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○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは一般質問の通

告書に基づきまして大きく４点について質問していき

たいと思います。 

 農業政策について２点質問させていただきます。 

 オーストラリアとの経済連携協定この交渉について、

この内容について質問していきたいと思います。 

 まず日本とオーストラリアの経済連携協定締結この

締結に向けて、二国間で交渉入りをするということで

正式に確認されております。連携協定の柱となる自由

貿易協定交渉、これは、農業の自由化これが最大の焦

点になろうかと思います。牛乳や小麦、乳製品、砂糖

これ重要４品目の関税撤廃これが大きな柱、これがオ

ーストラリアの要求だというふうに理解しております。

仮に関税の撤廃または大幅な引き下げ、こういう状況

になった時について、国内の農産物、これは経営の規

模から言って価格面ではとても太刀打ちできない。お

そらく３分の１の価格で入ってくるだろう。そういう

ことが予想されます。そういうことでは北海道農業、

また日本の農業、それと北海道農業、猿払村の農業、

酪農主産地である猿払村この部分においては壊滅的な

打撃を受けることが予想される。これ全く非常事態と

位置付けざるを得ない。農業は各国の社会基盤、世界

のどの国においてもこれを維持し発展させていかなけ

ればならない世界共通の課題だというふうに位置付け

られると思います。これは各国共通だろうというふう

に認識しておりますけれども、農業の多面的機能、食

料安全保障というような部分では、これは配慮し合え

る交渉結果を絶対的に確保しなければならない。そう

いうことで、村長は今のオーストラリアとの経済連携

協定この交渉内容について先程も行政報告で若干触れ

られておりますけれども、これについての思いこれを

まず１回聞かせていただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員さんがおっし

ゃるようにこの関係が自由貿易ということになります

と、日本農業、特に本道農業については壊滅的な打撃

を受ける事は事実でございます。今現在私が入手して

いる内容の状況でございますけれども、ＦＴＡこれは

自由貿易協定となる交渉が日本農業と特に本道農業に

大きな影響を及ぼす結果となっております。 

先般１２月１２日交渉が合意に達したとの事でござ

います。少なからず農業だけでなく他産業に多面的に

日本経済に与える影響は計り知れないものがあるとい

うふうに考えます。行政報告もいたしましたが、政府

間共同研究会では両国が他の諸国と締結したＥＰＡ、

これは経済連携協定の意味でございます。重要な品目

であり、輸入の増加によって国内経済、社会的悪影響

の恐れのある品目、重要品目の扱いを検討した上で重

要品目を取り扱う最良の方法は柔軟かつ建設的なアプ

ローチが求められる交渉通してであるということに合

意した結果というふうになっております。 

更に研究会では段階的削減のみならず、除外及び再

協議を含む全ての柔軟性の選択肢が交渉において使い

得るべきであることにも合意をしているところでござ

います。また両国の農林水産品、輸出機会の増加によ

る事にも合意しているところでございます。また、両

国の相互の利益を創出すべきであることも合意として

おります。その交渉内容の概要でございますが、一部

述べさせていただきます。 

交渉はあらゆる品目と課題が取り上げられ、また階

段的削減のみならず除外、再協議を含む全ての柔軟性

の選択肢が用いられるものとして開始される事になっ

ております。ＥＰＡこれ先程も言いましたように経済

連携協定ですけれども、包括的なものとすると交渉は

物品及びサービスとの貿易、投資資源、食料の供給の

安定確保、税関手続き、原産地の規則、それから非関

税措置、貿易の技術的障害、衛生植物検疫の課題に関

する協定、貿易円滑化、政府調達知的財産、競争の政

策、透明性並びに紛争解決を含むというふうにこの協

定はしているところでございます。経済連携協定は今

ＷＴＯ協定に整合性なものとして可能なあらゆる場合

に同協定以上の内容を目指す事というふうになってい

るところでございます。経済連携協定はバランスの取

れた成果を実現するために、一括受託方式によって合

意されるもの。このような形になっているところでご

ざいます。これが日本とオーストラリアの経済関係の

連携協定についての私の知り得た範囲でご答弁を申し

上げたところでございます。ただ、このことは崩れて

一国アメリカ等からこのような問題が同じような問題

がまた取り入れられるということになれば、これはま
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た大変な事態に遭遇するというような実態になろうか

というふうに思います。 

そのような形の中で今回のＦＴＡの自由貿易協定に

関する分野については認識しているところでございま

すので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私の聞き方がまずかっ

たのかもしれないですけれども、どんな思いでいるの

かという部分では、これは影響も含めて農業交渉、こ

の今の経済連携協定の内容について私質問したわけじ

ゃないのです。こういう重大な問題どういう抑え方を

しているのかなという部分で村長に聞きたかったとい

うことですけれども、オーストラリアというのは日本

に取って５番目と言ってます。輸出輸入総額で５番目

の重要な貿易相手国だと、そしてオーストラリアから

どんなもの入って来ているかというと鉄鋼石だとか石

炭・天然ガス、固物エネルギー資源の主要な日本の供

給国だということです。そういう意味でいけば日本経

済に取ってはむしろプラスになる、トータルで考えれ

ば、そういう状況もはっきりしているわけです。経済

団体等についてもむしろ主要の閣僚の間でもむしろ完

全撤廃をすべきだとその方が日本経済のためにプラス

になるのだという閣僚も堂々と発言している。この部

分については、政府与党としては重要品目には配慮し

ていくと言いながらも先程村長が答弁しましたけれど

も、重要４品目については交渉の対象除外はしないの

だよとこれ明らかになっている。そういうことを最後

まで今国はこの４品目を守り抜くという状況ではない

のです。政府一丸となってそういう形で行くというこ

とではないのです。かなり温度差があるということで

す。消費者も経済団体も国も含めて、大変な事なので

す。そういうことで仮に完全撤廃された場合、道の試

算ですけれども１兆４，０００億円こういう影響が与

えるのだと、これは決して大げさな数字ではないと思

います。それとこれは猿払村においても同じ事言える

のです。地域が崩壊するかどうかの瀬戸際だと私は認

識しているのです。今一度この問題について村長の強

い思いというものをもう一度簡単に内容の説明につい

てはいいですから、村長これに向かってどうするのだ

ということは別にして、この思いはっきり伝えてもら

いたい。 

○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。 

 私も眞田議員さんの考え方に私は同調するものでご

ざいます。このような形の中で重要品目その他の問題

等につきましても一定程度の日本としてのプラス経済

というものもあり得るということも認識をしていると

ころでもございますし、そういう部分ではこれが果た

して結果として協定が悪いものであるというふうには

私は捉えていないところでございます。 

 よろしくその点についてはご理解賜りたいなという

ふうに思っているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：聞き取れなかったので

すけれども、この協定について悪いものでないという

村長の認識だということで理解してよろしいですか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答え申し上げます。 

 部分的には日本に打撃を与える分野も多々多くあり

ます。しかし、他の面においてもその自由貿易協定に

よって色々な面でのメリットというものも出てくる関

係上、必ずしもこの交渉が果たして一概に悪いものだ

というふうには私は考えておりません。 

そういうことです。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長は大変な認識違い

しているのです。この日本経済全体をトータルで考え

ればというと私も同じ事言ったのですけれども、それ

はプラスに作用されるものもあるでしょう。しかし、

村長も言ってるじゃないですか。常々言ってませんか。

多面的機能だとか食料の自給率の問題だとかそういっ

た部分では決して農業は蔑ろにしていけないのだと村

長言ってなかったですか。これは今重大な問題なので

すよこの連携協定というのは、それを今の４品目を対

象から除外するかしないか大変な問題なのです。段階

的な関税を下げていくといっても大変な影響を与える

じゃないですか。酪農成り立たなくなるのです。そう

いう状況の中でこの協定の交渉については悪いもので

はないと、そういう位置付けなのですか。そういう位
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置付けなら位置付けで結構ですけれども、しかし、こ

