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○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：質問通告書に基づ

き３項目、５点程の質問についてお聞きしたいと思

います。 

 まず最初に非常に先程の同僚議員の質問事項、ま

た巽村長の答弁を聞いて２年半私この席に座ってい

ますが、非常に身近に村長というものが感じた一般

質問、また答弁だったと思います。また、この度の

この私達の後ろの傍聴席の村民の数を見ても、新し

い村長、巽村長に期待する村民の形の表れでないか

とこの場を借りて先程の質問の中でもありましたが

大変な時代の村の舵取り役でございます。是非、村

民と共に議会と共に議員と共に舵取り役を担ってい

ただきたいと思います。その舵取り役を担うべき役

場内の機構改革について、村長１人の偉大な力にお

いても村は動かせません。右腕・左腕となる理事者、

及び役場職員、その基となる役場内の機構改革につ

いてお伺いしたいと思います。 

まず最初に、一部マスコミ初登庁の時の次の日の

新聞には４月までは人事案件も含めこのままの体制

でいくという報道がありました。その件も含めて機

構改革の必要性、またやるとすればいつの時期にや

るのか。また、その中身についても多少の答弁があ

れば伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

 ただいま小山内議員からも激励の言葉をいただき

ました。ありがとうございました。一生懸命頑張っ

ていきます。 

 それではただいまの機構改革につきまして返答い

たします。 

 機構改革についての基本的な考えは、村民にとっ

て効率的かつ効果的な組織の設備を図り、新たな行

政需要や多様化するサービスに適切かつ迅速に対応

することであると考えます。私の公約の１番が分か

りやすい村政であります。役場が村民にとって分か

りやすい役場にならなければならないと思っていま

す。今の役場の機構が村民に解りづらい点があると

私も感じております。そんな意味で今の機構につい

ては見直しを図りたいと思っております。ただ具体

的な時期についてはなかなかちょっと明言いたしま

せんが、現在の各課における事務分掌等の検証を行

い出来るだけ早い時期に行いたいと思っております。

ただですね、その機構の改革にあたっては庁舎スペ

ース等の配置、無駄を省くことを視野に入れた上で

実施を考えていきたい。勿論、何回も報道されてい

るとおり私の机も外に出すつもりです。それらを実

施する上で庁舎の構造上の問題、電気・ＬＡＮ配線

等の関係上経費がかかる分も出てくることが想定さ

れます。この点についても出来るだけ経費のかから

ない方法も合わせて検討しながら機構改革を実施し

たい。ただですね、大きな機構改革は原則的には私

の任期中１回だけ。１回だけという思いもあります

から本当は早急にやりたいのですけれども慎重にも

う少し時間もいただきたい。私ももう少し皆さんが

やっている仕事も把握したい。そして職員の皆さん

の考え方も聞きたい。そのような時間をもう少しい

ただきたいなと斯様に思っておりますのでご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 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）：ちょっと想定外の

答弁でしたので出来れば私達一般的な議員というか、

村民が考えた時には４月新年度に向けてこの１月か

ら３月にかけて案を練り、４月１日から平成２２年

度より新機構の基でというふうに答弁があるのかな

と予想してたものですから、実際ちょっと今面食ら

って次の質問に困った状態ではありますが、十分理

解はするところであります。民間から久々の初の村

長ということで役場内のこと、庁舎内のこと、また

こちらの席から向こうの執行権者側に移った巽村長、

やっぱり皆さんと話し合いを持ちながら村長である

前にまだ村民である巽村長であって、村民の話しを

聞きながら村民が役場に入りやすい、使いやすい役

場内にしてもらいたいとは十分理解するところでは

ありますが、基本的には巽村長おっしゃったとおり

村民になかなか理解しづらい課があったり、使用す

るにあたって非常にどこに行けば簡単に言えば住民

票が取れるのだと、昔であれば住民課というものが
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きっちりあって、前執行権者、理事者側の協働のま

