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○議員（金子 清君・登壇）：おはようございます。 

 一般質問通告書に基づきまして質問したいと思い

ます。 

 ３つほどテーマ設けました。それで第１番目に今

後の猿払村の方向性ということで考え方をお伺いし

たいと思います。 

 まず１点目ですけれども、村は現在自立を目指し

ております。また、今までの議会の答弁等、村長の

答弁から一部広域連携も含めて考えているようなの

ですけれども、現実的に可能かどうかということを

お伺いいたしたいと思います。それにはまずどの課

が広域連携を中心として動くのか、そういうことも

含めてまずお伺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）：金子議員のご質問に

お答えしたいと存じます。 

 ご質問の今後の猿払村の方向ということで質問要

旨につきましては、猿払村が自立を目指しまた、一

部広域連携も考えているようで可能でしょうかとい

うことでございますけれども、合併しなかった答弁

でございますが、合併しなかった自治体は皆同じと

いうふうに私は考えますが、可能にやはりしていか

なければならない強い決意を持って、広域的に考え

られる事務事業は連携していかなければならないと

いうふうに考えているところでございます。これか

ら後の質問にも出てまいりますけれども、権限移譲

等が恐らく数々の権限移譲がなされるというふうに

思います。その権限移譲の中でも連携して、広域的

に連携して出来るものはやはり広域的に連携してや

っていかなければならない。そのような中には事務

もあろうかというふうにも存じますので、その内容

を精査した形の中で連携していかなければならない

というふうに強く思っているところでございます。

やはり不可能なことも可能にしていく努力もまた、

これ今の現状の行政情勢からいたしますと必要かと

いうふうに存じているところでございます。 

また、どの課が担当するのかというようなことで

ございますけれども、これは今後増えてきます事務

事業等につきましては、この担当課ごとにその対応

を図ってまいりたいというふうに思っております。

最終的にはその段階で煮詰めた結果を持って、広域

的な考え方に立って首長同士で話し合いを進めてい

くというような形になろうかというふうに存じます。 

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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：ただいま村長の方か

ら不可能を可能にしていくと、させていかなければ

ならないのだと強い決意みたいなものを伺いさせて

もらったのはすごく頼もしく思うのですけれども、

広域連携の部分で今まで同僚議員も色んな質問され

て進めていっているような雰囲気はあったのですけ

れども、現実的に一向に進んでいないと思うのです

私の考えているのは、それでその可能にしなければ

ならないという部分でどういうスケジュールでやっ

ぱりやっていくかということが大事になると思うの

で、それをスケジュールを作っていかないと、ただ

その問題起きた課で協議して広域連携進めていくと

いうことだけでは対応が難しいのではないのかと思

うのです。村としてどういうことが広域連携でやら

なければいけないかというのをやっぱりきちんとし

なければ次に進めていくことって出来ないのではな

いかと思うのですけれども、その辺どう考えている

かお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：その村としてのスケ

ジュールということですが、広域連携ですから相手

が当然あることでございますので、村独自の考え方

ということも当然ありますけれども、この関係につ

きましては今現在、町村会で首長同士で話し合って

いるところでございます。 

一部幹事会等で事務的に煮詰めた経過も将来的な

将来像として煮詰めた経過もありますけれども、中

断してしまっておりまして首長に一応お任せすると

いうような形の中で今現在宗谷町村会でこの関係等

につきまして一応、道北地域のあるべき姿と将来像

のあるべき姿という問題を含めた形の中で検討をし

ているところでございます。一部、私共以前にも申

し上げましたけれども合併の問題の時に、新法の合

併の時にクラスター構想が道から出まして、豊富町
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・猿払村・稚内市という３つのクラスター構想が出

たわけでございまして、一応この関係につきまして

は豊富町長と私とで一応案を作りまして稚内市の市

長と話しをしているところでございます。 

また、町村会ですから稚内市はこれ除かれますの

で、一応事前にお話しをしておきながら町村会でこ

ういう方向で進めていきたいというような話し合い

をしているような実態に今現在あるところでござい

ます。そういうことでご理解願えればというふうに

思っているところでございます。やはりこれからの

広域行政というものは出来るだけ不可能だからやめ

るのだというような考え方ではなくして、前向きに

やはり不可能なものであったとしても何かやはり創

意工夫をすることによって可能にすることが出来る

ものがある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ので、そういう方向

で私は考えているところでございますので、ひとつ

その点ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：可能な限り不可能を

可能にしていただきたい、それが住民にとっても幸

せなことだと思うし、どうかよろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは次の質問に変わりたいと思います。 

 来年度村税はかなり厳しい状況にある、あちこち

会議ある時に必ず来年は厳しいのだとそういう状況

なのだということが言われておりますけれども、こ

れ自主財源が村税が落ちるということは自主財源が

落ちるということなのでこの影響はどういうふうに

して出てくるのか。 

また、どう考えているのか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）：１番目の②の問題に

つきまして答弁をさせていただきたいと思います。 

 自主財源は極めて厳しい状況にあると想定し予算

編成をこれから考えなければならないというふうに

思っているところでございます。平成２１年度の村

税の状況は２０年度分漁業所得の落ち込みが影響し、

現時点では漁業所得が未確定で推計ではありますが、

村税合計で３億８，０００万円程度と推定をしてい

るところでございます。前年度と比較いたしますと

約１億４，６００万円、約１億５，０００万円程度

の減額になるのではないのかなというふうに考えて

いるところでございます。 

影響をどう考えますかということでございますけ

れども、当然村民サービスの減に繋がっていくこと

は当然のことでございますけれども、やはりそのよ

うな極端な村民サービスの減に繋がっていくという

ことは当然行政として考えられないことでございま

す。当然、歳入に見合った歳出を考えなければなり

ません。その中において村民サービスをどう図って

いくのかということも当然考えていかなければなら

ない問題だろうというふうに考えております。歳出

については、事務事業評価に見合った緊急性の高い

かつ事業効果の高い事務事業の重点的予算配分にな

ろうかというふうに考えているところでございます。

いずれにいたしましても出来るだけ住民サービスの

向上等にやはり今の現社会情勢からして落とすこと

は非常に村民に対するサービスの減に繋がっていく

ことでもありますので、これだけはやはりどうして

も避けて通らなければならない問題であろうという

ふうにも考えているところでもございます。ただ、

予算の範囲内の中でのことでございますので、その

ような基本的な考え方というふうな形に立った形の

中で重点的配分を図っていかなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

以上、答弁に一応代えさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：それとちょっと言い

忘れましたけれども、自主財源で村税というふうに

言われましたけれども、地方交付税も依存財源でこ

れは決してありません。そしてやはりこれは当然自

主財源で、私は自主財源として捉えております。村

民皆さんが国に納めた税金、これは徴収方法の関係

で一旦国に納めてそれが地元に戻ってくるというこ

とでございますから、必ずしもこれは依存財源でな

くて当然貰うべき財源でございますので、私はこれ
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は自主財源と一般財源というふうに考えているとこ

ろでございます。 

また、特別交付税については若干異なり考え方が

異なる部分もございますけれども、そういうふうな

考え方を持っているところでございます。そういう

状況の中で地方交付税におきましても首相は当初１

兆円の増額を上積みすると言っておられました。し

かし、今日あたり新聞をちらっと見てみますと一応

財務省と総務省とで色々と折衝をしているようでご

ざいまして、実質１兆円に財務省の方としては１兆

円には恐らく届かないだろう、ということは当時１

兆円という発言を首相はいたしましたけれども、そ

の後世界恐慌、世界経済恐慌の中でかなり日本経済

にしわ寄せもかなりきているという状況の中で、か

なり当初見積もった国税よりも落ち込んでいるとい

うような状況の中で１兆円という額には果たしてな

るのかというところがやはり心配されているところ

でございます。それで総務省としては絶対それは守

っていただきたい。それは縄張りとして守っていく

基本的な姿勢は貫くというふうには思っております

けれども、これもやはり総体的に考えた村の村税と

一緒になって考えた形の中での予算の来年度の予算

の編成というものも当然考えていかなければならな

いものだと、この辺の関係につきましてはまだ全然

不透明な状況でございまして１月中旬以降、地方財

政計画が出る段階においてそのような方向性が恐ら

く示されてくるものだろうと、また国の来年度の通

常予算が策定される段階で恐らくそのような方向性

も若干見えてくるのかなというふうな感じを持って

おりますので、それはまた予算に反映させるような

状況になってこようかというふうに思っております

ので、一応含めた形の中で総体的にどうなのかとい

うことも合わせてご答弁をさせていただきたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：今回、色んなテレビ

の報道やら何やらで交付金と交付税の違いだとか、

色々議論されているのですけれども、私らも初めて

というかその仕組みとか、そういうのをやっと理解

出来た感じしているのですけれども、その例えば交

付税にしても地方交付税にしても交付金にしても、

例えば同じ来年度予算で同じ額だったとしても、実

際は先程村長の答弁にあったように１億５，０００

万円くらいの村税が落ちると、そして今まであった

基金、それも実際５，０００万円、今年で０になっ

て来年度は一般会計から持ち出さなければならない

と、それを含めるとやっぱり２億円以上の節約をし

ていかなければかなり厳しい財政になると思われま

す。そういう中でやはりこういう所ですから、やっ

ぱり第一次産業が元気になればやっぱり色んな波及

効果も出てくると思うので、やっぱり元気になるよ

うな対策をどんどん打っていった方が良いのじゃな

いのかなと思うのですよ。住民サービスも今まで色

んな使用料等負担を強いてきましたし、色んな面で

もう住民も限界だと思うので、やっぱりこの第一次

産業が元気になるような対策をとって村税が５億円

ぐらい安定的に、何と言うか５億円ぐらいを目処に

出来るような対策をとった方が良いのじゃないかな

と思うのですけれども、その辺はいかがお考えでし

ょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変建設的な意見あ

りがとうございます。 

 基金がなくなるということにつきましては、恐ら

く敬老福祉年金の関係ですね。その関係でございま

すけれども、以前から言われているようになくなっ

た場合については、これは全て漁業協同組合から寄

附をいただいたものをそこに積んでいたというよう

な形の中で今まで使ってきていたわけでございます

けれども、なくなることによって当然代わる財源と

して何があるのかということになりますと、当然一

般財源で措置しなければならないということになろ

うかというふうに存じます。 

それと合わせましてやはりお金がないから特別養

護老人ホームを廃止するのだということにはこれは

絶対ならないと思いますし、増設してでも収支を合

わせていく覚悟をしなければならないというふうに

私は思っているところでございます。そのために財

政的にゆるくないために第一次産業を元気にさせて

いくということをそこにはやはり支援策も当然付い
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てまわっていく、元気にさせるためには当然付いて

まわっていくということになろうかと思いますので、

やはりこういう点をメインにしながら自主財源の元

気にさせた形の中で対策を図っていき、元気になる

ような行政運営をしていかなければならないという

ふうに思っているところでございます。 

ただ、第一次産業の場合につきましては、当然国

際協調関係という問題が付いてまわります。従って

国際協調関係の中でどうそれを取扱っていくのかと

いうことがやはり一番大きな問題ではないのかなと

いうふうにも考えているところでございます。今、

世界的に経済不況、恐慌の中において果たして第一

次産業の取組みの仕方というものについて国の方と

してもまだその全体的な方向が打ち出せない中にい

る状況にいる中で、当然それらを明確に国際協調関

係の問題を明確にしてやはりいただかねばならない

と思っているところでございます。地元といたしま

してはやはり第一次産業、これによってうちの村が

成り立っているというわけでございますから、これ

につきましてはやはり当然の考え方はとっていかな

ければならないというふうに考えている次第でござ

いますのでその点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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：どうか第一次産業が

元気になって、また関連する建設の人方とかそうい

う波及効果出るような対策をどうか考えていただき

たいと思います。 

 それでは３番目に、さるふつ温泉の今後の考え方

をということでお伺いしたいのですけれども、正直

今年の８月までさるふつ温泉が水道水を入れて、そ

れで汲み上げてそういう影響でポンプが駄目になっ

たりしてたという過程、正直言って私知らなかった

のですよ。それで恐らく住民の人方も知らなかった

人が大分いるのではないかなと思うのですけれども、

そういうことを含めて産建では色々議論されていま

すけれども、そういうことも含めてこれからの考え

方をお伺いしたいと思います。よろしく。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：さるふつ温泉の今後

の考え方の関係でございます。３番目のことでござ

いますが、さるふつ温泉につきましては、１つは村

民の健康と福祉・やすらぎ・潤い・公共的空間を進

める上での縦横軸の機能を果たしているものとして

多くの村民等に触れ合いの場を提供している所でご

ざいます。しかし１０年営業して以来、今日まで３

回の湯揚装置の交換にかかった費用は約４，０００

万円を投じてまいりました。現在設置している湯揚

施設も傷みが激しく正常な状況とは言えない状況に

あります。今年度は営業開始以来１０年が経過して

おりますが、これまでの経過から現在温泉の湯量が

どうなっているのか、井戸の状態がどうなっている

のか調査していないがために、今後の温泉運営の判

断をしなければならないというふうに考えていると

ころでございます。 

そこで今回、後ほど審議賜ります一般会計補正予

算にこれらの調査を計上させていただいたところで

ございます。ご理解を賜った形の中で調査をさせて

いただきたいというふうに存じます。今までの業者

とは違う業者を選定して調査をする予定でございま

す。その調査結果を判断した中で、今後の方針を村

民の皆様にご理解をいただき判断をしてまいりたい

というふうに存じます。この施設建設前の村民アン

ケートの結果回答した中で１，０００人以上の村民

の方々が温泉に関心を寄せられ、掘削に賛成してい

ただいた経緯もございます。また、第３の産業とし

て温泉でなければ村民の考え方はどうなるのかと、

温泉であるから投資している現状も村民は理解して

いただいているという考えもあろうかというふうに

存じます。ただの銭湯であれば財源的なことも考え

必要ないという村民もあろうかと考えます。観光振

興ということになれば温泉は絶対的不可欠なものと

いうふうに考えます。この調査の結果を踏まえ目的

も考え、その必要性は不可欠な課題で問題であるだ

けに村民の意見を反映させその是非を考えてまいり

たいというふうに存じます。 

 また加えて、水道水が一応入れているというよう

な関係でございますけれども、基本的に端的に申し

ますとこれは違反という形になろうというふうに存

じます。従って汲み上げた原水に対して、水道水で
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薄めるだとかということについては、これは特別問

題はございませんけれども、始めからそのような形

をとるというようなことについては私は間違ってい

たことだったというふうに思っているところでござ

います。そういうふうにご答弁をさせていただきた

いと思います。 

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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：正直言って本当に私

びっくりしたのですよ。水道水を入れて汲み上げて

いるなんて、２年前でしたか温泉の定義ということ

で色々マスコミで騒いだ時期ありましたよね。その

辺りから恐らく変わったのだろうとは思うのですけ

れども、それまでというのは水道水を入れて汲み上

げていたというこういう現実を聞かされた時には正

直、それだったらやっぱりポンプも先程、説明あり

ましたように大体４，０００万円くらいのお金がか

かっていると修理に、そういうことだとすぐやっぱ

り壊れやすくなりますしね、塩素ですからね何せ、

そういうことを含めるとやっぱり業者の人はどうい

う考えでやっていたのか正直想定も出来ません。 

それで今後のことは先程、村長から答弁ありまし

たように入湯料だとか色んな成分的な問題やらその

こともありますので、カメラを入れて調査したいと

いう旨の話しあったのですけれども、これはやっぱ

りきちんとデータを出していただいて村長の言うよ

うに村民にやっぱり判断していただくということが

一番良いのではないかなと思うのですよ。それで先

程、観光的にも温泉はやっぱりあった方が良い、そ

れは十分理解出来ますし、ただ成分的にも入湯料に

も問題あるとすれば、やっぱりどこかで決断しなく

てはいけない部分もただの銭湯でしたらそれは維持

管理はとんでもない莫大な銭湯料金になりますので、

やっぱり考えなくてはならない部分も出てくると思

うので、どうかきちんとした調査をしていただいて、

村民の方に知らせていただいて、判断を我々を含め

て皆さんで判断したい、出来るような形をとってい

ただきたいと思います。お願いというか、そういう

形にしていただきたいと思います。 

 ４番目に移らせていただきます。 

 一般質問に正直言ってこれ入れたら良いのかな、

入れて良いのかなと思った部分が４番なのですけれ

ども、村長は議会の中の答弁で時々道や国をかなり

批判して答弁されていることが何回かあります。そ

ういう中でこれから村で事業を計画したりする段階

で影響が出ないのかなという心配が私個人ですけれ

どもすごく心配しているわけなのです。それで地方

分権との絡みとか色々と村長の答弁の中で色々と聞

いた部分はあるのですけれども、そういう中で村長

の考えはいかがか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）：④の関係につきまし

て議会答弁の中での時々道や国の批判というような

ことにつきまして答弁をさせていただきたいと思い

ます。 

 私は影響はないというふうに判断しております。

今も議員からありましたように地方分権の最近の考

え方ですが、自分達の出来ることは自分達でと、そ

れにはやはり当然負担も付きまといますよというの

が基本的な国の地方分権推進委員会の考え方でござ

います。法が出来た時点では中央集権体制が崩壊し

たという関係もございます。国の指示も比較的強か

ったが今は一般的に地方分権は、地方分権制度を確

立させるためには地方からの声をというように変化

しつつあります。これは当然のことだというふうに

私は考えているところでございます。国の地方分権

推進委員会の中でこのような形をとっているようで、

このことは一つ考えれば国、例えば都道府県等につ

いては地方分権に関する考え方が要するに全然なさ

っていないのではないのかなと、そういう意識改革

がなさっていないのではないのかなというような感

じがしてならないわけでございます。そのためにも

地方分権推進委員会、国の諮問機関であります委員

会から地方から地方分権に対する生の声をやはり言

っていただいて、変化させていきましょうというこ

とが一つ言われていることでもございます。国は別

としても道は全く地方分権の考え方にまた批判じみ

たことを言いますけれども、考え方に立っていない

というのが私は実態ではないのかなと、これは道に

行って色々と話し合いをしたり要請したりした中で
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やはり考え方が全然違うと、地方分権の考え方に立

っていないというのがこれは実態でそれは違うでし

ょうということは私よく言うことでございます。よ

って市町村と意見が合わないというのが実情でござ

います。よって地方から出していかないと行政はこ

れは変わっていかないというふうに思います。かと

言って今までこのようなことを申してきたところで

ございますけれどもペナルティー等もありませんし、

道も要請はまともに聞き取っていただいているとい

うような実態にあります。要するに地方分権により

まして都道府県と市町村がこれ対等、協力関係とこ

れが一番大切なことなのですね。 

従って、対等協力関係にある以上は対等な立場で

やはり物事をやはり話さなければならない。単なる

批判をするという考え方ではなくして、対等な形で

物事を話し合うということがやはり必要だというふ

うに私は思っているところでございます。要するに

批判じみたことを申し上げた経過は何度かあります

けれども、道は今だ中央集権体制の考え方から抜け

きっていないというのが私としては実態として感じ

ました。 

余談ではございますが、つい最近テレビ等で放映

された問題も一部ちょっと余談として話しておきた

いと思いますけれども、道庁の議会のあり方を一部

始終テレビで放映された状況がつい最近あります。

これは全て知事の答弁と議員の質問とがすり合わさ

れているということを言われています。再質問、再

々質問まできちんとすり合わされているというのが

実態でございます。このようなことあってはならな

いわけでございまして、それぞれのやはり考え方が

あるわけですから、やはりそういう問題を未だかっ

てまだ続けているというそういう感覚的な体制、こ

れはやはり是非直していただかなければならないと

いうふうに思っているところでございます。再々質

問の答弁書まで質問書、答弁書までテレビで放映さ

れましたけれども、要するに知事はそれを持ってた

だ読み上げているだけと、そして議員は一字一句間

違っていないかそれを見ているだけというような実

態にあると、このようなことで果たして地方分権が

果たして成り立つのかということが私は考えさせら

て唖然としたところでございますので、余談でござ

いますが一部ちょっと付けさせていただきたいとい

うふうに思っております。本題であるペナルティー

とか道に対する事業等のこれからの行政等について

は特に問題はないというふうに私は考えております。

対等関係でやはり物事を協力して進めていかなけれ

ばならないというふうに考えておりますのでひとつ

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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：私も正直言って道と

か国はやっぱり批判的なのですよね。やっぱり市町

村がこれだけ身銭を切って努力して人も有効的にま

われるような人員配置にして、また補充もしないで

退職者の補充もしないで頑張っているというのに、

やはり道の職員というのは給料も良いですし、それ

もやっぱりリストラ何かやっぱり反対だと、給料下

げると言ったら駄目だと、そういうのでやっぱり全

然進んでいないと思うのですよ。 

国はご存知のように官僚が仕切っているというよ

うな中でやっぱり村長の言うように地方からの声を

聞いてもらってという部分でもなかなかこういう田

舎の自治体でそうしたくても次の段階、道なり国と

いうのはそういう受け皿体制が出来てないような気

がするのですよ。それで今道州制だとか、どうする

という議論はありますけれども、そういう道州制に

なったり地方分権が進むといっても現実的にそうい

う予算の関係のお金の方は渡さないだとか、そうい

う権限も移譲しない、そういう事務だけ地方に預け

ますと、そういう心配があるような気がするのです

けれども、やはりそういうの含めるとやっぱり道な

り国というのは何を考えているのかというのは私も

個人的にはすごく不信感を持っております。それで

何かこのことについてあればお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変建設的な意見で

私と同様な考え方を持っておられるということで大

変有り難く思っているところでございます。それで

確かにそのとおりだと、今議員がおっしゃったよう

な不信感を抱かれるのは内容を知っている方につい

ては当然そのように考えるだろうと私は思っており
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ます。まして今後まだ新法で分権改革が合併の問題

が若干残っておりますけれども、既にそれについて

はもう総務省あたりでもストップかかっているよう

な状況で、後はもう道州制というような考え方に変

わっていっているような状況にあります。これ合併

よりも道州制になればなお合併よりもきつくなって

くるようなことが考えられます。 

従って地方６団体、市長会・市議会・町村会・町

村議会・知事会、都道府県の議会から全部全て道州

制については反対しているというような実態がある

わけでございまして、何故反対するのかということ

につきましては、やはり合併でやったことによって

市町村の数が減ったけれどもあまり良い効果が出な

かったということがやはり結果として表れていると、

これに上乗せさせて道州制をやることによって、な

おかつそのような問題が大きくまた発展していくと

いうようなことが考えられるというふうに思います。

やはり日本の国土ということを考えた場合に私達は

やはり国土自然環境をこれは絶対守っていかなけれ

ばならない義務・使命というものがあるわけでござ

います。 

従ってそのような中においては、やはり道州制に

よってまた一極集中性を作り上げるような状況にな

ってもらってはやはり地方はどんどん疲弊していっ

て、国土の崩壊に繋がっていくという考え方から私

はやはりそういうことをやるべきではないというふ

うに考えているところでもございますので、その点

も合わせてご理解願えればというふうに思っている

ところでございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：是非頑張っていただ

きたいと思います。 

 次のテーマに移らさせていただきますけれども、

私の仕事場であります酪農対策についてお伺いいた

したいと思います。 

 昨年ですけれども１２月に一般質問の時に取り上

げさせていただいたのですけれども、実は４年前か

ら酪農状況というのは変わりはじめまして、それは

生産調整がありました。４年前から始まって２年間

牛乳をなげました。それで昨年度やっと搾って良い

よと、それで生産調整が解除になりまして搾れるよ

うになったのですけれども、すぐそういう生産とい

うのはすぐ上がりませんよね。動物相手ですので、

そういう中で昨年穀物市場の上昇やら原油価格の上

昇によりまして９円以上のコストが去年の今頃上が

っていました。そういう中で色々農業団体も活動い

たしまして乳価も２月くらいにもう決まったという

約５円くらいの上昇ということで決まったというこ

とあったのですけれども、ただ３年間コスト分の９

円の部分というのは殆ど１年間は何も手当されなか

ったと、その分もう農家負担になって大変な経営状

況になったわけです。それでまた今年急激にまたマ

ネーゲームがありまして、コストが異常に上がって

きました。そういう中で農業団体も８月に全国大会

とか、全道大会を開きまして緊急で乳価を上げてほ

しいということで活動してきたのですけれども、や

っと今年のつい最近になりまして新聞でも出ました

けれども５円３０銭の乳価の上昇上げると、飲用は

１０円ですけれども、加工については５円３０銭を

上げると、それは今からではなくて３月からですと、

そういうことなので常に去年の部分も含めますと２

年間も生産者が苦労して泣いているという状況にな

っています。そういう中で厳しい中で猿払村も色ん

な事業をこれから展開しようとしている部分もあり

ます。また、今進んでいる事業もあります。そうい

う中で考え方をお伺いしたいと思うのですけれども、

このポロ沼地区の国営総合農地防災事業なのですけ

れども、これはあくまでも整備であって土木工事な

のですよね。それで草地整備、これを草地にするに

は土壌改良剤入れて肥料入れて種入れておこしてそ

れで畑にするというそこの部分はこの防災事業の中

には含まれないのが現実なのですよ。そういう中で

そういうのが全て農家負担となる１ｈａ約３０万円

という一応事業とかでやる部分で計算しますとこの

ぐらいなのですけれども、来年肥料が１．５倍にな

りますのでこれこの額では納まらなくなる。約４０

万円ぐらいまで跳ね上がるのではないのかと思われ

るのですけれども、かなり厳しい負担になってくる

と思うのです。それで１，０００町面積ありますの

で、それを草地に戻すとすると受益者が大体３０ぐ
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らいですので、大体３０町ぐらいこれが例えばこの

