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○議長（山須田清一君）：日程第１、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。 

７番、巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：７番、巽昭。 

これより通告書に基づき一般質問を始めます。 

先週一週間中国へ行ってまいりました。大連・天

津エネルギッシュな中国の力を見せ付けられてまい

りました。天津はサッカーのオリンピックの会場と

なることから大きな道路に面している建物の壁は全

て政府からお金が出て塗り替えられておりました。

御影のまち並みの美しさに中国を訪れる世界の人々

が感動するのでありましょう。 

しかし、それで良いのでしょうか。やはり現実を

ありのままの姿を見てもらうのが良い。今、村の財

政は厳しい。村長も苦労している。村民が喜ぶよう

な政策、そして派手なパフォーマンスも出来ない。

こんな時だからこそ実直で誠実な村政が求められま

す。無理をする訳ではない素直な政策が今必要であ

ります。こんなことを中国で考えておりました。前

置きはこのくらいにいたしまして本論に入ります。 

１、合併問題。 

（１）再度村長の意思確認とこれからの方向性。 

合併新法の期限が２２年３月であと２年をきりま

した。また、水面下で合併議論が再開されてきてお

ります。現実に隣り町の議会からも当議会に話し合

いの問い合わせもありました。その際、議会として

は、前回の経緯を反省し個々の議員の意見はともか

くとして、まずは村長の意思を再度確認し、車の両

輪である村長の意思に相反する動きは慎むように一

致いたしました。 

従いまして、今の村長の方針を再度我々議会に、

そして村民に示していただきたい。その目的達成の

ための具体的政策・展望、そして方向性を示してい

ただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員のご質問にお

答えしたいと思います。 

 合併の問題でございます。以前から私申し上げて

いるとおり広域連携・自立とこの考え方に変わりは

ございません。新合併法も２年を過ぎ、これから合

併に関する将来ビジョン等、勿論策定出来ませんし、

また困難であると考えております。困難であるとい

うことは、この合併をする上においては村民の理解

を得ることが一番重要な問題であるということであ

り、１年、２年を過ぎている段階においてはこれか

らそれらを立てて住民に説明し、理解を得る、協力

を得るということは困難なことだと考えます。管内

でも合併したがっている町もあるようですが、その

背景は何であるかが議員はお分かりかと存じます。

今後の自立への政策ですが、今道は支庁振興局再編

の問題で非常に揺れております。 

しかし、議会に提出した以上、方針の変更はない

という判断をいたします。これには少し問題は私あ

ろうかと思います。道議会で決めて議会に提出した

ということについては、道民の意見を十分に聞き入

れていない、反映をさせていない提案であったので

はないのかと私は考えますし、そういうことはやる

べきことではないと考えているところでもございま

す。そこで今後の政策課題ですが、市町村、それか

ら支庁、これから総合振興局と宗谷支庁の場合につ

いてはなろうかと感じますけれども、また開発と連

携した宗谷の将来自治圏の在り方、姿をビジョンと

して掲げたと思っているところでございます。規制

緩和、また地方分権等によりまして権限移譲がどん

どんと下りて来るでしょう。その権限を広域的観点

に立って、連携で実施していくことが重要と私は考

えているところでございます。中には広域連携で出

来ないものもあるでしょうが、勿論村のビジョンを

立て行財政改革を推進し、独自性を持って問題が錯

綜することもあると考えますが、広域的行財政情報

の共有化を図ることが道北圏域の将来の姿と考えて

いるところでございます。旧法により合併で踊らさ

れましたが第二次地方分権推進委員会では地方の活

力なくして、国の活力なしというお題目を唱えてい

るところでございます。真摯に国の方としては地方

の格差是正等視野に入れ検討しているようでござい

ます。私はそういう意味で村の政策自立も可能にな

っていくものと考えておりますので、広域連携をし

た形の中での自立ということを政策課題として掲げ、
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お互いに協調関係を結びながら対等なパートナーシ

ップを築き各町村と一体となった、市町村と一体と

なった将来のあるべき姿というものを今後作り上げ

ていく必要性を考えているところでございます。村

といたしましても今、私といたしましてはその将来

のビジョンというものを今考え作成中でもございま

す。そういう観点に立ちまして検討を十分にしてい

かなければならない大きな問題であると考えている

ところでございます。 

 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。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：広域連携で自立を目指

すという従来の方針に変わりはないということでよ

ろしいですね。 

この５月２２日の日刊宗谷に、宗谷圏自治の姿研

究会の記事が載っております。「広域化・連携の不

発、厚い壁浮き彫り、後は個々での協議」このよう

に大きな見出しで書かれております。この研究会も

１７年末に猿払村を含めて発足したのですが、結果

は殆ど成果上げることなく中止となったようであり

ます。 

村長は合併が不調に終わった後、口では広域連携

で自立を目指すといつも述べますが、一向に広域連

携に向けての具体的政策を行いません。広域連携を

する意思がないのか。広域連携をしなくても自立し

ていくことが出来るのか。 

その点をお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ただいまのご質問で

ございますけれども、確かに幹事会での未来を描く

ビジョンについては挫折したといってもいいかと思

います。しかし、そういうことで確かに事務的な段

階においてはこれも致し方ないと私は考えておりま

す。 

しかし、各関係する首長といたしましてはそうい

うわけにはいかないと考えます。それで明確な道北

地域に絡んだ将来的ビジョンというものは首長の権

限と言ったらまたおかしい話しになりますけれども、

そういうような中で作り上げ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。具体的な政策、

広域圏に対して具体的なものがないということでご

ざいますけれども、これにつきましてはこれから始

まる第二次、また第三次まで地方分権推進委員会と

いうものがありますけれども、これらの推移等も見

据えた形の中で私は考えていかなければならない。 

また、関係首長が集まった段階で色々な問題等が

出てくると考えます。そこで結論を出していかなけ

ればならないというふうにも考えておりますので、

今現在として何が広域連携で出来るのかということ

につきましては数少ないものしかないと私は考えて

いるところでもございますけれども、権限移譲もま

たどんどんと下りてくると考えます。これは市が中

心となって権限移譲が下りてくるというような形に

なっておりますけれども、それらを含めた形の中で、

一体となった形の中でそういう問題に取組んでいく

必要性というものは広域的にあると思っております

ので、そういうようなことを視野に入れた形の中で

私は関係市町村と連携を取りながら進めて、これか

ら進めていきたいと思っております。広域連携自立

というのはまだ新法での合併論議も終わってない段

階でございます。そういう状況の中で今後新法に係

わらず、新法ではとてもじゃないけれども出来ない

ということは私は明確であると思っております。 

先般、豊富町長とも相談をいたした経過もござい

ます。そういう状況の中では、大体同じような基本

的な考え方で進もうというような考え方をとってい

るところでございまして、手始めといたしまして道

が先般示したクラスター構想に基づいてまず第一次

の相談をしようと、その中でした中で果たして入っ

てくる、その中にクラスターの中に入ってくる町村

も町もあるわけでございまして、また道北留萌支庁

管内から入ってくる町もあろうかと思います。 

また、離島の問題もあろうかと思います。そうい

う問題も色々と含めた形の中での広域的な問題を考

えていかなければならないとも考えておりますので、

これからが私はどういう連携をしていくのかという

ことについてはこれからが勝負であると考えており

ますので、その点ご理解を賜れば大変有り難いと考

えているところでございます。 
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 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今の答弁聞いておりま

