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○議長（山須田清一君）：日程第１、これより一般

質問を行います。 

通告の項に従い発言を許します。 

１番、佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：１番、佐々木淳。 

 一般質問通告書に従って質問いたします。 

 指定管理者制度についてお伺いいたします。 

 指定管理者制度について種々論議を重ねておりま

すが、村長が掲げる永住出来る地域を実現するため

には雇用の確保も重要な課題の一つであります。こ

の指定管理者制度を充実させることにより雇用不安

が広がる中一つの仕事を複数の働き手で分かち合う

ワークシェアリングの導入も可能になると思います。

ワークシェアリングを導入すると雇用の機会が増え

若い方の未就業の対策、短時間なら働きたいという

女性や高齢化社会における雇用対策等の解決につな

がると考えられます。ワークシェアリングには賃金

の低下等問題点があり、一概に肯定は出来ませんが

いずれにしても指定管理者制度が新たな雇用の拡大

につながると考えますが、村長はどのようにお考え

ですか。ご質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 ただいまワークシェアリングの関連についてのご

質問でございますが、先刻一般通告書が提出されて

おりますのでまずはそれに基づきまして、まずは指

定管理そのものについて最初にちょっとお答えして

おきたいと思っております。 

 公の施設の管理委託制度は昭和３８年より認めら

れております。それまでは直営で行うというのが原

則でありました。委託先といたしましては公共団体、

若しくは公共的団体、農協、漁協、自治会、赤十字

それらのものです。そして平成３年に第３セクター

も認められるようになりまして使用料の他に利用料

金も認められるようになりました。指定管理者制度

は平成１５年９月に施行され地方自治法の一部改正

によって公の施設の管理に関してこれまでの委託管

理制度に変わって指定管理者制度が導入されました。

当村におきましてもこの改正に基づき平成１８年９

月１日から平成２１年３月３１日までの指定期間に

おいて公の１９の施設を指定管理者として実施して

きております。また、平成２１年第１回定例議会で

承認をいただき、指定期間を平成２１年４月１日か

ら平成２４年３月３１日までの３年間でこの施設の

指定管理の基本協定し実施しております。これらの

施設は現在協定後１年が過ぎようとしておりますが

引続き計画どおりに基本協定に基づく２２年度の年

度協定で進める考えでおります。 

 なおさるふつ温泉につきましては、施設の目的が

変わったことによる平成２２年３月３１日までとし、

新たな公衆浴場施設として今回議案第２３号で承認

いただきました。 

 以上、昭和３８年、平成３年、平成１５年３度の

法の改正により制度的に民間資本を取り入れ、有効

的に公の施設を管理するという目的で制度的に進化

しておりますので、この制度を有効的に使って指定

管理制度を有効的に使って公の施設の管理をしてま

いりたいと考えておる次第でございます。ワークシ

ェアリング等につきましても有効的に活用いたしま

して指定管理制度を用いて有効に活用していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：次ですけれども指

定管理料の算定はどのような方法で行っているかに

ついてお聞きをしたいと思います。 

 指定管理の算定の根拠と基準は明確になっていま

すか。財団法人地方自治総研の指定管理者制度の現

状と今後の課題の資料によりますと、指定管理料の

算定価格の予算額からあらかじめ約１０％削減した

額を指定管理料として設定し、募集要頄でその金額

を提示した上でサービス水準内容を競い合う方式を

採用したと、このことは指定管理料が積算により行

われているのではなくコスト削減そのものを目標と

し、安易なコスト削減を進めようとするものである

と、見積りで積算する場合においても不当に安い価

格、あるいは不当に高い見積りになる危険性を含ん

でおり、見積りを過信すると費用がかかりすぎたり、

あるいはその逆に費用は軽減出来たがそのしわ寄せ
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は労働者に転嫁される可能性を含んでいます。安易

なコスト削減はそこで働く労働者の賃金をさらに圧

迫し、給料の格差はさらに広がり労働環境は悪化す

る懸念があります。積算の根拠、基準を明確にする、

あるいは常に見直しをすることは重要なことだと思

いますがいかがでしょうか。質問の内容を整理いた

しますと、指定管理料の算定の根拠と基準は明確に

なっていますか。それと見積りの計画書ですね、こ

の精査はされていますか。過去の指定管理料の見直

しをされていますか。高い場合とか、安い場合の見

直しをされていますかということをお聞き申し上げ

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 指定管理料の算定は初年度の管理についてはその

施設の過去の実績等の金額を参考にして職員の配置

人数等を決め、単価については役場で設定しており

ます単価を使用しております。次年度以降の年度協

定につきましては、管理者から提出された年度収支

計画書の算定内容、金額の妥当性等を審議し決定い

たします。このようなことで一忚、算定の根拠と基

準は明確になっていると思います。見積りの精査も

その年度都度精査しております。過去の指定料の見

直しも年次協定を結ぶ都度、見直しをしているつも

りであります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：今のお答えですけ

れども、積算はきちんとされているということと、

それから今見直しをされているということなのです

けれども、そのことが明確に分かる資料というのが

あるのでしょうか。またあればそれをオープンにし

て見れるようにはなっているのでしょうか。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：佐々木議員の質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 業者を指定する段階では指定管理者選定委員会の

役割であります審査基準がございます。そういう中

で事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保出

来るかどうかと、サービスの向上が図れるかどうか。

それと２点目は、施設の維持管理を図ることが出来

るかと、並びにこの管理に関する経費の縮減が図れ

るか。それと管理を安定して行う人的能力を有して

いるかということがこの我々の指定管理者に対する

選定委員会の役割でございます。さらにその中で審

査基準がございまして１９目ありますけれども、そ

の中で審査点数を評価しているということでござい

ます。ただいまのご質問の内容ですけれども、ご指

摘ありました金額の問題ですけれども、それは担当

課の方で村長が答弁しておりますけれども担当課の

方で実績に基づいて積算する、それを選定委員会の

中で審査すると、それで指定管理者の方から上がっ

てきた金額と照らし合わせて今回も矛盾点あります

のでそういう部分については精査をしているという

ような状況でございます。それと公表出来るかどう

かという部分については、公表はしておりません。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：今のお答えですが、

精査はされているということでその積算もきちんと

されているということでそれはよろしいかなと思う

のですけれども、ただ公表がされていないというこ

とが実は疑心暗鬼と言いますか、不安になるわけで

すよね。その村民にしてみるとですね。本当に適正

に行われているのであればむしろ公表して委託より

も委託したりですね、直接に管理するよりもコスト

ダウンが出来るのだよと、それでなおかつ雇用も出

来るのだよといったことが明確に分かるようにした

方が村民も納得するのではないのかなと思います。

ちょっと私が考えてきた文書読まさせていただきま

すとですね。委託管理、直接管理した場合の費用の

積算があれば指定管理者がそれ以下の費用で管理す

れば問題ないと考えます。指定管理者制度で雇用さ

れるのが殆どが村民です。過度のコストダウンは村

民の生活を脅かす可能性もありますし過大設計は財

政の負担になります。積算基準を明確にする、過去

の資料と比較する等、直接管理するより職員等の人

件費も減尐し村民の雇用の拡大も出来る等の裏付け

が必要と考えます。しかしですね、これが公表され
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ていないとなれば、その裏付けが正しいかどうかの

認識を職員の方、一部の人しか解らないということ

になればこれは村長が昨日も提言されたように開か

れた分かりやすい村政というにはちょっと近づかな

いのではないかと、分かりやすい村政をするために

はやはり村民が委託管理の方が良いのだなと、雇用

の充実も図れるしそれでなおかつコストダウンも出

来る、前と比較したらぐっと安くなっているのだよ

と、そういったことが分かるような方が私は望まし

いと考えるのですがいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：確かにご指摘の点

もあると思いますけれども、佐々木議員が先程申し

ておりましたけれどもこの地方自治総研の関係の指

定管理者制度の現状と今後の課題という部分であり

ますけれども、これ引用してもう一度お話しをさせ

ていただきますけれども、指定管理料の算定価格の

予算額からあらかじめ約１０％を削減した額を指定

管理料として設定するというようなこの考え方なの

ですけれども、こういう考え方は指定管理者制度の

中ではこの考え方は入札制度の最低制限価格だとか、

そういう設定の仕方だと思います。ですから指定管

理者制度とはですね、確かに色々ありますけれども

やはり費用の削減もございますけれども、やっぱり

サービスの関係、サービスを提供するという形の中

ではどういう形が良いのかなというのはこの我々の

選定委員会の中では色々協議をしているところです。

ですから安ければ良いということにはならないとい

うふう思っております。適切な管理料で適切なサー

ビス、そして雇用の確保、そういうことをいければ

なというふうに思っております。先程、オープンに

出来ないのかという部分についても検討させていた

だきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：大変に明解な答え

で私は一忚満足をしております。出来ればですね、

本当に誰もが納得出来るような方法で開示を早めに

お願いしたいなと考えております。 

 次に募集についてですけれども、指定管理者の公

募はどのような方法で行っていますかということで

すが、募集にはこれは管理者の方が詳しいと思うの

ですけれども、公募・非公募のいずれかによって指

定管理者を選定するとなっております。指定の申請

にあたっては複数の申請者に事業計画を提出させる

こととして公募を原則とすることが望ましい旨を通

知していますが、猿払村には公募がそぐわない施設

が多いのではないでしょうか。私が調べたところで

は八王子市の芸術文化会館では非公募で選定されて

おります。他の具体例は調べてませんが一つの施設

にここは質問ですが、一つの施設に二つ以上の公募

がありますか。それと先程の積算基準がしっかりし

ているということであれば地域の会館は地域の自治

会に選定しても公募ではなくてですね。非公募で選

定して構わないのではないでしょうか。いかがです

か。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：それではただいまの質

問にお答えいたします。 

 指定管理に係わる各施設の管理について１ヶ月の

期間で告示する方法で行っております。公募してお

りますそれで。その告示する内容では施設の概要、

申し込み受付期間、委託関係、料金関係、指定期間、

申請資格、選定基準等で示しております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：ちょっと答弁漏れ

がございましたので、お尋ねの自治会館の関係、八

王子市の芸術文化会館の例を申し上げての件ですけ

れども、私共の方も自治会館につきましては公募す

る告示をしておりますけれども、そういう形ではな

くてもよろしいのかなというふうに思っております。

色んなこの指定管理者の選定については色々な方法

があると思いますけれども、直に今言われたような

直でお願いをするということと、公募型・非公募型

というのがあるようですので自治会館については非

公募型と言いますか、直接お願いをするということ

でもよろしいかというふうに思っております。 

 それと指定管理者の方の公募をした段階での申し

込みですね。１施設につき１事業者ということで２

の事業者は今まではございません。 
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○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：複数の管理者から

選定をするということが決してその良い結果を私は

生むと考えておりませんし、特に先程も副村長その

ようにお答えしてくれたので私もそう思うのですけ

れども、むしろ地域の中でみんなで管理するという

考え方が根ざした方が本当に自分の町の自治会館と

いうことで大事にしていただけるのではないかなと

思ってますし、またその他の施設については継続性

も大事だと考えております。単年度、単年度で常に

こう競争を繰り返して維持していくよりはですね、

問題がなければですね、やっぱり継続して指定管理

をしながら維持をして、なおかつそれが村民とか観

光の資源に役立つような施設づくりをされていくの

も一つの方法ではないのかなというふうに考えてお

ります。 

 次に選定委員会ですけれども、同僚議員も過去に

質問されていましたが選定について質問させていた

だきます。選定については、自治体職員と有識者、

住民によって構成されているケースと、自治体職員

のみで構成しているケースがありますが、猿払村は

どうですか。全国的に見ると忚募団体と利害関係を

有する者が選定委員会の委員になっていたことから、

議会で指定管理者議案が否決されたケースもあるよ

うに公正な選定を行うために忚募団体と利害関係を

有する者が委員に入ってはならないこと条例若しく

は基本方針に明記すべきではありますが、選定委員

会は役場職員のみで構成しないで有識者や住民が入

ることは選定過程における透明性を高めるために重

要であります。選定という権限が住民が委員に入る

ことによってより丁寧な説明と審議が求められるこ

とにつながり、例え忚募が１団体１個人であったと

しても選定が適正にチェックすることが期待出来る

と思いますがいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：指定管理者の指定は条

例に基づき指定管理者選定委員会で選定しておりま

す。その選定委員会は委員長に副村長、委員は総務

課長、協働まちづくり推進課長、産業建設課長、保

健福祉推進課長、教育委員会次長の６名で組織され

ております。構成の中に民間委員を含める考えとの

ことですが、幅広く利用者要望、利便性、施設管理

の安全性等に配慮する審査が出来ることと思います

が現在指定管理にする施設に精通する職員で構成し

ており、申請においては各施設１社しか忚募もあり

ませんが個人情報保護等を考慮し現時点での民間委

員を入れる考えはありません。今後、公正透明性に

欠けている部分がありましたら検討させていただき

たいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：職員の方だけで審

査をされるというのは多分つまり似たような考え方

を持つ方向性を持っている人が集まりやすい危険が

そこに備わっているというふうに考えることも出来

るわけですよね。ところがですね、民間人あるいは

全然そのことについて深く携わっていない人、しか

し色んな経験を積んでいらっしゃる方がその選定委

員会に係わることによってですね、物の見方とかあ

るいは考え方が違うことが出来る可能は高くなると

思うのです。同じような常に同じことを繰り返して

いると人間というのは以外と方向性が固まってしま

う、あるいは見逃してしまうということは結構ある

と思います。やはり先程も積算についてはまだ開示

をオープンにしていないということでありましたか

らね、出来る限り知らせることが出来るものは知ら

せた方が良いし、この選定という権限というか、権

力というかそういったものがまた一つ同じ集団の方

だけが持つというその危険性も一つ考慮に入れてい

ただきたいと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 確かに議員のおっしゃることはよく理解出来ます。

ただこの条例の元々の意味は公の施設の管理という

ことです。つまり元々公務員がやる仕事を民間の方

にやってもらうということが前提の考えであります。

従いまして公務員の仕事を民間の方にやってもらう

ということの選定でございますから、そこに民間の

方が入るということを審査するわけですから、そこ

には色んな問題が生じるわけですよね。ただ経費を
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節約すれば良いというだけではなくて、まず先に考

えなくてはならないことは指定者として相忚しいの

かどうか。公務員の仕事をするのに相忚しいのかど

うかとそういうことを審査しなければいけないわけ

ですよ。そういうことも踏まえた場合、その審査の

中に民間の方が入るということに関してはやはり慎

重に検討しなければいけないのかなという面が一つ

ございます。ですけれども今議員がおっしゃったよ

うにより客観的にするために民間の方をそれこそな

かなか民間の方も色んな方面に属しておりますから

ね、なかなか公平な方というのもまたこれまた難し

いわけです。公の施設というのは全ての村民に公平

に使わせていただくと、その施設の管理を公平にす

るということがねらいですからね。そういうことを

踏まえてのこの指定管理者でございますのでその辺

のことを良く踏まえていただきたいなと思っており

ます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：良く分かりました

とはちょっと言いにくいのですけれども、色んな確

かにおっしゃるとおり公共的なものですからね、難

しいとは思いますが、しかしその分かりやすい村政

というのを是非目指していただきたいと思ってオー

プンに出来るところ、特にお金に関してはやはりな

るべく開示された方がよろしいかなと思いますし、

選定という権限もなるべく移譲出来るものは移譲し

ていく方向で考えていただければ有り難いと思いま

す。 

最後の質問になりますが、重度心身障害者及びひ

とり親家庭等の医療費の助成についてご質問をさせ

ていただきます。 

政権が代わり児童手当から子ども手当と呼び名が

変わって、さらに子どもに対する助成金が増えると

いうのは喜ばしいことだと思います。しかしながら

母子家庭の平均収入は一般家庭の４割という低収入

であるという調査結果があります。収入が尐ない中

で子どもを育てる苦労は並大抵ではないと思います。

重度心身障害者、ひとり親の苦労も同じであろうと

考えます。医療費の助成金額は市町村によって違う

と聞きました。稚内市と猿払村では助成の金額が稚

内市の方が多くなっていますが何故でしょう。ご返

答をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問に答弁

させていただきます。 

ひとり親家庭等医療費給付事業の市町村における

拡大助成事業につきましては北海道の補助対象基準

により拡大しながら実施している市町村もございま

す。本村では給付対象範囲、所得制限、自己負担を

北海道の補助対象基準と同一で実施しております。

管内的に見てみますと稚内市のみが拡大助成事業を

実施しております。拡大内容ですが北海道では対象

者をひとり親家庭等の母父とあるのを稚内市はさら

に両親の居ない児童の３親等以内の養育者までとし、

助成内容では親は入院訪問介護のみとあるのを外来

・調剤・歯科・補装具等まで拡大しており、また課

税世帯の自己負担の上限額を通院１万２，０００円

を８，０００円と入院４万４，４００円を２万４，

６００円にそれぞれ自己負担額の上限額を軽減して

おります。村の状況としましては、この事業の対象

世帯数は２０世帯となっており前年度請求で稚内市

に当てはめてシミュレーションしましたところ請求

２００件に対しまして拡大助成の恩恵を受ける者は

ありませんでした。ただないからと言ってこれで良

いのかということになりませんので早急に検討して

まいりたいと思います。 

よろしくご理解の程お願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木 淳君・登壇）：対象者がいないと