３０万円としますと、１，０００万円ぐらいの負担

になるのです。そうすると今の状況ではやっぱりや

れないという人が出るのではないかなと、そしたら

防災事業の意議までちょっと崩れるようなことにも

なりますので、村としてこの負担軽減についてどう

考えているかをお伺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）：酪農対策のポロ沼地

区の関係の国営総合農地防災事業の関係につきまし

てお答えを申し上げたいというふうに存じます。 

 その前に議員さんがお話ししたように、生産調整

の関係につきましては大変厳しかったという実態が

私達も伝わってきているところでございます。 

従いましてそれらの部分については一切補填され

ていなかったというような形の中では大変遺憾に思

っているところでもございます。また、来年度から

の肥料等の値段等につきましても、やはり円高等の

問題もございまして輸入する場合についてはやはり

１．５倍ぐらいには当然なってくることはあるとい

うふうには考えているところでございます。そうい

うような酪農実態については目まぐるしく今変わっ

ているというような状況の中で、やはり国として自

給率というものは非常にやはり低いわけですから、

自給率をきちんと高めていくということが必要だと

いうふうに考えているところで目標を持ってやはり

国がきちんとそういう制度化を図っていく必要性が

あろうかというふうに思っているところでございま

す。これは前段の部分でございます。 

 次に本題へのポロ沼地区の関係でございますけれ

ども、これまで実施していきました国営農地開発事

業猿払中央地区の泥炭地帯の排水路等の機能低下に

影響を受けている農地を改善し、実効性ある農地の

有効利用を図ることを目的として現在地区調査を実

施しているところでございます。計画では平成２２

年度採択、２３年度からの本格的な農地にかかる工

事が進められる予定でございます。現議員がご指摘

のとおり防災事業の対象外として農家受益者の皆さ

んが草地として利用出来るようにするための自己負

担で行わなければならない工種はやはり耕起・土壌

改良、砕土、播種・鎮圧等でございます。これらに

かかる経費は議員のご質問のとおり一般的な積算で

は１ｈａ当たり３０万円前後というふうに見込まれ

ますけれども、もっとやはり上がっていく可能性は

これは当然あろうかというふうに考えます。防災事

業で行う工種の順番の変更や自己負担の軽減が図ら

れるよう事業の促進期成会を通じまして、事業の実

施主体である国に対して要請をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

また、工事の中で置土用の土取り場から発生する

土の売却代金も期成会の中で検討をしているところ

でもございます。これによって負担のいくらかでも

軽減がなされるということになってくるわけでござ

います。そういうことも考え合わせた形の中で全体

の共同経費としてこの自己負担工種にかかる経費に

充当出来るよう調査・協議・検討していかなければ

ならないというふうに考えているところでございま

す。いずれにいたしましてもやはり今議員がおっし

ゃったように相当の自己負担が発生するということ

になりますと、やはりこの国営総合農地防災事業の

主旨にも反するようなことにもなりかねないという

ふうに私も考えますので、やはり私共といたしまし

ては是非、国・道の方に向かってこの辺の負担軽減

の部分について強力にやはり要請をしていかなけれ

ばならない問題であるというふうに認識していると

ころでございますのでよろしくお願いを申し上げた

いと存じます。 

今の段階としてはそういう状況で、これからのや

はり個々の酪農家との協議等がやはり重要な問題に

なってきますのでそれらをとりまとめた形の中で期

成会としてもさらなる意見を把握した形の中でこの

問題に対応してまいりたいというふうに考えている

ところでございますのでよろしくお願い申し上げた

いと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：まだ２３年調査、実

際動き出すのは２３年からということでまだ時間も

ありますので我々も含めて期成会も含めて一緒に村

長の言うように国に求めるものは求めていって対応

してお願いしたいと思います。 
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 それでは２番目で、酪農対策の２番目に移らさせ

ていただきます。 

 集乳道路整備事業についてですけれども、昨年度

から一部農家の道路も舗装になりまして、大変今年

なんか１０何個か舗装になりました。それで大分良

くなりまして最初ただそういう中で、最初土地を無

償提供して村道にという話しで昔というか話しでこ

の事業進めてきたのですけれども、途中で地上権設

定ということに変わったのですけれども、その地上

権設定も道路全部が地上権設定になるわけで正直な

いのですよね。業者のまわりの集乳するところは地

上権設定にはなっていません。そういうのを含めそ

れで村道と地上権設定の違い。村として地上権設定

にすることによって利点と不利な点。 

また、私は将来やっぱり村道にした方がいいのじ

ゃないかと考えているのですけれども、その辺のこ

とも含めてお伺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）：集乳道路の関係等に

つきまして答弁をさせていただきたいと思います。 

 これまで集乳道路整備につきましては村が農家よ

り無償で土地の提供をしてもらい、整備することで

考えていたところでございますが、近年の土地改良

事業の要件が厳しくなりまして、あくまでも農道と

しての管理でなければ土地改良法に基づく道路整備

事業が出来なくなったということがひとつございま

す。ちょうど悪い時期にぶつかったと言えば、悪い

時期にぶつかったと言えるかも解りません。 

また、事業主体である北海道が用地を買収して所

有権を北海道にし、事業完了後村に譲渡することは

出来ますけれども、用地を買収した場合はその用地

買収費にかかる事業費の補助金の適正化法の適用が

永久に存続することから、離農した場合の補助金の

返還が発生してまいります。これを地上権設定で行

うと、１５年で補助金の適正化法の適用から除外さ

れ、１５年後に離農しても補助金の返還を発生しな

いことから受益者としても有利な方法を選択し、地

上権設定で事業を実施することにしたものでありま

す。先程、議員さんもおっしゃったように早く何故

村道にならないというふうな私も担当の方にお聞き

した経過もありますけれども、村としても村道とし

て認定することで地方交付税の積算数値にも大きく

影響することから、予定どおり村道として事業をし

たかったのですが、土地改良事業により集乳道路整

備事業は農道でなければならないと基準の明確化を

されたのがちょうど猿払村集乳道整備の要望を上げ

採択される年度の直近であったことから、不利と言

えばこの点が一番時期的に悪かったということが言

えるというふうに思います。 

しかし、今日食の安全・安心と言われ、消費者の

食品衛生に対する関心は多様化しております。いつ

までも砂利道のままで牛乳を出荷するということは、

生産者として不安を抱えるばかりでございます。村

としても基幹産業の一つである酪農の振興を目的に

事業の申請をしたものであります。 

当然、先程も申しましたように一次産業の頑張る

部分、頑張って一次産業を盛り上げていくというこ

とも当然考えていかなければなりませんし、ちょう

ど時期が悪かったとは言えこのようなことを今とり

かかっておりますので継続して進めていかなければ

ならないというふうにも考えております。村として

は当然、当時は基幹産業の一つである酪農の振興を

目的に事業の申請をしたものであります。このよう

なことが村道とならない、それから土地改良法の改

正という形の中での、それから補助金適化法の関係

でこのように変わってきたということが現在言える

状況になっておりますということを申し上げ、今の

質問にお答えしたいというふうに思っているところ

でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：確認ですけれども先

程、説明あったように地上権設定して１５年過ぎる

と影響されないというのですけれども、それまでし

たら１５年間は村道には出来ないということですか。 

○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。 

 今の段階といたしまして１５年間という制度が出

ましたけれども、私は１５年間果たしてそのような

制度が果たして適切なのかどうなのかということは

非常に疑問に思っております。要するに一応、何度
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も言うようですけれども地方分権という問題があり

ます。その中には当然、規制緩和という問題がこれ

はついてまわっているわけですね。やはりそういう

規制緩和は何故出来ないのかというところに問題が

あるのではないのかなと、やはりこの辺を私は追求

していかなければならない問題であろうというふう

に考えているところでございますので、これからも

その問題についてはやはり考えていかなければなら

ないというふうに私は思っております。そういうふ

うに関係の部署の所にやはり物を申していかなけれ

ばならないというふうに考えているところでござい

ますので、その点ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：正直言いまして、先

程私も言いましたようにこれ事業終わってしばらく

したら村道に格下げしてもらった方が交付税やら何

やらで随分違うのになと正直思ったものですから、

こういう規制がかかっているというのは正直知りま

せんでした。それで村長も言われるように、これは

いくら何でもちょっと問題だと思いますので、そう

いう中でやっぱり規制緩和の対象にしてもらってや

っぱりこういう期限を１５年とか期限を設定される

というのはやっぱりいかがなものかという気はいた

しますので、どうかそういう中で村長もそういう理

事もされてますので、そういう中で少し札幌の方に

行かれましたら議論していただきたいと思います。 

 それと３番目ですけれども、近年ＴＭＲセンター

や法人経営等大きな猿払の酪農も変化が起きていま

す。これで乳牛の増加に伴って草というか、与える

草が不足して農地不足が生じてます。そこで村有地

と民間の土地の売却は可能かどうかというのをちょ

っとお伺いしたいと思うのですけれども、これ、こ

れからもまだまだ規模拡大、個人でも牛舎をやった

り規模拡大する人が増えると思うのですよ。そうい

う中で農地不足というのは起きてくると思うので、

現在もある地区ではもう起きています。そういう中

でいかがなものかとちょっと可能かどうかというの

を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）：お答えいたします。 

 当然、規模拡大ということはこれから益々重要性

を増してくるものというふうに思います。特に集約

分業という私当初からそういう話しをしておりまし

て、最近になりましてＴＭＲセンターやその他のま

た別な集約分業のシステムというものも出来上がっ

てくる可能性というのは多いということも当然考え

ておりますし、また個々法人化ということもあろう

かというふうに思います。そういう状況の中で規模

拡大していく、規模拡大していってやはりそういう

頭数を増やして、乳量を増やさない限りやはり国際

協調関係には勝てないのですよね、はっきり言いま

して、従ってそのためには是非そういうような遊休

地等があればですね、草地として適正な所があるの

であればやはりそれについては売り払いというもの

については可能かというふうに存じます。 
ただ、こう見渡して見ますとかなり泥炭地、遊休

地というのは泥炭地が多いという形の中で草地にす

るためにはかなりのお金がかかるのではないのかな

というふうな感じも持っているところでございます。

それらをどのような形の中で硬質土壌草地に耐えれ

る土壌にもっていくのかということが、やはり今後

の課題だと大きな課題であるというふうに私は考え

ているところでおります。村におかれましても近年

大型酪農による法人化が進みまして農家１戸当たり

のやはり乳牛頭数が増えてきている実態でございま

す。国外から受ける様々な影響に少しでもやはり耐

えれるような農家の皆さんがご努力されていること

に対しましては敬意を表するところでございます。

昨今の少子高齢化やそれに伴う経費の高騰化等は今

後もさらに進行するものと想定されます。そうした

中での粗飼料の確保と安定的な供給を目指したＴＭ

Ｒセンターの設立は将来必ずや地域の存続に大きな

影響を大きな効果をもたらすものというふうに考え

ているところでございます。本村においては現在耕

作出来ない農地は泥炭による大型作業機の入れない

所しか残っていないというのがまた先程申しました

ように現実でもございます。これをどうするかとい

うことが大きな課題でもまたあります。そのような

ところを目指してやはり農地拡大にやはり向けて頑
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張っていかなければならないということ、私は議員

の質問に対して十分理解しているところでございま

す。これまで農家の皆さんと意見交換をしてきた中

で、村有地の有効活用や民有地の払い下げについて

も検討しております。そのための要望もしてきてい

るところでもございます。状況は大変厳しいものと

なっておりますが、今後これらの条件を解消出来る

所から農家の皆さんと意見交換し、出来る所からや

はり売買や賃貸借も含めて既に折衝していますが、

さらに前向きに民有地の売却等検討させていただき

たく存じますのでご理解賜りますようお願い申し上

げたいと存じます。民有地につきましては、これは

特に王子の土地の絡みなのですけれども、この部分

についても私、苫小牧まで行って一応折衝してきた

経緯もありますし、うちの課長も旭川の今緑化事業、

王子の緑化事業と言うのですか、その辺に行っても

折衝してきている経過もございますので、十分なや

はりまだ回答は得られておりませんが、厳しいよと

いうようなニュアンスはいただいておりますけれど

も、また本社の方からの直接苫小牧の工場長宛に文

書を差し上げた経過もございますので、それを本社

の方に上げるということでございますので、その結

果がまだまいっておりませんのでそれらを待った形

の中でそれらの民有地の売買等についても考えてま

いりたいなというふうに思っているところでござい

ますのでよろしくその点ご理解賜りますようお願い

申し上げたいと存じます。 
 以上です。 
○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：どうかまだまだ猿払

の農家元気ですので、そういう土地のまさかこうい

うことで土地が不足してくるなんてのはちょっとし

ばらく前までは想定出来なかったのですけれども、

ここ何年厳しい中でやっぱり前に進んでいこうとい

う若い人方が多くなって元気になりましたので、ひ

とつ前向きに対応をお願いしたいということを希望

しておきます。 

 それで最後ですけれども、新エネルギービジョン

についてお伺いいたしたいと思います。 

 昨年、一般質問でもさせていただいたのですけれ

ども、恐らく来年度が最終年度になろうかと思うの

ですけれども、私の意見は別として、どういう方向

に今最終年度進めていくのかというのを考えている

かというのをお伺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）：新エネルギーの関係

につきまして答弁をさせていただきたいと思います。 

 議員ご質問の来年度、最終年度と申していること

はこれは「頑張る地方応援プログラム」の関係だと

いうふうに考えております。この関係については交

付税措置がなされておりまして、平成２１年度で最

終年度のことではないかというふうに判断をしてい

たところでございます。今後の方向性につきまして

は、ソフト面とハード面との両方からの取組みが必

要というふうに考えております。ソフト事業につき

ましては、現在策定中の地球温暖化対策地域推進計

画及び地球温暖化対策実行計画に基づきまして村民

・事業者また職員への普及啓発事業が主なものとい

うふうになっているところでございます。ハード事

業といたしましては、基本的には既に策定されてお

ります猿払村バイオマスタウン構想に基づく展開と

なってまいります。農林水産省から認定を受けてい

るところでもございます。事業化を進めるためには

事業として採算がとれるのかどうなのかと、さらに

温室効果ガスの排出量を削減することが可能なのか

どうなのかを見極め、合わせて関係事業者の理解・

協力と賛同がなければこの事業が出来ない、事業化

に繋がっていけないというような実態もございます。

年明けから順次関係事業者と協議してまいらなけれ

ばなりません。 

いずれにいたしましても目標達成のため、今後共

村として低炭素社会づくりの一助として検討し、何

らかの事業を進めてやはりいかなければならないと

いうふうに考えているところでもございます。また、

この地球温暖化対策問題につきましては、これは我

が村ばかりでなくして日本全国、世界各国共通的な

問題でございまして、やはりこれらを目標達成まで

一定程度何らかの形で続けて継続してこの事業はや

っていかなければならない事業であるというふうに

考えているところでございます。出来るだけ村の負
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担が少なくなるような形の中での事業をする場合に

おいてはそのような方向性をとりながら逐次進めて

まいりたいというふうに思っております。やはり北

海道の他の町村にもこのようなことをＰＲする、う

ちの村がやっていることをＰＲすることもやはり必

要なことであろうというふうにも考えておりますの

で、その点もご理解願えればというふうに思ってい

るところでございますのでひと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）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：今年１１月でしたか、

我々も勉強して下さいということでちょっと名前忘

れたのですけれども、大学の先生の講演に話しを聞

かさせていただきました。ただそういう中で、ＣＯ

２何ぼ排出しているとかで、猿払村の場合は森林で

全て吸収しているという部分の話しはお伺いしたの

ですけれども、そういう計算をすることが本当に大

事なことなのか、そういうことじゃなくてここにあ

るエネルギーをどういうふうにして活用して次に向

かっていくかっていう部分であればまだ話しとして

は進んでいくのかなと思ったのですけれども、現実

的に先生はそういうことで地球温暖化対策という観

点からのそういう考えで、そういう講演の仕方とか

そういうことが中心で、要するに後ハードの部分で

だからバイオマスタウン構想の中に６つばかりあり

ましたけれども、その構想の中というのは別な猿払

村の委員会がそういう検討会をしてやっているのだ

と思うのですよ。そういう中で最初の段階では帆立

のウロの重金属を取り除いてどうのこうのと、それ

と笹がいっぱいありますので笹を刈ってそれをしま

しょうとか、去年急遽、正直言ってびっくりしたの

ですけれども、糞尿の方に振り変わったというので

すよ。視察も糞尿の方をバイオガスということで糞

尿のガス、要するに農場の視察だとか行ってきたみ

たいなのですけれども、そのバイオマスの方向性と

いうのか、最後は糞尿になるのですか。その辺お伺

いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 先程、今金子議員さんが申したのはやはり先生か

ら聞いた話しについては、地球温暖化対策地域推進

計画このお話し、それと地球温暖化対策実行計画の

絡みだというふうに思っております。それと合わせ

てもう一つ策定されております猿払村バイオマスタ

ウン構想、これとちょっと並行して当然進めていか

なければならない問題だろうというふうに私は考え

ているところでございます。やはり地球温暖化をな

すためには化石燃料等に頼らずバイオマスというよ

うな形の中での対応ということもこれもまた必要な

ことだろうというふうにも考えておりますので、こ

れらはやはり並行して進めていく必要性というもの

があろうかなというふうに思っております。ただ今

言われたように糞尿に変わったという形ではなくし

て、今はそれを検討している段階でございまして、

一応年明け早々今年度等についてその結論がはっき

り出されるというような形に今なっている状況でご

ざいますのでその点ご理解賜りたいなというふうに

思っております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：年明けてから最終的

に判断するという部分なのですけれども、正直言っ

て牛の我々の仕事の話しが出てくるのは想定、項目

には入っていましたけれども、急激にこんなふうに

して去年の段階でなってくるとは正直思わなかった

のですよ。農協も恐らく知らないだろうし、我々も

正直言って、委員の人はちょっと知っているのだろ

うと思うのですけれども、正直何と言うかちょっと

びっくりしているのですけれども、そういう中で判

断していくということなので、もし糞尿で対応する

という話しであればやっぱり関係機関ありますので、

やっぱりきちんと打ち合わせしてもらわないと村が

勝手にやるってことにはならないと思うのですよ。

やっぱり協力体制もしやるとしたらですよ。協力体

制きちんととらないと成功するはずないと思うし、

その辺をきちんと対応しながらやっぱり判断してい

っていただきたいとそういう希望、希望というかそ

ういうことを申し添えて一般質問終わらせていただ

きたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：１１時３５分まで休憩い
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たします。 

 

休憩 午前１１時２１分 

再開 午前１１時３５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。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程の金子議員さん

の関係で温泉の関係で、私確か言葉として違法とい

うような言葉を使ったというふうに思っております。

ただ違法でなくてこれは好ましい状態ではないと、

これは湯道を確保するために水を入れているという

ような形であって、違法ではなくて好ましい形では

ないというふうに保健所からもそのような指示を受

けているところでございますので、その点訂正をさ

せていただきたいなというふうに思っておりますの

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）：７番、巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：７番、巽昭。一般質問

通告書に基づき質問を開始いたします。 

 今回は合併・経済・教育３項目にわたり、７点に

わたり質問いたします。 

 まず最初の項目から合併問題から入ります。 

１合併問題。（１）権限の移譲。 

また、村長と合併の議論をいたします。この数年

間随分合併の議論をしております。平成の大合併も

終わったそうですから、この議論をするのも今回が

最後だと思います。 

当初は、私が自立推進で村長が合併推進でありま

した。今はその立場は逆になりました。お互いに信

念がないのかもしれません。これまでの議論の中心

はやはり財源であったと思います。村長は当初、将

来の交付税等の減少を予想し、自立は無理と判断し

合併を選択し、私は何とか自立出来ると判断し自立

を選択しました。しかし数年間、議会合併協議会等

で猿払村隣接市町の財政シミュレーションを検討し

交付税の推移、行財政改革により村長は自立出来る

と判断し、私はかなり自立には住民負担が伴うとの

判断で合併に考え方が変わりました。いずれにいた

しましても根本の考えは財源でありました。 

先日、中頓別町で合併の講習がありました。その

講師によりますと今回の合併の本質は財源ではない

との結論でした。今回、最後ですので財源を離れて

合併を議論したいと思います。 

１１月１３日に中頓別町で関西学院大学の小西教

授による合併に関する講演がありました。内容を総

括します。副村長も出席しておりましたので捉え方

に相違点がありましたら後ほど指摘して下さい。 

こんな内容でした。「２２年３月で新法が終了す

る。以後、財政優遇はなくなり、平成の合併は終了

する。この後、北海道からは合併せよとの指示はな

くなります。この時点で合併していない地域は自立

していくしか方法はありません。勿論、猿払村も含

まれます。平成の合併の本質は財源ではなく、権限

の移譲、つまり職員体制であると、地方分権により、

地方分権一括法が施行されて以来、市町村に権限が

移譲されてきている。移譲された権限には原則的に

は財源も付いている。行政に求められている仕事の

質も量も増えてきている。そのため小規模市町村で

行うことは無理だ。今回合併を望まなかった小規模

市町村は、特例市町村として基礎的自治体にはなら

ないがそれなりの権限を持ち存続出来る。」とこん

な内容でした。 

その上で質問します。我々は権限と言われるとど

うしてもイメージが浮かびません。２０００年の地

方分権一括法以後、猿払に実際に移譲された権限を

具体的に説明し、どのくらいの仕事の量と質が増え

ているのか。また今後どのぐらい増えるのかを説明

していただきたい。そして、合併を望まない小規模

町村、当村のことですね。それなりの権限を持つ特

例市町村とはどんな猿払村をイメージすれば良いの

でしょうか。長年行政に携わってきた村長が今持っ

ているそれなりの権限を持つ特例町村の具体的なイ

メージを村民に分かるように丁寧に説明して願いた

い。 

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）：巽議員の合併問題の

関係について答弁をさせていただきます。 
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合併論議の関係ですが、新法では失効期限は残っ

ていますが、総務省としては封印された状態となっ

ております。よって道からの条件指示、強制する事

項は一切ありません。これはもともと一切ありませ

んでした。従って道としてこのようなことをどう考

えているのかということも私としては理解が出来な

いところでもございました。議員もご承知のことと

存じますが、政府与党の考え方は報道等でもされて

おりますが、地方重視、格差是正と概算要求では地

方交付税はマイナス３．９％前後減になっておりま

す。地方交付税の増額が決意しているようです。要

するに権限移譲に係わることからでもあるというふ

うに推測されます。今、小西先生の話しを聞いたと

いうことでございますけれども行政学・法律学者等、

その他にも専攻している学者はたくさんいると思い

ますが、学者それぞれの考え方が微妙にやはり感覚

が異なっているということは私は言えるというふう

に思います。多くの専攻学科の教授の話しを聞くこ

とがやはり必要と存じます。巽議員さんは一人の学

者小西先生の話しの講話を聞いてですね、考えてい

るということはないでしょうが、私はまともに受け

ておりません。色々な学者の話しを聞きましたが、

私は当時の東大教授の大森彌先生の話しが一番その

分権に対する権限移譲の受け皿というような色んな

受け皿の問題について一番片寄っていない考え方だ

なというふうに考えておるところでございます。質

問されていることの議員が考えていることは当然図

り知れませんが、定義は若干ちょっと違うような感

じがするのかなというふうな感じもしているところ

でもございます。特例市と小規模市町村とは考え方

がやはり違うというふうに思っております。合併に

よって特例市となると市町村の共同体、つまり小規

模一極集中で原則人口２０万人を条件としています。

特例市とは都市制度の一つであって、政令指定都市、

中核市を継ぐ新たな地方分権推進の担い手として平

成１２年４月に創設されたところでございます。特

例市になるのは人口２０万人以上の市で政令で指定

されます。また、特例市になるのは新法で後３ヶ月

程度しか余裕がありません。恐らく無理でしょう。

合併が進んで２０万以上の市となることは北海道で

は合併が進まない状況の中で現在は無理というふう

に考えなければならないと思います。後は小規模市

町村となるわけでございますけれども、行政分野、

個別的に見ると特例市は環境保全行政、都市計画行

政の分野において中核市に近い権限を持つことにな

り、特例市に移譲されると、移譲を受けた事務権限

を行使するために必要な財源として地方交付税が増

額されることにはなっていますが、旧法で合併した

市町村が優遇措置として財源が補填されていること

になったということは議員お聞きの議員承知のこと

と存じますが、国が示したとおりのあめ玉は入って

きていないというのが実態でございます。 

また、旧法で合併した所がやはり破綻している実

態もこれは北海道ではございませんけれども、全体

的にあるわけでございまして、道と市町村はやはり

対等関係という形の中でございます。その処理する

事務は一般的に市町村は基礎的な地方公共団体とし

て住民に最も身近な日常生活に直結する事務を処理

しなければならないわけでございまして、都道府県

は市町村を包括する広域地方公共団体で市町村は基

礎自治体として住民の公共福祉増進のため役割を担

うものでございます。特例市に左右されるものでは

ありません。ただ小規模自治体で事務事業をするこ

とが困難な場合、特例市にあるいは道に事務委託す

ることはあるというふうに考えますが、果たしてそ

のようなことが出来るのか、出来るものなのか、非

常に制度的に問題があると考えます。権限というふ

うに言われてご質問にありますけれども、イメージ

が浮かばないということでございますけれども、私

は色々なやはり権限があるというふうに思います。

要するに事務の移譲されたものに対する権限等もあ

るように思いますし、色々な種類の権限等もあると

いうふうに考えます。ただ権限と言われてもなかな

か私もイメージが浮かばないということが実態でご

ざいます。憲法でも謳われているように権限が主権

在民にあるということでございます。そういうふう

に考えればある程度分かるような思いもいたします。

地方分権のお題目は自分達で出来ることは自分達で

とあります。これらに一致するというふうに思いま

す。要するに権限が移譲されたことによって、地域
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住民が良い受益を受けれるような形になるものであ

れば当然その権限は受ける必要性が当然出てくると

いうふうに私は考えているところでございます。本

論の権限の移譲の件について答弁を移行させていた

だきます。国は平成７年地方分権推進法の制定によ

って、地方分権委員会の勧告に基づいて二次にわた

る地方分権推進計画を策定してその推進を図ってお

ります。道では平成１２年の地方分権一括法の施行

を契機として、地域のことは地域で決めるというこ

とが出来る、地域主権型社会の構築に向けて道州制

の検討を開始もしているところでございます。その

具体化に向けた先行的な取組みとして国から道への

権限移譲等を進める道州制特区の取組みとして道内

分権として道から市町村への権限移譲を積極的に進

めるというようなことになっている状況でございま

す。こうした考え方に沿って平成１７年３月に策定

した道州制に向けた道からの市町村への事務権限移

譲方針に基づき進めており、道が所掌する約４，０

００権限のうち、約２，０００権限の市町村への移

譲対象と位置付け、市町村の要望に応じ同意を得た

上で移譲を行っております。本村にあっては村民に

よる身近な事務事業処理の迅速化、道からの要請等

を移譲しているというような状況にございます。現

在１８０権限を受けており、平成２１年度には本会

議に上程している租税特別措置法、これは優良宅地

関連、住宅関連の問題として特例として平成２１年

度を含め、新たに３６件が予定されているような状

況でございます。ただ今までも既にかなりな件数が

機関委任事務廃止に伴った形の中で地元で自ら村で

事務事業をしているものもたくさんあるわけでござ

います。内訳といたしましては、平成２１年度の予

定分といたしましては、母子及び寡婦福祉関連が権

限数が８件ございます。母子保健法関連が権限数２

件ございます。農地法関連が件数として５件ござい

ます。鳥獣保護関連、とがりねずみ捕獲これは文言

の整理でございますが、鳥獣保護法関連、ニュウナ

イスズメの卵採取、これも文語の整理でございます。

中小企業等共同組合法関連、権限数がこれは２１件

ございます。租税特別措置関連につきましては、本

会議で議案第６号として上程しているところでござ

います。 

また、２０年度の交付実績といたしましては、一

応この権限に伴うお金につきましては５６万２，９

３１円というふうになっております。これにつきま

しては、電子署名関係で一応件数としては１００円

というふうになってございます。浄化槽関連といた

しましては２万３，２００円。それから鳥獣保護関

連につきましては６万１，２００円。それから公害

事務関連につきましては１万５，０００円。中小企

業関連につきましては１，８６０円。商工会法関連

につきましては１万６，７１０円。農業振興関連に

つきましては７，６１０円。漁港管理関連として利

用料の徴収でございますが、これが一番大きく４３

万７，２５１円というふうになっているところでご

ざいます。このような形の中で今正に権限の移譲等、

新たなものを受けようというような形をとっている

わけでございます。内容的にはさほどな事務手数で

はないというふうに考えているところでございます。

確かに大きな都市、特例市・中核市・政令指定都市

になりますとかなりな権限数が及んでくるものとい

うふうに思いますけれども、小規模自治体等の関係

につきましては、土地計画をまだうちの村としては

指定されていない状況の中では権限数については少

ないというような状況にあります。それと合わせま

して、職員体制の問題が指摘されておりました。受

け皿といたしましてですね。しかしこれは権限移譲

を受けるにあたりまして当然やはり業務量が増えて

くる。やはり職員が揃っていなければ受けられない

というものではございますけれども、私はやはりこ

のようなものについては既にもうやられているもの

もございますし、特に職員の体制にやはりこだわる

必要性はないというふうに私は考えておりますけれ

ども、一部関連性はあろうかというふうに思います。

ただ財源と切り離すということでございますけれど

も、財源がなければ職員体制を整わせることは出来

ないわけでございます。やっぱりそういうことでや

はり財源的なものを重要な位置を占めるような形に

なってまいるというふうに思っているところでござ

います。今後においては将来の基礎自治体が担う役

割と新たな受け入れるための体制づくりに対する費
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用対効果を考慮して村民の利便性の向上と地域の実

