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○議員（巽 昭君・登壇）：２番巽昭。 

 通告書に基づき質問を開始いたします。 

 ９日に第１回定例会が始まりまして、週末となっ

たのでありますけれども、この土曜日・日曜日そし

て今日朝までと結構忙しかったです。村長とも３日

間ずっと顔を合わせたような気がいたします。 

 今日の朝も先程村長にご挨拶いただいたのですけ

れども、北斗協のつまり中国の研修生が今年、昨日

来日いたしまして今日は入学式でありました。この

研修生制度も村長のご尽力もありまして、特区が認

められ来年はその特区全て使いまして、いよいよ村

内だけでも１００名を超える世帯となりました。当

村の国際貢献及び産業発展に貢献しているものと思

っておりますし、行政には感謝しております。そし

て昨日は拓心中学の入学式であります。新鮮な感動

を覚えた入学式でありました。我々もあのように純

粋な時代があったのでありましょう。健やかに育っ

ていく姿を拝見しましたが、教育の重要性を痛感い

たしました。そういう訳で今回は一番最初に教育の

問題に入りたいと思います。 

 それでは最初に教育長にお伺いいたします。 

 教育行政執行方針に基づいて質問いたします。 

 １番の教育行政執行方針（１）の村内小・中学校

全国学力レベルの認識という質問に入らせていただ

きます。 

 この数年間、猿払村の小学校・中学校のスポーツ

活動における活躍は目覚しいものがあります。野

球・バレー・サッカー・剣道と次から次へと全道大

会出場を決めております。もちろんそのために村の

援助・協力も仰いでおりますが、これも偏えに本人

達の努力もさるものながら指導者・学校・少年団そ

してそれらを束ねる教育委員会の今までの努力の成

果の賜と思っております。しかしながら、学校教育

で１番重要なのは何といっても学力であります。今

の保護者が子供達の基礎学力の無さを心配する声も

時折聞こえます。また、教師達からも特定科目にお

ける学力低下の嘆きも聞こえます。本年度執行方針

によれば全国学力学習状況調査が実施されることか

ら、教育活動の成果と課題を検証するとありますが、

現状の今の猿払村の小学校・中学校の学力レベルを

教育委員会としてどのように捉えているか、その点

をお伺いいたします。 

○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

んからの村内小中学校の全国学力レベルの認識とい

うことで応対をさせていただきたいと思います。 

 今の学校もそうなのですけれども、小中学校にあ

っては平成１４年から完全実施となりました新しい

学習指導要領、これは全国どこにいても一定の教育

水準を受けられるということの教育課程なのですけ

れども、それに基づいて進められておりまして、そ

こで特徴的なこととしましては、これまで知識詰め

込みでなく児童生徒にゆとりある生活の中で生きる

力を育むことを目指してというふうな形で個性を生

かす教育の充実に努めているというふうになってま

す。そういった意味では、学力偏重といいますか従

来の形と大きく今の学習指導要領は変わっておりま

す。そういった中で国の教育方針といいますか、本

村においても今巽議員さんからも色々と経緯あるお

話ありましたけれども、スポーツあるいは文化等の

面で一生懸命頑張っておりまして、みんな協力し合

っているのですけれども、そういった中で本村の教

育にあっても基礎的な知識・技能を徹底して身に付

けてもらって、自ら学んで・自ら考える力を育成す

るといういわゆる確かな学力の向上、それと豊かな

心・健やかな体と学力偏重だけでなく、そういった

バランスの取れた教育というものが今教育に求めら

れているところで、そういった指導をしております。 

 そこでご質問にあります答えなのですけれども、

結論から申しますと教育委員会といたしましては、

村内の小中学校に対しまして統一しての全国的な学

力テストの参加を求めていないことから、全国レベ

ル云々に関しての把握は行っていないということを

ご理解願いたいと思います。 

なお、学校単位ではそれぞれ学校独自の対応とし

て民間の学力テストに参加していることは承知して

おりますけれども、教育委員会としてはその結果な

どの報告は求めておりませんし、現状としては全国

全道の中でどうなのかという確認をする状況にあり

ませんので、よろしくご理解願いたいと思います。 
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また、本年議員さんからお話ありました本年４月

２４日に行われます全国学力学習調査の関係でござ

いますけれども、これは民間でなくそれこそ公的な

形での全国一斉の全国調査でありまして、本村の各

学校も参加することになっております。これにつき

まして小学校６年生にあっては国語と算数、中学校

３年生にあっては国語と数学ですけれども、これの

ポイントなのですけれども、これはあくまでも児童

生徒の学力の状況を把握することが主な目的ではな

く、あくまでも教育及び教育施策の成果と課題を検

証し、その改善を図ることが調査の目的というふう

になっております。そういった中で学校の序列化の

不安等もございますけれども、そういった中で今後

に結び付けていくため、現状を検証するための調査

という位置付けになっております。執行方針も明記

しておりますけれども、本村におきましても調査結

果としての提供がなされた場合に各種情報について

は学校現場とも十分な連絡を取り合う中で、教育活

動の成果と課題を教育委員会としても検証して今後

に生かしてまいりたいと考えますので、よろしくご

理解願いたいと思います。 

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）：今の答弁聞いてますと

おっしゃることはよく分かるのですけれども、結論

から言いますと、私が一番聞きたかった学力レベル

をどのように捉えているかという質問に関しまして

は捉えてないという事でよろしいわけですよね。た

だ、果たしてそれでいいのかということなのであり

ます。ゆとりのある教育も今色々言われております。

そして民間の試験その報告も受けてないということ

でありますよね、今の答弁の中に。父兄の今保護者

という言葉使うのですけれども、保護者がこの田舎

という言葉悪いですけれども、こういうところに住

んでいるとかなり都会に比べての教育環境とか教育

設備が劣ることによって、父兄はかなり心配してお

ります。まして中学校もひとつしかありません。教

育委員会として客観的に冷たいかも分かりませんけ

れども、きちんとした数字を把握しておかなければ

私はならないと思うのですよね。それについていか

が思いますか。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 数字を抑えておく必要があるなということを必ず

しも否定するわけではございませんけれども、今学

校状況、生徒の環境がどうなのかという部分では今

巽さんから最初にお話ございました全国学力学習状

況調査の中で色んな資料が出されてくるとそういう

ふうに思っております。１６年度の北海道公立学校

学習状況調査ということが以前行われていたのです

けれども、それは本村だからというのではなくて、

北海道の中で全国的に見てどうなのかという部分で

は一定の数字が出ておりまして、全国から比較する

と北海道の児童生徒については、知識・理解等の一

層の定着が求められるとそういう課題が指摘されて

ます。それと、記述式の問題について全国から比べ

ると思考力・判断力・表現力等に問題があると、そ

れと授業が分かるという児童生徒が小学校では６割、

巽さんもお話ございました中学校では４割程度に止

まっているという指摘もございます。 

 それと、重要なことは今ゆとり教育とか色々とご

ざいますけれども、学習意欲や学習習慣は必ずしも

十分ではないのだと、基本的な生活習慣が身に付い

ていることが伺える児童生徒、これについてはペー

パーテストの点数が高いというふうな感じあります。 

 もう１点、読書の好きな児童生徒はペーパーテス

トの点数が高い傾向が見られるというふうな形も示

されております。こういった数字的な部分で今回の

全国学力学習状況調査の資料についてはそういった

部分の検証等がなされると思いますので、そういっ

た数字に対しての認識等も学校現場と一緒になって

向上を目指すための方策も示していきたいなという

ふうなことでご理解を願いたいと思います。 

 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）：全国の中で北海道がど

んな状態にあるか、ある程度分かるというお話も今

あったのですけれども、北海道の中で我が村がどう

いう状況であるかというそういうところまで私は知

りたいわけであります。そして、先程の須藤さんの
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質問でもあったのですけれども、私が懸念するのは

