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○議員（巽 昭君・登壇）：それではこれより一般

質問書に基づき質問を開始いたします。 

 ６月議会も終わりまして、今日までの３ヶ月間多

くの事がありあっという間に時が過ぎていきました。

商売柄大変忙しい時期でもありまして、中国にもこ

の間２度程行きました。村もフォーラムを始め色ん

な事があった事と思います。特に吉田議員の突然の

訃報はあまりにも多くのショックを我々に与えまし

た。改めて冥福をお祈りしたいと思います。 

この一般質問通告書を提出したその日の事であり

ました。今吉田議員の一般質問通告書がここにござ

います。私と同じように合併問題にも触れておりま

す。私の質問通り吉田議員の意も含めて少し質問し

たいと思っております。 

７月２６日より２８日までの３日間我々総務民教

常任委員会６名は、ニセコ町、倶知安町、道庁と視

察してまいりました。非常に充実し内容の濃い研修

でありました。私は大きなカルチャーショックを受

けて帰ってまいりました。知らない他の市町村へ行

きその環境を視察し職員、首長と歓談をすることに

より、多くの事を学びました。また、直接道の担当

者と膝を交えて合併の考えを聞き、道の考えを肌で

感じる事が出来ました。この研修で学んだ事も出来

るだけ今回の質問に取り入れます。また、研修を担

当してくれました方々、堂々とニセコ町の行財政、

まちづくりを説明くれましたニセコ町の企画課長、

わざわざ我々のバスに乗り込み観光案内をしてくれ

ました倶知安町町長、道の合併案を威圧することな

く丁寧に説明してくれました道の地域主権局長、皆

素晴らしい方々でした。接する人によりその町、役

所の印象が大部分決まります。当村にも多くの方が

訪れます。堂々と村の内容、仕事を説明出来るよう

に職員の皆さんの能力向上をお願いいたします。特

にニセコ町では、職員の研修に年間７７７万円も計

上しその他に企画書が認められれば自主研修も認め

ております。そのぐらい職員の能力・開発に努めて

おります。本村も負けない努力をお願いいたします。 

そろそろ本論に入りたいと思います。 

１番の合併問題に入ります。 

（１）の６月以降の合併に関する動きというとこ

ろです。 

先程述べましたが、研修日の最終日に道庁で担当

者より合併の説明を受けました。実はこの早朝朝５

時に起きまして、皆で札幌の市場を見学してきまし

た。ここでも実際業務を担当している市場の役員と

水産物の流通について議論し、民間の活力を感じる

事が出来ました。なかなか本論に入りませんが、道

庁での議論での私の結論は、最終的には地方自治体

もこれからは、民間の企業と同様に自立しても合併

しても自分で生きていかなければならない。北海道

の指示通りに合併しても国も道も何も援助はない。

自分で生きる道を探さなければならないことを再確

認いたしました。我々の民間企業とこれからは皆さ

んも同じなのです。このような時計の針よりも早く

進んでいるように思われる激動の３ヶ月間において、

合併問題に関しても多くの動き流れがあったと思わ

れます。まずは最初にこの３ヶ月間合併に関連して

起きました動き、流れをお知らせ下さい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：前段で申し上げまし

た説明責任能力と、職員が説明精力を持つという事

につきましては、これは以前からの私達取り組んで

いる事でございまして、研修等の規則等におきまし

てもそのような自主研修等全ての研修の場面を網羅

してやるというような形になっておりますけれども、

今の財政的な面から見まして若干絞っているという

実態にあることをご理解を賜りたいというふうに思

います。 

 それから６月からの３ヶ月間の合併の動きに関す

る部分でございますけれども、これにつきましては

特に道の方からその合併に対する問題に対してこの

ような考え方でやってくれと、どうだこうだという

ことについては当然これなされないわけでございま

す。これはあくまでも自主的な村民の意思によって

決めるべき性格のものであって、支庁等からはその

ような動きは全くございません。 

 合併についても例えば合併をするにしても例えば

民間企業と同様な考え方でこれから自前でこれは合

併しても合併しなくても自前で行政を作っていくと

いう立て直していく、このような考え方が私は必要

であろうというふうに思っているところでございま

す。今その他にもまだ合併についてご質問があろう
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かと思いますが、その時にまた説明はさせていただ

きたいというふうに思いますけれども、今の段階と

しての動きといたしましては、クラスター構想が作

成されている段階におきまして豊富・稚内・猿払と

いうふうな形の中で助役レベルでの煮詰めというよ

りも今後の方向性というものを今やっている最中で

ございます。特に新法に基づいた合併の方向性がど

うであるかということにつきましては、今の段階と

しては議員さんに詳細に申し上げる事が出来ない事

は残念に思っている事を理解をしていただきたいと

いうふうに思うところでございます。ただ、合併に

関する問題、新法の合併に関する問題につきまして

は、私共が考えている事でございますけれども、議

会の皆様と統一した考え方を持って進んでいかなけ

ればならないだろうと、他と、協議する上において

もそのような考え方で立たなきゃならないだろうと

このように思っているところでございますので、よ

ろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：前回の議会でも申し上

げているのですけれども、合併するにしてもしない

にいたしましても、もし合併するのであれば合併新

法ということを考えれば決してそんなに時間的に余

裕が無い時期ではあります。そういうことを考えて

３ヶ月という期間は非常に大切な期間であります。

この間ほとんど今の話ですと動きは無かったという

事でございます。先程の行政報告の中にも書いてお

りましたし、今もまた少し述べてましたけれども、

豊富・稚内と助役レベルでの調整打ち合わせを少し

行っているという報告がありました。この件に関し

まして、もう一度更に詳しく返答してもらいたいこ

とと、他の市町村とはそのような動きはしていない

のか。その辺をもう一度確認させて下さい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今の段階といたしましては３つのクラスター構想

に基づいた形の中で助役レベルで話し合いを煮詰め

ておりますけれども、突き詰めた話にはまだ入って

いないという実態でございます。突き詰めた話をす

るということになりますと、議会の皆さんの意見等

も考え合わせた形の中でやっていかなければならな

い問題だろうというふうにも考えますし、また住民

の意見等についても当然それらについても把握しな

ければならない問題であろうかというふうに思いま

すので、今の段階としてはこの展望について新法の

展望についてどうするかという問題についての協議

というような形になっているところでございます。 

 それと他の所とやっているのかという事でござい

ますけれども、他の所とは今の所はやってはおりま

せん。そういうことでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：道の方針が出たので仕

方なくやっているというそのようなお聞き出来るの

ですけれども、いずれにいたしましてもあまり合併

に関しては積極的ではないと聞こえます。先程吉田

さんの意を汲んで質問いたしますということを言っ

たのですけれども、ここには吉田さんの一般質問通

告書がございます。ここで合併について質問してい

るのですけれども、一番先に読ませていただきます

が、今までの経過を見ても村長の発言を聞いても自

立の道を歩もうという姿勢が伺える。決着を付ける

時期ではないかとこういう質問が載っております。 

 実はこの質問は私毎回しているのですよ。毎回し

ていますし、前回も同じような質問を同僚議員がし

ております。村長は再選したのちも私毎回稚内と合

併した方が良いのではないかという問い掛けで同じ

ような事を聞いております。その度に村長は答えま

す。前回の同僚議員への答弁もそうです。今は自立

単独で広域連携を考えると答弁します。しかし、合

併を完全に考えないのかと追求すると稚内・豊富の

話し合いをこれからしていきたいと答えます。私は

毎回合併に関しまして質問をしているので、村長の

ニュアンスは何となく伝わります。今は自立単独に

拘るが、周りの状況によっては合併もあり得るとそ

れが村長の考えでないかなと私は理解しております。

しかし、横から聞いていると村長はまだ本当に決断

していないのではないかとそのように見えるから、

このような吉田さんのような質問になるわけであり

ます。 

 そこで改めて確認いたしますが、私のこの見方で

よろしいのか、それともこの任期中は絶対に合併し
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ないという強い意志が村長にあるのか。そこをお聞

きしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんの合併に

対する私の考え方については、それなりにご承知か

というふうに存じているところでございます。単に

道の基本構想に基づいた推進構想に基づいた形の中

で私達は動いているわけでは決してございません。

私達は北海道町村会としてグランドデザインという

問題をこの合併推進構想の中に道に入れて貰いたい

という事を申し入れしたわけでございますけれども、

一つも入っていないという問題について改めて町村

会としては、この推進構想についてはまずいという

ような形の中で改めて考え直してもらいたいという

意向を町村会として申し入れしている所でございま

す。道の推進構想に基づいてただ単にやっている訳

では決してございません。それから先程そろそろ決

着という関連したご質問がございましたけれども、

決着するにいたしましても私はこの新法の間の決着

が望ましいのではないのかなというふうに感じてい

る所でもございます。他の町村についての動きとい

うものも北海道まだ１８０数町村ありますけれども、

まだほとんど動いていないというのが私は実態では

なかろうかというふうに考えている所でもございま

す。基本的に一度旧法において任意協議会・法定協

議会をやっている状況があるわけでございまして、

そういう状況の中でなかなか新法に向けたそういう

協議がなかなか出来ない実態にあるのかなというふ

うにもこれは私の推測でございますけれども、その

ような感じもしているところでございます。これに

関しましては今先程も言ったように事務的にはそれ

ぞれ何もしないで詰めないでいるというわけではご

ざいません。当然前向きな形でやっていかなければ

ならない問題だろうというふうにも考えます。ただ、

そこに何故そういう問題が発生するのかという所に

私は非常に疑念を抱く訳です。国があれだけの８０

０兆円という借金を持って地方が２００兆円合わせ

て１，０００兆円という借金を持っている。このよ

うな状況の中で地方分権法を作った形の中で地方に

その付けを回してよこしているというのが私は実態

だろうというふうに考えております。決着の問題に

つきましては、ある一定程度新法の期間内に一定程

度の結論は私は出さなければならないというふうに

は思っております。しかし、期間があまりにも短い

ということも事実です。鋭意努力しなければこれは

ならない問題だろうというふうにも思いますし、ま

た議会とこの新法に基づく市町村合併問題について

どういう統一的な意見を行政サイドと議会と共通し

た共有した理念を持つのかということが私は今求め

られている事でもあると、それ無しにして管内クラ

スター構成に基づく助役レベルでの協議をまたこれ

進んでいかない部分もあるのかなというふうにも考

えているところでございます。そういう部分での決

着というものはしていかなければならないだろうと

いうふうにも考えているところでございます。ただ

し新法が切れたといたしましても、合併はずっと続

いていくわけですからいつ合併をやったとしても、

これは構いません。そういうような状況の中で私は

広域連携等で出来るのであればそういうような形を

取っていって、その中での財政の健全化を図ってい

きながらまた例えば合併しなかった場合に国からど

のようなペナルティーが来るのかということも考え

合わせていかなければならないのかなと、それらを

恐れて何も出来ませんけれども、財政が著しく減額

されてくるような状況にあってはまた困る。また、

新法によって合併しない場合については窓口業務、

技術業務、福祉業務これらを除いて全て管理業務に

ついては他の町村または道で実施するというような

事も新法に盛られているわけでございます。これら

についてもこうなってくると、もう役場自体そのも

のが衰退してしまうということは事実でございます。

そうなってくると地域が衰退していくということも

また自ずと同様な事かというふうにも思います。そ

ういう状況の中で今道の方としてもその事務的な問

題、事務を取り上げる問題、取り上げるって言った

らおかしな意味合いになるかも分かりませんけれど

も、そういうな指針が当初出ておりましたので、そ

のような部分についても道は国と協議して進めてい

くというような状況になっている様でございます。

まだ基本的に道が示した合併推進構想がはっきりと

明確に見えては来て居ないような状況にあろうかと

いうふうにも存じます。それらが見えた段階での結
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論というものを私はすべきであろうとも思っている

所でございます。稚内へというような巽議員さんの

意向について、何故稚内かということも私聞きたい

所でもございますけれども、稚内・豊富生活圏それ

から医療圏、中核医療を出してくれるのであればそ

れはそれとしてまた良いことだろうというふうにも

思います。そうなってくるとまた眞田議員さんの方

からも質問も出ておりますけれども、そうなってく

ると病院の問題等これらについてはいろいろと精査

をしなければならない部分が出てくるだろうという

ふうにも考えている所でございます。私は任期中に

拘らず、今の新法の期限の中で方向性というものは

見出していかなければなりませんし、そのためには、

議員さんの皆様のご意見等も十分参考にしていきた

いと、いくというよりもそういう方向性を議会とし

ても示していただくべきであろうというふうにも考

えているところでございますので、ひとつよろしく

お願いを申し上げたいと申します。 

○議長（佐々木正光君）：暫時休憩いたします。４

５分まで。 

 

休憩 午前１０時３２分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（佐々木正光君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：質問を再会いたします。 

 今村長の答弁ですといずれにいたしましてもまだ

方針は決まっていない。今後とも我々議員と相談し

ながら決めていくと、先程私が言いましたように今

は単独、自立でいくが将来的に環境が変われば合併

もあり得るとそういうような考えでよろしいですね。

それで質問を続けてまいります。 

 またニセコ町の話になってしまうのですけれども、

ニセコ町では次の２番目の単独、合併の今時点での

今後の財政的数字予想というところにいきます。 

 ニセコでは、２０年間の長期財政危機計画を作成

し、このまま行けば財政債権団体になることを住民

に明確に説明し、赤字を解消する方法を住民と検証

しております。広域連携に関しても合併・単独を放

れて検討しております。職員は至って冷静に単独の

場合広域連携の場合、そして合併に備え職務を淡々

とこなしているように感じられました。それで良い

訳であります。合併するにしてもしなくてもその基

礎となる財政的数値は常時検討していて欲しい。合

併が検討された折りはその時予想される合併した場

合の財政的数字、そしてまたそれと比較されて単独

の場合の数字が良く出されておりましたが、今もそ

れはなされているのでありましょうか。例えば先日

出されました１８年２月現在の財政の推計がありま

す。これの２０年先までの推計は無いのでしょうか。

また、合併の際のこの任意協で作りました新市を目

指してというパンフレットもございますが、この中

で３町村の財政数字も載っております。常時このよ

うな数字は検索しておいて欲しい。例えばこれは平

成１４年度の数字なのですけれども、この時の稚内

市の予算２７０億円は今は２４８億円です。猿払の

５４億円は４１億円です。そして猿払の人件費７億

７，０００万円は今は６億４，０００万円になって

おります。このように数字は厳しい環境下で急激に

変化しております。このような数字の検討は常時し

ておいて欲しいのでありますが、これらの点につい

てはいかがでありますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんのご質問

でございますが、２０年先の財政状況ということで

ございますけれども、２０年先を見越すということ

につきましては、私はこれは非常に無理があると私

は考えます。どういうような歳出根拠で２０年間を

出したのかということをまずお聞きしたい所でござ

いますけれども、今現在来年度の国の予算、再来年

度の国の予算の状況。それに伴う経済財政一体会議

の中での国の指針、これらをまだ明確に出されてい

ない状況の中で、単なる一般財源だけで２０年間を

予測したのであればそれはそれとして分からないわ

けではございません。それによって黒字にもなるし

赤字にもなる場合もあるかも分かりません。ただし

ニセコ町とて財政は非常に厳しい状況にあるのでは

ないのかなというふうに感じているところでござい

ます。現段階におきましても、単独にしても合併に
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しても来年度の地方交付税交付金がどのような算定