情に即した観点から身近な事務事業を担当部署と協

議し選択していかなければならないというふうに考

えているところでございます。 

それから特例市町村のことをちょっとお話しいた

します。 

特例市町村とは猿払をどのようなイメージにすれ

ば良いのかということでございますけれども、私は

あえて特例町村と言わせていただきます。巽議員さ

んはこのことに関しては既にご承知のことと存じま

す。答弁が少し長くなると思いますがお許し願いた

いと存じます。 

先の小泉内閣は歳出は圧縮しようという小さな政

府を掲げ今も続いていますが、その中で地方にとっ

て非常に重要な地方交付税や公共事業の圧縮がはじ

まりました。結果、財政力の豊かな町村とそうでな

い町村の格差が広がりました。その財政難を避ける

理由で旧合併特例法の期限切れ前に相当の数の市町

村が合併いたしました。しかし、合併して良かった

という声はあまり聞こえません。逆に不評が聞かれ

ます。合併新法が失効するのは２２年３月末ですが、

既に総務省の新法は合併問題に対して封印されてい

るような状況ではございます。その後どうなるのか

と、どうなるのかと言えば議員が質問されているよ

うなことになるだろうというふうに考えますが、分

権の主旨は自分達の出来ることは自分達でというこ

とがあります。道州制がどうなるのかということも

視野に入れ検討を将来していかなければならない大

きな課題であろうかというふうに思います。特例市

町村にならざるを得ないのか、道州制に包含されて

いくのか、定かではないところでございます。イメ

ージですが私の今の考え方と申しますか、手法と申

しますか、以前の合併の時も言われていたことです

が、合併しなければその町村の事務事業が窓口業務

と福祉業務程度で、他の業務は中核市なり道庁が管

理運営すると言われておりました。このことは置い

ておいて、よってあらゆる行政分野を全て執行する

のか、これはやはりフルセット型行政事務と言われ

るものでございます。住民生活に密着したものだけ、

あるいは一部の事務しかやらないのか、アラカルト

型というふうに言われております。この二つの方法

が言われているところでございます。私はこのよう

な二つのイメージを考えているところでございます。

自治権は残るというふうには当然思っております。

やはり私としてはフルセット型の住民に利便の利便

性を求めるためにもあらゆる行政分野に全て執務す

る行政運営をやはり選択していかなければならない

ものだというふうに考えているところでございます

ので、ひとつその点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）：昼食のため午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５８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）：それでは質問を再開し

ます。 

 先程、長々の答弁ありがとうございました。 

 しかしあまりにも長くてメモをとることが出来ま

せんでした。それと共に正直腹も立ちました。もう

少し質問の意図を理解してほしい。何故私がこのよ

うな質問をしたのか、別に私が小西教授の理論を支

持しているわけでもありません。これは理論として

聞いているわけです。その理論を踏まえて最後にな

りますが合併の議論をしたい。そしてその議論を深

めることによって猿払村が今後どんな姿になるのか、

それを村の村民に知ってもらいたいと、そういう意

図で質問しているわけです。私に答弁するのではな

くて、私は村民を代表して質問しているわけですか

ら、村民に答えてほしいのです。そういう意味で先

程、村民にも分かるように丁寧に答えてほしいとい

うことで申し上げました。合併に関する議論は今ま

で散々してますし、先程、同僚議員もやってくれま

したので今回私はそんなにする議論はする予定はな

いのですけれども、ただもう端的に聞きます。端的
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に答えて下さい。私が聞きたいのはこれだけです。

今回の講義で小西先生は２０００年以後、分権法以

後、地方に仕事がたくさん増えてきていると、です

からその実際増えてきた仕事は何なのか、猿払村に

おいて、実際に増えてきた仕事は何なのか、それを

ちょっと具体的に村民にも分かるようにまず教えて

下さい。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは答弁させ

ていただきます。 

 権限は一応、平成１７年からずっと形では権限と

しては道の方から移譲されてきております。先程、

村長の答弁でもございましたけれども、平成２０年

までは１８０権限、これが移譲されてきております。

また、平成２１年度には３６権限、合わせて平成２

１年度になりますと２１６権限が移譲されてくるこ

とになります。これは事前に道の方からこういう権

限を移譲したいということで、猿払村としての受け

入れ体制はどうだろうかということで事前にそうい

うような協議もございますし、そういう中で権限に

ついて受け入れをしてきている状況にございます。

また、この権限の関係ですけれども、一応権限の移

譲という形になっておりますけれども、実は平常の

業務の中で既に実施されてきているものもございま

す。それは通常の業務の中で実施してきた中で、道

の方に報告をするというような義務で、現在既にそ

ういう形でやっていることもございますし、それが

新たにこの権限の移譲ということできておりますけ

れども、その分の事務の若干の手数はかかりますけ

れども、それ程業務に日常業務には支障をきたして

いないというのが私共の考えであります。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうすると権限は２０

年、２１年度と移譲されていくと、そうすると実際

の事務の仕事、仕事は今のところ２０００年の分権

以後、仕事は何も増えていないという捉え方でよろ

しいですか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：この中には、権限

移譲の中には新しい項目もあります。ただ、管内統

一で受けましょうというような申し合わせもありま

して、当然猿払村に該当しない権限の移譲もござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうすると実際どうな

のですか。これから仕事の量というのは増えていく

のですか今後。 

○議長（山須田清一君）：久保田行財政改革室主幹

。 

○行財政改革室主幹（久保田峰三君・登壇）：先程、

村長と副村長と答弁させていただきましたけれども、

重複するかなと思いますけれども、今受けている権

限につきましては先程村長からも話しもしました、

その平成１２年度の以前から機関委任事務としても

う既に受けているものが１６４件あります。それら

も含めて平成１９年度には１６件、先程話しました

２１年度には３６件ということで受けているわけで

すけれども、既に通常の委任事務ということで受け

ていた経常の一般の通常の業務の中で事務を進めて

きたものが殆どなものですから、改めてそういう必

要となる事務が増えるということですか、そういう

部分特に特徴的なものとしてはあり得ないというふ

うに考えております。今後残されたものにつきまし

ては、一定程度のその専門的な知識だとか、そうい

うものが必要とされるものが案件が残されておりま

すので、それについては特にまたそれについても猿

払村の中では権限移譲としては受けれる該当なる項

目というのは今のところはないというふうに思って

おります。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：そうしますとまだ私も

よく解りませんけれども、前村長よく地方分権とい

う言葉を使いますよね。かって２０００年以降大変

なんだと、その実際だから２０００年以降大変にな

った仕事、具体的にその地方分権のために増えた仕

事は当然あるはずですよね。全く前とその前やって

いた仕事をそのままやっているというわけじゃない

ですよね。形が変わったというところも確かにそれ

があるのでしょうけれども、もう少しちょっと分か
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りやすく、それこそ村民にも分かるように説明して

いただけませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：巽議員さんのことに

つきまして質問の答弁をさせていただきたいと思い

ます。 

 先程も長々と一応その主旨等について説明をした

ところでございますけれども、なかなか早口でなか

なか聞き取れなかったことだろうというふうに思っ

ているところでございます。この権限移譲事務につ

きまして平成１２年地方分権一括法が成立した時点

で機関委任事務が廃止されております。従ってその

部分につきましては既にもうやっていることでござ

いまして、機関委任事務が廃止されたことに伴って

これが自治事務になったということでございます。

従って、その後の権限移譲事務につきましては、そ

うさほど大きなものはないというふうに考えており

ます。そう大きく職員に事務手数がかかるようなも

のはないというふうにこう考えているところでもご

ざいます。 

従いまして、先程も私職員体制の問題のことにつ

いて若干触れたというふうに思います。ただだから

職員体制の問題ではないということと、もしこれが

大きく権限移譲が増えたとしたならば、やはり職員

を今少数精鋭で欠員不補充の中でやっている状況の

中で職員の体制を確立しなければ出来ないだろうと

いうふうには思いますけれども、今現在、もう既に

やっているような状況でありますので、職員には大

変な手間を若干かけているような形にはなっており

ますけれども、そう大きくは変わってはこないだろ

うというふうに考えているところでございます。従

ってこの権限移譲事務がその内容がやはり難しい我

々に出来ない問題だというような形になりますと、

やはりその職員体制という問題が出て来るだろうと

いうふうに思います。 

しかしそれにはやはり当然職員を例えば専門的職

員を雇うにしたとしても、やはり当然財源的な問題

があるわけでございます。行財政改革に村の行財政

改革によってそういうものについては、やはり改革

しようという形の中で目的を持って進めている中で、

やはり体制を増やして財源を使うということについ

て極力避けているという実態もございますので、そ

の点も密接にやはり財源と職員体制の問題というの

は繋がっているものだろうと、単なる受け皿として

職員体制だけの問題ではないということは言えるの

ではないのかなとこのように私は考えているところ

でございます。 

ただ一つだけですね、パスポートの問題があるわ

けですね。パスポートについても手を挙げればすぐ

移譲されます。これにつきましては、しかしパスポ

ートを作るためのハードの機器が必要になってくる

わけですね。この機器に対するお金が結構かかるわ

けで、今のところちょっとそれについては見合わせ

ているというようなことが一つの例としてございま

す。ただ、大体１００万円ちょっとぐらいハード入

れるのにかかるというような話しも聞いているので

すけれども、例えばパスポートの料金というのは結

構高い料金、今道でとっておりますよね。従って例

えば１０人、２０人が例えばパスポートを申請すれ

ば大体元がとれるのかなという感じもしているとこ

ろで、その辺の算出も今後して手を挙げていかなけ

れば、やはり村内でパスポートを取得する方達も多

いと思います。わざわざ稚内まで行かなくてもこの

窓口でとれるような方向に持っていければというふ

うな考え方も持っておりますので、十分その部分に

ついても検討もさせていただきたいなとこのように

思っているところでございます。 

とりあえずそういうような形の中でございますの

で、ひとつこの件に関してご理解賜りますようよろ

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）：どうもちょっと私理解

出来ないのですけれども、そうすると仕事の量は増

えていないということですよね。今、村長もおっし

ゃいましたけれども、そしたら地方分権って一体何

なのですか。地方分権ということは地方は、村長は

よく言いますけれども自分で自分のことはやりなさ

いというそれが地方分権ですよね。地方分権になっ

ても何も仕事が増えていないと、そんなことってあ

り得ないでしょう。当然、地方分権に移行したので
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あれば当然自分達でやれない仕事が増えなきゃいけ

なと思うのですけれども、その量が増えていないと

いうのは私どうも理解出来ないのですけれども、と

いうことは今後も増えないということですか。合わ

せて聞きますけれども。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応４０００項目の

うち２０００項目があるということで、その中で恐

らく端的に申しますと、恐らくその許認可の重要な

事務については市町村には下ろしてはこないだろう

というふうに考えます。これは国・都道府県、恐ら

くこれは官僚の特権として握っていたいというのが

実際だろうと私は思っております。従って事務量が

増えているか、増えていないかということではござ

いますけれども、事務量は増えております。 

しかし、今現在の体制の中でそれをこなしている

ということでございます。それと合わせてやはり地

方分権は何なのかということでございますけれども、

これはやはり地域住民が、村民がやはりこのことは

自分達のことは自分達のことでやるということがひ

とつの基本的な考え方でございますので、それらを

私達と一緒になって基本的に考えて仕事を作り上げ

て、必要な仕事を作り上げてやっていきましょうと

いうのが本来の姿でございますので、そういうよう

な意味でのことで二面性を持っているものだという

ふうには私は考えております。住民からの意見の反

映とそれから職員の仕事の事務量の問題と、この二

面性がやはり地方分権の中にはあるのだとこのよう

な考え方を持っ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）：どうもなかなか理解出

来ないですね。今の村長の言葉を聞いていると逆に

そういう地方分権という言葉を使って、地方分権で

すから自分達で自分達の町のことをやらなければい

けないと、住民と共にやらなければいけないという

ことは自分達がやらなければいけないということで

すよね。それをやっていないということではないで

すか今現実に、私はもうそう感じております。 

それと先程も同僚議員との話しの中に道州制も出

てまいりました。道州制も私は２０１０何年からど

うのこうのという話しもよく聞きますけれども、道

州制とはこうやって理解しております私の頭の中で

は、今猿払のこの地域のその住民の福祉を増進させ

るために国と北海道と猿払３者で一緒に仕事を行っ

ているわけですよね。今、先程来から何回も世界不

況とかという話しも出てきますけれども、世界情勢

が非常に複雑だと、だから国はこれからは国の仕事

しかしないと防衛とか外交ですね。これぐらいしか

やらないと、後の面倒くさいことは北海道と猿払村

でやりなさいと、そうすると北海道は国の仕事をや

らなければいけないわけですから、そしたら自分の

やっている仕事も猿払村にやらせると、それぐらい

にこう私理解しているのですけれども、このように

考えるとこれから益々猿払村のやる仕事はどんどん

どんどん増えていくように私は思えるのですけれど

も、このような捉え方は間違いなのでしょうかね。 

○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。 

 巽議員の質問のとおりだと思います。そういう形

の中で町村は仕事は増えていくと、北海道の役目と

いう道州制になりますと国は道州制、道の方に下し

て道は広域行政になると思いますけれども、その他

の権限については町村に戻すと、ですから地方分権

の中で地方分権の形の中で自己責任、自己決定とい

うことで権限移譲の部分につきましては住民サービ

スの一環と言いますか、決定権が早くなるわけです

から行政のスピード化とその住民サービスの向上に

資することが出来るのではないかなというふうに思

っております。それとそういう形になりますと、こ

の小規模の自治体でどういうふうになるのかという

部分については組織の関係もありますし、また財源

の問題、人の問題もあります。そういう中でそれが

例えば４０００項目のうち２０００項目を強制的に

例えば権限移譲ということになると、かなり専門的

な分野もありますし、かなり難しい分野が出てくる

のではないかなというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：地方分権に絡めて住
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民とやってないということではないですかというよ

うな質問ですけれども、これはまちづくり懇談会や

出前行政等で、またまちづくり会議等でこのような

仕事を住民から懇談した形の中で聞いて、その中で

事務事業に反映させるものについては反映させてい

ることで、決してやっていないというこにはなって

いないというふうに私は思っているところでござい

ます。また増える、事務事業が増えることはこれは

確かなことでございますけれども、果たしてどのよ

うな中身の問題が増えるのかというようなことです

ね。移譲事務として、それで要するにその中身が増

える段階で例えば内容がどうであるかということは

あらかじめ道の方から道が持っている権限が市町村

に下りてくる場合については道がその内容今まで道

が執行した内容の仕事を市町村に権限移譲する所に

説明をして受けれますか、受けれませんかという形

の中でやってくるわけですね。 

従ってうちの方としては受けれませんよと、手を

挙げなければそれはそれで道としてやらなければな

らないようなことになろうかというふうに思います

し、要するにその中身の問題だろうというふうに思

っております。この権限移譲の中身について住民の

受益の大きく繋がる部分については私達はやはりそ

れを受けてやらなければならない使命というものが

当然持たなければならないというふうに思っている

ところでございますのでよろしくその点ご理解賜り

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：今回のこの質問の最大

の主旨は、要はこれから地方分権及び道州制に向か

って恐らく皆さんの仕事がどんどんどんどん増えて

いくだろうと、それを今村長が言ったように権限が

下りてきたものにそれは受けれませんというスタイ

ルでこれからもずっとやっていくことが出来るのか

ということを懸念しております、ということが主旨

でありますし、また私はそうならないのではないの

だろうと、そうなった場合に今のこの体制で本当に

自立してやっていけるのかと、その辺のことをちょ

っと村長にもう一回確認します。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然その権限移譲受

けるに当たりまして、道からそういうような説明が

あった形の中で果たして本村の村民に対して果たし

て受益があるのか、ないのかということがやはり受

ける側としては当然考えなければならない問題だろ

うというふうに思います。従ってその権限について

村民に何の受益もないよというような形であればこ

れはノーと言わざるを得ないというふうに思います

し、受益が出るものについては勿論これは受けなけ

ればならないというような判断に立たなければなら

ないだろうというふうに思っております。 

従って、仕事の量としては増えてくることはこれ

は確かに間違いはないだろうというふうには思いま

すけども、現在もそういうような体制の中で進めて

いるということで、特別な権限移譲が出てくる場合

については、その先程議員さんがおっしゃっている

ような職員体制という問題も視野に入れなければな

らないだろうとこのように考えいるところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：この件に関しましては

分かりました。 

 いずれにいたしましても猿払村は自立という厳し

い選択をしました。住民福祉の増進のため村長も議

会も職員も心を一つにしてこれからも頑張らなけれ

ばなりません。勿論、行政側だけではなく民間の協

力も必要です。この地域を存続させるためには民間

の活性化が必要不可欠であります。特にこの時代、

民間資本がこの地域の機関車になり、この地域を引

っぱっていかなければなりません。しかし、残念な

ことに民間は今経済不況に悩んでおります。 

 次の質問に入ります。 

 ２、経済不況。（３）基幹産業ホタテの不振。 

 先月の１７日から１週間程中国へ行ってまいりま

した。大連と秦皇島という町に行ってきました。大

連は日本産のホタテの産地であります。秦皇島はイ

タヤ貝と言いましてホタテの一種の産地であります。

中国ではこの２つの都市を中心にホタテ貝が約１０

０万トンとれます。日本は５０万トンです。全世界
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では２００万トンとれます。中国は世界最大のホタ

テの消費地でもあり、生産地でもあります。そして

年末ですから札幌・東京とこれまた１０日ぐらい出

張してまいりました。今回、中国そして日本をまわ

って一番痛感したことは麻生総理大臣ではないです

けれども、私が今１９２９年以来の１００年に１回

の世界大恐慌の中に存在しているということを痛感

しました。それぐらい日本の景気は悪いです。世界

の景気も悪いです。 

そして猿払の基幹産業ホタテも良くありません。

皆さんも知っているようでなかなかホタテの状況も

解らないようでしょうから、ホタテの状況も少し説

明させていただきます。まず水揚げを申し上げます

と、昨年度４万８，０００トン、本年度５万３，０

００トン、ほぼ水揚げは順調に上がっております。

しかし、売り上げ構造に大きな変化が表れました。

今猿払には組合を含め７工場あります。５工場が冷

凍貝柱の工場、２工場が乾燥貝柱の工場であります。

つまり猿払のホタテは冷凍貝柱になるか、乾燥貝柱

になるかどちらかであります。まず、冷凍貝柱の状

況を申し上げますが、冷凍貝柱は昨年度の後半原価

が高くなったこともあり、国内の消費は大幅に減少

し、冷凍貝柱工場は昨年度生産高の３分の２ほどを

在庫して繰越在庫となりました。本年度に入りまし

ても日本の相場は回復せず、この在庫を８月のお盆

までかかりまして大変な赤字を出しながら中国・ア

メリカ等の輸出で処分するという結果になりました。

そのおかげで今年の浜値は昨年度に比べ５０円程も

下落し、生産者にとりましても大変つらい年となり

ました。そしてさらに秋になりましてリーマンショ

ック、サブプライム問題等のアメリカの金融不況が

全世界に広まり、さらに我々に追い討ちをかけるこ

ととなりました。 

つまり、冷凍貝柱につきましては国内不振の代替

でありました輸出がストップし、本年度も生産高の

半分ほどを繰越在庫とすることになりました。そし

て、乾燥貝柱につきましても、乾燥貝柱は元々香港

が８０％以上でありましたから、これまた金融不況

をまともに影響を受け多くの在庫を抱えて繰越する

ことになりました。来年度に向けて明るい見通しは

まったくありません。しかし、猿払の加工工場はホ

タテなくしては生きていけません。原料が順調に水

揚げされている以上はホタテと運命を共にします。

どんなに苦しくても後ろには下がりません。前に進

むだけです。新たな販路を求め新たな活路を探し新

たなリスクに挑戦します。猿払村もそうであります。

ホタテなくして猿払村の存続はあり得ません。基幹

産業ホタテを守ることは、この地域猿払を守ること

であります。今、世界大不況化で揺らいでいる基幹

産業ホタテを支える行政の役割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）：基幹産業ホタテの不

振の関係につきまして、巽議員さんの質問にお答え

したいと思います。 

 前置きの中身につきましては私も十分承知、聞き

およんでいるところでございまして承知していると

ころでございます。来年度の明るい見通しというこ

とも不透明であるということについても、当然マス

コミ等でも言われているようにここ２、３年はまと

もには戻らないだろうというような報道も一部流れ

ているような状況にもあります。そこで今世界大不

況化の中でこれはアメリカから始まったリーマンシ

ョックやサブプライム問題等の形の中で原油の高騰

が始まり、色んな形で世界経済が揺らいでいるとい

うような状況であります。うちの村として基幹産業

ホタテを支える行政の役割は極めて大きいというこ

とでございます。行政の役割の前にやはり公共的団

体でこれは漁業協同組合さんのことですけれども、

公共的団体でありまた利益を追求する企業でござい

ます。信頼性も伴いますし、市場原理に左右される

こともあって当然と思います。私は各種漁業カニ・

サケマス・タコ等の他、何と言ってもホタテ漁が主

流をやはり占めております。相手は自然でございま

す。危険性が伴います。労働としては限界があるか

もしれませんが、将来を考え別の漁種等も以前から

考えていたことと想定いたしますし、今からでも準

備しておく必要があるというふうに考えます。議員

ご質問のとおりホタテから得る自主財源が大きく、

税としてはその大宗を占めております。議員のおっ

しゃるとおりでございます。雇用確保としても大き
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く、また村の活気、他産業にも貢献しているところ

でございます。この度のことは、諸事情により世界

的金融恐慌が大きく影響をしているところでもござ

います。行政もこのことにより大きく影響を受けて

いるところでもあり、同様な感じを持っているとこ

ろでございます。行財政が豊かで余裕があれば当然、

第一次産業先程の金子議員さんのご質問にもありま

したように第一次産業をやはり育て元気にしていか

なければならないということについてはこれは当然

のことだというふうに思います。それに携わる他産

業に対する経済的波及効果というものも極めて大き

いというふうに考えております。このようなことか

ら来年度予算は極めて厳しい実態になることと想定

しているところでございます。やはり、地産地消は

当然のことながら海外に依存することも重要ですが、

何と言ってもやはり国内での消費拡大を図るための

手法も考えなければならないというふうに思います。

行政共々国内ＰＲをしなければならないというふう

にも考えているところでもございます。このような

大不況の中でやはり黙って見て他人のこととは感じ

られません。東京・関西以南方面への売り込みもや

はり必要と考えます。このことは加工協や漁業協同

組合、これら一緒になって行政と一緒になって協同

してやらなければならない大きな課題と考えます。

今までホタテ産業経済として良い方が多かったと考

えますが、その時のことも考えてみることも大切な

ことと考えますし、当然このようなことを想定は誰

もしていなかったというふうに思うわけでございま

して、やはりこういう場合になった場合にはどうす

るかという、そういう将来的な展望も持つこともま

た必要なことだろうというふうに思っているところ

でございます。いずれにいたしましても、国内消費

者に食べてもらわなければならないということがま

ず第一前提に私はあるというふうに思っております。

その他やはり海外方面への輸出ということも考えな

ければなりませんが、輸出と言っても円高９０円を

切っているような今日の状況の中で円高ドル安だと

しても大変な利益追求と言っても利益はそんなに出

るような状況にはならないような気もいたしますし、

やはり国内の問題ということが大きなこれからの課

題になってくるのだろうというふうに思っておりま

す。そのような中で加工協、漁業協同組合、行政と

一緒になった形の中でやはり消費をしてもらう、国

内で消費をしてもらうということがやはり大きな要

因だというふうに思っているところでございますの

で、そのような私は考え方を持っておりますことを

ご理解賜りたいというふうに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）：今、村長より他人事で

ないという答弁をお聞きいたしましたが、他人事の

ように聞こえました。私の胸には届きません。 

今、ホタテ産業がピンチであるという話しをしま

したが、ピンチはまたチャンスでもあります。１０

年前別海町のある水産会社がイクラの大腸菌Ｏ－１

５７で大きな食中毒事件を起こしました。テレビ等

マスコミで大々的に報道されましたのでまだご存知

の方も多いと思います。別海町の隣り町で毎年日本

一サケの水揚げを誇る標津町も風評被害と多くの余

波を多くの水産関係者が受けました。標津町は翌年

町・生産者・加工業者・輸送業者が一体となり、消

費者に安全・安心なサケを提供するシステム、地域

ハセップを作り、見事その打撃から立ち直りました。

それどころかその後、そのシステムを色んな食の祭

典・体験ツアー等に取り入れ町の活性化・町づくり

に大いに役立たせております。行政も今も「頑張る

地方応援プログラム」にのせ、漁港整備・水産物残

滓処理等の行政支援を行っております。猿払村も考

え方によってはチャンスだと思います。行政・組合

・加工業者は団結し、ホタテ日本一の水揚げを誇る

猿払が真の意味で安心・安全であるシステムを作る

良い機会だと思います。行政が中心となりそのよう

なシステムを押し進める意志はありませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 行政としては当然の使命というふうに考えており

ます。そのような方向性で協議していくことについ

ては一層私はやぶさかではないというふうに考えて

いるところでございます。その方向が良い方向に繋

がっていくようやはり努力していくということがや
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はり行政に課せられた使命というふうに存じており

