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○議員（須藤武保君・登壇）：通告書に基づいて質

問いたします。 

 ゆとり教育について。 

私は週６日制の学校にしか通っておりませんでし

た。この平成１４年から始まったゆとり教育を教育

長はどのように評価しておりますか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではゆとり教

育に対しての評価ということでのご質問に対しまし

てご答弁を申し上げたいと思います。 

 ゆとり教育という言葉なのですけれども、ゆとり

を持った教育ということで、この言葉は実は古くか

ら昭和５０年代からいわれてきておりまして、昨今

では平成１４年度から完全実施されました現行の学

習指導要領、これが今の学校完全週５日制の元で各

学校がゆとりある教育活動を展開し、子ども達に生

きる力を育むことを基本視点としていることがご質

問にありますとおり、ゆとり教育と称されていると

ころでございます。しかしこれは学習活動自体にゆ

とりがあるということではなくて、教育内容を厳し

く吟味しまして、一つひとつと言いますか、個に応

じた指導の充実等を講じることによりまして、精神

的な面、時間的な面でのゆとりの中で必要な学習活

動を確実に行っていこうという趣旨でございます。 

また、学力という関係でございますけれども、今

非常に教育の関係の部分ではマスコミ等で賑わして

おりますけれども、この学力をどのように捉えるか

という点におきましても、昔どちらかと言うと単な

る知識の量ということだったのですけれども、今は

そうではなくて子ども達に学ぶ意欲、考えるといい

ますか思考力、判断力、表現力まで求めて含めてこ

れを学力としているところでございます。このよう

な考え方の中で文部科学省が告示する教育課程の全

国一律といいますか。基準のものとしての学習指導

要領に基づいてそれぞれの学習活動を展開しており

ます。本村におきましても教育行政執行方針でも述

べさせておりますが、基礎・基本の定着と体験的問

題解決的な学習を重視して取組んでいるということ

で、すでに学校現場においても定着しているところ

でございます。こうした教育の成果につきましては

残念ながら変化がはっきりと顕著に表れるというこ

とはありませんけれども、先程も述べましたとおり

学力は単なる知識の量ではないと考えておりますの

で、今数値等は示されませんけれども、私といたし

ましては学校訪問、あるいは授業参観通じて、また

学校長との意見交換の中からも児童生徒に自ら学び、

自ら考える力、ゆとりという部分なのですけれども、

これが着実に貯えられていると評価しているところ

でございます。いずれにしまして今教育の分で色々

と動向もありますけれども、現行の学習指導要領が

義務教育の基準でありますので、この内容が仮に変

わった場合でも児童生徒が身に付くように日々の実

践と研究を糧に確かな学力の向上を推進してまいる

のが業務と考えておりますので、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（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：平成１４年度から始

まったこのゆとり教育なのですが、学ぶ意欲、自ら

考える力とか全国一律な教えですよね。この辺は教

育長はこれまでは評価していると、これからどうな

るか解らないというのはわかります。 

それで次に２番目に、教育再生、二次案が提出さ

れたと新聞で報道されておりました。 

６月２０日に教育関連三法案が成立されました。

１８日に私がこの通告書を提出した後に新聞で報道

されましたが、まず教育再生、二次案を教育長はど

のようにお考えですか。認識しているのでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは今のご質

問にありました教育再生会議からの第二次報告にか

かる認識という点でご質問に対しましてご答弁申し

上げます。 

 まず最初にお話もしますけれども、非常に私とし

ても答えずらい部分がある、尚かつこの再生会議の

報告が法案等にもからむということで注目している

ところでございます。 

 まずこの教育再生の会議の関係でございますけれ

ども、これは内閣に設置された機関でございまして、

安倍首相の掲げる教育再生の具体策を検討し、報告
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する組織として位置付けられておりますけれども、

