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 ◎  日程第５ 一般質問 

 

○議長（山須田清一君）：日程第５、これより一般

質問を行います。 

 通告の順に従い発言を許します。 

 ２番、眞田君。 

○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、４点について質問させてい

ただきたいと思います。 

まず第１点目は、牛の海綿状脳症検査についてお

伺いしたいと思います。 

言ってみれば日本語で言えばこういう形ですけれ

ども、簡易なカタカナでいけばＢＳＥと言いますけ

れども、これは６年前に日本で初めてＢＳＥが見つ

かったわけです。そしてその対応としては全頭検査、

特定部位、危険部位と考えられる所を除去するとい

うようなことで、二重の対策をとって牛肉の消費者

への不安を払拭してきたという経過があります。し

かしながら、食品安全委員会が２００５年の５月、

検査対象を２１ヶ月以上にしても人へのリスクが低

いという答申を出しました。厚生労働省はそれを受

けて２０ヶ月以下を対象から除外するという方向で

決めていたわけです。 

しかし、国民の不安や生産自治体の強い要望があ

って０８年７月まで最長３年間を延長する。来年の

７月でこれはもう打ち切るということで、昨日の道

新で報道されておりました。自治体がそれに代わっ

て自主的な検査を続けてきたわけですけれども、そ

れに国が補助をするという形でこれは０８年７月ま

でということで実施されてきたのですけれども、実

質的には全頭検査をやってきた。 

しかし、来年度からは厚生労働省の概算要求では

２０ヶ月以下の検査の補助も打ち切ると、そういう

概算要求も既にされていると、それには科学的根拠

が乏しいということで打ち切りを決めたということ

でございますけれども、そこで村長にお伺いします

けれども、村長はこのような国のＢＳＥ、安全対策

というものについて、どのように考えているか。ま

ず第１点お聞きしたい。そしてまた、全頭検査をし

なかった場合です。何らかの色んなリスクでできな

かった場合、消費動向にどんな影響を与える、生産

者にどんな影響を与えるのだろうかと、そういった

ものをどのように分析されているか、この２点につ

いてまず聞きたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ＢＳＥ関係、牛海綿

状脳症検査の関係についてお答えを申し上げたいと

存じます。 

 まず、この関係につきましては２０ヶ月以下の分

野については、検査を打ち切るということにつきま

してはそのとおりだと考えておりますけれども、ま

ず、科学的根拠が乏しい理由から発した問題だと思

いますけれども、乏しい理由がなかなか私としては

理解が出来ない。完全に、要するに発生しないのだ

というような科学的根拠があるのであればまた別で

しょうけれども、そうではないと理解しているとこ

ろでございます。日本もアメリカに対して相当きつ

い要求を牛肉の輸入の関係で来て、また日本からも

行って検査もしたという事実もございます。そうい

う状況の中でアメリカが科学的根拠、２０ヶ月齢以

下の分野についてアメリカが打ち切るから、それに

よって日本も打ち切るのだという考え方は私は成り

立たないと私は考えているところでございます。日

本は日本としての立場として、その問題を考えなけ

ればならない。これはもう３年前にわかっていた、

国としてわかっていたことであって、突如として今

回、このような期限切れの間際になってこういうよ

うな問題が出されるということは非常に国としての

情報の公開という部分についても、私は乏しい、乏

しいというよりも非常に無責任だという感じを持っ

ているところでもございます。まったくそういうこ

とからして、まったく科学的根拠が乏しいというこ

とは無関係ではない、違うと私は感じます。 

もしも、そういうことを考えて全頭検査を打ち切

るということであるのであれば、かなり消費者に対

する影響というものは強いと考えます。これは単な

る１自治体、１都道府県単位でやる性格のものでは

なくして、日本全体でやらなければならない問題で

あって、このことによってやるところと、やらない

ところがあれば、その品物が市場に出た場合に果た
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してどうなるのかという問題が食の安全・安心から

して、当然考えられる問題であると思います。今は

トレーサビリティという問題もあって、食品の表示

ということが義務付けられておりますが、恐らくこ

ういうような全頭検査もなくなれば、そういう問題

も当然打ち切られるような問題になってくる。そう

なると、消費者に与える不安というものは、非常に

大きいものがあると考えているところでございます。

市場に出回ってしまえば、牛肉も然ることながら食

の安全がどうなっているのか、実際にわからないと

いうのが今の実態ではなかろうかと私は思っており

ます。消費者に与える影響は極めて大きい、重要な

ことと考えておりますことを申し添えておきたいと

思います。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長は今そういう私

と同じ基本的な認識を持っていただいているという

ふうな部分では安心しました。ＢＳＥそのものの発

生がイギリスから始まりまして、ヨーロッパからイ

ギリスでは壊滅的な打撃を受けたというような部分

で、これと人間のヤコブ病という関連がどうもこの

ＢＳＥとの関連が疑われるというような部分で、こ

れは確定されたものではないということ、これは明

らかですけれども、そういう可能性もあるという部

分では極めて危険な疾病だと理解するのです。それ

と、原因はどう特定されているのか、というような

部分。それと感染経路はどうなのだ、感染源は何な

のだというような部分では、殆どまだ解明されてい

ないのです。村長の言うとおりだと思います。伝達

因子として汚染された肉骨粉を含む飼料から、飼料

を与えたことによって発生したのではないかという

疑いを持たれている。しかし特定はできていない。

実は、今日本で３３例目ぐらいですか、ＢＳＥの発

生。この中で最低月齢が２１ヶ月ですね。月齢２１

ヶ月でＢＳＥが発生しているのです。１ヶ月違いで

その検査対象から外れるなんていうのは、私到底納

得出来る問題ではない。村長もまったく同じだと思

う、後でお答えいただきますけれども、この問題に

ついて村長と基本的な認識一致するとすれば、これ

以上の議論は必要ないと思います。だから簡潔に行

きたいと思いますけれども、９月の１２日の道新で、

厚生労働省が都道府県に対して２１ヶ月の自主的な

検査を全て止めて欲しいという中止要請出している。

これについてです村長、国のこういうやり方に対し

て本当に怒りを感じませんか。まずそれと、厚生労

働省のホームページに１３年の１０月ですから、日

本で初めてＢＳＥが発生したちょっと後だと思う、

ホームページの中に「ＢＳＥの疑いのない安全な食

品の供給について」という、ホームページで情報開

示して国民に対してですよ。その中で、「屠畜場に

おいてＢＳＥに感染していないことが証明された安

全な牛以外、屠畜場から食料として出回ることはあ

りません。どうぞ安心して召し上がって下さい。」

とこう言ってるのです。２１ヶ月は本当に安心・安

全なのか。厚生労働省の疑念湧いてきます。こうい

う文書見ると、これに対して村長怒り感じませんか。

一言で。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと

思います。 

 眞田議員さんの言っているとおり、まったく私は

この関係につきましては、言われているとおりだと

思います。非常に私としては怒りを感じます。また、

北海道といたしましても、北海道は日本を担う食料

基地として位置付けられているという状況の中で、

前回道議会の答弁の中で国に補助を要請するだとか、

全体の推移を見守りながらだとか、そういう答弁の

仕方というのはこれはおかしい。そういうことにも

私は疑念を感じますし、怒りを感じるところであり

ます。ましてその北海道が唯一日本の食料基地にな

っていることであるので、認識しているのであると

するならば私は北海道知事が先頭に立って各都道府

県を回って道でなくて、府県を回って全頭検査をし

ようというような意気込みが私は必要ではないのか

なと思っておりますし、当然この関係につきまして

は、もし補助が打ち切られたとしたならば当然、厚

生労働省の方にも強く助成の継続について働きかけ

ていかなければなりませんし、国産牛肉の生産・流

通に混乱が生じるようなことであっては困るという



－3－ 

ことを私は痛切に感じているところでございます。

また僅か１ヶ月違いで出ると、出ないとは限らない

わけです。そういう部分についても十分に国が考え

なければならないし、今は道で検査体制を実施して

おりますけれども、道も考えなければならない問題

だろうと私は非常に憤慨をしているところでもござ

います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで基本

的な認識は一致しておりますので、この質問につい

てはここまでにしたいと思います。しかしこれにつ

いては、かなり厳しい、もう既に概算要求まで行っ

ちゃっているわけですから、これはかなり厳しい方

向になるだろうというふうな認識で、これから次の

質問に移りますけれども、なぜ、全頭検査体制が自

主的にでも実施されてきたのかというと、やはり日

本消費者連盟ですか、消費者協会だとか、そういっ

た団体がそれだとか、自治体の首長、主産地の首長

ですね。当然、村長、森村長も入ります、主産地の

首長ですから、厚生労働省に対して補助の継続をや

っぱり要請して結果、全頭検査が成されてきたとい

う事実があるわけです。 

しかし、これは０８年７月にも切れてしまうのだ

ということをわかっていて、私は昨年のＢＳＥに関

連して村長に一般質問しておりますけれども、０８

年７月にはこういう自主検査の体制が崩れます。決

まってしまってからでは遅いです。村長その辺りの

対応しっかり頼みますという一般質問を実はしてお

ります。これは初めから分かっていたことなのです。

もうこの時期になったら切られてしまうということ

はわかっていた。それでお伺いしますけれども、自

治体の首長としてですよ。主産地の自治体の首長と

して、それと生産者の団体と協調してきちんと対応、

これに向かっていくべきだと私は一般質問の中で提

言しておりますけれども、これについて具体的にど

ういうふうに対応されてきたのか。まず１点お伺い

したい。それと今後どうそれに対応していこうとし

ているのか。この２点についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 全頭検査の関係でございますけれど、今までの経

過でございますけれども、私の段階では当然先程申

したとおりでございます。今までもこういう牛海綿

状脳症・ＢＳＥの問題について私、土地改良団体連

合会の理事もやっておりますので、そういう状況の

中で一応要請活動等も行っているところでもござい

ます。 

しかし、生産者団体である特に酪農中央会あたり

等々、農林水産省との関係の部分、この部分が今後

大きな問題になってくるのではないのかなというふ

うな私は感じは持っております。今まで出た牛海綿

状脳症の関係につきましても、酪農中央会等につい

ては恐らくそういう関係については、もう既に農林

省、農林水産省と息の合った話しの中で行われてい

た問題だと、全てがそういうような関係にあると、

生産者がわからない形の中でやられているというこ

とについては、私は非常に疑問を感じます。特に生

産者団体と私と一緒になってこのような問題を国の

方に陳情するというようなことは今までなかったわ

けですけれども、これは全てホクレンや酪農中央会

の方に任せっきりということが、一つ大きな原因に

なっている要因ではないのかなとも考えているとこ

ろでもございます。その辺から直していかなければ

こういう問題は、問題あるごとに続いていくのだろ

うという考え方も持っておりますし、そういう部分

から生産者のそういう中央団体にきちんと目を向け

た形の中で、勿論私もそういう関係について向けま

すけれども、見直しをしていただくような体質の改

善を図っていただいてもらわなければならないと、

このような感じを持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たいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：休憩をさせていただきま

す。 

 １１時丁度まで。 

 

休憩 午前１０時４５分 
再開 午前１１時００分 
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○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。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：２番までは基本的な