してもなかなか具体的な広域連携には進まないのか

という気がいたしますけれども、頑張って広域連携

を進めていって下さい。 

 今の答弁の中にも出て来ましたけれども、新法の

問題に移りたいと思います。 

 ２番目、合併新法について。 

 今の答弁の他にも出ておりましたけれども、とり

あえず今合併は考えないことにいたしましても、今

の合併新法、今の法律ですね。これは村民にきちん

と説明しておかなければならないと私は思います。

前回の法律の下でも前回の合併論議の時は議論いた

しました。新設合併、編入合併、地域自治組織、法

人格を認める、認めない、合併特例債等、このよう

な旧法との違いを中心にいたしましてもう一度合併

特例法、新法の概要を説明して下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：合併新法の関係です

が、旧法との違いということでございます。特別大

きな私は差異はないと思っておりますが、当然旧法

でもの別れになったということから、このような言

い方をする訳でございますけれども、旧法では合併

算定替の特例期間は、段階的に１０年であったもの

が新法では５年に、特に有利な合併特例債としての

過疎対策事業債、充当率９５％の交付税措置７０％

の取扱いがなくなっています。ただ、合併特例債と

して充当率５０％、交付税算入４０％これが追加さ

れているところでございます。 

また、新法では総務大臣が市町村の合併を促進す

るための基本指針を策定し、道これは都道府県です。

道が基本指針に基づき市町村合併推進審議会の意見

を聞いて、市町村の合併推進に関する構想を策定、

そして知事は構想に基づき合併協議会に係る斡旋調

停勧告を行うことが出来ることとなっておりますが、

今だかつて何の話しも道からはございません。 

従って、道が国が指針を作っているのか、それに

基づいて道は構想を作っているのかということは非

常に疑問に思うところでもございます。これが大き

な約束ごとである旧法から新法に移った大きな問題

でないのかと思っているところでもございます。た

だ、そういう斡旋調停勧告がないから良いのだとい

ういうような私は考えは持っておりません。自分達

で出来ることについては、自分達で実施していくと

いうことが大切なことだろう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は新法につき

ましてももう１年僅かできれます。 

その後、５年先、１０年先どうなるかということ

については、大変不透明な部分もあろうかと思いま

す。いずれ５年後、１０年後合併する事態が出てく

る可能性もなきにしもあらずと考えなければならな

いとも思うところでございますけれども、出来るだ

け私達は行財政改革を推進していく以上、そういう

独自性を持った形の中で自立に向けた行財政状況を

確かなものとしていかなければならないと考えてい

るところでございます。 

 よろしくその点ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：合併新法は平成１７年

４月１日に施行され、２２年３月３１日までの時限

立法であります。内容につきましては、今村長がお

っしゃるとおり最初におっしゃいました。単的に言

いますと新法と旧法では大きな違いはありません。

新法で合併したとしても、旧法の基で行うのとそれ

程の差異があるわけではありません。そういう結論

でよろしいですよね。 

平成１５年の末から１６年度にかけての合併論議

で村内は大いに揺れました。私も今回の質問がある

ということで久々に北部任意協議会の資料をまた開

きました。正直申しまして懐かしかったです。無駄

な無意味な時間であったと捉える方もいらっしゃる

でしょう。しかし、私は決して無駄な時期だったと

捉えてはおりません。当時は皆さんが一生懸命、村

の行く末を考えたと思います。 

それに比べこの１、２年は住民の盛り上がり、自

治への感心が薄れているように感じられますが、村

長はこの点をどのように捉えられておりますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：今のご質問にお答え

したいと思います。 

 確かに１５年から１６年にかけて法定協議会の中

での市町村がそれぞれ職員を派遣して協議をしたと、

内容を十分検討したということについては本当に無

駄ではなく、本当に有意義なものであったと私は感

じております。それぞれの町村の財政状況・行財政

状況が分かり、また首長のそういう意思というもの

もはっきりと見えてきたと私は考え、無駄であった

ということでは私は考えてはおりません。そういう

状況の中でこれからの自治の姿というものをこれを

ベースにした形の中で今後の問題、合併問題の討論

については考えていく良い機会であったと、良い勉

強会であったと思っているところでございますので、

これらを無駄にせずこれからこれらに関して十分な

問題点を整理しながら広域的な観点に立った形の中

でのそれらの是正とまた改善等を含めた形の中での

広域的な関係が必要になってくるのではないのかと

思っているところでございますので、そういう意味

ではこれからの先程も申しましたけれども、そうい

うベースを踏んだ形の中で重要な意議を成している

ものだと考えます。村民に対する自治の感心が薄く

なっているのではないのかということだというご質

問がありましたけれども、私は決してそういうよう

な考え方を持っておりません。 

村内におきましても地方分権等に基づきまして、

今年の６月１日から全職員を各地域に張り付けいた

しました。１３地区に職員を全職員を張り付けて、

地域の方々と村の財政・行政の在り方というものを

膝を交えて話し合う機会を作っておりますので、そ

の中で色々な小さな問題から大きな問題まで色々な

問題が出てくるものと考えます。それらを総括した

形の中で緊急性のあるもの、また必要性はあるもの、

そういうものを十分考えた形の中でこれらの自治と

村の自治というものを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

従いまして、村民が直接地域に出向くということ

については、自治の後退には私は繋がってはいない

と私は考えている次第でございます。私も年２回懇

談会、まちづくり懇談会におじゃましておりますし、

その他職員もその都度自治会等からの要請、またこ

ちらからの問題等の提起と併せて職員が膝を交えて

の懇談をするということにつきましては、これが本

来の地方自治の本旨であるのではないのかという感

じも思っている一つの手法であると考えているとこ

ろでございますので、その点ご理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：確かに村長の努力も理

解するのではありますけれども、ただ実感といたし

ましては私は村民の盛り上がりというものは感じて

おりません。まして、あの当時の１５年末から１６

年春にかけての時の方がやっぱり村民から色んなご

意見も伺いましたし、村民とも色んな議論をいたし

ました。今はそういう機会は私に関しては殆どあり

ません。果たしてそれで良いのかと、私は議員とし

てだけですからそれで良いのですけれども、やはり

そうではあってはいけないと思うのです。私は自立

しても合併してもそれはどちらでも良いと思ってま

す正直に言いまして、地域が経済として自立すると

いうのはこれも当たり前の話しです。自立しなけれ

ば生きていけないわけですから。行政の枠組みとし

て自分達で行うのか、それは大きな枠組みの中で行

うのか、それはどっちが良いのかということではこ

れは村民の皆さんと相談して決めれば良いだけのこ

とでありますから、それに対して村民が最近は少し

冷めた目で見ているというのがちょっと気になって

いるということであります。 

 一応、合併問題に関しましてはこれで終わりにし

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）：今のご質問でござい

ますけれども、今の行政システムといたしましても

う一度考えて当然お分かりのことと、議員は当然お

分かりのことと思いますけれども、もう一度考えて

いただきたいと私考えているところでございます。

自分達の出来ることは、自分達でするということが

この地方分権の主旨というものでございます。下か

らの盛り上がりと村民からの盛り上がりというもの

が私達必要であって、行政が議会と行政サイドと二
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元性の民主主義、代表制民主主義という形になって

おりますけれども、村民が主権者であって地域が主

権者であるという考え方から、行政がそういう政策

課題を村民に押し付けるというような考え方は私は

したくはない。 

また、中には当然やらなければならない問題もあ

ろうかと思います。しかし、村民自らが自分達の住

んでいるまちをどう考えるのか、どうすべきかとい

うことが一番重要な問題ではないのかと私は考えて

おりますので、それらをいつも使っている言葉です

けれども協働という形で呼んでいる訳でございます

けれども、そういう意味において私はこれからの行

政を進めていかなければならないと、あくまでも村

民が主権者であって地域が主権者であるということ

を私は肝に銘じておりますので、そういう意味にお

きまして村民のそういうような主体性を持った自立

性を持った考え方を大いに取入れたいと考えている

ところでございますので、そういう点も含めてご理

解願えれば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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：村長の好きな言葉、協