教育委員会でも先生の声をきちんと聞いているのか

と、そういうところを懸念するのです。先生が子ど

も達をどのように見ているのか。その辺のコミュニ

ケーション、先生とのコミュニケーションも教育委

員会ときちんと取れているのか、その辺をお聞きい

たします。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えします。 

 先生とのコミュニケーションを取れているかとい

うことなのですけれども、当然我々の方とすれば人

事等の関係で個別な話の中で村内全部の先生と一人

ひとりと私はお話する経過ございます。いじめの問

題とかを含めての人事とは別にそういったお話もす

ることがあります。概して校長会といった中で村内

の教育をどうしていくかということの方が割と話す

る分があって、個別の深い話はしておりませんけれ

ども、そういった声も聞くことは大事なのかなとそ

ういうふうに思ってます。 

 ただ、言えることは基本的に学習指導要領、これ

は全国どこにいても同じな形で教育を進めているこ

となのですけれども、それについて学校の先生方も

基本的にはこれを基に子ども達のためにやっている

のですけれども、ただ言えることは、非常に従来の

詰め込み式の形の中で今度は週休学校５日制の関係

あるいはゆとり教育の関係ということで、非常に現

場としても戸惑うところがあるのかなとそういった

中で、個人的と言いますか先生方の悩みもあるのか

なと、そういうふうに考えております。ただ言える

ことは学力の部分では先程も申し上げましたとおり、

学校の問題も確かに今の学習指導要領指摘の部分あ

りますけれども、学習時間が短くなっている。それ

で別な科目が多くなったという分ありますけれども、

しかし原点は子ども達の今後の部分をどうしていく

かという部分で、その辺を十分に考慮していく必要

があるのかなと思ってます。もちろん学力の部分で

は学校においても重要な部分と認識してますので、

最終的にはそういった先生方の声もより一層聞く姿

勢も我々はもっていきたいなと思います。それに答

える義務も必要なのかなとそういうふうに思ってま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：出来るだけ現場の声を

たくさん聞いて真実の姿を教育委員会としても冷静

に掴んで欲しいと思っております。私が把握してい

る限りでは学力に関してはかなり厳しい状態でない

のかなというふうに認識しております。もう一度現

場の方とコミュニケーションを図りまして、その辺

のなかなか数字上で捉えれというのはつらい部分も

あるのですけれども、そこは心を鬼にしてきちんと

した数字を捉えて下さい。基礎的な最低限の能力を

備えさせるということはその子のためになるわけで

すから、その子のためにもそういうつらい数字にな

るかもしれませんけれども、それを極力捉えること

をお願いいたしまして、次の質問に移りたいと思い

ます。 

 次の２番目の現状の社会教育活動具体的活動とい

うことについてお聞きいたします。 

 次に社会教育についてお聞きします。 

 昨年も学校教育に比べ社会教育が遅れているので

はないかという観点から質問しております。今年度

の方針でもスポーツ・文化の復興・生涯学習活動を

称えておりますが、今実際に行われている当村の社

会教育活動を具体的に詳しくまず紹介していただけ

ませんか。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：現状の社会教育活

動具体的活動というのはどうなっているのかという

部分でお答えをさせていただきたいと思います。 

 社会教育の部分、前にも巽議員さんからもご質問

ありまして非常に認識を高めていただいて感謝をい

たします。私共の社会教育の関係ですけれども、こ

れは基本的には社会教育法に基づいて学校の教育課

程として行われる教育活動を除いて主として青少年

及び成人に対して行われる組織的な教育活動という

ことで教育委員会としてその事務を行っているわけ

ですけれども、その主なものと簡単に言いますと、

社会教育に必要な援助を行うこと、これは当然の事

でございます。また、所管する図書館・博物館や社

会教育施設の設置管理に関すること。また、学校の
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行う社会教育のための講座開設及びその奨励と、ま

