保の後期高齢者の問題につい

ても何か今の政府は２０１３年度には６５歳以上は

全部国保にというような案もあるようですね。そう

いうことも含めて考えれば枠を超えた推進をすべき

だというふうに思います。それについて一言。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：定住自立圏構想につき

ましてはですね、既にやっていることではないかと

いうご指摘もあるのですけれども、私といたしまし

てはまずやっていることでも何でもまず始めなけれ

ばスタート出来ませんので、まずやっていることで

もまずスタートしようということから、それからこ

の出来ることをやろうと、そしてまた今までやって

いないことをやっていくことを段階的に拡大してい

きたいと思っておりますので積極的にやりたいとい

うのは私の意向でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは国で言う中

心市だけでなく北海道もビジョンを出しましたね。

小規模自治体同士ではもうやって良いよと、それ北

海道で支援しますということになりますから、隣町

の浜頓別・中頓別・豊富ともそういう可能性がある

と思いますのでそのあたりも幅広く一つ検討いただ

きたいと要望しておきます。 

それと次に入ります。医療費の抑制安定化計画と

予防医療についてお伺いしたいと思います。 

医療給付費が基準を超えた自治体道内１５の中に

猿払村も入っております。そこでこれは毎年入って

いるのでしょうね。そんなことで指定されれば安定

化計画の策定求められると、どこにそういう要因が

あるのだろうか。心配でそれをまずお伺いしたい。

それと合わせて予防医療の観点からインフルエンザ

のワクチンだとか肺炎球菌ワクチン接種、予防ワク

チンの接種、推進もどんどんしていった方が良いと

思いますし、そういう状況はどうなっているのかと、

それと助成制度についてやっぱりどういうふうに考

えるか。それと子宮頸ガン予防ワクチン、最近言わ

れてますけれどもそういう助成制度も検討するべき

ではないかというふうに提案したいと思います。そ

れとさるふつ広報の３月がまわってきたのですけれ

ども昨日見ました。病院薬局の窓口からということ

で薬剤師が原稿を書いておりますけれども、それ読

んでみたら小児科、小児用肺炎ワクチンの接種の効

果について書かれております。これらについても積

極的に対忚すべきと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：疾病状況の要因としま

しては、医療費で見ますと高血圧疾患・脳梗塞・糖

尿病・虚血性疾患・ガンの合計医療費が８０％を占

めている状況です。これらの疾病の対策としまして

は肥満対策を重点的に、また生活習慣病の中では高

血圧・糖尿病に焦点を合わせて取組みを実施してお

りますし、今年度は特定健康診査実施計画の中間年

でもありますことからさらに努力をしてまいります。

また、ガン検診を始めとした各種検診につきまして

も受診率の向上に努めてまいります。国保の被保険

者につきましても医療費削減に向けて継続した検診

料金の自己負担の免除をしてまいります。また、イ

ンフルエンザ予防接種と肺炎球菌ワクチン接種状況

でありますが、平成２１年度でインフルエンザ予防

接種につきましては季節・新型合わせまして１，７
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９５名、肺炎球菌ワクチン接種は１３名となってお