委員の構成であるとか、その他に従来からの中央教

育審議会、中教審との関係であるとか、色々と物議

醸し出していますか、物議を呼んでいるということ

も私も新聞・雑誌等で目にしているところでござい

ます。しかしながらこの教育再生会議の第１次報告

の中から、今第２次報告なのですけれども、１次報

告の中から、ついこの間成立しましたけれども、現

在の教育改革関連三法案の改正につながる等、非常

に従来にない異例とも思える早さで具体化がされて

いるということは、教育に携わるものとして正に嫌

でも注目せざるを得ない状況となっていることも事

実でございます。この２次報告のご質問にあります、

２次報告の関係でございますけれども、学力の向上

策としての授業時数、授業時間数の増加、調和のと

れた人間形成としての徳育の充実、あるいは教員に

関係するのですけれども、メリハリのある教員給与

体系の実現、これらがあげられていると理解してお

りますけれども、こうしたことが国の方針として今

後定められて、例えば学習指導要領の改正等と実施

に移された場合には、これは先程も申し上げました

とおり学習指導要領というのは、学校教育における

基準となりますので、そうなった場合には確実に児

童生徒に定着する、これは努力していかなければな

らないの当然かと思っています。そこで教育再生の

関係でございますけれども、各界の有識者の方々が

非常に熱意溢れる議論をかわしているという報道で

目にしておりますけれども、よりより教育制度の構

築というところは万人といいますか、誰もが望むと

ころでございまして、誰も否定する者がいないと思

うのですけれども、一部で指摘されていますとおり

実際の学校現場で汗を流す、職を代表する委員とい

う人達が選任されていないのかなという部分につき

ましては、私も個人的には不十分ではないのかなと

いう気はしております。 

また、改革するということは何ら異論はありませ

んけれども、それには現場の声も吸い上げる中で今

までのこと、それからこれからのこと十分に検証す

る時間、場が必要だと思いますし、教育再生会議で

の議論、この報告というのは即実施に移されるもの

ではないのですけれども、この後、文科省や中教審

等でそういった意見の補足がされてきますけれども、

いずれにしましても私の見解としましては、教育現

場に無用の混乱をもたらすことのない制度として、

これが実施されることを私として強く望んでいると

いうことを申し上げまして、ご答弁させていただき

たいと思います。 

どうぞよろしくご理解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この２０日に成立し

ました、この教育三法なのですが、ろくな審議の時

間も無かったのではないかというふうに認識してお

ります。この三法がこのままいってしまうと、教職

員の免許の再教育ですか。これらのことを考えてい

きますと、教員の希望者が教員離れにいくのじゃな

いかと思うのです。というのは一般の大学生が卒業

して、就職活動等もだんだん景気も良くなって、就

職率も良くなると、そうすると優秀な生徒がだんだ

ん教職員にならないで、一般の就職に入っていくの

じゃないかという懸念もあります。私はこういう免

許更新制度というのは、まずもって反対しなければ

ならないと思います。教育長はどうですか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：私の部分としてま