ちづくりという執行方針もありまして協働まちづく

り推進課の中にそういう係がありますが現実的にど

うでしょう。早急に課の名称だとか、２番の質問に

移りますが課の名称だとか、あり方、特に細かい毎

日のように私役場来るのですが、細かいところでい

きますと住民が１階の窓口サービスを受けるにあた

って今協働まちづくり推進課の各種書類だとか、証

明書関係の受付窓口、それと公営住宅関係・水道・

下水道関係の窓口は全て１階にある。次に私がこの

２年半の間気になるのが、税務係が総務課主管の間

で上にある。基本的には税務係という所の各証明書

が発行する住民が身近に感じてほしい係であると私

は思います。まして解りにくいことを象徴するかの

ように２階に上がって税務係と明らかにＡ４の紙に

赤い矢印でうたっている。解りにくいということを

役場内が認めている看板であると私は考えます。出

来れば任期中１回で全て自分の思いを一つにしてそ

の体制で４年間いくのだという思いは理解いたすと

ころではありますが、出来れば４月新年度までに課

の名称だとか、今の言った税務係のあり方、住民の

使いやすい役場内にしてほしいと思うところであり

ますが、その点についての村長の思いはどうでしょ

うか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：正直申しまして村長に

なる前は当然ながら４月の時点で一気にやってしま

おうという思いがあったのですが、実際中に入りま

して具体的な話しになるとやはり少しやっぱり時間

が必要だなと、今言った税務の問題に関してもコン

ピュータ等の関係があるというようなことも分かり

ました。出来ることなのか、出来ないことなのかま

だちょっとその判断は今の段階ではまだ１週間か１

０日の段階で私もちょっと判断つきかねません。私

の今までの企業の経営方針は、石橋を叩いても渡る

なとそれぐらい慎重な方針でやるのが今までのやり

方でありましたので、もう少しちょっと時間をいた

だいて慎重に分析してそれから先程も言いましたと

おり１回しか、機構改革というのは大切なものだと

私は思っております。やってすぐ変更するとそうい

うことは出来ないものだと私は思っておりますので、

多少何ヶ月か遅れるのは勘弁してもらいたいなとそ

のように思っておりますので、その辺は理解してい

ただきたいなと思っております。 

 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）：具体的案件にだけ

１つ、今総務課主管の税務係、総務課長の見解でど

うでしょう。１階に単純に下ろすということってい

うのは出来ないのですか。単純明快にお答えしてい

ただきたい。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：単純に答えます

とそういうことは出来ないはずはないと思います。

ただ先程、首長が言ったとおりコンピュータの配線

とか、ＬＡＮ配線で若干の費用とかそういう部分を

検討しながらやっていかなければならないなと、そ

れだけの移すだけの問題ではなく全体的な配置も含

めた中で協議をということで考えているということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：各課の名前につきまし

て私も小山内議員と全く同じ意見でありまして、当

然ながら私も役場の外におりましたので、名前の名

称等につきましては私も混乱しておりました。名前

を聞いただけでもその中身がよく解らないので、そ

れだけで村民というのはなかなか役場に行きづらい

し、特に電話何かもかけづらいのですよ。それは職

員の皆さんも理解していただきたい。村民の気持ち

というのはそういうものなのですよね。そういうこ

とも踏まえまして協働まちづくり推進課、特にその

辺になりますけれどもその辺の名称は当然換えさえ

ていただくし、私はもう昔の人間ですから生活課と

か、住民課とかそういう昔あったような、もう名前

聞いただけでもうその内容が分かるようなそのよう

な名前に戻したいなと現時点では思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この度の巽村長の

機構改革の思いやら名称での答弁を聞きまして、私
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の中では先程も話したとおり新年度４月からという