りインフルエンザ予防接種につきましては新型イン

フルエンザの流行もありましたことから４７３名と

なり、季節型につきましても前年度と比較しまして

１３３名増えております。今後も村民に対しまして

料金の一部助成をし、国保被保険者につきましては

医療費削減の目的から今年度も自己負担を免除しな

がら予防に努めてもらうようにしてまいります。子

宮頸ガン予防ワクチンの接種につきましては、管内

ではまだ実施している機関はございませんが接種及

び助成制度に向けて検討している町もあると聞いて

おりますので猿払村におきましては議員おっしゃる

とおり予防対策が医療費抑制に繋がると考えますの

で医療・保健担当者も含めて是非検討してまいりま

す。 

 よろしくご理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは次に教育行

政に入っていきたいと思います。 

 執行方針の中に教育の目的である人格の完成と心

身ともに健康な村民の育成を目指すため学校教育・

社会教育の振興云々と書いております。この中でか

ぶる部分ございます同僚議員の質問と、生涯学習の

環境整備、郷土猿払村への愛着と誇り、他人を思い

やる心云々と書いてある、そういう基本方針を標榜

しております。 

それでお伺いします。１番目の教育現場と学校の

あり方で問題提起、これについては省かせていただ

きまして、２番目の全国の学力・学習状況調査、学

力テストの問題でしょうね。そこで学校の授業以外

の学習がほぼ定着していると関心も高い、家庭学習

に対する目的意識・生活習慣明確に位置付けるとし

ているが課題は学力テストの結果そういうふうにお

さえていなかったのですけれども、これでいけば何

か素晴らしい全て満たされたというふうに理解され

ますけれども、これについて見解。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：１番の質問はいい

ということですね。 

 学力テストという部分なのですけれども、ここで

引用しているのは質問紙調査というのがございまし

て、ほぼ全員が家で学校の宿題をしているというこ

とで書いておりますけれども、ただ今ご質問にある

の中で単にこの宿題をしているということで満足す

るということではなくて、やはり家庭学習において

は単に宿題だけではなくて自らの課題意識に取組む

学習や予習的な学習とか読書も含めてですね、そう

した生活習慣こういったものは課題としても永遠の

課題になるかも解りませんけれども、そういうこと

でまだまだ満足するべきことではないということで

ここに謳っております。全国学力学習調査の関係で

は１２月の議会で質問をいただきましたけれども、

単に宗谷管内、あるいは全道平均を上回っているか

ら良いのだとかそういうことではなくて学校現場に

おいても決して満足はしないで子ども達のために次

に伸ばそうということですので、我々もそういうふ

うに押さえていますのでよろしくご理解願いたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：学力テストの結果に

ついて課題の検証をするというふうに教育長証明さ

れて、私もそれなりに課題はそしたら何があるのか

ということで、こういう答弁いただいた、中学生に

ついては平均化していると中位以下というふうに理

解しますけれども、中位以上なのかそのあたり解り

ません。小学生については上位と下位が二極化して

いると、そういう課題があるというふうにお伺いし

たのですけれども、この執行方針にその対策につい

て全然謳われていない。何故なのか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 確かに学力の状況が上位層と下位層に分かれると

いうことで基本的には上位層にあるのが望ましいの

ですけれども、ただそういった部分で十分検証して

学校長とも検証している中で学校教育の個別の重要

点の中でその経過を受けて基礎的・基本的な知識・

技能の確実な定着、それら問題解決、それから個に

忚じた指導、これについては学校長と綿密な連絡を

とりましてこれらの学校の中でも十分押さえている

ということで一般のだけしか上げておきませんでし
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たのでその点ご了解願いたいと思います。 