いうことで非常に残念ですけれども、これからもそ

の可能性が出てきた場合にですね、村長がおっしゃ

っていただいたように今見直しをしていただけると

いうことでありますので今後期待して質問を終わら

させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（山須田清一君）：続いて７番、太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：太田です。 

 一般質問通告書に従いまして質問を始めさせてい

ただきます。 

 まず１点目、商工業振興対策についてであります。 
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 昨年、行政のご支援により商工会で４月と１２月

の２度に渡り暮らし忚援商品券発行事業プレミアム

付き商品券発行を行ったところですが、１２月発行

分においては村民の関心も高く１２月中に約５０％

１，２３０万円の回収、１月末で約８５％２，０２

９万円の回収、２月末で約９４％２，２５０万円の

回収を行っております。商工会・猿払Ａコープで行

った年末売り出しにおいても厳しい経済環境の中若

干ではありますが商店の売り上げも伸び、一定の経

済効果・消費刺激効果があったと評価しているとこ

ろです。 

 質問に入りますが、国内の景気はリーマンショッ

ク以降長期化する需要不足や低価格戦略の広がり等

でデフレが進行する中、企業の収益環境は厳しさを

増しており雇用環境の悪化や所得の減尐、これに伴

う先行き不透明感の増幅も家庭の生活防衛意識を一

段と強め消費を低迷させています。北海道経済の低

迷が言われて久しい中、猿払村においても村内業者

・商店の経営環境は益々厳しさを増しております。

猿払村商工会においても購買力流出・商業従事者の

高齢化・後継者不足・公共事業の減尐等、様々な問

題を抱えその対策に苦労しているところであります。

当然、個々の経営努力は必要ですが、行政として現

在の商工業の状況をどのように認識し今後どのよう

に活性化させていくかお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 村内の商店を取り巻く環境は長い年月の積み重ね

による経済環境や交通環境の変遷に伴い村民の消費

動向は近隣の市町村へ流出し、合わせて大型量販店

の進出によりさらに拍車がかけられ本村のように集

落が点在する地域における商店の安定的な維持は益

々厳しいものとなってきております。土木建築業に

おいても公共事業の削減、長引く不況の影響も加わ

り商店同様厳しさを増しているものと考えておりま

す。景気の対策により昨年、今年と公共事業の発注

が一時的に増加しておりますが、政府のコンクリー

トから人への政策の転換から今後も持続的に景気対

策を目的とした国の予算を期待することは難しいも

のと考えております。村はこれまで村内事業者への

資金の貸付制度や利子補給制度を施策として継続し

実施してきた他、猿払村企業誘致及び地域企業再生

促進条例による奨励金や持家住宅建設促進助成金を

条例化しその活用によって村内業者の活用化に活性

化につながるよう取組んでまいりました。また、今

年度は商工会が事業为体として行った暮らし忚援商

品券発行事業に対し村民の暮らし忚援はもとより村

外へ流出する消費を尐しでも村内にくい止め、商店

をはじめとした村内事業者の活性化につながるよう

補助の実施を行ってまいりました。今、村内の事業

者が置かれている厳しい状況がこれらの施策によっ

て全て改善されることは難しく、十分であるとは考

えておりません。また、当事者である事業者の方々

が今の現状をどう捉え将来に向けてどうあるべきか

行政に対してどのような施策や対策を求めているの

か、今年１年かけて関係者と共に確認してまいりた

いと考えておるところであります。新年度におきま

しても暮らし忚援商品券発行事業に対して予算計上

させていただいておりますが、その実施に向けた内

容も含めて新年度の早い段階で商工会と意見交換を

し村民の意見も聞いた中で支援してまいりたいと考

えております。また、他産業との連携も大変重要で

あると思いますので異業種交換の場も設け村産業の

活性化に向けた話し合いを行っていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：村長も地元の今の企

業の置かれている状況非常に厳しいと認識しておら

れることと思います。商工業の活性化は村の活性化

に繋がります。地域発展を持続可能なものとするた

め地域外からの移住希望者を積極的に募り、その雇

用を提供し酪農・水産業・その他・地域資源を活か

した新しい仕事興しで雇用の創出に繋げ、就労人口

を増やし消費を増やすべく村内に新しい加工施設を

増やすことは出来ませんか。一次加工で終わってい

るものを二次加工・三次加工する加工場の誘致、あ

るいは村で建設し民間に委託する直接商業参加出来

なくも地域づくりの観点から行政側は資金を調達し
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施設を整備した上でその管理・運営を民間に任せる

思い切った手段で仕事作り、定住人口を増やす、そ

れが活性化に繋がるのではなかいと考えますがいか

が考えますか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：前回の議会でも申し上

げましたが、村が財政的に豊かになるにはどうした

良いの、つまり活性化するにはどうしたら良いのだ

と聞いたら人口を増やすことですというお答えを職

員がしてくれました。では人口を増やすためにはど

うしたら良いのだ。私も考えました。私はやはり今

出来るかどうか解らないけれども企業誘致だと思っ

てます。企業誘致が一番効果的だと今私は思ってお

ります。ホタテも将来を見据えれば決して安泰であ

るという状況でないという私は認識しております。

しかし、猿払には世界に類のないホタテがあります。

漁業協同組合、そして地元の加工業者の理解を得な

がらここに大手の水産メーカーを誘致することが私

の夢であります。そしてその工場を中心に地元の各

工場が衛生整備の規格を統一し世界に冠たる水産品

を製造する。その上で今大型化している酪農業とド

ッキングして日本の食料基地猿払ブランドを作る。

これは夢です。でも夢は見なければ叶えられません。

私の５５年で培った人脈を使い何とか企業誘致を試

みたい。あてはただいま全くありません。来月にな

れば尐しは時間は出来そうでありますから、その第

一歩を踏み出したいと思っているところであります。

これが一番村を活性化させ定住人口を増やす方法だ

と思っております。ただ仕事を作るだけでは人は増

えません。違う環境で育った人達を受け入れるとい

う地元の人達の包容力も必要になってくると思って

おります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今、村長の答弁をい

ただきました。是非、企業誘致成功させていただき

ますようお願いします。 

 続いて関連なのですけれども、商工業の活性化に

ついてで非常に難しい面があると思います。ごめん

なさい商業の方ですね。活性化については非常に難

しい面があると思います。消費者ニーズの多様化・

購買力の流出・商業従事者の高齢化等です。各商店

それぞれ商店を維持していくために経営努力を固め

ております。私個人の考え方ですが、田舎の商店あ

るいは商店街はただ物を売る物販だけではなく地域

における交流空間だと考えております。そうした中

尐しでも中心市街地に人が集まっていただくために

住民が気軽にコミュニケーションがとれるスペース、

あるいは高齢の方々が座って話し合えるベンチ等の

設置、夏まつり等のイベントが出来るスペースに旧

鬼志別川跡地を整備してはどうかと考えますが、い

かがお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

 私も共鳴する素晴らしい考えであると思っており

ます。ただ一言申し上げることを許していただけれ

ばこのようなことは自分でやっていただきたいと思

っております。プレミアム商品券の発行、今度で３

度目に渡ります。行政としても出来るだけの支援を

いたしますが、受ける方も何か目に見える努力をや

はりしていただきたい。目に見える努力というのは、

こういうことで今おっしゃったことでございます。

このような努力を尐しでもいただいて、さらにまた

行政も支援しながら一緒にこの地域を盛り上げてい

きたいというのが私の思いでございますのでその辺

ご理解していただきたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：商店街としてもこれ

から今村長の答弁いただいたように、私達自身もそ

れなりに商店街の活性化に向けて取組んでいきたい

と思いますので、行政としてもご支援お願いしたい

と思いますし、また村全体で村の経済を動かすよう

な地域を活性化させるような気運を行政が高めてい

く必要があるのではないかと思います。 

続いて次の質問に入らせていただきます。 

私達が今後この地域で住み続け生活していく上で

役場・病院・やすらぎ苑等の公共施設と同じく身近

で買い物が出来る商店、その日のうちに修理・修繕

を頼める業者が必要と考えます。これから益々高齢
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化社会を迎える猿払村にとって一人で日々の買い物

が出来る店、気軽に頼める業者がなくなることはこ

の地域の存亡に係わると思います。経済の血液であ

るお金を地元へ流すこと、これが商工業者の前向き

の経営心、あるいは新規創業への誘い水になると思

います。行政として地元業者への育成・配慮をどの

ようにお考えかお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：地元業者への育成・配

慮ということでございますが、議員もご存知のよう

に村も今行財政改革を推進中の段階でございます。

財政も決して豊かではございません。従いまして経

費等のことを考えますと優先的に村の業者を使うと

いうようなことはなかなか現実的には厳しい状況に

あるというのが実態でございます。しかしながら最

近の社会情勢のお話しをいたしますと会社のＨＡＣ

ＣＰという認定、対米輸出をするための許可制度が

あるのですけれども、この許可制度をとるためにも

社会貢献という点がそういうポイントになります。

またＩＳＯというそういう認可制度についてもそう

でございます最近、いかにボランティア活動・社会

に貢献しているかという点が行政の対象になってき

ております。ですから具体的にどうやるかというの

はちょっと私の頭の中でもはっきり解らないのです

けれども、この村内におきましても村内的に社会貢

献ボランティアをしてくれる業者、お店の方につい

ては公正にどのようにやるかというのはちょっと私

の方でも思い浮かばないのですけれどもね、その辺

をきちんと整理して優先的に用いると、そのような

ことは可能でないのかなとそのような育成の仕方は

出来るのではないのかとそうやって育てていきたい

なというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の村長の答弁だと

先程同じように商工業者・商店も地域貢献をしろそ

ういうことだと思います。ただこの地域の商工業者

は村民として地域にそれなりに貢献してきているの

ではないかなと思いますので、あるいは自治会活動

・イベント各種、村为催の行事への参加、その時々

年代で行政に協力し地域を担ってきたと思います。

当然、自分の家業の商売・経営は自己責任です。こ

の地域で仕事をし報酬を得、生活をしております。

地域に対する貢献、地域を考えることは当然のこと

と考えます。しかし役場の職員の方々もこの地域で

共に生き、共に生活し共同でこの地域を作り上げる

のだという考えに立っていただけたらと思います。

必要な工事・整備維持は村民がこの地域で安全に快

適に生活していく上で必要であり、雇用の確保・経

済の活性化・地域の活性化に繋がります。村の企業

を上手に育て村の職員も村民も地元の企業や商店を

積極的に利用し、そのような考え方が必要ではない

かと思います。過疎化の進行が心配される中、一人

でも多くの雇用が生み出され元気な地域となります

よう村長の指導力の発揮をお願いし、次の質問に入

ります。 

 新たな特産品の開発についてお尋ねします。 

 猿払村の基幹産業は言うまでもなく農業・漁業で

すが、猿払で生産されるホタテ・牛乳等を地元産品

のブランド化を図り新たな特産品として開発し商品

化・販売することは雇用の確保・地域の活性化に繋

がり、観光においても新たな魅力を加えることにな

ると思います。商工業者や村民が開発した特産品が

もっと増えれば猿払の魅力が増し地域経済が潤いま

す。生産者・地元業者・飲食店・村民が一緒に考え

地域の素材に付加価値を付け新たな特産品を考える

仕組みづくりが必要と考えますがどのように考えま

すか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 ご存知のように私も加工業を加工しておりました

が、なかなか特産品製品の開発は出来ませんでした。

念願でございました、中途半端にはやるのですけれ

どもなかなかこれは出来ない。いつも作りたいとい

う気持ちは胸の中に持っておりました。それが出来

なかった理由としてはやはり設備がない。その特産

品を作るための試験的な設備を持つということはや

はり我々ぐらいの規模の会社では大変であると、そ

して人材もいないということがネックでございます。
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これは私共の会社だけではございません。猿払村の

各会社全て共通の悩みでございます。組合等も同じ

ことでございます。 

先日ですね、たまたま牛乳と肉の館を視察に行く

機会がありその中の設備の充実振りにびっくりいた

しました。まさしく試験研究に相忚しい施設でござ

いました。今体験実習として有効的に使用されてい

るとお聞きいたしましたが、現状ではなかなか色ん

な縛りがあるとは思いますが、それらの縛りを一つ

づつ外しながらこれを村内の全ての会社が有効的に

使えるものにならないかとただいま検討しておりま

す。その中で勿論、農産畜産品はそのための施設で

すから勿論ですけれども、出来れば水産品も使える

ような試作出来るようなそのような施設になること

が出来ないのかなと、そこで猿払ブランドを特産品

を開発出来ないのかと斯様なことをただいま考えて

おります。やはり特産品が出来ることがやっぱり猿

払をより一層ＰＲすることでございますから、これ

には一層力を入れていきたいなと斯様に考えており

ます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：村長の特産品開発は

猿払のＰＲすることに繋がる、そういう答弁でした

が特産品開発には地域に就業機会を与え地域の所得

を向上させて地域の活性化を図るという効果が期待

されます。村の特産品開発には基本的には地域の資

源のみを利用すれば良く、他地域への利益等が流出

することが尐なく効率の良い産業育成策と思われま

す。しかし大都市圏の市場で評価されるためには農

業・漁業・商業・観光等を横断的視野での戦略と行

動が不可欠であり企業・研究機関・地域住民等、そ

れぞれの技術・知識の共有と人材の結集が必要であ

り、それをまとめるプロデューサー的能力を持った

人材が必要と考えますがそのような人材の配置、ま

た確保についてどのようにお考えですか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 今、先程お答えいたしましたが正しくそのような

考えでとりあえず先程、牛乳と肉の館というのを例

に申し上げましたが、その例にしたようにどこか一

つの施設をそういう施設を作りまして人材を集めま

して村内の特産品・試験品を作りながら村のＰＲ・

雇用の確保に繋がるような物を作ってまいりたいな

と多様に考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：猿払村において最も

大きな組織体は役場であり人材・財政力・情報の収

集力・情報を発信する能力を兹ね備えた大企業だと

思っております。この拠点核が地域の進行の先頭に

立つことなく単なる前座になっては閉鎖的、消極的

に陥るなら地域の活性化は進まないと思います。雄

大な酪農地帯、日本一の猿払のホタテは先人の方々

が築き上げてきた長い間時間をかけて築き上げてき

た地域ブランドです。継続し新しい価値・商品を創

造しつつ地域ブランドを拡張していくことは村民や

生産者に誇りや愛着心を喚起することにも繋がりま

す。行政の積極的な取組みを期待して次の質問に入

ります。 

 消防体制の充実についてであります。 

 村民が安心して暮らせる村であるため、今消防に

求められることは多岐に亘ると思います。火災や他

の災害時の消火、救助作業だけでなく２４時間の勤

務体制を活かした災害弱者への支援等であります。

さらに火災発生時・災害救助に備え訓練が必要です

し、消火作業・救助活動において知識と経験が求め

られます。定年が近い職員が２名いますが、今後の

職員採用計画について教えて下さい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 平成２４年３月末で２名の職員が退職しますが、

２３年４月に１名を前倒しで採用しその後において

も退職者が出ることから計画的に採用を行い、現行

の１６名体制を維持してまいります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現行の体制を維持し
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ていくということですが、猿払村は北海道で一番面

積の広い村です。また面積の８０％が山林や原野で

す。そして豊里を入れると１１の集落が点在してい

ます。以前、上猿払の山火事で消防団員として出動

し現地到着へ４０分近くかかり、消火を終え帰宅し

たその夜にまた火災発生という経験があります。山

火事が発生、また人家の火災や交通事故が同時に発

生した場合、行政区域、集落が点在している地域の

安全・安心を考えると現在の１６人の職員体制で火

災・救急業務の対忚は十分か懸念するところです。

いかがお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

 災害時においては消防職員も対忚にあたりますが、

救急に備え救急隊員３名プラス通信員１名を確保し

出動しております。夜間・休日においては非番・公

休者の動員をかけ人員の確保を行っています。火災

時においてはその状況にもよりますが、救急につい

ては臨機忚変に対忚をしております。 

 以上ですが、今後も慎重に検討していきたいと思

っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現在、救急業務にお

いて約３分の１が稚内へ搬送すると聞いております。

稚内へは５８ｋｍ１時間近くの時間がかかります。

救急車は救急業務に必要な忚急処置等の知識・技術

を習得した隊員３人以上の乗務が求められます。ま

た、救急現場及び搬送途上における忚急処置の充実

を図るため救急救命士の資格が設けられ、搬送途上

一般の救急隊員では出来ない高度な忚急処置を行う

ことが出来るようになりました。一次医療圏のこの

村においてこれからも稚内への搬送が増えると考え

られます。救急隊員への質の向上が求められます。

そうした中、救急救命士の資格２名の定年が近づい

ています。救急救命士の資格を得るのに消防学校で

救急課程を修了した後、５年以上の救急に従事し、

さらに８３５時間以上学校で学び国家試験を受けな

ければなりません。救命士の養成が急務と考えます

がどのように考えますか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 救急救命士の養成は救急標準課程修了後、２００