考え方で一致しております。土地連といろんな団体

を通じながら要請を続けているというような部分で

は当然のことだろうと思います。 

しかし、最後に主産地の首長、宗谷酪農、この地

域性からして管内の首長がこぞってこの問題につい

て一致した考え方で取り組んでいくという姿勢、そ

ういうことがきちんと確保されないとこの問題は圧

力に屈してしまうというふうに私考えます。そうい

う部分、村長認識していただきたい。また、そうい

うような形で取り組んでいただきたいと、そういう

ことを要請してこの部分については終わりたいと思

います。 

 次に、国が補助を打ち切るという形ではこれはも

う流れとしては逆らえきれない。今そのような状況

になっているのですけれども、これは自治体が自主

的に全頭検査をするのだと、していくのだと、多少

の経費はかかってもという、こういう考え方につい

ては村長はどういうふうに考えるのか。そしてまた、

消費者に対してもこういう不安を感じさせるような

行政であってはいけない。食の安全という意味から

もこれは絶対私は確保しなければならない、全頭検

査については、そういった部分では当然、村長も承

知しております。これはこれから全額自治体の負担

になるわけですけれども、これについて村長は、例

え厚労省から北海道に対して中止要請が来て、北海

道が対応しきれないといった場合、この場合、村が

血を流し、汗を流すと、管内こぞって同じ対策をと

ろうじゃないかと、安心して食べていただける牛肉

の提供、宗谷のブランド化というような部分では、

逆に可能性も出てくるというふうに私はそういうふ

うに考えるのです。そういった部分では、地域首長

生産者との連携が何より大事だと、それをなくして

こういうことやっていけない。もしも北海道でも、

止めるということになったら、宗谷だけでもやって

いこうというぐらいの村長、旗振り役もやってもら

わなければならない。それについての意気込みを聞

かせていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私としては当然、宗

谷としての宗谷支部としての土地連の支部長として

の責任もあります。そういう意味ではそういう旗振

り役については、以降やっていかなければならない

という意識は持っているところでございます。まし

て今議員から言われました、道がやらないとした場

合に自治体が全部責任を負わなければならないとい

う問題でございますけれども、もう他府県の例えば

私の記憶が正しければ福井の知事だったと思います

けれども、全頭検査を実施するというはっきり明確

な態度を表明しているというような状況にもあるわ

けでございます。さて北海道は何をやっているのだ

ということになるわけでございます。そういうこと

も考え、先程も言いましたけれどもそういうことも

考え合わせた形の中で道にもそういうような責任も

きちんととってもらわなければなりませんし、国が

補助を打ち切ったならば道から補助をもらうだとか

という方法も一つは手法としてあるだろうというこ

とも考えます。逆に言えば全頭検査をしないと、し

ないような形になったとするならば、宗谷の地域ブ

ランドとしてのＰＲもこれはもう当然していかなけ

ればならない問題であろうと思いますけれども、要

するに食の安心・安全、そういう委員会の方から問

題が例えば国の方から止めろと出た場合に、例えば

トレーサビリティの問題、先程も言いましたけれど

も、どうなるのかと、これは宗谷だけの宗谷で作っ

たブランドですよという表示が果たして出来るのか

どうなのかという問題も一つ気にかかっているとこ

ろではございます。それは当然やってもらわなけれ

ばならないことですけれども、それはやってもらわ

なければならないと私は思っております。そういう

面も含めてやっていかなければならないだろうと、

それと合わせまして道も補助を出さないと、国から

言われたから、今の道は国の言うとおりにしか動い

ていないというのが実態でございますけれども、国

から言われたから止めるというのであれば、自治体
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として、首長として、行政としてこれは全頭検査を

実施していく覚悟でいるところでございます。それ

で全頭検査を実施した場合に、自治体が直接かかる

経費の問題でございます。今まで北海道として実施

してきたわけでございますけれども、その対策費と

して大体１億円が国から入っていたということでご

ざいます。これは全道で２０ヶ月齢以下の牛の頭数

にいたしますと、約７万７，０００頭余りというよ

うな形、それを大体うちの村に当てはめますと、大

体２０％か２５％ぐらい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。これははっきりした

数字ではございません。それを考えますと今全頭村

にいる牛が７，５００頭と換算した場合、大体その

計数を掛け合わせますと大体対象となる牛が１８８

頭ぐらいが出てくるだろうと考えます。その対策経

費といたしまして、大体ＢＳＥ検査のための経費と

して２，５００円程度はかかるだろうと考えている

ところでございます。それらを考え合わせますと、

その他諸々の経費も含めて考えますと、大体約３，

０００円前後になるのかなと考えているところでご

ざいます。そういたしますと、村で持ち出す負担額

というのは２０ヶ月齢以下の牛につきまして、５６

万４，０００円前後の予算が必要となってくるだろ

うと考えて今試算をしているところでございます。

そのような部分につきましては、また村が全額負担

をするのか、また生産者との協議をしながらこれら

について煮詰めてまいりたいとこのように考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私も大体数値的には

そのようなものだろうと押さえておりますから、や

はり村長としては、猿払村では村が絶対責任を持っ

てこれは安全対策、食の安全という部分で確保して

いくと、そういう意気込みでやっていただきたいと

思いますので、益々これから国や道に物申していか

なければならない辛い立場になるだろうと思います

けれども、そこのところは村長頑張ってやっていた

だきたいと要請しておきます。 

 次に移ります。 

 ２番目に村長の行政の運営姿勢と理念について。 

 逆の読み方もできるはず、村長の行政理念と運営

姿勢についてということも言えますけれども、これ

はどちらでもいいのですけれども、村長は４年間の

総括の中で地方分権を基に一貫して村民参加型の行

政を目指して団体で自治、住民自治の確立に向けた

行政運営を執行してきたというふうに述べておりま

す。２期目も半ば経過したわけでございますけれど

も、就任以来、他に先駆けてまちづくりの理念条例、

住民参加条例を制定しました。その中でまちづくり

会議等も立ち上げております。私も議会制民主主義

というような部分で、議会が全て住民の声を吸収し

て行政運営の中で反映をしていくのだという今の間

接民主主義制度の足りないところを補完していくと

いう意味では直接参加、住民が直接参加するという

部分では大賛成の部分で、私もそう考えてきたので

す。私も村長のこの理念については大賛成なのです。

議会の中でこの部分議論された時に私は賛成してお

ります、これについては、是非やっていただきたい。

何故なら、やはり我々議員としても住民の声を本当

にきちんと数多く声を吸収してそれを反映するとい

う手続きをきちんと踏まれているのだろうかという

部分では、私自身の力量からして疑問に感じていた。

限界があるなと、そういう意味から私は賛成してい

た。 

しかし、現実を見た場合、何か村長は理念にこだ

わっている。形にこだわっている。そういうものが

どうも先行しているような感じを受けるのです。実

質的にどういう作業手順で、そのためにこういう効

果があるというような部分、こういうものをきちん

と分析した上で、これ実行に移していかなければ、

形を作ったって何にもならない。そういう意味から

質問いたしますけれども、改めて行政運営における

理念と現実の姿勢についてお伺いしたいと思います。 

 まず１つ目に住民参加、今後推進するための一つ

の手段として各種委員会の活動について、まちづく

り会議、ついこの間ですけれども行財政改革推進委

員会立ち上げました。それから数年経過しておりま

す。そこで組織された時の理念というのは十分私も

理解できましたから、そこで理念と村長が本当に期
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待して作ったこういう組織、村長が求めていた役割