た、講座の開設や討論・講習・講演・展示会こうい

ったものの開催や奨励をするのだよと、運動会・協

議会・その他体育指導の関係、青少年に対するボラ

ンティアとか社会奉仕体験活動とか自然体験活動と

かそういった社会教育に関係する部分では１６項目

におく事務が市町村・教育委員会の事務とされてお

りまして、そういった中で本村での社会教育活動を

進めてございます。 

 そこでご質問の具体的活動ということでございま

すけれども、分類上大きく分けて家庭教育と青少年

教育と成人教育・高齢者教育・文化の振興・スポー

ツの振興に分けてご説明いたしますと、家庭教育に

おきましては、今年度もそうですけれども、家庭教

育講座として講師を呼んで各学校で年２回実施して

おりますこの家庭教育講座を行ってまいります。子

育て支援としましてまちづくり人材育成事業助成を

受ける中で、教育委員会と子育て支援センターとの

連携で活動をしてまいりたいと思います。団体への

支援・連携ということでは、ＰＴＡ連合会、子育て

推進協議会、それと子ども会育成連絡協議会等の支

援連携を行ってまいりたいと思ってます。 

 次の青少年の教育の関係ですけれども、これにつ

きましては道教委主催の少年リーダー養成事業の派

遣、これ今中学校から２名参加しておりますけれど

も、今後は子ども会からの派遣も検討していかなけ

ればならないなということで、この事業の参加を進

めてまいりたいと思います。 

 また、独自の活動としまして、わくわく放課後教

室。これにつきましては、地域や各種団体のサーク

ルが一体となって子ども達に安全・安心な居場所を

作るためということで、１８年度は４０回実施して

おりますけれども、１９年度におきましても村単独

でもこの事業を進めていくというふうになってます。

その他少年の主張大会とか小学生の作品展を開催し

てまいりますし、各種団体の支援連携としましては、

今申し上げましたとおりスポーツ少年団あるいは子

ども会の関係、自然体験総合活動実行委員会等への、

これはどろんこ広場の関係ですが、そういった支援

連携も深めていくというふうになってます。 

 あと成人教育の関係でございますけれども、英会

話教室として外国語指導助手、これの村民向けの活

用をまた図っていきたいと思います。 

 高齢者の教育の関係では、百寿大学、社会福祉協

議会や老人クラブとの連合会との連携も取ってまい

りたいと思ってます。 

 後の文化の振興でございますけれども、中央芸術

学校公演、児童生徒に生の舞台芸術を鑑賞する機会

を提供ということで、これも継続していきたいと思

ってます。村の文化祭、先程も教育の関係の質問の

中で読書活動の推進ということで、これについても

移動図書館での活用そういったものも図っていきた

いと思います。文化団体の関係ですけれども、当然

文化協会またかざぐるまの会などへの支援連携、こ

れも今年度具体的に行ってまいりたいとそういうふ

うに思ってます。 

最後にスポーツの振興でございますけれども、こ

れはイチニの会これはさるふつ公園までクリーン作

戦を行いながら歩いて心身ともにリフレッシュをし

ようということで始めているのですけれども、これ

も開催していくと、またつい最近行われました村民

スキー大会＆スノーフェスティバル。これに歩くス

キーの方にも参加していただいておりますけれども、

これについても継続して実施したいと思ってます。 

健康増進ということで、ウォーキング推進事業、

そういったものも教育委員会として取り組む予定で

ございます。小学生のナイタースキーバッチテスト、

こういったものも冬の取組としてやっていきたいな

と思ってます。各種団体への支援連携ということは

体育協会やスポーツ少年団とも密接な連携、数多く

ありますけれども、そういった連携を取っていきた

いと思ってます。 

以上が主な具体的活動ですので、よろしくご理解

願いたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今ご紹介を聞いていた

のですけれども、随分色んなことやっているのだな

と率直に思いながら聞いておりました。 

 ただ、意外と村民もあまり知られてない活動もあ

るようです。今聞いていると、だから相互間にもう
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少し連絡が取れればまたもっと統一的に活動が出来

ればもっと有効的でもっと活発に出来そうな活動も

あるように今聞いてて思ったのですけれども、ＰＲ

の不足とか宣伝の不足とか取りまとめの不足とか、

その辺に問題感じませんか。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 非常に良い面を突かれたといいますか、痛いとこ

ろ突かれたわけでございまして、本当に今社会教育

の部分もそうなのですけれども、非常に各団体とか

色んな部分の事務局をもった色々な事業を展開して

おります。当然今までやってきたものを更に新しい

ものをどんどん取り入れていくと非常に窮屈な状況

になっておりまして、担当の者も休みもなくまた精

神的にまいっているような状況ありますけれども、

それは仕事ですから当然のことなのですけれども、

今ご質問ありました私も個人的ということではない

のですけれども、私の立場でもそういったものをあ

る程度組織立って整理統合みたいな形をしながらや

っていく必要もあるのかなとそうでないと、十分必

要なこと分かるけれども時には片手間になってしま

う恐れもないのかなというそういうふうに考えてお

ります。そういった面で連携とかもう少しコンパク

トにしながら内容を精査していくということも必要

なのかなと思ってます。そういった意味では各団体

あるいは担当の方との十分協議をして詰めていく必

要があるのではないかなと個人的には認識して、そ

のような形で進めたいと思ってますので、よろしく

ご理解願いたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：分かりました。 

 段々村にお金が無くなってきますとせめて心だけ

でも豊かになりたいという気持ちが強くなってきま

す。芸術と豊かな村づくりの環境を目指して頑張っ

て下さい。 

 次の３番目の質問に移りたいと思います。 

 学校教育・社会教育の融合ということで質問いた

します。 

 これも実は昨年子ども会の質問で猿払村子ども育

成連絡協議会が昨年度浜鬼・芦野・知来別で作られ

たが、鬼志別の子ども会もう少し時間が掛かるとい

う答弁をいただいておりました。今年度の方針でも

支援には努めるとなっておりますが、その後の子ど

も会・協議会の進展具合はどのようになってますか。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 私の今の記憶もそうですけれども、基本的には各