れはオーストラリアの酪農と放牧中心ということにな

りますから、低コストです。大量飼育が可能だ。生乳

だとか肉牛共に３分の１の価格になる。それ以下の価

格でしょう。 

 それと米を含めて主要な５つの重要品目、全て北海

道が主産地なのです。米を含めれば５つになりますけ

れども、しかし、本州府県では米は守られるだろうと、

北海道の農家の一部にあっても米農家については大丈

夫だろうと、そういう安易な空気もあるのです。村長

の考え方とまさに一緒なのです。危機感が薄いという

か、これは国内の地域毎にもバラツキもあるし国の政

府関係者についてもバラツキがあります確かにこれは。

しかし、これは単に生産者だけの問題ではないのです

先程言ったように、昨日もテレビで放映されてました。

オーストラリアでは今年地球温暖化の影響で小麦が全

滅、壊滅状態だった。オーストラリアでも自殺者が出

ている農家の間で、昨日テレビでやってました。それ

と日本は８０数％、９０％近く小麦は輸入に頼ってい

るのです。オーストラリアがそういう状況で打撃を受

けた、そういうことで小麦が入って来なくなる。今讃

岐うどん香川県辺たりでもその小麦の確保に四苦八苦

している。これは受給率が低すぎるからこういう状態

になるのです。村長そういう所がしっかり口では言っ

ても、そういう認識がきちっと出来ているのか。私は

疑問に思います。そういう意味でいけばこれは生産者

だけの問題じゃないです。消費者も経済団体も行政も

議会も含めて当然相当な危機感を持っていかなきゃな

らないと思うのです。そういう部分でこの交渉の成り

行きをただ指を加えて見ているということにはならな

い、行政はどういう動きをするのか。消費者を含めて

議会も含めて相当な議論をしなければならない。先程

村長は行政報告ありましたけれども、町村会で一緒に

なった団体でパラパラッと行って何の効果があるかと、

それも効果のひとつでしょ。しかし、地域からそうい

う声を起こしていかなきゃならない。そういう認識に

立たないかどうかお答えいただきたい。 

○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。 

 先般、農業協同組合長も役場の方にまいってその関

係について若干の話し合いをした経過もございます。

また、年内に重要な詰めをする予定でもなっておりま

す。そういう状況の中で団体としてはこの協定が出る

前に陳情は要請はしておりますけれども、また当村の

農協といたしましての考え方も十分まだ聞き取ってい

ない、その時点ではこれから協議をするというような

段階にも入っておりますので、その段階で一緒になっ

て地域団体と一緒になって要請をしていく活動という

ものが必要だというふうに認識をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで、単純

に農業団体と協議をしながらと村長今述べられました

けれども、リードしていくのは行政なのですよこの問

題は。地域の崩壊が掛かっているのです。地域維持出

来るかどうか係わってきている。そういった意味では

村長がリードしていかなくてはならない。むしろ農業

団体と一緒になって携えて、村長が全国規模で村長が

リードしていけとは言いません。村長は猿払村から何

を起こすかです。それを北海道にどう繋げていくかそ

れもまた全国展開していくというそういう流れが必要

なのです。そういった部分で村長のリーダーシップと

いうのは非常に大切だというふうに思われるので、そ

の分については要請していきたいと思います。この問

題については以上で終わらせまして、次ＢＳＥの関連

についてお伺いいたします。 

２００１年の９月１０日、これは千葉県で国内初の

ＢＳＥ、それから２ヵ月後に国内２例目となるＢＳＥ

が猿払村から確認された。この発生農家の打撃は図り

知れない、農家全般、行政・農協、これは筆舌につく

し難い苦難と傷跡を残しながら、それを乗り越え現在

に至っている。発生直後から猿払村の酪農家が中心に

なって国に強力に訴えてきました。行動しました。そ

れで家畜伝染病予防法の改正を勝ち取りました。疑似

患畜範囲の見直し、ＢＳＥ対策特別措置法の制定、色

んなＢＳＥに対する対策事業の整備、全頭検査・特定

危険部位の除去これが義務付けられたという部分で、

今まで国ではこんなスピードで物事解決したこと無い
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だろう。だけども解決した、こういう部分で非常に大

きな進歩をした。これは記憶に新しい所、これは通告

通りの事です。猿払村の酪農家個々の危機意識と努力

が国も動かしたというふうに私は理解しています。発

生当初は牛肉の安全性に対する信頼感が崩れた、消費

者の牛乳離れこれも起き、全頭検査の義務付けられた

ことにより、現在はある一定程度収縮されている。 

 しかしながら、まだまだ課題は多いと言ってます。

感染源や感染経路は未解明のまま、消費者や生産者の

不安が完全に取り除かれたわけではない。ＢＳＥの専

門家も当面はまだまだ感染牛がでるだろうとコメント

しております。予断を許されない状況だ。安心しては

いけないということです。 

そこでお伺いいたしますけれども、５年前、猿払村

で国内２例目となるＢＳＥが発生した段階で村長の就

任間近だった、直近だった就任してすぐだったという

ことで対策の難しさは確かにあったでしょう。そうい

うものも含めて対策について、行政として問題がなか

ったのか。反省点はなかったのかどう総括するか、特

に発生農家に対してこれについてお伺いしたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：発生農家に対する問題

でございます。 

 当時私も就任直前の問題でございました。それから

農林水産大臣も来庁されまして農協の方々と色々な話

をされました。それ以前に私達は農協の理事さん達と

一緒になって国の方に向かって声を大きくしたという

ことが一気にＢＳＥの問題がある程度方向性が出たと

いうことは私は良かった事だというふうに感じている

ところでございます。酪農家に対する発生された酪農

家に対するものに対しましては大変私としては申し訳

なかったなというふうな感情を持っているところでご

ざいます。２，０００万円交付金を寄こすと言いなが

らも、２，０００万円来なかったということに対して

は大変残念な事だったということに思っておりますけ

れども、この２，０００万円を農協へＢＳＥ対策本部

への方へ出す時に支出する時に、当時の経営者である

佐々木さんへの過分にと申し上げておけば私は良かっ

たのかなというふうに思っているところでもございま

す。そういうような状況でこの件に関しては反省する

所が私は多いのではないのかなとこのように感じてい

るところでございます。 

また、今後発生しないと確実に先程議員もおっしゃ

ったように言えるわけでもございません。今後ＢＳＥ

発祥の地として私は何らかの手立てを考えていかなけ

ればならないと考えておりますと同時に、跡地を有効

に使うためにも担い手対策等にも入っていただくとい

うことも今後考えていかなければならないというふう

に思っているところでございます。そのような状況で

ございましたことを、内容的には議員さんも内容につ

いてはご理解をしていただいているというふうにも思

っているところでもございますので、答弁については

この程度にしておきたいというふうに思っております。

佐々木さんへの問題、この部分につきまして配分する

ときに過分な配分をと申し上げておけば私は良かった

というふうに考えていたしますし、私の不徳の致すと

ころであったというふうにも思っているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長から言ってみれば

対策に若干の否はあったとそういうふうに理解してい

いのかどうか。それは後で答弁いただきたいと思いま

すけれども、２，０００万円の約束されたものが来な

かったと、そういう状況もあるでしょう。それと助成

金として２，０５０万円支出をしておりますけれども、

その段階でこれ発生農家として今この問題についてか

なり問題視されている部分もある。これは整理しなけ

ればいかないです。このまま放っておくわけにいかな

いと私は思います。理解してもらうところはもわらな

ければならないという事がありますから、一般質問に

なるかどうかは別にしてもこれははっきりしておかな

ければならない。そういう事でお話しますけれども、

発生農家に対して２，０５０万円、当時の２，０５０

万円の助成金の使い道を営農を継続するものに絞って

出したと、これについては私はそれはそれなりに村長

の考え方でしょう。地方の考え方でいいでしょう。し

かし、ここで考えなければいかないのは、発生農家と

の色々村長に色んな問い掛けをしております。その他

に文章の中に問題があるのです。発生農家のためにこ
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の助成金を使うのだよ、国から指示されている、道か