だ出たばかりで、これがどういうふうな方法でなさ

れるのか解らないのでコメントのしようがないので

すけれども、今まで免許といいますと更新とかなっ

ていくと、どういった形でどういうふうにするのだ

というのが、まだまだ具体的に出ていないと思いま

す。それでただ新聞等からみますと、中には安定し

ない教職員であれば、教職員になるのを諦めるとい

う何かニュースも出てますけれども、そういった細

かい部分がこれからどういうふうになっていくのか

見えない中で、不安をあおっているのは確かなのか

と思います。ただ私の方としましても、この後、文

科省あるいは中教審の中でも、具体的な中身につい

てどうなのか見ないとコメントは出来ないので、今

のところはこれでご理解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この教育三法が成立

しますと、教育基本法の改正を受け、義務教育の目

標等の見直し、我が国と郷土を愛する態度を養う文

面で愛国心を盛り込んでいくと謳っております。学

校の組織運営体制の強化においては、新たに副校長、

主幹教諭、指導教諭とを配置することも可能になる

のではないかと言われております。今後は同法改正

の主旨に添って、学習指導要領の見直し作業を本格

化する。副校長や主幹に関しては、仮に新設したと

しても全体の人数が増えなければ管理職が増えるだ

けで現場の教員の負担軽減にはならない。うちらみ

たく少数の児童しかいない。そして教員も少ない、

であれば本当に管理職で溢れちゃうのじゃないかと

思いますけれども、教育長どう考えますか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

教育三法関係で新たな職務を置くということなの

ですけれども、これもまだ具体的な詰めがなされて

いないと、これからどういうふうにするのかなとい

うふうに思っています。主幹とかそういった形もあ

りますけれども、果たしてその人材というのが新た

な教職員として配置されるのか、それとも今居る教

職員の中でこれが任命されるのか、その辺がまだ見

えていないところでありますので、何とも言えない

ところであります。ただ、道教委におきましてもこ

の教育三法の関係を受けまして、まだ見えないこれ

らの今後の部分で対策、自らの対策検討部会を設け

るということでございますけれども、はっきり言い

まして具体的な細い内容が見えていないというのが

事実でございます。ただ、議員のおっしゃるとおり、

非常に不安と言いますか、懸念を及ぼしているとい

うのが今の状態だと思います。私の部分としまして

も、先程同様にこういったお答えしか今のところは

出来ませんので、ご理解を願いたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この問題につきまし

ては、次の議会で質問でさせていただきます。 

 次に、私は６・３・３の９年間の義務教育しか受

けておりません。それは私は３学期制なのです、私

が受けたのは。今拓心中学校が２学期制を試行中で

あるが、教育長はどのように評価しておりますか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは拓心中学

校の２学期制にかかる評価という点で、ご質問に対

しましてご答弁を申し上げます。 

 拓心中学校の２学期制でございますけれども、こ

れは平成１６年度より拓心中学校から実施に向けた

提案がございまして、これに基づきまして教育委員

会議で検討して、当然学校規則としての学校管理規

則の改正を行って、平成１７年度準備期間に当て、

昨年度平成１８年度より試しということで試行して

まいりました。この２学期制検討のきっかけという

ことなのですけれども、これは完全学校週５日制の

移行と現行の学習指導要領の実施に伴いまして、特

に３学期の授業時数が少なくなったということで、

授業内容に関する問題ということだけではなくて、

評価という点でその信頼性にこの疑問が生じたとい

うふうになっています。 

また、年間の行事との配置にも窮屈さが出ており

まして、１学期末の試験と中体連の時期がどうして

も重なると、そうするとどちらにも集中出来ないと

いう状況でございまして、さらには授業時間数、時

数の削減に伴う学力が低下するのではないのかとい

う不安という風潮があったこともですね。この２学

期制に試行に及んだことでございます。こうした事

態に対応するための２学期制でありまして、先に述

べました問題点、解消するべく学校では教育課程を

編成して試行しておりますけれども、当然初めての

ことから当然不足他の点予想されましたけれども、

例えば保護者に対する成績通知の回数、これは減少

するわけですけれども、これについての対応は適切

な時期での教育相談の実施と言いますか。そういう

方向で理解を得ると、それと前期・後期区切るとい

うことで土・日を入れてこの５日間の終期休業とい

いますか、これを実施しております。いずれにいた

しましても、学習サイクルの長期化による評価の信

憑性といいますか、指導の改善等をこの始業式とか

終業式がなくなったということで、少なくなったと
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いうことで、授業時数の確保というのは２学期制が