になるのか明確な方針は出されていない。またなお

かつ５年先長期的に今の長期と言いますと３年なの

ですね今、一般的に言われているのは、そういう状

況の中で果たして２０年間の財政状況を示している

という事につきましては、私はどのような算出根拠

か出しているのですから、そのとおり住民に説明を

されているのだろうなというふうには思いますけれ

ども、おそらく無理な状況を示しているのではない

のかなというふうな感じもいたしております。ニセ

コ町の問題はニセコ町の問題として、本村におきま

しては村の現段階の決算基準等勘酌しまして、歳入

歳出の中期的見通しを立てなければならないという

ふうに思っておりますし、議員さんが示した内容で

これからも係数的には逐次ローリングはしていかな

ければならないものだろうというふうにも考えてい

るところでございます。 

このような形になりますと、財政がどのような状

況になってくるのか。交付税・交付金・税源の移譲

の問題、これらがどのような形になってくるのかと

いうのは今の段階としては国・道からも示されてお

りませんし、また例えば合併した事によってそれら

の税源がどうなるのかと、財源がどうなるのかとい

う問題もあろうかというふうに思います。そういう

事から考えますとかなり厳しい状況になりますし、

今現在でも住民に色んな弱者の人達に対して負担を

強いているというような状況もございます。それら

をいくらかでもカバーしていくためには、これらに

ついては村民サービスの低下は避けて通れない状況

になるものと私は予測いたしている所でございます。

出来るだけ村民サービスの低下だけは避けて通りた

いなというふうに思っているところでございます。

残り新法での３年間何が出来るかということにつき

ましても、十分新法の中身それから国の経済財政一

体会議の中で経済財政諮問会議もこれはあるという

ふうに考えますし、また今即総裁が交代になるよう

な状況の中でその政策がどのような形になってくる

のか。このような事も見極めていかなければならな

い問題であるのではないのかなというふうにも考え

ているところでございます。それによって大きく内

容等についても変わってこなければなりませんし、

変わっていくだろうというふうにも考えております。

そのような状況の中で、今後の財源の問題等に絡ん

で合併問題についてはそれらを十分検討した中で逐

次これらにつきましてはローリングをしていきなが

ら村としての意志の統一を図ってまいりたい。また、

村民の皆様にご理解、ご協力を賜らなければならな

い問題も出てくる場合もあろうかというふうにも存

じますので、一つその点につきましてはよろしくお

願いを申し上げたいと存じます。 

以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：お聞きしたのは２０年

先までの数字を作っているかということと、他の市

町村との数字を分析しているかということなのです。

２０年先までの数字は出来ないのではないかという

聞いてみたいものだというお話しですけれども、聞

いてみたいものであれば是非ニセコ町に聞いて下さ

い。どのように作っているのか。そして、ニセコ町

では実際作って住民と協議しているわけです。そし

て毎年その数字との違いを検証しているわけであり

ますから、そんなおかしな数字を作っているわけあ

りません。是非聞いて欲しいと思っております。 

 それと他市町村との数字をチェックしているのか

ということも質問しております。これについてもう

一度お答え下さい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 当然ニセコ町の問題についてはニセコ町の問題と

して話はずれますけれども、猿払村としては猿払村

理念条例、猿払村村民参加条例という形の中で基本

的な概念を定めた形の中でやっているわけで、ニセ

コ町については、住民自治基本条例等これは大学教

授と一緒になって作ってやった経過というものがあ

るというふうに思います。２０年先の問題等につい

てもおそらく大学教授当たりとおそらく相談しなが

らそのような問題を作っているのではないのかなと

いうことが考えられます。村といたしましてもこれ

らにつきましては、自前で作った猿払村理念条例、

猿払村村民参加条例でございますので、これにつき

ましては、議会の皆様にご決定をいただいたことに

つきまして、本当に感謝をしておりますし施行もニ
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セコ町と同じ施行日でございます。そういう状況の

中で他市町村の行財政のやり方というものにつきま

しては、それぞれ差が出て当然の事かなというふう

に思います。 

 また、その他に他の町村との比較という問題もあ

ろうかという質問でございますけれども、他の市町

村との比較につきましては、前回の旧法での合併問

題等の法定協議会の中で内容等についてもこれは管

内ですけれども煮詰めているところでございます。

ただ、北部の方につきましては、そこまで深く突っ

込んだ経緯はございません。これは法定協議会では

なく任意協議会の段階で終わったというような状況

もありますので、これらにつきましてもこれからそ

れらの内容等については詰めていかなければならな

い部分もあろうかというふうに感じているところで

ございますし、是非そういう方向で対比をしながら

村の財政状況がどうあればいいのかということにつ

きましても十分考えてまいりたいというふうに存じ

ます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：合併する他町村との数

字という意味は、合併するにしてもしなくても他町

村という言い方するとまた分かりずらくてはっきり

言いますけれども、稚内・豊富と合併した場合どん

な数字になるのかという数字は私は常に検討してお

いた方がいいと思うのです。合併するにしてもしな

くても、先程も言いましたけれども、それが助役レ

ベルで助役さんのレベルで打ち合わせがこの間した

というさっき発言あったものですから、私はそうい

うお話がこれからなされるのかなと思ってさっき聞

いていたわけであります。また道庁の話に戻るので

すけれども、今回道庁行って話聞いて私ももう１回

確認したのですけれども、国なり道なりの最大のこ

の合併の論拠というのは効率性なのです。医療行

政・国民保険・介護保険・福祉行政・教育行政そし

て財政も全て概ね３万人ぐらいが一番効率的だとい

う。これがもう最大の根拠なわけですよね。これは

それなりに説得力もあるのです。だからこそその効

率性を考える数字は常に自立していく場合であって

も分析しておかなければならないのです。合併すれ

ばこのぐらいの数字になるという数字を常に頭の中

に置いておかなければいけないです。合併したらこ

のぐらいの数字になるのであれば例えば病院は残る

のではないかと、とってもこんな数字になるのなら

病院なんて残るわけないだろうとか、もしかしたら

やすらぎ苑だって無くなるのではないかと、このよ

うな議論が出来るわけであります。ですから単独で

いくにしても合併するにしても合併した場合の数字

を協議会とか使わなくてもいいですから、事務レベ

ルで常に出しておいて欲しい。そういうお願いを今

しているのです。いかがでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然今事務レベルで

方向性というものを決めておりますけれども、そう

いうような財政の中身につきましても、稚内市当た

りは新法でなんとかしようというような考え方も持

っているようでございます。そういう状況の中でこ

れからそのような段階に入っていかざるを得ない。

対比というものをきちっと掴んでこれは当然必要だ

というふうに思いますし至極当然だというふうに思

っているところでございました。今の巽議員さんの

意見についてはそのとおりだというふうに考えてお

りますので、今後の推移を見守っていただければ有

難いなというふうに思っております。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：合併の話しております