思いがあったものですから、是非４年間舵取り役を

任された巽村長の思いを持って後悔することなく村

民と共に村民の目線で機構改革を行っていただけれ

ばと、それには私達議会も当然相談をさせていただ

いたり、相談をしていただいたりということも必要

になると思いますので是非、機構改革はあくまでも

巽村長の権限ではありますが議会の協力も得ながら

やっていただきたいと思います。 

 次にこれからの村づくりについてということで、

巽村長も先程おっしゃったとおり孫の代まで暮らせ

る地域づくりということで選挙戦の時にパンフレッ

トを作っておりました。１番目に分かりやすい村政。

２番目に永住出来る地域。３番目基幹産業の充実。

４番目に観光・商業の活性化。５番目に人づくり・

教育ということで５項目の重点項目を上げておりま

した。この度、私は４番目の観光・商業の活性化に

ついてということでお聞きしたいと思います。 

 観光・商業の活性化ということで巽村長は観光産

業の可能性を追求し、猿払の自然を再認識する。さ

るふつ公園施設を整備しイベントを積極的に開催す

る。地域貨幣等により商店街の活性化を支援すると。

巽村長も知ってのとおりさるふつ公園については議

会の中でも特別委員会を設置し、半年間以上にわた

り色々な話し合いを持ち、当事者とも話し合いをし

行政側とも色んなコミュニケーションをとりながら

進めてまいっております。そこでやはり猿払をより

知ることが私は重要ではないかなと巽村長にお伺い

します。自然を再認識する。猿払の自然を再認識す

るためには巽村長のみならず役場職員・村民全てが

猿払村の良さ自然を再認識するため私は何らかの方

策が行政側にとっては必要ではないかなと思います。

先日も観光協会の勉強会がありました。私が役員に

なってから、観光協会の役員の方には失礼かもしれ

ませんが初めての勉強会だったと思います。非常に

東京のフリージャーナリストの方が猿払村のことを

ごますりではないですが非常に褒めていただき、資

源はすごいあるということを講演を受けました。村

民以外の方に聞くとそういう話しをよく私は耳にし

ます。やはり自分の身内の中から再認識するための

導火線に火を付けるというか、行政側でのちょっと

したリーダーシップが必要ではないかと考えるもの

ですから、この項目に謳っているパンフレットに謳

った再認識をして観光・商業を活性化するのだとい

う巽村長の思いを今一度ここでお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：昼食のため１時まで休憩

いたします。 

 