もたらす本当に大きな効果であるというふうに検証

されております。本年度の試行結果に基づく成果課

題につきましても、さらに検討協議を加えまして、

来年度以降の実施を検討していきたいと思っていま

す。 

なお、一番大事なことはアンケートも取っておる

のですけれども、生徒に理解をしてもらって、保護

者にもきちんと理解していくという取組が今後とも

必要なのかなとそういうふうに思っていますので、

これからもそういった声を大切にしていきながら教

育委員会としての見解も示していきたいないとそう

いうふうに評価しているところでございますのでご

理解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：教育長は評価すると

いうことですね。であればこの後、村内の小学校の

関係はどういうふうに考えていますか。小学校はあ

くまでも３学期制、中学校行って２学期制というよ

うな考えでいいのですか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：先程の２学期制な

のですけれども、当然今の授業時数が制限されてい

る学習指導要領の中で２学期制の部分については有

効ではないかという話もっているのですけれども、

それについては十分に保護者、それから生徒理解、

それとそういうことがあってはじめて評価されると

いうふうに理解していますので、その点ちょっとご

理解願いたいと思います。もし駄目なら私の方とし

ても試行というのは認めてないところなのですけれ

ども、そういった面では良い方向に向かってほしい

ということもあって評価しているところでございま

す。それと小学校における２学期制の関係ですけれ

ども、中学校における導入の検討結果により協議し

ていくのだというふうに小学校とも話をしておりま

して、いずれにしましても小学校と中学校の相違点

というのも多いと考えておりますので、そういった

目的とか効果をしっかりと見定めて慎重に検討して

いきたいなと、他のとこでもやっているところがご

ざいますけれども、先程の教育三法の関連も十分に

検証する中で、実施するのは実施するということを

考えていきたいと思いますのでよろしくご理解願い

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：これは来年の４月で

すよね、もう、出さなきゃ、結果を出さなきゃなら

ないのは、これはあれですか、前回の当初１４年の

時もそうでしたけれども、議会の総務民教委員会あ

りますよね。そういうふうには説明はする用意はぜ

んぜんないのですか。前回もそうだった、突然２学

期制だと聞いてびっくりしたのですけれども。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えします。 

 前回のその議会の関係はちょっと私の方でも掌握、

就任との関係で掌握していないのですけれども、私

の方とすれば議会との協議というよりも、拓心中学

校におきまして教育委員会の求めた学校２学期制の

成果と課題とこういものを報告させておりますので、

これを民教関係の議員の皆さんに見て知っていただ

くという部分はやぶさかではないなと、逆に今ご意

見いただきまして逆に見てもらって、こういうとこ

ろが問題点でこういうところが効果的なのだなとい

うのを知ってもらうためのことがいいのかなと、そ

ういうふうに理解しておりますのでよろしくご理解

願いたい、この関係につきましては学校長ともよく

相談して、そういう方向で持っていきたいなと思っ

ています。よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：学校長とも相談しな

がら議会に説明というのですか。この前もそうでし

たけれども総務民教委員としても、突然ボンと２学

期制がきたものだから、こういうの説明も何もなく

て学校独自でポンといくのだけれどちょっと不思議

だったのです。そういうことで、もしあれでしたら

ば、説明一回聞きたいなと思います。その点よろし

くお願いいたします。 

 次にさるふつ公園についてお伺いいたします。 

 さるふつ公園については、昨年度から議会と行政
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で再三討議しておりますが、道の駅を含めてどのよ

な構想を持っているのかご説明を願います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：須藤議員のさるふつ