といくらでも時間経ってしますのですけれども、私

の考えを理解してくれるということでありますから、

もう一度確認しますけれども、そうするとニセコ町

に聞きましてどのように作っているのかを確認いた

しまして、２０年先までの長期計画を作っていただ

くことと、これから豊富・稚内の方と事務レベルで

相談いたしまして合併した折りの数字を常時出して

くれるということ、この二つ約束していただけます

か。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ニセコ町の２０年間

のその財政の問題、もちろん行政もついて回るでし

ょ。そのような問題についてどのような形でやって

いるのかということも当然聞きながら出来るもので

あれば当然やっていきたいというふうに思っており
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ますけれども、困難な部分も中にはあろうかという

ふうにも私は考えているところでございますので、

その点だけは理解をしていただきたいと前向きに進

んで行きたいというふうに考えているところでござ

います。その他の分野の分についても十分巽議員さ

んが言われたような内容で検討をしてまいりたいと

このように考えておりますので、ご理解賜りたいと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：前向きにするとか検討

をするとかという言葉は行政用語ではやらないとい

う意味であるそうですけれども、そういうことの無

いように約束して欲しいと思います。まして私は２

０年先もこの猿払に居るつもりでいますから生きて

る限りは。村長はどうか知りませんけれども、何と

か２０年先の計画、そして稚内・豊富との数字、こ

れ常時出していただきたいと思います。そのお願い

をいたしまして次の行財政改革の質問に移りたいと

思います。 

 ２番目の行財政改革。 

１番目の行財政改革（推進委員会）の進行状況と

いうことでお聞きいたします。 

今年４月１日に村長の特別の肝入りにより行財政

改革室がスタートしました。そして行財政改革室推

進委員会も無事に設立し、計画通り２度開催されて

おります。順調に改革が進んでいるように外からは

見えます。実際中身はどうなのか。集中プランにも

進行管理を徹底し進捗状況については広く村民への

情報提供を行うとありますが、行財政改革、行財政

改革推進委員会の進行状況をお聞きします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：行財政改革推進委員

会の進行状況についてのお尋ねでございます。 

 職員での検討委員会を５回実施している所でござ

います。特に村民全体の負担である水道・下水道料

金を中心に検討を重ねてまいりました。 

 去る８月２５日に第２回の行財政推進委員会にこ

の件を諮問いたしました。十分に検討していただく

猶予期間をもって１０月上旬に答申をいただきたい

というふうに推進委員会の方にも申し上げておりま

す。ということはその後答申された問題につきまし

て、村民に対してその内容等をきちっと示すという

ような事、また理解を得て貰うということもござい

ますし、またその後議員協議会を招集していただけ

るものであれば議員皆様のご意見等もそれに基づい

てお伺いをしたいと、そして結論を出し答申を一定

程度修正されればの話ですけれども、答申を尊重し

ていきたいというふうに考えているところでござい

ます。また、これらについて今諮問している最中で

ございますけれども、その他の分野についても料金

等の値上げ等を検討しなければならない分野もたく

さんございます。そういうことにつきましても、職

員の検討委員会を再度進めながら結論が出た段階で

この行財政改革推進委員会の方へ諮問をしたいとい

うふうに考えているところでございまして、委員の

皆様には努力をしていただいているというふうに私

は考えているところでございますので、推進委員会

の答申の内容とそれと村民に対するご理解を賜らな

ければもちろんこの問題は解決しない問題でござい

ますので、それと合わせまして議員の皆様にも意向

等、意見等お伺いした形の中できちっとした条例の

改正等もしてまいり、１９年度予算へ反映させてい

きたいというふうに考えているところでございます

ので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今村長からそのように

答弁あったのでありますが、実は私何人かの委員さ

んに色々とお話を聞いております。正直な所あまり

評判は良くありません。ただ、職員の書いた書類の

説明を聞いているだけだとか、そういう批判も多い

です。村長の言葉を聞いていると順調に行っている

ようにも聞こえるのでありますけれども、これにつ

いてはどのように思われますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確かに職員検討委員

会で煮詰めた問題を行財政改革推進委員会に諮問し

た内容についてはこれは反対・賛成両論また修正等

の両論があろうかというふうに考えます。それでな

くても住民は大きな負担を強いられている事が事実

でございますので、これ以上負担増については勘弁

していただきたいという方もおられるというふうに
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は思います。しかし、料金改正につきましても、水

道・下水道の料金については１０年間改正をしてい

なかったということもございまして、応分のいくら

かでも負担をしていただきたいものだなと、このよ

うな考え方で居る所でございます。ただ単純に私達

が絵に描いたものでは無くて十分２年ないし２年程

度議論をいたした問題でありまして、私としては安

易にその問題を諮問したという考え方は毛頭ござい

ません。当然その中での協議期間も先程も言ったよ

うに猶予を儲けておりますので、十分な議論をして

いただき、その中で住民の方達と議員の皆様方と協

議をしていかなければならない問題であろうとこの

ようにも考えております。確かに負担増ということ

になると誰しもが反対するというのがこれは至極当

然の事だろうと私は考えているところでございます

けれども、その辺の住民の理解度というものもまた

私は必要だろうというふうにも考えておりますので、

よろしくその点お願いを申し上げたいというふうに

思います。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：委員の皆さんと中身の

濃い議論がされることを期待します。 

 それらの事を踏まえまして、これからの行財政改

革の見通しをどのようにお考えですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：利用料金の負担増に

伴っていくらかでも議員の皆さんに示している財政

のシミュレーション等につきまして、いくらかでも

減額が出来ればというふうな考え方でおりますので、

その点につきましては、計数的にいくら今の段階と

して落ちるのかということにつきましては、まだそ

の辺の係数につきましては出しておりません。これ

は下水道・水道料金だけの問題でございますので、

その他の部分もございますので、総体的にこのぐら

いの赤字が今後出ていくという問題でございますの

で、全体的な利用料等の問題を含めた形の中で財政

推計を再度していかなければならない問題であろう

というふうに考えておりますので、その点につきま

してもご理解賜りたいというふうに存じます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：進行途中ということも

ありますので、先程も言いましたけれども進捗状況

については常時村民に伝えるということになってお

りますので、これからも常時村民に連絡するように

お願いいたします。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 ３番目、牛乳と肉の館。 

 ６月の定例会の行政報告にもありましたが、７月

より猿払牛乳の製造販売が再開されております。当

製品は４月より牛乳と肉の館で製造開始され、平成

１６年８月に更新する機械の高負担により休止し今

回牛乳の消費拡大のため中山間により機械を更新し

て再開されたものです。そのため今回村民の注目を

再び浴びております。この牛乳と肉の館及び運営す

る猿払村畜産公社については今まで幾度かこの議会

及びまちづくり会議等で議論されてきたことと思い

ます。また、行政改革の一環として牛乳と肉の館の

経営が検討され、その結果牛乳が廃止されたという

過程もあります。その時も議会で議論があったので

すが、牛乳が再開されるということでもう一度整理

し村民の理解を深めた方がよろしいかと思います。

村民も時間が経ちますとその意義・経過をいつまで

も覚えていません。 

そこで個別の質問に入ります。 

１つ目の設立の目的、建設資金の財源、償還残高

というところです。 

最初に牛乳と肉の館の設立の目的及び設備の建設

資金の金額、財源内容、現状の償還残高をお聞きし

ます。 

お願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：浜谷助役。 

○助役（浜谷 雅君・登壇）：それでは村長にとい

う質問用紙でございますけれども、この牛乳と肉の

館については農協と猿払村との出資の割合で経営し

ている観点から副社長という立場で回答したいと思

います。 

 １点目設立の目的でございますけれども、これは

当初より変更はございません。基幹産業であります

酪農家で生産された牛乳、牛肉を処理加工し村民は

元より、観光客等に多くの人達の牛乳本来の味、添

加物の無い手作りソーセージ等提供することにより、
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猿払村の畜産物としてのイメージを広げ、乳肉製品