だとか、本当に理念とマッチした運営がきちんとで

きているのか。現実とのギャップというのはどうい

うふうに分析されているのか。過去の議会で色々同

僚議員が質問しておりますけれども、まだ７年だ。

効果が出るのはこれからだ。そんな話しであれば一

生かかってもこんなもの実現していけないです。理

念なんていうのは通じないです。そういった意味で

村長にこれはきちんと、抽象的な表現はいらないで

す。きちんとした分析をされた内容をお聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の眞田議員さんの

質問にお答えしたいと思います。 

 議員が疑問を感じるのは、私は当然なのかなと思

いますし、また、自然なのかなとも感じます。とい

うのは、制度が変わり理念条例を制定した、参加条

例を制定したという形の中で行政運営を私は続けて

いるところでございます。ただ、村民の立場に立て

ば明治以来１００年近く中央集権体制の基、官主導

で村民は問題、課題を役場がするものだというよう

な認識を持っていたことは、あまりにも長い歴史で

あったのではないのかなと考えます。それを僅か５

～６年でその認識を即改めさせるということについ

ては、私は当然無理が付きまとうのではないのかな

と感じます。一部職員でさえ認識を持っていても、

以前に遡ることもあります。行政手続条例、地方分

権法に基づく手続きの理解、それから行政情報、個

人情報の開示に関する条例、それからまちづくり懇

談会、まちづくり会議、事務事業評価委員会、行財

政改革検討委員会、行財政改革推進委員会等もこれ

らのものも相互関連統合して、これらに関する情報

の共有化というものを努め、これらにかかわる認識

・意識を持っていただくことが、全て村民に必要な

ことであります。それには相当長い今までの歴史を

考えますと、村民側の立場に立てばかなり村民とし

てもいずい面もありましょうし、また難しい部分も

あろうかと私は考えているところでございます。こ

れらの色んな会議を作ったのも、私は年２回まちづ

くり懇談会等で地域を回っておりますけれども、そ

の他にこういう認識・意識というものを村民にきち

んと分かっていただきたい。そのためには多くの人

にかかわっていただきたいという考え方の基に、行

財政改革推進委員会等も作って、それらに対して行

政がやっていることについて認識・意識を持ってい

ただく、それらの審議もしていただくということも

一つの方法であって、これらの人達については、ま

ちづくり会議等、まちづくり懇談会等に参加してい

ない分野もございます。そういう分野におきまして

も、出来るだけ多くの人にそういうような意識・認

識を持ってもらいたいというようなことが必要であ

ると考えているところでもございます。以前も申し

たとおり、これらについてはそういう大きな個人の

感覚の問題ですから、時を要することは当然考えな

ければ私はならないだろうと思います。今は行政か

ら情報を提供してテーマを出して活動を活発化しつ

つあると考えているところでもございます。できる

だけ多くの行政情報を提供することが肝要ではなか

ろうかと思っております。こういう情報がなければ

具体的に情報がなければ、村民は動けない、協働で

きないということになるわけでございまして、今後

においてもできるだけその情報を提供して、私は既

に５年も過ぎましたけれども、１０年でも良し、こ

れらに努める姿勢が肝要かなと考えているところで

ございます。具体的に形にどうその理念が現れてく

るのだということについては、今の段階としてはま

だまだ住民の意識改革という問題が先に立ち、色ん

な行政情報も提供して、財政の問題等についても村

民の方達に情報を提供しているわけでございまして、

そういう分野についても段々村民も理解してきてい

ると私は考えているところでございます。そういう

意味からいたしましても、出来るだけ情報の村民と

の共有化、また議会とのそういうような情報の共有

化を図りながらこれからこれらの問題について具体

的に官からテーマを出して、また議会からもテーマ

を出していただいて、村民にその意見の反映を求め

ていくということが行政のシステムとして肝要かと

存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私、理念条例、住民



－7－ 

参加条例を作るそういうやり取りの中ですよ。こう

いう話しをしたことがあります、村長に質問の中で。

昭和３５～４２、３年にかけて全国の革新首長が

続々と当選した。それから１０年経過して５０年代、

続々といなくなったのです。全部殆ど消えてしまっ

たのです。革新自治体で。その理由は、村長が今目

指している住民参加型、そういう理念に基づいた、

先程、民主、住民の主権だとか、住民参加の旗を大

きく掲げるのは理想はそのとおりなのです。私も大

賛成なのです。しかし、志半ばでみんな挫折してい

った経過があるのです。村長承知しておるでしょう。

これについては、こういう歴史があるということ。

何故か。そういう綺麗な理念を掲げてもそれを実行

に移して定着させるのには、相当なレベルで苦労し

ていかなければ積み上がってこないということなの

です。長い時間かけたって良いという問題ではない

ということなのです。何故潰れたのか。一部の住民

は関心を示したと、しかし大半の住民は全くそうい

うものには、無関心だったと。だから理想は掲げて

気持ちの良い響きの言葉は革新首長はどんどん選挙

の時は訴えたのだけれども、選挙民はそれによって

耳触りが良いから投票した。それだけの話しですよ。

後の部分の責任は持てなかったということが原因な

のです。そう総括されているのです。正に村長も今

そういう状況なのです。そこのところ村長承知して

おりますか。これについて今一度そこの部分感想を

聞きたい。 

○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。 

 十分それに関しては認識しております。 

先の参議院選で与党が大敗したということも、そ

の分野につながって大きな一つの問題だと考えてい

るところでもございます。そういうような国レベル

でのそういう問題も踏まえた形の中で、私はこうい

う小さな村ですから、できるだけ多くの人達にそう

いう感覚というものは持ってもらいたいなと、そう

いうことを考えなければなりませんし、革新系がど

んどんどんどんと消えていったということにつきま

しては、当時かなり労働組合と言いますか、そうい

う問題がかなり強かった部分があって、続々と当選

したが、その後、恐らく私はお金の問題、財政的な

問題で消えていったと、失われていったというふう

な感覚も一つは持っているところでございます。 

以上、そのような感覚を持っているということを

理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：財政的な問題もある

でしょう。挫折していったという部分については、

あまり綺麗な理念を掲げてそれにかかる財政が伴わ

なかったということも一つの要因でしょう。しかし

今村長、労働組合が云々と言われました。当時の労

働組合は、権利要求だけの労働組合ではなかったは

ずなのです。地域の生活、住民の生活を重点におい

た労働組合運動だったと私は理解しています。私も

現実にやっていましたから、そこを履き違えてもら

っても困る。そこはきちんと認識していただきたい

し、やはり余程覚悟を決めて「俺はこうやっていく

んだぞ」と言う姿勢、それを感じさせないと住民だ

って感じるわけないじゃありませんか、村長。村長

がそういうことを強烈に自分の意識の中で感じて初

めて住民もハッと気が付くのですよ。抽象的な言葉

を羅列したって住民は分からないのです。我々も分

からないです。村長が抽象的に何か地方分権云々な

んて言ったって綺麗なもの並べられているというだ

けで、何の感銘も受けないし、関心もないです。だ

からやはりこれからは余程フンドシを締めてかから

なければこの理念の達成はできないと私は思うので

す。そこは村長どう感じるのか。理解ができないの

ですけれど、私も含めて過去の議会の中で同僚議員

から度々この課題について質問されております。果

たしてこういうものが必要なのか。議会との関係は

どうなるのか。色々な角度から心配したのです。作

ったは良い、何も機能しない形で、逆にマイナスに

なるという指摘もありました。私もその心配はして

おりました。正にそういう状況だと今思うのです。

何故かと言うと、何か改革の理念にしてもまちづく

りの理念にしても、議会で色々こういう同僚議員が

色んな、私も含めてやっててもどうもまちづくり会

議があって、それがどうだこうだ、行財政の改革推

進委員会があってそれがあるから広報どうだとか、
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どうも議会との後で村長とやりとりしますけれども、

そういう部分が整理されていない。だから理念と合

致した組織であったり活動であったりという部分を

実感していないから同僚議員も色々これについて村

長に質しているはずなのです。但し村長はその答弁

の中では、具体的な「今後こうしていくぞ」という

意気込みは一つも聞けないのです。同僚議員も意地

悪くやっているつもりではないと思うのです私も、

何とか作ったのだからきちんと活動してもらいたい。

当初の目的を達成してもらいたいという思いから質

問しているはずなのです。そこのところがきっちり

整理されていないと私は思うのです。それで今後、

具体的にその活性化をする、そういう組織を活性化

してまちづくりを機能させていくのだという具体策

は村長はお持ちかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今言われた眞田議員

の言うことについては十分私としても理解できます。

そういう状況の中で先程も長々と申しましたけれど

も、これは理念、手法、手本の問題ではございます

けれども、具体的に目玉事業を作ってこれはこうし

ていくのだと、それに対して住民は乗ってくれるか

どうかということに対しての考え方ということにつ

いては、私は当然だと考えますし、そのような方向

性を持った形の中でやっていくことについては十分

して、私の立場としてしていかなけばならないと思

っております。そういう状況の中で住民が、そうい

う感覚を持っていただくために今こうしてそういう

ような苦労をしているわけでございますけれども、

村民の方達にそういう考え方を持ってもらいたい、

ということも一つの今の大きく変わった行政システ

ムの中での考え方を持ってもらうための一つの過渡

期にある状況にあると思っているところでもござい

ます。 

また、これに関しても地方分権というような言葉

も使いますけれども、議会といたしましても当然地

方分権に対する議会の在り方というものも当然、今

までの議会と変わってきていると私は考えておりま

す。そういう状況の中で議会の活動というものを当

然これに関しては必要だろうと思いますし、それが

私がこれからの質問の中に書いておりますけれども、

村民と行政と議会の三位一体というような感覚の中

での仕方、議会だけで例えばやったとしたとしても、

当然これはなかなか難しい問題であろうと思います

し、これらを一緒に考えてやっていこうということ

が私の一つの今の考え方でございますので、その辺

につきましても十分ご理解を願いたいと思っている

次第でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今村長の答弁の中で

やはり行政だけではないと、議会の在り方にも問題

があるだろうと、当然そのとおりと、勇気を持って

よく言ってくれました、というぐらいのことを言い

たいのです私も、しかしです、村長は条例を作る段

階でも理念だけはきちんと説明はする。しかし、具

体的にそれを手法をどう取って、住民の意識をどう

定着させていくかというところまでは全然触れてい

ない。触れていても成されていない。そういう実態

の中で、議会としても相当努力しているはずです。

皆さんそれぞれの意見を聞きながら、そういう声を

反映していこうという努力はみんなしているはずな

のです。それで議会の中での色んな常任委員会の動

きの中でも活発な議論をしながら、行政にとって何

が良いのか、住民にとって何が良いのか、どの選択

が良いのか、本当に真剣に議論されているのです。

その行政の対応と違います。素早い対応をしようと

いう、議会はそのように努力しているはずなのです。

逆に村長はその辺りを見習っていただかなければ困

ると私はそういうふうに村長に注文を付けておきた

いと思います。それで具体的に組織を作ったのです

から、それを活性化させるためにどうするのだとい

う方策が村長何も話されていないのじゃないですか。

抽象的にこうこうこうしたらこうなる、そうしてい

ただかなければならない何ていうことも違うのです。

村長こういう、活性化の為にこんな手段で私やって

いこうと思う、そういう具体的な手法というものを

今村長お持ちかどうか。そこだけ、簡潔で。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員さんの今言
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われている事について、議会が常任委員会の中で色

々やっているということについては聞き及んでいる

ところでございます。そういう問題についてもこれ

からやっていく、猿払村をどうしていくのだと、こ

れからの将来、展望をどうしていくのだということ

につきましても、行政と議会と村民と話し合いの機

会というものを先程も申しましたけれども、そうい

うことがどうしても必要になってくるのだという私

は考え方を持っております。 

従いまして、これからはそういう方向性でシステ

ムの変化と言いますか、そういう状況の中で相通ず

るものがないとこれはうまくいかないわけでござい

まして、そういう部分ではきちんと対応を今後図っ

ていかなければならないと思っているところでござ

いますので、そういう方向できちんと何をすべきか

ということにつきまして、行政サイドだけで考えた

としても、例えば議会でそれが反対されればそれで

終わりでございます。 

また、村民もそれに対してそれは駄目だと言われ

るのでは、それで終わりです。そういうような形の

中で一体性というものがどうしても必要になってく

る、そういう状況の中で今後皆さんと猿払村をより

良くする為の行政であり、議会であるはずでありま

す。そういうような考え方に立ちながら、これから

の問題等について進めてまいりたいと考えていると

ころでございますので、その点につきまして理解を

賜ればありがたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：何も村長に同じ事を

答えさせるという意識はないのです。抽象的にこう

いう形でというような部分はもういいのです。具体

的にこの組織の活性化を図るためには、具体的にこ

ういう手法を用いて私はやっていきたいのだという

ものを持たない。抽象的にそういう考え方でいきた

いと言っても、実行に移せるのかということを言っ

ているのです私は。現実のものとして実行性のある

もの組織になるのかと聞いているのです。今だから

村長がその答えを持ち合わせていないとすれば、今

持っているかと聞いたのです私今、何も抽象的にそ

ういう考え方でやっていきたいなんて言うのは理念

に何十回として書かれています。この理念の中に、

参加条例も住民の猿払村まちづくり理念条例の中に

もどんどんとそういう表言が出てきます。しかし、

具体的なものが見えてこなければ住民はついて来な

い。それと住民もある部分の達成感がなければ何に

もついて来れないのです。参加しようと思わないで

す。自分達が議論したことが実になったり、そうい

う意見が反映されたりということが、そういうこと

で徐々に徐々に実が膨らんでくると私そういう理解

するのです。そういう意味で具体的に村長、活性化

のためにこういう手法を私は取ってみる、やってみ

ようというようなことを今考えていないとすれば、

今後そういうことをきちんと考える必要が私はある

と思いますけれど、村長考え方どうですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：地域の地域単位での

まちづくりというものについては、それぞれ部分的

にやっている部分はあります。これについては、そ

ういうような理念、参加に基づいての形の中、特に

理念と言うよりも参加条例に基づいた形の中でやっ

ている部分があるわけでございますけれども、今後

地域全体をどうしていくかという部分も考えていか

なければなりませんし、その地域単位でどうしなけ

ればならないのかということについても当然その目

標を持ってもらわなければなりませんし、それには

どうしても村民の賛同というものも当然必要になっ

てくると思います。そういう状況の中でこれから、

今議員が仰ったような考え方の中で進めていかなけ

ればならない。これは行政として、行政と議会との

私は一致した考えであろうと思っているところでご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：何回言っても噛み合

わない部分があります。私はその具体的な手法につ

いて今後こういう組織の在り方、そういうものまち

づくり会議なんて作ったけれども、正常に機能して

いない理由は何なのかという分析、検証、そういっ

た作業をきちんと成されて対策が出てくるわけです。

そういう手続きをきっちり踏んで、さらに活性化の
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ために私はこういうことをまず手を付けていきたい

というような、そういうことがあるかどうか、具体

的に検討していただけるかどうかということを今お

尋ねしたのです。基本的な考え方という部分で、そ

ういうこと検討していただけるのか、それでなかっ

たら活性化何てあり得ないと私は言っている。だか

ら検討していただけるかどうか。その辺りきちんと、

検討だけに終わっちゃ困るのですけれど、そこをも

う一度。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然今までも検討し

ていないというわけではございませんし、当然これ

からも目玉事業としてどうしていけばいいのか、こ

れが村民全体として良くなる方法をどうしていけば

良いのかという事については当然検討することを約

束をしておきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：大事な部分なのでし

つこくやらせていただきますけれども、今までも当

然そういうことを作業やって検証されていたと言う

のであればきちんと機能していると村長理解してい

るのですか。今まで何の対策も取ってこなかったと

いうことは、機能していると判断している、私はそ

う聞こえるのです。今私はそういう問題点があるの

ではないのか、だから住民参加、理念は掲げても、

これ次の問題に入ります。堂々巡りになりますから。 

 ２番目に、然らば住民参加というような部分では、

住民がどの程度意識しているのか。そういう意識の

定着については村長どう捉えてます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと

思います。 

 住民参加等の参加の意識、どの程度定着している

のかというようなご質問とお伺いいたします。今の

前にも申し上げましたとおりでございますけれども、

村民意識は皆持っていると私は判断しているところ

でございます。 

ただ、先程も議員が申していたように参加意識を

持つ方の強い方、弱い方というものは当然千差万別

ではなかろうかと考えているところでございます。

参加意識の強く持っている方達については皆自分の

仕事というものも持っている、なかなか行政サイド

として思うようにいかないというのが実態ではなか

ろうかと私も分析をしているところでもございます。

よって、これができなければ、思うようにできなけ

れば、出前行政等、必要になってまいります。そう

いう方向性に立ち参加意識の高揚を図っていかなけ

ればならない。現段階で計数の割合は示すことはで

きませんけれども、しかし、これらに参加に基づく

定着を村民の理解がこれ程思われているとは私は思

いませんでした。今までの中で住民の方達が言って

いることについては、村に今お金がないから、無理

なことは言えない、というような言葉はよく私は耳

にいたします。そういうことは、段々とそういうよ

うな意識付けに繋がっていくのではないのかなとい

うふうな考え方を持っているところでございます。

そういう考えを持つということは、私は既に行政に

参画している、または理解している方達であると解

釈をしているところでございます。ご答弁になった

かどうかわかりませんけれども、以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そうですか。村長の

今の答弁、分かりましたとは言いにくいのですけれ

ども、参加意識という部分ではみんなが持っている

と、しかし強弱はあると、その強い方の部分は参加

意識というよりも、求めるものは全て出来るような

強い人もおりますし、物申して来る住民もいるでし

ょう。色々階層がいるだろうと思います。ただ、口

にも出せない階層がいるのです。参加はしたいのだ

けどもできない、そういう層もいるということをき

ちんと村長に確認していただきたいと思いますし、

この参加意識をどんどん高めてもらうという具体的

な手法、これを考えていただかなければならないと

思います。 

ただ、抽象的にどんどん言葉を羅列したところで

条例を作ったところで、参加していただかなければ

何の役に立たないのです、村長。こんな理念条例、

こんなもの何の役にも立たないのです。自己満足な

のです。○○○○○○○○○です、村長の。私は北

海道の中でも先駆けてこういうもの作りました、村
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長の自己満足、○○○○○○○○○、正にそのもの