地域で自発的になってくれるのが一番良いなという

形の中でそれは待っててもなかなか思うようにいか

ないということで、支援という気持ちは変わってま

せんけれども、今の特に浜鬼・知来別・芦野に子ど

も会出来てまた連合体としての協議会もございます

けれども、後の動きとすれば鬼志別の方で今動きは

あるみたいですけれども、具体的なまだ子ども会の

形はなってません。結論として前にご答弁させてい

ただいた中とそう大きく変わっておりませんので、

こういったものも、もう少し様子を見たいなと思っ

てます。ただ、こういう気運があるところについて

は我々も積極的に入っていく必要があるのかなと思

ってますので、ご了解願いたいと思います。 

 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）：今の質問ですと昨年の

答弁とほとんど変わらないと、昨年度から状況ほと

んど変わってないのだなという認識を受けました。

昨年度もなかなか本来自然に発生するもので、なか

なか強制的にやるものではないというようなご答弁

はいただいているのですけれども、ですがなるべく

なら早めに作って欲しい。なるべく急いで子ども

会・協議会等を作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。 

 ４番目の１８年度どろんこ広場というところに入

ります。 

 学校教育・社会教育の融合の例として次のどろん

こ広場の質問に移りたいと思います。 

 このどろんこ広場も以前学校教育としてはもう無

意味で、これからは社会教育で開催することが出来

ないかという考えで前回質問した経緯があります。

これはいつも連合ＰＴＡで主催しているのですが、

今のような経緯から学校教育の限界に達し本当は昨



 －44－

年度で最後の開催にするつもりでありました。とこ

ろが昨年は鬼志別小学校の主管であり、鬼小が中心

に運営企画されたのでありますが、猿払の自然と歴

史を体感しようをテーマに素晴らしい結果の開催と

なりました。中山間の補助も入ったこともあり、官

民融合学校教育・社会教育の融合として大成功であ

りました。主体は連合ＰＴＡでありますが、教育委

員会も後援しております。教育委員会に昨年どろん

こ広場がどのように行われたかをお聞きします。そ

して、それをどのように捉えているのか、それをま

ずお聞きいたします。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではどろんこ

広場の関係でご答弁させていただきたいと思います。 

 このどろんこ広場昨年の一般質問いただいた中に

もこの分ございましたので、私も今回のどろんこ広

場参加させていただきましてこの質問に答えるべく

二つの面を持ちながら参加したところでございます。 

このどろんこ広場の関係でございますけれども、

今巽議員さんもお話しましたとおり今回で１８年度

で第２８回目ということで非常に歴史のある積み重

ねてきたものだなというふうに認識しております。

これは自然の中で友達を作ったり集団活動が出来る

子ども達の活動の場を作ろうやという、動きから出

発して活動を継続するために教育関係者、ＰＴＡ一

体となって実行委員会組織上げてきたということが

あります。 

今巽議員さんからお話がありましたとおり、平成

９年頃からＰＴＡ連合会の主催で輪番制といいます

かそういう形の中で目的達成をしていこうという形

で進めてきております。 

巽議員さんもおっしゃいましたとおり、ＰＴＡ連

合会主催ということからどうしても事業主体が学校

という流れにあるのですけれども、各学校・ＰＴＡ

が積極的に参加して事業づくりしているということ

でありまして、まさしくこれは私が見てみたのです

けれども行政に頼らないで学社融合といいますか学

校教育と社会教育が一体となって学校・家庭・地域

が展開している事業だなとそういうふうに思いまし

た。 

この事業の目的ですけれども、巽議員さんも連合

ＰＴＡの会長さんと私が言うまでもないのですけれ

ども、小学校５・６年生と中学校１年生が体験活動

を通して自然の豊かさを知ったり、仲間意識を深め

たりしているのですけれども、１８年度の時には中

山間のご協力もいただいて、小学生３４名、中学生

１９名、ＰＴＡ・教員を含んで４７名、１００名の

行事となっております。そして先の方に進んでしま

うわけでございますけれども、今年度の活動を終え

ての課題、そういったものも私の手元に届いている

ところでございます。私も今回参加してみてこれが

仮に教育委員会主体でやったらどのぐらい集まるの

かな、どういう効果があるのかなと効果が無いとい

うわけでないですけれども、まさしくＰＴＡ連合会

だからこそこんなに集まるのかなと、先生方も大変

だけれども頑張るのかな、子ども達も頑張ろうや楽

しもうや体験しようやという形がなってくるのかな

というふうに認識しております。本来的にはＰＴＡ

連合会の形でいいのかどうかという問題ありますけ

れども、現実としてはそういうふうに私は押さえて

おります。ただ、これがいつまでもこういう形もど

うなのかなと思いますし、教育委員会としてもそう

いった先程の答えと同じなのですけれども、現場の

中に入って現場の声聞く中で、よりよくしていくた

めがどうなのかという努力もしていきたいなという

ふうに考えて今指示をしているところでございます。

そういった意味で取り留めない答弁となりましたけ

れども、よろしくご理解を願いたいと思います。 

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）：取り留めのない答弁と

いうよりも逆に先手を打たれたかなという気をして

今聞いていたのですけれども、教育長は今年この大

会に参加したという今お話あったのですけれど、実

を申しますと私連合ＰＴＡの会長ということで実行

委員長に名前を連ねているのですけれども、先程か

らの経緯で昨年で最後にする方向で進んでいたこと

と、当日ちょうど我々の総務民教の研修の日程とぶ

つかりまして初めから出席出来ないのが初めから分

かっておりましたので、全て鬼小に任せ当日何が行
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われたのかは知らず、後からその事実を知ったわけ

です。私からも補足します。 

 イトウ観察、浅茅野台地自然観察、魚釣り、カヌ

ー体験、小石炭鉱観察、バターアイスづくり等が行

われ、先生・ＰＴＡの協力はもちろん、農協・役場

職員・イトウの会・酪農塾の方々その他にも専門的

知識のある方のお手伝いをいただき、学校・家庭・

地域の連携が広がったそうであります。遠くで見え

ないと思いますが、ここにその時の写真があります。

真ん中に守谷さんが中山間の関係で元気にご挨拶し

ております。来年以降、教育長に先手を打たれたの

ですけれども、逆に教育委員会が主催して村内のサ

ークルに集まってもらい、猿払村を知る企画・イベ

ントを計画しませんか。我々は猿払に住んでいなが

ら意外に猿払のことは知りません。今の事・昔の事

を含めて子どもだけでなく大人も含めて猿払の今と

昔を知る一日があっても良いのではないでしょうか。

私は選挙やるまでは狩別という地域は行ったことが

ありませんでした。炭鉱跡も見てみたいし、また猿

払でカヌーが出来るとは思ってもいませんでした。

猿払の意外な観光スポットが見つかるかもしれない

し、またサークルの活性化にも役立ちます。社会教

育を束ねる教育委員会が中心となり、各サークルに

呼びかけ猿払を知る一日を開催すれば必ず村の活性

化に繋がります。来年以降必ず企画して欲しいので

すがいかがなものでしょうか。 

○議長（佐々木正光君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 先手を打ったつもりじゃないのですけれども、巽