の消費拡大に寄与をすると同時に地域住民の健康増

進、食・生活文化の創造を図ることを目的としてこ

れは平成２年度３年度で建設し、平成４年度から運

営を実施しているものであります。この趣旨につい

ては設立の目的については何ら変更はございません。 

 それと２点目の建設資金の財源でございますけれ

ども、総事業費については３億６，８９７万２，０

００円。財源内訳につきましては、国・道補助金に

よって１億８，４４８万６，０００円。過疎債１億

５，８５０万円。一般財源２，５９８万６，０００

円でこの建設をしている所でございます。 

 ３点目の償還残高につきましては、全て起債等の

償還借入については完了済みであります。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ありがとうございまし

た。 

 そうすると次の質問に移りたいのですけれども、

ひとつだけ確認しておきますけれども、元々営利が

目的ではないということですね。それだけ最初に確

認しておきます。 

 次の質問に行きます。 

 村の累積補助額 経営の実態というところであり

ます。 

 今、村の財政も厳しくなってきております。今後

先程営利を目的の設立では無いということではあり

ますけれども、経営を全く無視して運営するという

ことではなかなか難しくなっております。そこで経

営の分析も少し行います。 

 今申し上げましたとおり、設立の目的等から言い

まして、当然村から畜産公社への補助は必要であり

ます。今まで補助した金額の累計額をお知らせ下さ

い。 

 それともう一つまた実際の経営者は誰なのか。こ

の事業を行っている経営者は誰なのか。つまり、こ

の製品を製造・販売するための決定権を持って、ま

た事故などが生じた場合その責任を負うのは誰なの

か。それを確認させて下さい。外から見てますと村

なのか公社なのか農協なのかその辺が良く見えませ

ん。 

以上お願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：浜谷助役。 

○助役（浜谷 雅君・登壇）：それではお答えを申

し上げます。 

 累積補助金の関係でございますけれども、これは

平成４年度からの営業開始でございます。平成１７

年度末現在で１４年間経過をしておりますけれども、

総額で２億６，５０１万円の助成を行っている。こ

の内訳につきましては、畜産公社の運営経費として

アイスクリーム・バター作る経費でございますけれ

ども、助成金という形で合計額で１億８，８５５万

７，０００円。当然建物の管理、体験実習に掛かる

部分については料金を取っておりませんので、管理

委託料としての経費が４，４１５万８，０００円の

累計となっております。それに平成５年度から平成

１６年度まで牛乳、この牛乳と肉の館で製造しまし

た牛乳について７２０㎜lに対しての１００円の助

成をしていた。これは村民還元用としての牛乳に対

する奨励金ということでございますけれども、この

金額が３，２２９万５，０００円ということで、助

成金と管理委託料・奨励金合わせまして２億６，５

０１万円となっているところでございます。 

 経営の関係でご質問ありましたけれども、この経

営の部分につきましては資本金有限会社猿払村畜産

振興公社ということで、会社の設立については平成

２年に設立をしておりまして、当時資本金３００万

円で農協と猿払村ということで１５０万円ずつの折

半でしたけれども、平成１４年の１月に農協法の一

部改正ありまして連結決算がどうしても必要だとい

うことで農協の方からそういう農協法の改正があっ

たということで、出資率を猿払村２６０万円。東宗

谷４０万円ということで変更をしております。社長

につきましては、当然公社でございますので社長に

つきましてはＪＡ東宗谷の役員が社長になっており

ます。役員構成については社長１名、副社長が助役、

専務がＪＡ東宗谷の支所長、それと産業課長という

ことで専務２名の態勢となっております。 

責任の度合いですけれども、当該出資率から行っ

て経営者は社長は農協の役員というふうになってお

りますけれども、度合いから行きますと村が設立し

た趣旨を考えますと、村が当然責任を負う負担の増

については村が負うということになると思います。 
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万が一の事故関係については、保険を当然掛けて