 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）：稚内市あたりですね、

これ平成２２年２月４日の日刊宗谷ですけれども、

稚内の子は何故学力低い要因と対策をさぐる、教育

関係者で向上チームをつくった。それについて対策

協議もして何とか手を打とうということでやってお

ります。しかし、猿払村はそういう課題がないから

そういう対忚がないのか。私、前村長もはっきり言

います、今の村長が議員の時代やっぱり地域見合っ

た学習塾も必要ではないかという提案がされたと、

あの時、私もぴんとこなかった。しかし上位の人は

私は良いと、尐なくても上位は伸ばしてやれば良い

し、伸びる力もあるかもしれない。下位のどうしよ

うも今詰まっている子を何とか底上げして一定程度

のところまでにしていかなければならない。そうい

う思いで前も質問したのですけれども、方針にさっ

ぱり謳われていない。具体的な対策はないというこ

とで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 稚内でございますけれども、確かに学校長も学力

学習状況調査これで全て分かるわけではないのです

けれども、それと学校ではその学力学習状況調査以

外に色んなテスト等もやりまして、当然個に忚じた

指導というものが当然学校として教師としてやるべ

きことはやっておりますので学校現場の部分ではこ

こに細かく書いておりませんけれども、我々の方と

すれば教師が色々と研修を積む中で学力学習状況調

査の関係については割と高い部分があるのですけれ

ども、ただそれだけで満足することなく個に忚じた

指導というものをやっぱりしていかなければならな

いと思っています。それと今、その低位層の方をど

うするのだという、これは当然学校として何々ちゃ

んはこういう状態だ。何々君はこうだというのをき

ちんとおさえて教育していますので、そういった部

分は学校現場の中で個々に個に忚じた指導がなされ

ると思ってますのでその面ご理解願いたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これが何億もかけて

学力調査やっているわけですよね国全体では、そう

いう課題だとかそういうもの検証するためにって教

育長も言われましたね。だから課題を図ったら対策

打たなければならない。それには執行方針に書かれ

てます。実は平成２１年度の執行方針と２２年度の

対比してみました。何ら変化ない。提案します。も

う指摘だけしてもしょうがないです。ただ下川町、

平成２２年２月２３日の道新の記事です。暮らしと

政権交代、先程もありましたけれども、これも下川

町で商工会が運営して塾を開設しているのですね。

故郷の雇用再生特別対策事業、そういう対策をやっ

ている所はやっているのですよもう、町村でやれる

ものはやろう。商工会にお願いしてそういうことも

やろうと、そういうものがさっぱり見えてこない教

育の中で、これについてやはり１年かけてこれにつ

いてどうですか、早急に対忚・検討してみるという

気ないですか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 下川町の関係についても商工会がやっているとい

う記事は見まして、前に巽村長が議員の時にも東北

等の学習塾こういったもののお話しも出されまして、

それは非常に大事なことなので各学校長とも協議を

いたしまして今すぐということではないけれども、

我々が何故議会でそういう問題が出るのかという部

分を学校長もきちんと理解をしていただいて協議も

していまして、そういった部分では今、特別な対策

ということではないのですけれども、今後そういっ

たものもざっくばらんに学校長ともさらに時間をか

ける中で話ししていって猿払の子ども達が良くなる

方法を選んでいきたいなと思います。 

 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）：それではこの問題ち

ょっと外に置いて、やはりこういう部分が村長の方

の村政執行方針の中にもこの教育問題課題としてど

う取組みますと謳われておりますね。重要なことだ

と思うのですよ生涯学習、しかし教育の執行方針読
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みますと生涯学習云々と言葉ではちょっと出てきま