ら指示されているがごときの文書が行っているのです

けれども、それは根拠があるものかどうか、お答えい

ただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当時家伝法というもの

については、きちっとした問題も整理されていなかっ

たということもございますし、また保証問題について

もこれは４月１日現在で施行された法律でございまし

て、その時点ではそのような問題も無かったというよ

うな事もございますし、私としては村独自あるいは道

でその辺についてはきちっと対応をしていかざるを得

なかった問題であろうというふうに考えているところ

でございます。そういうことでご理解を願えればとい

うふうに思います。そういう面で先程ＢＳＥ対策本部

に出した補助金についても、ある一定程度過分な発生

農家へというような事を申し上げたつもりでございま

すので、ひとつよろしくその点についてはご理解賜り

たいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この問題については、

先程村長言ったように就任当初もこんな難しい問題が

出てきた。それと国も北海道も２例目ということでま

だ対策マニュアルはっきりしていなかった。そういう

状況の中であたかも発生農家に対して営農継続するも

のは国から道から指示されたもののような内容で実は

村長から通知が行っているわけです。それについては

どうなのですか。国では継続するものに対してだけし

かやっちゃいけないよというものがあったのかどうか。

そこだけ先に確認。 

○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。 

 それにつきまして、当然そのような道から指示され

る私は何ものも無い。村がやるべきものは村がやると

いうことが本来の姿であろうというふうに考えており

ます。先程から申しますように、私の当時就任前で発

生した事であって、中身について特別なＢＳＥ対策本

部の中身についても教えてもらっていなかったという

ような事もございますし、そういう部分では反省すべ

き点は反省しなければならない事であるというふうに

考えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長まさに地方分権と

いう部分で地方の事は地方でですよ。そういう対応を

すべきなのです。国から示された道で示されたマニュ

アル通り運んだら行政いらないのです。支所で十分な

のです。何のために猿払村という地方自治体があるの

か、基礎自治体があるのかということをきっちり弁え

れば自ずと答え出てくるはず。あの文章は発生農家に

対して出した文書の虚偽の文書ということになります

よ。それも含めてきっちり整理して、理解してもらう

という事が必要だろうというふうに思います。平成１

４年の１０月２日発生農家から農水省に生産局の畜産

部ＢＳＥ対策特別チームの田中さんという人が文書回

答していただいておりますけれども、まさに同じなの

です。村長言っているとおりです。これについては私

も文書みますけれども端折っていけば特別交付税の対

象となる具体的な取り組み内容は、当該の自治体の判

断により決められるものですよということを言ってい

るのです。特別交付税はあくまでも独自の地方・地域

独自の取り組みに対する措置なのだと、明言している

のです。あたかも国から道、その辺りから指導を受け

たが如くの今までのやり取り聞いているとどうもそう

いう逃げをしている。私はそう思うのです。村長は担

当部局も含めて助役も含めてみんなで協議して２，０

５０万円の助成金についてどういうふうにやったらい

いのだと、そういうことを内部できちっと整理をして

から対策本部に助成をするという格好が筋なのですよ

村長。これについてはどう思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然内部できちっと精

査した形の中で補助金を交付するということが本来の

筋であろうというふうに思いますし、先程も言ったよ

うに地方分権の指針に則った自分達のまちは自分達で

というようなことをきちっと見極め、私も以前から言

っているとおりでございますけれども、そういうよう

な方向性があったらこのような事にはならなかったと

いうふうに私は特に反省をしているところでございま
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す。そういう部分につきまして理解を賜りたいなとい

うふうに思っております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：あっさり村長から反省

の声が聞かれると予想はしてなかったですけれども、

そうだと思うのです。手続き上の誤りは否は否として

きちっと村長位置付けるべきだとそういうふうに思い

ますし、例えば今後の問題も含めてＢＳＥ発生したと、

どこで発生するか分からないのです。当時でいけば家

畜伝染病法でいけば飼育頭数の８割が疑似患畜扱いさ

れている。そういう状態です。この精神的にも継続し

たくても営農継続したくても出来ないぐらい精神的に

追い込まれるのですよ村長。例え制度が確立しなくて

も、猿払村の酪農家は自分達で１頭ずつ拠出してでも

何とかという話し合いまで出ていたそうです。これも

理解しております。非常に有難い問題だろうというふ

うに思います。しかし、やっぱり離農した者しか対象

にしないという形では村長暖かみが無いじゃないです

かあくまでも。離農してしまったのだからそういうも

の対策は一切しなくていい。債務は出ていった人はい

い、後の債務誰が背負うのですか。保証人・父親・肉

親が背負わなければならない事じゃないですか。そう

いう部分については全く何の対応もしない。これは国

で決められている範囲、共済組合での範囲でしかない。

村で何やったか、何十万かの見舞金を払ったというこ

とは聞いております。これについても、こういうこと

で今後の生活の目途さえ立たない状況に追い込まれる

わけです。そういうことを何とか救わなければならな

いはずなのです村長。これが行政というものじゃない

ですか。そこを今一度。 

 先程色んな事を言いましたけれども、跡地利用につ

いても新しい担い手にどうのこうのと言いますけれど

も、こういう部分を軽々しくまだあそこに住んでいる

人が居るわけです。権利は農協に移ったのですか。あ

の土地の所有者は。そういうことも含めて村長の思い

つきでなく、実際対象となっている農家と直に話をす

るという手続き上、そういうことが必要だと思います。

それと合わせて今、村長否を認めたわけですから、き

っちりとそれは発生農家の関係する部分についてはき

っちりとした村長の謝罪をすべきだと私は思います。

１回それで私も中に入ってしたはずですよ村長に、正

式に謝罪してくれと私は私なりの考え方があるから議

会はまた違った意見でしょうけれども、それについて

村長頭下げるところは下げると、やっぱりきちっと意

思表示してください。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私も家族である池田さ

んが参ったときにも役場の方に私の所にまいった時に

もとりあえず謝罪はいたしました。とりあえずと言い

方はおかしいですけれども、謝罪はいたしました。そ

ういう状況の中でこれからの問題としてこのＢＳＥの

問題、この問題についてこの時点できちっとしていか

なければならない問題であろうと、離農したからどう

のこうのというような問題で無くして、今後発生して

くる農家に対してもきちっとした対応をしていく必要

性というものも十分今の段階としては私は感じとって

いるところでございますので、これからのそういうＢ

ＳＥばかりでなく、色んな病気が今発生している段階

でもございます。そういう状況も含めた形の中で対応

もきちっとしていかなければならない問題であろうと

いうふうにも考えております。そういう事でご理解願

えればというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう事で村長は正

式に対策本部に責任があるわけでもないです。村長と

して内部できちっと村長の考え方を担当部局の方でき

ちっと調整を図って無かったからこういうことになる。

助役以下担当部できちっと村長の考え方が浸透してい

たかどうかというものに私疑問なのです。やり取り聞

いていて、そこに間違いがあったというふうに私理解

するのです。はっきり聞いてみたいですよ、私は。助

役、内容について全て承知しているのか聞きたいぐら

いです。あえて聞きはしないですけれども、そういう

問題があるという事です。だから村長は一人で物を考

えるのではなく、慎重にその辺りを今後進めていって

もらいたい。そういうことで謝罪も曖昧な事じゃなく、

やっぱり謝罪すると正式に、そうでなかったらこの問

題解決しませんよ。ここで答弁いただけませんか、そ

れ。 
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○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：以前にも先程も申しま

したように謝罪はしているというつもりでおります。

当時池田さんとそれから奥様とそれから門脇さんと言

いましたか、浜頓の頓別に居る娘さんです、こられた

時に私は一度その時に謝罪をしておりますし、議会に

おいてもそのような同じような方向できちっとした謝

罪をさせていただきたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことできっち

りやっていただきたいと、それと色々生産者というか

ＢＳＥの発生農家に対しても言い分はあるでしょう。

やっぱりきちっと聞きあって、安易にこの問題はこう

だよと事務的にやるのではなく、きちっと相談乗って

やってもらいたい。そういうふうに要望しておきます

し、村長も約束していただいたというふうに理解しま

す。 

 次に移ります。 

 今後２番目に入りますけれども、ＢＳＥだとか他の

家畜疾病が村内酪農家で発生した場合に発生農家に対

して具体的にこういう支援をしていくのだと、行政お

よび生産者としてこんなことを対応していくのだと、

これを発生してからでは遅い。発生する前にそういう

ことを予測しながら具体的な対策マニュアル、こうい

ったものを早急に確立すべきだとそういうふうに私思

いますけれども、これについてお答えいただきたい。 

○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。 

 ＢＳＥの全発生農家、これらを教訓といたしまして

ＢＳＥばかりでなくして、その他色んな病気があるわ

けでございまして、それに対するマニュアルづくりに

つきましては、関係する特に農協の方の団体等とも十

分連携をとりながら議員ご指摘のとおり実施をしてま

いりたいというふうに考えます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで行政と

して出来ることは何か、色々あるでしょう。そういう

指導もあるでしょうし、色々農業団体との色々相談し

ながらこういう部分では支援対策基金を設けるだとか、

色んな手法があると思いますので、その辺り発生した

場合はどういう系統でどういう流れで対応していくの

だということも含めてこういうことをやっていただき

たいというふうに要望しておきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それと、消費者が一時不安によって消費が一時期ド