おりまして保険の内容についてはこの事故関係の関

係ですけれども、衛生管理、食中毒の関係でのもし

事故が発生した場合については食品営業賠償共済保

険ということで、賠償共済この補償額につきまして

は１事故５億円ということで、これで対応しようと

いうふうに考えている所でございます。 

以上答弁漏れがもしありましたら発言していただ

きたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうすると、私が一番

懸念したのは経営者の自覚が無いのではないのかな

というのが正直一番懸念していたのであります。今

はっきり村だと、村ということは村長と理解してよ

ろしいわけですよね。村長には自覚があると私はそ

う思っておりますけれども、結局私も自分で食品会

社やっているから良く分かりますし、そのリスクも

分かるわけであります。だから絶対事故を起こさな

いようにあらゆる努力をしますし、事故があった場

合に色んな備えを万全な備えもするわけであります。

今保険の話もしてくれましたので助かったのであり

ますけれども、その保険の話も聞いて安心しました。

リスクにも備えますと経営に関しましても、出来る

だけ損を出さないように、そういうことを当然なが

ら考える訳であります。そういう経営者責任に関し

まして村長にございますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程助役が説明した

通り、係数的に連結決算という形の中で農協法の法

が改正され、出資率が変わったと一時は１５０・１

５０という３００の有限会社でございました。当時

の社長さんが引き継いでいるというような形に今は

なっているわけでございます。しかし、今の現段階

におきますと先程助役も申しましたように、猿払村

の出資が２６０ということになりますと、これは当

然村が責任を持たなければならないべき性格のもの

であろうというふうに私は考えておりますし、これ

からの営業努力につきましても、十分これは出資し

ている意味からおきましても、村がどんどんとＰＲ

をして出来るだけ赤字を少なくすると、赤字を出さ

ないでやっていければこれは一番良いことですけれ

ども、そのような考え方に立っているところでござ

いますので、その点につきましては全て村の方でこ

の分野については処理をしていかなければならない

問題であろうというふうに認識をしているところで

ございますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ただいま村長の認識を

聞きました。安心いたしました。そういう認識の上

でまた質問を続けていきたいと思います。 

 それではその今後の問題にいきたいのであります

けれども、行政健全化計画の中にもこのことについ

て書いているのですけれども、健全な運営を継続す

るため基本となる運営方針や存続の必要性やスリム

化を含めた検討を行うと書いております。 

 また第５次総合計画では地場産品の付加価値向上

や新たな特産品の開発等に向けた協働研究施設とし

ての利用促進しますと書いてあります。 

 今後、牛乳と肉の館をどの様に村長は運営・経営

していくつもりか。将来的には売却ということも頭

にあるのか、この辺についてお伺いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今後の問題というこ

とでございますけれども、非常に生乳生産調整によ

ってこのような形になった中で中山間事業の費用を

一部使った形の中で牛乳の消費拡大を図って、今回

再度牛乳を生産したという経緯がございます。これ

がいつまで続くのか、２・３年後まで続くのか、ま

たそれ以上続くのか。色んな形があろうかというふ

うに思いますけれども、非常に牛乳については評判

が私は良いというふうに聞いております。販路の問

題はまた別な角度で考えていかなければならない問

題であろうというふうにも考えます。当然販路を拡

大することによって利益もまた生まれてくるものと

考えますけれども、今の入れた機械が順調に動いて

いく間につきましては、私はこの猿払牛乳について

はやっていきたいというふうに思いますし、またこ

れが特に評判がまた良くなれば、またその機械の購

入も合わせた形の中で続けていければ、猿払村とは

第一次産業の酪農を守るのだという意味からしても

大切なことだろうと私は考えているところでござい

ます。 
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今後につきましてもこのような方向性を考えてま

いりたいというふうに思います。しかし、財政的な

問題もあろうかと思います。また将来広域的な考え

方で牛乳の問題も考えていかなければならない分野

もあろうかというふうにも思いますし、また財政的

に行き詰まった段階でどうするのかということにつ

きましては、その時点で私は考えなければならない

問題もあろうかというふうにも思いますし、またこ

の中に体験実習室というものもございます。これは

小学校・中学校の子供達がアイスクリーム・バター

を作るだとか、また一般の婦人の方、特に酪農業の

婦人の方達については絶対無くさないでいただきた

いというような地区を回ってそういうような意向も

ございます。部分的には切り捨てる部分もあるかも

分かりませんけれども、そういう部分については村

民の希望の多い部分については、村民が行政の主権

者であるという意味からいたしましても私はそれな

りに続けていかなければならない性格のものだろう

というふうに考えているところでございますので、

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今村長より売却は考え

ないで将来的にやっていきたいという返答がござい

ました。私も誤解を招かないように申し上げますが、

牛乳と肉の館に関して無くした方が良いとかそうい

う否定的に質問しているわけではありません。村長

も今申し上げましたけれども、その意義を体験とか

そういう意味を村民に理解してもらい、決められた

ある程度の村の負担の元にこのまま運営されていく

べきと思っております。ただ、そのためには、出来

るだけ今村長もおっしゃっていたように、財政が厳

しいわけですから最小限の負担にしたいと、そのた

めに出来るだけ独立採算性が取れるようにしなけれ

ばならないなと思っておりますが、今のやり方では

難しいのではないかと思っております。前の議会の

時でも申し上げておりますけれども、もう少し牛乳

に関しましても自由に競争販売出来るような形にな

らないのだろうか。販売価格の変更がいちいち議会

の承認が必要なのであっては、これはとっても商売

にならないだろうと、そのように思うわけでありま

すよね。最後の責任は村長が取るということであり

ますから、この辺のことは担当者に任せてそういう

ような形でやっていくということは出来ないのであ

りましょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今巽議員さん言われ

たことは至極当然のことだろうというふうに思いま

す。企業的感覚に至った形の中で運営していかなけ

ればなりませんし、販路の拡大によって猿払のイメ

ージも繋がってまいりますし、また子供達の学習の

問題と一般の方達の体験、体験にわざわざ稚内の方

面からも体験にきているというような実態も中には

あるようにも聞いているところでございます。そう

いう意味におきましても、先程も申しましたように

そういうような中身の中で十分企業的感覚に立った

形の中でコスト削減を図って、図るためには販路の

拡大というものが手っ取り早い話だというふうには

私は考えておりますので、そういう部分も十分にこ

の公社の方で煮詰めていただいて、出来るだけ赤字

を出さないコストの削減に繋がるような方向性で運

営を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（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：先程来から村長販路の

拡大という言葉使うのですけれども、販路の拡大に

は価格の弾力性というのが必要なのですよ。担当者

がこれ商談に行きまして値段の交渉をいたしまして

相手にこれなんぼにしてくれないかと言われました。

ちょっと待ってくれと９月議会まで待ってくれと、

９月議会で承認されればこの値段２００円になりま

すからと、そんなことやってたら商売ならないので

すよね。決まらないです。そういうことをしなくて

も良いような形にならないかということをこの間か

らお話しているわけであります。先日の質問では条

例を改正すれば出来るという答弁ございました。今

その条例もってきております。牛乳と肉の館、設置

及び管理並びに業務に関する条例、これ読ませてい

ただきましたが、第１０条の３に加工施設で生産販

売する商品の価格の限度額は別表に定めるところに

よるとこうあるわけですよ。そして別表がこの下に

付いているわけでありますけれども、この１０の３
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を削除すればよろしいわけですか。そして削除する

ことが出来るのですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：牛乳と肉の館につき

ましては、当初から利用料金制というものを取って

おりました。条例の範囲内で業者が決定をするとい

うような形になっていたかと私は理解をしている所

でございます。しかし今、指定管理者制度というも

のがあるわけでございまして、それらによって自由

な料金が取れるというような、そしてその都度会計

処理が出来るというような部分も出てくる。そのよ

うな形になっておりますので、条例の部分について

一部見直さなければならない分野が出てくるとこの

ように感じているところでございますので、その点

につきまして例えば条例廃止してしまうかというよ

うなこともまたひとつの方法かというふうにも思い

ます。そのような感じでおりますので企業の方にそ

ういう部分を全面的に任せるということにつきまし

ても必要なことというふうに考えているところでご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それではこの条例の削

除については検討していただけますね。 

 次の質問に移りたいと思いますが、もう一度また

確認いたします。 

 結論になるのですけれども、これから牛乳と肉の

館の将来については商品開発とか体験学習等村の仕

事があるならばその分は助成をしまして、後は経営

者の裁量に任せ責任は村長が取るというこういうス

タイルでやっていくということでよろしいですね。 

それでは次の４番目の質問に移りたいと思います。 

４番目、情報の明瞭性という質問に移ります。 

１番目、行政情報がわかりづらいというところに

いきます。 

冒頭でも述べましたが、７月の総務民教の常任委

員会の研修旅行は本当に為になりました。特に一番

感動したのがニセコ町の予算説明書です。ここにご

ざいます。素晴らしいの一言でした。簡単に説明し

ます。事業を５項目教育・環境・福祉・経済・自治

に分け、全ての事業を説明しています。つまり経費

の掛からない０円の事業、また補正予算で計上予定

の事業も含まれております。そして多くの写真、ま

た工事が行える場合の地図、もうふんだんに使うわ

けです。大変分かり易い。私は猿払村よりもニセコ

町の予算が良く分かりました。ニセコ町が何をしよ

うとしているのか良く分かりました。分かり易く説

明するというのが情報公開の第一歩。村長がいつも

述べる住民参加に繋がる第一歩だと思われます。ま

ずこのニセコ町の予算説明書についてどのような感

想をお持ちですか。お願いします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今巽議員さんのニセ

コ町の行政情報の関係でございますけれども、ニセ

コ町の予算が非常に分かり易い、本村の予算よりも

分かり易いということを申しておるわけでございま

すけれども、確かに先程も申したとおり私ももし議

員さんがそんなに良い良いというのであれば私はニ

セコ町の分野を十分に検討した中でそれらの取り入

れ方も考えてまいりたいなというふうに思いますけ

れども、ニセコ町民、猿払村民との基本的な考え方

も違うものというふうに私は思います。ただ、情報

の公開としては分かり易いものを出すということが、

それが理解することに繋がっていくものであるとい

うふうにも考えておりますので、村としての理念条

例、村民参加条例としてまちづくり懇談会等でその

ような説明は行ってはおりますけれども、実質多く

の人が集まらない。ただ、それをニセコ町の予算を

説明書を全戸に配布したからといって果たして全て

の人達が見ているかどうかということについて果た

してどうなのかという部分も私は考えなければなら

ないのかなというふうにも思います。ただ、作るこ

とについては私は否定するものでも何でもございま

せん。それが住民に取って一番良い方法であるので

あれば、そのような形を取っていければこれに越し

たことはないというふうに思います。 

ただ、予算はあくまでも予算という考え方に立て

ば予算というのは随時構成されていくべき性格のも

のであって１年間当初予算のそれは説明かというふ

うに思いますけれども、予算の場合については財源

事情によって常時また社会的事情によって随時構成

されていくべき性格のものだろうと、予算というも
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のは。しかし、私は考える所はやった結果決算です