す。子ども達のため子ども達の将来のためという表

現がありますここで、教育って子どもだけの問題で

はないのですよ。高齢者もありますし成人もあるの

ですよ。そういった部分でやはり社会教育だとか生

涯学習・スポーツだとかそういうもの重要な問題だ

と思うのですよね。目新しいもの何もないではない

ですか。何年同じことやってます。どろんこ広場・

百寿大学と同じ言葉ではないですか。これねもうい

い加減に教育長卒業してもらいたいと思う。新たな

ものをやっぱり教育長に色んな部分で仕掛けてやっ

ていただきたいというのが私の我々の願いだ。 

それで次に移りますけれども、教育委員の選任に

ついてお伺いしますけれども、これに載っていませ

ん。しかしちょっと関連あるからお伺いしますけれ

ども、議長のお許しを得たいと思いますけれども、

若干ちょっと質問からずれるっていうのは通告には

ちょっと載っていない部分かもしれない。 

○議長（山須田清一君）：その質問には答弁を必要

としますか。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：当然必要としますけ

れども、若干関連がありますから、これもしも完全

にずれていたら言って下さい。 

 教育長の選任について教育委員会が名職化してる

だとか形骸化してるそういうもの防ぐために保護者

の意見を教育行政に反映させるため教育の活性を図

る目的で教育行政法で２００８年に義務化をしまし

たということで、保護者から教育委員を出すのだよ

ということを義務化された、その中に入っていない

のが猿払村と５町村しかない。これは入れる気ござ

いませんか。 

○議長（山須田清一君）：答弁の用意は出来ていま

すか。 

 上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：教育委員の保護者

への関係なのですけれども、これは新聞に出ていた

とおりでございます。この法律がいわゆる教育三法

が出来た段階で、これまでは教育委員さんというの

は保護者の努力義務として教育委員の中に保護者が

入るよう配慮するのが望ましいという形だったので

すけれども、この平成１９年６月の国会で２０年４

月１日からの施行なのですけれども、これにあって

は地方公共団体の長は教育委員の任命にあたっては

委員のうちに保護者が含まれるようにしなければな

らないというふうになっております。それで法施行

の時にそれではいなかったら違法なのかというと全

然違法ではなくて、次の改選期までで良いですとい

う部分がございます。ただ我々のこの法が施行され

た時に内部的にも考えて実は今保護者の中でも保護

者の声を聞く中で次の改選に向けてやはり取組んで

いきたいなということで村長ともお話ししています

けれども、以前の部分でもあります。ただいずれに

しても初めてのことなので適任者がいるかどうかち

ょっと迷いもあるのですけれども、例えば一番望ま

しいのはうちには高校がないので小学校・中学校の

保護者がなるべきだと思うのですけれども、時間が

きて子どもがいなくなった時に辞めれと言うのかと

か難しい問題もあるのですけれども、いずれにして

も保護者の意見を聞くというのは大事なことなので

次の改選がきたらまた村長とも相談しながら方法を

見つけていきたいなと思っています。 

 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）：先程、何回も言って

います。法が義務化されて法で義務化がされたから

やれと言ってこと言っているのではないのですよ。

法は法で良いのです私は、それに万能になる必要な

いということ言っています。それを前提にこういう

目的のために法出来たのだけれども、その目的を必

要としますかということ言っているのです。そして

やる気があるかどうかということお伺いしているの

でもう一度ちょっと。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：失礼しました。 

 私の見解とすればですね、やはり地域の実態に合

った中で東京でやる法律と猿払村でやる法律は同じ

なのかという部分で、ただ法的な方の主旨からする

と我々もそうなのですけども、十分に保護者の意見

を色んな角度から聞いているのかと吸い上げている

のかという部分がありまして、個人的には本当に現
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状の中でいきたいなと思いますけれども、ただ法を