休憩 午前１１時５５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。 

巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：答弁を開始します。 

 本村は議員もよくご承知のとおり山林や原野の面

積が大変多い村でございます。地理的に言えばオホ

ーツク海に向かってなだらかな丘陵性大地が広がっ

ており、またその大地から南西にかけて山林・原野

や連なっております。中でも原野の多くは泥炭土壌

系の湿地原野が沢づたいに昔のままの姿で残されて

おり、自然に恵まれた村でもあります。本村の浜猿

払地区から浅茅野台地地区にかかるエサヌカ原生花

園はガンコウランやコケモモ等をはじめとした高山

植物等が群生しております。また、中央部にはポロ

沼をはじめキモマ沼・モケウニ沼等、渡り鳥が渡り

の途中に羽根を休める大小の沼も点在しております。

さらに河川に目を向ければ村の魚にもなっておりま

すイトウの棲む川として釣り客の人気を集めて、猿

払川等は上流部に行くに従い原始のままの姿を留め

ております。このように猿払村には貴重な自然とい

う財産があります。この自然という財産をいかに破

壊することのないように守りながら新たな観光資源

へ結び付けることを今後検討して考えていきたい。

現状、経済の冷え込みは観光産業にも大きな影響を

与え、観光客の入込みも減少してきているのが実情

であります。そうした状況の中でこれらの大自然を

観光資源の一つとしてホームページや観光パンフレ

ットにより今まで以上のＰＲをしてまいりたいと考



－4－ 

えております。また、観光のため本村を訪れた観光

客にも情報の提供・発信の場としてさるふつ公園内

の施設を有効に活用しながら一ヶ所にいて猿払村の

観光スポットが分かるような整備もしてまいりたい

と思っております。また、先程の行政報告にもあり

ましたがイトウの会とも連携をとりながらイトウの

生息する自然に恵まれた村猿払をアピールしてまい

りたいと思っております。 

 以上であります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：２項目目、これか

らの村づくりについてということで（１）の観光・

商業についてお聞きしていますが、もう一度観光産

業のことについてお聞きします。 

 村長の行政報告にもありましたし、各種新聞報道

でもイトウのことについて今ちょっと旬な時ではあ

りますが、自分自身の会のことなのでちょっとあま

り話すことも、何かちょっと非常に微妙な立場でこ

こにいるものですからちょっとイトウは置いておい

て、ちょうど１年ぐらい前の時、私この場でもこの

自然環境だとか、猿払の環境についてということで

質問をしました。出来れば村の方で職員として学芸

員を招致出来ないかとか、やはり村民だけではなく

て外から見た猿払村のある程度自然環境だとかそう

いうことを多少なりとも知識を持った勉強をした方

に期間限定でもいいから３年間、２年間、１年間で

もいいです。来てもらって浜頓別のような形で様々

な活動をしていただく。それとか大学院生で高山植

物を研究している方々とか、この宗谷丘陵、今の答

弁にもありましたがそのような形での村役場で臨時

職員としてというか、職員でもよろしいのですけれ

ども、是非そういう職員の方々が私は今必要ではな

いかと考えております。なかなかこの財政難のおり

新規の採用者も数少ない中そのような人方を雇うと

いうのは非常に大変なことかもしれませんが、これ

からの巽村政においてそのようなことを考えられる

のか。考えていかなければならないということでは

あるとは思うのですが、具体的にその辺のことをも

し答弁出来るのであればお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：観光の重要性は私も十

分承知しております。また、先程議員が取り上げま

した観光協会における研修会、あの席に私も当然お

りまして私もこの猿払の自然の豊かさ、逆に教えら

れました。やっぱり村民も猿払の自然を学ばなけれ

ばいけないなということでは私も十分理解いたしま

した。ただ現時点で専門家を入れるかどうかという

ことについてはちょっと私も正直迷っております。

さるふつ公園に関連するものに関しまして議員も承

知のとおりもう半年にわたり委員会をとおしまして

色んな協議をしております。その中でも人員を派遣

するということも一つの議題にもなっておりますの

で、その辺の関連も含めてこれから議員の皆さんと

も相談しながら結論を出していきたいなと今、斯様

に思っている次第であります。 

 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）：分かりました。 

 その学芸員・職員も含めて先程の観光協会の件も

絡むかと思います。前々回のこの場でもやっぱり観

光協会のあり方についてとか色々議論も出てますの

で、是非早急に新しい道を模索すべき、例を上げれ

ば羽幌町の観光協会、羅臼町の観光協会は一般公募

によって町民以外、村民以外の方が観光協会の事務

局員になっております。先日も羅臼町のその女の方

の事務局長のブログを見ていたのですが、非常に地

元の中からではなくて町外からの目線で確か就任し

てから３年ぐらいになると思うのですけれども非常

に活躍しているなというふうに印象を持ちましたの

で是非村民も活躍しなければいけないですけれども、

村民以外でも活躍出来る場があれば私は猿払村とし

て十分門戸を広げて迎え入れるような施策が必要で

ないかと考えます。 

 次に商業の活性化についてということでお聞きし

ます。 

 まず１番目、地域貨幣等により商店街の活性化を

支援する。私も商工会員でありますし、例を上げる

と村内の商業、鬼志別を例えると昔の駅前通り、今

のバスターミナルから交差点に向かう通りが非常に

さみしくなってきています。所信表明の中にもあり
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ました。担い手対策もしていくと、水産加工業・工