０時間の救急実務、若しくは５年の年数経過により

資格取得が可能となります。現在１名の職員を養成

中であり、今月の国家試験を受験し４月には救急士

となることが見込まれており７名体制となります。

２年後に２名の救急救命士が退職することから２３

年度以降においてその補充をすべく隊員の養成を行

っていきます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：７名の体制で２年後

２名が定年になると、現在とそんなに変わらないわ

けですけれども、先程言ったようにこの猿払村は面

積も広く、搬送時間も稚内までの搬送時間も長いで

す。その上で救急救命士というのはすごく必要では

ないかと考えます。いっそのこと職員の資格をとれ

る人達を全員に救急救命士の資格をとらせるような

考え方にはなりませんか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それではお答えを

申し上げます。 

 確かに救急救命士の関係の養成にはお金も時間も

かかります。意欲のある職員につきましては救急救

命士の資格をとらせるというふうに我々も考えてお

りますので、今後ともそういう形でいきたいという

ふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：村民の安心・安全の

ためにも是非、救急救命士の資格全員とれるような

体制を組んでいただきたいと思います。 

 続いて次の質問に入らさせていただきます。 

 消防団において４月より第８分団と第１分団が統

合されます。小石地区の火災発生時の対忚が懸念さ

れるところです。また、知来別・浜鬼志別・浜猿払

分団も出動時の団員の確保が懸念されます。また先

日、チリの地震による津波注意報が発令されました。

災害時の隣近所によるお互いの安否確認・高齢者・
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障害者等への災害時要援護者への支援・けが人の関

係機関への通報・火災への初期消火と消防署への通

報・自分達の身・地域を自ら守るため最小限出来る

組織は必要ではないかと考えます。企業・団体・自

治会等による地域の特性等を考慮しきめ細やかな防

災活動を目指し自为防災組織を検討するおつもりは

ありませんか。また、火災発生時の役場職員の支援

体制についても合わせてお尋ねいたします。 

○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。 

 災害・火災時の役場職員の支援体制についてまた、

企業・団体・自治会等の自为防衛組織を検討する考

えはないかということでございますが、まず役場職

員の支援体制でございますが、災害時においては猿

払村地域防災計画に基づき職員の防災初動マニュア

ルを作成しておりまして、それに従いまして行動を

おこしております。具体的には災害規模・状況に忚

じて災害対策本部の設置と職員の招集・動員等が決

められておりその対策本部での指示により行動する

ことになっております。また、火災の対忚について

は猿払支署と連絡体制を綿密にし早々に一旦組織分

担による職員を派遣し、火災の早期鎮圧を目的に交

通混乱等の防止活動と消火に妨げとなる障害物の除

去等において役場との情報収集の連絡体制の行動を

おこします。状況に忚じての職員を配置することに

なっております。なお職員は災害発生時には、土・

日・祝祭日問わずまず役場に全員招集することにな

っております。また企業・団体・自治会等の自为防

災の検討については既に平成１８年１２月１１日に

猿払村建設協会と自然災害発生時、または発生する

恐れがある場合における協力体制に関する協定を締

結しており、災害の拡大防止と被災施設の早期復旧

を図ることを目的としております。自为防災組織に

ついては、３年前の津波警報発令時には各消防分団

と連携して自治会の役員等が中心となり避難所の人

員把握と巡回・誘導等を行っております。一部の自

治会では自为的に避難訓練等を実施する等、既に積

極的に行動されている実態でありますので自为防災

組織という名称ではありませんが、自为防災組織的

な要素を既に構築されていると思っておりますので

自治会との連携と協力支援体制を強化しまいりたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現在、今自为防災組

織的なものがあるということですけれども、災害時

に消防が来る、誰かが助けに来るのをただ待ってい

るわけにはいかないわけです。そうした中、例えば

小石地区にはオホーツクという加工場の企業があり

ます。また村内には農協・漁組・役場大きな団体が

あります。火災時、大規模火災時とか山火事とかで

すね、そういう時にはある程度そういう方々をまと

めて救護・消化作業と考えるのが普通ではないかと

考えます。また、近くで火事が発生したならただ消

防が来て消すのを待っているそういう状況にはなら

ないのではないのかなと思います。そうした中、尐

しでも組織的に、また合理的に準備されていた方が

個人個人がバラバラに行動するより効果があるので

はないかと考えますがいかがお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

 ただいま議員のおっしゃられたことは十分に理解

出来ますので、今後に向けまして十分検討させてい

ただきたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：答弁ありがとうござ

いました。 

 村長が掲げる安心して暮らせる元気な地域をつく

るため、村長のリーダーシップの発揮をお願いし私

の質問を終わらせていただきます。どうも。 

○議長（山須田清一君）：ここで１１時１０分まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１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。 
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 一般質問を続行いたします。 

 ６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

従い２頄目７点ほどについて質問させていただきた

いと思います。 

 まず始めに高齢者福祉行政と医療、介護等につい

てということで猿払村国保病院が村唯一の医療機関

ということで巽村長の立候補時のパンフレットの中

でも地域唯一の医療機関としてきめ細かい信頼され

るような医療機関をつくるのだと謳っておりました。

また、この３月定例議会の村政執行方針の中でも国

民健康保険病院を住民が安全・安心に暮らせる患者

本位のサービス提供に努めながら、また医師や看護

師等の医療スタッフの充実も努めていくという形で

執行方針の中にもありました。 

 そこで質問でございますが、文書で書くとどんな

ことをやるのかということがなかなか見えないとこ

ろであります。昨日の補正予算の審議の中でも国保

病院の件について種々処々と議論がありましたが私

の考えとして、村長の考えも同じかと思いますが、

やはり国保病院は村唯一の医療機関としてこれから

もこの猿払村で出来る限り存続をしなければならな

いと私は考えます。その維持するために医療スタッ

フを充実するのだ、安心・安全のためにと謳ってい

る中で具体的な方策としてこの場で金額等は言いた

くない気持ちはありますが、昨日の補正予算の中で

も今回一般会計予算から２億円のお金が繰り出され

るということでございます。やはり運営するために

はスタッフの充実も大切ですが、やはりお金という

問題もついてくることは確かでございます。そのた

めにやはりこの医療機関をどうするのか具体的な方

策をそろそろ出さなければならない時期だと思いま

す。村長の執行方針５点の点があって２つ目に永住

できる地域で本年度の重要個別施策として永住でき

る地域の高齢者福祉施策というのがあります。本年

度やると謳っている以上、やっぱり４月からは具体

的施策に基づいて動いていただかなければならない

と思います。その方策についてお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 まずこの質問の答弁にはならないのですけれども、

ちょっと誤解があってはいけないので申し上げてお

きますけれども、昨日の執行方針の中でも重点頄目

を決めてそれを必ず実行してまいりますという執行

方針をしました。その中で今、議員がおっしゃった

ように高齢者福祉問題という具合にちょっと概念的

に言い方したのですけれども、あれはやすらぎ苑の

増床問題でございます。やすらぎ苑の増床問題をど

うするか。やるのかやらないのか、その結論を出さ

せていただくということでございます。一忚これ前

もってあらかじめ言っておきませんと私が約束が出

来ないという病院問題まで入ってしまいますとそう

いうことになってしまいますので、一忚断らせてい

ただきます。 

 それでは質問にお答えいたします。 

 本村の人口は減尐傾向にあることから患者増は見

込めない中、毎年多額の繰入を行い大変厳しい運営

が続いており平成２１年度は２億円になる見込みで

す。これは昨日も議論になりました。しかし、一方

では病院分の地方交付税も大きく伸びています。平

成２１年度は昨日も申し上げましたが１億５００万

円が交付されていると算定しています。昨年は院長、

副院長も代わり看護部局の人事異動も行い、心新た

に安心で安全な医療を進めています。小さい村です

ので一人ひとりの個性や特性に忚じた医療・福祉・

介護を進め、その中心として活躍していきたいと考

えています。病院は予防と診療の一体的に提供を行

う施設であり、地域医療を確保すると共に疾病予防

・介護予防等を通じ村民の健康を守ることにありま

すので、今後さらに特定健診や各事業所健診・労働

安全衛生法の検診を積極的に取組んでいきたいと考

えています。平成２２年度からは温かく夕食時間も

在宅時と変わらない６時に提供する適時適温給食を

実施します。これによって診療報酬もアップします。

また、待ち時間の短縮・インフルエンザワクチンの

接種日の拡大等、サービス向上に努めます。さらに

患者さんの意見にも耳を傾け改善できるものは素早

く改善していきたいと考えております。そして、看

護師等を安定的に確保するため修学資金の活用を促
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進します。 

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）：永住できる地域の

高齢者福祉策、これは病院と掛け離れるのを理解い

たしました。ここで私もこの病院を維持するために

猿払村の住民がなかなか減っていく中、また受診者

が減っていく中どのような形で病院が残ったら良い

のだということで、私も今村長がおっしゃった特定

健診や一般健診、また予防医療の宣伝等、村民が予

防医療を受けていただくような政策・宣伝・情報公

開が必要と考えます。ですが私達猿払村民や企業、

一般健診を受けるのもなかなかつい最近まで私も知

らずに違う所で一般健診を受けておりました会社全

体として、そういう意味においてはまだまだ猿払村

にある企業や団体等が他の健診を受けている現状が

あります。という意味ではまだまだ顧客というわけ

ではないですが、まだまだ国保病院が一般健診とし

て受けれる団体だったり企業だったりというのがあ

ると思いますが、この４月以降やはりそういうとこ

ろを強化していくのが良いのではないかと、あくま

でも一次医療的なところで高度な医療が、尐し失礼

な言い方になりますが、やはり村外に出て行くのが

現実だと思います。そういう意味では猿払国保病院

としてのあり方をしっかり認識していただいてその

辺のところの健診・予防を充実させていただきたい

と思いますがその辺の考えのところをお聞きしたい

と思います。 

○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。 

 これは事務長の関係で事務長が答弁をすればよろ

しいのですけれども、色んな状況の中で事務は事務

なりに毎月院内代表者会議ということで、昨日も答

弁させていただきましたけれども代表者が集まって

病院の経営について協議をしておると、その中にあ

って健診事業につきましても是非やっていくべきだ

ということで事務長、事務方の方で営業をもって各

企業をまわって歩いているということでその健診を

受けてもらうような形にしていると、ただ一次病院

ですので色々その健診日が重なって、例えば予防接

種の日だとか健診日が色々重なっていることでかな

り苦慮している部分ございます。そういう部分につ

いては今回のこの議会の色々な中でのご質問あると

思いますけれども、病院の中で協議をして是非そう

いう形でもっていきたいなというふうに思っており

ますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の副村長の答弁

のとおり、より一層そういう情報公開や病院として、

また事務方の方でも各企業をまわっているというこ

とで、さらなる営業活動と言ったら変なのですけれ

ども、そういうものを進めていただいていきたいと

思います。 

 ２番目の質問に移ります。 

 病床数の見直しについてということでお聞きしま

す。 

 私も実を言いますと国保病院の質問について目指

すところというと、やはり老人福祉の観点からも国

保病院はあるべきであると考えます。猿払村で育ち、

猿払村のために一生懸命今まで働いてきていただい

た方が最期の時を迎えるにあたって他の地域で迎え

ることも多々ある。私は出来ればそういうことは避

けていただきたい。その最期の時を迎える方にとっ

てもやはりこの猿払村でという思いがあるのではな

いかと思ってこの質問、やすらぎ苑や介護療養型と

したのですが、今病床数一般病床が私の記憶で正し

ければもし間違っていれば事務長の方から答えてい

ただきたいのですが２４床、療養病床が４床と今確

認しているのですがその点について数だけをお答え

いただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：そのとおりでござ

います。 

 一般病床２４床と療養病床が４床でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：病床数の見直しと

いうことで私の認識では猿払国保病院としては、一

般病床よりも療養病床が多い方がこの地域に馴染ん

でいるのではないかなと私、病院のことについて企
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業会計についても尐しちょっと今回の質問にあたっ

て勉強したつもりではいるのですけれども、そのよ

うな思いをもちました。ところが昨年度の猿払村国

民健康保険病院改革プラン２１年３月に出されたも

のには病床数の見直しとして今４床ある療養病床を

取り止めて、一般病床２８床にするというような計

画になっております。この理由について事務長、副

村長なりで分かる範囲でよろしいのでお答えいただ

ければと思います。 

○議長（山須田清一君）：二津病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（二津忠明君・登壇）：

計画では現在一般病床２４床で療養病床４床という

ことで許可がなってきております。それで保健所の

方に改革プランを作るにあたり相当何回か足を運び

まして増床したいと、冬になるとどうしても風邪・

インフルエンザ・肺炎等が流行るために満床状態に

なるということで元に２８床に戻してほしいという

ことで再三口頭で申し入れしましたけれども、後の

質問につなぐかと思いますけれども何せ開設許可を

変更するためには医療法で定めた定数、医師だとか

薬剤師・看護師の定数が満たないということでまず

書類的には無理だということで、とりあえず現段階

では２４床と４床、その療養病床についても看護師

不足のために今休床状態にあるという状況で２４床

で今運営しております。 

○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２４床、

４床という形で今療養病床４床は休床しているとい

うことで、今事務長の方から配置基準の問題もあっ

たのですが、一般病床・療養病床の配置基準でいき

ますと私の認識だと療養病床の方が配置基準は緩和

されているのではないかと私は思うのですが。今ち

ょっと一般病床でへき地・離島は違うということで

この調べた中にも入っているのですけれども、一般

病床は医師との人員配置基準が１６：１、療養病床

は４８：１となっているのですが、猿払村国保病院

はこの算定基準ではないのでしょうか。 

 事務長お答え願いたいのですが。 

○議長（山須田清一君）：二津病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（二津忠明君・登壇）：

現在２４床運営するためには最低でも医師が３名、

処方箋の数によって１日平均概ね６０万円以上につ

いては薬剤師が２名、あと今のうちの基準でいくと

入院基本料の看護基準が１５：１、看護補助につい

ては１０：１で今約１名程度余裕がございます。開

設基準を見ますと平成１８年度から基準が厳しくな

りまして看護師の月平均の夜勤回数が７２時間以内

だとか、入院患者の平均在院日数が６０日以内だと

か色んなしばりがでてきます。その中でぎりぎりで

今運営している状況で、その休床を再開するために

は最低でも２４時間三交代でその病床を動かすとい

うことになると十数名今の他に看護師が必要になっ

てきますので、ちょっと人件費からいっても看護不

足の中でうちでそれだけ連れてこれるという部分で

はなかなか無理かなという状況にあります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

 ２８床フルに動かすので４床になると非常に看護

師の人員、医師の人員等で不可能に近い数字だなと

いうのを認識いたしました。 

そこで病床数の見直しから３番目の質問に移りた

いのですが、国保病院の病床のあり方、一般病床・

療養病床、また次に国保病院のあり方として３番目

の質問に介護療養型医療施設の転換。私の認識では

これは病院から住宅に在宅に戻るための中間的施設

の役割を担っているという施設ではないかと認識し

ております。今、国保病院は医療施設というだけで

あります。平成１８年に法の改正によってこの介護

療養型医療施設が平成２３年に廃止される方向とは

私も認識しているのですが、制度は制度としてこの

ような形で国保病院を運営できないのかどうかとい

うことについて質問したいと思います。 

○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

申し上げたいと思います。 

 療養病床の関係もこの質問の２、３なのですけれ

ども非常に解りづらい病床数、病院のあり方につい

て、まず一般病院、猿払のような国保病院につきま

しては先程ご質問ありましたけれども一般病床と療

養病床、これは医療用の療養病床。ただいまご質問
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の部分については介護保険による介護療養型の医療

施設でございます。ですから現在の今の状況ですと

平成１８年度のこの医療制度改革関連法案によって

この介護療養型の医療施設は廃止されるとそういう

ような方向です。ですから今４床あるのは病院の方

の医療の方の療養施設ということでございます。で

すからこの例えば介護の方に行くとしたらこの療養

病床と一般病床の差というのは診療報酬の点数の違

いなのです。というのは療養病床というのは慢性疾

患的そういう部分での長期の方の患者を収容するだ

とかそういう形の療養病床でございますので、この

一般病床をとるか療養病床をとるかという時には病

院の方の院長含めた中でこの猿払村としては一般病

院、一般病床が妥当だろうということで病院の中で

も決定してこれを選定してきたと、ただ介護型医療

施設の部分については介護保険の介護療養型の医療

施設についてはうちはとっておりませんので、そう

いう部分ではちょっと違う面があると思います。た

だこれからこの部分について移行すると、例えばこ

ういうふうな移行をするということはちょっと難し

い問題があると思います。問題は療養型の病床、一

般病床の部分は点数と急患の問題もございます。そ

ういうのが受け入れますけれども療養病床であると

包括点数になって点数が決められているということ

で非常に病院として不利な算定になっております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の介護療養型医