ーンと落ち込みましたけれども、これは何で回復した

かというと、全頭検査をやったということですよね。

だからこれによって信頼回復が若干消費者の信頼回復

が出来たのだと私思うのです。これがなければならな

い。ところが国の検査条件が緩和されました。これに

ついて村長は怒り心頭に達していると思いますけれど

も、これについてお答えいただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：この消費者の食の安

全・安心の観点から申し上げます。 

 これらについては当然食料企画という省というより

も機関もございます。そこできちっと精査をしていた

だければなりませんし、そこで精査出来なければ私達

としてはその辺についてはものを言う、権利を持たな

ければならないというふうに思っております。このよ

うな全頭検査をすることによって食の安全・安心が図

られると、これが緩和されることによって例えば先程

言ったように自由貿易協定の中でオーストラリアまた

アメリカ等からそのような全頭検査をしないで入って

くるというような形になってくると、おそらく日本は

そういうような態度を取ればおそらくそういうような

形になってくるでしょう。そうなってくると大変危険

な形にまた陥ってくるというような事もあります。こ

れについては緩和策は取って欲しくないということは

私ははっきり申し上げておきたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：限られた時間ですから、

まだ問題も残ってますからあれですけれども、全頭検

査についてはアメリカからの牛肉の輸入の条件緩和と

いうような部分で、それに合わせたのだろうというふ

うに言われてます。２０ヶ月昨年の８月から２０ヶ月

以下の牛を全頭検査の義務化を除外したと、それを地

方自治体に任せたと、自主的にということ、やらなく

てもいいということなのです。自主的にということは、

そういうことじゃないですか。それを今は地方自治体
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が自主的にやっているのです。これは時限ですよ。３

年間ですよ。国の補助金が３年間は出すけれども後は

補助しませんよと言っているのです。とすれば全頭検

査するためには地方自治体が全て責任負わなければな

らないということになりますよ。これについては村長

認識されておりますか、きっちり。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然そのような考え方

で認識をしているところでございまして、当然４年後

には市町村が持たなければならないということになり

ますと、これは大変な痛手になってくるわけでござい

まして、これらにつきまして時限立法であろうと引き

続き国に要請して全頭検査というものをやっていただ

く必要性というものを重々と感じているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：こういう問題について

は、通告してからの時間が短いということもあります

から、この辺りは担当部局と十分相談日常的に相談し

ていくべきだと私は思います。 

 それで次に移りますけれども、こういう部分につい

ては全頭検査の継続という部分には国の責任でやるべ

きだと強く訴えていくべきなのです村長は。 

次に移りますけれども、消費者の国内産の全頭検査を

やってもさらに感染源や感染経路は未解明のまま、消

費者の不安が完全に取り除かれたわけでないのです。

全頭検査の徹底したり、感染源とされる動物性たんぱ

く質飼料の禁止をしたり、そういうことだけの措置だ

けで消費者が求める安全、安心の確保がされたという

ふうに私思わないのです。どんなことをすればいいの

か。これ村長にお尋ねしたいと思います。どういう認

識されているか。 

○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。 

 私も安全・安心が完全に確保されたというふうには

感じてはおりません。発生する前にその肉が例えば食

べられている可能性というものもあるわけでございま

して、そういう部分も含めた形の中では安全・安心で

あるかどうかということについては、きちっと国が農

林水産省で消費安全局というものもございますし、こ

ういう段階できちっとそういう部分を見極めていただ

く要請をきちっとしていただければならないというふ

うに私は思っております。これは広域的な観点もござ

いますから、村独自でどうのこうのということにはこ

れはならないかというふうには思いますけれども、そ

ういう分野できちっと食の安全・安心というものを取

り上げていただきたいなと、このように考えている次

第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも抽象的な村長の

答弁で、非常に掴み所がなくて困るのですけれども、

最近の消費者は値段が若干高くても、今１リッター当

たりでいけば１４０円というのもあります。１７０円

が一般的にそんなものでしょう。しかし、５００ｃｃ

で３００円という品物もございます。これは札幌生協

で私調べて見ましたけれども、非常に伸びているので

すそういう消費者が、そういうものを求めている。何

故なのか。自然放牧だと謳っているのです。これは健

康的で良い。自然放牧の牛乳を求めているのだよと消

費者は、そういうデータもあるわけです。ニュージー

ランド、オーストラリアも含めてこれは自然放牧近い

形でやっています。こういう部分でいうと北海道は半

年が雪の下だと、ニュージーランドとは違うという事

もあるでしょう。それと経営の方針は穀物飼料大量に

喰わせて、大量に搾って利益を上げるという方法もあ

るでしょう。それは個々の考え方なのです。経営の考

え方だと思うのです。しかし、最近全道の酪農家の約

４％に当たる５００戸が自然放牧に近い形で切り替え

ている。そういった部分で収益率が逆に穀物飼料をこ

れを１０年前に比べて３割から４割減ってきている。

自然放牧に切り替えることで、収益率が２０％から４

０％に改善されたという報告もされております。それ

で今多頭・多量飼育で機械的にといってもまずいです

ね。そういう言い方まずいですけれども、利益が出て

いるのだからいいのではないかという考え方もあるの

です。それは経営者個々の判断でしょう。しかし、こ

れからトウモロコシが穀物飼料の主流を占めているわ

けですけれども、これは中国などが良い例ですけれど
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も、経済成長だとかそれによって大量に欲しい。そう

いう自動車燃料として需要高まるエタノールだとかそ

ういうもの転用していく。そういった部分で品薄にな

るのですこれ。ただホクレンだとか農協系統というの

は穀物飼料を売って差益を取って自分達の組織の運営

に当たっているわけですから、自然放牧なんておおよ

そ酪農には推進しないのですこれ絶対。そういう農協

形態になっているのです。村長それは十分承知でしょ

う。なかなか難しいと言いながらも、更には消費の低

迷によって今年の春９００トン投げたじゃないですか。

大量廃棄したじゃないですか。こういうことも考えて

いけば、ただ生産量を増やして利益を上げるという部

分よりも低コストですむ自然放牧というものもこれ検

討して研究していく価値が私はあると思うのです。価

値があると、それが良ければ奨励していくという事も

行政では必要でないだろうか。そんな事も考えます。

足寄町の一部ではもうすでにそういうの取り組んでお

りますから、この部分について村長知っている範囲・

知識の範囲でいいですけれども、お答えいただきたい。 

○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。 

 今回放牧などの関係につきまして、フォーラムが実

施されたというような事もございます。また、スロー

フードの問題につきましても、このような関係で色ん

な効果が公益が上がっているということも言えるとい

うふうに思います。しかし、この問題については酪農

家個々の経営の問題ということは一番重視しなければ

ならない問題でないのかなというふうにも考えます。

確かに生乳生産沢山牛を買って乳を搾っていくという

ことになりますと、今の現状からいたしますとまた生

乳生産調整という問題も付きまとってくる分野もござ

います。放牧酪農という形になりますと、牛１０頭が

限度かなというふうな感じもしているところでもござ

います。そうなってくると果たして個々経営が果たし

て成り立っていくのかどうなのかということも考え合

わせた形の中でこれは個々が考えるべき性格のもので

はありましょうけれども、行政としても一体的な形の

中でどういう分野がいいのかと、生乳生産調節されて

減益になるということであればまたこれもひとつの大

きな問題でありましょうし、そういう部分を含めた形

の中でどちらが良い・悪いということは今言えないと

は思います。しかし、将来的な方向に向かってこの問

題等については、考えていかなければならない問題で

あろうかなというふうには私今考えているところでご

ざいますので、その点について、農協関連そういう分

野等も色々と相談を申し上げながら進めるべきものは

進める方向で考えてまいりたいなというふうに思って

いる次第でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで、行政

だけでどう出来る問題でもないです。農業団体、酪農

家、個々の問題そういったものを複雑に絡めておりま

すから、行政がリードするような形でそういう研究検

討と奨励というのが最後に繋げていってもらいたい。

要請しておきます。 

 次に市町村合併についてお伺いいたしたいと思いま

す。 

 今年１０月に札幌において北海道市町村合併シンポ

ジウムが開催されたわけですけれども、私と議会では

田辺議員さんが二人出席してまいりました。その中で

平成の合併の特徴と問題と題して、地方制度調査会副

会長の西尾勝氏の基調講演がありました。主な内容は

通告書に書かれたとおりでございます。時間あったら

読みますけれども、これは今までと違うのは総務省の

官僚主導ではなく、今までのようにこれは国権と政治

主導で平成の合併が行われてきた。背景や目的という

部分があったのです。地方財政の窮々としている条件

の中で、きちっとした設計図を持たないまま合併が進

められてきた。三位一体改革による地方交付税の総額

削減が特徴で、安倍政権にかわってもこの継続方針に

変わりないだろうと。平成の合併では特徴的には国に

依存度が高い北海道だとか東北、この部分では進んで

いないと、著しく遅れていると。特に小規模町村の合

併が進んでいない。明治、昭和の合併においても減ら

なかった。合併新法下においても同じ傾向をたどるで

あろうというふうに報告されております。合併新法は

あくまでも自主的な合併を促し、合併したくてもでき

なかった町村を救うために新法が作られたということ

で認識している。自立も可能であるよと、しかし、財

政面も含めて大変な努力と覚悟が必要であります。ま
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た議員報酬ゼロの覚悟も必要だろうと、そのぐらいで