業・商業とありますが、商業においては担い手対策

はもう急務だと考えます。私も商工会青年部の活動

を経験してきたり、今も商工会青年部の活動をお手

伝いしている中、本当に商業には担い手がいないと

言っていいくらいな現状だと思います。そういう現

状を踏まえて、まずこの度も猿払村の財政的な応援

により「地域暮らし応援商品券」というもの２，０

００万円の中で２，４００万円ほどの経済効果が猿

払村で生まれようとしております。非常に第２回目

として私もこの取組みには非常に賛同して喜んでい

る一人ではありますが、これから地域貨幣というこ

とになりますと、また様々な問題が出てきます。地

域貨幣等により商店街の活性化を支援する具体的施

策を村長の口からお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：お答えいたします。 

 猿払の商業はご承知のとおり年々過疎化や社会経

済的環境から厳しい状況が続いてきており、商工会

の活性化がままならない状況となってきているのが

現状と私もこれまで商工会の役員を経験して痛切に

感じてきております。この現状は猿払村に限らず地

方の商工会は大なり小なりこのような問題を抱えて

おります。そうした中で今各地でプレミアム付の商

品券の発行を行い、地域内における購買力の強化、

商工業界の活性化を目指す取組みがなされてきてお

ります。本村も商工会が村民の皆さんの暮らし応援

券と題して行った２回のこの事業に対して支援をし

てまいりました。第１回目は初めての事業展開とい

うことで利用の方法を途中で変更し、制限撤廃をし

た中で商品券の完売をみた経過があります。２回目

はこれらの課題を重視して最後まで制限を撤廃する

ことなく村民の皆さんに再度「暮らし応援商品券」

として購入していただき、既に完売されたと報告を

受けております。このことは多くの村民の方々に利

用してもらうため発行の時期や１枚で利用出来る金

額の内容等、商工会の中で協議・検討された結果の

成果であると村としても支援の効果は十分あったも

のと思っております。さらにこれらのことを的確に

評価した中でもう一歩踏み込んだ活性化策について

地域貨幣等の検討についてもこれから村民の皆さん

や商工会等関係者の皆さんと意見交換をした中で地

域の流通を目指した取組みが出来ないか積極的に進

めてまいりたいと考えております。 

 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、村長の答弁の

とおり１回目の「暮らし応援商品券」その結果１回

目でしたので色々な不具合・不都合もあって、２回

目商工会と役場と色々話しをしながらこの度は早期

に完売をみた。非常に私も良いことだ思います。た

だ一時的な振興策なのかなという疑問・懸念が考え

られます。担い手対策まで踏み込んだ形でその応援

商品券が使えるとは私も思いませんが、やはりこれ

から猿払村の持続性のある地域づくり・村づくり・

社会づくり、いつもここで話すことだけれどもホタ

テだけあっても、酪農だけがあってもやっぱり地域

ってなり立たないということがあります。やはりこ

れから今村長の話しあったように地域貨幣を私は推

進すべく、猿払村で使えるべき、それがどのように

使えるか。購買力は他の北海道の地域でもみるとお

り大都市圏に流れるのはもう皆さんが知ってのとお

りのところです。いかにこの村で経済が回るかとい

うことを私は地域貨幣に希望を託したい。基本的に

はなかなか地域貨幣も道内の各自治体でもやってい

る所もありますが、あまり効果を大きく生んでいる

という結果は聞きません。ただやっぱりこれから高

齢者対策や若者の村外に対する流出だとかを防ぐた

めにもやっぱり商業って活性化していかなければい

けないと思います。ボランティア券と地域貨幣との

組合せだとか、そのような形で福祉行政として独居

老人の方だとか、高齢者の方々にはボランティア券

を配ってそれを使って村民がボランティアをさせて

いただく、お金を配るのではなくて労力をこの猿払

村で生む、そのボランティアをやった方々にはこの

地域貨幣を贈呈するというか配る。そのようなシス

テムづくりが私は必要ではないかなと、ただ猿払村

で使えるお金だけがあるというよりは、ましてその

地域貨幣も役所に対しての税金にも使えるくらいの

おもいきった施策があればなと私は考えるところで
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すが、そのような点について村長どうお考えでしょ