議員さんが１８年度行われた内容について色々と見

ていく中で私もその立場でやっていった時に２８回

も大変な事業を２８回も続けてこられたと、それは

本当に裏を返すと行政主体ではなく、民間の主体の

方青年教師の方々、ＰＴＡ連合会の方々がやってき

たからこそだとそういうふうに思ってます。ただ、

新たな展開を行いましょうという部分では私は反対

もしませんし、またどこが縄張りみたいな形でなく

て何が一番必要なのかということをポイントにおい

ていきたいと思います。巽議員さんからありました

とおり、子ども達ばかりでなくて、体験活動通して

自然の豊かさを知る。これは子どもも地域も家庭も

普段では一体になろうという形でお願いしてますけ

ども、まさしくこういう形で自然の豊かさをみんな

が知るということが必要なのかなとそういうふうに

私も認識しております。そして児童生徒と保護者と

教師の方と地域の人達が一緒になって活動し交流す

るということは何も否定しませんし、ただそれを責

任を持ってどういう形を持っていけば一番いいのか

ということで教育委員会としても学校に任せるので

はなくて、我々も入って一緒になって良いものをつ

くろうやという雰囲気だけは持っていきたいと思っ

てます。そういった意味では１９年度の部分に向け

て主管の学校あるいはＰＴＡ連合会の方ともその辺

の教育委員会としても積極的な関わりは持っていき

たいなとそういうふうに思っておりますので、よろ

しくご理解を願いたいと思います。 

 また、１８年度今巽議員さんから色々と内容等に

ついて言われたのですけれども、当然ＰＴＡ連合会

としての活動の成果と課題、各学校からのアンケー

トこれもいただいておりまして、それの成果と課題

これも一緒になって話しながら良い形にしていく必

要がある。それが私の責任かなと思ってますので、

よろしくご理解願いたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ここに今年の実行委員

会の組織表があるのですけれども、顧問が上島教育

長、委員長が私ということになっております。来年

は顧問が森村長、委員長は上島教育長でお願いした

いと思っております。 

 本当は次の協働まちづくりの時にお話しようかな

とも思っていたのですけれども、最近協働まちづく

りという名の元に先程の水産のとこでも触れており

ましたけれども、逆に職員が段々村民から離れてい

くのではないかなとそういう気がいたします。協働

まちづくりというのはある意味では一緒に村をつく

るということではありますけれども、逆に言えば職

員と村民の共生ですから、あまり逃げてばかりいま

すと自分達の仕事が無くなります。その一言だけ申

し上げまして次の協働まちづくり体制という質問に

移りたいと思います。 
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 次は村長への質問に入ります。 

 今回は本年最初の議会であります。予算の特別委

員会も開かれますので各論においてはそちらでお伺

いいたします。今日は総論で村長の考え・課題をお

伺いいたします。 

 ９日に執行方針が発表されました。私は毎回楽し

みに期待して待っております。これが一番村長の思

い・考えが判かり、村長の心臓の響きが伝わり、興

奮が伝わるからであります。今年度もじっくり聞い

ておりました。今年の方針については次の質問に廻

します。同時に過去３年の方針ももう一回検討させ

てもらいました。私が議員になりました次の年から

特徴を、失礼ですが一言で表現させていただきます。 

 １６年度執行方針はひと言名付けて協働まちづく

り執行方針。同様に１７年度は行政改革執行方針。

昨年１８年度は基本計画執行方針。本年度の１９年

度は地域再生執行方針というところであります。１

６年度・１７年度は結果がどうであれ村長のまちづ

くり会議・行財政改革推進委員会への執念というか

情熱が伝わってきました。森村政イコール協働まち

づくりですから４年間の質問の総括として今までも

何度か質問しているのですが、この問題を再度質問

して森村政の意義を問いたいと思います。 

 それでは（５）番の協働まちづくりの熱意は冷め

たかという質問に入りたいと思います。 

 協働まちづくりの動きを改めまして振り返ります。

平成１３年４月１日より猿払村はまちづくり理念条

例・村民参加条例が施行され、これに基づき平成１

５年１２月猿払村まちづくり会議条例が可決され、

その後まちづくり会議が作られ、猿払村は村民参加

の村政が行われ今日に至っているとなるはずであり

ました。しかし、どうもその実感が湧きません。１

８年度・１９年度方針にはあまりまちづくり会議の

言葉も使わなくなってきております。村長の協働ま

ちづくり会議への情熱は冷めたのか、またそうなら

ばその理由は何なのでありましょうか。その点をま

ずお聞きいたします。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁をさせていた

だきます。 

 執行方針で今年度申したとおりでございますので、

読んでいただければ理解出来るのかなというふうに

思っているところでもございます。私は当初から協

働という言葉を使って村政に立候補したところでご

ざいます。私は今回の方針も一連の流れで進んでま

いっているというふうに捉えていただきたいという

ふうに考えているところでございます。熱意は冷め

るどころかますますこれから促進させていかなけれ

ばならないという決意でいるということをご理解を

賜りたいというふうに思います。 

 始めに協働という言葉を立候補当初掲げた時に、

この協働という字は間違っているのではないのかと

言われたこともございました。当時まだ地方分権法

が施行されて間もない時期でございました。その法

に基づいた形の中での基本的な考え方というのは、

協働というのはこの言葉を使うのだというふうに私

は考えたところでございまして、それから各地また

道・国等で協働という漢字が使われるようになって

きているというような実態でございます。地方分権

法の中では猿払村とニセコ町がトップを切って一緒

に内容は若干違いますけれども、村民参加というよ

うな基本的な考え方を持った形の中で進めたという

ような実態にあるわけでございまして、私はこの協

働という村民参加ということにつきましては、やは

り議員も民意を代表している方々でございます。も

ちろん私もその通りでございます。そういうような

村民参加という熱意は冷めるところかこれから益々

促進させていかなければならないというふうに思っ

ている、そして決意をしているところでございます

ので、よろしくその点ご理解賜りたいと存じます。 

 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）：熱意は冷めたかという

質問に対しまして熱意は冷めてないというご答弁で

ありましたので、まずは安心いたしました。 

 次の（６）のまちづくり会議と行財政改革推進委

員会の違いという質問に入りますが、ただ、まちづ

くり会議への情熱が薄れたように見えた原因のひと

つに１７年度に入りまして財政難による行政改革が

急がれ、村長の関心もそちらにシフトしたためとも
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思われます。まして行財政改革推進委員会というま

ちづくり会議と似たような組織が似たようなメンバ

ーで設置されたものですから、多くの村民は混乱し

委員になった当人でさえその違いが良く理解出来な

い状態となり、まちづくり会議の存在が段々村民か

ら忘れ去られようとしております。議会でも行財政

改革推進委員会が出来た折に議論したのですが、も

う一度村民に向けまして分かり易くまちづくり会議

と行財政改革推進委員会の違いを再度分かり易く説

明していただけませんか。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 まちづくり会議と行財政改革推進委員会との違い

というようなことでございます。地方分権下の基に

おきまして、基本的に法で行うことなどによりまし

てまちづくり会議につきましては主体性を持って村

のまちづくり理念条例に基づいて更に村民参加条例

に基づき総合的行政運営について広く村民から、行

政・行財政事業、事務事業等に企画立案から参加し

て協働していただく目的を持っているところでござ

います。このまちづくり会議につきましては、協働

委員会それから村民委員会・職員委員会というよう

な構成からなっているところでございます。 

 一方、行財政改革推進委員会には行財政改革推進

委員会におかれましては、特定目的を持たせたもの

で主に財政問題等の審議をいただくというようなこ

とでの設定でございます。しかし、それらを審議す

る上において行政全般の内容の説明を行わなければ

ならないということでもございます。そういうこと

で委員さん各位の意見・要望もこの中でも色々とあ

ろうかと存じます。そういう状況の中で財政等の問

題について議論をしていただくという場を持たせて

いただいたということでございます。以前に巽議員

さんからもひとつでも良いのではというような以前

お話があったようにも記憶しておりますけれども、

私は広く村民に行政情勢・情報を知っていただきた

い必要性を感じているところでございます。この関

係につきましては、この二つの団体、あるいは逐次

私達がまちづくり懇談会等でも地域に出向いていっ

た時にこのような内容の問題も含めて話をし、広く

村民に情報を提供しそして情報の共有化を図ってい

かなければならない。そして個人の持っている情報

も私達は収集した形の中で行財政を運営していかな

ければならない責務を感じているところでございま

す。そういう意味を持った形の中で前般に申し上げ

ましたけれども総合的なまちづくり会議、これは村

の条例に基づいての問題で今も活発に論議をしてい

るところでもございます。 

 一方の部分につきましては、先程申したとおり行

財政内容を周知した形の中での財政的な問題を主に

審議をしていただくということでの違いがあると、

違いがありますけれどもそれぞれ行財政の情報を共

有していただくと、知っていただくということが必

要であろうかというふうに考えているところでござ

いますので、その点ご理解賜りますようお願いを申

し上げたいと存じます。 

○議長（佐々木正光君）：昼食のため午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○副議長（山須田清一君）：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）：（６）のまちづくり会

議と行財政改革推進委員会との違いという質問を続

けたいと思います。 

 今の村長の答弁で行財政改革推進委員会というの

が行財政問題に絞って検討するというそういうお話

でありました。確かに村長のおっしゃるとおり以前

私ひとつに出来ないかという質問をしております。

それである程度納得して行財政改革推進委員会が出

来るのは理解したのでありますけれども、ただ、こ

の委員会が出来ましてその後の活動を見たわけです。

その活動を見てやっぱりひとつで出来たのではない

のかなということを、またさらに認識したわけであ

ります。今行財政改革推進委員会でやっていること
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をまちづくり会議でやって、法的には何も問題ない