療施設と一般病床・療養病床とは違うのだというこ

とで理解いたしました。そこでですが１、２、３の

質問を総括しますと猿払村の国保病院としては一般

病床のみでこれからも運営していくということに結

論付けとなります。となりますと今他の地域や日本

でもちょっと問題になっている老人が入院した場合、

脳梗塞等で入院した場合には９０日が経ったら、そ

の段階で診療報酬の点数が突然下がりだして包括的

にその診療点数が適用されるということは、病院の

経営にとっては非常に悪循環の方に向かうと言いま

すが、経営効率的には悪くなるということでお年寄

りの方々が３ヵ月を経ったら出されるという現状が

あります。それは他の地域でも同じだと思いますが、

今猿払村国保病院では老人の方々が入院した段階で

３ヶ月を過ぎました、その段階ではどのような指導

と言いますか、患者さんとのお話し、家族とのお話

しをなさっているのか。一般的に他の地域でも言わ

れているように９０日で出ていかなければならない

状況にあるのか。その今年１年のデータでもよろし

いですし、この過去においてそのようなことがあっ

たのかどうかも含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：二津病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（二津忠明君・登壇）：

ただいまの質問なのですけれども、現行では一般病

床には最大９０日という部分があります。９０日超

える場合については注射しようと薬を出そうと検査

しようと処置しようと入院基本料のみの請求、包括

医療ということでなっております。それでうちに今

９０日を超える患者さんが約１０名程入っておりま

す。ただし書が一般病床にあります。９０日を超え

て収容しても良いという部分のただし書なのですけ

れども１１頄目あります。例えば肺炎の治療・末期

の癌の治療、あとは頻回に喀痰吸引を行っている患

者・人工呼吸器を装着している患者等々、その部分

を該当している患者が今は１０人程度含めて今、今

日現在２１名入院しております。誰しもかれしも全

て９０日超えれば出されるという部分ではございま

せんのでそこら辺誤解しないでほしいと思います。

あと一般病床におく基準としましては急性・亜急性

の収容する施設という基準がございます。その中で

急性期・亜急性期も過ぎて在宅に戻っても訪問介護

やらを受けられるような状況だとか、家族等の相談

でそういう相談も受けております。訪問診療も週２

回程度病院から行っていることと訪問看護も毎日数

軒の自宅まで看護師２人常勤させてやっている状況

の中でそういう体制をとって今現在やっております。

そういう状況です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

 ２１名の入院患者中、１０名が３ヶ月以上入院し

て治療を受けているということで、やはり２１名の

入院患者のうち１０名以上がそのような患者という

ことはやはり猿払村国保病院としてはそのような形



  －16－ 

の色合いが強い療養型、一般病床とは言え療養型の

方に強いのかなというイメージもいたします。 

そこで４番目の質問に移りますが、昨年もこの場

でやすらぎ苑について一般質問をさせていただきま

した。昨年のプランの中ではやすらぎ苑の待機者は

３０名程という形で報告されておりますが、昨年こ

の場で質問した時には村長の方から巽村長ではない

ですが、村長の方から２０名程の待機者がいる。そ

の中でまだやすらぎ苑には入らないが保険のような

状態。私が自分がそのようになった時にすぐやすら

ぎ苑に入れるように申し込んでいるのだというその

ような患者さんもおるかと聞いています。今３０床

の中、村民の方々が今やっぱり最期にはやすらぎ苑

を一番あてにしたり国保病院をあてにしたりする施

設、最期に行く所となるとやはりこの二つの施設し

か今猿払村にはない。他の地域で行けば民間のグル

ープホームがあったり民間の特養施設があったりと

する中、やはりこの二つというのは重要な医療施設、

また老人保健福祉においても重要な施設であると考

えますが、その点で当初村長がおっしゃいました、

今回の本年の重要施策の中で老人福祉と言っている

のはやすらぎ苑の増床問題だと、ここでお聞きしま

す。やすらぎ苑の増床、また他の仕様としてはグル

ープホーム、一つ例を上げれば公設、公設というの

はなかなか公設民営型のグループホームだったり、

この猿払村において民が設置して民が経営というの

はなかなか厳しいものがあるのではないかと考えま

す。グループホームの設置では公設民営型でどうか。

近い所では豊富温泉小の廃校を利用してグループホ

ームができたという新聞記事も３ヶ月ぐらい前にあ

りました。そのようなことも含めて古い施設を最低

限公設として見直してグループホーム形状に変える、

この２点についてお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えをいたします。 

 冒頭でも申し上げましたけれども、やすらぎ苑の

増床につきましては議員もご承知のことと存じます

が３０床となっており、現在でも満床の状態となっ

ております。村民が入所したくてもできない状況で

やむなく村外への施設に入所しなければならない状

況も存じております。私もこういう状況のもとで執

行方針にも掲げておりますが平成２２年度中にやす

らぎ苑の増床、グループホーム・ケアハウス及び福

祉住宅の建設等のハード面や在宅介護を含めたソフ

ト面のサービスの提供につきましてあらゆる角度か

ら検討してまいりたいと思っております。私も村長

に就任以来、多くの知人から要望があるのがさるふ

つやすらぎ苑の増床でございます。多くの方から増

床してもらえないかという要望をお聞きいたします。

私もやりたいという気持ちは強いのでありますが、

ただそれに伴い介護保険が上がったりとか資金面の

問題、色んなデメリットもございます。即断したい

けれども即断できない状況もございます。それらは

やはり多額のお金がかかる問題でございますから、

やはり１年間じっくりちょっと検討させていただき

たい。そしてもし増床しないのであればそれの違う

方法、今議員がおっしゃったようにグループホーム

とかケアハウスだとか色んな村内にある施設を使っ

てそれに代わるようなものが出来ないのか、その方

法を議員の知恵も借りながら色々検討してまいりた

いと斯様にただいま考えておりますのでよろしくお

願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この高齢者福祉行

政・医療・介護についての最後の質問になったので

すが、猿払村においても約３０名の待機者がいる、

また待ちきれなくて他の地域のこういう特養の施設

に入っている方々が１０名弱ぐらいいるというお話

しも聞きます。また医療施設の方にも何名かの方々

がこの猿払村を離れて入院している。できれば先程

申し上げたとおり孫の代まで暮らせる地域をつくる、

または永住できる地域をつくる、また先程この村の

活性化をするためには人口を増やすことが一番だと

職員から聞いたという村長の答弁もありましたとお

り、人口を増やすということは人口を減らさないこ

とですよね。猿払村で一生懸命頑張ってくれていた

私達の先輩の方々が是非猿払村の地を離れることの

ないように早急な対策が私は必要と考えますので病

院の問題・やすらぎ苑の問題と今年１年じっくり時
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間をかけてやっていただきたいと思います。また病

院の経営状態の中身、いくら医療施設がこの場にな

ければいけないとはいえ昨日の同僚議員と村長のや

りとりにもあったように交付金で１億５００万円の

お金が入ってきている。だから２億、３億は良いの

だということでは村長もないと思います。また同僚

議員もそのお金だけではなくて住民のためでなけれ

ばならないという思いは議員、そちらに座っている

執行者皆様職員の方々もみんな一緒だと思いますの

でできれば具体的施策を早急に出していただいて村

民のため、老人福祉施設のために具体的策を一日も

早く出していただきたいと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 教育行政、給食センターについてということで１

番目の教育長の２２年度の執行方針にありました郷

土・猿払村への愛着と誇りを身につけるための学校

教育や社会教育をどうするのだと、それも文書にあ

りましたけれども具体的施策として学校教育、社会

教育２つ別なものとはいえこの小さいコミュニティ

ーの中ではこの２つが協力していかなければ村長の

掲げる人づくりや交流する人方を増やして人づくり

を進めるのだということにはならないと思います。

これらの具体的な方針について教育長の方からどん

な施策があるのだ、具体的にはこういうことを新し

いものは２２年度はこんな形でというものがあれば

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではご答弁申

し上げます。 

 まず郷土・猿払村への愛着と誇りを身につけるた

めの学校教育、社会教育方針ということで非常に幅

の広い分野でのご質問でございますので一口では答

えられない尐し長くなりますけれどもお答えを申し

上げたいと思います。 

 まず学校教育の関係でございますけれども、郷土

に対する愛着や誇りを身につけるということはこれ

は人としての守るべき道や仲間同士の人間関係の決

まり、あるいは社会のルールを守るといったそうい

った規範意識と言いますかそういった薄れもござい

ます。また自分に自信が持てないとか、自らの将来

や人間関係に不安を抱えているという子ども達のい

わゆる心の課題を克服するためにも極めて重要なこ

とだなとそういうふうに受け止めおります。同時に

今、急速に進展しております情報化、あるいは国際

化の現代におきまして自分達とは異なるこの文化・

歴史を持つ人々とこれから共に生きていくためにも

自分達の国や地域の伝統・文化についての理解を深

めて、またその尊重する態度を身に付けるというこ

とはこれも非常に大事なことでございまして、今後

益々重要になってくるのかなとそういう基本的なお

さえを持っています。こうした考えのもとで学校教

育では現在移行期という移り変わるという意味の移

行期なのですけれども、新学習指導要領の中で国語

科なのですけれども、ここでは古典を充実させてい

くと、それと社会科の関係では歴史学習を充実して

いくと、また音楽では唱歌・和楽器、それと特徴的

なことで保健体育の部分では武道の必修科とこれが

盛り込まれておりまして、和楽や郷土の伝統を受け

止めてそれを継承・発展させるための教育の充実、

これが全国的にも展開されるということになってお

ります。また郷土猿払村の愛着と誇りといった観点

からは今小学校の社会科においてこの自分の住んで

いる地域を調べる学習というものがあるのですけれ

ども、そういった中で村独自のこの副読本猿払を活

用しまして猿払村の成り立ちを覚えていただいたり、

学んでいただいたり、また決して立派ではないので

すけれども郷土資料館においてこの昔の生活用具を

展示する等の学習もしておりまして、総合的な学習

の時間ではこうした郷土の生活・歴史・産業等身近

な課題に取組んでおります。またそうしたことを現

実的にまとめて発表するという場を子ども達に設け

たり、また中学校では猿払の漁業や酪農業に触れた

りするいわゆる望ましい職業感、勤労感を身に付け

る活動を進めておりまして、これにつきましても地

域関係者のご理解をいただく中でしっかりと身に付

けていくように継続していきたいとこういうふうに

考えております。またボランティアの活動を通じて

国際理解のための体験学習、あるいは地域に貢献す

るという自覚を持たせることも教育の分野では大切

ですので、こうした部分の家庭や地域と連携を図っ
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て一人ひとりの感性を磨いて最終的には教育のいく

ところの人格の完成を目指していきたいなと思って

ます。 

 また社会教育の関係でございますけれども、今色

々と家庭や地域の教育力の問題とか低くなっている

という部分があるのですけれども、そういった中で

猿払村では議員や色んな方にもご支援いただいてお

りますけれども今年度第３１回目の開催を迎えまし

た非常に歴史・特色を持った取組みでありますどろ

んこ広場がございまして、これは猿払の自然と歴史

を体感して故郷を再認識しようよというテーマで進

んでおります。これにつきましても地域住民の方や

団体各関係機関の協力によって実施されております

のでこれについても教育委員会もしっかりサポート

する中で具体的な活動に取組んでいきたいなと思っ

ております。また学校教育だけではなく社会教育と

も一体となった教育を高めるいわゆる学社融合と言

っているのですけれども、そういったその学校教育

・社会教育がそれぞれの特徴を出しながら教育委員

会も支援する中でこうしたどろんこ広場等も進めて

いきたいなと思ってます。またこれからの総体的な

方針ということでは平成１８年度に本村の学校教育

の推進、社会教育の推進を目指す姿をまとめた猿払

村の教育を推進するためにという計画が２２年度で

終了しますのでそうしたこと今、議員さんのご質問

も含めてこれまでの総括・反省する中で地域計画に

おいてもご質問にあります猿払村に愛着を持った人

づくりを進めていきたいと考えておりますのでよろ

しくご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、教育長の方か

ら学校教育、社会教育ということで方針についてお

聞きしましたが、私が数年この場に立って教育のこ

とだとか、交流のこととか色んな質問した段階で苦

言を呈するようですがどうも教育委員会独自の具体

的な施策、どろんこ広場は確かに３１回やって伝統

も歴史もあって私達の子どもも行ったり、私も参加

して釣りやイトウの稚魚だとかというのをやってい

ますが、それも大事ですけれども、やはり時代も多

々変わっております。３１年前はたぶん拓心中学校

もなくて各中学校、各地域にあった時代。今は小学

校卒業したら１中学校に集まる猿払村の教育体制に

なっております。私は首長、巽村長に代わって是非

この１年間で社会教育・学校教育を超えてやはり人

づくりのためには教育委員会という組織が非常に大

事ではないかなと、色々な様々な団体がボランティ

アの団体だったり読み聞かせの会だったり、私達の

イトウの会だったりと様々な団体のコーディネータ

ー的な立場で何かできないのかなと、今猿払村とし

ては色んな団体がたぶん今年は子育て支援センター

の中で読み聞かせをやったり講師の方々を呼んだり、

お母さん学校を開いたりとすごいことをやっている

なと思うのですが、そこに一つコミュニティがない

なと、単体、単体で動いているだけではないのかな

と、スポーツ尐年団の活動や拓心中学校のスポーツ

活動もそうですし、できればそのコミュニティ・プ

ロデューサー的なことを教育委員会の方々が担って

いただいて教育行政や社会貢献だったりボランティ

ア活動だったりというのをまとめていただきたいな

という思いがあります。教育長その点についてどう

でしょう。教育長トップとしてこの１年間をかけて

そのような思いでそのような事業を進めていくとい

うお考えについてお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：私も今お答えいた

しますけれども、教育を進める部分で常に耳を傾け

て前向きな形をとっていく必要があるなとそういう

ふうに自覚をしております。そういった中で独自の

施策コーディネーター役を教育委員会も担うべきと

これは当然だと思ってますし、そういった部分も新

たな計画に向けて、また村長の人づくり教育の部分

と合致するような形の中でやっていきたいなと、た

だそれを確立する中で私はやっぱり教育委員会別と

して地域の方の力が非常に大きいと、例えば今議員

さんが言われていたイトウの部分でも最初の会の立

ち上げの時に未来の子ども達にということもござい

まして、子ども達へ釣りの楽しさとかいわゆるその

基本的な部分をみんながサポートしているのだなと

いう部分で非常にそういった部分でも感謝しており

ますし、個々の団体においても子ども達のために、
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あとは村のためにという部分もこれも活かすような

形の中で連携をとる形の中でやはり猿払村村長の目

指す村づくり、または教育・人づくりに我々もきち

んとサポートして教育の部分でも成果を上げるよう

に尐し時間をかけて反省もしながら進めていきたい

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）：ここで昼食のため１時ま

で休憩したいと思います。 

 

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。 

 小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：先程、教育長の方

から猿払村の愛着と誇りを身につけるための色んな

社会教育活動や学校教育活動についてということで

前向きな答弁をいただきました。是非、来年度では

これをやったあれをやったというような結果が見え

るような形の執行方針が出てくることを望みます。

一つ提案というか皆さんも目にしたことが多いかと

思うのですけれども、昨年の２１年４月の日刊宗谷

に町の観光資源を学ぶのだということで浜頓別町の

ジュニアガイドの入校式というものがあって、この

３月の日刊宗谷にそのジュニアガイドの認定証授与

式の記事が載っておりました。観光資源を学ぶとい

うことで１年間６名の浜頓別町の子ども達がＮＰＯ

法人のエコワーカーズだったり、色んな教育委員会

だったりクッチャロ湖の観察館におられる方々と一

緒に町の観光資源を学んで認定証をいただいたと１

年間勉強して、できれば猿払村でもこのようなこと

ができないかと、様々な団体がある中、観光資源を

学ぶということは役場のお世話にもならなければな

りませんし、漁協のことも学ばなければいけない、

農協のことも学ばなければいけない、様々な形で猿

払村を知る機会にもなりますのでこのようなことも

参考にしながら二番煎じではありますがやっていた

だければなと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 ２番目の地域地元の高校として浜頓別・稚内と高

校がありますが、その存続のためにも通学定期の補

助率についてお聞きしたいということでございます。 

 執行方針の中に３割から５割へと通学定期の補助

率を上げるということで新年度の方針として巽村長

の方の方針がございました。この意図についてより

詳しく巽村長の方からお答えいただければと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：それではただいまの質