だと、それであってはいけないのです。私は村長の

○○○○○○○○○のために賛成したわけじゃない

のです。この理念を押しとおしていただきたいとい

う思いから賛成もしましたし、だから村長は何回も

私は住民参加の実績としては、まちづくり懇談会、

まちづくり会議等を立てると。立ち上げて、しかし

他に私感じるものない。時間がないからあんまり長

いことやっておりませんけれども、村長は先程の答

弁の中で出前行政もやっていますと、これは過去の

議会の中でも同僚議員が何回も質問をしております

けれども、抽象的に出前行政をやっています。出前

行政というのは何なのですか。何をやったのですか、

出前行政で。出前行政、まちづくり懇談会をやった

から出前行政だ、我々が出向いて行ったのだから、

そんな意識だったら本末転倒です村長。そこのとこ

ろ改めて、出前行政とは何ですか。何を具体的にや

るとこか、それをまずお答えいただきたい。今の村

長の答弁に関連してです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：出前行政の関係です

けれども、その関係については全般的にやらなけれ

ばならないことは、これは確かな事だとこれは議員

も理解していただけるものだと思っております。た

だ、部分的に先程も申しているように、行政に参加

したくても参加できないような方達、意見の言えな

いような方達、そのような方達にこういうような行

政としてはこのようなことを今やっております、と

いうようなことも出前として個人毎にやらなければ

なりませんし、総体的にもまたやっていかなければ

ならない。究極的にはそういうような意見の出せな

い方、また参加の薄い方、そのような方達に十分対

応を図っていかなければならないこの制度だと思っ

ているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：制度の在り方を私は

問うてるわけではないのです村長、出前行政とは今

言った住民の強弱と言いましたけれども、むしろ生

活に困窮しているだとか、身体的なハンディを背負

っているだとか、色んな階層の住民はいるわけです

けれども、行政に対して物申す何て事はできないと

いうようなそういう住民も存在するわけです。その

ためにまちづくり懇談会をやるのだ、そういう人出

て来て発言できますか。村長。そんな経緯がありま

すか。過去の出席者、参加者の中で。これは出前行

政というのは私が感じたのは、職員、村長も含めて

職員が日常的に地域の中に入って色々な声を聞いた

り要望もあるでしょう。悩みを聞いたり、日常的に

それを繰り返してやっていくのが出前行政。私はそ

う理解するのです。何をやってきました出前行政と

言って、まちづくり懇談会をやりました。出前行政

だなんておこがましいです、村長。それであれば、

出前行政、住民参加条例なんて作る必要ないじゃな

いですか。まちづくり懇談会だったら過去、笠井村

政時代から村政懇談会、年に１回ですけれども回数

は別にしてもやってたいじゃないですか、そんなこ

と、何も目新しいものではないのです。だから私は

言うのです。やはり具体的にどうするのかという、

出前行政だけを照合したところで実が伴っていなけ

れば何もならないと言っているのです。同僚議員も

そこのところを指摘していたのです。私聞いていて

もそう判断しました。実際そういうもの作って何を

機能しているの、やりにくくしているだけじゃない

か、というような部分も私もそう思っているのです。

とすれば提案ここで一つします。批判ばかりしてい

てもしょうがありません。９月下旬の北海道新聞に

協働のまちづくりの一歩として、愛別町職員による

地域担当制度について報道されておりました。地域

担当制、職員が地域に出向いて日常的な活動をする

という。これ承知しておりますか。 

○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。 

 当然認識はしておりますし、うちの村といたしま

してもそのような制度を今作り上げて実施しようと

いうような考え方を持っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全く前向きにこうい

う形でやっていくという意気込みを聞いた思いで私

はおりますので、信じたいと思います。村長の今の

答えにです。ただ愛別町にもこの形が本当の住民参
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加が定着しているかというと、そうではないのです。

やはり今のところは各種イベントに職員が一緒にな

って参加して、地域づくりをしていくという作業し

か今されていないと、しかしこれからそういう取組

みの中から、そういう住民の行政に対する意識が変

わってくるということを期待する。私はそう思うの

です。だからいきなり高いレベルで物事を判断しな

くてもいいと思うのです。職員も一緒に地域担当を

決めて、何かお祭りあったら手伝いに行こうという、

職員が自主的にそういう担当を決めて村長が命令を

しなくてもそうやっていけるような雰囲気作り、過

去に今そこに座っている議長も私も含めてボランテ

ィアの部分でのこれについて何回か質問しておりま

す。現実根付いたものなのかというと、村長の言葉

と裏腹に根付いていないです。職員にも職員は当然、

住民の先頭に立ってそれをやっていかなければなら

ない。私は思うのです。 

しかし、ボランティア休暇の状況を見ると、国で

示した基準どおりのことしか規則で謳われていない

です。私指摘したことあります。そんなことで職員

がボランティアで参加できますか。冠婚葬祭そうい

う部分に関することで、休暇を取れるとか、国で示

したそのまま載っけて何になるのですか。村長の言

う地方分権なんてのはあっち行っちゃってるのじゃ

ないですか。地域の実態にあったそういうボランテ

ィア休暇を作るとか、制度を作るとかということを

作業すべきだと言っているのです。まだ何も成立さ

れていないでしょう。関係はございません。議長申

し訳ございません。関係はないですけれども、こう

いうもの全てに関連してくるのです。だからそうい

う部分で今村長がそういうことも考えているという

ことですから、安心しました。是非これについては、

実現をしていただきたい。形は変わってもいいです。

愛別町と何も同じ事やれとは私は提案はしていませ

ん。色々猿払村の実態に合った形でそういうことを

考えていただきたいと、そういうふうにこれについ

ては村長に是非頑張ってそういうものを作っていた

だきたいし、職員にもそういう参加意識というもの

を自ら参加していくという意識を作らなければ、割

り当てて強制的に行きなさいということで実になる

かどうかもこれも疑問なので、一つその辺りもう一

回だけ意気込みを一つ聞かせていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然村民参加という

ような形になりますと、そういう方向に進んでいか

なければならない。私は当然そういうことを考えて

いるわけでございます。従いまして、行財政改革検

討委員会の中でも出前行政についてきちんと地域割

りをしようという案も、もうできあがっております。

そういう状況の中で私はやっていきたいと考えてお

ります。そういうことでご理解を賜ればありがたい

なと思います。 

○議長（山須田清一君）：昼食のため、午後１時ま

で休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 
再開 午後 １時００分 

 

○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。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：長い時間これに費や

して、これ以上の時間は次の課題がありますので、

次に移らせていただく、その前に、今一度村長、猿

払村まちづくり理念条例、猿払村村民参加条例の主

旨及び解説、これについて今一度村長、頭の中に十

分自分で作ったのですから入っているだろうと思い

ます。しかし、記憶から消えるものもあると、そう

いった部分で今一度これ初心に帰って新たにこれに

ついては考えていただきたいと、そのように要請し

ておきたいと思います。 

 次に４番目に入りますけれども、色んなそういう

住民の声を最大限に行政に反映していきたいのだと

いう村長の思いが、そういう思い直接、いわゆる直

接民主主義、これについては十分理解してもきまし

たし、付属機関も作ってきました。まちづくり会議

等で、行財政改革推進委員会だとかと色んな形で作

ってまいりましたけれども、ここで心配な部分があ

ります。それは、地方自治の本旨という部分で考え
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れば、執行機関と議決機関と明確に権能として、本

旨としてこれは定義されております。地方自治の本

旨に。これは村長に言うまでもない、私から言うの

がおこがましいのですけれども、この権能の範囲と

いう部分での押さえはきちんとしていただかなけれ

ば、これはお互いの権能を犯すことということにな

れば大変なことなのです。過去にそういうことが村

長思い当たる節がなかったかどうか、答弁いただき

たい。 

○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。 

 過去の地方自治の本旨という考え方からいきます

と、過去の地方自治法は全て市町村がやるべきそれ

ぞれの項目が何十項目にも分かれて、地方自治法に

載っていたという部分が全て削られてしまったと、

改正によって、これは行政手続条例、平成７年当時

からの話しですけれども、その部分が全て一応削ら

れていっている。そういう状況の中で、また言うの

かと言いますけれども、地方分権が始まった段階で

その地方自治の本旨というものについては、憲法に

則った三章を住民の権利義務、これに位置するとい

うような考え方の基に私は考えているところでござ

います。従いまして、今は地方も道も国も対等関係

にあるわけでございまして、そういう部分では私は

一向にケンカすることについても、上部機関とケン

カすることについても問題はないだろうとは思って

やっているところではございますけれども、そうい

う部分がなくなった以上はやはり、住民主権という

ものを考えた形の中で自治の本旨というものを考え

ていかなければならない問題だろうとこのように考

えております。その状況の過程の中で行政と議会が

どういう形でどういうような手法で入っていって、

それをうまく調整するかということが、今後問われ

る問題だろうと考えてい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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：地方分権、主権在民、

住民主権、色々言葉はあると思います。しかし、色

んな自治法改正もされておりますけれども、地方自

治の本旨、執行機関と議決機関の在り方までは改正

されていないのです。本旨は現存として残っている。

それを誤った解釈をしてしまうと、手続きを誤っち

ゃうとその法を犯すことにもなる。良いのです。私

は法律の枠内でがんじ絡めに何もかもやりなさい、

ということを言っているわけじゃないです。村長と

同じように法に不備がある場合、国と北海道とも

堂々と渡り合って、地域の実態に合った行政運営を

すべきだと私言っているのです。職員時代村長と随

分やり合いましたよね。同じ事を言ってましたよね、

お互いに、国と堂々とケンカもしましょうと、ケン

カというと語弊ありますけれどもやり合いましょう

と。道で言っている事が地域の実態に合わないとし

たら、そんなことうちでなんてできない、何を言っ

ているのですか、そんな無駄をできますか、という

ことで私もあなたもやってきたはずなのです。それ

は十分承知していると思いますけれども、それにつ

いてはわかります。ただ、議決機関と執行機関とい

うのは現存として本旨の中に謳われてるのです。こ

れを侵しちゃならないと思うのです私。だから村長

はこの理念の中でも謳われているのです。範囲の中

でということで、だから問題があるのだと、そうい

うことをその範囲を間違って解釈してしまうと、手

続きが逆になってしまって問題が発生してしまうと

いうことがあるのですと言っているのです。それに

ついては事例として、村長今まで感じたことないで

すか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今までの事例として

そういうような議決機関と執行機関の間の矛盾点と

申しますか、そういう部分について感じたことはあ

るかということでございますけれども、確かに私は

以前はあったと思います。 

しかし、今の時代の中においてそういうことをや

ってはあり得ない、私はそう考えているところでご

ざいます。従いまして、私今６～７年経ちますけれ

ども、その中で色々とこの問題について議論、色ん

な難しい問題が携わってきて、財源がない中で携わ

ってきている状況の中で色々と議論をしてきた経過

がありますけれども、確かにそういう部分ではあっ

たということは、私はそう考えてはおります。 
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 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私も感じることある