ますので、巽議員さんの言っていることについては

よく理解出来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）：はい、ただいまのご答

弁間違いなくお伺いいたしました。 

 もう一つこの件に関しまして述べさせていただき

ます。 

６月の議会で三重県の明和町の町長と議員一行が

来村した話しをしました。合併の研修で来たのです

が、財務内容を見たら固定資産税の多さに驚きまし

た。村長も同じ感想を持っておられました。町長に

質問しましたら「シャープの工場があるのだよ」と、

だから固定資産税が入ってくるのだという答えでし

た。その時、私は迂闊にも気が付きませんでした。

シャープ・三重県とくればすぐ気が付かないといけ

なかったのですよね。シャープ・三重県とくれば前

の北川前知事なのですね。この前、本を読んで気が

付きました。この明和町の工場は北川知事の地域産

業活性化として行われた企業誘致政策、三重県のシ

ャープ液晶関連企業産業集積政策の一環なのです。

北川知事は地域活性化のため多額の補助金を出して

企業誘致に成功します。有名なのが先程の明和町の

隣町多気町と同じ三重県内の亀山市のシャープ工場

です。特に亀山ブランド液晶テレビとしては、世界

の亀山ブランドとなる亀山工場には三重県が９０億

円、亀山市が４５億円の補助金を出して企業誘致に

成功します。亀山市は人口５万人そこそこの町です。

稚内市と変わらないぐらいの町です。これにより亀

山市は雇用が増加し、地方交付税は払わなくていい

団体になります。地域経済活性化のためにこれと同

じことをしなさいとは言いません。それにですね。

この北川知事の情熱だけでシャープが来たわけでは

ありません。交通の便等の立地条件も三重県が恵ま

れていたからです。そして、液晶化の時代シャープ

もこの工場を必要としていたからであります。時も

求めていたからであります。猿払で立地条件に恵ま

れているものは何かと考えると、それはやっぱりホ

タテなのですよ。明治の昔から猿払は日本一の天然

のホタテの産地でありました。公共事業も出来なく

なってきた今、民間資本で地域の活性化を図るしか

ありません。ホタテで地域の活性化・経済の活性化

を図り、地域を継続させていく方法しか残されてい

ません。時も今求めているのです。ホタテの商流形

態が来年度から大きな変化が予想されます。安心・

安全のための設備投資が必要となりました。この不

況化でいくら立地条件に恵まれていてもすぐに大企

業が来るわけがありません。まず行政・組合・加工

業者が団結し、ホタテの地域ハセップを目指し港・

各工場の整備を整え、それに民間資本を導入し行政

も支援し、それにより地元の経済が活性化し雇用が

確保され地域が継続していきます。多少の補助金が

必要であっても固定資産税でいずれ回収出来ます。

ホタテでこの地に日本のシリコンバレーを作るので

す。夢のような話しですが決して不可能なことでは

ありません。行財政改革も今は必要なことですけれ

ども、そればかりでは将来への明かりが見えません。

経済活性化がこの地域を継続させる最大の政策です。

村長出来ませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程も同僚議員にも

申したことでございますけれども、このホタテの水

揚げによっての得る利益というのはとてもでないけ

れども大きなものがあります。日本一と言われるぐ

らいですから、これがやはり村の自主財源の大宗を

なしているというような実態でございます。従って

今議員さんが言われたことにつきまして、不可能で

あるけれども私先程可能にしていくというような言

い方をいたしました。やはりそういうような考え方

に至った形の中でやはり努力していく、結果はまあ

どう出てくるかそれは別問題として、そういう目標

を持った形の中で不可能を努力にしていく、そうい

う過程・経過というものはやはり是非必要なことだ

ろうというふうな考え方は私は持っているところで

ございますので、是非今言われたような形の中で十

分な協議をした形の中で内容等詰めていかなければ

ならないというふうに考えているところでございま

す。よろしくその点お願いを申し上げたいというふ

うに思います。 
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○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：村長は先程、同僚議員

に対し不可能を可能にするというお話しをいたしま

した。しかし、私から村長を見てると可能なものを

不可能にしているとそういうふうに見えます。今、

先程のシャープの工場と一緒で猿払には地元の利そ

してハセップという時、そして後何が必要かと言う

と北川知事の情熱、村長の情熱です。これがあれば

必ず可能です。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）：決して可能なものを

不可能にしているような形には私はそういう考え方

は持っておりません。情熱も持ってそのような方向

性で進めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：次の質問に入ります。 

 （４）不況化の地元商業育成。 

 猿払村の商店も他の町村と同様、年々売り上げが

減少し何件もシャッターを閉じ営業をしていない店

が目につきます。昔の商店街で育ちました私としま

しても、非常に寂しい思いをしております。 

そして、益々これから高齢化社会を迎える猿払に

とりまして高齢者が一人で歩いて買い物に行くこと

が出来る店がなくなることはこの地域の存亡に係わ

るものと思っております。今年、基幹産業ホタテの

不振は当然ながら街の一般商店にも影響します。本

年度酪農業も乳価低迷と飼料・燃油等コスト上昇で

非常に厳しい経営と聞いております。地元の商業・

商店街の売り上げ減少は図り知れません。各商店の

悲鳴は村長の耳にも既に届いているものと思われま

す。何か村内の商業を活性化させる手段はありませ

んか。 

１１月１９日の北海道新聞に載っております。「

新ひだか町１０年ぶりに地域商品券、今日発売２０

％割増付き」と載っております。これは新ひだか町

が商工会の発行するプレミア付き商品券のプレミア

分と事務費を町で補助したものであります。同様の

ことをして不振に悩む商業を活性化させる考えはご

ざいませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

確かに今言われたように、新ひだか町の商品券や

ら地域通貨等の問題については、私も聞き及んでい

るところでございます。この不況化の地元商業の育

成ということについては不況化だからこのようなこ

とをすることは、私はどうなのかなという感じがし

ております。不況化でなくてもですね、やはり地元

から購買力が離れていっているという実態を考え見

た時に、果たして今不況化だからこのようなことを

するのかということについてはどうなのかなという

ふうに考えます。もっと早くにこのような考え方が

あっても私は良かったのではないのかなというふう

な感じをしているところでございます。やはり、そ

ういう状況の中で要するにプレミア付の商品券だと

か、地域通貨だとかということについては一部もう

既にもう早くからやった所もございますけれども、

いまだに続いているかどうかということについては、

今話しは何か途絶えているような感じもしていると

ころでもございます。 

いずれにいたしましても、近くにやはり大型店が

あると、また近隣にあると、それは稚内にもあると

いうような形の中で果たして今２０％割増付きの商

品券を発行して果たしてどうなのかというようなこ

とにつきましても、いささか疑問に思うところもご

ざいます。従いましてこの関係につきましては、猿

払村に住んでいる村民の意識もやはり考えていただ

きたいものというふうに考えております。というこ

とはやはり猿払村に住んでいるのだから、例えば月

に１回でも２回でも猿払村の商店を使おうというよ

うなそういう村民の意識、気運というものがやはり

必要だというふうに考えます。まずそこからやはり

始めていかなければならないのかなというふうに思

っているところでもございます。一度このようなこ

とをやることについて果たしてどのような形になる

のか今現在、実際に今出てきた問題でございますの

で、当然何かの手を打たなければならないというこ

とは確かでございましょう。この件につきまして十

分商店街や商工会と今後のあるべきその姿というも

のについて十分な協議もまだされていないところで
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ございますので、協議をしてまいりたいというふう

に考えております。やはり、やってみることによっ

て良い結果が出る場合もあるでしょうし、そうでな

い場合も勿論あるというふうにも考えられますので、

そういう部分を十分商工会・商店街と今後のあるべ

き姿というのを協議してまいりたというふうに考え

ているところでございますので、決してこれらにつ

いて否定するものではございません。やはり何かを

やらなければならないと、やはりそうでなければ活

性化には繋がっていかないということはこれは確か

でございますから、やはりそういう意味で十分な協

議を進めて、やる以上はやはり成功しなければなら

ないということがまず第一条件だというふうに思い

ますので、そういう方向で考えてまいりたいという

ふうに思っているところでございますのでよろしく

お願い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）：実は昨年の１２月議会

でもこの低迷する商店活性化のための地域商品券の

質問をしました。その前にも同様な質問をしており

ます。昨年は商工会が広域連携を組んでいるので他

の首長と打ち合わせした中で進めたいというような

答弁がございました。今年度はこのプレミア付き商

品券をかなり前向きに検討してくれたと聞いており

ます。今の答弁のように十分に関係者と協議の上、

必ず実行するようにお願い申し上げます。それまで

は何度も質問いたします。 

 次の質問にいきます。 

 これも今まで何回か聞いておりますが、似たよう

な地域貨幣について聞きます。 

 合併前の留辺蘂町では特区制度のもと平成の藩札

と称して地域商品券を何回も流通させることによっ

て地域経済の活性化を行ったと聞いております。こ

のような地域通貨を検討する意思はありませんか。

役場の職員も今年の賞与が出たと思いますが、我々

の民間企業はこのような経済環境の中で本年度は厳

しい査定になります。このような賞与を地域通貨で

支払って地元商店の振興に繋げることが出来ないだ

ろうか、そして地域通貨として村のどのような施設

でも使うことが出来る通貨を発行出来ないだろうか。

勿論、地元の商店・企業・施設も住民の要望に応え

る努力もしなければなりません。地域を残すために

は住民も、先程も村長もおっしゃっておりましたけ

れども、住民も協力しなければなりません。しかし、

その手段・方法を検討するのは行政のお仕事ではな

いでしょうか。 

地域通貨についてお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：地域通貨の問題につ

いてお答えを申し上げます。 

 まず地域通貨、果たしてどういう方法がまず一番

良いのかということ、このことにつきましてもやは

り先程お話しいたしましたプレミア付きの商品券と

同様な形の中で、重複するような感じはいたします

けれども、地域通貨等の問題についてもやはりその

方法と内容と十分やはり検討していかなければなら

ないというふうに思っているところでございますの

で、十分なやはり先程申したような協議をさせてい

ただきたいというふうに思っておりますのでひとつ

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）：それでは商品券、地域

通貨共々協議の上、よろしくお願いいたします。 

 それでは次の（５）中国研修生、実習生の経済効

果というところに入ります。 

 平成１１年に初めて研修生を受け入れまして１０

年経過しました。途中１６年に特区が認められ平成

２０年の今年度猿払村には１０６名の中国の若者が

研修・実習をしております。彼女達、彼らは多くの

ことを学び研修・実習して行きますが、猿払村経済

に多大な貢献をしております。今や村内の水産加工

場は研修生・実習生なしには成り立ちません。基幹

産業ホタテに大きく貢献しております。そして１０

６名の消費活動は村の商業をはじめ多くの部分で利

益をもたらしているはずです。村に入ってくる交付

税にも貢献しています。その割には行政の物心面に

おける援助が足りないのではありませんか。１０年

にもなるのに歓迎研修生・実習生の文字はどこにも

なく、町の中には殆ど中国語が書かれておりません。

スポーツセンター等の村内の施設は殆ど有料化にな
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りました。中国人の使う頻度はかなり減ったようで

す。有料化になったことは猿払村に住むのですから

我慢してもらわなければなりません。しかし、村内

施設の殆どに使用料金等、中国語での説明はありま

せん。お金を貰うことはそれなりのサービスも要求

されます。もう少し中国人が暮らしやすい環境を行

政も考えなければならないのではないか。ゴミの出

し方でもそうであります。中国語でのきめ細かい行

政サービスも必要ではないですか。中国語の話せる

職員が一人ぐらい採用してもいいのではないでしょ

うか。これから中国人にどのようなきめ細かい行政

サービスが提供出来るかをお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確かに中国研修生・

実習生が来ていただいて貢献していただいていると

いうことについては私は十分理解出来ます。今年の

１０周年記念式典の時にも、漁組の方達と中国に行

って来た経過がありますし、今大変な状況を見させ

ていただきました。大変な状況ということは素晴ら

しいなというような感想を持ったところでございま

す。ただまだこれは今の中国のＧＤＰがずっとまだ

上がっている時のことですから、果たして今はどう

なっているのかということについては若干落ち込ん

でいるのではないのかなという感じはいたします。 

その話しはさて置きまして、今居る中国人研修生

・実習生の関係でございますけれども、十分なやは

り当然村に住民登録をしている一住民でございます

ので、私達は特別扱いするつもりは毛頭ございませ

ん。やはりそのような状況の中で今後どういうよう

な形をとるのか、やはり中国語を学ぶ・話せる・通

訳出来る人間を一人雇う場合に対してどうなのかと、

またそういう公共施設の利用に対してどうなのかと、

また中国語での施設の案内というようなことにつき

ましても十分創意工夫を図ってこれらにつきまして

検討をしてまいらなければならないというふうに考

えているところでございます。恐らく今後も私とし

ては特区申請をして増やしていただく考え方も持っ

ております。そのような状況の中でやはりこれから

は益々高齢化に向かって進んでいく中でやはり外国

人労働者という形の中で研修・実習ということにつ

いては大変重要な意味をなしているというふうに考

えておりますので、十分その点も加味した形の中で

創意工夫を図っていかなければならない問題だとい

うふうに認識をしているところでございますのでひ

と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）：そうするとこういう中

国語での色んなサービスは増やしていただけると受

け取ってよろしいわけですね。 

○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。 

 実際に１００人以上の人達が居るわけですから、

そのような方向性はやはりとっていかなければなら

ないだろうというふうに私は考えます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：それでは中国語でのき

め細かいサービスをよろしくお願いいたします。 

 もう一つ研修生・実習生についてお伺いいたしま

す。 

 経済活性化のためには今や研修生・実習生はなく

てはならない存在であります。日本の研修制度の歴

史を少し述べさせていただきます。日本の外国人研

修制度はたくさんの企業が海外に進出するようにな

りました１９６０年後半から行われました。海外に

進出した企業が現地邦人や取引先の現地人を日本に

呼び関連する日本の技術を研修させました。１９８

０年後半より日本の少子高齢化、経済の国際化によ

り外国人労働者問題にどう対応するかで議論が重ね

られ、１９９０年に従来の研修制度を改正し、より

幅広い分野の研修生を受け入れることが出来るよう

になりました。同じ１９９０年の法改正で日系人労

働者も認められ、外国人登録者数は飛躍的に増加し

ました。今や外国人の登録者数は２００万人を超え

ております。そして、群馬県大泉町のように外国人

と共に生きる町も出てきております。大泉町は４万

人ほどの人口で、そのうち７，０００人近くが外国

人です。勿論、自然に増えたのではなくて町と企業

が積極的に働きかけた結果であります。今でもこの

研修制度・実習生制度は企業の要望により研修制度
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をなくし全て実習制度にするとか、実習期間を５年

間にする等、制度の変更が検討されております。村

長も特区制度の時と同様に先程もちらっと申し上げ

ておりましたけれども、さらなる制度の改革を求め、

もっとたくさんの中国人を受け入れし、経済活性化

に役立てまちづくりを進め、外国人・中国人と共に

生きる村を作る意思はございませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：意思は持っておりま

す。ましてこれからの特区の部分についても当然法

務省等にアタックしていきたいというふうに考えて

いるところでもございます。そういう状況の中でや

はり外国人、特にうちの場合については中国実習・

研修生これは共に生きる生活形態意識というものも

当然考えていかなければならない問題であろうとい

うふうにも考えております。そのようなことからい

たしまして、やはり今は非常に貴重な存在になって

いるというような考え方からいたしましても、やは

りそのような中国・外国人と日本・猿払の村民と一

緒になってやはりまちづくりをしていくような考え

方で一緒に生活出来るような生活ライフスタイルを

作っていければというふうな考え方も当然持ってい

るところでございますので、これらについてもまた

努力していきたいというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：どうか可能性を不可能

にはしないで下さい。 

 それでは次の最後になりますが、３番目の教育向

上という最後の質問に入りたいと思います。 

 （６）本年度学力テスト（全国学力調査）。 

 昨年度４３年ぶりに全国学力テストが行われまし

た。北海道は小学６年生が４６位で中学３年生が４

４位であったと、では猿払村はどうだったのかと何

度かここで質問しましたが、テストは学力能力を調

べるのが目的でないとの理由で正確には答弁を貰え

ませんでした。 

最近、２年連続行われた本年度の学力テストの結

果が新聞等で掲載されております。道内の結果、稚

内市の結果も掲載されています。猿払の結果も学校

便りで知ることが出来ます。因みに村内回覧の学校

便り「たくしん№１４」によりますと、学科別に考

察が掲載されております。それを学科別に述べます

とこう書かれております「確実に学力がついている。

良い結果が得られた。そん色ない結果となりました。

差ほど差がないと押さえることが出来ます。」この

ように評価されております。教育長のご指導が大変

によろしいのか、はっきりと結果が把握出来ない書

き方となっております。はっきり述べよと言っても

述べないのは分かっておりますが、それなりに本年

度学力テストが行われた経過、実は私は昨年しかや

らないのかと思っていたのですけれども、そして猿

払村の教育委員会での対応、猿払村の結果をどのよ

うに教育委員会として分析しているのかをお答え下

さい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。 

 思い起こしますと１年ぐらい前の議会でも色々と

鋭いご質問いただきまして私もまだその記憶が残っ

ております。 

お答えいたします。 

 「全国学力・学習状況調査」、通称では今議員さ

んおっしゃいましたとおり全国学力テストと言われ

ておりますけれども、これにつきましては国際的な

学力調査を受けて、日本の我が国の子ども達の学力

や意欲の低下が見られるのではないかという背景の

基に中央教育審議会答申、それと専門家の検討委員

会を設けましてそれらの対応につきまして、この調

査につきましては「毎年度実施が適当」ということ

で今進められているというのが背景でございます。

ということは巽議員さん言われましたとおり、今年

で２年目なのですけれども、来年度についても実施

という方向で動いていますことをちょっと前もって

言っておきます。 

 この調査の目的なのですけれども、少し他の方に

も知っていただくためなのですけれども、全国的な

教育及び教育施策の成果と課題をよく検証して改善

を図るのだと、それと私共含めまして各教育委員会、

学校において教育施策のその成果と課題をきちんと

把握してこれを改善するということが目的になって
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おりまして、ご承知のとおり小学校の第６学年と中

学校の第３学年対象にしておりまして、教科では小

学校では国語と算数、中学校では国語と数学の２科

目ですけれども、その中には主として「知識」基本

的な部分の知識に関する問題と応用と言いますか、

主として「活用」に関する問題という二つの構成で

分かれております。その他にも教科以外の調査とい

たしまして、生活習慣や学習環境に関する「質問紙

調査」も行われておりまして、そういったことから

のタイトルでも状況調査という名前で進んでいるこ

とも申し上げたいと思います。 

それと経過ということなのですけれども、そうい

った上では本年度４月２２日なのですけれども、こ

れを調査日としまして全国では公立学校では小学校

が２万１，６８５校、中学校もそうなのですけれど

も、国内の殆ど大半がこれに参加しておりまして、

本村では６年生が居ない在籍していない芦野小学校

を除きまして、小学校で５校２８名の児童、また中

学校では１校で３３名が参加しているところでござ

います。 

この後、８月下旬に調査が終わってから我々の方

にもそれぞれ全国的な調査結果のことやら、北海道

の状態に関する調査結果、本村全体に関する調査結

果、学校に関する調査結果というものがそれらが教

育委員会の方にも届けられております。 

また、昨年度と同様なのですけれども、これは巽

議員さんとこうやり取りした中で記憶強い部分なの

ですけれども、この調査の関係文部科学省による調

査結果の公表ということなのですけれども、その中

ではこの調査は分かり切っているとことをお叱り受

けるかも分からないのですけれども、この調査で図

り知る測定出来るのは「学力の特定の一部分」であ

るよということを認識しての調査でございます。そ

れと結果が少し今年早くなったのですけれども、実

は実施したのは４月でしてこれが４ヶ月も経ってか

らその結果が出てくるということで、本当に今子ど

も達の的確な姿を表しているのかと言いますと、ち

ょっとこう疑問も残るという部分も一部あります。 

いずれにしましても、調査に参加した子ども達に

その成果を還元するということが非常に大事なこと

でありまして、各学校には調査の結果と共に普段の

学習状況等も加味した指導を行うように指示してお

りまして、また必要に応じて家庭ということでも保

護者にもその内容を説明するように周知しておりま

して、同時に教科に関する調査、それと質問紙に関

する調査の結果、その関連について去年はどうだっ

たのだと、去年から見てこうだったのだということ

をきちんと学校で分析しながら学習指導の目標、そ

れと具体的な指導を取りまとめたそういった報告も

出してもらって連携をとりながら子ども達に還元し

ているところでございます。 

また、当教育委員会としましても、文科省や北海

道の分析手法、これにならって全体の概要とか教科

に関しての調査結果、それから質問紙の調査の結果

についてそれで分析を行いまして、昨年度の結果を

踏まえた検討等をまとめまして、これを教育委員会

議でも議論して、また学校長の会議の中でも報告し

て来年度に向けた猿払の学校教育の重点、これをき

ちんとお互いに確認していこうというふうになって

おります。 

それともう１点の結果についてということなので

すけれども、本調査の結果なのですけれども、これ

はもうまた分かり切っていますよということ前提で

お話ししますと、この調査に参加するに当たっては

実施要領というのがございまして、この調査の取扱

いに関しても配慮、規定をしておりまして、教育委

員会勿論のこと各学校でも教職員みんなもその取り

決めを守るということでこの調査に参加していると

いうことでございます。その取り決めってどうなの

っていう具体的なことなのですけれども、市町村の

教育委員会、猿払村でいけば猿払村の中では各学校

の状況についてそれぞれの学校の名前を出した公表

は行わないという基本姿勢は守っております。また、

教育委員会がその例えば猿払全体の結果を公表する

ことや、学校が自分で公表するということについて

は一番心配されます序列化、順番とか、過度な競争

に繋がらないように配慮すること、そういうことを

我々きちんと守っていくということでこの参加をい

ただいているとことも前段でちょっとご理解願いた

いと思います。そういった中で道内でも先程、巽議
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員さんございましたけれども、稚内もそうですけれ

ども、たくさんの学校が小学校が何校、小学校が何

校あるという中では全体の傾向を話し出来るのです

けれども、たまたま村内で良く言っちゃいますと小

学校と言えども対象児童が１名の学校というのもあ

ります。例えばその学校を状況を報告した時にそれ

はイコール何々さんのテストの結果こうだったのだ

よということもありますので、それと中学校の場合

でも１校ということなのでしてこれが直接個人のデ

ータとか、学校名のデータというのを危惧するとい

うことからそういった公表を避けております。 

また、そういったことは教育委員会との学校との

関係、保護者との関係もありますので、そういった

関係では昨年度同様に公表しないということで進ん

でいます。 

また、巽議員さんの言わんとすること十分分かり

まして、またその背景には我々もこの新聞にも出て

ましたけれども、正しい答え数、正しい答えた率こ

れが単純に全国平均上回れば良いのか、北海道下回

るから悪いとかじゃなくて、どんな部分に課題があ

るのか、どんな部分に成果があるのかというのを分

析して、それらを子ども達に還元していくというこ

とが何よりも大事だと考えますので、そういった部

分でのこの調査を生かしていくという形で考えてお

ります。 

そこで各論なのですけれども、巽議員さんおかれ

まして、昨年に引続いてのこの本調査の関心という

ご質問でございまして、本当に猿払の児童生徒の学

力に関しまして常日頃からご心配いただいていると

いうことには感謝を申し上げまして、また村民の皆

さんもそうなのかなっていう部分をこう推測する中

で、表現的には遠回しとなる部分でございますけれ

ども、譲歩出来る範囲として結果について概要をち

ょっと報告をさせていただきたいと思います。ただ

この部分でそれ以上聞かれても答えられないという

部分もご理解願って、私の工夫した答弁をさせてい

ただきますのでご理解願いたいと思います。 

その１点ですけれども、注目される新聞にも出て

いましたけれども、教科に関する調査結果なのです

けれども、国語と数学、小学校では算数なのですけ

れども、この２教科合わせての平均の正答率、正し

い答えた数の率なのですけれども、これはご承知の

とおり巽議員さんからお話しありましたけれども、

北海道全体としては小学校・中学校とも全国平均を

下回ってずっと下位になっているという結果でござ

いますけれども、その部分で猿払村の場合はどうだ

ったのかということをちょっと遠回しの表現で理解

してというふうにお話し申し上げますと、猿払村の

場合では小学校・中学校とも全道平均に対しては勿

論のこと、全国平均に対しても下回っていませんと

いうことをお話しを申し上げたいと思います。 

また、分析の中身でございますけれども、各教科

ともいわゆる「知識」基本的な問題についてはきち

んと定着しているということなのですけれども、い

わゆる応用「活用」に関する問題にはやっぱり課題

があるということで、これは全国傾向と同様です。 

また、学力の分布という部分では出来る部分、出

来ない部分ということで、ちょっと早いのですけれ

どもいわゆる下位層と上位層とこの二つに分かれる

傾向があるというのが分析でございます。 

また、読解力と言いますか文章に対しての対応や、

文章を読んでのその内容を理解するという部分では

ちょっと問題があるなというふうに捉えてます。 

また、質問紙の調査からの傾向なのですけれども、

全般的な傾向として猿払の子ども達、「勉強が好き

」と回答した児童の生徒の割合が高いと、ほぼ全員

が家庭学習に何らかの形で取組んでいるという傾向

が見られます。 

ただ、家庭における読書の時間が定着していない

ということで、ゲームの時間等が長い傾向にあると

心配される部分も出ております。これらの結果に基

づいて基礎基本の一層の定着・問題解決的な指導充

実する中で子ども達の学力の定着に取組むように進

めていきたいとそういうふうに分析して判断をして

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）：昨年に比べ遙かに詳し

い答弁ありがとうございました。 

 これ以上質問してもお答え出来ないということで
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すので、これ以上は質問はいたしません。 

 ただ、私が毎年学力テストにこだわるのはですね、

地方には今当然ながら所得の格差以上に教育の格差

があるからです。東京では小学生の多くが塾に通い、

私立中学校を受験する時代です。猿払は高校さえ選

ぶことが出来ない。福島県の川内村では昨年村営の

学習塾を開設しました。川内村は人口３，０００人、

猿払村と同じぐらいの村です。財政も決して豊かで

はありません。それでも村が自ら塾を開設したのは

地方では行政がやらなければ教育の格差は開くばか

りだという村長の強い思いがあったからです。教育

の格差は教育委員会がどんなにうまい言葉を使って

も否定することは出来ません。地方に居ても全国に

通用する学力を子ども達に付けてあげなければなり

ません。子ども達に人生を自由に選択させなければ

なりません。教育に関しても民間がやらなければ行

政がやる、そんな気迫・気力、村長、教育長ござい

ませんか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは私の方か

ら村営の学習塾との関係ということで答弁させてい

ただきたいと思います。非常に今の学力、通称で学

力テストの中で非常に巽議員さんが鋭い指摘されま

して、都市部と地方の格差というものが非常に大き

いのだという部分で、ご質問にあります村営の学習

塾ということでなのですけれども、いわゆる公営で

の学習塾という必要性でございますけれども、上手

い言葉並べてしまうのはちょっとこうなのですけれ

ども、基本的な考えとしまして学校教育の推進に携

わる我々としましては、当然一つの授業が学校の授

業が基本だと思っておりまして、学校での指導が不

十分だから学習塾で補完ということにはならないと

考えますし、私の考えからいきますと立場からも学

校教育に地域的な問題はあるけれども、学校教育に

不足があるのであればまずは早急にこれを充実して

いかなければならないとそういうふうに考えての基

本でございます。今の学校現場ですけれども、学習

指導要領その基準としまして全国どこでも同じよう

なレベルの子ども、学力をということで定着をして

いるのですけれども、これも今の基準なのですけれ

ども、今こう出来る出来ないというよりもきちんと

その子どもに会って、概ね満足されたところまで達

しているのかと、概ね達成されているのかという段

階というものを目標として、今学校では子ども達を

指導しております。 

また、その格差という部分ではないのですけれど

も、その子ども達によってその見方とか、考え方と

か、捉え方とか色んな違いがあったり、また子ども

によっては得意・不得意な部分あるのですけれども、

学校では今個に応じた指導ということで一人ひとり

に合わせた課題を用意したり、発展的な内容に取組

ませて指導しているというのが学校の実態でござい

まして、また村内の児童生徒数の多い、例えば鬼志

別小学校、拓心中学校なのですけれども、これは指

導方法工夫改善ということで一般的に先生は教える

のは１人なのですけれども、定数に含まれる中で１

名だけでなく、教員１名を増員して２名で授業を進

めるということで、１人は主に授業を進める、もう

１人の先生はその子ども達に個別に対応する先生と

いうことで２人で進めるチームティーチングという

のをやっているのですけれども、そうした大きな学

校でない所では校長・教頭が参加してそれぞれの教

科の部分できめ細かい指導をしているということで

ございます。またこうした指導をしている他にその

児童・生徒の理解状況に合わせて当然休み時間とか

放課後とかにも、また個別に指導するということは

可能ですし、現在においてもやっておりますけれど

もそういった範囲であれば例えば不足している部分

では長期休業中に集団的な学習指導こういったもの

も出来るのかなとそういうふうに思っております。

加えてこれからもそうなのですけれども、この全国

的な統一の学習指導要領のこの改訂がなされること

になっておりまして、今までとは違って小学校・中

学校共にこの勉強する時間というのがこれが増加と

いうのが盛り込まれております。小学校の低学年で

は週２時間多くなると、中高学年では週１時間、中

学校では週１時間の増加ということが増えておりま

す。後の教科的にも小学校では国語・算数・理科こ

の時間数を増やしていく、後、５・６年生では外国

語の活動も入るということで大いに変わっておりま
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す。また、中学校でも国語とか社会・数学・理科・