問にお答えいたします。 

 まず経過を説明いたします。 

 通学定期運賃補助は旧ＪＲ天北線代替バスを利用

する本村の通学生に対しての補助として平成元年度

から平成１６年度まで５割の補助を実施してきまし

たが、平成１７年度から財政的に厳しい状況もあり

行財政改革の一環として平成１７年度では４割補助、

平成１８年度から平成２１年度までは３割補助で実

施してまいりましたが、執行方針でも申しておりま

すがここに高校がないこと、他の町よりは負担が大

きいことは承知しておりますが、本年度から尐子化

対策を含め父兄の負担を軽減することによりこの地

域の高校を存続するためを含めて５割補助といたし

ました。なお本年度より浜頓別町も５割補助に決定

しております。また今後、天北線代替バスが海まわ

りになる可能性が高く稚内方面への通学者増が想定

されますが、最大限５割の補助を継続してまいりま

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）：平成１７年度から

５割だったものを４割に落とし、１８年から２１年

３割で２２年度からは５割と私も地元に高校がない

こと、また尐子化対策だったり交通機関の不便を地

元の公共交通も様々な形で問題化されている中、や

はりこの施策は非常に良いものだと感じますが、さ

らにそのもう一歩行くあえて私が一般質問したのは

昨年から３割から５割へは私も思っておりました。
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さらにもう一つ上へいくためにはもう一段階上の施

策もあっても良いのではないのかなと。極端なこと

を言うとやはり行財政改革の一環の中、子ども達に

負担をしいてきた４年間があってこれからは目処が

たったとは言いませんけれどもどんどん尐子化が進

んでいく中、地元に高校生、前もここで話しました

が１５歳から１８歳の若者の世代が猿払村にいない

という悲しい現実があります。今回の拓心中学校の

卒業生も１０名が確か浜頓別高校を受験したと聞い

ております。猿払村としては今拓心中学校３年生２

７名か８名３分の１強が浜頓別高校ということで私

も嬉しくは思っているのですが、今の求人の学校の

南宗谷だけで限りますと枝幸高校は来年度は何とか

２クラスを保てる状況、浜頓別高校は今のままでい

きますと３８名の募集ですから１クラスしかもてな

いと、２年前ここで一般質問した時に平成２３年度

から道立高校にあっては１学年１クラスは閉校の方

向でもっていくという道教委のお示しがあります。

となればやはり一番身近にある浜頓別高校、猿払村

の高校というのがなくなる現実が近い将来ある。今

ここから稚内高校に通っている子ども達もおります

が、近い将来枝幸高校・稚内高校にバス通学すると

なれば、青春時代の１５歳から１８歳までの間、今

現実的に稚内高校に通っている方々は部活動ができ

ない時間帯でバスで帰ってこなければならない。正

月明けから道新に７回連載でイリカの浜からという

形で積丹のイリカの余市や小樽に通う高校生のこと

が２、３回にわたって載っていました。近い将来、

猿払村もそのような形でやはり勉学も大事ですけれ

ども、スポーツをやって一緒に汗を流して高校時代

を過ごすことはこの猿払村ではできない高校生が１

００％になってしまう、その経験をするためには近

い旭川・札幌まで出る、それか稚内・枝幸に下宿す

る、そのような形を防ぐためにも今から地元猿払高

校ではないですが浜頓別高校です、浜頓別町の努力

もしていただかなければならないですが近隣町村と

して今のうちからやれることを手を打つ、常日頃か

ら上島教育長とは教育委員会に行くたびに私と浜頓

別高校や拓中のことについて話したり雑談の中でし

てきます。その中でこれだという施策は非常に難し

いでしょうけれども村長・教育長、また職員みんな

校長会・教頭会の協力を得ながら地元に高校生が残

れる施策というものをもう一段階考えていただきた

いと思います。そのことについて村長・教育長から

一言ずつ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）：まずはこの補助率の件

に関しましては、これは執行方針でも述べておりま

すが行財政改革の一環として補助率の低減がなされ

てきました。今回これ５割に復活とことでございま

すがこれら行財政改革の一環で行われてきたことに

関しましては一端今年度検証いたしますと、その上

で修正すべきものは修正いたしますとそのように述

べておりますのでしっかりと検証して色んな角度か

ら検証してその結果を出してまいりたいなと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではご答弁申

し上げます。 

 今、小山内議員さんの方から地元ということで身

近な浜頓別高校の間口の関係出たのですけれども私

も正直言って危機感を持っております。今受験終わ

りましたけれども２学級で募集していて１学級分し

かないと、そしたら次の時の入試においては果たし

て２学級なるのか、今１学級でも満たないのだから

１学級でも良いのではないかという不安もあるので、

まず浜頓別の教育長、それから中頓別町の教育長と

も連携をとりながら一忚教育局には申し入れはして

おります。ただ私の方からも浜頓別・中頓別の教育

長とも連携をとっているのですけれども一度この間

集まってもらって浜頓別で集まったのですけれども、

結局今、小山内議員さんが言われる地元に高校とい

うことになると、やはり高校側としても魅力ある高

校でなければならないということで生意気なのです

けれども経験という部分では浜頓別高校の校長も一

緒に来た時に、やはり地域にとって子ども達にとっ

て魅力ある高校づくりをしなければ何ぼ私共が中学

校を通じて地元の高校へ行きなさいったってそれは

できることではないので、そういった中では部活と
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か特色ある勿論受験の関係でも非常に良い成績を納

めていますけれどもそういう方法もあるし、例えば

野球とか何でも構わないのですけれども、部活でも

魅力ある部分を出していかなければならないという

ことで高校にも申し入れしておりまして、やはり高

校側の努力もやっぱり必要だろうとそういうふうに

話し合いをしておりまして、これからも浜頓別・中

頓別それと連携をとりながら地元にある高校を守っ

ていきたいなと私としては子ども達が地域に出ると

いう部分もいたしかたない部分なのですけれも、や

はり経済的なものもあるので選択肢を狭めないよう

な形の中で努力をし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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この２年間に渡っ

てここで何故浜頓別高校と私がしつこく質問こうす

るかというと、浜頓別高の現状がこの４年間で大き

く変わっております。上島教育長もご承知のとおり

４年前までの募集は普通科クラス２クラスに商業科

１クラス、それがその段階で普通科は募集人員枞よ

り１クラスしか残らなくて商業科１クラス、普通科

１クラス、その次の年はたまたま子どもらが多くて

２クラス、１クラス、皆さんもご承知のとおり今商

業科がなくなって普通科２クラス、今年度はたぶん

普通科１クラスという４年間でこのような形の移行

がされている。もう危機的状況なのはあきらかでこ

れが２０年来でこのような形で推移するのであれば

まだまだ地域の尐子化だったりへき地ということも

あるのですが、この４年間でこのような減々の形を

とっているのでやはりこれは早急に対策をというこ

とを思って質問に上げております。是非本当に教育、

浜頓別高校だったり非常に難しい子どもを地元に残

すのは難しいことかとも思いますが、拓中・他地域

・中中・浜中等の連携ともとっていただきながらよ

り良い子ども達のために地元に残りたい子ども達の

ために尐しでもプラスになるような施策をお願いし

たいと思います。 

 最後になりますが（３）番、地産地消、産業振興

の観点から学校給食でのさるふつ牛乳の使用やホタ

テ等海産物の使用についてということになっていま

す。 

 私もちょっと勉強不足だったのですけれども、今

現在、学校給食は牛乳だけに関して言いますと学校

給食の制度によって地元で牛乳を作っていようが何

をしようが地元の牛乳を飲めない、大手牛乳メーカ

ーの牛乳を仕入れる制度になっているということで

認識しておりますが、ここ１週間に１回程度さるふ

つ牛乳が学校給食に使用されていると、この辺の制

度ともし問題点等があれば教育長の方からお願いし

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）：それでは質問にご

ざいます地産地消、産業振興の観点から学校給食の

さるふつ牛乳なのですけれども、それと海産物の使

用についても含めてご答弁申し上げたいと思います。 

学校給食につきましても、教育行政執行方針の中

で、すこやかな体の育成の中でその重要性というの

を掲げておりまして小山内議員さんも出てますけれ

ども安全で安心な食材を使う中で地産地消を心がけ

た給食これを行っているところでございます。ご質

問にありますさるふつ牛乳の関係ですけれども、こ

れは中山間地域等直接支払交付金と交付事業の中で、

これは農業関係者の方々のご理解をいただきまして

農業生産活動との継続に向けた活動ということでさ

るふつ牛乳の学校給食使用による助成をいただきま

して、今年度平成２１年度から毎週金曜日に２００

ＣＣ入りを学校給食に使用させていただいておりま

す。なお全員かどうか確認したわけではないのです

けれども、学校からは子ども達の評判が良いという

ことも聞いておりますので地産地消産業振興の観点

等も含めまして今後も地場産品としてのさるふつ牛

乳が学校給食に提供されるよう期待もしているとこ

ろでございます。また、海産物のホタテにつきまし

ては今年度におきましては猿払漁協さんから生玉の

寄贈をたくさんしていただいたものをこれをホタテ

フライとして２回子ども達に提供することができ本

当に感謝をしております。また、その他のメニュー

で村内での購入ということで地場産品で冷凍ホタテ

約１０５ｋｇ、生５４０玉、干し貝柱の他、ツブ、

タコ、マス、鮭といった海産物もこれは地場で獲れ
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たものを給食として使用させていただいております。

なお猿払・浜頓・中頓・枝幸という４町村で組織す

る栄養士の連絡協議会が中心となって昨年の１０月

から当時学校給食の食材が非常に値上がりしたとい

うことで運営が大変だったわけなのですれども、そ

ういった時に安くておいしい地場産品を学校給食で

使用するためにということで実は共同購入を行って

いるということでその共同購入先として海産物の関

係では猿払村内の水産加工会社も入っているという

ことでございます。いずれにしましても学校給食に

おきましては、食材の購入にあってはどうしても給

食費で賄わなければならないということがございま

すので、そういった中でも今後も出来る限り地場産

品を使用するよう心がけてまいりますのでよろしく

ご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：ちょっとさるふつ

牛乳が給食に使われている件でもう一度だけ再確認

いたします。 

 今の答弁によりますと農業関係者の方々のご理解

をいただいて中山間事業の補助金においてお金の負

担をしていただきながら給食費を値上げしないでさ

るふつ牛乳をつかっているということであれば、基

本的にはそのお金がどこから出てくれば１００％さ

るふつ牛乳をつかえるのかどうかについてお聞きし

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）：基本的にはさるふ

つ牛乳が補助を貰わなかった時には全額負担しなけ

ればならないのでその時はこれまでよつ葉つかって

いたのですけれども、こういった形の中で補助があ

れがその国等の補助を貰わないで独自の形のものも

つかえるということになりますので、私の方とすれ

ば何とかそのさるふつ牛乳をつかえるように、ただ

どうしても給食の部分では給食費の中で賄わなけれ

ばならないという部分がありますので今までのよつ

葉と国の方の補助がなければ単独ということなので

どうしてもきつい部分があるのでそれはまた別な形

の制度がなければ難しいのかなと思っています。 

 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）：それでは尐ない給

食費の中から会計処理をやりくりしながら給食セン

ター色んな独自の手法をとりながらやっているとい

うことで、お金さえあればさるふつ牛乳１００％つ

かえるというこなので、今すぐとは言いませんが産

業振興の観点からとあります。今、牛乳と肉の館で

さるふつ牛乳は生産されております。非常にこの場

でも話しましたが人気のある牛乳で味も違うという

ことで本州等からもネットを通じて引き合いがある

牛乳です。出来れば近い将来そのような牛乳が村の

子ども達が毎日給食で出されることを私は望みます。

牛乳と肉の館の経営に関しても種々論議あるところ

でございます。それが安定的に村内で牛乳がつかえ

るのであればそれこそ午前中の同僚議員の質問にも

あったとおり雇用の場の拡大、それと地域の商工業

の発展、それと次のことを言わせていただければお

金があるのであれば１００％村内の商工業者からの

給食食材の納入ということも、ちょっと飛躍してし

まうかもしれませんが、今村外業者の方の共同購入

という形で安く仕入れているのだというお話しもあ

りましたが出来れば目標を高く、月１００％という

のは非常に無理かもしれませんがそのような形で移

行するのも産業振興・商工業の振興、それと第一次

産業、猿払村の産業の为要な部分である一次産業酪

農業の振興にも繋がるので出来れば食材までとは言

いません、そのような形で産業化、牛乳と肉の館と

の兹ね合いだったり給食費の兹ね合いだったりとい

うのを考えて今さるふつ牛乳週に１回出ているのを

２回、３回となるような形で移行することを望みま

す。その点について教育長の方からもう一言だけお

願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 今、小山内議員さんがこういう場で給食の部分ま

た地産地消産業振興という部分でのご質問していた

だいているということは非常に大きなことなのかと

思います。私としましては学校給食の中では工夫を

しながら尐しでも地場産品をつかえるように、また

地場産品以外にも極力地元での購入を考えています
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けれどもどうしても給食費との絡みがあるのですけ

れども、そこはやはりみんなの力も貸していただき

ながらそういう方法も模索していきたいなと思いま

すのでよろしくご理解の程願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：本日、高齢者福祉

行政、医療、介護、また教育行政と２頄目について

質問させていただきました。非常に難しい問題です

ぐ結果が出るような課題ではないかと思いますが、

やすらぎ苑の問題に関しては村長の思いのとおり今

年度中に方向を作っていただいて、猿払村の老人福

祉行政の向上を願いたいなと、それと教育行政につ

いても子どもとお年寄りには行財政改革の波及を出

来れば受けてほしくない。出来ればお金のかかる問

題ではありますが、出来れば子ども達と老人には住

みよい町、孫の代まで暮らせる猿払村であることを

願って質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：次に２番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書

に基づきまして大きく５点について質問いたします。 

 まず質問に入る前に村長に確認していただきたい

ことがございます。それは議会において一般質問だ

とか予算審議これからあるわけでございますけれど

も、審議の内容こういったものについてその場限り

で終わらせない、そのためには事後処理というの非

常に大事だと、従って職員とも意識の共有を図るた

めにも是非とも議会終了後、質問事頄はどういうこ

となのか、答弁はどうした、その責任はどうすると

いう部分について確認しながらの作業をやっていた

だきたい。まずそこを要望しておきたいと思います。

それで村長は３月までは様子見、４月からは自分の

カラーを明確に表現していく。全くそのとおりだろ

うというふうに思いますし、また就任してから４ヶ

月弱という、組織の全体像だとか流れというのはま

だ失礼ではありますけれども把握しきれていないと

いうのが実態ではないかという辺りは理解はいたし

ます。それと村長は１年をかけてきちんとした方向

を見出していきたいということで大賛成でございま

す。全く今ですね、今の状況の中で全て一般質問に

明確に答えるという部分については辛いものがあろ

うと思いますのでその部分は私も理解した上で質問

いたします。 

 それで３月と言わず４月から前倒しをして村長に

意気込みをお伺いしたいというふうに期待をしなが

ら質問に入りたいと思います。 

 まず１点目、地方分権と地域为権。 

政権交代もなされてこの流れという部分には誰も

が止めることの出来ないそういう流れになっており

ますけれども、これに対忚出来る組織像というのが

どうあるべきかというのが極めて難しいそういう状

況に来ているとふうに理解します。それで執行方針

に書かれております。「自分達の地域は自分達で創

り守り育てる」地方分権の流れは止まることはない。

自己決定・自己責任・自己負担の地方自治の時代、

行政そして携わる職員の意識も変わらなければなら

ない。全くそのとおり。職員は政策の専門家であり

その成果に支払われるのが労働の対価、最終的な結

果は責任は首長にあるというふうに表現されており

ます。また「安心して孫の代まで暮らせる地域を創

るため議会と共に成果を出していくというふうに決

意を述べられております。そこでお伺いいたします。

地方自治法で自治体事務は法令、それと都道府県条

例に反しての事務は出来ない。これは自治法で明ら

かになっております。しかしながらですね、国や道

の組織レベルにおいて私は感じておりましたけれど

も、国・道の職員と言えども職員意識の改革が遅れ

ている、こういう実態は否めないだろうと、そうい

うことは前村長よく言われております。私はそれほ

ど過激ではございませんけれども、そういったこと

が事実だろう。正に法律的な根拠のないという状況

の中で箸の上げ下ろしまで介入してくる、指導した

り法令を盾に地方をがんじがらめにする。そういう

古い体質が残っていることも事実だろうと私は思う

のです。そこで行政だとか職員、当然議員も含めて

国や道の関与や圧力、規制に対して跳ね返す力も必

要だろうと、そういう力を養うことが第一だ。それ

には勉強しかないわけですけれども、それと自己为

張出来るようなそういうような首長であったり職員

であったり議員であったり、そういう意識改革が住
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民の利益を守るためには絶対に必要な条件、地域为