うか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：今回の商工会の商品券

につきましては、私は予想した以上の効果があった

と分析しております。従いましてもう少し効果を見

てみたい、もう少しこういう形でやってみたいなと

斯様に思っております。そして効果が高め、もし本

当に効果があるのであれば逆に村の援助がなくて店

でプレミアムを付けて発行するとか、そういうこと

も可能なのではないのだろうかと、またそうなって

くれれば一番良いのではないのかなと思っておりま

す。それとまたそれを延長して私は地域貨幣という

言葉ではなくて地域通貨、地域通貨までいくことが

出来ないのかなと、地域の中で地域だけで地域の中

を回る貨幣ですね。そこまでいくことが出来るか出

来ないかちょっとまだ解りません。色んな規制が必

ずあるはずですからなかなか難しいとは思うのです

けれども、ただ思いとしてですよ、思いとして聞い

ていただきたいのですけれども、思いとしてはそう

いう思いがあってこの今プレミアム付商品券の経過

を見ております。またその効果を確かめております。

さらに地域貨幣等という振興策という意味はですね、

これは思いですよ。公約とはちょっと思わないで下

さい。という意味の中にはゼロ金利債とか、例えば

０％のこれから先程も申し上げましたけれども、こ

れから色んな社会資本を充実させなければいけない

です。この場合、この地域のゆとりのある方に村が

補償して０％でお金を出していただくとか、そのよ

うなことが出来ないのかなとか、そのようなことを

含めて地域貨幣等というそのような言葉を用いまし

た。そういうことで商業の振興を図っていきたいと

斯様に思っています。ただこれはあくまでも商業に

従事している方々も色んな努力をするという、これ

があくまでも前提であります。それを忘れないでい

ただきたいと思っております。 

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）：公約ではないのだ

よという答弁の中、私も思い切った施策が私は必要

だと思います。村にばっかり補助制度をもらったり、

おんぶに抱っこって商業者、私達工業者も含めて皆

努力していかなければならないのは重々承知してい

るつもりではありますが、村と一緒になってその辺

のところをやっていただきたい。具体的施策に言え

ば地域通貨という話しが出たので、色々な条例だっ

たり法律だったりの問題はありますが、村から出る

お金、例えば発注業務でそれの竣工代金を払う時も

何割かは地域通貨が出れるような、極端に言えば前

に座っていらっしゃる役場の職員の方々の給料の１

０％が地域通貨で出るだとか、それが可能かどうか

だとか私は思い的には皆さん猿払村村民は猿払を愛

していると思っていますので、そのようなことも含

めながら猿払村商業だけでなく地域のためにそのよ

うな施策が早めにこの巽村長出た時のパンフレット

に載っている地域通貨の使い方、具体的施策が出来

ればいいなと思います。 

 次に村づくり・人づくりの教育についてというこ

とで、村長も猿払村は人材が１番であるとパンフレ

ットの中にも謳ってますし、所信表明の中でもあり

ました。この人材、村長はじめ村理事者・役場職員

・私達村民・経済団体の村民、やはり交流だったり

勉強だったり研修だったりというのがやっぱり必要

だと考えます。それで巽村長、今村の舵取り役の船

長になったわけです。その人材を育成するための自

分と共にこれから猿払村を歩む村民の人材を育成す

るための具体的施策についてお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えします。 

 私の政策の方針としてこの地域を最も暮らしやす

い地域にしたいという思いから、孫の代まで暮らせ

る地域づくりを目指すものでありますが、その目標

の一つとしまして人づくり・教育を掲げさせていた

だきましたが、この猿払村を将来にわたって安心の

出来る地域を作るためには何と言っても人づくり・

教育に力を注がなければならないと思っております。

確かに猿払村には豊かな自然・恵まれた海の幸・山

の幸等もありますが、何よりも村最大の資源は人材

であると確信しております。そこでご質問の具体的
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施策ということですが、この件でまず今私がしなけ