働という言葉よく使われます。村民の意思を尊重し

て村民の声を聞いて村政をやっていくということで

すよね。ただ私はこの言葉あまり好きではありませ

ん。私は古い人間かも解りませんけれども、私はや

はり行政サイドが主体性を持って、自分の方針を持

って国民を引っ張っていく、それが私はやるべきこ

とだと思っております。協働という言葉を名目に村

長は自分の仕事を逃げているのではないかと、その

ように感じられる場合もありますが、そのようなこ

とはありませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたしたいと

思います。 

 決してそのようなことはございません。 

 私は私なりにきちんとした概念を持った形の中で

やっていく、やっていかなければならない、そうい

う責務を持っておりますので、条例でも定めている

ように村民参加条例というものもあります。これに

は村民の責務、行政の責務というものを謳われてお

ります。従ってそういうような状況の中で私は考え

ていることであって、決して協働という言葉の意味

を使った形の中で私のやることがそれにかまけて逃

げているというようなことは決してございませんの

で、それだけはご理解していただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：日頃の感想を述べただ

けであります。ただそういうふうに捉える可能性も

あるということを頭の中に入れておいて下さい。 

 次の質問に移ります。 

 ２、財政健全化法。 

 （３）１８年度決算における４財政比率。 

 昨年、財政健全化法が成立いたしました。４つの

比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率、将来負担比率の公表が義務付けられ、公表

される数字によっては健全化計画ないし再生計画が

定められなければなりません。今議会でもそれに関

する条例が採択されました。１９年度決算からの適

用となりますが、ちなみに１８年度決算ではこの数

字はどのような数字になりますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 財政健全化法については、今議員さんがおっしゃ

ったとおりの４つの指標でございます。平成１９年

６月から施行されます。４つの指標のいずれかが早

期健全化基準以上の場合については、自主健全化を

図るための財政健全化計画をまた、財政再建基準は

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の４つと議員さんがおしっゃったとお

りでございます。 

そこで数値でございますけれども、１８年度決算

では実質収支額３，１９０万７，０００円となって

おります。実質赤字比率、実質連結赤字比率は０と

なりました。実質赤字比率は単年度で２３．６％、

実質公債費比率は、単年度で２３．６％で３ヶ年平

均で２２．６％と早期健全化指標値である２５％を

下回っている実態にあります。将来負担比率につい

ては、現在１９年度決算の入力作業中でございまし
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て、初年度でもあり事務が繁雑かつ複雑な状況にあ

りますことから、１８年度分につきましてはこの将

来負担比率については今ちょっと示すことは出来ま

せんけれども、これらにつきましても恐らく実質赤

字比率が０という形になっている以上は、これらに

ついても特に私は問題はなく推移していくのかと考

えているところでございます。今回、数値をこの部

分について数値を示すことが出来なく、ご了承を賜

りたく存じたいと思います。１９年度分につきまし

ては、本年７月頃には数値を提示し、８月に監査委

員の監査と公表が義務付けられておりますので、９

月の定例議会で報告させていただきますのでよろし

くその点お願いを申し上げたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：１８年度決算の数字に

おいては全部は表すことは出来ないけれども、あら

かた大丈夫だということでよろしいわけですね。 

 ちょっと確認なのですけれども、先程も今も説明

しましたけれども実質公債費比率２２．６％、それ

と将来負担比率数字で表すことが出来ないというこ

とでしたけれども、この将来負担比率というのはな

かなかちょっと解りづらいところもあるのですけれ

ども、具体的に単的に聞きますけれども、具体例を

上げます。昨日もふるさとの家がまた随分儲かって

配当しているようなお話しをしている同僚議員がい

ましたけれども、今決してそういうことはございま

せん。昨年度も随分赤字を出して配当等もしていな

いのですけれども、例えばふるさとの家の赤字とか

負債、それから確認のためにもう一回聞きますけれ

ども、これは昨日松谷総務課長がきちんと説明して

おりました。国営事業、開発事業の債務負担行為、

それから前の議会の時の担い手の債務負担行為です。

こういうのも全部含まれるということですよね。そ

ういうことでよろしいですよね。そこの昨日もさら

っと説明しておりましたのですけれども、大変大事

なところなのでもう一度確認のためお聞きいたしま

す。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：今回の財政健全

化法の部分で始めて出てきたので将来負担比率とい

う部分が今回制度的に出てきたと、議員おっしゃる

とおり１８年度の部分出してくれということなもの

ですから、今現在うちの事務の方としても７月に入

りますと公表する、１９年度を公表する、８月に監

査委員の監査を受けて９月の議会に上程する、こう

いうスケジュールになっております現在。それで将

来負担比率につきましては、今事務的に先程、村長

が回答いたしましたとおりちょっと初めてなもので

すから、事務的に追いついていってないという部分

がありまして、もうそろそろ出ると、今日の時点な

のですけれども、一応２００％をきるのではないか

と、現在数値としては３５０％以上になっています

ので２００％をきるぐらの数字ですという部分をち

ょっと聞いております。債務負担行為の部分なので

すけれども、ああいう数値を数値として入れなさい

と、エクセルで出来てましてそういう部分を数値と

して入れていきなさいという部分の事務的な作業が

ございます。従いまして、そういう部分については

正規に債務負担行為の議会の議決を得た中で数値と

して入れていくと、そういう事務的な形となってい

まして、昨日債務負担行為という部分に承認いただ

いたという部分になってございます。 

 ふるさとの家関係の部分については、仮に赤字が

出ますとうちの方で、今現在は指定管理者制度とい

う部分になってまして出るような形にはなっていま

せん。ただ、今年で終わりますと再協議というか、

部分の中で出ますと一般会計の中から出ますので、

仮に赤字が出ると一般会計の中から負担が出ますの

で、最後の実質収支のその赤字になるかと、一般会

計の赤字の部分にかかってきます。従いまして、一

般会計で先程言いました一般会計では正直言って黒

字と、今現在黒字になっていますので赤字の部分は

出てきませんということになります。色んな連結の

部分、特別会計も同じです。特別会計においても赤

字の部分については一般会計で補填するという部分

の連結的な予算形成になっていますので、従いまし

て一般会計の部分で実質収支の部分ではいかがなも

のだという数値が重要視されるということになりま

す。 
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以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：分かりました。 