権・地方分権、私はそういうふうに理解いたします

けれども、村長はまずどのように認識されているか。

色々な常任委員会の中でも議論すること度々ござい

ます。これについて意見が分かれるところでござい

ますけれどもその認識をまず一回伺いたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 冒頭に申し上げました議会終了後にすぐ反省する

ようにというのはそのようなことに関しましては勿

論当たり前のことでございますから、その辺のよう

なことはきちんと当然やっていきたいと思っており

ます。またそういうことには限らないですけれども、

そういう条例含めましてそういうことをきちんとや

るという思いがありましての今回の機構改革を上程

した思いもその辺にございます。一忚お答えしてま

いります。議員の論点に答えるものであるかはどう

かはちょっと解りませんが、とりあえず私の思いと

して答弁させていただきます。 

 自治体事務に限らず日本は法治国家であります。

我々はいかなる仕事を行うにしても法律・ルールに

規制されます。自由为義国家ではありますがそれは

何をしても良いということではありません。最低限

のルールを理解し守らなければ生活出来ません。自

治体ルールの自治体事務のルールは言うまでもあり

ませんが地方自治法を中心とする関連法律でありま

す。これらの法律を無視して我々は仕事行うことは

出来ません。ルールを理解してルールを運用するこ

とが出来ます。法的根拠もなくても、また法令を盾

にされてもこちらがその法的根拠・法令を理解出来

なければその圧力を跳ね返すことは出来ないでしょ

う。国・道と対等という意味は職員が同じだけの能

力を持たなければならないという意味です。職員も

勉強しなければならない時代です。そして勉強し能

力を高めれば結果として金銭も付いてくるそのよう

な公務員の時代がもうすぐ迫っております。執行方

針でも成果に支払われるのが労働の対価であると書

かせてもらいました。民間の能力为義に近い給料体

系は目の前まで迫ってきております。私達が今まで

いた民間に言わせれば賞与・期末手当等に差がつか

ないのは真に不思議な現象でございます。１年間の

苦労が報われるのは賞与であり期末手当であり、企

業の自分に対する今年度の評価が確認出来るのであ

ります。今年度傾斜配分を数年ぶりに復活させまし

た。させるつもりです。色んなご意見がございまし

ょう。危機感が薄れているのではないかと感じてい

る方もいらっしゃると思います。しかし、私は危機

感が薄れているとは思っておりません。行財政改革

で一番目について全ての方が納得する方法は人件費

の削減だと思います。しかし私は本年この方法はと

りません。人件費は下げないから同じ給料で昨年度

の倍仕事をしてくれ、倍は大げさですけれども、こ

の方が効果的な行財政改革と判断したからです。倍

の時間働いてくれということではありません。倍の

成果を上げてくれということです。いずれにしても

数年のうちに人事院勧告もなくなるようです。一生

懸命努力すればすぐに報われるそんな楽しい時代も

すぐ近くまで来ているようです。政策の専門家とし

て能力を向上させ、国・道の職員に負けないように

我々も頑張っていくつもりであります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：執行方針でも労働の

対価という部分では明らかにされておりますし、成

果に期待するというような部分で逆に今支払われて

いる労働の対価としての賃金・給与ですか、そうい

うものに触れないで成果の方で期待する。全くその

とおりだと私は理解しますし同調します。しかしな

がらですね、最近の政権交代での流れの中ではご身

分の改正といのも既に出てきているのです。全く厳

しい内容ですよね。言ってみれば格下げ平気でやら

れるというようなね。極めて危険だというふうに私

は考えますよ。为観的な考え方でどんどん気にくわ

ない奴を下げていくという考え方には賛成出来ない

というふうに思いますし、それは慎重でなければな

らないというふうに私は思います。それと先程、法

律があって法治国家・ルールこれはもう当然のこと

だろうと思うのです。だからそのルール・法律とい

うのがきちんと理解されていなければそれをおさめ
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ること出来ないではないですか村長、そう思いませ

んか。絶対条件なのですよこれ、だから私は自治法

を無視しなさいとか、法律を無視しなさいとか言っ

ているのではないです。根拠をきちんと確認の上で

話しを進めましょうと言っているのです。そうすれ

ば理解しますと私もだからそれを出せないのであれ

ばやはりちょっと困りますよと、それで自治法の中

に例えば国・道との協議する内容が例えば条頄があ

ったとしますか。その場合はどうしても私は協議し

たのに納得出来ないという場合がありますね。その

場合文書で回答求めれるのですよ。文書で回答して

下さいと自治法に謳われているのですね。回答をし

なければならないです。助言だとか許認可でそうい

うものについて何故そうしなければならないか。だ

からそこには何故そういう法律が出来たかというと

担当している職員の为観で判断されては困るとバラ

つきがあるからということでそういうこと法律が出

来たのです。それがどうもその今はまだ古い職員が

いるのですね。国には道にもその为観で判断してし

まう。私はルールだという言い方してしまう。そし

たらそのとおりにやったとしたらですよ、村は多大

な損失を被ることになります。これやはりきちんと

やっぱり職員ともう尐し村長話していただきたいと

この部分について、そしてやっぱり自らの能力を一

生懸命高めましょう。議員も一生懸命頑張ります。

私も頑張ります。職員も一緒に頑張ろう、そういう

意識でやっていただきたい。これは要望で答えはい

りません。 

次に二元代表制というような部分で、立場が違う

のですね首長と議会、これはたまたま対立関係と書

いていますけれども、対立関係は常になければなら

ない。正常な今の二元代表制ということになります

と、あんまり批判的になりがちでそういう部分があ

ると行政運営の停滞を招くという心配もやっぱり一

部の議員ではされていて、私もその部分については

やっぱり慎重にせざるを得ないなというふうに認識

をしているところでございますけれども、しかしあ

んまりそれを否定的に捉えてしまうと逆にマイナス

になってしまうのではないだろうかという思いもご

ざいまして、お互い議論をどんどんしながらですね、

何か良い方向を導き出していくというこれが正常な

関係ではないかと思います。村長と私がここで激論

を戦わすと素晴らしい姿だと私は認識しますし、そ

ういったことをむしろ馴れ合いだというふうに思わ

れるのが疑問符というふうに考えますし、やはり積

極的に議員は政策を提案して議論を戦わせてその政

策を実現させるという一つの意味がございますから、

それについて村長はどういうふうに理解されるかお

答えいただきたい。 

○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。 

この議会とこの首長の関係、執行権と議決権の関

係については実は私が議員時代から議員とはよく議

論したことでございます。正直申しましてなかなか

同意点が見えなかった点であると私は認識しており

ます。もう一度ここで議論するような形にはなると

は思うのでありますが、答弁させていただきます。 

日本の地方自治における二元代表制の基における

首長と議会の関係は、共に直接住民から選ばれてい

ることにより対等であり、議員内閣制である国の総

理大臣と国会の関係とは違います。この関係につい

ては私が議員の時代よく議員と意見が異なり議論し

たものです。特に議会が執行権のどの段階まで介入

出来るかの点では認識に違いがあり道議長会まで確

認しに行ったことがあったかと思います。私は対等

ではあるが首長の権限で一番大切なものは執行権で

あり議会は議決権であると理解しております。従い

まして、首長は議会の議決権は犯してはならないよ

うに議会も首長の執行権は犯してはなりません。議

会の議決権は自治法９６条により首長の執行権は１

４８条により補償されております。また、むやみに

執行権に介入すると議決が更正に判断出来ないとい

う住民から託された最大の役割を果たすことが出来

ない場合もあるのではないでしょうか。しかし私が

独断的に執行するということではありません。議員

の皆様から提案された提案・施策も十分に検討し、

重要な案件等については委員会等で何度も議員の皆

様の意見を頂戴し取入れ私の提案で本会議で私の責

任で提案いたします。それを議員の皆様が冷静に判
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断していただければよろしいかと思います。その判

断には勿論従います。それが議決権を犯さないこと

だと思います。また、本会議において修正提案をし

ていただいて可決する方法もあると思います。それ

に謙虚に従うのが執行者が議会の議決権を犯さない

ことでありますし、議会も執行権者を信頼していた

だきある程度まで創り上げた立案に色々な角度から

議論していただき住民の立場より冷静に可決修正、

あるいは否決等の判断をすることが執行者の権限を

犯さないことと思います。就任当初から申し上げて

おりますが、議会の皆様のご意見をお聞きし取上げ

てまいる方針でございますが、あくまでも議案を立

案し提案するのは私の役割ですので、施策の重要度

において議員の皆様、つまり村民の皆様の声を確認

しながら行政を押し進めてまいりたいと感じており

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）：今、執行権と議決権

の問題がございます。非常に難しい問題で、ある部

分では今の村長の答弁の中では執行権は私にあるか

ら全責任において執行したこと、それの良い悪い、

最終的な議決権という範囲の中で判断していただけ

れば良いと。それが非常に難しいことなのですよね

現実として、どこの地方自治体においても。それが

それだけで判断出来るのであれば非常に簡単なこと

であって非常に難しい問題そこではらんでいると。

例えば今の憲法、政権交代になって憲法の改正議論

がされております。内容はと言いますと議員内閣制

にしようではないかと、二元代表制やめようと、弊

害がやっぱり指摘されているということですね、と

いうことは。恐らく改革の推進大綱が６月あたりに

出るのだろうと思いますけれども、そういう部分で

もこれについては触れてこられるだろうというふう

に思っているのです。私も今村長の言うようなお互

いの役割があるというような部分ではそういう部分

で不都合が生じているという部分もあると思うので

す。ただ議員としては執行権者から出されたものの

良し悪しを議決するということだけではないと、や

っぱり住民の色々な声を議会で反映をして執行する

側にある程度政策を提言していくという役割もある

と思うのですよ。それをどう考えるかということ、

そういうことまで否定されて執行権を犯すというこ

とになれば私もそれは問題だと思いますけれどもそ

の部分についていかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先程の答弁で申し上げ

たとおり色んな政策に対する提言を受けることはや

ぶさかではありませんし、勿論議員の皆さんの色ん

な政策は受け入れてまいります。それは当たり前の

ことだと思っております。しかしながらある程度ま

での施策、形づくりですね、それは私達でやらさせ

ていただきますということでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それは当然でござい

ましょう。 

 そういった部分で我々もこれから審議のする段階

ではやはりそこを意識しなければならない時代にな

ったのかなと、やはり執行権と議決権との範囲とい

うのをお互いにきちんと意識した上で議会活動をや

らなければ間違いを犯すと、それはきちんと私も認

識の上で今話しはしているのですけれども、そこの

線引きがどこなのかというのが非常に私も確かめて

いるのに難しいのですね。一つひとつの課題につい

て確認はしているけれどもそれさえもなかなか答え

出せないとのが難しい。それで議員時代に色々な所

に勉強行きましょうということでの村長も一緒に行

かれた経過もありますからそのあたりも勉強しなが

ら今後やっていかなければならないと、我々執行権

を犯すという気持ちではないと踏んで理解しながら

進んでいただきたいというふうに思います。それと

夕張の例を出しますと財政破綻してからこの前つい

最近ですが再生計画を立てましたね。１７年間住民

に負担をしいることになります非常な大きな。しか

しこういう財政状況になっていたというのが議会そ

のもの議員そのもの把握していない、その中で議決

をしていたという行為があるのです実は、村長それ

も実際確認されていると思う一緒にそういう責任も

議員にはあると、議決して分からないで議決してい

る実態だったと、そしたら今その当時の議決した議
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員さんがどこにおりますかというと９割が市外から

出てしまっていないそうです。責任の取り方そした

らどうなるのですかと、随分批判を受けましたね議

会も、チェック機能として何やったのだと聞かれま

してチェック機関として、そういう責任も村長ある

ということは理解していただきたい。これは答弁は

いらないですけれども、全て村長が責任を負うもの

ではないと私は思います。議会も議決した責任とい

うのは当然負わなければならないと思いますけれど

もそれはいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：当然、議会も議決する

責任はあると思います。しかし、先程も申し上げた

とおり冷静に村民の意思を反映させるということが

やっぱり一番重要なことなわけであります。ですか

ら無闇に施策が行われる最初の段階から職員と一緒

になって施策をつくるということは冷静に判断出来

ないのではないかというのが私の考えでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：政策立案の段階から

我々が入り込んで云々というのは間違いだろうと私

もそのように認識しておりますからそれを意識して

今後やっていかなければならないだろうと、ただ委

員会活動の中で事前にやっぱり色んな摺り合わせだ

とか相談のところがございますね。そうなればどう

しても入り込まざるを得ないという状況も村長うま

れてきますね。それが執行権の介入というふうにな

れば常任委員会活動が出来なくなるというようなこ

ともありますし、私も臆病になってしまうそうなる

と、そこはお互いにはきりながらある程度相談しな

がらですね、良いものを創り上げていくという共同

作業、そこには譲り合う精神も時には必要でしょう

し、そういうことを実は期待してこの質問したわけ

でございますから、これについてはあえて答弁はい

らないというふうに思いますし、それと村長、村長

だけの責任ではないよと。成果の責任というのは職

員もとる、議員もとらなければならない、みんなに

あるという共通認識にたっていただけませんか。そ

の分だけちょっと。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：答弁はいらないという

ことでございましたが、私はやはり臆病になってい

ただきたい。そのかわり職員を信頼していただきた

い、ということでございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やはり職員も信頼し

ますし首長も信頼した形の中で議会運営というのを

やっていきたいというふうに私は思います。そうい

うことで時に対立する場合もこれは当然あり得るで

しょう。そういうことを踏まえながら次の問題に入

りたいと思います。 

 まず行財政改革につきまして、平成１７年度より

実行してきました行財政の改革２１年度終わりまし

て、新たに２２年より二次の財政健全化計画が始ま

ります。昨年１２月の定例会でも質問いたしました。

村の財政状況についてどんな認識でおりますかとい

うことでお伺いしたのですけれども、判断基準であ

る健全化の判断指標を３つ大きく答えています。 

いずれの数値についても楽観出来る状態ではないと

いうことでは、村長と共通に認識に立ったはずなの

ですけれども、この部分についてですね、先にまず

改めてこの部分について確認、村長の考え方を確認

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）：前の議会でも申し上げ

ましたが財政状況については、議員との認識はそん

なに隔たりのないものと思っております。ただ今年

度の予算に関しましては身の丈の合わせた予算が出

来たものと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういう状況の中で

２２年度の執行方針の中では達成度の検証を行いな

がら修正すべきものを修正しながら１年かけてそれ

はやっていきたいというふうに決意を述べられてお

りますからあえて言いません。これについては是非

やっていただき、そういう考え方で検証していただ

きたいなという期待を込めながら質問に入りたいと

思いますけれども、就任してから４ヶ月弱ですか、

４ヵ月まだ入ってないですかね。そういう状況の中
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で新年度予算編成作業というのはもう就任してすぐ

とっかからなければならないというそういう状況、

率直に感想を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。 

 ただいま指摘のとおり１２月３日に就任いたしま

したが、その時点で本年度予算の骨格はほぼ出来て

おりましたし、私も初めて予算作成でありましたの

であまり無理に自分の思いを込めるのではなく、無

理のない身の丈に合った予算がつくれたと思ってお

ります。政策的に抱えている課題に関しましてはじ

っくりと今年１年検討させていただき間違いなく方

向性・結論を出すつもりです。新聞等には新鮮味の

ない予算と酷評されておりましたが、逆に選挙がな

かったおかげで無理することなく新鮮味のない手堅

い予算が出来たと思っております。６年間議員活動

を行っておりましたがあのような方法で予算査定が

行われているとは実は知りませんでしたし、事前の

事業事務評価についてもこのような方法で行われて

いるとは知りませんでした。議員時代の不勉強を痛

感いたしました。職員の仕事のやり方等でもそれに

ついて条例が出来る折りには議員は感心を持ちます

が、その後は議員は忘れてしまうことが多いです。

職員にとりまして当たり前になった仕事の方法が議

員に全く知られていないことも起こりうるわけです。

予算査定も全く予備知識もございませんでした。従

いまして準備も全く出来ませんでした。いきなりぶ

っつけ本番で正直言いまして目を丸くしました。自

分自身ではストレスの溜まる予算査定ではございま

したが職員の皆様のご協力で何とか策定してまいり

ました。これから議員の皆さんとじっくり議論を重

ねたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことでなか

なか共通の認識に立つ部分というのは全てではない

ことがあきらかですから、お互いに議員時代言って

みれば認識の違う部分というのは今も全く同じです

けれどもそれは正常だというふうに思うのですね私

は、それぞれの为張ってそんなに変わるものではな

いだろうというふうに思いますから、そういうこと

も頭に置きながら次の質問に入っていきたいと思い

ます。 

 同僚議員が既に質問しております指定管理の問題。

この部分についてはっきり言って自治法の改正言わ

れてましたけれども昭和何十年ですか、先程答弁に

ありましたね。最近では３８年と平成３年が改正に

ついては平成１５年にこの指定管理の公の施設、公

の施設というの改正されたというふうに記憶してお

りますけれども、この指定管理に先程の議論聞いて

まして指定管理者制度を採用するかしないかによっ

て新しい雇用を生むものではない。何か勘違いして

新しい雇用がどんどんう生れてくるというような制

度を活用することによって何かそのような錯覚も私

起きるのですけれどもそんなものではないのではな

いかというふうに思います。それとやはり今までや

ってきて４年目になるのですか。大義名分としては

自治法の改正の目的というのは民間活力の活用、そ

れとは別に地域住民サービスの向上と経費の節減と

いうのが大きく求められたということですね。それ

であえてあまりこれについてはしつこくやる必要は

ないと思いますけれども、同僚議員もこれについて

は質問しておりますから、しかしこの制度をやった

ことによって適用させたことによってメリットはど

こにあったのか、リスクというものもなかったのか、

そういう検証をやはりされて次に進んでいくのだろ

うというふうに思います。この検証作業というのを

ちょっと内容についてお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：指定管理者のコスト等

については、指定管理を申請してきた事業者の計画

書を指定管理者選定時に猿払村指定管理者選定委員

会において協議をし経費が妥当なものか、運営方針

はこれで良いのか等を協議する形をとっております。

また、委託業務についての考えも業務等の中身を各

担当課で検討・見直しを図りコスト削減もそうです

が、住民サービスが下がらないか等を検証すること

を常に考えながら事務執行体制をとっております。

いずれにいたしましても限られた予算の範囲の中で

コストダウンについては常に意識を持っております。
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指定管理制度については民間活力を活用する形で運