のです。そういう手順が逆になって問題生じたとい

うことも数多いのです。だからその地方自治の本旨

というものは、きちんと村長一番何十年も村長この

部分に携わってやってきましたよね。私に言われる

のは誠に腹立たしいだろうと思いますけれども、そ

こはきちんと押さえてもらわなければ、間違った事

になる。私は地方自治を本旨の範囲の中で、直接民

主主義という部分について反映していくべきだと言

っているのです。村長、勘違いしないで下さい。そ

こをきっちり押さえていただきたい。それと、色ん

な機関を作ることによってむしろ職員が育っていか

ないと、逆にあなた任せになってしまう。何もかも

何かのことを何か審議する場合にまちづくり会議に

全てかけて決めてしまえばそれで済む。職員が何を

考えるのですか。そういう形で、一緒になってもの

を考えていくというのならまだしも。そういう環境

を村長作っていかなければならない。職員も一緒に

育っていくような環境。それを是非意識していただ

きたい。 

それで次の質問に移っていきたいと思います。今

問題となったことはないかと言ったのですけれども、

分かりやすく言えば、議会より先に住民懇談会で決

定したが如くの説明をしてしまったり、住民周知を

してしまったりと、それはやはり間違った手続きだ

と思います。本旨から外れていると、そういうこと

について十分注意していただきたい。これについて

は村長、理解していただけますか。一言で。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一言でということで

したけれども、しゃべらせていただきたいと思いま

す。今までの経過もございますので、これはまだ後

で最後の段階でお話しさせていただきたいと思って

いたのですけれども、情報の提供として議会が行う

報告という意味ですけれども、村民と共に歩む協働

参画型議会の必要性というものもまた、私は大変大

切なことだろうと思っているところでございます。

ここで議会として、余分なことかもしれませんが、

地方分権一括法ができまして、これからの分権時代

はより村民と共に歩む議会の必要性を私は感じてお

ります。住民の関心と意識を高めるため、議会の改

革、改正が必要と考えます。議員も既にご承知のこ

とと存じます。全国の三議長会、知事会、市長会、

町村会、議長会で改革、活性化の研究会を立ち上げ

ております。全国町村議会議長会の中でも中間報告

の中でも、議会基本条例にこれらを盛り込んだ形の

中で議員同士の自由討議や反問権、そして議員と住

民との直接的対話の必要性が盛り込まれております。

これらはもう研究の段階ではなく、実践の段階にき

ていると私は考えているところでございます。そう

いう意味を込めた形の中で私は先程から言っている、

村民、議会、行政の三位一体を唱えていることもご

理解をしていただきたいとこのような感じを持って

いるところでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：その答弁の中に住民

と共に歩む議会の在り方、これ十分あると私も意識

しております。議会の活性化の為にそういうものも

立ち上げてやっているという部分でも意識しており

ます。村長以上に意識しております当然。時間的に

も制限がありますからですけれども、議会の基本条

例この必要性についてもこれもきっちり認識してお

りますし、やがては私個人でもこういう部分提案し

ていかなければならないというのは、部分では考え

ております。ただ、今の地方自治の本旨というよう

な部分で考えていけば、お互いにそこを考えなけれ

ばならない。犯してはいけない部分というのは、間

違いなく現存するわけですから、何も議会の権能を

振り回すという意味ではないのです。そういう意味

はきちんと理解していただきたい。ということで次

に移らせていただきます。 

 次に５番目に簡単にいきます。村民と村が協働し

てまちづくりを推進することと、今まで同じ事を村

長とやりとりしましたから、どうも理念と形という

ような部分では、何回聞いても整合性がない、実感

できるものがないと私思うのです。そこで、行政と

住民の役割分担を明確にしようと、ということで集
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中改革プランの中に項目謳われております。行政と

住民の役割分担の調査研究、地域ボランティアの要

請、ＮＰＯ団体の立ち上げ等、住民支援さらに住民

参加機会の充実が集中改革プランの中に柱として謳

われております。しかし、条例制定、この理念条例

制定されてもう６年経過しているのですけれども、

形作りはしているけれども、中身が伴っていないと

いうパフォーマンス、そういう部分が感じられない

のです。きちんとした理念をどうそれを実行に移し

ていくかという。村長に今まで議会で私とやりとり

していても、同僚議員とのやりとりしてもどうも抽

象的な表現、そういう考え方でやりたいとか、具体

的な対策論というのも一つも感じられない、だから

今回は具体的に言って下さいと私何回も念を押すわ

けです。もう抽象的な表現はもう議会ではいいので

す。よく分かりましたから、そういうことで実行性

のある具体策についてこれからそういう答弁をいた

だきたいと思いますが、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）：ご答弁申し上げます。 

 先程もこの件に関して、２番目の質問と同様と考

えます。議論した今まで午前中議論した経過がござ

います。その中で理念条例の関係でございますけれ

ども、その第２条の規範という関係でございますけ

れど、これ６項目ありますけれども、全ての人の基

本的人権の尊重のもとに進めるということと、村民

と村との信頼を深めることに進める、村民相互の信

頼及び地域社会の連帯を深めることにより進める、

文化の多様性を尊重して進める、地球環境保全の視

点から進める、村の個性を表現するものとして進め

ると、こういうような状況になっていることは議員

もご承知のことと存じますし、言うまでもないこと

かなと思います。無駄な時間ですけれども、このよ

うな少し表現として難しい規範、規範と言ってもこ

れは、規範と言えば難しい言葉になるかも分かりま

せんけれども、簡単に言えば手本、手法と言ってい

いかも分かりません。こういう事務・事業を進める

に当りまして、村民がこれらの意識を持ってもらう

ことから始めなければならないと、その手本を規範

を示す工夫なり、手法も必要と考えているところで

ございまして、問題は難しいものではないと私は考

えており、早くその手法なりを工夫を凝らしてまい

りたいと存じております。そういう状況の中で今ま

でやってきたこと、またこれからの問題としてのこ

とですけれども、具体的な問題といたしましては、

例えば漁船漁具保管施設等の事業の分野、それから

昆布礁の投入の分野、これは水産業の分野、それか

ら酪農家で言えば、酪農業で言えば、牧野基金条例

の問題、中山間の直接支払い事業の問題、それから

一般的には集会施設条例の問題やら、行財政計画の

問題、また新エネルギー関係の問題、公害対策事業

の問題、それからアウトソーシング、民活の利用、

温暖化対策、まち並み景観、災害対策等の企業努力

協定、これら等細部にわたってそれぞれ今やってい

る最中でございます。このような理念は人それぞれ

によって感覚が大きく左右されるものと考えている

ところでもございます。このような観点に立ってそ

のような村民参加と理念と参加というような形の中

で今行政を進めているというようなことも理解願え

れば大変ありがたいと思っている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間がないから何回

も言いません。住民参加というのは、村が村長、意

思形成の段階から何か事業をやる時に、住民意思が

反映される、そして村と住民が協働してその事業を

成し遂げていくのだ、簡単なことなのです。そんな

難しい言葉ではないです。何か事業をやるといった

ら、住民と一緒に考えて結論を出していこうという

ことなのです。それが議会でもあり、まちづくり会

議でも色んな村長の考えていることであろうと、そ

れを実のあるものにしなきゃいけないと、そんな理

念なんてどうでもいいとはっきり言った私はです。

そこを言っているので、勘違いしないように一つ理

解していただきたいと思います。それで時間がござ

いません。 

次に移らせていただきます。行財政改革と財政見

通しということでございます。行政組織の中に行財

政改革室、住民が主体となっている行財政改革推進

委員会というものも組織されて、改革の集中プラン
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に基づいて改革進んでいると思われますが、議会と

しても独自の改革案を示しております。提言してお

ります。自治体財政はどこもここも逼迫しているこ

と、これは言うに及ばず、猿払村においても確かな

財政見通しをきちんと住民に示すことが、住民参加

を促す意味では絶対条件だと私は思います。自立し

た財政運営、このための改革は待ったなしなのです

ということ、そういうことで基本にしながら質問し

ますけれども、時間ありません。 

猿払村が自立していくための財政運営について、

絶対作っていかなければならない条件というのはあ

るはずなのです。それについてお答えいただきます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ご答弁をさせていた

だきます。 

 この関係については、眞田議員さんから大変重要

な問題として、いつもの議会でご質問されているこ

とでございまして、私どもそれに基づいた形の中で

肝に銘じて業務を遂行しているわけでございます。

村の行財政運営は、第１次産業並びに観光事業を中

心に身の丈に合う運営が健全財政を維持する上にお

いて最も重要である。その条件として自ずと予算調

整基金、減債基金なり、財政調整基金なりを繰り入

れない自主財源に見合った財政規模の運営が基本で

あると考えます。事業においても補助残の一般財源

は適債的借入をする等して、またその上限を設定し、

将来にできるだけ負担を残さない、そういう行財政

運営をしなければなりません。公債費負担率を下げ

る努力をするということが、最も重要であろうかと

思いますし、そして、村民に対し最も緊急性のある

事業を選択していくことにもあると存じているとこ

ろでもございます。住民に痛みを強いる負担増ばか

り先行しているような状況にはあるわけでございま

すけれども、集中改革プランに基づく改革内容は、

という問題についてはまたこれらについて議員の方

からご質問があろうかと思いますので、一応今言っ

た問題についてご理解は願えるものだと私は思って

おりますので、その点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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間がないので急ぎ