 次の（４）番目の準備というこの質問にもちょっ

と絡んでくるのかも解らないのですけれども、この

件に関しましては実は５月２３日に管内の議会研修

が行われまして、その折りに私共講習を受けました。 

これはこの４つの指標で、今度国に代わり議会が

自治体を監視するというシステムだそうであります。

それを聞きまして本当に私もやっかいな時期に議員

になったものだと、議員の責任は益々大きくなり住

民の批判も益々大きくなる。そして給料は益々減っ

ていくと、こんな時に議員になるのはよっぽどの変

わり者か、地域への思いが強い方なのだろうと勿論

我々９人は後者でありますよね。眞田さん。そこで

この法律に関しまして議会への準備も多分必要だと

思うのですけれども、その議会への準備ということ

について何かありませんか。 

○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。 

 ４の健全化法への事務的準備という質問でござい

ますけれども、平成１９年度も実質収支額で４，１

３４万４，０００円となっておりまして、前年度よ

りも多くなっておりまして黒字となっているところ

でございます。当然、指定された比率は０という形

になってこようかと思います。 

見込みでございますけれども、実質公債費比率に

つきましては単年度では２２．８％、３ヶ年平均で

２２．６％ということでこの比率についても前年度

よりも下がっているというような状況にあります。

国が指示している２５％を下回っているという形に

なります。従いまして、実質公債費比率、将来負担

比率の早期健全化指標については先程、総務課長が

申しましたように比率については大分な国の基準か

らいたしますと大きな開きがあると考えますので、

超過することはないと判断しているところでござい

ます。 

平成２０年度以降においては、平成１９年度を比

較しピークで減少傾向にありますので、健全化計画

を作成する団体の可能性はないと判断しております。

これも以前、私議会で申し上げておりますが、猿払

村行財政健全化計画の基で全ての職員が自ら不利益

を被って、危機管理意識を持って全力を推進した結

果であり、職員の能力を評価し協力に私は職員に対

し感謝したいと思っているところでございます。今

後においても日常的に意識を感じ取り、改革の推進

と収入に見合う予算を図ってまいりたいと思います

し、また、このような健全化団体になると議会が自

治体を監視するということでございますが、このよ

うな状況からいたしますと今の段階として、議会が

自治体を監視するということではなくして、私達は

出来るだけ議会との協議を整えながら議会に迷惑の

かけないような行財政改革等を進めていかなければ

ならない責任があると考えておりますので、議会に

このような迷惑をかけるようなチェックを厳しくす

るようなこと、これだけは避けていかなければなら

ないと感じているところでございますので、よろし

くその点ご理解ご協力を賜りたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：数字に関しましては、

多分私も大丈夫だろうと思っております。ただ、お

聞きしたいのはこの健全化法に対する議会の対応、

心構え、準備その辺について村長はどのようにお考

えなのか、従来どおりでよろしいのか。その辺をお

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）：先程言った指数の関

係でございますけれども、指数が危うくなるような

状態、これを先取りした形の中で議会と十分その点

は、私は協議をしていくことが二元性の関係だと思

っておりますので、その点は議会と十分連携を密に

しながら行財政をしてまいりたいと考えているとこ

ろでございますので、よろしくその点お願い申し上

げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは次の質問に移

ります。 

 ３、固定資産税。 
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（５）安定財源固定資産税を増加させる政策。 

先日、三重県明和町議員が町長と共に研修で当村

を訪れました。当村と同様、合併・自立の中で行財

政改革を研修するのが目的でした。当村に比べ住民

税が充実しており、これなら合併等考える必要がな

いのではないかと町長に質問しましたら、住民税が

多いのは大手の電機メーカーの工場があるのでたく

さんの固定資産税が入るとの答えでありました。 

先の定例会で通過した誘致条例等のように固定資

産税を増加させる政策をどんどん取り入れ、固定資

産税を増加させるべきでないか。例え補助金を出し

ましても１．４％の固定資産税で何年か後には必ず

回収されます。工場が建築されれば建築土木関係の

仕事も、そして雇用の機会も増えます。先日来、問

題となっております持ち家制度もその点を考慮して、

もう少し議論を継続しているわけであります。歳入

を増加させる政策として、固定資産税を増加させる

政策をお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：固定資産税の関係に

つきまして先般、こちらの方に来て色々とご相談し

た中身でございますが、私も色々と分析をしてみま

した。果たして人口１人当たりの税収はどのぐらい

になるのかというようなことも含めた形の中で色々

と検討をいたしました。 

やはり、今回来られた町につきましては、立地条

件がかなり整っているというようなことから非常に

財政的にも優位な形の中で住民も安心して住めるよ

うな状況にあるのではないのかという実感を持った

ところでございます。その点は別問題といたしまし

て、私達はこの地域に住んでいるわけでございます

から、この地域をどうするかということが一番問題

になってくる訳でございます。そういうことで固定

資産税等の増加をする政策について私はそういう意

味におきましても先般の議会で今議員もおっしゃい

ましたように、企業等の誘致条例をご決定をいただ

いたところでございます。 

私が一番今、多面的に実施しようとしているのが

ホタテの貝殻の粉砕工場の誘致。これが今一つ、こ

れはプレゼンがありまして、ここでそういうような

粉砕工場、やはり貝の品質が良いという意味から粉

砕工場を作ってそれを物作りにしていきたいという

そういう業者がプレゼンをしてきたので私としても

公害対策の一環、また雇用対策の一環、地域再生の

一環として受け入れていた訳でございます。 

また、これに基づいた形の中で、昨日も申し上げ

ましたとおり循環型資源の協議会にも入って検討を

続けて、マニュアル作りを作成してきた訳でござい

ます。この中では、官・民と色々と団体が入ってお

りますけれども、行政として入っているのは猿払村

と室蘭市、札幌市この３つだけでございます。 

そういう状況の中で色々な情報を仕入れなければ

ならないという問題が一つございます。私はホタテ

粉砕への貝殻粉砕工場の誘致だけにこだわっている

ものでもございません。小企業において立地条件が

整うのであれば誘致することについては積極的に実

施してまいりたいと考えております。 

先般、千歳にあります某株式会社ですけれども、

工場のホタテ貝殻の物作りの落成等にも出席をいた

しました。ただ、落成に出席したということでは私

はございません。そこには色々な物作りの物件等が

あるわけでございまして、それらを情報として仕入

れるためにそこに行ったということでございまして、

私一人で行った訳ではございませんし、他に職員も

一緒に行ってそれらを見てきているというような考

え方でございます。他の企業も私は積極的にまわっ

て歩きたいと思っております。特に今回、またサッ

ポロビールの方から色々なそういうような企業の関

係において関連性のある問題が直接村の方にお出で

いただいて話し合いをされた経過もございます。従

って、貝殻粉砕工場だけにはこだわらず、色々な企

業と接触していって誘致してくるということが私の

責任ではないのかと思っているところでもございま

す。また、村内の企業の拡充も同様でございます。

これらにつきましても積極的に工場等の拡充、企業

の拡充をしていくことによって固定資産税も少なか

らず多く入ってくるというような考え方もあります

ので、そういう方向で考え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。また、当然持ち

家制度についても昨日もお話しをいたしましたけれ
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ども、叩き台を今作っている最中でございますので、

案を提出し、また議会サイドと十分協議をさせてい

ただければと考えているところでございますので、

よろしくその点お願いを申し上げどんどんと企業誘

致に向けて積極的にアタックしていく必要性があろ

うかと思っている次第でございますので、よろしく

お願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：冒頭に中国へ行ったと

いう話しをしたのですけれども、今ホタテ加工の村

内の加工業者も大変今厳しい状態におかれておりま

して、私も決して観光で中国へ行った訳ではありま

せん。勿論これ仕事で行っているわけでありまして、

もう今や品物の半分ぐらいは中国・アメリカへ輸出

しなければいけない状況に追い込まれたというのが

正しい言い方です。ということは、皆さんも知って

いると思いますけれど、輸出するためにはＨＡＣＣ

Ｐ（ハサップ）というかなり厳しい認可が必要で、

そのためにはかなりの設備投資をこれから皆さん強

制されるという状況に皆さん追い込まれております。

利益を上げている中でこういうことをするのならま

だ良いのですけれども、皆さん利益を上げられない

中でこの設備投資をしていかなければいけないとい

うそういう状況です各社。だけれども生きていくた

めにはやらなければいけないと、ですから少しご理

解をしていただきたいということであります。他の

地区からの企業誘致を色々考えているようでありま

すけれども、地元のことも忘れないで考えていただ

きたい。そして何度も言いますけれども、投入した

お金は必ず返ってきます。何年かのうちには、決し

て村にもマイナスはございません。 

この点につきましても先日同僚議員が持ち家制度

を例に例えてお話ししておりましたけれども、村の

活性化にも繋がります。どうかご理解の程、お願い

いたします。ただ、貝殻工場につきましては、何年

来のことではありますが、状況もだいぶ変化してき

ておりますし、関係各位とよく相談して慎重に進め

ていかれた方が良いかなと思っております。昨日も

確かに村長、今答弁したように持ち家制度について

は、この後もちょっと持ち家制度について質問して

いく予定ではいたのですけれども、今ご答弁ありま

したし昨日も答弁ありました。確かに何か具体的な

案をお持ちのようでありますね。その点もう少しち

ょっと詳しく今教えてもらうことは出来ませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：その持ち家制度の具