公園の関係につきましてご答弁をさせていただきた

いと思います。 

 道の駅を含むさるふつ公園の活性化については、

過去における定例議会での一般質問、まちづくり会

議からの提言、まちづくり懇談会で要望等を広範囲

にわたり整備と合わせ活性化を望む声が非常に強い

と、このような背景から村民の意思・主権を尊重し、

公園の活性化には道の駅の拡充と関連させ、公園の

一体的整備拡充が不可欠な課題となっているところ

でございます。そのためには、出店希望者を公募し

た経緯もございます。現在１業者が公園内仮設店舗

で営業を継続していることはご承知のことと存じま

す。 

また、平成１９年１月３１日付け議長名をもって、

猿払村行財政改革に向けての提言書をいただき、そ

の中にもさるふつ公園の公園の整備に関する事項と

して、５項目にわたり提言されているところであり

ます。いわば基本方針、基本指針としてこれは三位

一体が行政と議会、村民とこれらが一体して言える

ことだろうというふうに考えているところでござい

まして、非常に重要な要因を抱えているというふう

に思っております。その後、平成１９年３月２３日

には議会議員全員協議会において中間報告をさせて

いただきながら、主管業務でもございます産業建設

常任委員会と具体的整備、活性化に向け協議を進め、

早期に目標・結論を出してまいります、まいりたい

というふうに考えているところでもございます。ま

た今後、新しくなりました産業建設常任委員会とま

た協議も進めてまいらなければならないというふう

にも考えておりますので、意見の一致した段階でそ

ういうような公園の道の駅を含めた公園の活性化の

プランニングをしていかなければならないというふ

うにも考えているところでございます。当面は意欲

を持って出店を希望された村民に迷惑は当然かけら

れません。積極的・多面的にこのような協議・検討

してまいりたいというふうに思っております。今後

早急にこの問題については、解決をしていかなけれ

ばならない問題であろうというふうに考えておりま

して、今どのような青写真で出来上がっているかと

いうことについては、これはまだ今出せるような状

況ではなくて、また議会と産業建設常任委員会と具

体的に話合い結論を出した形の中で、また全員の議

員協議会にもこの関係についてもまた理解を得ると

いうような必要性もあるというふうにも考えており

ますので、そのような段階においてきちんとした青

写真を作って村民にもそれらについて情報を公開し

てまいりたいというふうに思っている段階でござい

ます。よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：これは去年からです

よね。もう一年は過ぎたと思います。この声が出て

から、もうそろそろ青写真が出来てくるのかなと思

って楽しみにしているのですが、なかなかそういう

話はもってこないですね。だが今のところはもう目

途がたっていないと、そしたら目標的にこの後、２

年でも３年でもいいのじゃないかという考えで進め

ている話なのですか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：須藤議員の今のご

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 先程、村長が申しましたけれども提言あり、そし

て改選前にそういう部分で煮詰めた経過がございま

す。さらに６月５日、６月２０日ということで、産

業建設常任委員会と行政レベルで、事務レベルで詰

めております。ただ具体的な部分については、まだ

大きい部分では詰めてはおりませんけれども、ただ

一応行政側としての案としては平成１９年度から、

２１年度の３年間でこの公園整備、さらには道の駅

の整備について実施をしたいという考え方をもって

おります。今回の６月定例議会において補正予算に

予算を計上しておりますけれども、第１点目はパー

クゴルフ場のスタートハウスの建設、この部分につ

いて予算計上させていただきました。これが第１段

階、さらには第２段階というわけじゃないのですけ

れども、平成１９年度の中で出店を希望して今仮設

で営業しておりますけれども、その中での何とか出
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店、行政側としてはサイクリングターミナルの自転

車格納庫の改修によって２店舗の確保に努めたいと

は考えておりますけれど、この点について今具体的

な部分で産業建設常任委員会と協議をしている最中

でございます。当然、平成１９年度においては道の

駅の公園表示といいますか、看板も設置したいとい

うふうに考えておりますし、２０年度においてはサ

イクリングターミナルの事務所のトイレの改修、合

わせて２階にあります休養室の和室の一部の改修等

を含めて最終年度になります平成２１年度になりま

すけれども日ロ友好記念館の展示しているものを、

そこに移したいというような考え方もございます。

最終年度は、日ロ友好記念館の解体をやりたいとい

うふうに思っておりますけれども、いずれにいたし

ましても一般財源伴うもの、さらには先程、巽議員

からもお話ありましたけれども、地方債の関係です

ね。借金の関係もございますので、その点について

は行政側と産業建設常任委員会と討議して、議員全

員の協議会の中でもまた協議をさせていただきたい

と、後段になりますけれども、出店業者に迷惑をか

けないような形で、そして効率的にさるふつ公園の

活性化、道の駅が活性化出来るような形で進めてい

きたいというふうに思っておりますのでご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：昨年度も１８年度で