ればならないこと、求めなければならないことは住

民の方や地域・行政・教育関係者、さらに団体・サ

ークル等も含め、これまでの人材を育てる環境や支

援体制・ネットワークづくり・情報の発信・共有等

がどうであったのかを、またこれからどうあるべき

なのかを議会は勿論のこと、多くの村民の声を聞か

せいただく中でじっくり点検・検証しながら将来を

見据えた具体的な施策を生み出し、その展開を図る

ことが何よりも重要なことだと今考えております。 

 以上であります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の答弁にあり

ました、やっぱり最大の財産は人材。これから教育

も力を入れてやっていかなければならない。同僚議

員の午前中の質問にもありました。子ども達の確か

な学力の向上ということも所信表明に謳っています。

学力だけが教育ではないということは先程質問した

同僚議員も教育長も知ってのとおりだと思いますが、

やはりそこには様々な体験や子ども達が視野を広げ

るための施策だったり、手助けが私達が必要でない

かと考えます。今、村長の答弁にあったとおり様々

な人とこれから話し合いや体験する機会を持って人

づくり・教育の充実に努めていっていただきたいと

思います。思いは私も一緒です。２番目にある交流

や体験によって教育の充実を図りたい。その思い、

ここでも様々な国際交流の話しが何年間にわたって

出ています。ロシアとの交流、中国人との交流、や

っと今年、事務レベルの協議がサハリンによって行

われましたが、様々な理由により不調に終わってい

ます。ただやっぱり事務レベルでも行ってきたとい

うのは非常に私は財産だと考えていますので、村長

の所信表明にある中国人の研修生とも交流を中心に

考えてより国際人に近づいた、国際感覚の村民を育

てるのだというふうに私は聞こえました。今、中国

人の研修生の方達は色んなイベントを見ても村内を

見回しても非常に重要な私は村民と考えても良いよ

うな位置付けではないのかなと考えています。出来

れば私はもっともっとこの中国研修生の方々と村民

が触れ合える、子ども達が触れ合えるような、また

他の地域とも触れ合えるような交流の施策がもっと

もっと増えていけばいいのかなと、現実的にある、

出来ることから始めれること、前々回も教育長に質

問した時には学校での色んな食材での交流がありま

した、給食交流しました。大変私は良いことだと思

いますけれども、それよりまた一歩進んだ普段着で

つき合えるような交流事業と言いますか、学校外で

もつき合えるような交流事業、ＡＬＴもいますし色

んな国際人の方々もいますのでその辺の活用をしな

がらどうでしょう。具体的にこれからは４月から、

先程の質問で４月から機構改革も踏まえ色々検討も

するということなのですが、４月からそのようなこ

とで国際事業・研修・中国研修生・ＡＬＴ等を使い

ながら地元で出来る交流活動、その辺のところで思

いがあればお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：今ただいま交流という

ことで質問をいただきました。前回の同僚議員の質

問も大分聞いておりましてオジョールスキイ関係の

質問、確か一つの新聞の記事を素材にして質問して

いたと記憶しておりますけれども、私もあの記事を

読みましたが色んな思いがございました。確かに一

つの交流が１人の人生を左右する、そのようなこと

があるのだなということに気が付き交流事業の大切

さを痛感したところであります。ちょっと私事で全

く申し訳ございませんけれども、実は私の娘も同級

生でありまして今回ロシアに行った子の、そして私

の娘も結局他の国へ留学したということもございま

して、オジョールスキイの今回のロシアの留学とい

う交流というのはやっぱり本当にそういう色んな効

果があるものだなということには同僚議員と同じ認

識をしております。ただ今、現実的にやはり経済的

な面でなかなかロシアとの交流というのは難しいと

いう状況になっております。今、事務レベルでまた

再開するようなことを今打ち合わせしている状況に

なっておりますが、今後どのような状況になるのか

まだ定かではありません。現実的な問題としてはや

はりどうしても中国研修生・実習生との交流という

ことになります。私は中国人を村民として受入れる

ということを公約にしております。別に村民として
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受入れるから参政権を与えて選挙に参加させようと