体的な個別の内容でございますか。 

今ちょっとパソコンの中に入っております私の、

その中でそれを打ち出してきておりませんので、今

手元に資料がございませんので具体的に何項目もあ

るものですから、それらを洗い出した形の中で議会

と協議をしたいというような考え方を持っているも

のですから、ありとあらゆる関係で羅列して一応そ

ういう有利な条件制度を作っておりますので、今パ

ソコンで打ち出してきておりませんので、手元に資

料がございませんので、その点について後でまた議

員さんの方にお示しをしたいと思っておりますので、

よろしくその点ご理解を賜りたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは次の質問に移

ります。 

 （６）固定資産税徴収の方法。 

 単的に聞きますけれども、具体的な固定資産税徴

収方法を教えて下さい。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：固定資産税の徴

収方法の部分なのですけれども、具体的な徴収方法

といたしましては口座振込と普通徴収という部分が

ございます。口座振込と納付書払いという２種類が

ございます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今、総務課長説明い

たしましたけれども若干補足させていただきたいと

思います。 

 固定資産税の徴収方法ということでございますが、

固定資産税の納期については３期と分かれておりま

して、徴収方法については普通徴収という形になり

ます。１期・２期・３期と分かれておりますが１期

は５月、２期は７月、３期は９月となっております。



 －26－

特別な事情がある場合については、期間内において

別に納期を定めることが出来るとなっているところ

でもございます。また、固定資産税の税率について

は課税標準の１．４％の税率でございます。以前は

この制限税率というものもありました。１．４％確

か１．７％だったと思いますけれどもありました。

それが今は制限税率は撤廃されたような状況になっ

ておりまして、村税条例によりこれは可能かと思い

ますけれども、これを上げることによって村民の負

担がまた増えるというようなことから、今現在にお

いては一般会計等においても黒字というような段階

においてはこの税率を条例に基づいて上げる必要性

というものは私はないのではないのかという感じを

持っているところでございます。 

また、固定資産税の賦課期日については１月１日

が基準日となっているところでございます。三重県

の明和町とはだいぶ固定資産税の差があるようでご

ざいます。固定資産税については明和町は９億円、

約１０億円あります。うちについては僅か１億２、

３，０００万円ということでございますので、相当

な差があるというようなことも申し添えておきたい

と思っているところでございます。それに伴いまし

て課税標準額でございますが、これは１月１日賦課

期日で先程も申しました期日でございます。土地に

ついては一応３０万円が免税点という形になってお

ります。家屋については２０万円、償却期間につい

ては１５０万円となっているところでございます。

過疎地域に係る固定資産税等については課税免除、

過疎地に係る固定資産税については法に基づいての

課税免除が３年間ございます。最初に課せるべき年

度以降３年間に限り免除という形になっておりまし

て、この免除の部分につきましては一応地方交付税

で補填されて入ってくるという形になっております。

過去についての部分の土地、この土地については１

年間限りという形になっているところでございます。 

 以上が固定資産税の徴収方法とその他の分野につ

いての説明とさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そのことで固定資産税

の通知書というのが、ここに今私の会社と私個人の

ものがここにあるのですけれども、私も随分払って

いると思ったら桁違いをしていたのですけれども、

桁違いということはこの枠がちょっとズレていたの

です。こういうことはちょっとしないでほしい。一

応お金を貰うこれは請求書でありますから、こうい

うのもきちんとチェックしていただきたいとちょっ

と細かいことを申し上げます。 

 ただ、これ見てちょっと思ったのですけれども、

この数字というのは本当に正しいのだろうか。そこ

をちょっとお聞きしたかったのですよね。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは巽議員の

方のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 課税徴収方法については、今村長が申し述べたと

おりでございますけれども、今度は例えば課税方法

ですね。課税方法の関係でちょっとお話しをさせて

いただきたいと思います。 

 固定資産税の土地と家屋の評価額につきましては、

３年に１度評価替えが行われるということでござい

ます。それでこの固定資産の評価につきましては、

総務大臣が定めた固定資産評価基準表に基づいて行

われます。村長はその価格を決定し課税標準額を算

定する、これは決定された価格につきましては固定

資産課税台帳に登録されております。この基準年度、

３年に１度評価替えということで基準年度は３年間

ありますけれども、今年度につきましては、基準年

度が平成１８年度、ですから平成２０年度について

は第３年度となって、今度は平成２１年度において

この評価替えが行われる。この基準年度が決められ

るとなっております。これはあくまでも総務省の方

の総務大臣が定めた固定資産の方の評価基準に基づ

いて行われたということでございます。それで家屋

の例えば評価、これは新築家屋の評価の関係でござ

いますけれども、まず評価額を出すという段階でご

ざいますけれども、これは再建築価格×経年減点補

正率というものを掛けまして課税標準額、言うなら

ば評価額を算定します。評価額に１．４％の税率を

掛けた段階で固定資産税ということが確定されると

いうことになっております。それで固定資産評価基
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準というのもこれも総務省の方で示した、例えば木

造家屋再建築費評点基準表というかなり細かい点ま

で決められた点数等がございます。それに基づいて

税務担当としては評価をしている。それと再建築価

格についてもこれは村の方で決めた基準ではなく、

一定の示された基準があります。これも総務省の方

で決めた部分です。それと経年減点補正率というの

もこれは家屋の建築物、年数によって生ずる損耗の

状況によって原価等を表した率ということでこれも

補正率というのも決められております。 

さらに建築物価の変動割合ということで、再建築

費の評点補正率というのもございます。これも総務

省の自治税務局長から示された数値ということで、

全て総務省の方から示された部分での評価を行って

いるということになっております。それで閲覧等の

期間ございますけれども、この固定資産の課税台帳

に登録された部分で住民の方から不服があるという

場合につきましては、当村で設置しております固定

資産評価審査委員会というのがございますので、そ

こにおいて審査をしていただくという方法をとって

いるところでございます。当然、課税漏れだとか誤

った課税を防ぐ方法として今は担当課としては、ま

ず新築・増築家屋につきましては、鬼志別地区につ

いては建築基準法で確認申請がその提出が義務付け

られておりますので、建築係と連携してその確認を

行っている。また、鬼志別以外につきましては、確

認申請はございませんけれども、１０㎡以上の建築

物については工事届が義務付けられておりますので、

その部分について同様に確認を行っていく、さらに

課税漏れ等を防止する対策としまして定期的に村内

を見回る、そういうこともしております。さらには、

漁協さん農協さんに出向いて定期的な情報を仕入れ

た中での誤った課税をしないと、それと滅失した住

宅があってもそれを誤って課税するということのな

いような形の中で気を配った中で、今固定資産税の

関係についてはそういう形で行っているということ

でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：はい、良く分かりまし

た。 

○議長（山須田清一君）：１１時半まで休憩いたし

ます。 

 

休憩 午前１１時１８分 

再開 午前１１時３０分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

一般質問を続行いたします。 

巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは質問を続けま

す。 

 ４、国保病院。 

（７）この数年の経営努力。 

先月の臨時議会の専決処分国保病院１９年度補正

予算において、１９年度の病院会計は持ち出しが久

々に１億５，０００万円をきるとの説明がありまし

た。１８年度に比べても１，０００万円以上の収支

が好転しております。高々３億円程度の収益で１，

０００万円以上の好転は、かなりの経営努力があっ

たはずであります。財政難の村の財政にとってもと

ても有り難い話しであります。この数年の病院会計

の経営努力の成果を昨年度を中心に説明お願いいた

します。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：病院の関係につきま

してお答えをしたいと思います。 

 ここ数年におきまして診療報酬等が６．８６％の

引上げの中で、入院・外来患者は横ばいで収入の面

におきましては大変厳しい状況にありますけれども、

公衆衛生活動収益によって村民ドック・予防接種・

職場健診、これは増によりまして収入を確保してま

いりました。 

支出におきましては、行財政改革によりまして平

成１５年度に医師の本俸を月額５万円減額し、１６

年度以降凍結した状況にいたっております。また、

１８年度には医務手当で２人で月額３６万１，５７

０円の減額を図っております。 

また、医療従事者の特殊勤務手当を１５年・１６

年、２ヶ年で廃止をいたしました。職員の期末勤勉
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手当・管理職手当・寒冷地手当の削減等をしており