用しておりますが、指定管理者におきましても住民

が利用しやすいよう心がけ、公の施設管理に努力を

しているものと考えますし、一部施設については地

域での経済的な効果もあるように思っております。

経費節減についても一部事務の簡素化が図られたと

判断しており、その分については経費的な節減は図

れているよう考えております。また制度のメリット

の裏返しとしてのリスクについては、多数の民間業

者が公募してきている状況ではありませんので住民

サービスの向上についてのさらなる努力が競争相手

がいないことによる閉塞感がうまれるのかを危惧し

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）：分かりました。 

 先程、同僚議員とのやりとりの中でもやはり競争

原理という部分ではこれはちょっと不足していると

こういう地域性がありますからね。札幌市あたりで

はどんどん忚募してくるのでしょうけれども、そう

いった部分で若干の競争原理が働けていないという

部分もあるのだろうというふうに思います。それと

ですね、私達も指定管理者制度を平成１８年度です

か、制度の条例というか公の施設の定義をやる時に

色々と勉強はしたのですけれどもなかなか理解出来

なかったのですねこの制度について、自治法上どう

なのだというの解らないで議決したという全くこれ

があれなのですね、私の認識としてはやっぱり責任

なんですね。全く議会は責任果たしていないと私な

んか、それで自治法上これは副村長にはっきり聞き

たいのですけれども、この経過の中で自治法でがん

じがらめにされているものなのか指定管理というの

ものは、その部分について通知・通達も含めて自治

法１５年の改正後そういう部分どうなっているか、

その経過をちょっと副村長の方から。 

○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

たいと思います。 

 平成１５年に法の改正があって公の施設の定義と

いうことで言われておりますけれどもそれ以降、私

の方では解釈の部分については変化はないのではな

いかなというふうに思っております。ただこの解説

の中にですね、一部ありますけれどもこの平成１８

年９月２日以降、猿払村が平成１８年９月１日を以

て公の施設の指定管理者制度の制度をとったところ

でございますけれども、どのような公の施設であっ

ても旧法ですね、旧の管理委託制度をとることは出

来ないと出来ないこととなりますというふうにこの

指定管理者制度をつくった著者がそう書かれており

ますのでそこまでは詳しくは調べておりませんけれ

ども、そういうような形の中で移行しなければなら

ないというふうに思っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：別にこれについて対

して深い意味あって聞いているわけではないのです

けれども、公の施設の設置、管理及び廃止２４４条

の２の３に普通地方公共団体は公の施設の設置目的

を効果的に達成するため必要があると認めるときは

条例の定めるところに、法人その他団体で当該普通

地方公共団体が指定する以下本条云々、指定管理者

という、管理を行わせることができる。これはお金

を合わせるというふうにかわったというふうに理解

しますけれども、これはやっぱりがんじがらめに縛

られる問題でないというふうに私は理解しますしそ

れは良いのです。ただあんまり法令万能であってそ

れを説明されてしまうと我々もそういう認識の上で

どうしてもやらなければならないのかという認識で

議決してしまったという判断もあるのですよね。だ

からそういうことをきちんとしていただきたい、こ

れ要望にしておきます。 

 それと公の施設で指定管理者にしたことによって

これは馴染まないなという検証はされていますか。

そういうものは全くないかどうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：公の施設の管理につき

ましては先程、佐々木議員の時の冒頭で説明申し上

げたのですけれども、歴史がございまして３回の法

改正行われております。昭和３８年、平成３年、平

成１５年、公の施設ですから本来自分達で管理しな

ければいけないというふうなことです。ところが昭
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和３８年、管理委託も出来るようにならないかとい

うことで漁業協同組合とか農業協同組合とか自治会

とかそれらの公的なものも管理委託出来るように改

正されました。そして平成３年になってもっと拡大

して第３セクター地方自治体が２分の１以上出資し

ている第３セクターでも管理委託してもよろしいで

すよと、そしてその他に利用料金、使用料ではなく

て利用料金もとっても構いませんよというように改

正されました。そしてさらに進歩いたしまして１５

年、１５年になって法人、普通の法人でもきちんと

地方自治体で指名ですね、指名してすることが出来

れば管理してよろしいと、公の施設を管理してよろ

しいという流れで出来ております。そういう流れで

す。それをまずご理解下さい。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の質問は当然そう

いう理解の上に立って話しているのであって、いか

に法があっても法を曲げれとは言いません。法の判

断・解釈というのはそれぞれでしょうということを

言っているのです。公の施設の定義というのは私何

故こういうこと言うか法律論争をするつもりはさら

さらないのです。ただあまり馴染まない施設はあり

はしないかと、例えばですよ、それの法をがんじが

らめにすることによって法律違反をおこす可能性も

あり得るということを指摘しておきたい。それでは

具体的に言います。例えばふるさとの家、長期独占

的の施設ですね。収益事業をやってます独占的に、

これは公の施設なのでしょうか。これはやっぱり副

村長この部分については例えば指定管理、平成１８

年に３８年と平成３年、１５年と自治法の改正の経

過があるにして平成１５年の改正の時点ではやっぱ

り民間活力というような部分ではそういう制度も出

来上がったというふうに理解するのですね。何でも

やれということではないと思うのですよ。やはりそ

の地域の実態に合ったような形を採用して下さいよ

という裁量がその裁量があるはずなのです。そこで

お伺いしますけれども、例えば今私が言ったように

法を守るために法律違反を犯すとそういうことです

ね。それをちょっと指摘しておりますけれども、例

えばふるさとの家さるふつリゾートに指定管理一括

して管理しました。その一画にはヤマト観光という

のがありました。ここで言うのが憚るかどうかはそ

れは別でしょう。私の責任においてこの発言します

けれども、そこに転貸をしていますね。どういう形

でこれ法律違反にならないでしょうか。副村長その

あたりちょっとお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：今、ホテルが公の施設

ではないようなお話しをなされたのですけれども、

公の施設として設置はこれ条例で議会も議決してお

ります。それがやっぱり議決の責任だと思うのです

けれども、だからそれを今ここで公の施設ではない

とおっしゃられてもこれはちょっとなかなかここで

は議論することではないと思います。 

○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

申し上げたいと思います。 

 今、村長がおっしゃいましたけれども公の施設と

しての平成１８年に議決をいただいております。そ

れで公の施設の定義が５つありますけれども、それ

にあてはめてもホテルについては色々調べてみまし

たけれども、ホテルとしては公の施設として該当す

るだろうというふうに思っているところでございま

す。それと先程、ご指摘いただきました部分につい

ては非常に答弁に苦しむ状況にございますので、１

年間かけてその部分を含めて１年間かけて精査して

まいりたいというふうに思っております。私共の過

去の経過も何かあったようでございますので、その

点についてはご勘弁を願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：だから村長が言うよ

うに議決責任はあなた方にあるというふうに言われ

ているのですよ。だから我々は議決に対しては状況

十分承知の上ということでは執行側と色んなやりと

りしなければならないという、そういうことをちょ

っと認識として言っておきたいと思うのですよ。そ

れでやはり私は法律はがんじがらめにしてしまうと、

そのがんじがらめにしたことによって逆に法律違反

を犯しても気が付かない場合があるよと、そういう

こともやはり我々一緒に注意しなければならない。
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それと議決責任当然でございます。これはふるさと

の家を議決したではないかと言えばそのとおりなの

です。だから馴染む施設か馴染まない施設なのかと

いう検証をもう一回議会ともしたいと、執行者側も

して下さいと、我々も一緒にやりたいというそうい

う思いでいるのです。そういう思いでいるのですよ。

そういうことで先程から村長とやり取りしているの

ですけれども、執行権に介入する何ものでもないと

いうふう私は理解します。そういう意識はないとい

う部分で、意識があるとすれば常任委員会でも委員

長でもありますしそういう部分は判断していきたい

というふうに思いますけれども、村長、今一度その

見解を。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：まずちょっと２つぐら

い今思うところあるのですけれども、ただ今回のこ

の指定管理制度ですけれどもこれはさっきから何度

も申し上げますように３度の法改正がありまして、

民間資本が入ってきて経費の節減を図って公の施設

の管理するという年々進歩してきた法律なのですよ。

ですから法律の为旨を良く理解してせっかくこんな

良い法律あるのに何故活用しないかということなの

です。何故それに縛られるかとおっしゃられるけれ

ども、きちんと理解してきちんと活用するのがまず

一番でないかということをまず私は申し上げたい。

それがまず１点でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この制度が悪いとか

良いとかっていう議論しているつもりはさらさらな

いのです。ただ議決責任というのはあるでしょう、

当然でしょう。であれば不都合があれば議会も含め

て一緒になって直していったらどうですかと、そう

いう検証を一緒にしませんかと私提案しているので

すよ村長、別にこの制度が良いとか悪いとかという

議論をしようとさらさら思わないのです。だからそ

ういう村長が言う答弁した目的だとか、意義だとか

そういうもの十分承知の上で私も話してます。ただ

１８年当時そこまで我々がきちんとした認識の上で

議決したかと言うとはっきり言って村長もこちら側

にいたから分かると思うのですけれども、解らなか

ったという実態ですよね。お互いにそういうこと言

い合ったこともありますね。解らないな難しい。だ

からそういうことも含めて考えれば私前向きに今言

っているのですよ。その制度があったから駄目だと

か良いとかではなく。然からば今先程の同僚議員と

のやり取り聞いて牛乳と肉の館について色々議論さ

れてやっぱり村長はあんまり縛りがありすぎると駄

目だ、撤廃もしていく必要があるだろうとそういう

ことを言っているの私は、ふるさとの家もそんなこ

とが邪魔していないかと、しているものがあるとす

ればそれを撤廃すべきではないかということを私言

っているのですよ。そして指定管理者制度にして馴

染まないところがあるのなら直していくという作業

も必要ではないですかとこと私言っているのです。

その制度が云々と言っているのではないです。その

辺りのご理解はしていただけますか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：だいたい分かっている

つもりではありますけれども、ただこの指定管理者

制度とふるさとの家のことを絡みますとなかなかち

ょっと難しくなってくるのですけれども、だからホ

テルの管理を含めまして言いますとこれ本当この指

定管理者制度をつかわなければ後はもう売却してす

るという方法しかもうございません。管理する上で

はね。民間資本でやっていただくためには、そうい

う方法しかございませんのでそれを踏まえてちょっ

と答弁したわけでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：先程、村長、同僚議

員の質問に対して色々牛乳と肉の館、試験研究施設

として有望だ、全く同感ですし是非やっぱりそうい

う形、それとやはり正常な収益を上げるようなこと

をやっていけないというような縛りもあるようです

し、色んな縛りがあるようですね条例の中で、だか

ら今それを指定管理者制度でそのまま続けていくと

いうことはそういうことも全然とけないということ

になりますから１年かけてそこは議会と一緒になっ

て共同作業やりませんかという提案しているのです

今、そういう部分で何とか良い方法でつかえる方法

ないだろうか。発展的にあそこを研究施設としてつ
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かうなんてことは素晴らしいことだと思いますので、