のか。会議と委員会が何に基づいて出来ているかと

いえば法律が違うわけですね。法律・条例が違うわ

けなのですけれども、その辺の違いは分かるのです

けれども、今やっていることがまちづくり会議で行

っても問題ないのかどうか、その辺を再度お聞きし

たいのですけれども。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんの今のご

質問にお答えしたいと思います。 

 確かにひとつでも良いと、まちづくり会議にこの

分野を持たせるということについても確かに法的に

問題はないというふうに私は考えております。しか

し、先程も申し上げましたとおり、広く村民からこ

れも村民参加というふうに形の中で基づいている限

り、広くこういう直結した問題については広く村民

に知っていただくということが協働であり、それが

村行政に反映されてくるということを非常に強く私

は認識しているところでございます。まちづくり会

議につきましては、それぞれの構成委員がかなり違

っております。開催する時間も夜やったり昼やった

りという形の中でかなり会議の時間帯も違ってきて

おります。そういう意味におきまして行財政改革委

員会につきましては、大した問題ではございません

けれども、その会議の時間帯については一定程度の

時間で開催されることが可能でございます。そうい

う意味も兼ねた形の中で私はこれら二つあって双方

協議をしながら問題点の共通点を見つけ合うという

ことも私は大切な事だろうなというふうにも思って

いるところでもございます。私達が地域に出掛けて

いって問題点も出された時には、この会議等に審議

をしていただいたり、意見をいただいているのが実

態でもございますので、そういうような状況の中で

一つでなく二つで進んでいった方がなおかつ有効な

活用が図れるのではないのかなと、このように考え

ているところでございますので、よろしくお願い申

し上げます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：村長の考えも良く分か

るのですけれども、村民の目から見るとシンプル・

イズ・ベストなのです。なるべく簡単な形にするの

が分かり易い。そして協働まちづくりという村長の

真意が伝わるわけです。あまり色んな組織が出ちゃ

うと村民は混乱するのです。それで良い方村政参加

というのがなかなか進まないという妨げになるとい

うことに繋がると思いますので、検討する機会があ

ればまた検討して下さいということで、次の７番目

の村民の村政参加協力は根付いたか。その調査はア

ンケートで調べているかという質問に移りたいと思

います。 

 まちづくり理念条例が平成１３年４月１日から施

行されて７年近い年月が経過しました。残念ながら

より良い方向に向かっているようには私は見えませ

ん。村民参加型行政に向かっているとは思えません。

逆に中途半端に村民が加入することにより弊害も現

れて来ているのではないでしょうか。例えば行政判

断に過度にまちづくり会議の意見、最近では行財政

改革推進委員会の答申を使い過ぎるのではないだろ

うか。逃げ道としてそれらの組織を使っていないか、

私はいくら村民主権、村民参加、村民本位であって

も如何なる行政判断は最後は首長が責任を持って民

意を加味して判断するのが民主主義だと思います。

この意見についてはどの様に思われますか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 村政参加の関係でございますが、今ご質問ござい

ましたけれども、今まで行政というものに関しまし

ては、明治時代から続いてきた中央集権的行政支配

の中で行われてきたといっても過言では無いという

よりも、そのようにしてきたというふうに思います。

村民が村政支援をという考え方は支援というよりも

村政に対して声を上げる、意見を述べる、批判をす

るという考え方は、そう簡単に長年続けてきた中央

集権的行政の中ではそう簡単に抜けきれるものでは

ないというふうに私は考えます。即村民が法に基づ

いて意識改革を認識していただけるならこんな容易

なことはありません。よって、前段の前の６番目で

も申し上げましたとおり、これらについては広範に

していかなければなりませんし、加えて年１回実施

していた村政懇談会もまちづくり懇談会と称して最
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低年２回は各地を回り、そして急激であっては私は

村民に対してはならないというふうに思いますし、

この意識改革については緩やかにもその意識付けを

促していく必要性を感じているわけでございまして、

そういう実態にあるわけでございます。このことは

性格的にアンケート調査などをする私は必要はない

というふうに考えているところでございます。これ

は村民にとって不利益に繋がるような問題でもござ

いませんし、行政に参加をして下さいという関係で

ございますので、村民の意識の問題だというふうに

も考えますので、そのアンケート、村民がどのよう

にそれに対して考えているかということについては

その必要性というものは考えておりません。ただ、

村民の意識として公正に隔たらないように気を私は

配らなければならないと考えているところでござい

ます。私はそういうような緩やかな形の中で村民参

加というものをまだ７年です。そういう方向性に入

って方向性を持っていきたい。また、これを基にし

て私が逃げ道を作るなどということは毛頭ございま

せん。批判は批判としてきちっと受け止め、それを

意見として捉え行政に反映させていかなければなら

ないというふうに思っております。当然、村民がそ

う言ったからといって村民に責任を押し付けるとい

うような事もまた当然したくはありませんし、村民

の責務というものは確かにありますけれども、そう

いうような舵を取ることは私は無いというふうに思

っておりますし、責任は首長である私が取っていく

のが民主的政治のあり方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、よろしくその点

ご理解賜りますようお願いを申し上げたいと存じま

す。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今村長がお答えしてい

ただきましたけれども、ただその中にまだ７年とい

う言葉があったのですけれども、もう７年なのです。

私らは仕事してれば７年で前進しなければもう一つ

の仕事としては完成しません。先にアンケートの方

の質問に答えていただいたのですけれども、その前

にここで最初に聞きたかったのは、この７年間で村

民の村政参加が進んだと村長は思っているのかどう

か。それをまずお聞きしたかったのであります。そ

の点もう一度お願いします。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私はまちづくり会議等それから村民委員会等に基

づきまして、それらが積極的に参加して主体性を持

って会議をしていただいているということに対しま

して、緩やかにも村民の方達が行政に参画をしてい

ただいているというふうに私は考えているところで

ございまして、これからにつきましてもその方向性

を持った形の中でやっていかなければならない。私

達も民間と同様に当然考えていかなければならない

問題ではありますけれども、この問題に関しまして

村民の意識の問題様々でございます。そういう意味

からいたしまして、行政に任せておけば議会と村に

任せておけばいいやという人もいるかも分かりませ

んし、積極的に私達も意見を申し述べていこうやと

いうような人達も沢山おられるというふうにも感じ

ます。また、当然団体自治である自治会等の意見等

もかなり吸い上げていかなければならない問題でも

ありますし、こういうような分野をこれから強行に

進めていかなければならない事になっていかなけれ

ばならないというふうに思っているところでござい

ますので、その点につきましてご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：先程の５番目の熱意と

いう問題に戻ってしまうのですけれども、どうもこ

の１・２年村長は熱意冷めてないというお話してま

したけれども、逆に村民の方はどうも最初のまちづ

くり会議村政参加に対する期待が裏切られたのか、

それとも根付いたという言葉使った方がいいのか、

どちらの言葉を使った方がいいのか良く分かりませ

んけれども、少し冷静になってきている。クールに

なってきているように思われます。そして先程の教

育の問題の時に戻りましたけれども、職員の皆さん

も逆に協働まちづくりという言葉を使って、村民と

一緒、村民と一緒という村民の考えに従ってやると

いう言葉を使いながら段々村民から離れていってい

るのではないだろうか。現に先程来述べているよう
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に、この役場の中ばかりに居て役場の外に来る姿は

逆に前より減ってきているのではないだろうか。そ

のように思われるのでありますけれども、その点に

ついてはいかがですか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今巽議員さんがおっしゃったような事も一部ある