すよね。三カ年計画という声が助役の方から出てま

した。今回は今度１９年度から入ると２１年度、こ

れ以上は増えることは、後に延びていくということ

はまずあり得ないということですか。 

 それからですね。今パークゴルフ場スタートハウ

スですか、作るのだという話ありましたけれども、

パークゴルフ場も今振興公社ですかやっているの、

整備、もう少しパーク協会ともお話しながらパーク

協会でいくらかでも整備するようなことを考えても

らったらどうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げ

ます。 

 期限が平成１９年度から平成２１年度、３年間と

いうことで一応予定はしているところでございます

けれども、これ以上延びるのかどうかということに

ついては、財源的な裏付けもございますので、なる

べくならこの３年間で実施をしたい、していきたい。

それとパークゴルフ場のスタートハウスの件でござ

いますけれども、これについては愛好会の方ともす

でに話をしております。どういうものを建てるかと

いう部分についても建てる場所、それと大きさ等も

協議済みでございます。ただ新設されたコース等に

ついての部分ですけれども、維持の関係でございま

すけれども、この部分については現在振興公社の方

で維持をやっているというような状況でございます。

愛好会の方とも協議をして、なるべくなら愛好会の

方の協力を得ながらやっていきたい。当然、新設の

コースについては愛好会の方でその標示といいます

か、看板等はそれは愛好会の方で寄附を募った形の

中でその中でやっていただいておりますし、またこ

のパークゴルフ場スタートハウスの新設・建設に当

たっての財源としても前一度議会の方にご報告させ

ていただきましたけれども、寄附としていただいて

いるところでございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：公園の件につきまし

てはこれで質問を終わります。 

 次に地方の三位一体改革による税源移譲でほとん

ど世帯で６月から住民税の定率減税が廃止になるた

め、税負担が重くなる、村の上下水道も値上げされ、

村民は重税に泣いていると思います。村としての軽

減措置は考えられないのですか。村長。 

○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。 

 所得税と住民税にかかわる税源移譲の関係、これ

も三位一体の関係で、補助金、負担金がらみでの税

源移譲というような考え方になろうかというふうに

思います。国では地方のことは地方でとの方針の元

で地方分権を積極的に進めていく、三位一体の改革

の一つであり、税源移譲により所得税、国税です。

住民税、地方税ですがその税率は変わりましたが、

税源の振替等で住民税＋所得税の合算した負担額は

基本的には変わらないわけですが、このたびの制度
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改正で税源移譲と定率減税の全廃の関係については