守りなさいというのを学校とか教育で言っている中

で教育委員会が果たしてその法案も通らないでどう

なのかなという部分もありますけれども、個人的な

見解含めてやはりそういう方向に沿っていくために

また村長とも相談していきたいなと思っていますの

でご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも言っている意

味がご理解していただけない。北海道にあっても未

選任は５町村しかないのですよということ、東京と

合わせて言っているわけではないのですよ私はいい

ですか。そこを勘違いしないでいただきたいし、そ

こを十分に保護者の声をどうしたら反映出来るのか

ということを検討していただきたい。これもう要請

しかない時間がないので、これについて村長の見解

求めるわけにもいきませんから教育長のやっぱり判

断で考えていくべきだろうというふうに思います。

１年間でちょっと様子を見たいと思います。 

 それで執行方針読んでみますと子ども達を中心に

最後の方で謳われておりますけれども、子ども達に

何が出来るかと表現しているが生涯学習その意義、

子ども子ども生涯学習といったら子どものためにし

かないような表現に聞こえてしまうのです。これを

やっぱり改めていただかなければならないのです。

それで村政の執行方針で地域福祉と謳われておりま

す。高齢者・障害者との社会参加しやすい環境づく

り、社会的孤立感の解消を図っていったり、自己の

充実、啓発、生活向上、適切なる豊かなかつ学習機

会を求める活動をやっぱりやって重要性を訴えてい

るのですね。全くそのとおりだと思うのですよ。過

去の議会の中でも私何回かこういうこと訴えてきた

はずなのですね。教育委員会の中では恐らく方針の

６ページに謳われておりますけれども、具体的な部

分が見えてこないのですね。これについて考え方ち

ょっと具体的に何をやるかという部分であったらこ

れは同僚議員とかぶる部分があって全くあれなので

すけれども、私印象に残っていないです同僚議員の

答弁に対して、あれ何しゃべったかな、ちょっとそ

こを。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。 

 子ども子どもという部分で多いのですけれども、

社会教育の中で社会教育法の２条の中でやはり学校

の教育課程として行われる教育活動除いて主として

青尐年及び成人に対して行われる教育活動・体育・

レクリエーションこれが社会教育の方で謳われてい

るわけでございまして、ただ具体的な個別な中では

百寿大学あまりメニューはないのですけれども、そ

ういったものを個別に授業としてくるんですけれど

も、いずれにしましても社会教育の関係で先程も議

員さんからもご質問ありましたけれども、今年度新

たな計画を立てていくことになりますので、その中

で今言われた部分、それと苫前町ですか、そういっ

た部分をやっていこうと思ってます。いずれにしま

しても今年私担当には指示しているのですけれども、

やはり新たな掘り起こしそういったものも検証して

いく必要があるだろうということで精査もしていき

たいなと思っています。そういうことでご理解もま

た関係する部局とも十分に連携して、やはり目に見

える形もとっていきたいなと思っていますのでよろ

しくご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：苫前の今ちょっと名

前出されたのですけれども、やはり行政と教育委員

会と一緒になって地域の高齢者達の生きがいをどう

創設していくかとそういう体制をどう構築していく

かということで寿なんだか教室だとかやって新聞に

出ていましたね。非常に大事なことだと思うのです

ね。それは正に村長が言う執行方針と教育長が合致

して一緒に何かやろうやという体制だと思うのです。

やっぱりそれをきちんとした体制をしていただきた

いとこれは村長にもお願いしたいと思いますけれど

も、やはり精神的なもの十分分かります、言葉では。

しかし具体化しなければそんな絵に描いた餅何もな

らないです。随分その言葉の表現が多いと思うけれ

どそういうもの我々必要しない。やっぱり具体的に、

そういうことで１年かけてそういう部分で具体的な

例えば生涯学習計画何て立てていただけますか、約
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束いただけますか、ちょっとご答弁。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 前の議員さんの時もお話ししたのですけれども、

今のこの計画平成１８年度に計画しまして２２年度

まででそういった流れの中ではあまり方針変わって

いないのですけれども、一忚２３年度に向けては新

たな計画を立てなければならないので、いずれにし

てもやらなければならないというふうに私はおさえ

てますので、当然これまでの検証・反省等も含めて

これからあるべき姿何が求められているのかそうい

ったものも柔軟な形で、また聞く耳も持ちながら計

画に作って実践出来るようにしていきたいなと思っ

ていますのでそうお話し申し上げまして答弁させて

いただきます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非ですね、やっぱ

り同僚議員も同じだと思うのですけれども、やっぱ

り具体的な政策があってそれを示されて、それを具

体的にどう実行していくのかと非常に大事なことだ

というふうに思うのですね。そういう部分で是非具

体的なこういうことをやっていこうやというものを

やっぱり行政当局とも連携をとりながらやっていた

だきたいな、そして最後に５分しかないですからあ

れですけれども、１番のちょっと時間余りましたけ

ど委員会と教育現場、これはこういうこと言われて

ますね、教育委員会とある雑誌に実態は学校現場と

それから道教委、それとの取り次ぎが市町村教委の

現状だというふうに批判そういう部分に忙殺されて

いるのだ、実態なんだというのがある雑誌で読んだ

のですけれども、これについて教育長の認識はどう

いうふうにされてますか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 その新聞は別としてですね、そういったことがあ

るからということで学校現場の教職員にとっては非

常に教育委員の存在というような部分で不満はある

と私も十分承知しております。それで今の流れと言

いますと文科省から都道府県教委へ、都道府県教委

から市町村へ、市町村から現場へということで非常

にこう苦慮しているのですけれども、何でこんなこ

としなければならないのかと私のところで歯止めを

かけてあげたいないと思うのですけれども、その流

れの中はちょっとうちだけ否定するわけにはいかな

いので、ただいずれにしましても先程一番最初で良

いということだったのですけれども、そこで一番大

事になるのは私は一番目の質問で学校との意思疎通

がきちんととれているのか、私はそれは学校と私達

教育委員会全部職員そうなのですけれども、信頼関

係があるのかどうか、そこが一番大事だと思ってい

ますので当然そこについてはこれまでもそうですけ

れども、これからも意思疎通を十分に努めていって

こちらの気持ちも分かってもらう、それから現場の

気持ちも分かるようにそういった中で対忚していき

たいなと思います。そういうことでご理解願いたい

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）：分かりました。 

 それでこれで終わらせていただきますけれども、

私は何も執行者側と対立しようと対決しようという

意識は毛頭ございません。やはり議論はどんどんし

て何かその中に良いものを見つけ出せたらなという

思いでいっぱいでございます。そういった意味で若

干辛い質問もあったでしょうけれども容赦いただき

たい。終わります。 