ないと生き残っていけないような状況、そういうこと

も考えなければならないというふうに報告された。広

域連合制度についても一つのスタンダードだろうと。

しかし、声高に広域連携連合合併しなかった町村は叫

んではいるけれども、現実さっぱり進んでいないとい

う指摘もありました。そういう基調講演の中身だった。

第２部として、今年合併した２町村の首長歌登と大滝

村の町村長が出てました。西尾さんそれと北海道合併

推進案を作り上げた小磯会長と北大の山崎さん５名が

パネルディスカッションを行った。村長も出席してい

たわけですから、ここでお伺いしますけれども、この

基調講演について村長どういうふうに感じたか、一言

で結構ですけれども感想をお聞かせ下さい。 

○議長（佐々木正光君）：ここで暫時休憩いたします。 

５０分まで。 

 

休憩 午後 ２時３２分 

再開 午後 ２時５０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。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：市町村合併シンポジウ

ムの関係の基調講演の関係について私なりに簡単に感

想を述べたいと思います。 

 合併という事になりますと、それぞれの市町村が自

己責任と自己決定という地方分権の理念に立脚してい

るにも係わらず、国が国の地方分権推進委員会、地方

制度調査会の進める審議会が強制的にそれも全国画一

的に押し付けられてきていると、これは国の悪い言い

方ですけれども、国のやらせみたいなものであろうと

いうふうに私は感じておりました。パネルディスカッ

ションにおいては、合併した首長だけが顔を揃えてい

るというような事につきましても、若干問題があるの

かなという感じもしたところでございます。国は財政

的困窮をしているから構造改革の一貫だろうというふ

うな感じも持ったところでございます。それを地方に

押し付けているに過ぎないというふうに考えたところ

でございます。高度経済成長した国が１０年間１０数

年で構造改革をしなければならない事自体不思議な話

であり、その間国は何をしてきたのか疑問を感じまし

た。講師の立場上仕方ないのかというふうに聞いてい

ましたけれども、非常に威圧を感じ、耳の痛くなるよ

うな思いでございました。市町村の自己責任、自己決

定を唱えるなら別な方法を方向性があっても良いので

はないか。初めから合併ありきに固執している考えて

あるという事につきましては、私は非常に残念に思っ

たところでもございました。北海道の考え方も中央あ

りきであること、これに対しても私は残念な思いをい

たしたところでございます。 

 簡単ですけれども、私の若干の感想を申し述べさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：まさに村長が今の言っ

たように、強制的な合併ありきの基調講演だと私もそ

ういうふうに思いますし、パネラーとして出席した旧

歌登・旧大滝村長、出席しておりますけれども、何か

出来レースのような感覚も私も受けました。村長と同

じ認識です。しかし、私は完全に合併否定するもので

はない。これもやっぱり慎重に少しずつ認識が変わっ

てきているということです私も。なぜなら、これは後

で話しますけれども、総論的な感想はお伺いしまして、

私も全く同感だというふうに思います。 

 ２番目に入りますけれども、明治・昭和の合併にお

いても小規模町村の合併が進まなかった。これは理由

は明確だろうと思います。これについても西尾氏はこ

ういうふうに分析しておりました。明治・昭和の合併

においても小規模町村の合併が進まなかったよと、そ

れは中山間の町村で合併しても物理的にも効率的にも

意味がない町村が多かったと言うことも事実。新法の

元でもそういった町村は残るであろうとこう位置付け

ているのです。猿払村においては村長、この分析に対

してどう感じておりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：明治・昭和の小規模合

併の進まなかったことに関してでございます。 
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 基調講演で西尾先生はそのような話をしておりまし