外国語、これらの時間が増えますし、内容的にもさ

らに細かい話しになっていくのかなと、そういうふ

うに思っております。 

そこでご質問の村営の学習塾ということなのです

けれども、これは巽議員さんがおっしゃっていると

おり福島県の川内村でもやられていることでおりま

すし、またその他にも果たして今川内村の名前出ま

したけれどもその他にどうなのかなということを私

も調べてみましたところ、青森県の東通村と言うの

ですか、秋田県それと沖縄県でも村営の学習塾を開

設している、開設するのだという情報を得ておりま

すけれども、詳細は解らないので何とも言えません

けれども、本村でもそうですけれども巽議員さんが

ご指摘のとおり、そうした都市部ではない地域では

村内には学習塾や予備校がないということで、都市

部との学力格差解消を期待してやるのだとか、競争

意識を芽生えさせるのだとか、刺激を与えるのだと

かという意味で公営の塾を開設しているように私は

受け止めたところでございます。じゃあそれでどう

なのだという部分でお答えをいたしますと、これを

本村にあってはと聞かれた場合、子ども達の学ぶ場

の選択肢が広がるという点では私も教育を携わる立

場から頭から絶対否定するという考えにはありませ

ん。そういった中で公の税金、公費で学習塾を運営

するのはどうなのだという是非は別にしましても、

まずは教育の面だけから考えるとそういった塾を設

立するのであれば、それでは学校設置者としての責

任どうなのだと、それから学校教育自体を充実する

べきではないかとか、そういった面も点検する必要

があるかなと思っています。いずれにしましても学

校の先生方の見方どうなのだとか、子ども達自身に

とってどうなるのか、保護者にとってどうなのかと

いうのをきちんと整理して見極めをしていかなけれ

ばならないなとそういうふうに考えておりまして、

今巽議員さんからアドバイスもございました福島県

の川内村も含めて、私も良く調べまして後の学校関

係者などとも意見交換もしながらその是非、必要性

等について今後検討してまいりたいとそういうふう

に考えておりますのでよろしくご理解願いたいと思

います。 

これで終わります。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の関係ですけれど

も、教育長の方から具体的に内容の説明あったとい

うことで私も同調しているところでございます。村

営塾、行政が作ることについてはこれはやぶさかで

はございませんけれども、やはり学校は学校として

のやはり先生の考え方、また指導要領等の問題もあ

るでしょうから、それとまた食い違った問題であっ

てもならないだろうというふうにも思いますし、そ

の辺も十分検討をして対応を図っていかなければな

らない問題だろうというふうに思っております。い

ずれにいたしましても、やはり教育格差の問題につ

いてはこれはもうずっと将来的に子どもは大きくな

ってもついてまわるものでございますので、やはり

教育格差を出来るだけ少なくすると、なくするとい

うことがやはり一番重要な問題であろうというふう

にも考えておりますので、やはり十分な学校関連と

また父兄との協議も進めながらやはり検討していく

必要性があろうかというふうに思っているところで

ございます。具体的な内容については先程、教育長

が答弁した内容と同じでございますのでその点ご理

解賜りたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：ただいま２人からご答

弁をいただきましたけれども、まず当村では出来な

いなという感想を持ちました。もう一度この川内村

のこの出来た背景を述べさせていただきます。この

村は小学校が１１７名、中学校で８５名、各１校ず

つ設置されてます。人数は当村と同じぐらいです。

塾を作る背景となりましたこの村の小中学生に対す

る認識は次のようでした。保育所から中学校まで同

じ顔ぶれで学習生活をしており、学力についての競

争意識が欠ける。子ども達は、学習意欲が低く保護

者の教育に対する意識も低い、そこで学校だけが教

育課程に基づいて努力しても学力は伸びないと村は

判断したと、その上で民間の学習塾と提携して村の

コミュニティーセンターで学習塾を開設したと、塾
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長を教育長とし「かわうち興学塾」と命名しました

と、小学校５年生から中学校３年生まで対象者１２

１名のうち９０名の希望があったと、つまり村民も

望んでいたということなのです。ですから猿払の村

民も望んでいるのではないですか。もう少し調査を

しっかり調査の上、希望者が多いのであれば是非実

現に努力してほしいです。もう一度質問します。 

○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。 

 私も教育長という立場の中で、頭から否定しない

というのはそれぞれの地域の部分で、本当に地域に

居る者として思いというのは表面的ではこう見えな

い部分があって奥の深いものだなと、その中に我々

も住んで子ども達も保護者も居るのだなという中で、

そういった学習の場を広げるという部分では当然選

択肢広げるというのは否定はしないということは冒

頭に申し上げたとおりです。それで今ご質問といい

ますか、冒頭ありました十分に調査してということ

で私の方も果たしてここで、今後の話しなのですけ

れども民間の講師を呼ぶったらどうなのだとか、色

んなものを含めてそういったものを検討してみたい

と思いますし、また他の青森県等でも校長サイドで

も塾には塾の良さがある指導方法がある、それを出

して子どもの学習を習慣させて、既に授業で学んだ

ことの定着を図るということで期待しているという

部分でちょっと以外だったなという部分もあるので、

そういったものも含めて今巽さんからお話しありま

した十分調査の中で我々も学校関係者、教育委員会

は勿論ですけれども、学校関係者等も含めて意見交

換する中でそういったものを見極めていきたいなと

いうことを申し上げまして答弁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）：分かりました。 

 それではいよいよ最後の質問に入ります。 

 （７）教育長非常勤化について。 

 ９月に新聞等のマスコミ関係で中頓別町議会の教

育長非常勤化が大々的に報じられました。中頓別町

議会は財政難を打開するための行財政改革の一環と

して、町教育長の非常勤化を可能とする全国初の条

例を可決しました。任期４年常勤で３，５００万円

の人件費が非常勤化で１，７００万円削減出来るそ

うです。これからは町の教育委員会の判断で非常勤

化が可能になりました。今回は非常勤化されなかっ

たようですが、この中頓別町議会の判断をどのよう

に理解し、猿払村ではどのように対応すべきかお知

らせ下さい。 

○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。 

 既に議員さんご承知のことと存じます。教育長は

教育委員として教育行政の組織及び運営に関する法

律に基づきまして首長が議会の同意を得て任命する

特別職とされております。従いまして、教育長の立

場では地方公務員法等で一般職の扱いを受けるもの

の特別職というような形で任命をして同意をいただ

いているところでございます。こういう状況の中で

今中頓別町議会の関係についてどのような状況があ

ったのか、単に単なる行財政改革の一環なのか、そ

の他にも何か理由があるのかどうなのかということ

についてはいかんとも解らないところではございま

すけれども、やはり行財政改革の一環という形の中

でこのような形をとるということについては私はあ

まり賛成をしかねるところでございます。今の前の

質問のとおりやはり教育委員会、教育長としての役

割というものを今学習塾の話しからいたしましても、

塾長としてどうのこうのということの話しが出まし

たけれどもそのような形でのやはり役割というもの

は非常に私は大きいというふうに考えているところ

でございます。やはり教育委員会の権限に関する全

ての事務を司り事務局を指揮監督する立場にある極

めて重要な職員として、言い替えれば教育委員会の

事務の執行責任者としての職責を果たすべき存在で

あります。本村におきましては私は教育長の職とい

うその職の性格や責任のあり方から常勤勤務をする

のが当然のことであり、常時勤務しなければやって

いけないものというふうに判断しているところでご

ざいます。最近におかれましては、やはり子どもの

環境、社会的環境が非常に悪い状況にもあるわけで

ございまして、そういう状況の中で学校で指導出来

ない部分、また家庭で指導出来ない部分、地域で指
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導出来ない部分、そのような部分についてはやはり

まとめて教育委員会等で率先してその協議の場を作

ってやはり一貫性を図って子どもに対する教育をし

っかりさせていくということがやはり重要な役割を

果たしていくものであるというふうに考えていると

ころでございます。言い替えれば教育委員会の事務

を執行責任者としての職責を果たすべき存在であり

ます。本村におきましては、私は教育長の職という

その職の性格や責任のあり方から常時勤務するのは

当然のことであり、常時勤務しなければ当然教育行

政というものはやっていけないというふうに判断し

ております。教育というものは非常に奥の深いもの

でございまして、やはり教育委員会でその奥の奥を

やはり突き詰めていかなければならないその大きな

役割を担っているというふうに私は感じ取っている

ところでございます。そのためには村の教育の推進、

振興のためには一層のやはり職責に励んでもらわな

ければならないというような考え方でございます。

私といたしましては、某町の議会のようなことに関

しましてはやはり少し問題が大きすぎるのではない

のかなというふうに思っているところでもございま

す。また、文科省の方針を見ましてもやはり非常勤

化という部分については法令違反として是正を求め

るべきという考え方も出されておりますし、また近

々に出ました道新の記事の中でもやはりちょっと新

聞記者がどう考えたのか解りませんけれども、私と

しては間違ったような報道がされているなというよ

うな感じを持ったところでございまして、こういう

ような新聞等の報道は非常に解らない内容の知らな

い住民にとりましては非常にインパクトの強いもの

でございまして、やはりそのようなことについては

マスコミ等も十分やはり注意をした形の中で報道し

てもらわなければならないというふうな考え方も持

っていたところでもございます。 

いずれにいたしましても私はやはり教育行政、特

別行政としての教育関係、さまざまな問題が今ある

中において教育長という立場これをなくするという

ことについては私は当然理解出来ない問題であって、

当然引続きこの関係については教育長を置くという

考え方には以前から変わりはございませんのでその

点ご理解賜りますよう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）：最後になりましてほぼ

意見が一致したのかなとほぼ納得のいける答弁を貰

ったかなと思っておりますが、しかし少なくても町

の財政状況からこの問題を論ずるべきではないと私

は思います。教育の重要性、教育長の仕事の中身か

ら論じられなければなりません。明確な教育方針を

出し実行していく教育行政でなければいけません。

そうすれば誰も非常勤で良いとの意見にはなりませ

ん。教育委員会も同様であります。やっている姿が

村民に見えなければ当然いらないだろうという声も

聞こえてきます。現実に今ちらちら聞こえてまいり

ます。教育長どうですか。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 教育の部分では非常に注目されていると、その代

わり私も含めて教育委員さん５人居りますけれど、

教育委員会の活性化というのがさらに求められてお

りまして、これは今本村の教育委員会ではないです

けれども全国的にもそういった形を求められており

ますのでそういったお答えにはきちんと目を向け耳

という部分では十分に対応していかなければならな

いと、いつもこれからも反省していきながら務めて

いきたいな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）：巽君。 

○議員（巽 昭君・登壇）：これで私の一般質問終

わります。 

○議長（山須田清一君）：３時１０分まで休憩いた

します。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

再開 午後 ３時１０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。 

 小山内君。 
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○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき３項目、さるふつ公園の活性化、新エネルギ

ーの展望についてと特別支援教育についてというこ

とで３項目９点について質問をしたいと思います。 

 さるふつ公園の活性化、今後のあり方についてと

いう件ですが、過去長い間に渡ってこの議場の中で

も前村長の時代からもこの場で色んな質問・答弁が

行われて前進しているものと思っております。そこ

でですが、ここ１０年から５年の間において北海道

の観光全体が冷え込みに入り、どこの自治体でも観

光産業が衰退していき観光客数が減っていると私は

思っております。猿払村においても同様のことと感

じておりますが１９年度、２０年度この２年間の観

光客の入り込み指数の実績について猿払村が押さえ

ているところを村長お答えいただけませんでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：さるふつ公園の１９

年度、２０年度の観光客の入り込みの実績につきま

してお答えを申し上げたいと存じます。 

 １９年度の実績では宿泊・日帰り客の入り込みは

２６万７，８００人というふうな実績になっており

ます。また、平成２０年上半期の集計結果しか今現

在出ませんけれども、これによりますと１３万１，

３００人と平年度化した場合約３割弱の落ち込みの

見通しの推計でございます。やはり全体的に落ち込

んでいるという状況の中で、特にふるさとの家の方

で宿泊の方で頑張ってもらっている、また食堂の方

で頑張っていただいているということで３割弱の落

ち込みというような推計の結果でございます。３割

弱という形になりますとやはりかなり公園の活性化

等にもやはり大きな影響及ぼす、他の分野にも影響

を及ぼすような形にもなりますので、出来るだけや

はり平年度化したような状況の中での入り込み数を

見込みたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の村長の答弁の

とおり１９年度が２６万７，０００人に対して、上

半期ではありますが２００８年度、２０年度は２８．

３％の減だということで１２月１３日土曜日の稚内

宗谷版の道新の記事に載っておりました。村長も目

を通していただいたかと思うのですが、これを見た

時に非常に商工関係者の１人として、また村の議員

として宗谷管内各市町村の前年度同期日の減少率が

隣りに載っております。宗谷管内平均で９．３％、

数字を言ってもちょっと申し訳ないのですが、増に

なっているところは浜頓別町９．９％の増、１番落

ち込んでいるのがこの当村猿払村２８．３％、次に

中頓別町、豊富町と続きます。基本的に宗谷管内で

９．３％の減、１０％弱という減少率の中、猿払村

の２８．３％は特化している数字だと私は考えます。

ガソリン代の高騰による出足の鈍化だとか、先程の

同僚議員からも出ているこの大不況の中、観光にお

金を落とすということがなくなっているということ

も認識はしておりますが、猿払村の２８．３％は非

常に大きい減少率だと私は認識をしております。 

 村長、ここでこの猿払村が２８．３％減少してい

る原因は村長自身どのように考えますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：やはり原油の高騰等

でマスコミ等でも報道されているように原油の高騰

等、油の高騰等によりましてやはり近くの所に旅行

を求めるということがやはり大きな利用数の減にな

っているようなことが考えられるというふうに思い

ます。やはり、全体としてはかなり高い数字で落ち

込んでおりますけれども、冬場になりますとそんな

に高くは上がらないと思いますから、大体この若干

の数字は上がってくるにしてもそうさほど上がって

こないと思いますけれども、全体的には大体２０年

度集計いたしましても大体同じような結果が出てく

るのかなというような感じがしております。やはり

マイカーを利用した観光客の減少とそれから異常な

ガソリン価格の高騰ということによってやはり遠く

へ出掛ける部分の状況というのが非常に大きな要因

になっているものというふうに考えているところで

ございます。決して魅力がなくなって立ち寄らなく

なったという形ではないというふうに思っていると

ころでございます。また、宿泊というよりも通過、

立ち寄り型の傾向が依然として強いということも傾
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向として言えるのかなというふうに思っているとこ

ろでございます。その部分についてはある程度良い

線はいっているのですけれども、やはり泊まりとい

うことになりますとなかなか思うような数字を見込

むことにはならなかったというような状況がありま

す。また一つは、観光ルートの問題もあろうかと思

います。それはやはり本村だけに来る客ばかりでな

くして、やはりサロベツ・利尻・礼文等をまわって

猿払へ寄って行くというような傾向も当然ルートと

してあるわけでございまして、その関係についても

やはり他の町との関連性もあろうかというふうに思

いますので、その辺につきましてもやはり十分これ

から考えていかなければならない問題であろうとい

うふうに思っているところでございます。 

やはり道北に来たい理由は猿払村だけではなくて

全体的なやはり観光ということが一つの大きな目的

あるでしょうから、そういう関係も含めた形の中で

十分に東京関西方面とのＰＲを含めた形の中で是非

道北に呼び寄せると、これは今年始まったばかりで

なくして以前から道北観光が以前ぐーんと伸びた時

が一時ありましたけれども、それ以降だんだんと道

北観光については下火になってきていたというよう

な状況も根底にはあるのかなというふうにも考えて

いる次第でございますのでその点につきまして色々

な観光客の考え方というものもあろうかというふう

に思います。そういう面での関係で一応落ち込んで

きていると、落ち込んでいるというような実態にな

っている状況でございますので、やはりこれらを何

としても平年度化以上のものに引き上げていく努力

というものは必要かというふうに存じますのでひと

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）：村長の今の答弁、

思い宗谷管内全て全体的に落ちていてというところ

をお聞きしたのですが、私はそうは思いません。２

８．３％という数字は各管内平均の３倍という数字

です。ちょっと聞き苦しいというか、きつい言い方

をすると猿払村に観光としての魅力がないと宗谷管

内の中ではという厳しい言い方をしても良いのかな

と、要するに２番、３番の質問でも既存施設の問題、

イベント、ソフト面での問題と続きますが、これも

含めてまた質問をいたします。 

 昨年、道の駅売店ということでハードの面の売店

が一つ増店されました。産建の中でもこの場でも猿

払村としてソフト面の観光客誘致が必要じゃないで

すかと、私はじめその他の同僚議員もそういう話し

もしておりました。１年経っても村主体、観光協会

主体等の新しいイベントやソフト面のサービスは出

てきません。猿払村一次産業は非常に大事で一次産

業で成り立っている村とは思いますが、観光産業も

決して村にとってマイナスではないはずです。今一

度この観光産業が斜陽になっている時、過度期の時

にもう一度さるふつ公園内の施設を見直し、一から

出直すきっかけにしていただきたいと思います。そ

こでお聞きします。老朽化をしてもう用をなさなく

なった施設、またこれから改修等をしてさらに観光

客増や村民のために使う施設もあると思いますが、

一つひとつ言っていっても具体的にきりがないので

２、３点程聞きたいと思います。 

まず、日ロ友好記念館のあり方、私としては日ロ

友好記念館、建物としてはもう用はなさないのでは

ないのかなと私個人思っております。中身に関して

も展示物を見てもこの方何十年来変わった展示物は

なし、ああいうものもう一回行けば良いような形、

そして２階に上がるのにも非常に大変な建物だと認

識しております。その点１点目。 

次に風雪の塔、農業資料館も同じだと思います。

あの建物についても基本的にはもう見直しを図らな

ければならない施設、それと新しい所では元サイク

リングターミナルであった道の駅管理棟の自転車置

き場、この４つ早急に私は村としてどのような形で

使い始めるのが良いのか、こういう財政の折りです

から一気に４つの施設や５つの施設を変えるわけに

はいかないと思いますので、何とかソフト面を含め

ながらそういう箱物施設を新しい施設へと変えてい

ってさるふつ公園の活性化と繋いでいきたいと私は

考えるのですが、村長のお考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：今の小山内
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議員のご質問に対してお答えをいたしたいと思いま

す。 

 これまで公園のあり方につきましては産建の中で

も色々とご協議いただいてきておりまして、その中

で村としましてもさるふつの公園の活性化整備計画

というものを計画しまして、その中において今後の

建物の施設のあり方について検討をしてまいってい

るところでございます。先程、小山内議員の方から

ありました日ロ友好記念館の関係でございますけれ

ども、この施設につきましては、建物自体も老朽化

しておりまして、また中に入っておる施設展示物に

ついてもかなり古い物等もございまして、これらに

ついては新たなサイクリングターミナルの施設を活

用した中でもって展示物の移設等も考えて、そして

将来的には友好記念館については取り壊しをしてい

きたいというふうに考えております。それと風雪の

塔と農業資料館の関係でございますけれども、これ

につきましては酪農の２万トン突破といった中でも

って記念的に農協さんの方で建設されて村の方に寄

附されたという農業の歴史が詰まっている元々の施

設でございます。これにつきましても中身の展示物

等について選択をした中で、さらに新たにサイクリ

ングターミナルの中でもって展示も考えていきたい

なというような形の中で、農業資料館につきまして

は出来れば別な用途の中でもって公園の活用を図っ

ていきたいというふうに考えております。 

また、風雪の塔につきましても、当初は色々なパ

ネル等を展示しておりましたけれども、現在それら

については展示はしておりません。ですがあれも活

用の仕方によってはまだまだ上層部の中でもって３

６０度猿払村を見渡せるというような施設になって

おりますので、それを例えば歴史的な場所を示すだ

とか、海外的なものでいくとロシアがあちらの方に

見えますよだとか、色んな工夫をすることによって

またさらにあの施設についても再活用出来るのでは

ないのかなというふうに思っておりまして、それら

について今後さらに煮詰めていきたいなというふう

に思っております。あと自転車置き場の関係につき

ましては、先日も産建の委員さん方と視察等もして

きておりまして、その中で使用のあり方について色

々とこれからまた協議を重ねた中でもって最大限の

活性化というか、活用が図れるようなあそこに行っ

て猿払村の何か印象を与えるようなものに生まれ変

われるような施設を建設と言いますか、施設の整備

をしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：そのような形で他

の施設も考えなければならない施設が多々あると思

います。猿払村の観光のビジョンを考えた上で一歩

ずつでも半歩でも出るような形で施設等を考えてい

ただきたいと思います。 

３番の方の質問に移りますが、今さるふつ公園で

行われているイベントは年２回と記憶しております。

観光まつり、秋の味フェスティバル、その他のイベ

ントも過去には冬のイベントもありましたし、リゾ

ートの方でも色んな格好をしてやってはおりました。

ところがやはりこういうご時世の中、各イベントが

消滅していっている中同じように消滅していってお

ります。その中で今言ったとおりやっぱり観光客自

体が減っていっている中、もう一度見直して村民が

楽しめる公園に今一度原点に戻ってその部分での活

用方法、やはり猿払村としての観光の拠点さるふつ

公園。 

村長そこでですね、教育的な観点、子育ての観点

と住民の憩いの場、そのようなことを含めて本当に

小さなイベントからでも良いと思います。一つひと

つこれは官に依存することなく私はあくまでも行政

にやれと言っているのではなく、ちょっとしたきっ

かけ仕掛けを村でやることによって民が動くという

体制が私はベターじゃないかなと思ってます。そう

いう意味でただ村の施設がそこにあるから、村の施

設を直す、村の施設を建て直す、用途変更するだけ

じゃなくソフト面の仕掛けをちょっと考えることに

よって村民がより使いやすくなる。サークル活動が

そこで出来る、企画や展示・販売等も自由に出来る

というような形での考え方、昨年１店舗進出したこ

とによってさるふつ公園も土地を借りて営業も出来

るような条例も出来ておると思ってます。そういう

点についてそのような仕掛け、村でどうでしょう来
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年、再来年と向けてそのような仕掛けを商工観光課、

また観光協会を含めた中でそういうようなお考え、

また実行に移す手立て等ありましたら村長からお伺

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）：全く小山内議員さん

のご質問そのとおりでございます。 

やはり今ある観光協会の組織の見直しということ

も一つは必要だろうと、これは大きな問題だろうな

というふうに思っているところでございます。その

中でやはり見直した形の中で私はお祭スタッフ組織

の結成もまた必要なのかなというふうなことを考え

ております。これには当然実行部隊がどうしても必

要でございます。これには行政等も支援は惜しまな

いところでもございます。そのような議員さんはち

ょっとした仕掛けというようなこともありましたけ

れども、そういうような仕掛けの仕方も手法として

はあるのではないのかなというふうに思っておりま

すし、前に小山内議員さんからもご質問ありました

日本の国との友好交流という問題、こういう問題も

考え合わせた形の中での一つの手法ということもあ

ろうかというふうに思っております。やはり北海道

と例えば本州との友好交流であれば伝統文化、歴史

これらが全然違いますので、そういうものをやはり

真似するわけではございませんけれどもそういうも

のをやはりある程度選択しながらうちに合ったよう

な形の中でやるということがやはり必要なことでは

ないのかなというふうに思っているところでござい

ます。 

いずれにしても活性化がするためには、やはり村

民の意識というものも大変必要な要件になってまい

ります。村民によるイベントもまた村民が村民によ

るイベントも必要とまた考えているところでもござ

いますし、このような主旨も十分に考え合わせなが

ら村民の意識等も高揚させた形の中で必要な分野を

どんどんと推し進めていかなければ先程申したよう

な入り込み数の増には繋がってはいかないだろうと

いうふうには考えてはおりますので、そのようなこ

とでご理解を賜ればと、今うちでやっているイベン

トと言えば観光まつり、秋味まつり大きくは二つ、

あとは何もないというような状況の中ではなかなか

入り込み数というものはない、やはり独創的な創造

工夫というものが必要だろうというふうに考えてお

りますのでその形としてとりあえず考えております

のでご理解を賜りたいというふうに存じています。 

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）：それと前の質問で

答弁いただいたやっぱり管内の連携、観光地での連

携ということも村長口にしていただきました。 

 ４番目の質問ですが、宗谷管内の観光客数が軒並

み減する中、浜頓別だけ９％の伸びを見せていると

いうのが私ふとその記事を見て考えたところですね。

２、３年程前からベニヤ原生花園で町民がボランテ

ィア案内をしている、それが１点。 

次に今回の環境サミットに合わせて本州の大学生

を浜頓別のＮＰＯ法人が誘致というか協力体制をと

って浜頓別クッチャロ湖でラムサール条約の指定さ

れている所で大学生の環境エコツアーを行った。そ

の後、その結果を持って浜頓別の中高生との交流を

図ったと、本当に小さなことではありますが浜頓別

で町外から人を呼ぶ小さなことを少しづつやってい

る。そういうことを先進事例にしながら本当に隣り

の町です。宗谷管内各市町村の観光地豊富でも良い

ことをやっているでしょう。島でも稚内でも中頓で

も細かいことで小さなことをやっております。その

辺のところを各行政・観光協会と共に連携を図りな

がら猿払村にないものは稚内に求める、稚内にない

ものを猿払で提供する。そのような形で宗谷管内が

一つになって北海道の道北観光を考えなければなら

ない時期だと私は思ってます。そういう意味で連携

強化の方法、そういうものが行政として出来るのか、

観光行政を宗谷管内が一つになって出来るのかどう

か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）：お答えいたします。 

 そのような観光については非常に裾野広い分野で

ございまして、また経済的効果もかなりあるという

ような状況の中で広域的観光というような考え方で

の問題についてはどんどんとやはり考えていかなけ
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ればなりませんし、今までもやはりこういうような