まして、看護師の調整手当については、１６年度で

廃止を行っております。１８年度におきましては、

地域給与制度を導入等、人件費の削減を実施してい

るところでございます。従いまして、１９年度決算

につきましては公衆衛生活動収益の増と医療従事者

退職及び不補充等異動によりまして人件費の減額と

なっているところでございまして、１６年度から１

８年度の退職給与金の還付金７２２万２，０００円

程度が主な要因となっているところでございます。 

いずれにいたしましても歳出の見直しによってこ

のような財政の好転が成されたものという判断をし

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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：経営努力の結果は良く

理解いたしました。 

 ただ、もう過ぎてしまったことはどうしようもな

いのですけれども、この繰入金の状況見ますと平成

８年、９年、１０年、１１年この辺ここずっと２億

５，０００万円前後で推移しているのでありますけ

れども、この辺の状況を簡単に説明すること出来ま

せんか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：病院の方の一般会

計からの繰り出しの関係で７年、８年、９年ちょう

どこの時期につきましては山田医師１名でしたけれ

ども、その当時の部分で１名体制からちょうど切替

が２名体制になる時期であったと、平成７年からは

２名体制でやってきております。そういう中で、例

えばその医師の要望によって医療器械の導入だとか、

色んな形でその変化がある。さらにはその患者の動

きもあったと思っております。当然、１名から２名

体制になるということは、当然人件費の分も１名増

になるわけですから、そういう部分もあって例えば

２億４，８００万円これが８年ですけれども、９年

については２億６，０００万円ということで、当初

はこれは３億までいくのではないかという部分での

心配はありました。 

しかしながら１８年、１９年におきまして１億６，

０００万円、１億４，０００万円ということでかな

り一般繰り出しが下がってきているという理解をし

ているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：分かりました。 

 次の質問にいきます。 

８番目の８月以降の院長見通し。 

先日の同じ臨時議会の行政報告で院長の退任を知

りました。８月以降の後任の院長の見通しをお聞き

いたします。 

また、このような状況になりますと院長１人体制

で出来るのではないか。診療所にした方が良いので

はないかという村民の声が聞こえてまいります。以

前も何度か議論したテーマでありますが、もう一度

病院が１人体制で出来ない理由、診療所に出来ない

理由をご説明願います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：国保病院の院長の関

係についてご答弁をさせていただきたいと思います。 

 ６月１８日現在でとりあえず院長につきましては

４名の公募がございました。その中から書類・経歴

判断と面接をして早期に決定してまいりたいと存じ

ます。また、一応６月１８日において申し込みにつ

いては締め切ったというような状況であります。従

いまして、１人６月８日に面接済でございます。あ

との３人につきまして、これから面接をする予定で

ございます。この今応募してきている先生の中には

内科・消化器科、それからまた小児科というような

免許を持っている方もございますので、そういうこ

とも含めた形の中で適正な判断をしてまいりたいと

思っているところでございます。以前から村民から

は小児科というような部分が大きく叫ばれていたと

いうような部分もございますし、そういうことも加

味しながら判断していきたいと思っているところで

もあります。 

診療所の問題でございますが、私としては以前の

議会でも表明しておりますとおり、診療所にするつ

もりはないと、病院でいくことを申し述べておりま

す。村民感情からしても診療所にするつもりはあり

ません。 



 －29－

また、現病院の財政措置は地方交付税で６，９０

０万円を見込んでおります。診療所にすることによ

って診療所１ヶ所７１０万円となります。浅茅野に

も診療所あります。含めて１，４２０万円となり、

５，４８０万円の減額という形になってまいります。

診療報酬においても現行の３分の２程度の算定しか

出来ません。従いまして、３，２１４万８，０００

円の減少という形になってまいります。これと合わ

せまして、先程申しましたように不採算関係で補助

をしている部分、これらが十分に補っていけるもの

だと考えているところでございます。 

診療所の関係ですが、診療所にいたしますと１９

床のベッド限度でございます。それとまた無床化と

いう２つの形になろうかと思います。 

診療所につきましては、１日当たり入院基本料が

１ヶ月以内で１万２，４３０円を基本に、１９年度

延べ入院患者数７，７５９人を掛けまして、これの

基準の３分の１となりますが３，２１４万８，００

０円と計算いたしますと、合計で８，６９４万８，

０００円の減額となります。有床診療所にいたしま

すと許可病床数１９床となり、１９年度の実績を見

ますと１日平均２１．２人となっていますので、１

１０％を超えているところでございます。１０５を

超えて収入するとペナルティーが課せられます。入

院基本料の２割カットで年間２，０００万円程度の

減額となります。ちなみに１０５％で実施いたしま

すと１，９１９．９５人、１９年度実績で２０名以

上収容した日数は２７０日あります。ということか

らペナルティーを課せられるという形になります。

診療所にしたからといってまた、職員数を削減する

ということにつきましてはなかなか難しい状況にあ

ります。今の医療スタッフを抱えなければ診療所に

したとしても同じような状況になる訳でございまし

て、病院と同じようなスタッフを抱えなければなら

ないという実態でござい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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：診療所に関しましては、

経済的採算面から考えても今の病院体制の方が良い

ということで説明は理解出来ます。ただその１人体

制でいくということは出来ないかという質問に対し

てはどうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：１人体制ではどう

なのだろうかという部分でのご質問にお答えを申し

上げたいと思います。 

 医療機関の部分では、病院である以上は医師の標

欠という基準があります。これは医療法で定められ

ている部分でございます。 

それでうちの病院の関係ですけれども、医師数の

関係でこれは平成１８年度実績でございますけれど

も、常勤医として３人が必要だということでござい

ます。この３人が確保出来ないと、これは計算方法

ありますけれども、３人掛ける７０％ということで

２．１人端数付けてあれですけれども、そういうよ

うな標欠をクリア出来る今は体制になっております。

今は常勤２名と出張医が来ておりますので２．４人

ということで病院の方の基準としてはクリアされて

いると。この標準の医師数をクリア出来なければ、

例えば入院患者の診療報酬、外来患者の方の診療報

酬については減額されるというような方向です。こ

れも以前、病院長と色々と話した中ではこの医師が

一生懸命やっている、診療をやっている、そういう

中で診療報酬が人件費を削減するために医師の数を

減らすという部分についても協議したことあります

けれども、やはり医師の意欲の問題だと、そういう

問題も言われております。そういう中で、常勤の医

療法に基づく医師数を確保したいということと合わ

せて、今この１人体制でこの病院を運営していける

のかという部分でございます。村には病院は一つで

ございますし、またこの中核となっている部分が保

健福祉、介護の方の関係の中核を担っているところ

でございまして、この医師１人で色んなサービスを

支えていけるのかという心配もございます。医師の

平常の業務としては、診療業務もありますし、先程

村長の答弁でもございますけれども、村民ドックそ

れと職場健診、学校医の業務もございます。さらに

は宿日直業務、さらには浅茅野診療所への出張診療、

それと特別養護老人ホームの回診もございます。さ

らには訪問診療、週に２回やっているということも
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ございますし、また福祉関係では地域支援調整会議