ます。平成１９年度から２２年度までの猿払の財政

シミュレーション、これをいただきまして、これの

内容について私なりに分析してみました。村長が今

答弁されたとおり、健全な財政運営というのが絶対

条件というのは、単年度毎の収入に見合った予算編

成。これが絶対条件だと思います。貯金があるから

それを回していくというのは、一般の家計だって同

じです。貯金なくなったらどうするのですか、とい

うことなのです。生活出来ないじゃありませんか。

そのためには今から住民に多少の痛みは伴うかもし

れないけれども、大胆に改革をしていかなければ推

計の中で明らかになっているじゃないですか。平成

２０年から基金の取り崩しなくしては予算編成がで

きないじゃないですか村長。そういう推計になって

いるのじゃないですか。２０年、３，９８０万円、

２１年、１億８００万円、２２年、１億３，６００

万円、いわゆる財源不足が生じてます。こういう数

値を示すだけじゃ無責任なのです村長。これをこの

数字を収支とんとんで見合う推計をきちんと出すの

が村長の努めなのです。それには集中改革プラン改

革案をきちんと示してこういう形であれば基金、貯

金も崩さないでやっていける、というものを示さな

かったら住民なんで判断しますか村長。そこのとこ

ろ今一度きちんと問うべき。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今指摘のありました、

集中改革プランのマイナスの部分につきましても、

先程申しました自主財源で身の上に合った形の行財

政運営をしていくという考え方に立った形の中で、

これからまだ検討する材料もまだあると考えます。

そういう状況の中ではその数値もまた変わってくる

可能性もあると思いますので、そういう状況の中で

はその数値も変わっていくものだと思いますし、ま

た国の財政状況も今のところ不透明な状況にありま

すし、今年は幸いに地方交付税も増えてきたという

こともありますけれども、来年度どうなるか分から

ない。 

また、自主財源が来年また増えてくる可能性もあ

るわけでございまして、それに伴って交付税もまた



－17－ 

増えてくるということもあり得るわけです。要する

に自主財源については１年遅れで交付税で減額なっ

てまいりますので、大きくその部分で左右してくる

部分もあろうと思います。これは数字のマジックと

いうか、テクニックというか、そういうような部分

に入ると感じますので、そういう部分も理解してい

ただきたいないと思います。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長の言うのは確か

に地方交付税は不透明だと、今回の概算要求でも財

務省の中では交付税交付金については増額しますと、

何％か。ところが総務省の要求の中ではマイナスな

のです。逆に４．２％も減らす、マイナスの要求し

ている。こういう部分では私そういう部分でよく分

からないのですけれども、基本的にこの参議員選挙

が終わってから、地方いじめはもうやめようと、地

方と都市の格差がこんなに開いてどうするのだと、

自民党の中でさえこういうことが議論されるように

なってきた。もうこれ以上の地方いじめというよう

な部分では、私はそう極端なものはないと推計する

とすればかなり厳しい数字になると思いますけれど

も、やはり収入が極端に増えるわけじゃないでしょ

う、村長。とすれば今は猿払村に何が求められると

いったら、歳出カットしかないのですよ。村長は歳

出今の予算に見合う収入を確保できるとお考えです

か。何かそんな妙案があるのかどうか。歳出カット

しかない。私はそう思うのです。あとでそれ答弁し

て下さい。あるとすればそんな妙案があるとすれば、

自主財源も確保する。示していただきたい。それで

猿払村行政改革に向けての提言は議会としてしてお

りますけれども、この村の方針については、みんな

必要だと言っている。議会で何もこれを全部不要な

ものだ、必要のないものだということで提言してい

るわけじゃないのです、村長。良いですか、分かり

ますか。住民にとって必要なのだけれど今なくても

やれるものについては削っていかざるを得ないじゃ

ないですか、ということを言っています。そしてこ

の提言で必要だと言うならば村長、財源どこから見

つけるのですか。お答え願います。 

○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。 

 お答えいたしますと言っても、質問事項にない特

殊な関連する分野でございますので、なかなか的を

得た質問というのは考えてもいませんので、行き当

たりばったりな考え方になるかも分かりませんけれ

ども、その点についてはお許しを願いたいと思いま

す。歳入増の見通しについては、今総務省の考え方

も申しましたけれども、今の菅総務大臣については

地方の格差を絶対無くすると、これは北海道に来て

北海道町村会の役員と懇談した時に申したことです

けれども、実際に現場を見て地域格差が非常に広が

っているというような認識を得たようでございます。 

従いまして、総務大臣については地域に対する手

厚い保護政策が必要であると認識をしたようでござ

います。私はそのように考えておりますし、また確

たる歳入の見通しというものについては、今の段階

としては不透明としか言わざるを得ないと思います。

時期が来ればそれなりの見通しがつくと思いますけ

れど、今の段階としては不透明な段階で計数を申し

上げることは考えておりませんし、分からないよう

な状況にあるということを申し上げておきたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：私は通告にないもの

唐突に質問したわけではございません、村長。議会

で提言した改革について、これは中間報告もあった

わけですけれども、全て必要だ、全てこれをやって

いかなければならないと言っているのです。であれ

ば、改革どこでやるのですか。どこから財源を生み

出すのですか、と言っているのです。次に移ります。

それは何か理解できないようですから次に移ります

けれども。この財政推計を見ましたら、平成１９年

度から２２年までの財政推計。これは財政を推計す

る数値と、集中改革プランの数値とは関連してこな

ければならない。そして出してこなければならない。

推計というのは。三角になりますと、黙って推計示

されたって何で対応するのですかってしか言いよう

がないじゃないですか。だから議会はこういう提言

をしたのです。それに対して村長は皆必要だという
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のであれば、どこがどこを切ってそれを対応するの

かということをお聞きしたのです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：議会から提言された

内容についても十分検討している状況にもあります

し、どこを切ってどこを上げざるを得ない部分もあ

ろうかと思います。その分野についての財源の作り

方、出し方についてどうするのかというようなこと

だろうと理解いたしますけれども、今の段階として

は当然これからの議会との打ち合わせの中、また行

革検討委員会の中でも話し合いもしなければなりま

せんし、また議会との打ち合わせの中でその分野、

十分煮詰めて私はまいりたいと思っているところで

ございます。一方的に私の方で考えているとしても、

それが通るか通らないかという問題もこれは当然あ

ると考えますので、その分野についても十分検討さ

せていただきたいと思っている次第でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：納得できる答弁でご

ざいませんけれども、時間がございませんので次に

移ります。この財政推計の中で公債費の償還の見通

しというものが出ております。昨年、昨日も今日の

新聞でも昨日ですか、実質公債比率の高い道内の市

町村ということで挙げております。幸い猿払村入っ

ておりません。そこで猿払村はどの位置ぐらいに該

当するのかということもあったり、それと公債費比

率の低い行程で財政の健全化を推し図られないのだ

というようなことを道新では書かれているのですけ

れど、私は違う、一つの財政の健全化の指標として

この数値は絶対的なものだろうと思うのです。全て

ではないですけれど、いかに借金を減らしていく、

公債費比率を減らしていくか、少なくしていくかと

いうのが、やっぱり健全財政を維持する鍵だと思う

のです。これについてお答えいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 お答えしたい、しますと言いましたけれども、何

番目ぐらいの位置にいるかということについては、

私としては今の段階としては道の方にも聞いており

ませんので、これは道が出した数字だと思いますの

で、聞いておりませんので何番目ぐらいにいるのか

というのは分かりません。はっきり申し上げます。

それから指数の問題については、これは全体的な問

題であると私は考えております。 

ただ、言えることは、今公債費負担比率について

２２．２％というような形になっておりますし、地

方債制限比率があります。その他に指数として、こ

れは絶対的指数です。これよりもっと厳しい指数で

す。これについては一応１４．５％ぐらいになって

おります。これの危険数値の上限というのは１５％

です。一応１５％を切っていると、これは１６、１

７、１８の３カ年の平均数値です。それで切ってい

るというような状況に今なっているわけでございま

して、それについては絶対的指数としては改善され

てきているのではないのかな、と評価をしていると

ころでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間もございません。

次に入らせて、次回にこれについては質問について

は１２月議会で再度村長とやり取りしたいと思いま

す。次に４番目村長の在庁日数について、度々これ

は指摘しております、在庁期間はあまりにも少ない

し、出張多すぎるということです。正常な行政運営

は愚か議会との関係に支障をきたしているのです。

出張も重要な用務のみということ、選択はしていく

ことが必要だと思うのです。村長がいかに理想で理

念を掲げても異常に不在期間が多い中で、住民と協

働、住民参加型の行政運営、これは絶対無理なので

す。そして議会と行政を車の両輪に例えて言ってま

すけれども、これだけいなかったらこういうことで、

空念仏に終わってしまっている。いかなる理由があ

ろうとも、村民ときっちり向き合って内政、いわゆ

る村政に対する正常に機能させることが村長絶対条

件なのです。出張も重要でしょう。色々あるでしょ

う。しかし絶対条件だと思うのです。これについて

お答えいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 在庁日数が少ないというようなことでのご質問と

勘案いたします。主張に出掛けているものは、各団

体の役員に就任しているもの、これは皆町村首長、

宗谷町村会の首長割り振りしてやっていることであ

って、私だけが多いわけではございません。他の首

長も町の首長も多いと思っているところでございま

す。その他、道あるいは開発局等から名指しで指名

されているものもございます。各首長が共通して集

まるもの、それら以外の出張は私はしていないつも

りでおります。単独で道なり、開発局、防衛局、今

は防衛局という形になりましたけれども、へは上記

の中で今言った中で時間帯の合間をぬって用務を足

しているのが実態でございます。 

ただ、今まで出張していなかった全国公立文教施

設整備期成会、この分野につきましては今回初めて

出張いたしましたが、この関係につきましては北海

道公立文教北海道公立学校文教施設整備期成整備協

会から要請がありまして、北海道から唯一役員を出

していただきたいということで幹事という形の中で

就任をしていただきたいということでございました

ので、私も宗谷の文教施設整備学校文教施設整備期

成会の支部長をやっている関係上、受けざるを得な

いというような形で出張をした経緯がございます。

その以前はこれらの関係については、この関係につ

いては出張はいたしていないところでございます。

就任のため幹事として推挙されたため、就任のため

に上京したということであって、直近の実態を申し

上げましたこれらについては、この間については、

副村長と相談し事務を進めているところであり、支

障をきたすようなことは私はないと考えております

し、議会との支障も来たしているとのご質問があり

ますけれども、本来臨時議会を除けば、定例会は議

案等、先に送付してございます。議長の提出要請が

出席要請が基本となるわけでございまして、私の場

合は招集権限等あるわけでございまして、要請ある

なしにかかわらず、当然出なければならない責務が

ありますが、その他、議員会とか全員協議会、また

は特別委員会、常任委員会等について、これらにつ

いては文書等での出席か事務局からの連絡で出席し

ているような状況にあります。常任委員会等は単独

で開く場合もあるでしょうし、いつ開かれているか

も分からないような状況にあります。出席しなけれ

ばならない状況にあるならば、やはり事前に連絡を

取っていただければそれなりに考え、出張必要なこ

とはないと考えているところでございます。話しは

変わりますけれども、村に財源がないだけに、効率

の良い仕事を見つけ出してくることも私としては重

要な任務であります。民間同様の営業マンとしての

私の仕事とも認識をしておりますので、その点もご

理解を賜らなければならないことだろうと考えてい

る次第でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長は外に向かって

の政治よりも、村民ときっちり向き合って村長の理

念とするところのそれを空念仏に終わらせないよう

な形が必要なのです。そのためには村民と向き合う

時間がなければ駄目なのです。議会ともそうです、

同じことなのです。村長でしか例えば今セールスマ

ン、前回もそういう説明をしましたけれども、答弁

しました、セールスマン的なこともやっている。村

長でなければ出来ない問題ではないでしょう。副村

長もいるのでしょう。管理職もいるのでしょう。皆

村長が出なければならない問題ではない。内政に力

を入れるべき、私はもう絶対これは、それと職員と

のコミュニケーション絶対不足しております。今回

の産業建設常任委員会についても絶対不足している。

そういう部分でもやっぱりきちんとしてもらわなけ

ればならない。それと最後に時間経過しましたけれ

ど、議長よろしいですか。１分程度ですけれども。 

○議長（山須田清一君）：これが最後の質問という

ことで。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長の復命書も見せ

ていただきました。復命書といえるかどうか分かり

ません。会議資料に判を押して、ポンポンと２つぐ

らいの判を押して、それが復命書と言えるか。職員

には求めてたはずです。会議の内容、自分の感想、

受けた状況、そういったものきちんと整理をして復

命をしているはず、議会としても最近はそうされて
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ます。議員は出張したら私も復命書をきちんと書き