非常に不公平感を私はもっていいるところでござい

ます。制度として国が決定した以上、村がこの制度

をねじ曲げることもまた出来ません。今といたしま

しては致し方ありませんが、高齢者で住民税納付者、

所得の低い階層等、負担増が強いられることが問題

であり、そのことによってどの程度の税源移譲額が

交付されるのか、現段階では解りかねますが、少な

くとも減額されることはないかというふうに思いま

すが、しかし減額される要素も出てくる可能性もあ

るということも視野に入れておかなければならない

というふうにも思います。私は税源移譲ということ

になると、かなり税が増えて地方にまわってくると

いうふうに考えておりましたけれども、決して制度

をみるとそうではないというようなことも言えると

いうふうに思います。税源移譲といってもこの制度

では市町村によって移譲額が異なるようなことにも

つながる。ただ、増額になってくる分をもって公共

福祉のサービス、向上が図れるものと考えますが、

税というものは公平でなければならないものであっ

て、税源移譲によって各地域不公平感になるという

ことについては、私は納得のいかないところでござ

います。村も地方交付税等の減額から歳入不足を生

じている、また公債費の償還も多額であることから

発行も最小限に抑え、予算執行している状況から村

民の負担、重税感は拭いきれないと、私は非常に残

念に思っているところでございます。所得の高い階

層の方については、一定の所得税＋住民税の一定の

枠は、上限額は決まっているわけでございますから、

それはそれとしていいのでしょうけれども、所得の

低い方は住民税が一定税率上がるというようなこと

では、議員のおっしゃるとおり重税感というものは

拭いきれない、私は非常に残念に思っているところ

でございます。ただ、使用料金ついて受益者負担は

当然あるべきというふうには考えますが、特に簡易

水道、上下水道の値上げについても当初審議会の方

から５年間で見直すべきと結論されていたものを１

０年間値上げしなかったこと、その分一般会計繰り

出ししてきた等、総合的に解釈をしていただき、私

はどの会計も均衡を保つことが必要であるが、そう

なると住民負担はますます重圧感が出ることから、

最小限の範囲に努める考え方であります。例えばこ

の税源移譲によって東京都の場合例をとりますと、

１５０億ですか、ぐらいの税源移譲があると、本州

の県５つぐらい合わせても１５億ぐらいの税源移譲

にしかならない。こういうようなすごく格差がます

ます広がるような税源移譲の制度、私はこれらにつ

いては納得のいかないものでございます。それは別

問題といたしましても、議員のおっしゃるとおり重

税感につながる住民負担はどうなるのかと、軽減措

置はどうなるのかと、いうことではございますけれ

ども、この関係については所得税法の関係、また地

方税法の関係等もございまして、また村税の条例に

つきましても減免の関係については、一定程度の制

限がもたれているところでございます。納税の義務

ということも考え合わせた形の中で軽減という問題

も考えていかなければなりませんが、税源移譲の総

合的な額が果たしてどの程度になるのか。また、制

度として例えばマイナスになって入ってきた場合に

それをどういう形で制度的に国がその制度を見直し

ていくのかということの推移も私はきちんと見なけ

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。そういうような中で確かに所得の

低い方については、ますます重圧感が出る、また、

年金等をもらっている方については、所得税は納め

ている方については下がっていると、１月から下が

っているとは思いますけれども、６月からは住民税

の納付書がまいった時には上がっているという形で

びっくりされた方もおられるような状況があるとい

うふうにも考えているところでございまして、これ

につきましても十分その住民負担等の問題について、

それをどのような形の中で軽減を図っていくかとい

う問題をまた考えていかなければならないというふ

うにもまた思っているところでございます。また、

住民税が１０％という形の中で、これは６％が村に

入ってくるお金で、４％が道に入っていくお金で、

道の方が返ってこの関係では有利な状況になってく

るわけでございますけれども、上げることによって、

また税の滞納という問題も出てくる可能性もあるわ

けでございまして、そういう部分も注意をしながら、
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見守りながらいかなきゃならないのかなというふう

な感じを持っているところでございます。いずれに

しても法的な関係が主体的な問題を占めている関係

上、それらを十分検討した形の中で検討していかな

ければならないことだというふうに考えているとこ

ろでございます。また、このことにより地方消費税

等、論議等の再燃も、またしてくるのではないのか

なというような感じもしているところでもございま

すので、その点について現在の状況として負担の軽

減についてこうしますよ、というような考え方は今

私としては６月からはじまったことでございますの

で、もってはおりませんけれども、十分検討を加え

ていかなければならない問題になってくる要因があ

るというふうに考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：この税負担がかなり

重くなるという認識は村長も十分もっていただいて

いると思っております。ここに一つ今日の新聞なの

ですが、度重なる増税で安倍政権に怒り、何て今日

出ていました。もういい加減にしてほしいものです。

年金生活者は金のなる木ではありません。市役所か

ら次々と増額決定の納税通知書が届きます。まず、

市民税、道民税は前年に比べ年間１万２，０００円

の増額になり、国から地方への税源移譲で１月から

所得税が減った分、６月から住民税が増額されたと

いうことです。次に国民保険税が増税です。年間２

０万を超える額で、１万４，０００円余り増えます。

加えて所得税の定率減税が１月から全廃された。や

っと生活している年金生活者にどこから金を絞り出

せというのでしょうか。あきれて物が言えません。

増税だけではありません。ここはもういいです。こ

のようにあっちこっちで色んな苦情が出てるのです

よね。村の場合は私じゃないけれども大体３００万

ぐらいの所得のある人がこれらの村民税、国民健康

保険税、所得税、住民税ですか。これらをどのぐら

い納めることになるのでしょうか。私も全然解らな

いです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応これはあくまで

もモデルケースでございます。独身者の場合と夫婦

子ども２人の場合を見てみます。そうしますと、今

須藤議員がおっしゃいましたように３００万といい

ますと、一応独身者の場合については所得税が１２

万４，０００円と住民税が６万４，５００円で合計

で１８万８，５００円と、税源移譲後の所得税が１

２万４，０００円であったものが６万２，０００円

と住民税が６万４，５００円であったものが１２万

６，５００円と、同じく合計が１８万８，５００円

というふうな形になります。それから夫婦と子ども

２人の場合、これも３００万で捉えてみますと、所

得税は０と税源移譲後も所得税は０と、住民税は９，

０００円、税源移譲後も９，０００円とこれは変わ

りません。ただ、上の段階で例えば５００万円の場

合、税源移譲前所得税が１１万９，０００円、それ

から税源移譲後が５万９，５００円と、住民税が７

万６，０００円と、それから税源移譲後が１３万５，

５００円と、合計で１９万５，０００円と、両方と

も合計額は変わってはおりません。このように変わ

ってまいります。また、例えば７００万円というふ

うになりますと、これは所得の特に高い階層になろ

うかと思いますけれども、所得税で２６万３，００

０円、これが所得税で１６万５，５００円に税源移

譲後下がると、住民税については１９万６，０００

円が２９万３，５００円に上がると、合計で４５万

９，０００円と、このような形になってくるという

ような、これはモデル的なケースでの税源移譲の負

担変動の年額でございますけれども、このような状

況になっている状況にあります。このようなことか

らして、先程私言いましたように低所得階層の場合

については、住民税が５００万円台、３００万から

５００万台の中で住民税の負担が非常に重くなって

いるというような結果になっているような状況でご

ざいまして、この辺が私は非常に不自然に思います

し、こういう制度が果たしてあっていいのかという

ことも考えなければならないだろうというふうに思

います。国は今景気回復がされているというふうに

国の方は言っておりますけれども、私達として実感

は得られません。しかし、もしそうであるのであれ

ば国にその分だけお金が税が納められいるのであれ
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ば、所得税の関係についてもっともっと見直すべき