ということで、これも決められた中で色んな形の中

でこの医師が係わっているということでまず医師１

名体制としてはまず困難だろうと、これは人件費の

関係の減にはなりますけれども、診療報酬の減も逆

に言うと診療報酬の減になると、それと合わせて１

名体制でこのような業務を成し得るのかどうかとい

う部分については非常に問題あると。医師の募集に

つきましては色んな形の中で色んな機関でお話しを

させていただきましたけれども、今のお医者さんの

気質としては９時から５時までの勤務を望むという

のが一般的にはそういうお医者さんがかなり医師気

質というのはそういう考え方にある。さらには、例

えば学会に出させてほしいだとか、宿直の回数を出

来れば少なくさせていただきたいとかいうような色

々な今の医療状況と言いますか、お医者さんの考え

方も変わってきております。ですから医師１名でそ

の先生がこれだけの業務を成し得るのかどうかとい

うことはちょっと疑問であると思いますし、また住

民サービスにとっては非常にマイナスな面であろう

と思っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：先程ちょっと確認する

の忘れたのですけれども、そうすると後任の院長は

大丈夫ということですよね。 

○村長（森 和正君）：はい。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうですね。 

 それと今の副村長にちょっともう一回確認したい

のですけれども、仕事の量とか医師の気質というの

はそれちょっと別にしておきまして、それはちょっ

と後で考えることにして、その医師１人の人件費と

人員が確保出来ないことによるペナルティーですよ

ね。ペナルティーこれを比べるとどっちが多いので

すか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：標欠というような

基準がございます。それで医師確保出来ない場合は

４，０００万円ぐらいの診療報酬の減になると思っ

ております。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは最後の質問に

移ります。 

 猿払村に限界集落。 

 人数の半数以上が６５歳以上で、冠婚葬祭等社会

的共同生活の維持が困難になり、消滅の恐れがある

集落、これは存在するのか。 

また、１０年後の限界集落は存在するのか。そし

て今の地域別の平均年齢を教えて下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応限界集落という

形の中でお答えをしたいと思います。 

 まず、始めに私限界集落という限界という言葉に

ついては非常に疑義を持っているところでございま

して、１５年程度前からこの定義付けがされたと聞

いているところでございます。私は限界集落という、

限界という部分については、一つは差別用語みたい

なような感じがしてならない訳でございます。従い

まして、別な言葉がないのかということも考えてい

る次第でございます。 

それで答弁でございますけれども、今限界という

言葉での質問でございますので言葉を使わせていた

だきますけれども、限界集落についてでございます

が、その要因となるのはやはり多くが林業に依存し

ている山村で安い輸入材に圧迫され、長い林業不振

が山村の人口減と高齢化に拍車をかけ、限界集落を

進行させたと言われております。その多くは関西方

面に集中していると言われているところでございま

す。それで一例を上げますと本村では定義として猿

払地区・浅茅野地区・小石地区がその代表的かと思

います。元々猿払地区・浅茅野地区につきましては

こういう山村、山林で栄えた所でございまして、こ

のような地区がそういうような状況になっていると

いうことは関西と比較しても同じような現象になっ

ているのではないのかという感じを持っております。 

また、小石地区におきましては、一応炭鉱の閉山

というような形の中での状況が著しいという考え方

でこれらが代表的な形になるのかという考え方を持

っております。基本的には限界集落をどうしていく

かに係る問題と考えます。対応はかなり難しいと考

えます。他からの人口流入にしても期限はないと、
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出来る問題ではないと、責任転嫁するつもりはござ

いませんけれども、政府の無策無能に憤りを感じま

す。林業の貿易摩擦による地域の限界集落、炭鉱閉

山、これは国の買上げでございます。これらを限界

集落を作ってしまったというような形であろうかと

思います。見通しが甘かったのだろうと今さらなが

らに思います。国全体の現状はどうかと申しますと、

やはり地球温暖化、ＣＯ２削減問題です。多面的に

以前の国策をしていなければこのようなことにはな

らなかったのではないのかと思いますし、また限界

集落にならなかったのではと感じます。限界集落の

問題は日本の国づくりに行きつく問題と考えます。

日本の近代化によって切り捨てられた存在でもある

と私は思っているところでございます。今この地に

住んでいる人達は切り捨てることは出来ません。立

派な子どもが都会に居て一緒に住もうと言っても住

もうとしないのが実態でございます。長年住み慣れ

た町は自分にとって都会なのだと思います。 

また、この方々は大体自給自足です。今世界的食

糧危機の中でこの自給自足がクローズアップされて

おります。よって、地域社会に貢献していると言っ

ても良いかと思います。非常にその地域に住んでい

る人達は、その地域が好きで、自分はその地域が都

会だと思っていると私は考えなければならないと思

っているところでございます。そういうところをど

うしていくかということが今後の大きな課題である

とも考えているところでございます。それによって

また地域に社会貢献していると言っても良いと過言

ではないかと思います。 

１０年後の限界集落の関係でございますが、直近

の国勢調査を基本的としてシミュレーションの結果

でございますけれども、平成１７年度猿払地区が５

０．８２％で限界集落区分に該当してございます。

１０年後は小石地区も限界集落に該当する。このよ

うな推計を立てているところでございます。この推

計には平成７年度と平成１２年度の国勢調査の異動

率を元に推計をしているところでございます。 

ちなみに人口でございます。地域別平均年齢人口

ですけれども、知来別でいきます。これは外国人研

修生・実習生を除いた平均年齢で申し上げます。知

来別については４１歳、浜鬼志別につきましては４

０歳、浜猿払については４６歳、浅茅野につきまし

ては４８歳、浅茅野台地については４６歳、小石に

ついては６２歳、鬼志別については４３歳、豊里４

６歳、芦野につきましては４４歳、猿払につきまし

ては６０歳、狩別につきましては３９歳という形に

なっております。これに外国人研修生・実習生を入

れた平均年齢、これは当然国勢調査人口にも含まれ

てまいりますので、これらを含めますと知来別地区

が４１歳、浜鬼志別が同じく４０歳、浜猿払地区が

４３歳、浅茅野地区については４８歳、浅茅野台地

については４６歳、小石につきましては５３歳、鬼

志別につきましては４２歳、豊里で４６歳、芦野で

４４歳、猿払で６０歳、狩別３９歳というようなこ

とに年齢的にはなっている状況にございます。 

以上でございます。 

これから大きな課題が背負っている状況の中で、

今後の問題としてどうしていくかということについ

て十分な検討を重ねてまいりたいと思っているとこ

ろでございますし、また地域の人達の意見等も十分

に反映した形の中でその施策等もとっていかなけれ

ばならないと感じているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（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）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

一般質問を続行いたします。 

巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：質問を再開いたします。 

先程、村長より答弁をいただきました。 

猿払村では、猿払・浅茅野・小石地区が限界集落

に該当するとの答弁でありました。 

また、地域毎の平均年齢では私共の研修生・実習

生が色んなところで貢献しているのだと思って聞い

ておりました。 
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質問としてはもう（９）と（１０）と一緒に質問