ます。それは復命書と程遠い。だから先程のように

行政報告を復命書変わりに使われてしまうというよ

うな、そういうことでは非常に困るのです。必要で

あれば閲覧しますから、文書で行政報告でなく、議

会前にそういうことを報告しなければならないこと

があれば文書で配って下さい。そういう復命内容に

ついては、こうこうこうやりました。そういうこと

で、最後です。村長がどうしても行かなければなら

ない、そういう事案は別にしても副村長で、または

管理職でセールスマン的な役割であれば副村長も出

来るはずです。管理職もできるはずなのです。何で

もかんでも村長が出なければならないという問題で

はないのです。その辺りの選択をきっちりしていく

べきだと思います。 

以上で質問終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：時間経過させてしま

って大変申し訳ございません。 

 確かに今、眞田議員さんが言ったとおりでござい

ます。副村長もいます、管理職もいます、そのよう

な形で指示をしてやらせるということは当然なこと

だと思います。 

しかし、今の段階として先程も申しましたように

私のそれこそ役職のついたようなもの、それ以外の

ものについては一応出てはいませんということも先

程も申し上げているとおりでございますので、その

辺ご理解を賜らなければならないと思います。その

合間をぬった形の中で、私なりにセールスをしてい

るというようなことでございますので、それ単独で

行っているというようなことは決してございません

ので、その点誤解をしないでいただければありがた

いなとこのように感じておりますので、一つよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：２時まで休憩いたします。 

 
休憩 午後 １時４８分 
再開 午後 ２時０７分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

先程、眞田議員の発言の中で不適切な発言の部分

がありましたので、その部分につきましては議事録

から削除したいと思います。それにつきましてご同

意を。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山須田清一君）：異議なしと認めて削除さ

せていただきます。 

一般質問を続行いたします。 

６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき２点程質問をさせていただきます。 

 １点目は、猿払村の各地域の自治会の組織につい

てということ。 

 ２点目は、猿払村の公共交通機関のこれからの在

り方、整備についてということについて２点程質問

をさせていただきます。 

 まず初めに、猿払村の自治会組織についてお聞き

したいと思います。平成１８年度末での各自治会組

織の世帯数及び高齢化率等が分かれば最初から数字

の質問で申し訳ございませんが、それを教えていた

だきたいと思います。 

また、現在猿払村自治会としての役割、村長はど

のような形で考えているでしょうか。また、行政と

のかかわりについて、その２点について質問をした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先に今、小山内議員

から計数の関係が出ましたので、伊藤課長の方から

説明させていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

ただいま小山内議員からご質問がありました、高齢

化率の計数の数字でございます。地域ごとでよろし

いでしょうか。実は外国人の方が各地域におられま

す。その外国人の地域、外国人の方を含んだ数字が

よろしいでしょうか。含まない数字がよろしいでし
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ょうか。 

○議員（小山内浩一君）：含まない数字で。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

含まない数字で分かりました。 

 知来別につきましては１９．０１％、浜鬼志別に

つきましては１６．８１％、それから浜猿払につき

ましては２１．３５％、浅茅野につきましては２５．

７４％、浅茅野台地につきましては２２．５％、小

石につきましては５７．３５％、鬼志別全体につき

ましては１９．９２％です。それと豊里地区につき

ましては３８．４６％、芦野地区につきましては２

４．６３％、猿払につきましては５０．８２％、狩

別につきましては２２．７３％で、合計で２１．６

５％になっております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：自治会等の役割の分

野についてご質問がございましたのでお答えを申し

上げたいと存じます。 

 自治会等の役割、これは自治事務と団体事務とい

う２つの事務が今現在あるわけでございますけれど

も、これについては団体事務と属するものと自治会

の場合については公共的団体として考えられます。

そういう状況の中にあって、今の時代においてその

自治会に対する自治団体事務につきましては、非常

にまちづくり、地域づくりをする上において重要な

要件になっているところでございます。 

従いまして、単にその地域で今までどおり生活し

ていればいいのだということではなくして、なお自

分達が将来を見つめて、その地域を発展させていく

というような考え方に立ったならば、団体事務、自

治会としての団体事務としては、より活発な活動と

いうものが要求されるものだろうと私は考えている

ところでございます。その団体事務に関しては、単

なる自治会だけでできるものでは、これは私は今の

段階としてはないと思いますので、やっていただく

ことは主体性を持ってやっていただきますけれども、

これは当然行政、自治事務として下支えをして、一

緒になってその地域を盛り上げていく、活性化させ

ていくということが必要になってくるものだろうと

考えている次第でございますので、そのような自治

会がたくさん１０の団体が自治会があるわけですか

ら、そういう団体から、そういうようなことが大い

に出てくることを期待するものでございます。 

そのためにも先程、眞田議員さんからもご質問が

ありましたように、そういうまちづくり等の問題に

ついて色々と今頭を捻りながら、この地域にはどう

いうようなまちづくりがいいのかというような問題

も考え合わせた形の中で考えていっているところで

ございますので、今の段階としての地方自治法の関

係の分野におきましてもそういうような問題が位置

付けられておりますので、そういう分野についても

きっちりと意識を高めて、地域の方の意識を高めて

いただいて、やっていただくことが必要なことだろ

うと考えているところでございますので、是非その

ような声が上がってくることを私は望んでいる、期

待をしている。また、こちらからも提案して持ち掛

けていくというようなことを考えてまいりたいと考

えてい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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：伊藤課長の方から

組織の高齢化率の数字をお聞きしました。非常に高

い数値だなという印象を受けました。 

また、小石・猿払地区においては５０％を超えて

いる。高齢化率６５歳以上の方々が半分以上の自治

会も事実この２つの地域にある。後の地域にしても

２０％以上が大半を占めている。非常に高齢化率が

高いのかなという印象を受けました。また、村長か

らの答弁で各地域自治会は重要な位置付けと考える

と私はお聞きしました。 

先程の先輩議員の質問の中にもありました。地域

づくり、まちづくり協働で行う、村長が就任の時か

らずっと言い続けていることだと私は思っています。

それで地域の自治会、一番身近にある協働でまちづ

くりが行える組織ではないのかなと私は考えており

ます。先輩議員の質問、答弁の中からもありました。

理念、思いはあるがどうも具体的な事業行動が見え

ない。そこで自治会組織を使って、これからの村長

が熱い思いを持っている協働でまちを作るというこ
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とを出来ないかということに関して質問したいと思

います。先程も愛別町の事例を挙げて地域担当職員

制度、各自治体で全国的にも、全道的にも多々ある

と聞いております。今、猿払村ではそのようなこと

を考えているのか。 

先程、強い意志で今考えている、実行に向けてい

るという答弁がありました。今一度、期限等も含め

ながらその辺の答弁をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 大変自治会を使った中でのという言い方はおかし

いですけれども、自治会の在り方というものの活動

の重視性、これらは非常に質問された中では、建設

的な意見だろうと私は考えているところでございま

す。このような地域を使った自治会を動かすことに

よって、良いまちづくり、地域づくりができるもの

だと私は考えているところでもまたございます。 

そのような状況の中で、団体自治の役割というも

のを今後十分果たしていく為にも、そういう意識の

問題もまた必要かと存じますので、逐次、団体と協

議を進めてまいって、できるだけ良い地域づくりを

目指す努力をしていただきたいと、行政サイドから

もお願いを申し上げていきたいと考えている次第で

ございます。 

また、まちづくり等の問題につきましての関係に

つきまして、これからの在り方というのは、住民が

地域が主体性を持ってするというのが基本的な考え

方だろうと考えておりますので、そういう意味合い

の中で、地域猿払村の全体的な発展のためにそれぞ

れの地域が発展していくようにしたいと思っている

ところでございます。 

また、確かにその地域によって先程、計数を示し

たように５０％というような形の地域も確かに見ら

れることは事実でございます。以前は相当栄えた地

域であったにもかかわらず、今現在そういうような

実態になっているというようなことは、本当に残念

なことだと思っているところでもございます。その

ような自治体については、次の質問にもございます

けれども、役場職員が手を差し伸べるだとか、色ん

な形が手法があろうと思います。そういう手法を探

りながらこの問題に対応していかなければならない

と思っているところでございます。何せ５０％の団

体ということになると、何をするにしてもそれなり

のものができない状況にあると思います。まして、

その地域づくり、まちづくり等は、恐らくできない

だろうなと考えているところでございますので、そ

ういう部分については行政サイドの方で自治事務の

中できちんとした支え方をしていかなければならな

い問題だろうと考えているところでございます。そ

れから、先程言った高齢化率の２１．６５％という

数字でございますけれども、決して高い数字では、

私は猿払村にとってはない。全道的に見ても低い数

字であると思っております。大体平均いたしますと、

２５％ぐらいまでは、全道平均で入っているのでは

ないのかと思っているところでございます。 

それとまだ北海道でこの自治基本条例なり、また

理念条例なり、参加条例なり、これらが作られてい

ない団体が、まだまだ北海道の中にあります。全て

の団体が作られているというわけではございません。

そういうことも、この前お会いしました東川町の町

長さん、それから豊浦の町長さんも私の所ではまだ

そんなもの作っていないというような話もしており

ました。どのような形で今の法に基づいた事務をや

っているのか、ということが分からないわけでござ

いますけれども、そういう団体がまだまだ北海道の

中にはあるのではないのか、と思っているところで

ございます。そういうことも加味した形の中で、う

ちの村はその分野については、事の良し悪しは別と

いたしましても若干進んでいるのかなという感じを

持っているところでございますので、その点ご理解

を賜れば幸いかと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：それから質問が抜け

ましたけれども、出前行政、新しい出前行政、先程

の眞田議員さんの質問にもありましたけれども、い

つからやるかというようなご質問があったかと思い
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ます。これにつきましては、一応来年の４月１日を

目途として実施してまいりたいと考えているところ

でございます。既にもう一応案というものは、この

ような形で出来上がっております。おりますので、

これを条例化して実施するというような形を取って

まいりたいと考えている次第でございます。 

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の答弁の冒頭

にありました、自治会が自発的に色んなまちづくり

のことを考えたり、行動するのがいいのじゃないか

という話しもございましたが、確かに世帯数の多い

鬼志別・浜鬼志別・知来別等はそういうことが可能

かもしれません。後半の方に入りまして、村長がお

っしゃった５０％以上の自治体、やはり自発的に住

民自治、地域自治が出来るかとなると、疑問を感じ

るところであります。 

それで先程、地域担当制、担当職員制度、確かに

良いことで私も４月１日からそういうことが、猿払

村で行われるということには非常に感動を受け、そ

ういう日にちを切ってまでの答弁をしていただいた

ことに、すごく嬉しく思っていますが、２番目の方

で、過疎化が進行していく中での地域共同体として

のこれからの自治会活動、多分来年４月からこの制

度が行われることになっても、すぐには機能はしな

いだろうと思います。各地域、地域の特色があり、

ただ単に事業を手伝いに行くだけ、村の職員がお盆

の手伝い、不幸があった時の手伝い、正月の手伝い

だけでは本当の意味での地域に根ざしたまちづくり

とはできないと考えます。 

まちづくり懇談会も年に２回各自、自治会を核と

して行っております。その懇談会にも各地域におい

ては、参加人数が非常に少ない地域もあると思いま

す。そこで、これから過疎化が進行していく中で、

地域共同体としては、自治体のグループ化なり、行

政職員が自治体に入って手を差し伸べるだけではな

く、村民自らも私達議員も議員である前に村民です。

村長の行政執行方針の中にあります。ボランティア

でやれることはやろう。そういう意味を込めても職

員制度ではなく、将来的にはこの職員制度が、行政

職員、村民も含めてボランティアスタッフで運営で

きるような制度になることを願っております。その

様な将来展望について、村長の考えをお聞きしたい

と思います。 

○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。 

 先程もお話ししましたように、５０％以上超える

自治会については非常に無理があると感じます。考

えていても実行が伴わないということが、現実とし

て見えていると思います。ただ、考え方だけといた

しましては、今まで何度か私になりましてから、年

最低２回は地区を回ってその話しをしている関係上、

内容等については分かっていただいていると思いま

すが、どうやるかということについては分かっては

いないだろうと思っております。そういう意味を込

めた形の中で、先程もこのようなものを作った形の

中で４月１日から進めていくことによって、４月１

日から即出来ないまでも、早急にそれらについては

意識が目覚めていくものだろうというふうな考え方

を持っているところでございます。それともう一つ

は、このようなグループ制度の各自治会への張り付

けの問題。これについては、私は非常にもう既に先

進団体のところではやっている所はだいぶ以前から

やっている。一番先にやっているのは福岡市が一番

先にこれをやっている状況があります。これは法が

できる以前からやっている状況でもございます。そ

ういう状況の中で法ができてから言われていること

は、自治体は住民に取って代わられるぞ、そういう

危機感を持たなければ駄目だということも言われて

おります。 

今、小山内議員さんが言われたボランティア的な

考え方、行政職員、それから村民、ボランティア的

な考え方での行政の進め方ということもその一つの

手法として、当然あり得るものだと私は考えている

ところでございます。 

これは、大学の偉い先生が言っていることですけ

れども、ただその先生の言っていることが正しいの

か、間違っているのかそれは分かりません。分かり

ませんけれども、その内にそういう団体、弱い団体

については、住民に役場が取って代わられると、い
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うことは言われていることはこれは事実として受け