かも分かりませんけれども、私はそうは考えており

ません。職員はそれぞれ熱意を持って専念義務を持

ってやっていただいているというふうに私は評価を

しているところでございます。これも一つの先程巽

議員さんがアンケート調査ということも申し上げて

おりますけれども、私はこういうことに関しても住

民が職員の事務事業評価というものも村民がしてい

ただく必要性というものも私は感じております。そ

ういう状況の中で今後適切な判断をしていかなけれ

ばならないとこのようにも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も合わせてご理解

賜ればというふうに思っているところでございます。 

 よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：この村政参加について

は村長の捉え方と私の捉え方に少し差があるようで

はありますけれども、いずれまた機会を見て議論し

たいと思います。 

 それで次の先程来答えていただいているのですけ

れども、アンケートの問題にいきたいのですけれど

も、またニセコの話をいたします。 

 ニセコの話をすると村長あまり嫌な顔をするので

すけれども、これも以前話したとおり総務民教の研

修に行ったときに教えていただいたのですけれども、

ニセコでは内閣府が全住民を対象にまちづくり成熟

度アンケートを取ったそうであります。そうすると

８割の人がまちづくり基本条例を認知していたそう

です。当村も先程来答えていただいてますけれども、

そろそろ協働まちづくりの認知度と効果などを問い

かける時期だと私は思うのですけれども、アンケー

ト等で協働まちづくりの手応え、村政参加の意識を

先程来する気はないというお答えいただいてますけ

れども、もう一度お聞きします。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私も前に一度まちづ

くり条例の関係等、それから住民基本条例の関係等

ニセコ町と一緒に施行した時期でございました。そ

ういう関係で前にも申し上げましたけれども、ニセ

コ町につきましては大学の先生がほとんど作ったも

のであるということ、それと村としては私達職員が

知恵と汗を絞りながら作ったものでございます。そ

ういうところに大きな隔たりが私はあるというふう

に思います。それを職員が作ったものを大学の先生

が作ったものを村民が熟度しているということにつ

いては、果たしていかがなものかなというふうな感

じもしております。また、当時まちづくりを担当し

た職員も関わった職員も選挙で敗れているという実

態もあるわけでございます。そのような事も聞き及

ぶ形の中ではニセコの住民については非常に立派な

方達ばかりだなというふうな感じも持っております。

その辺での私達は違いは当然考えていかなければな

らないのかなと、うちの村民につきましては村が作

った参加条例・理念条例に基づいてそれに従った形

の中でも緩やかな形の中でも賛同して、一生懸命や

っていただいているということに対しましては、村

の村民に対しては大変私は感謝を申し上げていると

ころでございます。これからも村民の方達と一緒に

なって、村の作った自分達で作ったこれはものです。

人が作ったものではありません。そういう意味にお

いては私はこれらを遂行していく必要性というもの

を強く感じているところでございます。 

 よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：村長の気持ちも理解出

来るのでありますけれども、気を付けていただかな

ければいけないのが、この部屋におりますと常識的

な事が一歩ここから外に出るとあまり村民が分かっ

ていないということは沢山あるのであります。私も

ちょっと前までは普通の村民でありましたから、そ

の辺は良く分かるのであります。まちづくり理念条

例にしても参加条例に対しましても今村民の方がど

のぐらい覚えているのかなと、あるということ中身

はともかくとしてあるということをどのぐらい覚え
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ているかなということでさえ、私は疑わしいのでは

ないかなということを心配するのであります。です

からその辺の認知度をもう一度確認した方がいいの

ではないかなということを心配するのです。中身で

なくて存在自体も私は知らないという村民は結構い

るのではないのかなという気がいたします。だから

アンケートで確めた方がいいのではないのかなと思

うのです。この点についてはどうですか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 先程私は必要性はないというふうに答えました。

しかし、当初作った時点におきまして村民の皆さん

に回覧等でこの理念条例、まちづくり条例とは何ぞ

やというものをきちっと村民全体に示しているわけ

でございまして、私達はそれに基づいて逐次まちづ

くり懇談会に出掛けた時には、そのような方向性の

中で皆さんと協議をしているという実態を踏まえた

形の中で行っているわけでありまして、確かにそれ

を今なってみるともう７年という形の中では忘れら

れている可能性も無きにしも非ずというふうには私

は思いますけれども、今更アンケートという形より

も私達が直接出向いてそれらを村民に知らしめてそ

して村民から意見を少しの意見でも批判でもいただ

くということは私は最も大切な事だろうというふう

に考えます。巽議員さんのアンケート熟度の調査の

部分について相反するかも分かりませんけれども、

私はそういう方向性を持ってこれからもやってまい

りたいというふうに考えております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：確かに出掛けていって

村民に説明するということも大切、重要な事と思い

ます。でも出掛けていっても来てくれません今。そ

の辺のことも逆に良く考えていただきたいと思いま

す。出来る限り村民に色んな形で協働まちづくりの

姿を問い掛けるという姿を今後ともお願いいたしま

す。 

ということで次の最後の質問に移りたいと思いま

す。 

３番目の本年度の執行方針についてであります。 

それでは本年度の執行方針に入りたいと思います。 

率直な感想を申し上げます。総論で地域再生をメ

インテーマとしておりますこの地域再生という言葉

に私は違和感を覚えました。議会・その他委員会を

含めこの４年間数多くの議論・説明・方針等村長の

言葉の中に地域再生という言葉はあまり記憶にあり

ません。突然この言葉が現れたという印象でありま

す。ただ、私の中にも森村長と言えば協働まちづく

りという先入観がありますから、何とか実際に言葉

が発せられても私の耳に入らなかった可能性もある

とは思います。しかし、突然地域再生を思い立った

何かきっかけがあるのか。また１期目とは違う昨年

から目標とするものの変化が２期目に何かあるのか。

その辺の思いの変化があればお聞きいたします。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えさせていただ

きます。 

 ８番目の関係でございますが、執行方針でも申し

上げましたが昨年の執行方針の中にも地域再生とい

うような言葉は私は使っているというふうに思って

おります。何故かといいますと、協働イコール地域

再生でなければならないというふうに私は考えてお

ります。今議員さんが何故という言葉が出ましたけ

れども、私は常に地域再生でなければならない。私

はその必要性を感じます。人は常に何事につけ向上

心を持っております。持たなければならないと考え

るところでもございます。常に村民の知恵と工夫を

有効活用し、より時代のニーズに応じたまた掘り起

こした対応が求められるというふうに感じます。今

の時代あるいは東京、周辺の都市また千葉・愛知県

が景気が良い。後はみんな地域格差が益々拡大して

いくのみであります。私は村民はあまりにも寂しい

というふうに感じております。それに応じて協働と

地域再生というものを通じた形の中でそれらに応じ

た民間・事業者が事業・ビジネスを健全な形で展開

出来るようにすることによって、個性ある豊かな地

域づくりを達成しなければならないものであり、地

域経済の活性化・地域雇用の創像を実現するためで

もあり、常に更なるこのような協働と共に再生を考

えていかなければならないものと考えているところ
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でございます。そのような考え方に立って私は地域