広域的観光についてはやはり考えてきたところでご

ざいます。最北の広域的体験学習等につきましては、

本村でもやっていることでもございますし、その他

管内市町村・観光団体・協会等と協議してこれらに

ついて広域的な形の中でやはり出来るものはきちん

と広域的な事業として根付かせていかなければなら

ないというふうな考え方を持っておりますので、や

はりこれがなくして道北宗谷の観光については廃れ

るのみであって、一新聞報道ですから何とも言えま

せんけれども、率についてそれをそのままどうこう

ということには私はならないというふうには思いま

すけれども、一つの一定の数値ですからそれはそれ

として見なければならないというふうに思いますけ

れども、やはり協調関係の中でやはり連携強化して

対応を図っていかなければならない、これは非常に

重要なことだということでございます。非常に建設

的な考え方でご意見を述べていただきまして大変感

謝をしているところでございます。 

 よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それで先程述べま

したがやっぱり観光、ただ観光地で見せてそれを見

て観光客が寄って帰る時代ではもうないと思います。

猿払村の観光を考える上でやっぱり隣町の浜頓別、

やはり最後は観光地に人が居る猿払村の人間と知り

合う、人間と人と人が繋がるってすごい観光地とし

ても自治体としてもそこに魅力があると考えます。

何とかさるふつ公園で他の町村や他の観光客、猿払

村の人方が触れ合えるような施設・環境スペースを

持っていただきたいと思います。 

 それでは次の２番目の質問に移ります。 

 新エネルギービジョンの展望についてということ

で午前中、同僚議員のところで新エネについてと質

問がありましたので、私もちょっと被らない程度に

重複しないように質問したいと思いますが、私自身

この新エネルギーの検討委員会等についてまだまだ

猿払村村民に対して情報交換が足りないのではない

かと思っております。検討委員会の今までのスタッ

フ・人材・人数、それと過去の活動、今までの２０

年度上半期までの進捗状況について今一度お聞きし

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）：新エネの関係でござ

いますが、１番目の問題でございます。 

 まず検討委員会の活動内容でございますけれども、

第１期平成１８年度では新エネルギービジョン策定

委員会を設置して、村における新エネルギー賦存量

調査及び導入に向けての施策ビジョンの検討と報告

書の策定等をしてまいったところでございます。第

２期平成１９年度では、平成１８年度の初期ビジョ

ン策定から今後の新エネルギー事業導入の推進に向

けての施策検討ということで、猿払村地域新エネル

ギービジョン推進検討委員会を設置し、バイオマス

タウン構想書の策定及び事業化の可能性調査実施書

の策定をしたところでございます。 

進捗状況といたしましては、第３期平成２０年度

まだ途中でありますが地球温暖化対策地域推進計画

の策定、地球温暖化対策実行計画書の策定及び昨年

度からの継続事業であります新エネルギー導入の事

業化に向けての施策検討をしているところでござい

ます。 

また、１２月９日に地球温暖化対策庁内検討委員

会の開催と第３回目の推進検討委員会を開催し、前

段で申し上げた各計画が出来上がりましたので来年

２月までにパブリックコメントを実施し、３月には

とりまとめてまいりたいと存じます。この関係につ

きまして住民ＰＲがまだまだ薄いというような状況

は確かにそれはあろうかというふうに存じます。や

はり、温室効果ガスの問題等を含めた形の中から発

している問題でもございますし、このような形の中

で一応今、村が進んでいるよということについては、

住民に村民に対して十分な説明理解をする必要があ

ろうかというふうに存じておりますので、一応パブ

リックコメント実施３月とりまとめの段階で住民等

村民等に周知十分にしてまいりたいと、そして村民

の意識の改革なり認識なりを徹底していただかなけ

ればならないものだというふうにも考えているとこ

ろでございますので、村民ばかりでなく各事業所も

そうでございます。そのような形で進めてまいりた
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いというふうに思っているところでございますので

よろしくお願い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）：今、村長の答弁で

３月にパブコメが行われるということで、２月に計

画策定、今現在１２月末を迎えて２月に計画を出す

ものの計画の中身というものは出来上がっているの

でしょうか。 

○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）：

今、村長の答弁とダブリますけれども、１２月９日

に第３回目の検討委員会が午前中に庁内検討委員会、

それから午後から委員会を開催させていただきまし

た。その中で今、村長の方から猿払村地球温暖化対

策実行計画書の策定とそれから地球温暖化対策地域

推進計画の策定ということで素案が一応出来上がり

ました。それで来年早々にこのパブリックコメント

を求めるためにまず３点ほど一応素案として、まず

インターネットによる計画案の公開、それと村に一

言広報で流してありますけれども、それを利用させ

ていただいたこの計画書を一部大体４０ページ近く

なるものですから、それを付けて回覧方式と郵送で

求める意見とそれからファックスで求める意見と一

応３方式で一応考えてパブリックコメントを２月中

にいっぱいまでかけていただくような形で今計画を

しております。そして、そのパブリックコメントを

求めて色んな意見を集約した中で３月中にその計画

書を取りまとめてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の課長の説明で

そのパブコメをかける内容というのが、内容までは

ちょっと解りませんが、どうも私が聞いているとい

うか聞いた印象を述べますとソフト面の方がボリュ

ーム的には大きいのかなというふうに考えられます。

私達ビジネスをやっている商売人としては、どうに

か新エネルギーを使って新しい事業の展開というの

がやはり猿払村には必要ではないのかなと、ソフト

面も確かにこのＣＯ２削減だったり地球温暖化とい

う問題、猿払村だけじゃなくて世界的な問題になっ

ている中ソフト面もそれは大事です。それは認めま

すが、今これからなかなか地域が衰退していく中、

新しい事業展開というのも重要だと考えます。「頑

張る地方応援プログラム」の補助金の使用期限も先

程の同僚議員の質問で２１年度が最終と聞いており

ます。そこでそれが本当に今の段階で、解らなけれ

ば解らないでしょうがないのですけれども、今の段

階で事業展開出来るか出来ないのか。予想でしかな

いかと思いますが、そこの点についてお聞きしたい

と思います。 

○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）：

今、議員さんおっしゃられたのはソフト面でなくハ

ード面の部分でということで、お答えさせていただ

きたいと思いますけれども、まずハード面につきま

しては、今後バイオマスタウン構想が今年の６月に

農水省の方に提出をいたしまして、それで一応承認

をいただきました。そのメリットとしましては、何

か今後ハード事業を向けるに当たって国から５０％

の補助を受けることが出来ると、後の５０％につい

てはこの事業主の方が負担をするのか、またどうい

うような手法でその５０％の部分の資金集めをする

のかという部分は前の新エネの部分で色々ＳＰＣを

立ち上げてどうのこうのという話しをさせていただ

いた経過があるかと思います。そういう部分で先程、

村長の方から前段で金子議員さんの方に答弁にあっ

たのですけれども、年明けからその事業化に向けて

各企業さんと色んな説明、このバイオマスタウン構

想を持ってですね。それと今策定中の計画を持って

こういうものがあるのだけれども、企業として果た

して出来るかどうかも含めてですね、そういう説明

会をそれぞれあたらせていただいて、事業化に少し

でも向けていけるような方策をとれればと思ってい

ます。ただ、行政の方からこれをやりなさいとか、

家畜糞尿の匂いがひどいのでこういうガス化を利用

した施設を建てなさいですとか、ウロ処理について

こういうものをやりなさいとかというそういう圧力
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的なことではなくて、その部分は事業主の方と行政

の方と色んな形の中で連携をとりながら、行政の方

で後でフォローが出来るものは当然フォローはして

いきたいと思いますし、そういう形で協議検討をし

ていく場を年明け早々に進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、課長の説明を

聞いて納得したところですが、というと非常に２１

年度が重要な年と考えるところです。これが新エネ

ルギー色んなこの４年間かけて１８年から始め２１

年４年間かけて国の補助金とはいえ多額な費用をか

けて調査・研究をした結果、やっぱりソフト面では

なくてハード面を求めるのも私は村それとか、建設

業・農業・水産業も含めて何とか行政と事業主が力

を合わせてそういうハード面のことを進める、そし

てコストパフォーマンスも考えながら事業として展

開していくということが私はこの最終的な目標では

ないかなと思います。ちょっと質問が前後してます

が、その現実化に向けて具体的な事業、今課長答え

ていただきました、それにはやっぱり行政の力も非

常に必要と考えます。バイオマスタウン構想と言わ

れた時にもやはりそこに行政の職員がそれに携わっ

た時に、やはりそこには専門職が必要と私は考えま

す。 

もし村、村民皆、事業主、皆が納得してＧＯサイ

ンが出た時には、やっぱり行政サイドとしてはその

専門職員の配置も行政としての力添えも必要ではな

いかなと、やはり今までの事業と違ってやはり日本

でも新しい産業を進める中、猿払村職員また、事業

主だけがこれに携わるというのは非常にマイナス面

の方が大きいのではないのかなと、少ない投資で専

門職員等が居た場合に、やはりその事業は進みやす

くなると考えますが、村長、その辺のところはどう

でしょうか。バイオマスタウン構想に基づき、それ

が現実化になった時には、やはり庁内にもそのよう

な専門職員がおける体制が私は必要だと考えますが

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）：今、伊藤課長が説明

したように問題につきましてハードの分につきまし

て、確かに専門家をおいた方が効果的、効率的を見

込めるというふうに考えた場合、これもハード事業

を推進するためには確かに初期投資はかなりな初期

投資になっていくものというふうに考えます。やは

りそれらの中で効果的効率を見込める、また専門職

員をおいた形の中で見込めるという形であるのであ

れば私はやぶさかではないというふうに考えており

ます。これはやはり本村ばかりの問題ではなくして、

やはり広域行政としてやっぱり考えていかなければ

ならないというふうに私は思っております。やはり

うちだけが温室効果ガス等を削減したからといった

って他の町でどんどんどんどんとやはり温室効果が

発生しているのでは何にもならない、意味が何もな

いというような形になりますので、やはり全体的な

これは世界的な問題でありますから、やはりそのよ

うな形での広域的な考え方の上に立った形の中で早

期に煮詰めていかなければならない問題だろうとい

うふうに考えております。その中で単独で専門職員

を置くことについてはやはり経費の問題も確かにあ

りますけれども、総体的に広い視野に立った形の中

で考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは現実的に

向けて何とかその事業が展開がなせるようなこの２

１年度の活動、新エネの検討委員会になっていただ

きたいと思います。 

それでは、特別支援教育についてということにつ

いて質問を移らさせていただきます。 

私の記憶ですと４年程前から村の中に特別支援連

携協議会という会が立ち上がっているはずです。事

務局が鬼志別小学校、私も教育の現場というか子育

てが終わってから立ち上がったものですから、ちょ

っと馴染みが薄かったのですが、中身を聞きますと

私にとっては非常に良い会議ですし、これからの猿

払村にとって非常に大事になるのではないかなとい

う会です。なかなか村民に知れ渡らない中身にとっ

てもちょっとダークな部分もあって、なかなか公の

部分では触れにくい会議内容だったり、会の中身だ
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ったりするということも私も教育長も含めて分かっ

ているというか、認識はしているところですが、そ

の点も踏まえながらやはりそれをただこのまま行政

として放置しておく、私達民間の人間としても企業

を持っている社会的責任においても黙って放置して

おくという時代ではないと私は認識しております。 

その辺のことを含めて特別支援連携協議会の過去

の経緯、活動実績等を報告していただきたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えし

ますけれども、今ご質問の中でも色々と特別支援連

携協議会の関係でございましたけれども、特別支援

教育という障害のある子ども達への支援等に関しま

して、これは今の教育分野でも大きな展開が始まっ

ておりまして、それに関係しての連携協議会の活動

につきましてお話しございましたけれども、まさに

行き着くところは教育の範疇だけではなく、地域や

社会全般にも係わることでございまして、そういっ

た重要性を問いかけた、また課題の大きさを見通し

たご質問と受け止めましたので、特別支援教育の展

開された背景や本村での連携協議会の立ち上がって

経過等にも触れながら少し時間をいただきますけれ

ども答弁をさせていただくことをお許し願いたいと

思います。 

 従来、障害のある児童生徒の教育につきましては、

文部科学省では障害の種類や程度に応じまして、特

別な場で指導する「特殊教育」、具体的には「盲学

校・聾学校・養護学校」、あるいは「小中学校の特

殊学級」の中で指導することとしておりましたけれ

ども、これは平成１４年の通常学級、一般的な普通

の学級なのですけれども、その実態調査の中で普通

学級の中にも「学習障害」や「注意欠陥・他動性障

害」、「高機能自閉症」等の発達障害と診断される

児童生徒が在籍している可能性があるとの結果が出

たわけでございます。平成１６年に児童生徒一人ひ

とりの教育的ニーズに応じて適切な支援を行う「特

別支援教育」への転換を図るというのはこういった

背景にあります。 

 そこで今申し上げました用語としてのこの「学習

障害」、これにつきましては聞くとか、話すとか、

読む、書く、計算するということは苦手な状態の状

況でございます。また、「注意欠陥・他動性障害」

というのは、注意を持続させることや衝動を押さえ

ることが苦手だという状況です。そして活動が急に

過剰で落ち着きがないという特性を持っております。 

また、最後に「高機能自閉症」なのですけれども、

これは人への反応や関わりを持つこと、それとコミ

ュニケーションを取るということが非常に苦手で興

味や関心のある幅というのが本当に狭くて、逆に特

定のものにこだわるという特徴がございます。これ

らはここが重要なのですけれども、基本的にはこの

全般的に知的発達に遅れはないのですけれども、中

枢神経に何らかの要因による機能不全があると推定

されているということなのです。実はこれは推定さ

れているというのは、別に医学界の部分でも学校も

そうなのですけれども、昔から学校とかあって子ど

もさん達がいたのですけれども、ようやくそういう

お子さんが状態のお子さんがいるというのが段々分

かってきたということでご質問の発展中、発展途上

と言いますか、まだまだ未整備な部分でございます。

こうした発達障害を持ったお子さんの児童生徒の数

なのですけれども、この平成１４年の全国実態調査

では「１学級に約６％程度の割合」で在籍している

という結果となっておりまして、言い換えればそれ

だけ発達障害によって学習や生活の面で特別な支援

をしている子どもが多いのだよという結果になって

おります。今、全国の１学級４０人の定数ですので

６％と言いますから２．４人、２人ないし３人はい

るということで非常に大きな問題になっております。

そうしたことから本村では、教育委員会が主導を取

りまして専門機関でありますお隣の稚内養護学校の

指導・助言を受けながら猿払村の軽度、軽度という

のは軽い軽度発達障害を含めた障害のある子どもさ

んのより良い生活を築くために関係機関が横断的に

連携して継続的・総合的な手助けをする、支援を図

るということを目的としまして教育の分野・医療の

分野・福祉関係者等幅広い構成員で組織する、ご質

問にありました「猿払村特別支援連携協議会」を１

７年４月に立ち上げて、以後、活動を続けておりま
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す。 

 そこでご質問の連携協議会の具体的な活動実績で

すけれども、今申し上げました村の保健・福祉・医

療・学校・教育委員会、そして村外からの稚内養護

学校の先生２名にも加わっていただきまして計３０

名でこの連携協議会の委員になってもらいまして、

毎年、今年はどういうふうに進めていこうかという

活動計画や今子ども達がどうなっているのだとか、

こういう状況がありますよといった情報交換等、こ

れを全体会議年３回開催しておりまして、また全体

研修を兼ねての一般村民の方への参加を呼びかけて

の講演会、これはまだ年１回ですけれども毎年年１

回は開催しております。その他に各種研修会への委

員さん派遣という限られた人数ですけれども派遣等

も行っておりまして、回を重ねるごとにより子ども

さんを支援するという部分での中では実践的なもの

となってきておりまして、さらには学校入る前と言

いますか就学前やまた随時という形で保健師・保育

士・学校・教育関係者あるいはそういった連携会議

の中で幼児・児童・生徒の実態のどうなのだという

交流、それと一人ひとりの子どもに応じた指導はど

うあるべきかという連携協議というものは続けてお

ります。そういった中で今この連携協議会で一番大

事にしていることなのですけれども、これは教育と

全く同じで個に応じた指導は勿論のこと、子どもさ

んの各期ごとの連携、つまりは保健師と保育士の連

携は元より、小学校上がる前に保育士と学校の連携、

中学校に進学する際に小学校と中学校の連携という

のはこれは密接に行うようになっておりまして、一

人ひとりの子どもみんながサポート出来る体制づく

りというのが構築されてきております。 

また、答弁を申し上げる冒頭で特別支援の行き着

くところは「教育の範疇だけではなく、地域や社会

全般にも関わること」と私申し上げましたけれども、

結局子どもさん大きく成長されて村を離れて学んだ

り、就労している障害を持つお子さん達が我々の故

郷猿払に帰って来た時にその方を受け入れる施設が

どうしても必要だと、安心出来るようにさせたい、

それはどうしたら良いかというのはこの協議会の中

で議論をしておりますけれども、まだ答えが出せな

い大きな課題として受け止めているところでござい

ます。そのためそうした受け入れ施設の必要等、こ

れは教育委員会とか関係者だけではなくて多くの方

に理解してもらうということを期待しまして、この

協議会の活動の一つに先進的な取組みを実施してい

る施設の方を講演会に招いて、どういうような形で

そうした施設が立ち上がったのかというのも聞く機

会等も設けておりまして、去年は豊富町の「サロベ

ツ・マイハート」の施設長、今年は枝幸町から「南

宗谷日だまりの会」理事長をお招きして、この時、

小山内議員さんも参加されていたのを今思い出しま

したけれども、そうした地道な活動ではありますけ

れども、特別支援教育への理解並びに障害を持つ子

どもの支援体制づくりに向けては関係者、村民の方

への理解を求める取組み活動もしておりまして、課

題は受け入れという部分は大きな課題というふうに

受けて思っておりますので、少し長くなりましたけ

れどもご理解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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：丁寧な答弁で分か

りやすかったです。 

それで教育長言うとおり、目指すところは「教育

の範疇を超えて」ということで、今でも特別支援連

携協議会は行政の中でも保健師さんだったり、保育

士さんだったり、学校の先生だったり、保健センタ

ーの職員等々で横断的な行政の役割に立っている人

から横断的な会にしてやっているということで非常

に良い会議だと、これがもっともっと活性化して猿

払村にそういう気運が成り立つことを望みますが、

そこで２番目の質問に移ります。 

教育長の言うとおり、将来最後の答弁の方にあり

ましたがそのような子ども達が村に帰ってきた時に

今現在受け入れる施設は教育活動の場でも社会にお

いても一つもないというのが現実だと思います。教

育長答弁のとおり豊富には「サロベツ・マイハート

」、枝幸には「日だまりの会」、浜頓別はないので

すが保健師の方で週に１回ぐらい対応しているとい

う話しをお聞きしました。やはり、冒頭話したとお

りそのような形で各学級に６％の子どもたちがそう
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いう子ども達がいるということを障害として認定す

ることではなく、私達も含め行政の立場からも個性

のある子だというような見方においてですね何とか

猿払村でそういう子ども達が高校もない村ではあり

ますが、その子達が拓心中学校を卒業して拓心中学

校にも止むを得ない事情で行けない子もいるとして、

村外の施設に入っているとしても、やはり近い将来

この猿払村でそのような受け入れ体制が出来るとい

うことがベストだと私は考えます。小さいコミュニ

ティーの猿払村の中だからこそ３，０００人弱の村

だからこそそのような目配り、気配りのついた行政

や教育施設や社会参加、社会復帰出来る施設等が出

来ると私は思うのです。まして何年も前から猿払村

漁組さんの協力を得ながら稚内の養護施設の子ども

達が年に１回この行政の老人憩いの家を借りて宿泊

しながら社会参加しているという現実もあります。

そういうことも踏まえた上でやはり猿払村でこの将

来に向けて受け入れ体制が出来ることがベストだと

考えます。それが特別支援連携協議会の最終的には

行き着くところと私は考えました。 

村長そこで現実的に猿払村にそのような子どもや

村外に行っている子ども達、今、村から色んな所に

通っている子ども達がいるという現実を踏まえてで

すね、近い将来作ることに対してその意気込みだと

か、ネックになっている部分、これは行政だけに頼

るのではなくて豊富にしても枝幸にしても民間の団

体です今現在は、豊富は社会福祉法人、枝幸はＮＰ

Ｏ法人、やはりそこもさっきの話しではないですが、

やはり民間だけの力でこれを立ち上げるというのは

非常に辛いところがあると思います。やっぱり行政

の力を借りながらちょっとした仕掛け、最初の２年、

３年財政的な面からスタッフの面からそういうお力

添えをいただきながら３年、４年後には自立出来る

ようなスタイルに持っていくのが私はベターかなと

考えております。 

その辺のところを村長に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。 

 障害福祉サービスにおかれましてはやはり障害の

ある方の受け入れ施設や就労の場に関するもので、

現状として議員ご指摘のとおり受け入れ施設はなく、

近隣や道内の市町村の施設等に入所・通所して頼っ

ているのが現状でございます。従いまして、簡潔に

私申し上げたいと存じますけれども、これはやはり

必要なことだろうというふうに思っているところで

ございます。行政だけで果たして出来るのか、出来

ないのかということも含めた形の中で民間団体等も

その中に含めた形の中での協議もまた必要だろうと

いうふうに考えおります。受け入れ施設や就労の場

については、村内の村の大きな課題でございます。

平成２１年度からの第２期猿払村障害福祉プランの

中で、今後の村としてのこの取組みについて策定委

員会で協議していく予定でございます。いずれにい

たしましても行政だけではなく地域や事業者等が一

体となった、先程言ったようなＮＰＯ法人やら社会

福祉協議会やら色々な形の中で一体した取組み活動

をしていかなければならないというふうに考えてい

るところでございます。あらゆる機関との協議や協

力を得ないと実現にはなかなか無理があるのではな

いかというふうに考えているところでございまして、

この課題に向け鋭意努力してまいりたいというふう

に存じます。 

 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）：今この点に関して

もやはり近い将来出来ない村ではないと私は思って

おります。是非近い将来そういうことが現実になる

ようにお願いしたいと思います。質問の主旨で最初

に観光、次に新エネルギーの環境、次最後に教育と

いう立場で何とか新産業に結びつくことだったり、

村の地域の再生に携わることだったり、色んな点で

質問させていただきましたが、これから２１年度に

向けての予算化や執行方針等にもこのような今の質

問・答弁等を踏まえていただいて、猿払村の将来の

ビジョンが描けるような希望だとか将来の話しが出

来るような２１年度になっていただくようなことを

申し添えて私の質問は終わります。 

○議長（山須田清一君）：今の質問で答弁はいいで

すか。 

○議員（小山内浩一君）：いいです。 
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○議長（山須田清一君）：４時２０分まで休憩いた

します。 

 

休憩 午後 ４時１０分 

再開 午後 ４時２０分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 

◎ 会議時間延長の議決 

 

○議長（山須田清一君）：お諮りいたします。 

本日の会議を全日程終了まで時間延長いたしたい

と思います。 

これに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）：異議なしと認めます。 

 よって本日の会議は、全日程を終了するまで延長

することに決定いたしました。 

一般質問を続行いたします。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づきまして大きく５点について質問いたし

ます。質問も出来るだけ私簡潔にやりたいと思いま

す。答弁の方も簡潔にお願いしたいと思う。そうい

うふうに要請しておきたいと思います。 

 それでは第１点の平成２１年度の予算編成方針に

関する部分です。それと財政運営の見通しについて、

これについて大きく２点についてお伺いしたいと思

います。 

 先程、同僚議員もですね、関連でこれに関する部

分で質問がございまして、大筋では理解は出来まし

たのでまず平成２１年度での予算編成方針という部

分についてですね、先程、同僚議員に村長はかなり

財政的には厳しいと、従って収入に見合った財政運

営ということに当然それは基本になるだろうという

ふうに答弁されておりましたけれども、私もそれは

当然のことだろうと思います。 

しかし、住民のサービスをいたずらに削っていく、

それといたずらに住民の負担を求めていくと、こう

いうやり方だけはちょっとやはり問題があろうかと

いうふうに思いますので、この改めて基本的な平成

２１年度の基本的な予算の編成方針というものをお

聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 平成２１年度の予算編成方針につきましては１１

月１８日付け職員に通知、基本方針といたしまして

は第１に財政調整基金に頼らない健全財政の堅持を

目標にしております。 
また、公債費負担適正化計画に基づく地方債の新

規発行の抑制を念頭とし、行財政改革推進本部や事

務事業評価委員会の審議や行財政健全化計画の方針

に基づき、スリムで効率的な行財政運営を進めるこ

ととしているところでございます。歳入面において

は、ふるさと納税制度の積極的なＰＲや売却可能な

資産の洗い出し等による自主財源の確保に努めるこ

ととしているところでございます。歳出面において

は限られた予算でありますので、独創的かつ積極性

を持った行財政運営を基本として考えております。

重点的な考え方といたしましては、５つ程上げてお

ります。村議会・定例会・常任委員会・決算特別委

員会からの指摘事項、２つ目といたしましては、ま

ちづくり懇談会・出前行政及び自治会長会議からの

要望事項と、それから３つ目といたしましては、行

財政改革本部で決定された事項と、４といたしまし

ては、まちづくり会議からの提言事項と、５つ目と

しては、第５次総合計画実施計画及び事務事業評価

での個別事項、これらを踏まえて課内に十分検討す

るよう指示したところでございます。ただ、この中

でもやはり緊急性と歳入に見合った厳しい状況に歳

入はありますので、見合った形の中での取捨選択を

しながらローリングをしていかなければならないも

のだというふうに考えている次第でございます。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：収入に見合ったサー

ビス・緊急性・効果の大きい事業これ当然のことだ

ろうと、これは私でも答弁出来ることであって、財

政の見通しというような部分では非常に私は２１年

度は厳しいというふうには押さえはしているのです
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よ私なりに、今国の方で麻生大臣も交付税の１兆円、

特定財源これから１兆円、それは公共事業に変える

と、そういうことも色々報道されております。何か

バラ色の世界が広がるようなそんなニュアンスにか

られてしまう我々も、しかしですねこれに大きな落

とし穴があるという部分では私はこれまともにとっ

てはいけないよというふうに理解しているのですね。

これはまた後ほど言いますけれども、歳入見通しと

いうような部分でお伺いしますけれども、村税収入

も先程、同僚議員の質問の中で約１．５億円マイナ

スになるだろうと、今うちで１．５億円って大変な

額ですね。すると然からば地方交付税どのぐらい増

えるのだろうか。それとさらに道路の特定財源から

公共事業に限って使えるような金を地方に１兆円と

いう形で言われております。 

しかし、この交付金という部分につきましても１

兆円のあやがありますね。現行で地方の道路譲与税

だとか、自動車の重量税、取得税、これら合わせて

今でもうちには１億２，８００万円程度ということ

は入ってきている。国全体で見ると７，０００億円

と言われてますね。地方に配分される分、これは道

路の特定財源として、それにプラス３，０００億円

をプラスして１兆円にしますということなのですよ

ね村長、これ間違いないですね。これについては改

めて確認しておきたいと、それとさらに地方交付税

これ１兆円と言いますけれども、先程も村長ちらっ

と触れておりました。今の国税のこういう状況、景

気の状況を見ると到底１兆円配分出来るような状況

にないと私は思うのですね。 

そのあたりの認識をまず村長からお伺いしたいと、

この２点についてですね。 

○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。 

 まず交付税の１兆円というようなことで首相が一

応地方重視という形の中で言っておられますけれど

も、今の予算編成段階の各省の話し合いの中では財

務省と総務省の間で色々と調整をしているようでご

ざいますけれども、恐らく１兆円にはならないだろ

うというような考え方が示されております。従って

私は１兆円はこれは真に受けてはいません。従って

果たしてどの程度の水準になるのかということは今

段階としては不透明ですけれども、恐らく国の予算

編成、通常一般会計２１年度の会計が決まる段階で

は大体どのくらいになるのかということは大体分か

ってくるだろうというふうには思います。それから

道路特定財源、これの１兆円につきましてもですね、

何でも使えるようなお金というような形にしている

ようですけれども、これもやはり政府内で色々な議

論があるようでございまして、果たして全ての物に

使えるのかと、要するに交付金になるのか、それこ

そ交付税にまぶしてくるのかということについても

不透明な状況でございましてですね、なかなか分か

らないところでございます。そういうような状況の

中でやはり村として一番大きな頼りになる財源でご

ざいますので、やはりこれらを推計しなければ歳入

が果たしてどの程度になるのかということが見通し

が付かないということがあります。１月になります

と地方財政計画等が出てまいりますのでその段階に

なりますと大体の計数については見えてくるという

ふうに思いますので、その段階で十分精査をしなけ

ればならないというふうに思っております。とりあ

えず当初の予算方針の中におかれましては、歳入に

見合った形の中でのやはり緊急性のある効果的な住

民サービスの低下に繋がらないようなものをやはり

盛り込んでいく必要性というものは当然あるという

ふうにこう考えている次第でございます。今回の道

路譲与税と道路重量税の関係について執行がされた

ことによって若干の交付税が増えてきたというよう

な形になっている今の現在の状況でございますので、

十分に慎重にその対応を見極めていかなければなら

ないというふうに考えている次第でございます。 
 以上でございます。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の答弁ではある程