止めなければならないのかなと、そういう意識も感

じなければならないのかなと思っているところでご

ざいますので、そういうような考え方に立った形の

中で、そのようなボランティア的なことは何につけ

ても必要なことだと私は考えております。 

従いまして、単なる役場の行政事務ばかりでなく

して、他のことについても今はそういう奉仕の精神

というものが大変大切な時代であって、お金がない

だけにボランティア精神、人間と人間の心の触れ合

いの精神というものを大切にしていく中で、行政と

いうものを見つめて自分達がどうしたらいいのかと

いうことを考えていかなければならないのかなと、

考えているところでもございます。そういうことで、

取り敢えず答弁をさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは４月１日

からこの村でも行われる、地域担当制職員制度が上

手く機能することを願って１点目の質問を終わらせ

たいと思います。 

 次２点目です。 

現在の猿払村の公共交通機関についてということ

で、現在の猿払村の公共交通機関は宗谷バス、それ

と猿払村の村営バス、この２点が公共的な交通機関

と考えます。 

まず初めに、また計数数値からの質問で申し訳な

いのですが、猿払村での村営バスの運賃収入１年間

の運賃収入、またその１年間にかかわる村営バスを

稼動していくための村としての維持管理費も含めた

経費、また次に宗谷バス、宗谷バスは民間の企業な

ので難しいかと思いますが、分かる範囲でよろしい

です。宗谷バスにかかわっての猿払村での運賃収入、

また宗谷バスには国・道からの補助金、負担金等が

入っていると聞きます。 

またこのＪＲ天北線、各沿線地域、自治体でも赤

字補填分としての按分しての負担金があると聞いて

おります。その数値についてお答えをお願いしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：考え方との計数につ

いて連動しておりますので、私の方からお答えした

いと思います。まず、猿払村の公共交通機関の整備

についてということで、現在の公共交通機関、宗谷

バス・村営バスの役割の将来展望というような主旨

のことでございますけれども、高校通学生のために

欠くことのできない公共交通機関であると思ってお

ります。 

また、通院のための足の確保、これにも村営バス

等については貢献はしていると思っているところで

ございます。 

ただ、利用者が少ないのが現状であります。宗谷

バスの関係につきましては、旧天北線沿線自治体が

代替連絡協議会でその運行に関し協議を進めており

ます。区間・距離の割合で経費を負担していますが、

稚内市・音威子府村等は協議会からの脱退の意向は

持っていると想定をしています。そうなりますと浜

頓別町、それから浜頓別町は地元ですから、高校通

学のための使用頻度はかなり低いものだと考えざる

を得ません。となると猿払村と中頓別で将来負担を

していかなければならなくなるのだろうと考えます

と、将来展望を見据えることはなかなか困難なこと

だろうというふうな考え方を持っているところでも

ございます。 

また、補填する財源があるからできるのであって、

財源がある、なしにかかわらずこれらについては、

別途手法を凝らす考え方が必要であると考えます。

協議会等でも早期にそういう詰めをしていかなけれ

ばならないと考えております。今の代替輸送、当初

交付された交付金がなくなってからの話しではもう

遅いと考えますので、そのような話題も入れた形の

中で煮詰めていかなければならない問題だろうと考

えているところでございます。それと高齢化率が上

がる中での猿払村の交通機関の在り方ということで

すけれども、今でも乗車率は最低で、空でのバス運

行も見られる状況にあることは議員もご承知かと存

じます。高齢化に連れ通院も多くなると考えられま

すが、しかし公共交通機関の利用は大変大きな問題

があるのだろうと考えます。今後は利用者の動向を

動態等を調査してどうあるべきかと、こう見据えた
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いと考えていきたいと思っております。 

もし、人数的に利用頻度が少ないものであるので

あれば、別な手法でコストを低くした形の中での対

応というものも、また必要なのかなというふうな考

え方を持っているところでございます。計数的には、

参考までに申し上げておきたいと思います。宗谷バ

スの関係でございます。これの利用量については、

宗谷バスの方に入っていきますので、私達について

調べることはできません。それからターミナルの利

用料ですけれども、９９万２，０００円が入ってお

ります。それから道補助金が１２３万４，０００円、

この道補助金をもらうために空のバスを走らせてい

るというようなことを言ってもいいのかと思います

けれども、それに増してもコストがかかり過ぎるの

で、道補助金をもらわなくてもその解決、問題等は

対応を図っていかなければならないのかなと思って

おります。 

また、運行にかかわる経費、宗谷バスの関係です

けれども、これは年間２，５４６万７，０００円と

いうふうな経費がかかっております。従いまして、

収入として１００円上げるのに対しまして、２３万

２，０００円の経費がかかるというような形になっ

ておりまして、莫大な経費がかかっているというこ

とが言えると思います。村営バスでございますけれ

ども、利用料については、７２万円を当初予算で計

上していることは予算書を見てお分かりのことと思

います。 

また、地域生活路線バス運行維持費負担金、これ

は稚内市分の負担金でございます。２便が東浦まで

行っている関係上、この負担分でございます。それ

から運行にかかわる経費でございますが、１，６４

８万９，０００円かかっております。これにつきま

しても、収入で１００円上げるのに対しまして、１

５万１，０００円かかっているというような形の状

況でございます。こういうような問題も、今後厳し

く行財政改革の中におかれましても、こういう問題

についても当然考えていかなければならない問題で

あろうと考えているところでもございます。そのよ

うな状況になっております。 

また、考え方としてはそのような考え方で、今後

村の考え方、それから宗谷バスとの考え方の調整、

これらもしてまいらなければならないと考えており

ますので、一つ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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すみません。数字

をもう一回確認していただきたいと思います。宗谷

バスの数２，５４６万円というのは、これ村単費で

直接宗谷バスに払っている負担金なのか。それとあ

と村営バスに払っている１，６４８万の維持経費、

それについてもこの内訳は村単費のみで負担をして

いるのか。その２点お願いいたしたいと思います。 

○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。 

 宗谷バスにかかる運行経費２，５４６万７，００

０円、これにつきましては、当初天北線が外される

時にいただいた代替輸送機関の補助金、これがまだ

残っておりますので、その中で取り崩して払われて

おりますので、一応特定財源扱いという形になって

おります。 

先程申しましたように、この基金がなくなる以前

に何とか検討をしたいということを先程も申し上げ

たところでございます。村営バスについては、これ

は全額一般財源で対応しております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：まず初めに宗谷バ

スに関して、先程の質問で稚内・音威子府が脱退の

意向があるという答弁をいただきました。まだ決定

ではないとは思いますが、村単独で２，５００万、

年間も負担している民間の交通会社、確かに国・道

からの補助金もあるでしょうが、国・道の財政にし

たって逼迫しているのは猿払も同様同じだと思いま

す。いつ宗谷バスに関して、その負担金が減らされ

る、若しくはゼロになるということも考えなくては

いけないと思います。 

当初、村長がおっしゃった高校生の足の確保、お

年寄りのための通院の足の確保、非常に宗谷バスは

公共性として大事なのは分かりますが、いつ、民間

の会社です。この天北線の代替バスを終了すると言
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われてもおかしくない現状にあると私は考えます。

そこで確かに猿払村だけがこの協議会から抜けて、

コミュニティーバス等との方法を考えればいいとい

うわけではなく。稚内・猿払・浜頓・中頓・音威子

府、この５市町村の中で協議していかなければなら

ない。これは私としては早急に協議会の中で猿払村

としても提案をして、これからどうするのだ。近い

将来、逆に宗谷バスが止めるのを待ってその対処を

考えるのではなく、この前に各自治体としてどのよ

うな交通手段を取るのか。そういう提案を協議会の

方にでも振っていただきたいと思います。 

 その次に村営バス。村営バスも７０万の収入を得

るのに、年間１，５００万以上の単費を注ぎ込んで

いる。如何に公共性のある交通機関とはいえ、非常

に収支率、お金の問題から言えば、問題視せざる得

ないものかなと思います。確かに、猿払村の中で東

浦を含めて、知来別・浜鬼・鬼志別を結ぶ村営バス

は大事なのは分かりますが、現状のままを考えるの

ではなく、フリーのバスを考える。今の大きさで良

いのか、確かに知来別から保育所の園児の方々も乗

ってますし、浜高に通う知来別の方々も乗ってます

が、あくまでも目的・時間はしっかりしてると思い

ます。フリーの一般乗客というのは、非常に少ない

のかなと、あのバスの状況見てて思うわけです。村

としては、その村営バス、今、１日１０便定刻で入

っているものをフリーのバスにするような考え、ま

た、法規制、条例とか色々あるとは思いますが、村

営バスにしても公共交通機関の空白地帯はあるわけ

です。山間地域に行けば宗谷バスも村のバスも来な

い所がある。確かにこの高齢化率が上がる中、非常

に老人の方々の脚というのは不便を感じているのじ

ゃないかと思います。そういう意味においても、先

程の話ではないですが、ボランティア的精神の基、

村民また行政職員始め、電話一本で住民のあしの確

保ができる。どうでしょうか。１，５００万でそう

いうことができないのか。ただ単に今までの現状で

１，６００万、５００万のお金を突っ込んでいる住

民のバスがそろそろ見直しにきてもいいのじゃない

かと私は考えるのですが。村長、ご意見をお願いい

たします。 

○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。 

非常に大きなこれは課題だと、特に村営バスの分

野については大きな課題であると考えます。また、

宗谷バスにつきましては、代替協議会の中で十分な

協議ができる、出来てそして単独で走らせることも

これは可能かなというふうなことも思っております

けれども、村営バスの分野については、足の確保と

いう問題については、宗谷バスが無くなることによ

って、またその裾野も、また村営バスの裾野もまた

広がってくる可能性もあるわけでございまして、単

なる知来別・浜鬼志別を経由して鬼志別までという

わけにはこれはいかないだろうという考え方も持っ

ております。そういう状況の中で二つ両方、宗谷バ

ス路線と村営バス路線と噛み合わせた形の中で、総

合的に考えていかなければならない問題だろうと思

っているところでございます。いずれにいたしまし

ても、住民の足の確保ということは考えなければな

りません。空で走らせているバスについては、これ

は必要無いと思いますけれども、その他の分野につ

いては、どうしても必要な部分が出てまいりますの

で、そういう分野についてどうあるべきかという問

題についてこれから課題として十分考えてまいりた

いとこのように思っているところでございます。そ

の点ご理解賜りたいと思います。いつからどのよう

にするかということについては、今の段階として相

手のあることですから期限は決められないと考えて

いるところでもございます。 

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは非常に重

要な課題というふうに村長の方に認識いただいたと

思います。本当に宗谷バス・村営バス含めて、４，

０００万強の村の、いくら基金とはいえ、村のお金

でございます。４，０００万強のお金がただ年間使

われるのではなく、近い将来に向けて担当課・担当

職員と再考し、より良い村民の為に公共交通機関を

考えていただきたいと思います。 

これで私の質問は終わります。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い
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たします。 