かそういう意味ではなくて、やれる範囲の中で例え

ば色んな会議とかあと色んな催し物がありますよね、

そういうものにも自然と日本人、村民と同じように

参加していただきたいと、日本人・中国人の区別な

く自然に参加出来るようなそんな村になりたいなと

思っております。いつかも申し上げたとおりそんな

こと言っているわりには中国語も全然この村の中に

はありません。もう少し中国語で村内に色んな掲示

がされているような、中国人にもやさしい暮らしや

すい地域になれればよろしいなと思っております。

それと交流という言葉が出ましたので付け加えます

けれども、確かにその外国との交流も大切なのです

けれども、それよりも他の地域との交流、私が思う

にはやっぱりもっと逆に都会の違う環境で育った子

との交流をさせるとか、違った環境で育った子と交

流させるとか、そういうことも考えております。そ

れとあとこの同じ村内にいながら異業種の方と交流

する機会も意外と少ない。やっぱり同じ村に住んで

いるのですからやっぱり漁業の方、農業の方、商業

の方、違う業種の方がみんなで一緒に行う行事とか、

そういうのはあまりにも少ないのではないか。少し

これからは一つになって色んな業種の人がみんなで

やっていくと、そういう機会を出来るだけ多く作っ

ていきたいなと斯様に思っております。 

 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）：村長の思いを心強

く聞いておりました。やはり交流や体験って非常に

大事なもので、今まで質問してきた商業の活性化や

観光の活性化、全てにつながるものだと考えます。

今、最後の答弁にあった異業種の方々がみんなで色

んなことをやっていかなければならない。イベント

でもそうです。やっぱり村民が楽しんだり、そこに

住んでいる地域の人方が楽しんでいるとやっぱり地

域は明るいし、他から見ていてもやはり憧れるもの

です。奇しくもやっぱり交流事業というとこでちょ

っと気付いた新聞記事があったのですが、巽村長が

初登庁で女性職員から花束を受け取る日刊宗谷の記

事が「炎を燃やし頑張る」読んだ時に大変申し訳な

かったのですが、その見出しよりも下の「頼もしい

助っ人役、現役東大生が浜頓別高校の受験生と共に

東大生から学ぶ」という記事が下にありました。こ

れも浜頓別町の副産物だと思うのです。この成り行

きは２年前洞爺湖でサミットがあった時に、学生の

環境サミットがラムサール条約の登録地である浜頓

別町で開かれた。浜頓別町にあるＮＰＯ団体がその

サポート役としてやった。やはり教育にしても交流

にしても現役東大、東大が良いわけではないですし

どこの大学でも良いですし、それこそ他の地域の都

会の人方という意味で現役東大生から浜頓別高生の

受験生が色んな受験のことだったり、その東京の大

学のことだったり、都会の大学のことだったりと身

近に話されて基本的には猿払村に高校生がいたとし

てもあり得ないこと、それがこういうような形で副

産物を生む、出来れば私はもう具体的に出来ること

からどんどんやっていくことによってこういうよう

な輪が広がっていくというふうに考えますので、本

当に早く早めにこのような形で出来ることから巽村

政においてはやっていただきたいなと考えます。 

 次に附属機関についてということで最後の項目の

質問に移らさせていただきます。 

 協働のまちづくりの精神の名において前理事者が

様々な附属機関を作ってきました。前々回のこの場

でも附属機関の数、あり方、削減案はということで

様々な質問がありました。まず率直に聞きます。削

減も含めてこれから考えていきますと前理事者はこ

こで答弁したのですが、あのあと削減というものは

あったのでしょうか。副村長よろしくお願いしたい

と思います。削減あったか、ないかでよろしいです。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それではお答えを

申し上げます。 

 削減についてはなかなかなかった。削減色々の事

情もありますけれどもそういう部分では見直しがち

ょっと甘かったということです。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは削減はな

かったということで。まず確か私の記憶によると２

３くらいの確か諮問機関も含めて附属機関があると
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思います。先程１番目の質問で機構改革も含めてじ

っくり時間をかけて自分の思いでやりたいというこ

とですから、これもすぐにということにはなりませ

んが、この削減のこれからのあり方について巽村長

にお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：何を隠そうその最初の

質問をしたのは私でありますから、その質問のおり

理事者からも削減するという返答をいただいている

わけであります。そして今確認したようにその後何

もしていないということでありますから、私が間違

いなく削減いたします。 

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）：私は削減ありきで

質問したつもりもなかったのですが、機構改革も含

めて村長の思いの一番最初に分かりやすい村政とあ

ります。各附属機関非常に分かりにくくなっており

ます。そして附属機関に属する各委員もたぶん重複

している方々が多々いると思います。村のことを考

えて村を愛することに機関が数多くいるとは私は考

えられません。出来れば多くの方々と多くのことを

語れるようなコンパクトで分かりやすい機関が本当

に４つ、５つあればいいのかな。色んなことを決め

る学校適正配置審議会とかもそうでしょうけれども、

その場、その場ではあっても的確に作って、的確に

削減する。分かりやすい村政を目指してやっていた

きだいと思います。 

 以上で私の質問は終わります。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：そちらに座っているの

と、こちらに座るのではちょっと立場が違いまして、

やっぱりこちらでそういう附属機関に関しましても

法令とか条例での決まりがあって出来ている附属機

関も多々ありまして、やはり簡単に条例の決まりで

削除出来ない機関もございます。その辺については

慎重に精査いたしまして、それで必ず削除して合理

化してまいります。 

 以上です。 