ね。が一番重要でないのかなと、それが次年度の予

算の反映に繋がっていくその資料となる決算、それ

らをきちっとそういうような形の中で作っていくこ

ともまた必要ではないのかなというふうにも思って

おります。これまた予算も決算も二つも作るという

ことになるとなかなか難しい事務的にも難しい問題

ではありますけれども、そういうことも考え合わせ

た形の中でこれらの情報の提供については考えてい

かなければならないのかなというふうにも考えてい

るところでございます。そのような考え方に立ちな

がら、これからの問題としてこれからの課題として

考えてまいりたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：実は次の再質問も用意

していたのですけれども、何か答弁聞いてふと疑問

に思って一つ先に確認しておきたいのですけれども、

村長この本読んでます。まずそれ確認させて下さい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私は見てはおりませ

ん。私は私なりのやり方でやっているというふうに

考えていただければ良いかなというふうに考えます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうじゃないかなと今

思いました。 

というのは、私は当然村長は読んでいるものと思

って質問を考えて再質問も今考えていたのですけれ

ども、というのは、通常の年であれば読んでないと

思うのです。ただ、本年度は私は総務民教委員会で

研修旅行に行ってニセコに行っているわけですよ。

それで行った多くの議員さんはこれにすごい感動を

覚えたと、私は当然村長に報告いっていると思って

ましたよ。我々が議員が研修に行った場合、村長は

その研修のチェックまでとは申しませんが、研修を

どこへ行ってどんなことをしたのかというのは確か

めたりはしないのですか。そこをお聞きします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：皆さん議員活動につ

いては色々な個々問題があろうかというふうに思い

ます。私はそれぞれ議員さんのやったことに対して

私はチェックするというような私の基本的な考え方

には法的な形でもこれは立てないわけでございまし

て、議員さん達は行政のやっている側について当然

チェックするということについてはこれは当然の事

だろうというふうには思いますけれども、私はそれ

とは行政サイドとしてはそういうことではないとい

うふうに思います。これは議員活動の一環として当

然やるべき事だろうと拝察いたしますし、それを元

にして議員さんが行政サイドにこうしたらいいので

はないか。ああいうふうにしたらいいのではないか

というような建設的な意見を述べてもらえれば私は

それに対してお答えをしたいとそのような考え方で

現在おりますので、議員の個々の活動までチェック

するということについてはそれはやってない事でご

ざいます。 

 よろしくその点はご理解賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：すいません。言葉が悪

かったですね。チェックじゃありません。関心が無

いのかなと思ったものですから、当然議員さんは遊

びで研修に行く訳じゃありません。みんな何かを学

ぼうと思って研修に行くわけでありますよね。そう

すれば大概次の一般質問のネタぐらいは掴んでくる

のではないかなと、そのぐらいの事は首長として当

然そのぐらい思っているのではないのかなというこ

とを思ったものですから、私は事務局長当たりから

その辺の情報を仕入れてこの一冊ぐらいはおそらく

読んでいるのではないかなというつもりでおりまし

た。また逆に言えば、もしそれぐらいの関心を持っ

て欲しいなと思っております。そうでありますけど

もそういう前提で質問続けます。 

 この説明書はニセコ町では町民にはもちろん無料

配布ですが、他の地域の一般の人には一冊１，００

０円で道の駅などで売っております。議会でも議員

が常時これを持ちながら議論するそうです。つまり

自信作なのです。説明書として自信作であるばかり

か職員がある程度今やっている仕事に自信が無けれ

ばこの本は書けないと思います。つまり今職員が行

っている仕事がほとんど見えるのです。猿払村では

あまり分かり易く説明しないのは、しっかり仕事を
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しているという自信が無いからでないですか。違い

ますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私としては決して職

員がそういうような考え方に立って仕事をしている

というふうには思ってはおりません。これは少数精

鋭で今は現在おりますけれども、一生懸命仕事をし

ているというふうに思っているところでございます。

また、私は見ておりませんけれども役場の方では説

明書については取っているということでございます

ので、私が見ていなかっただけの話でございますの

で、その点については見ていれば良かったなという

ふうには思っておりますけれども、先程も言ったよ

うにそれを参考にしながらでもまた出来るものであ

れば作っていければ作っていきたいという考え方も

また腹の中には思っているつもりでおります。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：村長も出来るだけアン

テナは広げておいて欲しいと思います。別に私猿払

の職員を貶しているばかりではありません。猿払村

でも村長がおっしゃったとおり、結構良い説明書を

実は作っているのです。平成１５年度の猿払村の決

算の状況とか合併の折りのみんなでつくろう未来の

町とか、非常に分かり易い説明書でありますし、良

い説明書であります。しかし、確かにこの平成１５

年度の猿払村の決算の状況、非常に分かり易いので

すけれども、これ毎年作っているのですか。私の手

元にこれしか無かったのですけれども、それを確認

させて下さい。 

○議長（佐々木正光君）：浜谷助役。 

○助役（浜谷 雅君・登壇）：予算書の説明書の関

係と合わせて決算書の関係について今お尋ねですけ

れども、平成１５年度以降毎年それは作成しており

ます。そのような形で説明注意書きを付けながら分

かり易く決算書を出しているというふうに、それで

村長の答弁ありましたけれどもニセコ町の方のこの

予算説明書の関係については、事務方の方で一部ニ

セコの方から取り寄せて内容について見ております。

実際にこの２，５００冊発行するために８８万５，

０００円費用が掛かっているということでございま

すし、また、議員おっしゃったとおり一部町外の人

には一部１，０００円で販売しているというふうに

聞いております。説明書の分については、決算の方

についてはニセコの方ではそういう形で詳しい内容

については出してないとそれが課題だろうという担

当のお話でした。私共の方は決算書については平成

１５年度からある程度分かり易くそういうような形

で出しておりますけれども、予算説明書については

出されてない。ただ、色々な形の中で広報さるふつ

等にも掲載しておりますし、これは我が村の予算概

要ということで掲載しておりますし、またホームペ

ージにも掲載したり、まちづくり懇談会にて予算の

概要について説明をしておりますけれども、不十分

であるということであれば、また分かり易い形の中

で予算説明書ですけれども考えていきたいなという

ふうに思っております。 

○議長（佐々木正光君）：昼食のため午後１時まで

休憩をいたします。 

 

休憩 午後１２時０３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（佐々木正光君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：再開いたします。 

 ４番の情報の明瞭性というところでありますけれ

ども、それでは引き続き分かり易い説明書を作って

もらうことをお願いいたします。 

 先程村長の答弁の中に村民がこれらのものを配っ

てどれほど読むのかという一言がございましたけど

も、確かにそうでありますけれども、村民の皆様は

村長始め皆さんが思っている程行政情報に関しまし

ては疎いです。間違いなく。諄いと思われるかもし

れませんけれども、そして多少のお金も掛かるのも

仕方ないと思います。ですけれども、情報を共有す

る第一歩なのです。分かり易く説明するというのは、

その辺のことを考慮しまして毎年諄くなりますけれ

どもより分かり易い説明書を村民の皆さんにお知ら

せ願うことをお願いいたしまして、次の最後の質問

に移りたいと思います。 
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 ５番目の命の尊さという所に入りたいと思います。 