たことは事実でございますけれども、特に私の考え方

としては、その頃の事は勉強もしておりませんので、

分かりかねますが、それぞれの古い歴史・文化がある

にも係わらず、全国一律に合併を強要したところに問

題があったようにも思いますし、江戸時代の自然発生

的な町村を受け継いだものであり、尚更のこと守りの

姿勢が強いのではないかというふうに考えました。ま

た、当時の地主制度の係わり、これは小規模の町村が

かなり多いわけでございますけれども、また廃藩置県

これらの問題も明治の時にはあったと思います。地方

の強制的な地域の分断、これらがあったのではないの

かというふうにも思います。小規模町村だけに当時は

歴史・文化・伝統守り続ける意欲が高かったのではな

いのかというふうにも思いますし、昭和の大合併は我

が国の経済を立て直す先進諸国に１日も早く追いつき

たいという時代的雰囲気があったのではないのかなと

いうふうにも私は思っております。平成のような社会

経済構造ではもちろん無かったというふうに判断して

いるところでございますし、組織の硬直化や老化現象

が今現在見られるような中で進められているだけに、

平成の大合併も混乱しているのではないのかなとこの

ように感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで合併に

ついてはそういう意味できちっと分析をすべき、そし

て判断をしていくべきだろうと、そういうことで私も

思いながら次に移りたいと思います。 

 合併新法、１年経過をしようとしております。自主

的な合併推進、全国的には西尾さんは基礎的な自治体

１，８００になりました。最悪３，０００が、それを

１，５００台になれば大成功だというふうに位置付け

しておりました。地方制度調査会の副会長です。非常

に影響力を持った人です。西尾私案などを出しながら、

２回も出しております。非常にそういう状況で進んで

いっていると、彼のペースで進んでいるといっても過

言でない。そういう状況です。これはあくまでも個人

的な見解としながらそういうことを言っている。村長

はこの部分も聞いていただろうと思いますけれども、

北海道でどのぐらいになるのか。予想した数字があれ

ば答弁いただきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私の考えでございます

けれども、一応報道等も出されているような状況にも

ありますけれども、この件にどの程度になるかという

ことについては、私は計りかねます。はっきりいいま

して、ということは合併は官僚の中でやったことでは

なくして、国会議員これは自由民主党、公明党、民主

党が一致団結してこの市町村合併というものをやはり

立ち上げたと、いうようなことでございますので、や

はり国会議員のメンツにかけてもですね、やはりかな

りの合併を進めてくるだろうというふうに私は考える

ところでございます。如何なる手段を、如何なる手を

取ってもやはり現在与えられている事務権限等も取っ

たとしてもやはり国会議員のメンツにかけておそらく

それなりのやはり当初目的をもった合併を進めてくる

のではないのかなというような感じはもっているとこ

ろでございます。２級町村制という問題もありますし、

そういう問題が出てきますとやはりおそらく合併が大

いに進んでいく可能性というものもまたあるのではな

いのかなというふうな感じもしているところでござい

ます。やはりそのためには国会議員等の先生方につき

ましてはやはり如何なる手を使ってもその権限を取り

上げてまでもやはりやってくるのではないのかなと、

これはあくまでも想像でございますけれども、そんな

方法も考えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登録）：今後も村長は合併をど

んどん国は進めてくるだろうというふうに言っており

ますけれども、どうも見通しを誤っている。西尾さん

が個人的な見解というのを述べながらも新法が切れた

５年の以後については合併はおそらく処理しないだろ

うと言っているのですね。ここで終わりですよといっ

ているのです。平成の合併については。昭和の合併も

同じ道を辿ったはずなのです。新法の中で終わりです。

これは個人的な見解といいながらも地方制度調査会副

会長です。彼が言うのです。新法の５年を境に合併は

もうそこで終わり一段落ですと言っているのです。そ

この認識の違いが村長は違っていると、そこを村長は



－12－ 

良く聞いていたはずなんです。そういう部分でですね。

約１，８００を全国で１，５００代にするとなれば全

国平均１７％です。北海道の場合は今１８０で１７％

単純にいけば１５０代になるだろうと、しかし北海道

の場合全国平均で行かないのです。はっきりいってい

かないと思うのです。１８０があと１０もできたら大

成功だといっているのです。西尾さんは。そういって

いましたね。これから合併を進める、新法の基でもそ

れだけいけば大成功だといっているのです。進める気

はないのです。それ以上は、私はそうふうに抑ました。

そういうことでですね、仮にそういうことであれば財

政的に今後立ち行かなくなるというような心配もして

いますけれども、しからば残った仮に１７％を減ると

しても１５０代にになります。１５０の町村すべてが

再建団体になるか、そんなことにはならない。そんな

ことをやったら国が潰れてしまいます。そういうこと

で、これはしからば改革をやっぱり自ら身を削ってい

くという努力は絶対していかなければ生き残っていけ

ないということも現実なのです。これをもって合わせ

て考えるべきだろうというふうにこれは意見として言

っておきますけれども、次に移りますけれども、合併

の効果が地域自治にどういう形で発展させるという手

段として使われていますけれども、これについて村長

どう思います。 

○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。 

合併効果が地域自治の発展の手段としてやはり位置

付けられるということに対し、私はどうしても理解に

苦しむところでございます。合併を決めるのは住民が

主体性を持つものであるというふうに考えます。私の

考え方と食い違う事もあろうかと存じますが、平成の

大合併、私は不幸な出来事であるというふうに感じて

いるところでございます。現合併とは法律等によって

任されている事務的権限を充分果たしていけるかどう

かにありまして、国が出来ないというふうに決めつけ

て合併を考え実行しているところにあるというふうに

思います。この事はやはり国が机上で考えて現場を良

く見ていない、要するに直接住民と向き合っているの

は我々末端の市町村であるということでございます。

先程基礎自治体、町村、市も行政をやっていけないの

なら特例法でなく通常の合併法で合併をすればよい事

であり、そこには怠慢さがあることは私は認めざるを

得ないというふうに思います。役所等組織を強化して

いくことは出来るはずだと考えます。また都市部でも

農村部でも住民に対しての価値観に沿って国土保全・

自然環境・文化・福祉・産業、またまちの賑わい等何

かに力点を置いて自己を主張するものでなければ地域

は生きていけない、廃れてしまうというふうに私は考

えます。市町村はそうした意味でのまちづくりを進め

る重要な脇役であって、やはり主役はあくまでも住民

である。これが地方分権であり、地方分権を逆手にと

り合併の受け皿として考えるなんてやはり間違ってい

るとしか私は考えられないというふうにこう感じてい

るところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長の今の答弁ではど

うも私理解できないのです。抽象的な表現であまり理

解できないのですけれど、１２月５日の北海道新聞で

平成の大合併で誕生した市町村、自治が変わるああ合

併と称して何日か特集されていました。タイトルは見

込み違い現実に直面し嘆く住民、こういう部分で記事

が掲載されておりました。具体的な部分を上げますけ

れども、日高管内の静内町、旧三石町これについては

公共投資の片寄り、合併後の初予算ですでに歳入不足

を生じて、そして釧路市と阿寒町、本別町というので

すか、これは釧路市の赤字隠しというものが出てきて、

こんな状況なのかというのが合併して始めて分かった

とそういう状況。それと石狩市と厚田村、浜益村、こ

れは住民サービスの低下や特別職を置いて地域自治区

を設けたのです。村長が言っている地域自治組織です

ね。設けてもらったのですよ。ところが何も機能して

いない、身近な住民要望に迅速に対応できず住民と行

政の距離は遠くなった。こういうことを掲載されてお

りました。そこで伺いますけれども、これはあくまで

も議論不足なのですね、その上で合併してしまった、

特例法のあるうちに合併してしまったという焦りがこ

ういう問題を生んだのだろうと私は思います。そこで

村長に提案しますけれども、これは地域自治の発展手

段として本当に合併をしたことによって変わるのかと

いうことをきっちり抑えなければならないのです。合
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併して地域の何が変わるのだろうか。それと首長、議

会の徹底した議論、分析。地方分権とは地方行政をコ

ントロールするものであるといっている人もいました。

これはどっかで西尾さんか誰かが言いましたね。首長

に議会の役割は途轍もなく大きい、そして重要だとい

うことを意識するべきだとこれを言っています。これ

について村長は合併の道を選ばなかったけれども、こ

れについて今はどういう考え、気持ちでおりますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の気持ちということ

でございますけれども、私は以前から言っていること

については変わりはございませんけれども、ただ私は

合併の決断はお金だけではないというふうに考えると

ころでございます。やはり住民とそれから合併する相

手と充分良く相談をするということが一番大切なこと

であってそれらを優先する。優先という事は行財政で

はなく行政改革をきちっとやらなければ私はならない。

そして行政改革をきちっとやってその後でお金が付い

てくるということであるんであれば私は当然理解も出

来るような感じもいたします。ただそれだけで済まな

いも部分もあろうかと思います。なにせ合併というこ

とになるとお金という形にはならざるを得ないだろう

というふうな感じがしてならないわけですけれども、

私の考え方としては行政改革をきちっとやった形の中

で合併をしていくということがやっぱり本来の筋であ

ろうというふうに思います。従いまして合併した所、

そして地方自治区等を設けた所については現在もうす

たれていっているという分野も聞き及んでいるところ

でございます。やはり役場組織として権限に担う相応

しいかどうか、そして生活圏イコール医療圏、経済圏

こういうような部分の行政区域、区画の不一致の問題、

これらを明確に位置付けていかなければならない問題

だろうというふうに考えるところでございます。お金

の問題につきましては合併決断における主たる判断材

料では私はないと、あくまでも主たる部分、こういう

言い方は私の考え方ですけれども合併による財政メリ

ットは合併の一定期間の範囲に限られるのではないの

かなと、要するにそのような事を私は申すかというと、

合併のメリットというのは未来永遠も続くものではな

い、やはり１０年間で打ち切られてしまうわけですね。

従ってそういうような状況の中で１０年間きちっとお

金の問題についてお互いにきちっと整理していくべき

性格のものではないのかなとこのような感じも思って

いるところでございます。合併が先程眞田議員さんも

おっしゃったように合併が上手くいかないというのは

政治不信とか、根深い行政不信というものはいわゆる

民主主義が地に今現在落ちているのではないのかなあ

とこのような感じがしてならないわけでございます。

そのようなことを申し上げて今のご質問にお答えを申

し上げたいというふうに思っております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも私の心にグサッ

とくるようなものが答弁の中で感じられないのですけ

れども、旧歌登町長の深井さんがパネラーとして参加

しておりましたけれども、その中で彼の合併の理由と

しては地方分権の受け皿として現状の組織では質、量

とも無理であるという判断をした。それと住民が町に

対して甘えの体質、お任せ主義そういったものが足か

せになって合併にいかざるを得なかったという判断を

したというふうに報告をされておりました。村長は今

までの５年間の行政運営の中で自分を省みてこの問題

については何回か質問をしますけれど、こういう意見

に対しての反論がありましたら意見を聞かせていただ

きたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと思

います。 

平成１２年に、これは平成７年ですけれど地方分権

法が出来上がったのは、そして施行された１２年とい

うような状況の中でやはり行政と地域が一体的に密着

していなかった分野というものが私はあったのではな

かろうかとこのように分析しております。そういう問

題を地域の中に入っていってきちっと話をして地方分

権とはなんぞや、合併とはなんぞやということをきち

っとしていなかったからそのような形に行政に対する

甘えという問題も出てきたのではないのかなと私はそ

のような感じを今もっているところでございます。こ

れから私達は年に２回から３回地域に出るわけでござ

いますけれどもそういう問題を以前からやっておりま

すけれども分権問題、合併問題等についてこれからど
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うするべきかということについてもこれは行政、議会