度理解は出来るのです。しかしですね村長は自立の

道を歩みますよと、そういう部分では広域連携も当

然伴った上での自立でしょうと、今うちで自己完結

型で自立を全て自立していけるかというと非常に無

理があると、出来ないだろうと恐らく、同僚議員に

色々この部分についても質問されておりましたけれ
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ども、こういうことを並行してなされて連携が始め

てなされて、先程観光でも言いましたね。やっぱり

町村間の役割分担だとかってしなければならないで

す。猿払村にも浜頓別町にも中頓別町にも枝幸町に

も全てのものが猿払村が同じものがなければならな

いという時代終わったと、役割を分担するという必

要もあるのですよと、それは前々から私言ってます

けれども、職員の答弁の中にですよ、必要なのだと

いう議論しかないのですね。財政の議論はないので

すよ。必要は分かるのですよ、スキー場も必要でし

ょう、温泉もあった方がいいでしょう。しかしそれ

全てやっていけますかというのです私、今のこうい

う財政状況の中では、その選択をする時代なのです

よということです。それが出来ないのであれば村長

が言う地方分権何てあり得ないのですよということ

私何回も村長と議論しているはずです。そこがまだ

分かってないです村長はね、ただ極端に言えば三位

一体、小泉内閣から１９兆円ぐらいありましたね一

般交付税としては、それ今何ぼになってます。恐ら

く１５兆円ぐらいでしょう、４兆円ぐらい減らされ

たと、それでこんな姿になってしまうのですね地方

がね。大変だと思う、それで今回も交付金として考

えるのでしょう。公共事業として１兆円ということ

ですから、今配分されている７，０００億円はある

程度この１億２，８００万円うちにも入ってきてい

るその金は自由に使える金ですよ。そんなひも付き

ではないはずなのですね。ところが今度７，０００

億円にプラス３，０００億円で１兆円に交付金出し

ますよと国が今そういう方向で流れてきているので

すね。ひも付きですよ今度、公共事業に関わって７，

０００億円使わなければならないです１億２，８０

００万円、だからそれを真に受けてやったら大変な

ことになるよということでこの予算の編成方針を村

長にお尋ねしているのですね。そこを村長、きちん

と押さえていただいているかどうなのか、そこをち

ょっと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）：一応今、議員さんが

言われたことについては十分私としても承知してい

るところでございます。そのような考え方の中でで

すね予算の編成等をいうものをやはり踏まえて編成

していきたいというふうに考えておりますので、や

はりこの関係につきましてかなり今国の方としても

揺れ動いているというような状況の中でですね、果

たしてどうなっていくのかということは未だ先程も

言いましたけれども分からないというようなことも

ございます。だた、そういうような状況、国の情勢

にあるということだけはきちんと押さえております

ので、そのような方向に沿った形の中でやってまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：住民サービスの低下

をさせず、住民負担も求められず、そういった厳し

い状況の中で交付税の一時増額も望めない、村税の

税収も望められない、むしろ減額のそういう傾向を

示す状況の中で予算編成になったら半端でない苦労

が伴うと思うのですね。本当にですよ村長、職員と

共有していますかそういう今の財政の危機という部

分について、むしろ私も一時的にはですよ、国の今

の方針の流れの中では何とかなりそうかなと思った

りも錯覚も起こしたりしたのですよ。ところがそう

でないようですね。私は私なりに分析してみました

らそんな半端なものでない。ましてやこの先程から

議論されているこういう不況の時代です。猿払村も

もろにその波にさらされているというのが現実、よ

って１．５億円も村税として本当の自主財源として

のものが減っていくという現実があるわけですね。

そこでやっぱりお伺いしますけれども、そういう実

態があるのであればですよ村長、先程から広域連携

云々と言ってますけれども、やはり広域連携何てい

うのはまったなしなのですよと今、私何回も言って

ますけれども、掛け声だけで広域連携で自立します

何ていうの掛け声だけで生きていけない時代になっ

ている。だから広域連携が出来るメニューだとか、

スケジュールだとか、そういったもの徹底して洗い

出して役割分担していこうやと、行政運営軽量化を

図っていこうやという形は村長積極的に提案してい

かなければ町村会任せでこれがやれるとお思いです

か。お答えいただきたいと思います。 

○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。 

 議員のおっしゃるとおり広域連携まったなし、私

は最終的に自立広域連携というふうな考え方でやっ

ております。先程も申したように第１回目の道で出

されたクラスターの関係のあの中でもお話しいたし

ました。豊富町長と私とで色々とその策を練って町

村会にその策をぶつけているというような状況の中

で町村会全体で話し合いをしているような実態も今

現在ありますので、それらについてもまた早急に煮

詰めていく必要性というものがあります。この前も

そういう問題につきまして一応町村会長がどういう

ふうにやっていけばいいのだというような話しもで

すね一部あったような状況にもあります。これは東

京での全国町村長大会の時の話しですけれども、そ

のような話しもあったような状況にもありますので、

やはり会長がやはりそのような認識をきちっと持っ

てもらってやはり一つまとめて上げてもらわなけれ

ばなかなか進まないというような部分がございます

ので、私達は積極的にやはりクラスター構想の中で

は稚内市は町村会に勿論入ってませんから、稚内市

は事前に市長には話しております。そういうことで

町村会としてこういう方向で進めていきますからと

いうふうな話しもしておりますので、十分稚内市は

それは知っている形になっておりますので、要する

に少しでも経費の負担を削減すると一つの事業をや

る上においてやはり広域連携まったなしと、やはり

コスト削減ということはこれはもう勿論当たり前の

ことだというふうに私は考えておりますので、鋭意

努めてまいりたいというふうに考えているところで

ございますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：単純に広域連携と言

いながらも相手があることです。先程、村長も言っ

てますね。当然なのです相手があることなのです。

従って双方の信頼関係がなければ駄目だと、他の町

村が誰がどうだのこうだのと言っている暇ないので

す村長、先程も同僚議員からちょっとそういう話し

あって心配だって言ってますけれども、出来るだけ

そういう方向は避けてもらいたいなと私は思います

しね。やはり信頼関係があればお互いに話している

中でものってくれるはずなのですね首長同志で耳貸

してくれるはずなのです。信頼関係が失ってしまっ

たら絶対話し何て耳なんて貸してくれないですよ。

あの人と話したってしょうがないから、そこをやっ

ぱり意識すべきだろうと信頼関係をね、我々はっき

り言って私も反省しますけれども、市町村合併の協

議会の中では信頼もあのあたりから少しづつ狂って

きたのだというふうに思いますし、反省もしなけれ

ばならないと、これは村長だけの責任ではないとい

うふうに思いますけれども、やはりきちんとした信

頼関係を取り戻すということから始める。それで先

程、豊富のクラスターの問題も話しされました。私

も南宗谷の衛生施設組合の議員として出てますから、

その中でも具体的にやれる部分はあるのではないか

と、リサイクルみんなでやりなさいよと共同でと、

何故各町村でばらばらにやって２，０００万円もか

けて１００万円の収益を上げるのに２，０００万円

もかけなければならないか、そういう質問もしてお

りますし、組合長もそれは広域でみんなでやること

について調査しましょうという答弁もいただいてま

すよね。そしたらやって下さい。村長もやっぱり事

務レベルでやっても絶対進まないですからこれは、

はっきり言います。また、議員替わって良いですか、

うやむやになって進まなくなってしまうのです。 

村長のリーダーシップでやっていただけますかこ

ういう問題、まず第１つ目でそういうことも今問題

提起されているから、そういう面で可能性ちょっと。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応、南宗谷の関係

のその例の分野、前回の議会でかなりもめた経過が

ございます。そういう経過も踏まえた形の中で来年

度の予算の分野も含めましてですね、これから首長

会議、今やる予定になっております。その段階で果

たしてその内容を全部精査網羅した形の中で、そう

いう問題も含めた形の中で構成町村の首長が集まる

わけですから、やはりしっかりした内容を位置付け

ていかなければならないというふうに私は考えてい

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）：眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：村長も一時議員とし

て出てた時にですね、相当そういう部分ではもの申

していたというふうに聞いておりますので、さらに

拍車をかけてそのあたりね、ひとつ実現する方向に

持っていかなければ何ぼ綺麗な答弁いただいても意

味ないのです。私はこういうやりとりの中で村長か

ら何ぼ綺麗な前向きな答弁いただいたにしても納得

出来ないのです。実現しようとして私は政策を、そ

ういうことで質問してますから、その辺りをひとつ

よろしくお願いしたい。 

 それと先程も言いましたけれども、基金に頼らな

いという部分では先程答弁されました。あんまり基

金にはやっぱり頼っていけない、私もそう思います。

全くそういう意味では一致しておりますので、これ

以上もの申すことはないです。ただですよ、今国が

私一番心配するのは新交付金、公共事業に限った新

交付金ときたらそれに基づいた借金がまた積み重な

るという心配があるのですね。今ようやく恐らく平

成この借金の額の一番のピークというのいつになり

ます。それ副村長でも良いですけれどもお答えいた

だきたい。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答え申し上げま

す。 

 平成１９年度、それで２１年度からは平成１９年

度、２０年度、２１年度からは今の公債費の償還額

で大体３，９００万円ぐらい落ちる予定になってお

ります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでですね、私は

村長に約束していただきたいのは、やはりこれ以上

借金を増やさないということですとりあえず、その

２１年、２２年のベースを絶対守ろうという姿勢で

いけば何とかやっていけると思います私は、３，０

００万円、４，０００万円というものも、今は１９

年がピークと言いますから２０年、２１年で少しづ

つ減ってくるはずですね。本当は今１０億円のやつ

９億円、９億円のやつ８億円、または７億５，００

０万円ぐらいまでいけば十分やっていけると私は思

っている。何とかその部分を維持していただきたい。

それに対する決意をまずひとついただきたいのと、

それとですよ。老人福祉基金全く今度ゼロ殆ど２１

年度、村長は一般財源から充当しますと答弁されて

います、報告も出されています。 

しかし、そんなに簡単に４，０００万円、５，０

００万円という数字が私は生み出せるわけないでは

ないですかと言いたいのですよ。住民の負担も伴わ

ずよほどの改革をしなければですよ、これを生み出

せるわけないのです。村長はそういうことで一般財

源でも対応しなければいかんと思う、気持ち分かり

ます、絶対なくするわけにはいかないわけですから、

気持ちは分かるのだけれども対応出来ないではない

ですか。それの具体的な何と言うのですかね、財政

をどういうふうに生み出すかというビジョンだとか

プラン、これを今示していただきたい。何か具体的

に大きいものがあればですよ特徴的に、その２点を

まずお聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：公債費の要するにピ

ーク時が過ぎてくれば段々と落ちていくというよう

な状況の中で、また事業やればまた同じくなってし

まうというような状況の中でございます。従いまし

て、要するにこれは今まで要するに交付税等の補填

のない事業が結構借金をして借りていた部分があっ

たがためにですね、やはりこう膨らんでいったとい

う部分があったというふうに思います。 

従いまして、単なるやはり行革して行革の中でこ

う詰めていくということについては私は十分そのと

おりやらなければならないというふうに思っており

ますけれども、やはり特に緊急性のあるもの等の事

業についてはですね、先程の同僚議員も申しており

ましたけれども、やっぱりやっていけない部分もあ

ろうかというふうに思います。そういう部分につい

ては出来るだけ適債事業を使った形の中で、適債事

業ということは辺地・過疎債これ以外の事業につい

ては絶対使わないというような考え方で進んでいか

なければどうにもならないというふうに私は考えて

いるところでございます。それと老人福祉基金の関

係でございますけれども、やはりこれはもう施設と

してなくするわけにはいきませんし、増床すること
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によってまたこれ公債費もまた増えてくるというよ

うなこの相反した問題が付いてまわってきます。そ

ういうことはやはりしたくない、要するにそうすれ

ばやはり収支とんとんになる可能性もなきにしもあ

らずですけれども、やはりそういう部分ではなくし

て出来るだけやすらぎ苑の方にもですね、財政改革

等も求めておりますのでそういう分野で出来るだけ

圧縮していただいた形の中で、やはり残りの部分に

ついては一般財源化して助成をしていかなければな

らない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。また別な色んな手法等

もまた考えられるというふうには思いますけれども、

とりあえず今の段階としてはそういう経過方法で持

っていきたいなというふうに思っているところでご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：新年度の予算編成も

間近いので村長ね。そういう状況の中で明らかにこ

の部分はまるっきり穴空くのですよ。分かりますか。

それを生み出すのに今のこういう時期にもある程度

方針がこういう財政手当、財源手当どうするのだと

いう方向が何かないと馬鹿な話しないではないです

か。今の状況では私考えられないですよそういうこ

とは、今の状況では今絶対この場穴空く何とかしな

ければならない。この財源どうする、みんなで話し

合われてなければならないです。まだないというこ

とで良いですか理解して。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは財源手当

の関係でお答え申し上げたいと思います。 

 先程申し上げましたけれども、老人福祉基金の関

係については平成２０年度の予算の当初ですね、大

体６，５００万円ということでの財源を使わせてい

ただきました。予算上の問題ではゼロということで

ございます。それで財源手当につきましてはですね、

かなり厳しい状況にございますけれども、先程申し

上げました公債費の部分の消極的ですけれどもそこ

に３，９００万円、それと色々その公債費負担適正

化計画ということで８年間の計画を持っております

けれども、それを毎年２，０００万円づつの積立を

していこうということで考えております。現在まで

は平成２０年度の部分については積立をしておりま

す。当然、公債費実質負担比率を下げるということ

の目的でございます。それで平成２１年度につきま

しては、財政の方と協議しておりますけれども、例

えばそれを１，０００万円にするか、皆減と言いま

すかゼロにするかということでのまたこれも消極的

ですけれどもそういう形の中、それと合わせて先程、

村長も答弁しましたけれども投資的な部分ですね、

普通建設事業の部分についてもやはり精査していか

なければならないというふうに思っております。ま

た、一般質問等で３人の方から色々質問あった内容

についてもですね、例えば地域振興策、基幹産業に

対する支援という部分も合わせてそういう部分も言

われておりますので、かなり厳しい予算編成になる

のではないかなというふうに思っておりますけれど

も、なるべくそういうような形の中で執行方針の中

にも工夫をしながら盛り込んでまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう部分である

部分では今のように償還額が少しづつ下がってきて

いるそういう部分で何とかなるのではないだろうか

と、そういう見通しというような部分では理解も出

来ますし私もそういう意味ではやっぱり７億円、年

間に返すの７億円程度ぐらいまでに何としても頑張

って借金しないようにした方が良いと私は主張し続

けてきてようやく何とかそういう状況になったとい

うふうに理解しますけれども、ただ先程、村長ちょ

っと危険だなというふうに答弁の中で、辺地債はと

もかく過疎債がそういったもの、昔は優良起債とか

言っているのですけれども、そういうものだったら

やりますよというふうにも聞こえるのですよ。私か

ら今の答弁の中で言えば、一般の公共事業債そうい

うものは使わないけれども、過疎債に該当するなら

何でもやるよというふうに聞こえてしまうのです。

だけどそれさえも財源補填あると言いながらこの借

金の総額は変わらないわけですから、償還額も変わ

らないのです、それはやっぱり積まさるのですよ。

交付税では若干増えますけれども、だけどそれあん
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まり安易なそういう考え方はやめていただきたいと

いうことを要望しておきたいと思います。 

それと先程、行政報告の中で普通交付税の変更交

付決定というのありましたね。総額で変更後の交付

決定額は２０億５，０６２万円、当初と比較して１

８２万４，０００円の増となりました。今定例議会

までの現計予算計上額は１９億４２０万円でしたと、

残る１億４，６４２万円は次回以降の補正予算にお

いて計上を提出ところでありますと、正にね財政危

機がないのですよこういうことを行政報告でやると

いうことは、ないからこういう表現してしまうので

す。こういうもの使えないでしょう今、何としても

こういうものは今年度我慢して財政調整基金から何

かにとにかく積立ていこうという姿勢が見えないの

です。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）：お答えいたします。 
 今のところ１億４，６４２万円が財源留保されて

いるということでございます。 
また、これに加えましてですね、３月末、５月段

階で不用額が２、３００万円が出てくる可能性があ

ります。これは１科目、１節１万円残ったとしても

そのぐらいの額は当然出てくる可能性になります。

そういう状況の中でこれらについては全て使わない

でやはり積立てたいと、積立てていくという考え方

で私達職員共々統一した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）：それを聞いて安心し

ました。是非こういうものは次の厳しいこういう新

年度の対応のために、今後のためにですね、出来る

だけ利用してといくような考え方でやっていただき

たいと思います。先程の過疎債・辺地債についても

村長、過疎債だから何ぼやっても良いということで

はない、そういう形でひとつ頼みますよ。それは答

弁いらないです。そういうことでまず考え方として

お願いをしたいとそういうことでございます。 

それと先程、副村長も答弁いただきましたけれど

も、必要な事業というのはね、今議会でも色々議員

さん方が具体的には提案もされましたよ。そういう

ことをやめれと言っているのではないですよ私ね、

そういう必要な事業こそやるべきだと言っているの

です。議員も共通の認識でやはり住民の代表で色々

な声を聞きながらこういう事業をやっぱりやるべき

だと提案したものですから、それを否定するもので

はないということで理解して下さいよ。そういう事

業を絶対やるべきだという私そういう立場に立って

話ししています。答弁はいらないです。具体的に答

弁いらないので、次の質問に入りたいと思います。 

まず農業問題になりますけれども、今酪農という

ような部分では危機的な状況にあるというような部

分はこれはもう言うまでもない。９月の議会でも私

質問させていただきました。それであえて状況は言

いませんけれども、今回キロ５．３円程度乳価で上

げるというふうに決まったようです。これはメーカ

ーとの折衝の上で決まったと、しかし５．３円で本

当にこの資材の高騰、生産資材の高騰、こういった

ものに極端に言えば畑に撒く肥料これらについては

もう２倍も３倍もという極端に言えばね、あらく言

えばそんなようなことの幅なのですね。それだとか

食べらせる方の飼料にしたって５０％、また倍ぐら

いという最近は私も色々と調べてみまして少しづつ

は落ち着きつつあると、しかしこれはいつまで続く

か解らないというこういう状況ですね。そういった

部分で考えていくとですね、果たして５．３円これ

３月から当然なるということです。これで果たして

カバー出来るのかそういう諸資材が上がったことに

よって、それがまず第１点。それと経営的にどうな

のでしょう本当に、どのぐらいの猿払村の農家戸数

何％ぐらいは黒字で何％ぐらいは赤字に陥るって大

まかな数字で押さえておりましたらここでお知らせ

いただきたい。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：ただいまの

質問でございますけれども、猿払村の農家が所属す

る東宗谷農協で大体６９戸が現在営農しております

けれども、そのうち黒字経営となる見込みの農家に

つきましては約１０％程度で、残りの９割につきま

しては負債整理対策資金か農協のプロパー資金等、

または自分の預金等の取り崩しでもってですね、や
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っていくというような現状になっております。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応、現在の飼料の

高騰、資材等の問題に絡めてカバー出来るのかとい

うような問題でございます。これは今全体的に言わ

れている酪農家に対して言われている問題でござい

ますけれども、乳価の値上げが今妥当なのかと、ど

うなのかというような問題でございます。ホクレン

とやはり乳牛各社との交渉、乳価の交渉が難航の末、

決着した飼料高騰を受けて道産生産価格は来年３月

から１キロ５．３円という形で７％程度引き上げら

れると、消費者に製品価格への影響が気になるが値

上げは本当にやむをえなかったのだろうかというこ

とがやはり問われているというような問題でござい

ます。各論でいきますと酪農家の安定生産を守ると

いうことに関しましてはですね、まず今回の値上げ

がなければ酪農家が数百戸単位で離農せざるを得な

かっただろうというふうに言われているところでお

ります。配合飼料や原油の高騰等によりこの１年で

生乳１キロの生産コストは４円から５円も上がって

いるというような状況でございます。来年は牧草を

育てるための飼料も実質６０％以上、さらにコスト

は１円以上増えるというような実態になっていると

いうようなことが言われております。値上げ幅につ

いてはこの資材高騰を考慮して決めたものであると

いうふうにも言われているところでございます。 
やはり、酪農家の基金にホクレンにつきましては

１２億円を投じまして１０月、１１月の乳価を１キ

ロ２円上乗せしたと前例のない施策をとっても高騰

部分は補えないというのが実態であって、財政的に

ももう限界であるというふうな実態になっておりま

す。そのような中でですね、酪農家の廃業が相次ぎ

国産の生クリームやチーズ・バター等の大半が材料

となる道産生乳のですね、生産が減れば乳製品の品

不足は直結いたします。安定生産を守るには値上げ

をお願いするしかない状況になろうかというふうに

存じますけれども、年１回の乳価交渉でございます。

やはりこれは年１回の乳価交渉の形ではなくしてで

すね、やはり資材価格・経済状況を見舞えてやはり

交渉を年１回という形ではなくして、やはり何回か

やる必要性といつのは私は感じているところでござ

います。契約相手もかなりいることですから、やは

り現実的に厳しい今回の交渉はですね、妥結までに

は５ヶ月以上もやはりかかっているというような実

態もあります。今後、飼料価格が下がれば値下げを

求める声もあるでしょう。でも問題はですね、そう

簡単ではないと、やはり値上げは来年３月からとま

だ先でございます。それまでの飼料価格等を酪農家

がかぶっているような状況でございます。そのよう

な状況を考えましてやはり十分酪農家が一息つくま

で新乳価のまま続けたいというのが酪農家の思いで

あるというふうに私は考えているところでございま

す。その点十分ご理解、十分というよりもご理解願

えればと思っております。 
 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）：今、聞いてびっくり

なのですね。黒字が１０％しかいない点、７０戸あ

っても７戸ぐらいしかいない。後は赤字経営に余儀

なくされているというこういう現状ですね。これは

やっぱり国は今食糧の自給率を５０％に上げようと、

お題目は良いのですけれども、果たして消費者がね、

私は消費者も悪い、悪かろう安かろうでもう今の消

費者はどんどんそれに飛びついていくというような

現状ですね。そして、牛乳がスーパーの叩き売りの

ひとつの材料として使われている、リッター１００

円きるような額でそういう現実見る時に非常に腹立

たしいのですよね。やはりそういうものが私はもう

行政も一緒になって声を上げていくべきだと思うの

です。これだけコストかかっていると、やはりこれ

だけの負担はして消費者に安全な物を提供していく

のだというそういうやっぱり義務があるのですよ。

それをやっぱり行政も一緒になって訴えていくとい

うまず作業が必要だろうということね。それと村長、

具体的にこういう赤字の経営を余儀なくされていま

すけれども、村としてですよ、何か打つ対策をいう

ものはこれは国際レベル・国レベル、メーカー巻き

込んで複雑な経済体系になっている状況の中ですけ

れども、うちとして打てる対策というものは何もな

い、何かないですか。 
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○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 
 私も９０％の赤字ということについて本当に厳し

い状況にあるということで腹立たしく考えておりま

すし、生乳生産調整の時からのこの引続きの問題で

すからなおさらのことだというふうに思っていると

ころでございます。素晴らしい牛乳は猿払村では作

っていると、要するにこういう小さい瓶ですけれど

もあの瓶でもですね、東京あたりではですね、これ

が牛乳かと飲んでみて、そういうようなですね都会

の人達はそういう感覚しか持っていないのですよね。

それこそ水っぽい牛乳しか飲んでいないのですよは

っきり言いましてカロリーの少ない、だからこれが

牛乳かというのは東京周辺の人達の考え方ですよね。

これ実際、私東京に送ってやって飲んでもらったら

びっくりしたというような感覚ですからね。その辺

をやはりＰＲ私はしていかなければならないだろう

なというふうには考えてはおります。 
この手立ての関係ですけれども、やはり国・道等

の当然これは広域的な形の中での手立てというもの

は当然あって然るべきだろうというふうに思います

し、それに私達は追随した形の中で何らかの手立て

をやはり今後考えていく必要性というのは十分ある

というふうに思っております。 
以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：安全で良質な牛乳、

いわば猿払村のブランド牛乳というふうな部分で今

後売り込んでいく、いかなければいけないと思うの

です。これはやはり消費者を巻き込んで行政も行政

のトップがむしろ旗立てて、それに議会も一緒にな

ってね、やっぱり消費者に訴えていくとそういう取

組みも必要だろうと私思うのですよ。何も動きない

単協に任せた農家は農家だと、そんな動きでこの問

題解決しないと私は思うのですね。 

そこでお伺いしますけれども、具体的な対策は村

長に前も言いました、これは国レベルの問題で国に

またはメーカーに系統に、北海道に強烈にやっぱり

これを訴えていくべきだろうとこの窮状をそういう

部分では村長は努力しているというふうに認めます。

ある部分では東京も相当行ってますから、札幌にも

そういった部分では当然なされているのでしょう。

そういう部分で認めます。 

そういうことで出来ればそういう温かい今９０％

赤字経営で決算をする状況になっているという状況

の中ではもう少し温かみのあるそういう対応も必要

かなというふうに私は理解したものですからね、う

ちでやれる対応としてはその他に何ぼかあるのです

けれども、そういうことぐらいなのかなというふう

な理解もするのですよ。 

それと合わせてですね、やはり新年度の予算で是

非これは反映していただきたいのですけれども、昨

年この問題については私も一般質問しております。

それで試験的にですね、配合飼料のコーンの栽培、

これについて試験的に取組んでいるというふうに報

告を受けたのですけれども、これについては経過ど

うなっているかちょっとお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：以前にもデ

ントコーンの関係につきまして、村営牧場の中で試

験的に栽培を行っているということで申し上げてお

りましたが、今年度の作付面積につきましては牧場

の中で１０町８反程を作付しております。それで収

穫につきましては反当たりでございますけれども４

トン程の収穫が見込まれました。それで実際にロス

の部分を抜いた実質的な牛の餌になる部分としまし

ての換算としましては３６６トンぐらいの収量が見

込まれたということと、これにかかる経費につきま

しては４５７万５，０００円程度かかっております。

これをキロ当たり単価に直しますと大体１２円５０

銭の経費がかかっていると、その中で肥料だとか種

だとか農薬代購入関係に絡むものが概ね４円くらい

かかるだろうと、その他機械等の施行料、人件費等

でもって８円５０銭程かかるというような見込みで

あります。管内的にも豊富・稚内でもですね、デン

トコーンの作付をしておりますが、これらの結果を

見ますと大体ヘクタール当たり３８万円程かかって

おります。今回うちの村の部分をヘクタール当たり

でやりますと３８万７，０００円と、豊富・稚内の

方からみますと今回うちの方はまだ試験的に始めた
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ばっかりですので、色々な関係でもってコストがか