性格のものであって、住民税を低所得者の場合につ

いては落とすというような考え方を持ってもしかる

べきであろうというふうな考え方も持っておりまし

て、非常に不公平な形の税制改正でなかろうかとい

うふうな感じをもっているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：所得税についての不

信感は私も村長と大体同じような考えでございます。

ぜひ軽減策もしあるのであれば低所得者に何らかの

形で戻してあげてもらえればいい、結構だと思いま

す。 

 次にいきます。 

 行財政改革でスリム化された市町村は国と道から

の大幅な権限移譲に対応しきれないと不安があると

聞いているが村長の認識はいかがでしょうか。 

○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。 

行財政改革でスリム化された市町村と権限移譲は

対応しきれないと不安があるということでございま

すけれども、このようなことは私は無いというふう

に考えております。権限移譲に対する不安はないと

いうふうに考えておりますが、財源がどうついてま

わるのかが受益者であるこういう分権に則って自分

達のことは自分達でということになると、これは申

請でございますので、申請して権限移譲を受けると

いうような形になるわけでございまして、そのよう

な形の中では出来ないものは出来ないという形の中

で申請をしないということもあり得ますので、それ

は別問題といたしましても今の段階としては、あま

り多くの小規模町村に基礎的団体には大きな権限移

譲は下りてこないというような考え方からいたしま

すと、権限移譲に対する不安は無いというふうに考

えておりますし、もし下りてきたといたしましても、

いくらか下りてきたといたしましても、十分に対応

していけるものというふうに考えております。すで

に今まで何件かの権限移譲が道の方から下りてきて

いるものもあります。すでにもうそれは実行済でご

ざいます。そのようなこともあります。そういうよ

うな状況も踏まえた形の中で、考えてまいりますと

そのような大きな不安は無いというふうに考えてい

るところでもございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：年々職員の補充がな

くて、職員の数が段々少なくなってきている中で、

国・道からの権限移譲で仕事が大変だなという方に

は私は思っておりますが、村長の考えではもうそん

な不安は全然無いのだと、うちの場合は今の現在の

職員で十分やっていけるということで理解してよろ

しいですか。 

 次にいきます。 

 やすらぎ苑についてでございます。 

 １７年度に改築工事を実施したが本当に入所者に

対して事業効果が発揮されているのか村長の考えは。 

○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。 

 やすらぎ苑の関係でございますけれども、入所者

たちに対する効果はどうなのかということでござい

ますけれども、入所者に対する効果は非常に大きな

ものがあるというふうに私は考えております。現他

市町村の現在の作りは全てユニット方式でございま

すが、これらの主流を今現在占めております。ユニ

ット方式になっていない所は今厚生労働省はユニッ

ト方式にしなさいという通達を出している、出す状

況にあります。狭くても我が家という感覚、個人情

報保護からも且つ認知症患者が多いだけにユニット

方式については利便性が高いというふうに考えてい

るところでございます。入所者には喜ばれていると

いうような実態に今はあります。うちの村内におい

ては、軽度・重度を含めた認知症患者については１

００名程度居るというふうな実態があるわけでござ

いまして、それらをどのようにしていくかというこ

とになると、このようなユニット方式にしていかな

いと、かなり個人的情報が守られていかないという

ことがあるわけでございまして、その分大変入所者

には喜ばれております。ただ、心配しているのは、

介護職員の効率性が課題であろうかというふうに存

じます。認知症研修を受けている職員が現在４人お
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ります。４人もいる施設は管内に於いては無いわけ

でございまして、うちの今のやすらぎ苑だけでござ

います。今後もこの認知症研修制度を利用して増員

していく考えというふうに聞いているところでござ

います。なお、職員の過重労働にならないよう気配

りをする必要があるというふうにも考えているとこ

ろでもございますので、その点も含めて十分検討を

してまいりたいというふうに考えているところでも

ございます。よろしくご理解の程お願い申し上げた

いと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：介護職員の重過労に

ならないようにお願いをいたしまして、私のこれで

終わります。 