１番目、稚内の事件の影響はないのか、その調査

と対策というところであります。 

皆さんご存知のように８月２７日に稚内市におき

まして、二人の高校生が関わる大きな事件が発生い

たしました。実はこの事件の経過は私は中国のホテ

ルにいてビックリいたしました。今世界中どこでも

いつでも衛星放送で日本の事は知ることが出来ます。

８月３０日付けで北海道教育委員会教育長の名で緊

急アピールも出ております。また、９月７日の日刊

宗谷によりますと、稚内ではショックで学校に行け

ない子が現れ、緊急のカウンセラーの派遣も決めま

した。そして、この件に関し議会の民生文教常任委

員会も開催されております。また、市の連合ＰＴＡ

もアピールを採択しております。また、１５日の道

新にも稚内市の教育委員会が学校の教職員に講習会

を開催したとの報道があります。隣町の当村でその

影響が全く無かったのか不安が残ります。稚内の事

件の影響の調査は何かしたのか。またその対策を何

かしたのかを教育長にお聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは巽議員さ

んからの命の尊さの関係につきましてご答弁申し上

げます。 

 調査という関係ですけれども、その前にこの稚内

でのこの事件につきましては私達の常識では本当に

思いも付かなく、全く理解が出来なく本当にこのよ

うな大変痛ましい事件がおきたということは極めて

憂慮すべき事と受け止めております。そういった中

で、調査では対策という事なのですけれども、校内

の村内の各小中学校に対しまして、命を大切にする

教育についてこの事件を機に、今実際の授業での取

り組みはどうなのかと。また、稚内市の事件により

特に取り組んだ点はという部分で各学校に照会をし

て、その状態を把握させていただきましたけれども、

そういった中では幸いにもこのことを機に現時点で

は村内の小学校・中学校からは不登校になったであ

るとかカウセリングが必要になったというような報

告はされておりません。 

 また、巽議員さんもお話したとおり、稚内市にお

いては色々とカウセリング色々とやっておりますけ

れども、心の痛む問題ですけれども今の時点では私

達の方にはそういった報告はなされておりません。 

 この事件の関係で、こういう表現は好ましくない

かも分かりませんけれども、隣町でもあります村内

においてもこの事件の報道によって、二人の高校生

の家庭環境というものは非常に大きくクローズアッ

プされております。これは一般論でございますけれ

ども、そういった中で家庭環境との子供との関わり

というものをこの事件を通して今一度みんなが考え

ると、振り返って見るというきっかけになったので

はないかというそういう面も考えております。 

また、教育委員会としまして、先程議員さんから

もお話があったとおり、道教委の道教育長からの緊

急アピール、かけがえのない命を大切にするために

という事を出されましたので、各学校長に対しても

そういったアピールをして命を大切にする教育につ

いて更にこれまで以上の指導等をお願いしている所

でございます。 

いずれにしましても、この問題につきましては心

の問題でございますので、事件の背景にある少年達

のこの生活実態とか心の動きというのはなかなか分

からない部分ありまして、今色々と調べているとこ

ろでございますけれども、学校・家庭・社会全体が

協力連携をする中で子供達の心の変化として発する

子供達の小さなサインを見逃さずに、子供達の話に

耳を傾けていればある程度こういった問題は防げた

のではないのかなと、個人的には残念に思う部分も

ございます。 

こうしたことを考えますと、家庭の中で問題を解

決出来ず、児童生徒が心の安定を欠いてしまいそう

な時にまさに瞬間捉えて、素早く適切な対応を取る

事が必要ではないかと思いますので、今後において

も学校生活における教師の目はもちろんの事、地域

の中においてもそういった子供達を常に暖かく見守

るということが重要と考えますので、教育委員会と

しても更にそうした気運を高める努力をしてまいり

たいと思いますので、よろしくご理解を賜りたいと

存じます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 
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○議員（巽 昭君・登壇）：そういたしますと、猿

払では特に目に見えた影響は無いということでよろ

しい訳ですね。 

そうしますと次の質問に移りたいのですけれども、

今のもう教育長の答弁とかなり重なる部分がありま

すけれども、実は８月１５日にも教育長もご存知の

ように伊達で高校生同志の喧嘩により男子１名が死

亡しております。この命の尊さを考えなければいけ

ない事件がこの数年続発しております。これについ

て教育長はどのようにお考えか。また今学校ではど

のように命を大切にする教育に取り組んでいるのか。

この辺の事についてお答え下さい。 

○議長（佐々木正光君）：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。 

 先程の高校生が喧嘩してという他の所での事件も

ございますけれども、本当に最初申しましたとおり

こういった痛ましい事件が起きているという事は最

初申しましたとおり極めて憂慮すべきことだなと、

またどうしてそういう時代になったのかなというよ

うな問題も考えてますし、なかなか答えが出ない部

分がございます。この事件、他でもそうですけども、

子供に対するまた色んな取り組みの事件の内容も非

常に変わってきて、予期してない部分がかなりある

のかなと思います。それは私の個人的な部分でござ

いますけれども、そういった中では何とかみんなで

取り組みをしていかないとなかなか解決は出来ない

だろうなというのは私の個人的な思いです。 

 今は教育環境の整備でございますけれども、児童

生徒の豊かな心の育成という部分では学校では道徳

の時間で行われている指導が柱となってます。また

間接的にはそれぞれの教科の指導や総合的な学習の

時間などで全ての学校と横断的に命の問題について

連携して行うこととなってます。具体的に学校では

道徳の指導の中において文部科学省が作成・配布し

ている心のノートあるいは学校備え付けの副読本を

活用しまして、子供達が自らの内面を見つめたり、

他の意見を聞いたり、話し合いをしたりすることで

そういった問題をより深く理解していこうというふ

うになっております。 

 また、総合的な学習の時間の中では動植物に直接

触れたり、体験的な活動を取り入れておりますので、

また国語の中では物語り風に勉強していったり、理

科においては自然を理解する部分、社会における

人々の生活の学習、あるいは性教育、学校行事の中

で色んな集団的な行動としても指導しているという

のは毎日の学校の状況です。 

 命の尊さという点につきましては、人間にとって

は根元的な問題でありますので、各学校における指

導の中においても命は尊いということが大前提にな

ってますので、これから更に点検しながらこういっ

た事件が起きないよう、勉強もしていかなければな

らない、そういうふうに思ってます。 

 命の尊さというのは心の問題でございますけれど

も、学校や教師が関与するだけではなく、家庭でも

重要な要素を占めてますので、こうした心が真っ直

ぐにそして豊かに育っていくよう様々な学習や体験

を通じて色々な面での指導もしていきたいなと考え

てます。 

 また、命の尊さに限らず地域の子供は地域で支え

るという意味からも教育委員会としても機会を捉え

て今後更に学校・家庭・地域社会全体がなお一層に

連携協力し合って、先程申し上げました子供達の心

の変化として発する子供達のちっちゃなサインを敏

感に受け止め子供達の話に暖かく耳を傾けていく必

要性を訴え、また強くアピールもしてまいりたいと

考えますので、どうぞよろしくご理解をお願い申し

上げます。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：これで一般質問終わり

ます。 