再生というものは協働の精神の中にあるのだという

ふうな考え方を持って行政を進めていかなければな

らないし、そのような考え方を持っているところで

ございますので、ご理解をお願い申し上げたいと存

じます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：理解するように努めて

まいりたいと思います。 

 しかし、先程も述べましたけれども、私が議員に

なって１年目は協働まちづくりをやる村長なのだな

と２年目は行革をやる村長なのだなと、３年目は計

画が出来たからそれに基づいてやるのだなと、今年

になってまた地域再生、地域再生と急に具体性がな

いものが出てきたものだから、戸惑いがあるのです

よね。ただそれだけの話であります。その中でも次

の質問にいきます。なかなかこれは議論しても進ま

ないと思いますから、９番目の質問に入っていきま

すけれども、９日の執行方針を聞いててその地域再

生の執行方針を聞いていたのですけれども、この中

で１番私の心の中に響いたのは次の言葉です。 

 財政健全化運営ばかり考え追及し何のためがない

というこの言葉がありました。ぐさりときました。

もしかしたら私を意識して言った事なのかなと思い

ながら聞いていたのですけれども、まさしくそのと

おりなのです。これはもうその通りだと思います。

しかし何のためを考えるのも決めるのも、もしかし

たら村民であると村長は言いたいのかもしれません。

ですが、叩き台として村長の考えを村民に分かり易

く伝えなければならないと思うのです。ですから村

長がもう少し具体的に分かり易く何のためにこの地

域を再生したいのか、その点をお答え願えませんか。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：何のためにというこ

とについてご理解、非常に執行方針の中で理解をい

ただいたようでございます。行財政というものにつ

きましては、村の行政運営といった方がいいかも分

かりません。行政運営につきましては健全な事業を

やって、その予算に見合う余剰を出すそれをある程

度積み立てていくということが一番の私は健全財政

であろうというふうに思います。ただ単に事業をや

らないで、お金だけを積み立てていくというものは、

これは健全財政ではありません。私は事業を一定程

度実施し、地域を活性化し雇用を確保してそして予

算を執行していくそして予算の赤字にならないよう

な形の中で進めていくことが健全な財政運営であろ

うというふうに思っております。何のためにが一つ

の公共事業というふうに捉えていただきたいなとい

うふうに私は考えます。今年度の予算につきまして

も予算規模も少なく、思った私の思うような事業が

出来ないということにつきましては、本当に心許な

く村民に迷惑を掛けているなというふうにも思って

いるところでございます。その代わり村で出来ない

ことについては道から国なり仕事一定程度を取って

きている状況にもございます。そういう状況の中で

いくらかでも雇用の確保を図っていっているつもり

でおります。私は新しい地域をつくるという問題で

はこれはございません。新しい地域をつくるという

ことになりますと壮大な考え方を持たなければなら

ないというふうに思います。宇宙ステーションをつ

くるようなものではありません。前段８で申し上げ

ましたとおり、地域格差の是正やそれに基づく国か

らの財源の確保、それに伴う地域経済の活性化、地

域の雇用の創像、地域雇用の確保というものを保全

していかなければならないということが私が考えた

主な要因でございます。その点につきまして、全く

新しい地方を作るということは何ぞやということで

はなくして、今のある現状を一定程度打破していく

必要性というものを感じながら行政を進めていかな

ければならないという意味から申し上げたことでご

ざいますので、その点も合わせましてご理解を賜り

たいな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。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：なかなか厳しい状況で

すから、なかなか思うように出来ないという村長の

胸の内も伝わってはまいります。だからこそ、何の

ためにするのかというその辺の事を村民にきちんと

理解してもらわなければいけないと思います。 

 最後の１０番目の地域活性化のための原則方針と
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相反する人材をどのように活用しているかという最

後の質問に移りたいと思います。 

 村長も執行方針、地域再生の中で人材の有効活用

説いております。この意見にも私も全面的に賛成し

ます。特に猿払村は人口が少ないですから村内の色

んな分野の人と接してみますと結構やる気のある

方・能力のある方が沢山いらっしゃいます。これら

の人を有効活用しなければなりません。しかし、や

る気のある人に限って意見が相反することもありま

す。数少ない人材の中でこのような意見の相反する

人材をどのように有効活用するのかお聞きいたしま

す。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：最後のご質問になり

ますけれども、相違する人材とはどういう人なのか

ということにつきまして明解な私として解釈に悩む

ところでございます。確かに有為な人材は沢山居ら

れるというふうに思います。しかし、このような諸

情勢の中においてその人材を活かすことは活かしき

れないという部分もあろうかというふうに思います。

地域活性化のためにはそういう人の有為な人材が必

要だということは十分承知しているところでござい

ます。地域活性化のための原則というものにつきま

して、私は先程も巽議員さんおっしゃったように、

そういう人材を使った雇用の確保のための企業の拡

大・拡充経済活動の活性化に繋がっていくものだろ

うというふうに私は原則論として考えているところ

でございます。方針と創意する人材は居ないという

ふうに私は解釈はしておりますけれども、人は皆地

域社会に何らかの形で私は貢献しているというふう

に信じているところでございます。自分達のまち・

地域を何とかしようと、こうすれば良いと考えてい

る人はほとんどであろうというふうにこう思ってい

るところでございます。そういう意味におきまして

原則を貫いていかなければならない、これからの大

きな課題であろうと私はこう考えているところでご

ざいますので、その点につきましてもよろしくご理

解賜りますようお願い申し上げたいと存じます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：人材の有効活用お願い

したいと思います。 

 実は昨年丁度この時期の一般質問で４月の職員人

事異動を前にしまして、かなり厳しい人事が行われ

るのではないかという噂が流れておりまして、私人

事管理に絡めてあまり感情に捉われず、適材適所の

人事をするようにと述べたのを覚えておりますか。

村長も配置しなければ分からない実態もあるが、基

本的には適材適所で使うと答弁したと記憶しており

ます。また、その後、何人かの同僚議員も何度かそ

の後行われた人事の不合理な点を議会で指摘してお

ります。そしてまた、村内でも一部の村民の中に選

挙にあまり協力しなかったから冷たくされていると

いう話も噂として聞こえてきます。誤解しないで下

さいよ、村長。私がそう思っているということでは

ありませんから。村を愛し・人を愛し・仕事を愛す

る三愛主義の村長ですから決してそうでないと私は

確信しております。ただ、村長、私が申したいのは、

村の代表、村の顔、首長として少しでもそう取られ

てはいけないということであります。李下に冠を正

さすという言葉もあるとおり、村長が感情で行動し

ているように少しでも見られてはなりません。村長

が気が付かないうちに村民に誤解を招くこともあり

ますから、この場ではっきりと自分は感情で仕事を

しないし自分のする行動は全て村のため、村民のた

めであるともう一度この場で宣言し、村民職員を安

心させて下さい。その上で村民職員が一つになり村

長の下協働のまちづくりを推し進めて下さい。この

点についてお答え下さい。 

○副議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今のご質問にお答え

いたします。 

 私は三愛運動を進めている関係の人間でございま

す。そういう意味において、私の立場としてどのよ

うな例えば人事の適正管理をやったとしても、それ

ぞれの村民の見方があろうかというふうに思います。

それについて批判も出るでしょうし、問題点も指摘

事項としてされることもあろうかというふうに思い

ます。しかし、私はそういうものを無くした形の中

で考えない形の中で人事のやり方、これをしてきた

つもりでございますので、私は適材適所を正規な正
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常な形の中で私はやったつもりおりますので、私の

恣意的な感情はそこには私は残していないというこ

とをご確認、ご理解を賜りたいというふうに思いま

す。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：その答弁を聞いて安心

しました。時期が時期だけに、もしかしたらこれが

最後の質問になるかもしれないという思いもありま

したので、少し失礼な質問をしたことをお許し下さ

い。 

 これで質問を終わります。 