をいたします。 

実はこの質問を思いたったのは５月２４日の北海

道新聞に「限界集落道内に５７０、道の調査で１０

年後には４倍に増える」と、「宗谷管内では１６％

が該当する」とそのような記事が載っていたことと、

あと日頃から先程の村長の答弁にありましたその小

石地区、小石地区を見ておりまして、小石地区の葬

儀とかお祭等の地域行事を拝見しておりますと、地

域負担が、地域の住民の負担が感じられます。特に

今年度はお祭の行事も殆ど行われなかったようであ

ります。また、火事等が発生しますと初期消火にも

不安を覚えます。高齢者の医療・福祉の観点からも

集落の限界を感じます。 

これからこのような過疎集落対策をどのように進

めていくのか。当然、将来は地域統合も検討しなけ

ればならないのではないでしょうか。これらのこと

をお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんの質問に

お答えいたします。 

 特に小石に限ってご質問ありましたけれども、葬

儀等につきましては以前から役場職員がそのお手伝

いをしに行っているところでございます。これは各

課まわり番でやっているような状況でございまして、

特にこの関係について問題はないものと考えている

ところでございます。それから祭の件でございます

けれども、祭につきましても小石では祭は出来ると

聞いております。自治会長から。だけれども高齢者

であるがためにそこに出向いて来るのがなかなかゆ

るくないということが一つあって、中止をせざるを

得ないというような状況があると聞いております。

従いまして、今後これらをどうするかということに

ついては、高齢者をある程度車等で出前行政職員も

居りますので、そういう関係も含めた形の中でそう

いうお祭に連れて行ってあげるというような車で、

そういうような対応も考えていかなければならない

と思って今年度つくづくそういうような感じを持っ

たところでございます。 

それと火災の問題については特に高齢者でござい

ますので、火の取扱い等というものについては非常

に危険性があると考えております。 

ただ、小石地区におきましてその団員となる方が、

若い方が居られないというような面もございます。

従いましてこの部分につきましては消防団、今回の

春の消防演習にも参加していなという実態。 

また、鬼志別との統合という部分につきましても、

小石の人達もなかなか問題があるように聞いている

ところでございます。従いまして、初期消火として

その火災に対する消防器具等は小石地区にあのまま

存在をしておいて、地域住民の力を借りた初期消防

をしていかざるを得ないだろうと考えておりますし、

また、常備消防も小石まで行くまでの間５分ぐらい

程度の時間がかかるのかと思っておりますので、そ

の部分について常備消防と十分な連携を図りながら、

また鬼志別分団と十分連携を図りながらそれらの対

応を進めていかなければならないものだと考えてい

るところでございます。このような小石地区につい

てどのような対策に進めていけばいいのかというこ

とにつきましては、小石地区の方々とこういう葬儀、

お祭、火災等の発生の部分、その他色々あると思い

ますけれども、十分な論議を重ねた形の中でその対

応を私は図ってまいりたいとこのように思っている

次第でございますので、具体的なこういうふうに進

めたい、進めていきたいということではなくして十

分な小石の方々と話し合いを詰めていかなければな

らない問題であると考えているところでございます。

無理矢理そこに企業を持ってくるだとか、都会から

人を連れてくるだとかということも考え方にはあり

ますけれども、非常に実施については困難な部分も

あろうかと思いますし、これらを今の小石地区を大

きく、もっと大きく活性化させていくということに

ついてはなかなか困難な部分もあろうかと思います

ので、十分な小石地区の方々と協議・検討を進め、

行政の対応を図ってまいりたいとこのように思って

いる次第でございますのでよろしくお願い申し上げ

たいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：いずれにいたしまして

も行政の手助けが必要な地域であります。ただ、あ
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の地域をこれから活性化させるということは、現実

的に考えて普通はなかなか困難なことだと思います。 

逆に小石地区を鬼志別地区と併合するとか、その

ようなことを考える方が解決策として前向きな方法

だと思うのですけれども、その辺についてはどのよ

うに考えておられますか。 

○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。 

 確かに今議員言われたように非常に困難な問題が

横たわっていることは事実でございます。そういう

状況の中で鬼志別と統合という問題も考えてはとい

うことではございますけれども、統合ということに

なると集落再編というような形にもなってまいりま

す。それも一つの手法ではあるとは思いますけれど

も、小石に住んでいる人達の気持ち、そういう気持

ちが果たしてどうなのかということも当然、考えて

いかなければならない問題だろうと考えてもおりま

すので、集落再編も良いですよというような全体的

な意見であるのであればまたそういうような手法も

行政として考えていかなければならないことだろう

と考えます。 

ただ今、満７０歳以上過ぎても新築住宅を小石に

建てている人もいる訳でございます。はっきり言い

まして、そういう人達のことを考えますとやはり小

石地区という地区については昔からの住んでいた地

域の伝統文化を重んじるという気持ちがあるだろう

と、そこが強いのだろうと私は思っているところで

もございます。そういうことでご答弁に代えさせて

いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：先程来、述べらている

村長の協働という精神の基で今ここの住民の意見を

尊重するという一声は良く理解出来るのですけれど

も、ただやはり自立とかそういうことを達成するた

めには、やはり全ての住民の要求を全部聞き入れる

ということはなかなか難しい面もあると思うのです。

だからやはりある程度聞き入れないことは、聞き入

れないということでそういう少し辛いところがある

かもしれませんけれども、そういう意見を切り捨て

てでもやっていくという意思がなければ自立してい

くというのはなかなか難しいように思われるのです

けれども、またそういう意思がなければ自立してい

くことは難しいと思われるのですけれどもその点は

いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そのとおりというふ

うに考えます。 

 やはり地域の人達の問題ですから、また今現在い

る小石で住宅を建てる、新築住宅を建てた方もいる

と先程申しましたけれども、また今のこれから建て

る公営住宅、バリアフリーの公営住宅に住宅も古く

なったので鬼志別の方に行きたいという方も中には

おられるというふうにも聞いているところでもござ

いますので、それらを相反している問題でもござい

ますので、そういうような意見も十分聞き取りなが

ら対応を図っていかなければならないのではないの

かと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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：最後に国のちょっと対

策の方にお聞きしたいと思います。 

 国の過疎対策といたしましては、１９７０年に過

疎地域対策緊急法が制定され、１０年ごとに更新さ

れ、今は２０００年に制定されている過疎地域自立

促進特別措置法を基に過疎対策が実施されておりま

す。このような国の過疎対策をどのように考えてい

るか。 

また、過疎地域の意義ををどのように捉えている

か。最初の質問でも少しお答えになっておりました

けれども、もう一度お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：過疎対策の関係のご

質問でございますが、過疎対策、過疎集落対策につ

いてはこの対策事業については非常に過疎市町村、

小規模市町村にとっては本当に良い制度だと私は考

えているところでございます。人口の著しい減少に

とって、地域社会に於ける活力が低下し、生産機能

及び生活環境等地域間、地域とも比較して低位にあ

る地域をどう捉えるかと、村民の福祉の向上・雇用

の拡大・地域間格差の是正という従来からの目的に
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加えて、過疎地域に対し豊かな自然環境に恵まれた

地域に相応しい生活空間としての役割を果たすと共

に、全体として多様な地域文化の振興等、個性豊か

で自立的な地域社会を構築することにあるとこの事

業については考えているところでございます。 

ハード部門においては、過疎地域振興対策事業が

ありますので、事業する上においては非常に有効な

手段であると考えているところでございます。ただ、

この過疎対策事業債が今までずっと続いてきて、あ

とわずかでその１０年の時限立法が切れるというよ

うな状況もございます。従いまして、この事業につ

いては私は続けていただきたいという要望も財政的

な観点からいたしましても、続けていかなければな

らない事業であると思っているところでございます。

日本全体、特に北海道においてはそういう地域が多

いだけに、この過疎地域振興対策事業については特

に有利な面がございますので、引続き日本の国を守

るという意味からこういう末端地域の小規模町村、

こういう所についてはこの事業が絶対的に必要であ

ると私は考えているところでございますので、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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：従来から言われている

ように国土の保全等から過疎地域の意義が言われて

おります。ことに最近は地球温暖化という観点から

も益々過疎地域の重要性が謳われております。この

辺からも過疎地域は益々必要となってまいります。

村長に過疎地域の重要性を訴えて何とか頑張ってい

ただきたいと思っております。 

 これで私の質問は終わります。 