かっている面もあるのかなとそういうふうに考えて

おります。それと先程、私申し上げました９割の農

家の赤字の関係なのですけれども、誤解されたら困

りますので申し上げますけれども、実際には新規投

資の関係もありまして、新規投資の中で計画的に単

年度収支赤になる農家もあります。それらも含めて

９割が赤字農家だというようなことでございますの

で、その辺もご理解いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の小林課長答弁い

たしましたけれども、やはり私といたしましてはで

すね、国の施策として制度としてきちんと農業関係

の今こういう国際協調関係の中にあってですね、や

はり海外から仕入れるといっても海外でもう使われ

た末、入ってくる物がないというような実態の中で

ですね、きちんとやはり国の制度の中で自給自足と

いう基本的な考え方に立った形の中で目標設定をい

くらにするのかということを決めた形の中で酪農家

個々がやはりきちんとやっていくということもまた

これ必要なのかなというふうな私は考え方も持って

おりますので、やっぱりそういう面も踏まえた形の

中で要望事項の中にも要請をしていく必要性もあろ

うかというふうに考えておりますので、ひとつその

点も理解していただきたいと思います。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この配合肥料につい

てもですね、この前のテレビでちょっと見たのです

けれども、いつまでこれ安定供給が出来るかという

部分で極めて疑問ですね、アメリカのオーストラリ

アともかくアメリカでは確かそうなのですよ。とい

うのはエタノールにまわったり、うちで今日本で動

物に食べらすのは家畜に食べらすのは別にしても、

遺伝子の組換は大豆も一切しない、そういう農家と

契約栽培したら普通の遺伝子組換の作物から比較す

る３倍強ですね。これが今度エタノールの方にコー

ンがまわったり何かすると５倍になってしまったそ

うですね。安定供給は可能ではないという学者もい

るのです今ね。それ学者によって色々でしょう。村

長が言うように学者によって色々な言い方もある。

しかしそういう心配もあるということは事実なので

すね。だから全てが自給で出来るかというと出来な

いですから、しかし少しでもやっぱり自給体制をと

って何ぼかでも補っていくという体制はこれ必要だ

ろうというふうに思いますね。そういう意味からい

けば私は食料安保の関係からいけば全く不安定だろ

うと、そういう状況で考えますとやっぱり自給もや

っぱり出来るだけ、気候ではかなり厳しいとここは、

しかしコーンもやってみたら４トンですか、それだ

け採れた。それもデータも色々出しながら経費も出

しながら、決して輸入に対抗出来る価格にはならな

いと思いますよ絶対に、しかし安全・安心という部

分と少しでも補っていくのだと、そういう体制は絶

対必要だというふうに思うのですね。それでそうい

う体制をやっぱり作るべきだと私思うのです。それ

で行政がそういうものをバックアップするべきだと

いうふうに思うのです。農協でやったら反が３８万

７，０００円のデータが出ました。１０町ぐらいで

すか。来年も２１年度もまた調査してデータをとら

なければならないと思いますね。せめて私も前にも

質問したのですけれども、そのぐらいのものは村で

協力してやるべきではないかと試験・研究・開発と

いう部分で、これについて新年度の予算で反映する

という気持ち少しでもありましたらちょっと、ある

かどうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：いくらかでもそのデ

ントコーンの自給飼料の関係についての支援策とい

うことでございます。 
 これはやはりうちの村としてはそれはそれとして

いいでしょうけれども、やはり全体的な酪農専業地

帯におかれましてはやはり共通した問題だと私は考

えます。そういう状況の中でですね、やはりこれも

広域的な考え方もやはり持たなければならないと大

きな広い意味でですね。そういう状況の中でですね、

そういう広域的な大きな広い行政についてはこれは

北海道がやると、そういう自給分担ではっきり決ま

っているわけですよね。だからうちで出すことにつ

いては、それはやぶさかではいくらでも出すことに

ついてはやぶさかではこれはないです。ないとは思



－54－ 

います。これはもう今の現状からいったらもう本当

に緊急性をなすべき性格なものだろうと、そして自

給率の目標率もきちんとやはり定めてもらう必要性

もあるとそういうことからするとやはり支援策もま

た必要なのかなというふうな感じも持っております。

しかし、広域的な行政からいきますとやはりコスト

削減をいくらかでも図っていくためにはですね、や

はり道がきちんとそこら辺をつかんで要するに暖か

い地域に行けばですね、北海道から離れてというよ

りも北海道内でもやっぱりそういう所も結構遊休地

だったって採れる所があるわけですから、そういう

所でですね、全体的な自給率を向上させていくとい

う基本的なやはり姿勢というものはやっぱり道で持

ってもらわなければならないと私はそう考えるので

すよね。そういう意味からいってですね、私達がそ

ういうことを道に要請してもですね、道はお金ない

から出来ないよとただそれだけなのですよ一辺倒な

のですよ、だから先程、議員さんが道を批判してど

うのこうのと言われるのはそこなのですよ。意見が

合わないのですよはっきり言って、私達のその考え

ていることと道の考えていること合わないのですよ

ねはっきり言って、あなた達のこれやる仕事でしょ

うと言っても合わないと、そういう状況の中でです

ね、私はやはりそういう面もまた話しはしていかな

ければならないなというふうには思ってはおります。

もう地方分権の形になってから国・道・市町村のや

る仕事というのはもうはっきり決まっているわけで

すからこれは、そういう状況の中できちんとやはり

明確に位置付けてほしいということはやっぱり申し

上げなければならないと、やはり地方から声を上げ

ていかなければならないということははっきりして

いるというふうに私は考えております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：食糧政策そういった

部分、基本的な考え方、国・道、国がもう当然責任、

道もそういう方針は明確にしてやっていけば良いと

いうのもそれも分かります。現実今、村長言うよう

にやっていないじゃないですか。ないじゃないです

かそういう考え方が北海道に、ないとすれば猿払村

も同じですか。国でやるべきだ、道でやるべきだっ

てそれで終わるのですか。私はそういうこと言って

いるのではなく、うちでやれる最低限度のものをこ

のぐらいのものではないのかとそういうこと村長言

っているのです。そういうことやっぱり我々取組ん

でいくべきではないだろうかと、乏しい財源の中で

やっぱりそういう金の投資の仕方をすべきだと私は

主張したいのですよ。何も国の責任だ、道の責任だ

と言っているのです。道もやらないのですから国も

何も対応を、そしたらうちで取組むしかないではな

いですか。うちの地域に合ったコーンこれなら出来

るぞと、そしたら普及もしていくぞという方向も出

せるのではないですか。そういうデータを出すため

にも村はやっぱり責任持ってやるぐらいの気持ちに

ならないかと言っているのです。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然、国も道もそう

いうような基本的な考え方に立っていないと、自給

率を上げなければならないとばかり言っているけれ

ども、それは何もやっていない、そういう状況の中

でやはりうちがある程度一定程度支援しているのだ

よと、それでも道・国はやらないのですかという逆

な言い方も出来ると思うのですよ。はっきり言いま

して、だからそういう意味ではやはり必要なことで

はないのかなと、果たしてどれだけの支援を果たし

て出来るのかというそういう額的な問題は別問題と

してですね。やはりそういうような基本的な姿勢と

いうのは必要だと私はそういうふうに思っておりま

す。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：基本的に言っても今

こういう農業の窮状を村長考えればね、今こそやっ

ぱり村の乏しい財源の中からでもそういうものをき

ちんと対応していくぞという明確な姿勢をやっぱり

示す時ではないですか。私はそう思うのです。だか

ら新年度の予算にそういうもの反映したらどう、例

えそれが１０町が出来ないのであれば５ｈａ分ぐら

いは村で責任持ってやるよと、農協もそしたら単協

として半分責任持ちなさいというぐらいなやっぱり

試験的にデータを出すのにそれぐらいのことは当然

やって然るべきだと思うのです。 
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そこを明確に今一度答弁を求めて、これについて

は終わりたいと思います。この部分についてですね。

この部分について今一度、村長の決意を何としても

そういう方向で新年度に反映する気持ちで努力した

いというぐらいのやっぱり答弁いただきたい。 

○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。 
 先程も言いましたように額的にどの程度になるか、

全て支援出来るかどうかということについてはこれ

は歳入・歳出全体を見てみなければ解りませんけれ

ども、やっぱりそういう方向性を持った形の中でい

くらかでもやはり支援していく方向性を持った形の

中で編成を進めていきたいという考え方は持ってお

ります。今、当然５年ぐらいの試験でデータをとら

なければならないという状況にありますから、その

期間だけでもですね、例えばやるだとか色んな方法

があろうかというふうに思いますので、そういう部

分でやはりきちんとそういう部分は位置付けてまい

りたいというふうに思っております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう意味で言え

ば正に地方分権なのですね。国の足りないところ、

道の政策の足りないところをやっぱり地方に合った、

地域に合った政策で補っていく、これがやっぱり正

に地方分権の姿だと私はそういうふうにも思います

ので、是非これについては実現させていただきたい

と要望しておきます。 

 次に、地域公共の交通の活性化協議会というのが

ございます。これのスケジュールについてというこ

とで通告しておりましたけれども、これについてあ

る程度具体的に行政報告の中でされております。こ

れについては１月、来年の１月にはスクールバスだ

とか患者輸送バス・村営バス・村内事業所の従業員

送迎バス云々・天北線のバスの路線の変更の検討、

タクシーの検討、こういうことが１月には第３回の。 

○議長（山須田清一君）：眞田議員に、発言の途中

ですけれどもここで１０分程休憩させてもらいます。 

 

休憩 午後 ５時３０分 

再開 午後 ６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。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：確か地域公共交通活

性化の部分だったと思うのです。来年の１月に３回

の地域公共交通活性化協議会を開催し、地域公共交

通総合連携計画を作成する予定でございますという

ふうに行政報告されております。これも私、行政報

告前に通告しておりますこれについても、議長ね、

これはとやかく言いませんけれども、こういうこと

で前段のものは色々聞きましたから良いのですけれ

ども端的に言います。村営バスを今回色々試験運行

もやってここで７名しか利用がなかったというよう

な報告もあります。デマンドかい。これでですね、

ちょっと何が何だか少しわけ解らなくなってきたの

ですけれども、これ前にも私一般質問しております

けれども、地域経済の活性化、言ってみれば中心市

街地の活性化、これはやっぱり集落が点在している

という本村の特性からして、やはり足の確保という

のがまず第一番だろうと、それで村営バスの考え方

でいけば午前２便、午後２便そんな程度だと思うの

ですね、１便か２便だと思うのです。それで運行の

経費というとどのぐらいかということで前もお尋ね

しました。それで私もその部分については記憶にあ

まり残っていないのですけれども今、ハイヤーにし

た場合の経費との村営バスで運行、村営バスはすぐ

出ますからね、ハイヤー方式にしたらどれだけなる

のだと言えば多く言えばきりがない、何ぼでもかか

りますけれども、少なくても経費の比較ぐらいは今

出来てなければならないはずなのですね。１月に活

性化協議会にかけるということですから、これもし

か出来てなかったら出来てないで結構ですけれども、

その比較どうなっているかお答えいただきたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：眞田議員の質問

にお答えしたいと思いますけれど、前回決算委員会

の部分で若干触れましたけれども、村営バスの部分

については分るのですけれども、その前にですね、
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今回はタクシーの部分で運輸局の方と色々と具体的

に会ってですね、具現策ということで色々と相談し

てまいりました。かなりハードル高い部分がありま

したのでちょっとご報告したいなと思いまして、村

営でやる場合もですね、旅客免許を有していなけれ

ばならないと、直営でやる場合ですね。直営で営業

する場合は運転手と事務員全て職員でなければ駄目

だという部分がございます。営業する場合は前回も

言いました２台以上台数を保有していなければ営業

出来ないと、運転手は２種免許を保有していなけれ

ばならない。次に２台の車両を１台にする、うちの

方で申し出たのですけれども、特区的な部分はない

のかといった部分では特区の申請についてはこれに

ついては受けれないという運輸局の見解という部分

がありまして、ちょっとハードル的に高くてですね、

今この部分の費用というか、こういう部分でもう少

し和らいだ部分というか、そういう部分が今コンサ

ルタントで今月の２４日に費用的な部分も提示され

るという部分で今進めている状況でございます。従

って今の段階ではちょっとこういう免許関係のクリ

アの部分と後は費用の部分でどうなるかという部分

を今現在ではちょっと見えないという部分になって

おりますので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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ハードルの高さです

か、運輸局に色々相談したらそういうこと、そした

ら民間でやればいいではないですか難しければ、そ

れに助成するという方法もあるじゃない、ただです

よ、私今言うのは前も言いましたけれども、我々も

年齢高くなってくれば何マークと言うのですか今随

分走ってますよ。あと何年かすれば私もあれを付け

て、やがては運転も出来なくなる。 

しかし集落はこう点在していると、やっぱり定期

的に決まった時間に１日２便か３便の中で走るのに

不便だと、そういうこういう地域の特性があるから

電話１本でだけだけのものを払ってやるべきではな

いか、そういう足の確保すべきではないかという観

点から話しているのであって、運輸局の厳しさ私聞

いているわけではないのです。やり方は直営でなく

ても民間でもあるし、ただ今言うのは１月にそうい

う公共交通機関の協議会やるのですよ１ヶ月後にね、

しかしそういうものをきちんとやはりある程度押さ

えておかなければどうやって協議するのですか、自

信を持って村として協議・議題にのせれますか。そ

れがやっぱり心配なのですね。やはり私は今の村営

バスの方式ではちょっと限界があるのではないだろ

うかと色々工夫して乗り合わせたり何かする方法も

あるでしょう。 

しかし、やはり何とかして住民が便利に使いやす

い公共交通機関をやっぱり考えなければいけないの

ではないだろうか。そういう意味で言っているので

あって、出来ないことを聞くという意味ではないの

です。国が全てではないのですよ。先程、何回も村

長言いましたよね地方分権、地域の実態に合った方

策を色々政策を競ってやっていくのが地方分権では

ないのですか。そのためには作業量増えますよと言

ってます。先程、同僚議員も言ってました。地方分

権になったけれども権限の移譲はあるけれども大し

た作業量は増えない。私おかしいなと、聞いていて

おかしいなと私は考えてましたよ。質問者もそう考

えていると思うのですね。地方分権って色々こうや

って考えていけば地域の実態に合った施策を講じて

いこうとすれば業務量どんどん増えていくはずなの

です。こういう感覚で、ところが何も増えない。何

だそしたら地方分権と、今までの機関委任事務がた

だうちでやっているだけの話しか、そういうことに

錯覚に陥ってしまう、地方分権のあり方とそれと今

の民間でも出来やしないのかという可能性だとか、

経費だとか含めて今１月に協議しなければならない

といいますから、もう出してなければならないと村

長これについて具体的にちょっとお答え。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程の質問の中で、

先程の質問は権限移譲の関係でお話しがあったので、

それについてはさほど事務量が増えないだろうなと

いうふうな言い方をしたはずです。だから地方分権

ということに、地方分権の主旨に沿った形の中で住

民がこぞって色んな企画・立案をした形の中で事業

をやっていくということになるとこれは事務量は増
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えていくと、これはもうはっきりしています。そう

いうような形に考えていただければというふうに思

います。 
○議員（眞田勝也君）：それは分かった。 

○村長（森 和正君・登壇）：バス・タクシーの関

係の料金。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、運輸局に言った

ら直営では非常に難しさがあるというふうにお伺い

しました。２種免許当たり前の話し分かります。旅

客乗せるのだから免許もそうでしょう。そういうも

のは全部ある程度分かりますけれども、直営の場合

そうだったら民間でそれが村でだけだけの負担をし

ながらという方法もあるでしょうし、そういう検討

はなされていないのかということをお聞きし、村長

はそれについてはどう考えますかという。 

○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、総務課長がお話ししましたように、２、４、

５つ特に５つの要件を満たさなければならないと直

営の場合ですね。相当な経費もこれはかかるだろう

というふうに予想はされます。 
しかしですね、私の考え方なのですけれども、こ

の全ての面でクリアしなければ受理出来ないとして

運輸局の方では言っておりますが、今国は地方分権

等で規制緩和を押し進めております。その中で私は

こういう運輸局の考え方には理解は出来ない。そう

私は思っております。従って特区の申請等というの

は法務省に出して、法務省から下に下がってきて特

区の申請でこれをやりなさいと許可しなさいという

形になってくるわけですから、だから始めから運輸

局、旭川運輸支局に出すわけではないですから、だ

からそういう面では私は違うのではないかなという

ふうな感じは持っております。それでどうなるかと

いうことについてはこれは結論まだ出せないところ

ですけれども、そういうようなことで。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やっぱりいかに地方

分権と言いながらも、やっぱり今までの仕事をがっ

ちりしがみついて離さないぞという国の姿勢という

のもまだあるのですよね。分かるのですよ。だけど

それは地方からそういう形を許していっては駄目な

のですよ。言っている意味分かりますか。やっぱり

それに対決する、地域にとって何が良いのかという

ことを最大限に考えなければならない。国の都合何

て良いのだ。私はですよ。それが地方分権だろうと

いうふうに理解しますし、それで直営で駄目で駄目

なら良いです。そしたら民間でやればいいではない

ですか。それに助成金とか色んな方法あるでしょう。

そういうところまで幅を広げて議論していかなけれ

ば直営で１本でいったら難しいので出来ませんで終

わりですから、そこまでやっていただけませんかと

いう質問しているのですよ。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：それで先程、申した

ようにですね、要するに規制緩和の関係で特区申請

の中で果たして出来るか、出来ないかということを

これは当然検討していかなければならないと、これ

は直営でやるか民営にするかは別問題といたしまし

て、色々な手法等も先程、議員言ったようにあると

いうふうに思います。そういう状況の中でですね、

やった場合に１月に結論が果たして出るかどうかと

いうことについてはこれはちょっと無理が期限的に

はあるだろうというふうに思います。 
従ってこの関係の結論についてはですね、もう少

し先延ばしさせていただかなければ結論はなかなか

出ないだろうというふうにこう思う次第でございま

すのでその点ご理解を出来ればですね、そのような

特区申請もですね、絡めた形の中でやっていければ

なというふうに考えておりますので、ひとつよろし

くお願い申し上げたいと存じます。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：１月にすぐ結論出せ

と言っているのではないのです。やっぱり協議会に

一定の村長の考え方を協議会にきちんと下ろして、

そして議論してもらうということが必要でしょうと

言っているのです。それもないでお任せで勝手に協

議して下さいということになるのですかということ

言っているのですよ。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：常時、協議会の中で

は会長を務めておりますので議事進行をさせてもら

っております。だからそういう部分については皆さ

んと一緒になって協議しているのであって、ただ単

純に職員に預けっぱなしということではないですこ

れは、そういうことを理解していただければと、だ

から今言ったことについてもですね、やはり協議会

の中でそういう部分があるので検討をしていただき

たいということも当然審議の対象に加えていただく

ということは当然やっていかなければならないこと

だろうなというふうに思っております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 それでは協議会の委員さんも判断がきちんと出来

るようなやっぱり情報を村長、開示して示しながら

きちんとしていかなければ判断誤ることになります

のでそのあたりよろしく議論していただきたいと思

いますので。 

 それでは次、４番目に入りますけれども、村で今

持っている色んな未利用な資機材だとか、利用して

いない資機材だとか不要な施設、村長公宅だとか学

校だとか色々ありますね、そういう物件、これ今盛

んに報道でインターネットを利用した何と言うので

すかオークションと言うのですか、インターネット

オークションとか何とかって言いましたね。そうい

うもので盛んに今、うちにもこういうものかなりあ

るというふうに理解するのですね。だからそういう

の洗い出しをして、どういうものが処分出来るのだ

というものをやっぱり今年どうですか３月次の議会

あたりまでにそういうものを一覧出してもらって議

会と協議するというそういうスケジュールが立たな

いのかどうか。それと可能性や何かについてもちょ

っとお答えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の眞田議員さんの

ご質問でございますが、ＩＴを利活用し広く周知す

ることは大変良いことと私は考えます。これによっ

てＵターン・Ｉターン現象もあり得るかもしれませ

ん。入札参加者の増加、また高値での落札も期待出

来るかも分かりません。 

しかし現在、村有の未利用・不要施設、それから

物件等について村民が有効活用することがやはり一

番理想的なことではあるというふうに考えていると

ころでございますが、売払物件の種類によっても検

討は必要かというふうに思います。いずれにいたし

ましても今後、これらに関連する条例等、また規則

等を整備しなければこれはならないというふうに思

いますので、行政でやることですから民間で単純に

やる、インターネットで公売してどうのこうのとい

うわけにはいかないわけで、行政でやる場合につい

てはやはりそういう条例等の整備等も必要というふ

うにも考えますので、そういうようなことをした形

の中でこのＩＴ関連の技術的入札を検討してまいり

たいというふうには考えているところでございます。

どういう物件がどのような形であるのかということ

についてはなかなかうちの村の中ではなかなか難し

いところもあろうかと思いますけれども、これから

発生してくる不要物件等も中にあるのかも解りませ

んし、そういう部分を含めた形の中で一応やってみ

たいというふうには思いますけれども、ただこれか

らですね、今３月までに議会との協議をというよう

な話しですけれども、今これから予算編成だとか予

算査定だとか３月議会の準備だとかということにな

りますと、なかなか日程がとれない、またこういう

ような計画検討もなかなかちょっと難しいというこ

とにもなろうかと思いますので、３月までに議会と

の協議ということについてはですね、ちょっと時期

的に難しいかなというふうに感じますので、それ以

降にしていただけるのであればそのような方法をや

はりきちんととっていきたいなというふうに思って

いるところでございます。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：自治体の中で色々な

新聞の報道や何かでもう出てますね、どこで何やっ

たか、何ぼで落札したかまでやってますね、公営住

宅の問題だとか、公営住宅何かで４００万円も５０

０万円も取り壊しかけるのなら、土地付で売ればい

いじゃないですか競売で、地元の人だって買いたい

人もいるはずです。税金で何もやる必要ない。そう

いうこともやっぱり範囲をどんどん広げてね、可能
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性をやっぱり追求してもらいたいし、出来る出来な

いはやっぱり先進地の色々やっているところあるわ

けですから、職員が１人か２人行って見てくればす

ぐ分るはずです。手法や何かも、こんなところで私

と村長がやり取りしている暇あったら１人行ったら

簡単に解決出来る問題だと思うのですよ。だからそ

ういうところも含めてひとつこの問題については早

急にやっぱり３月とは言いませんけれども、出来る

だけ早い時期にこういうのはやっていったらどうか

なと思います。そういうことで要請はしておきます。

これについては答弁はいらない。どうしてもしたけ

れば。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：簡単に一つ、職員が

どこか先進地に見に行くというよりも、インターネ

ットからインターネット引っぱればインターネット

販売でインターネットから引っぱればすぐ出てくる

はずです。どこで何をやっているかということ具体

的にも、そのようなことも出来ますので。 
○議員（眞田勝也君）：条例や何かも整備や何かも。 

○村長（森 和正君・登壇）：それらも全部恐らく

全部付いてまわってますのでインターネットの中に

は、行政でやっている部分についてはだからすぐひ

っぱり出せるというような、やっている所があれば

引っぱり出せるというふうなことは思っております。 
○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは最後の質問

に入ります。 

 先程も同僚議員が色々観光の振興策について積極

的な提案を村長にされておりました。トータルで考

えれば観光客が年々減っていっているという状況の

中で、村長は燃料高だとか何とかって出るのも控え

ていると確かにあるでしょうそれも、顕著にある部

分も確かにあるのですね。 

しかし、やっぱり安近短と言いますけれども、金

がないから近くに行こうやと、ここまで出掛けない

で近くの公園ででも子ども楽しませようとそういう

流れもあると思うのだけれども、やはり基本的には

魅力がないからですよ。やはり猿払村に住んでいる

人間の中で魅力があって、その人間との関わりの中

で一度来たら二度、二度来たら三度来たくなるよな

そんな地域をやっぱり作るべきだと思うのです。そ

れは一つの観光の資源が私はないわけではないと思

うのですここ猿払村は資源が余る程ある、むしろ他

の町村がうらやむぐらいの私は資源があると思うの

ですよ。ただそれを活かし切っていない。私も観光

客が数多ければ良いというものではないと思います。

少なくても魅力ある観光客、そして猿払村に住んで

いる人に何か新しい風を吹き込んでくれるようなそ

んな人が１人でも２人でも尋ねてくれることの方が

よほど良いと、私はそんなふうに思うのですね。そ

ういった部分でこれは同僚議員からかなりの提言が

ありましたから、これについてあえて触れませんけ

れども、ただ一つ今の現状の観光協会、このあり方

については疑問があります私は、年に１度か２度の

観光まつりに村の補助金を受けて職員に言ってみれ

ば職員が全てこう仕切ってやるようなそういう協会

でしかないということに疑問ある。もうちょっと猿

払村の観光産業にとってきちんとした位置付けがな

ければ駄目だというふうに思うのです。そういう部

分で発展的にやっぱりこの部分、辛いでしょうけれ

ども今の観光協会事務局長さん、村長と直に話し合

いをしてね。私はこういうこと今やろうとしている

し、議会でもこういう指摘があったと、そういうこ

とで事務局に１人配置して新たに、新たにというの

は辞めれという意味ではないですよ。今やっている

人がやるのであればやってもいい、ただ志だけきち

んと伝えてもらって発展的な解消をしてもらうと、

そして体制を事務局体制をとると、そしてやはりあ

そこの施設にきちんと配置してもらって何というの

ですか１人置けば良いという問題ではないのです。

精通したそして意欲のある女性でも男性でも良いで

す。何か羅臼だったですか女性の観光協会の事務局

が居てもうとにかく積極的に体験型の部分では漁業

・農業そういった部分ではもう積極性を関わり持た

すように積極的にやっているというふうに聞いてい

るのですね。そういうことも含めて考えれば当然そ

ういう人を新たに配置するという考え方、私は必要

だと思うのですけれども、その考えはあるかないか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 
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○村長（森 和正君・登壇）：一応、そういう今、

眞田議員がおっしゃったような方向で私は考えてま

いりたいというふうに思っております。具体的なこ

とは個人情報的な問題もございますので差し控えさ

せていただきますけれども、そういう方向性を持っ

た形の中でやはり進めさせていただきたいというふ

に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）：この問題については

もうまったなしですね。もうあそこ我々も積極的に

あそこやってどう地域住民もあの公園を利用してど

うするこうする。住民がやっぱり楽しめない所には

人も来ない。先程、同僚議員もそういうこと言って

ましたけれども、私も全くそのとおりだと思います。

出来るだけ早い時期にやっぱりこれは結論出すべき

だろうと私はもう来年度の予算に反映するべきだと

いうぐらいに思っていますので期待しています。 

 以上で終わります。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 


