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○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。 

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
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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

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



－3－ 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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



－7－ 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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。 

○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
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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

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



－13－ 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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。 
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○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

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
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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

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
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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

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
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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。 