だけで考えるべき性格のものではないですよ、地域住

民みんなが一緒になって考える性格のものなのですよ

と。それは理解しないで合併するということには私は

ならないわけなのではないのかなと、そういうことを

しないで合併するから後からそういうことになるので

あって単なる合併すればいいとその後から合併問題を

色々と事務的処理をするということはこれは完全に間

違えであると私は感じているところでございます。以

上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長は合併がすべてで

はないと色々な問題が複雑に絡み合ってというような

部分で地域自治の発展の手段としてはあまり効果の期

待していなかったように今答弁されたわけですけれど

も、なぜそれを早く協議会を立ち上げる、そして途中

で南宗谷の方に割り込んでいったりというようなこと

で焦りがあったんだろうと私はそのように理解するの

です。もう少し首長としてリーダーシップを発揮して

この分析を急ぎ合併したらどんな地域になるのだとい

うことをきちっと抑えた上で今後の方向を定めていか

なければならないだろうと思います。私が先程も言っ

ている合併否定論者ではない。変わってきました最近、

それは正に深井町長の言う、現状では地方分権の受け

皿としてなりえるのだろうか、村長始めそういう人達

の今のレベルで考えていけば果たして分権の受け皿と

なるのかなと心配が実は出てきたのです。かなりきつ

い言い方でしょう。反論あったらお聞きしますけれど

も、地方分権というのは権限が集中します。強大な権

限になるはずです、議会が何を言おうが執行権が村長

にあるわけですから、しかし少し方向が村長の執行方

向が間違えば極めて歪な自治になってしまうよという

心配もあるわけです。これは肝に銘じてもらいたい。

それと地方で続発していますね。談合の問題、知事始

め北海道でも深川、長万部色々ありますね、私も実は

心配しております。この方式は大丈夫かというぐらい

の事を心配しておりますけれども、この問題について

は選挙の見返りで応援してくれたかどうかによって仕

事を金で恩返しをするだとか人事の配置をこういうふ

うにするだとか、一律に皆んなそういうことやってき

たのですね。摘発されたところは、みんなそういう声

があります。物言う職員は届かないところに飛ばして

しまう。先程同僚議員も質問しました。こういうとこ

ろに必要なのか、必要な理由を取って付けたように村

長はいっていますけれども、人事権は村長です。その

ようなものははっきりしています。言うまでもないで

しょう。そんなことが村長が、だからこそ慎重にしな

ければならないということですよ村長。人事について

は慎重でなければならない、組織についても慎重にや

らなければならないということなのです。これらは談

合の問題も含めていい例だと思うのです。村長のこれ

からの行政運営についてやっぱりそういうことをきち

んと胸に抑えてやっていただかなければならないとお

もいますけれども、今一度この部分について答弁いた

だきたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１番目の地方分権の受

け皿とはならないというような考え方については私も

やはり地方分権というのは住民主権、地域主権が主体

である。先程眞田議員さんが村長というような意見も

いいましたけれども私は考え方は住民主権、地域主権

これは憲法にもうたわれていることでございましてそ

ういう部分からいたしましてそれをきちっと最大尊重

していかなければならない問題であろうというふうに

も考えているところでございます。また、談合色々あ

りました部分についても充分承知しているところでご

ざいます。しかし、私、猿払村に取りましてはそうい

うような問題は一切取り敢えずございません。という

ことはそれを訪ねているのかどうかということは図り

かねますけれども、そのような問題については一切考

えたことはございませんので、その点ご理解賜りたい

なあというふうに思っているところでございます。よ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：一般論で私はこの問題

について話をしたのですけれども、村長の見ていると

部分的にこういう部分が見えるのです。はっきりいっ

て。私は感じるのです。部分的は結構あるなあと、そ

ういうものを心して行政運営に当たってもらいたいと

いうことで私は結んでいきたいと思います。この問題
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については。それと次は、村長は先程同僚議員に自立

単独その前提には広域連合連携が不可欠というふうに

話しをされておりましたけれども、不可欠とはいって

いませんね。そういうことも探っていかなければなら

ない。しかし、先程の同僚議員答弁の中でどんなとこ

ろまで作業はいっているのだろうかという時に宗谷の

未来を語る会、助役レベルで協議をしてます。統一地

方選があってその前は合併問題はタブーだと、しから

ばいままで何をしていたのですかということですよ。

この問題についてはですよ、相当以前から同僚議員も

含めてこの問題についてはいろんな道を探るべきだよ

というふうにいっていたはずですよ。今わかりました

色々助役段階だとか事務担当レベルでの協議をしてい

ますということにも、そんな段階ではない。そういう

手法には限界があります。トップレベル同志の高度な

判断がなされなければ進んでいかないというふうに理

解しませんか。村長。お伺いします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：理解はいたします。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：自立単独を宣言して２

期目、２期目の４分の１が経過しました。１年が経ち

ましたからね。首長同志での協議がまったく進んでい

なかったということはどういうことなのか。首長とし

ての責任の放棄なのではないのかなと私は思うのです。

こういう時期にですよ。自立するのにはそういう意味

での連携も模索しながら如何に効率的な行政運営をす

るかまさに村長先程言った行政改革だといっているの

です、財政を含め財政をこっちに置いても行政改革だ

と。言っている村長が一番それを蔑ろにしている。そ

ういうふうに私は感じるのです。それと合併を選択す

るにしても広域連携にしても連合にしてもこれは相手

が必要なのです。村長１人で出来る問題ではないので

す。これには相手が必要で、相手に信頼されていなけ

ればこの問題は協議しても相手にしてくれないのです。

そういう現実があります。直接ですよ近隣の市町、村

長と協議が出来なかったという一番の理由は何ですか。

それをお尋ねします。 

○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。 

先程も同僚議員に申し上げたとおり一応こちらから

話し掛けることも私は良しと考えますけれども、やは

り今の合併でのクラスター分析によりますと稚内市と

豊富町、猿払村と、そして稚内市が一番主体性を担う

べき性格のものであって私といたしましてはそういう

分野では人口規模からいきましても稚内市の主体性の

協議に乗っていかなければならない性格のものではな

いのかなというふうな感じは持っておりますし、お互

いにその部分については今の段階としては触れていな

いというのが実態でございまして、これからおそらく

早期に進んでいく性格のものだろうというふうに感じ

とっているところでございますので、もしうちの本会

議でもこの合併問題については行政サイドと議会サイ

ドで一緒になってどういう方向で進んで行くのかとい

うことについても、これから協議をしなければならな

い問題であろうといういふうにも考えているところで

ございますので、その節にはよろしくお願いを申し上

げたいなとこのように感じ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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも村長の答弁を聞

いていると稚内が主体的に人口の規模からいっても主

体的になるのであってそれを待っている。村長違うじ

ゃないですか。自分の地域を守るためには何もかもか

なぐり捨てでもいいから協議に入っていかなければな

らないのではないですか。本当に住民生活、地域を守

る気があるのですか。私は疑われます。それとも信頼

を得れないために協議のテーブルについて貰えないの

か。そんなことも考えてしまうような村長の答弁です。

やっぱり自分の体を張ってでも地域を守るのだという

考え方に立てば村長自身が積極的にアプローチしてい

くべきではないですか。サボタージュという何ものも

ないそういうことで、この問題については次に移りま

す。それと先程同僚議員に質問した２級町村制という

ような部分で答弁しておりました。２級町村制という

のはよく私もわかりません。過去にありました。昭和

の合併以前の問題です。この権限の剥奪というような

部分についてはこれはないという部分で調査会の副会

長が責任を持っていっているのです。ただし、権限の

幅はありますよ、町村の力量に応じて介護保険だとか
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国保については国または道でやりますよ。基礎的な自

治体の権限まで奪うものではないとはっきり証言され

ております。合併しなければ２級町村制になってしま

うというような権限の剥奪があるというふうに理解し

ちゃったのですけれどもこれについて何か村長の考え

方があれば。 

○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。 

特別な考え方はございません。そのとおり議員のお

っしゃるとおりだというふうに思います。一応権限と

しては分野的には残る分野は当然出てくるというふう

には思います。しかし、管理事務と一般的な事務につ

きましてはそういう剥奪というものがはたして出てく

るのかどうなのか、今後の問題だというふうには思い

ますけれども、そういうものがあることはやはり一番

の私としての不安材料ということでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうもさっぱり分かり

ません。この問題については時間が時間ですけれども、

そういう事務が奪われるから権限を剥奪するというこ

とですか。国保だとか介護保険というのは国で本来的

にやらなければならない業務ですよ。政令指定都市だ

とか２０万以上の都市だとかそういった部分で権能が

分かれているじゃないですか。政令指定都市としての

莫大な権能をもっているわけですよ。当たり前なので

すよ。力量に応じて今もやられているのですよ。それ

を権限の剥奪と捉えるのは村長間違い。何かあればあ

とで答弁してください。次に移ります。時間がござい

ません。平成１９年度の予算編成方針、これは質問に

入る前に実は２・３日前に決算についての回覧が回っ

てきました。これは猿払村の決算状況と非常に分かり

やすい、これは昨年からも出ているのだろうと思いま

すけれども、これについてお礼を言っておきたい。良

く出してくれた。村長は決算に力を入れるという良く

こういう部分でわかりましたのでその部分。基本的な

編成方針をまずお話しいただけたらと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：基本的な編成方針とい

うことでございます。国の来年度予算も近々に公表さ

れるものと思います。これは具体的に出されるものと

いうふうに思っております。歳入面の根幹をなす村税

収入が平成１７年度並みに落ち込む見込みを推計して

いるところでございまして更に国からの移譲である一

般財源である地方特例交付金の段階的縮小に加え新型

交付税の導入等交付税の抜本的改正と平成１９年度の

地方交付税の導入等交付税は前年度の所得割の増によ

って減額を見込まざるを得ないというふうに見ており

ます。新型交付税の制度になってどう変わってくるの

かということについてもまだちょっと不透明なところ

でございますけれども、出口ベースでは若干落ち込ん

でいるというような状況にもなっているところでもご

ざいます。こうした状況を踏まえまして平成１９年度

予算は前年度同様一般会計、特別会計とも必然的に一

応緊縮予算とならざるを得ない状況であろうというい

ふうに考えているところでございます。指定事業経費

の精査のみでは追いつかないのが実態であります。こ

の難局を乗り越えるには全職員の英知を結集して各担

当課が積極的に事務事業の洗い出しを行っていくこと

が私は懸案であるという基本的な方針を出していると

ころでございます。以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これについては自治体

財政が立ち行かなくなれば当然住民サービスが低下す

る。やがては地域の崩壊をまねいてくる。これは夕張

を見れば理の当然。それを有望する意味では行財政改

革がまったなしだと。そういった意味でもう事務担当

レベルでの事務事業評価だとかというような部分では

確かに理解は出来ます。村長はどこまで評価されたも

のをきちっと理解してそれを実行にも移そうとする意

気込みを持っているのか、ほとんどないように私は考

えるのです。高度な村長としての政治的な判断という

ようなものを大胆に出さなければこの改革は行財政の

改革は進んでいかない。先程も言われました３７億か

ら１９年度は４０億の３億の幅で村長答弁しますか。

そんな無責任な答弁しますか、３億もあるのです３７

億と４０億、金さえあれば使うというものの考え方に

聞こえます。改めて答弁を求めます。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁いたします。 
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これにつきましては、その幅の関係につきましては

国の財政方針また、地方財政計画によって大きく変わ

ってくる要素があろうかというふうに思っております

ので私はそういう言い方をいたしました。現在の推計

で３７億というような考え方を持っておりますけれど

も、一応国の格差是正等の問題も色々あろうかという

ふうにも思いますし、それがどのような形で変わって

くるとかというようなことがやはり私としては懸念材

料として思っているものでございますから、格差是正

を図ることによってある程度の一定程度の財源は交付

される見通しもあるのではないのかなと期待を込めて

いるところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の答弁で３７億も国

の交付税の歳入によって３７億の予算もあり得る、そ

ういうことも出来るというふうに私は答弁されたとい

うふうに理解します。それでですね、改革の中身が予

算編成を終わった段階では遅いんですね。１９年度の

予算の前にこういう改革していくよというものを具体

的にあるかないか、こういう事業をカットしていく、

しかしこれは重要だからこれはむしろ充実していくと、

基本的な考え方。 

○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。 

今の事業評価でやっている関係上これからの予算編

成段階に入って行く、当然その前に私としても評価し

た物をまたランク付けをしてければならないという問

題もございます。その中で色々と検討していって目玉

となる物もつくっていかなければならないだろうと、

これは予算編成の段階できちっと整理・精査していく、

それまでにはおそらく国の予算も地方財政計画もきち

っとした見通しが出てくるだろうというふうに私は考

えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間がないから端折っ

て言います。改革には１９年度の予算に反映されたと

いうものはまず特別職の給与、退職手当等も含めてこ

の削減、保育所を含めた統廃合の問題、ホタテのウロ

処理場の補助、医師の給与、歯科診療所のこういった

スキー場はどうするのか、また非効率的という批判が

ある人事配置についてはどうするのか、そういった大

項目を議会が終わった後提出していただくことをお約

束していただけませんでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今眞田議員さんから言

われた問題につきましては議会で議論してまいりたい

とこのように感じております。よろしくその点につき

ましてはお願いを申し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：何項目か残っておりま

すけれど時間がございません。ただ行財政改革推進委

員会について先程これについては諮問機関から外れて

提言機関にまでやってもらえる組織になりたいという

同僚議員の答弁がありましたけれども、まちづくり会

議という提言機関があるわけですけれども、そのあた

りを位置付けきちっと村長がもたなければ間違えを犯

しますよ。これについて討議いただけますか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私共まちづくり懇談会

で色々と話をしておりますけれども、かなり人集まり

も多くはないということがいえると思います。こうい

うような制度を作った形の中でまちづくり会議、それ

から村民委員会の分野、これはまた同じ人も中には何

人かおります。おりますけれどもそういう部分できち

っと行政情報という物をつかんでいただいたかたちの

中で結論をだしていただくことが私はよろしいのでは

ないのかなあと、このような考え方ももっているとこ

ろでございますので、そういう部分で委員の人達につ

いては行政に対する参画をきちっと認識をしていただ

いて良い案を出していただくというような方向にもっ

ていきたいとこのように考えております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで選任さ

れた委員さんも何が何だか分からない状況じゃ困りま

すのでその辺りをきちっと整理した執行をお願いしま

す。時間がございません。４番に移ります。行政住民

の身近なものとするために経費の削減を図らなければ

ならない特別職の個室も入っています。庁舎内の配置

も課長さんがとんと離れて職員と距離がある。こうい
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う部分について考慮するべきと考えますけれどもいか

がなものでしょうか。 

○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。 

住民に身近な行政をということでございます。例え

ば個人情報保護等様々な問題もありまして経費の削減

に果たして繋がるのかということについても検討も踏

まえ、多角的な検討を加えてみたいというふうに存じ

ます。今庁内ＬＡＮの配線等色々な形の中で庁舎が構

成されておりますので、それらに対する経費という物

を莫大な経費が掛かるわけでございます。例えばここ

でおっしゃっているように特別職等の個室の廃止とい

う形になりますとまた別の角度でお金も相当掛かると

いうこともございます。コストの削減には果たして繋

がっていくのかどうなのかということについても検討

を加えてまいりたいというふうに思います。もしそれ

をやるのであれば１階から３階まで全部全てを総合的

に考える必要があろうかと私は思っているところでご

ざいますし、また庁内に余っているスペースがあるの

であれば別の公的団体も入れた形の中で協議をしてい

くことがベターなことだろうというふうにも考えてい

るところでもございますので、そういう面も含めた形

の中で考えて行きたいというふうに思っている次第で

ございますのでよろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：経費の削減という部分

では私は取り消します。若干の経費がかかったにして

も行政が住民に身近なものでなければならないという

これは何をおいても重要視しなければならない問題だ

ろうとそういうふうに思いますので、施設の統廃合、

色々あるでしょう。財政事業は考えられる物全てをや

るしかないのですよ。そういったものを含めて考えれ

ば多少ＬＡＮが配線が変わる部分で経費が掛かるにし

てもやっぱり職員と身近な管理職でなければならない。

職員に身近な村長であり助役であり住民に身近なとい 

う部分が大原則ですから、この部分について村長は充

分配慮をしてこれについては若干の金はやむを得ない

と私はそのように思います。そういうことで配慮をし

ていただけるかどうか約束していただきたいと思うの

です。そういうことで最後の答弁をお願いします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁申し上げます。

今現在その分野についてまだ検討中でございますので

今この場で約束ということにはならないというふうに

思いますけれど、そういう方向性を持った形の中で進

めさせて頂ければというふうに考えております。そう

いうことでご理解を賜りたいと思います。 