そういう部分一緒に考えませんか。議会会議するつ

もりはございません。一緒に考えて一緒の方向で出

していければ一番良いものだというふうに思います

から、その部分を最後に館の部分だけで結構でござ

いますから再度聞かせていただきたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：牛乳と肉の館の施設に

ついては私は十分に有効に使える施設と認識してお

りますので、この点に関しては議会の皆様と色んな

相談した上で活用を考えてまいりたいと思っており

ます。 

○議長（山須田清一君）：２時４０分まで休憩しま

す。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

再開 午後 ２時３８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。 

 眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは指定管理等

の問題については一段落という部分で位置付けてお

きたいと思います。ただし一つだけ言っておきたい

と思いますけれども、色んな問題が指定管理も含め

て業務委託、そういったもの含めて経費の節減を図

る、先程から議論されていたコスト削減すれば良い

というそれだけのものの考え方は私はしておりませ

ん。しかしですね、地方自治法の本旨なのです。最

尐の経費で最大の住民サービスを展開するという大

きな目的が地方自治法の中に謳われておりますから、

やはりそれを強く訴えながらこの問題については次

に進めたいと思います。 

それで次に地方交付税の推移を見ますと小泉政権

の三位一体改革からずっと端を発してですね、一時

は９年前２０兆３，０００億円、それを９年度で１

５兆８，０００億円、徐々にどんどんどんどん一気

に減らされてきた。そして最後は１６兆円という格

好になっている。それで政権交代後、１兆円増えて

１７兆円にしようというそういう流れでございます

ね。しかしこれも端折って言いますけれども、２２

年度のみなのですよね。継続するものではないとい

う、そこに認識やっぱりきちんと標準を合わせてお

かないと、さぁ削られましたは予定したものが足り

なくなりましたよということにないように、この認

識やっぱり気を緩めるような状況にないということ

だけで村長ご理解いただけますでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：勿論そのように認識し

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）：時間がないからまと

めて言います。道内の各町村、これは庁舎の清掃だ

とか公用車の廃止、地域の清掃活動住民にやっても

らったり徹底した経費節減の努力が続けられている

と、そういう状況の中で実は平成２２年２月２２日

の道新で「節約すれどすれど厳しさ続く地方財政」

というのが留萌の市政について留萌市の財政状況に

ついてこれ大きく暮らしと政権交代という課題の中

でクローズアップされております。やはりまだ血の

滲むようなやっぱり努力を続けている。そういう実

態にございます。そういうことを念頭に置きながら

町村名を出してはいけないのですから近隣の町の中

で早期の健全化団体という部分で指定されて、それ

で外部監査というような部分でされた。これは健全

化団体に指定になっている外部監査の義務付けられ

るのかどうかそれはよく解らないのですけれども、

その中で管内で３つの町が、その中で陸地の部分で

考えますと色々ニュースが出ています。議員の報酬

の日当制・役場庁舎の管理・ゴミの収集、高額だと

指摘されているのですね。それを見直すようにとい

う、これは医療や何かについてもある町であってそ

れはやっぱり引き金になって色々な問題が発生させ

ているというふうなこともあるように聞いておりま

すけれども、私はこういうこともやっぱり必要だと

いうふうに認識するのですね。これは後で答弁いた

だいてからまた議論したいと思いますけれども、こ

れについてどうお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 



  －33－ 

○村長（巽 昭君・登壇）：通告書の行財政改革の

６番目、７番目の質問同時にあったと思いますが、

同時に答えたいと思います。 

 まず危機意識の方に関してでございますが、まず

今まで実施している庁内に関しての経費節減につい

て説明させていただきます。役場庁舎の警備業務に

ついては以前、夜間の宿直・休日祝日の日直を業者

に全面的に業務委託として実施しておりましたが、

平成１５年度から職員で行っており経費の節減と住

民サービスの低下を最小限とする内容で夜間につい

ては管理職が携帯電話で管理し、休日と祝日につい

ては一般職員が日直での対忚をし代休扱いとしてお

ります。また、役場庁舎・病院・保育所のガラス清

掃については、以前は清掃委託業務で外注しており

ましたが１５年度から職員・互助会が中心となりガ

ラス清掃と役場庁舎駐車場の白線引きについても行

っている現状でございます。議員質問の庁舎内の清

掃でございますが、清掃管理委託業務として年間契

約で外注しておりますが最小限の人数と日数で計上

しており、各会議室の清掃については各課職員の会

議室割りをして当番制により使用時において清掃を

行うことと、当然のことでありますが職員から出た

ゴミは各自で集積場まで処理する等の経費縮減を図

っております。それと外部監査のことでございます

が、公約であります安心して暮らせる地域づくりの

ためには絶対条件であります財政の健全化なくして

実現はあり得ないことであります。就任時の１２月

定例会においても村の財政状況は非常に厳しいと答

弁しておりますが、平成２２年度の予算編成を終え

た後もその認識は変わっておりません。先日、近隣

町の早期健全化団体におちいた要因と解消策が外部

監査結果報告書として新聞に報道されておりました

が、住民に対する負担や過酷な労力が伴うと推測し

ております。外部監査導入の重要性も認識しており

ますが、外部監査結果報告書の分析と合わせ内部か

らの指摘事頄を確実に第二次の行財政健全化に織り

込み実行してまいります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことでよろ

しくお願いしたいと思います。 

 それで健全化計画謳っている段階で個々の税金だ

とか、上下水道使用料、各施設の使用料そういった

ものも全部住民に負担をしいてきた。そういう状況

の中ではやはりまだそれが続いているのですね。や

はりそういう意識を最大限持っていただきたい。そ

れと使用料何かは施設の使用料かけたのだけれども

料金徴収してから使用の実態どうなっているのかと

いう検証どうなっているのかそういうの解らないの

ですね。もしもとって利用が激減しているというこ

とであれば考え直す必要もあるだろう。負担につい

ても、そういうこともやはり検証しなければならな

いだろうというふうに思います。これはやはりこの

１年間かけてでもそういうこと検証していただきた

いと思います。そういうことで村長この部分ですね、

先程の議論になっています。我々何もコストだけ落

とせということ为張しません私はですよ。先程 

通学定期３割から、５割アップした、必要な部分に

はやっぱりあるべきだと大賛成ですね。もう感動し

ました。そういう政策一つだけでも見せていただい

たということでやっぱりそうあるべきなのですよ。

住民が求めている今やらなければならないこと何だ

ろうと捉えたらそういうふうに村長は捉えていただ

けた。素晴らしいことだと思います。従って今の住

民に負担を求めたのだけれども現実それによってど

ういうふうに利用が変化したのだろうかと、全く使

われないのであれば撤廃すべきだぐらいの考え方に

なりませんか。そういうことをちょっとお伺いした

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：何度も申し上げており

ますが１年間かけて検証しメリハリを付けて決断し

てまいります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：議員の中も衿を正さ

なければならないというような部分でやはり東京２

３区のうちこの前テレビでやっていました。１６区、

２３区のうち１６区何区あるか解らないのですけれ

ども東京２３区でしょうね。議員報酬は日割制にし

ていると、ついこの間、名古屋市長、河村市長がや

はり条例改正案を提出したと、議員報酬を１，５０
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０万円の半分の８２０万円ということで議案提出も

否決。今盛んに議論されております。議会の開催日

数だとか、日割の日数だとかと考えればもうそのぐ

らいの提案があっても当然かなというふうに私は思

います。あえてこれについても１年間かけて村長我

々と一緒に協議していただけませんか、それについ

ては答弁。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：勿論検討してまいりま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それと先程、村長は

職員を信頼すると当然であろうというふうに思いま

す。やっぱり信頼したいです、１００％の信頼をし

たいと私も同じ考え方でおります。そういうことを

前提にちょっともう一点だけお聞きしたいのですけ

れども、今、地域は試されていると思うのです。と

いうことは地域の活性化交付金何てありますね２年

間ですか。政権かわって若干の使いがって良いか悪

いかはあるにしても内容同じような形です。これか

らは一括交付金にかわってくるだろうというふうに

言われております。補助金制度廃止だということ、

ここで村長にはちょっとあれなのですけれども失礼

ですけれども、副村長こういうふうな形で移行する

ことについてチェック体制というような部分では副

村長はどう考えるか。それと総務課長にもちょっと

それをお伺いしたい考え方ね。今度そういうふうに

移行された場合どういうことが心配されるか。気が

付く範囲で結構でございますけれども。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：三位一体改革でも

そういう話しが出ておりましたけれども、補助金制

度から地方の裁量で使える交付金にかわるというこ

とは非常に良いことだと思いますけれども、それな

りに十分なチェックをしていかなければならないと、

それはやはり実質公債費比率の関係ですね。そうい

う公共投資をやる段階ではそれが実質公債費比率に

影響してくるわけですから、先程の外部監査報告の

近隣の町の報告書見ておりますけれどもそういう部

分については徹底したチェックが必要であろうとい

うふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：眞田議員にお答

えしたいと思うのですけれども、副村長が今公債費

の関係で来た金についての使い方ということで全く

同じなのですけれども、内部のチェック機能に関し

て私はちょっとその部分でしゃべりたいと思うので

すけれども、補助金でしたら色々と会計検査という

部分がありましてその辺ではきちっと設計書から何

からされていくだろうという部分があって、今後交

付金制度にかわってその部分も含めてきちっとなろ

うとか思うのですけれども、単独費的な考え方でい

つも指摘を受けるのですけれども見積りは１社とか、

そういう部分でより多くの見積りをとった中で単価

とかそういう部分のチェックを怠らないような形で

いきたいなという考えでおります 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の先進的自治体の

中で非常に危惧している問題はそこなのですね。補

助金であれば言ってみれば終わった後、会計検査も

ありますし点検する機関がきちんと充実している今

ある所だよ、国の補助制度であれば、しかしこれが

全て一括交付されて自治体の責任と判断でやるとい

うことになれば危険も伴うということは事実なので

すよね。副村長そこは認識されると思いますけれど

も、そこはよほどやはり慎重に点検出来る体制をや

っぱりつくっていかなければ監査だけに求めるとい

うのは限界というふうに言われておりますね。各自

治体では今の監査制度絶対無理ですと、外部監査何

て言っても無理です。議会のチェック機能絶対無理

ですと言われてます。やはりその辺りもそろそろ検

討しておく必要があると思います。それは担当が積

算したんだからそれで良いんですという１００％の

信頼も良いですけれども、やはり間違い未然に防ぐ

という意味ではやっぱりそういう点検も作業も必要

だというふうに思いますので、それはやっぱり体制

について協議していただきたいというふうに要望し

ていきたいと思います。それでこの問題については

もう一つですね。それとコストの問題になりますけ
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れども委託の関係で随分やはり高いのではないかと

人件費がずっとそういう問題も議会の中で言われて

ますけれども、やはりそういうことも含めて例えば

村の職員が定年退職になって許されるものであれば

ですよ。やはりそういう所で年金の支給開始年齢ま

でやっぱり何とか協力していただくとか、かなり低

賃金になりましょうけれども、年間１００万円、１

５０万円で単位で活用して人材を外に逃がさないと

いうことも村長一つ検討していただきたいと思いま

す。これについては村長、検討、やるならない別で

１年かけて検討していただけますか。こういう問題

について。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：私も今まで民間におり

ましたので私らの会社等含め大体６０歳過ぎますと

金額はかなり減るのではありますけれども、大体最

近の場合は再雇用とかそのような形で雇用を確保す

るという会社はどの会社もとっておりますのでその

ような形でやっていきたいなと考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは次に入りま

す。 

 定住自立圏構想についてでございます。市町村合

併や広域連携・連合、そういう選択肢この市町村協

定がやっぱりうまくいかなかったというような部分

で第３、第４という構想の中でこういう構想が出て

きたというふうに理解します。村長は積極的に参加

というふうになっています。表明されております。

しかし自立圏の内容を見ますと極めて幅の狭いもの

になっておりますし、稚内市が中心地の宣言をして

おりますけれどももう既に構想に書かれている内容

はもう既にされていると現実に、まだまだ幅広くや

っていく必要があると思うのです。例えば示された

内容以外にですよ。ここで時間がないから提案しま

すけれども、やはり国保の会計５００世帯ではちょ

っと無理ではないですかと私は言いたいし、そうい

うことも含めてもう一緒に出来るものは出来ないの

だろうかと、今回、国保の後期高齢者の問題につい

ても何か今の政府は２０１３年度には６５歳以上は

全部国保にというような案もあるようですね。そう

いうことも含めて考えれば枞を超えた推進をすべき

だというふうに思います。それについて一言。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：定住自立圏構想につき

ましてはですね、既にやっていることではないかと

いうご指摘もあるのですけれども、私といたしまし

てはまずやっていることでも何でもまず始めなけれ

ばスタート出来ませんので、まずやっていることで

もまずスタートしようということから、それからこ

の出来ることをやろうと、そしてまた今までやって

いないことをやっていくことを段階的に拡大してい

きたいと思っておりますので積極的にやりたいとい

うのは私の意向でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは国で言う中

心市だけでなく北海道もビジョンを出しましたね。

小規模自治体同士ではもうやって良いよと、それ北

海道で支援しますということになりますから、隣町

の浜頓別・中頓別・豊富ともそういう可能性がある

と思いますのでそのあたりも幅広く一つ検討いただ

きたいと要望しておきます。 

それと次に入ります。医療費の抑制安定化計画と

予防医療についてお伺いしたいと思います。 

医療給付費が基準を超えた自治体道内１５の中に

猿払村も入っております。そこでこれは毎年入って

いるのでしょうね。そんなことで指定されれば安定

化計画の策定求められると、どこにそういう要因が

あるのだろうか。心配でそれをまずお伺いしたい。

それと合わせて予防医療の観点からインフルエンザ

のワクチンだとか肺炎球菌ワクチン接種、予防ワク

チンの接種、推進もどんどんしていった方が良いと

思いますし、そういう状況はどうなっているのかと、

それと助成制度についてやっぱりどういうふうに考

えるか。それと子宮頸ガン予防ワクチン、最近言わ

れてますけれどもそういう助成制度も検討するべき

ではないかというふうに提案したいと思います。そ

れとさるふつ広報の３月がまわってきたのですけれ

ども昨日見ました。病院薬局の窓口からということ

で薬剤師が原稿を書いておりますけれども、それ読

んでみたら小児科、小児用肺炎ワクチンの接種の効
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果について書かれております。これらについても積

極的に対忚すべきと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：疾病状況の要因としま

しては、医療費で見ますと高血圧疾患・脳梗塞・糖

尿病・虚血性疾患・ガンの合計医療費が８０％を占

めている状況です。これらの疾病の対策としまして

は肥満対策を重点的に、また生活習慣病の中では高

血圧・糖尿病に焦点を合わせて取組みを実施してお

りますし、今年度は特定健康診査実施計画の中間年

でもありますことからさらに努力をしてまいります。

また、ガン検診を始めとした各種検診につきまして

も受診率の向上に努めてまいります。国保の被保険

者につきましても医療費削減に向けて継続した検診

料金の自己負担の免除をしてまいります。また、イ

ンフルエンザ予防接種と肺炎球菌ワクチン接種状況

でありますが、平成２１年度でインフルエンザ予防

接種につきましては季節・新型合わせまして１，７

９５名、肺炎球菌ワクチン接種は１３名となってお

りインフルエンザ予防接種につきましては新型イン

フルエンザの流行もありましたことから４７３名と

なり、季節型につきましても前年度と比較しまして

１３３名増えております。今後も村民に対しまして

料金の一部助成をし、国保被保険者につきましては

医療費削減の目的から今年度も自己負担を免除しな

がら予防に努めてもらうようにしてまいります。子

宮頸ガン予防ワクチンの接種につきましては、管内

ではまだ実施している機関はございませんが接種及

び助成制度に向けて検討している町もあると聞いて

おりますので猿払村におきましては議員おっしゃる

とおり予防対策が医療費抑制に繋がると考えますの

で医療・保健担当者も含めて是非検討してまいりま

す。 

 よろしくご理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは次に教育行

政に入っていきたいと思います。 

 執行方針の中に教育の目的である人格の完成と心

身ともに健康な村民の育成を目指すため学校教育・

社会教育の振興云々と書いております。この中でか

ぶる部分ございます同僚議員の質問と、生涯学習の

環境整備、郷土猿払村への愛着と誇り、他人を思い

やる心云々と書いてある、そういう基本方針を標榜

しております。 

それでお伺いします。１番目の教育現場と学校の

あり方で問題提起、これについては省かせていただ

きまして、２番目の全国の学力・学習状況調査、学

力テストの問題でしょうね。そこで学校の授業以外

の学習がほぼ定着していると関心も高い、家庭学習

に対する目的意識・生活習慣明確に位置付けるとし

ているが課題は学力テストの結果そういうふうにお

さえていなかったのですけれども、これでいけば何

か素晴らしい全て満たされたというふうに理解され

ますけれども、これについて見解。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：１番の質問はいい

ということですね。 

 学力テストという部分なのですけれども、ここで

引用しているのは質問紙調査というのがございまし

て、ほぼ全員が家で学校の宿題をしているというこ

とで書いておりますけれども、ただ今ご質問にある

の中で単にこの宿題をしているということで満足す

るということではなくて、やはり家庭学習において

は単に宿題だけではなくて自らの課題意識に取組む

学習や予習的な学習とか読書も含めてですね、そう

した生活習慣こういったものは課題としても永遠の

課題になるかも解りませんけれども、そういうこと

でまだまだ満足するべきことではないということで

ここに謳っております。全国学力学習調査の関係で

は１２月の議会で質問をいただきましたけれども、

単に宗谷管内、あるいは全道平均を上回っているか

ら良いのだとかそういうことではなくて学校現場に

おいても決して満足はしないで子ども達のために次

に伸ばそうということですので、我々もそういうふ

うに押さえて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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：学力テストの結果に

ついて課題の検証をするというふうに教育長証明さ

れて、私もそれなりに課題はそしたら何があるのか
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ということで、こういう答弁いただいた、中学生に

ついては平均化していると中位以下というふうに理

解しますけれども、中位以上なのかそのあたり解り

ません。小学生については上位と下位が二極化して

いると、そういう課題があるというふうにお伺いし

たのですけれども、この執行方針にその対策につい

て全然謳われていない。何故なのか。 

○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。 

 確かに学力の状況が上位層と下位層に分かれると

いうことで基本的には上位層にあるのが望ましいの

ですけれども、ただそういった部分で十分検証して

学校長とも検証している中で学校教育の個別の重要

点の中でその経過を受けて基礎的・基本的な知識・

技能の確実な定着、それら問題解決、それから個に

忚じた指導、これについては学校長と綿密な連絡を

とりましてこれらの学校の中でも十分押さえている

ということで一般のだけしか上げておきませんでし

たのでその点ご了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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：稚内市あたりですね、

これ平成２２年２月４日の日刊宗谷ですけれども、

稚内の子は何故学力低い要因と対策をさぐる、教育

関係者で向上チームをつくった。それについて対策

協議もして何とか手を打とうということでやってお

ります。しかし、猿払村はそういう課題がないから

そういう対忚がないのか。私、前村長もはっきり言

います、今の村長が議員の時代やっぱり地域見合っ

た学習塾も必要ではないかという提案がされたと、

あの時、私もぴんとこなかった。しかし上位の人は

私は良いと、尐なくても上位は伸ばしてやれば良い

し、伸びる力もあるかもしれない。下位のどうしよ

うも今詰まっている子を何とか底上げして一定程度

のところまでにしていかなければならない。そうい

う思いで前も質問したのですけれども、方針にさっ

ぱり謳われていない。具体的な対策はないというこ

とで理解してよろしいでしょうか。 

○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。 

 稚内でございますけれども、確かに学校長も学力

学習状況調査これで全て分かるわけではないのです

けれども、それと学校ではその学力学習状況調査以

外に色んなテスト等もやりまして、当然個に忚じた

指導というものが当然学校として教師としてやるべ

きことはやっておりますので学校現場の部分ではこ

こに細かく書いておりませんけれども、我々の方と

すれば教師が色々と研修を積む中で学力学習状況調

査の関係については割と高い部分があるのですけれ

ども、ただそれだけで満足することなく個に忚じた

指導というものをやっぱりしていかなければならな

いと思っています。それと今、その低位層の方をど

うするのだという、これは当然学校として何々ちゃ

んはこういう状態だ。何々君はこうだというのをき

ちんとおさえて教育していますので、そういった部

分は学校現場の中で個々に個に忚じた指導がなされ

ると思ってますのでその面ご理解願いたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これが何億もかけて

学力調査やっているわけですよね国全体では、そう

いう課題だとかそういうもの検証するためにって教

育長も言われましたね。だから課題を図ったら対策

打たなければならない。それには執行方針に書かれ

てます。実は平成２１年度の執行方針と２２年度の

対比してみました。何ら変化ない。提案します。も

う指摘だけしてもしょうがないです。ただ下川町、

平成２２年２月２３日の道新の記事です。暮らしと

政権交代、先程もありましたけれども、これも下川

町で商工会が運営して塾を開設しているのですね。

故郷の雇用再生特別対策事業、そういう対策をやっ

ている所はやっているのですよもう、町村でやれる

ものはやろう。商工会にお願いしてそういうことも

やろうと、そういうものがさっぱり見えてこない教

育の中で、これについてやはり１年かけてこれにつ

いてどうですか、早急に対忚・検討してみるという

気ないですか。 

○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。 

 下川町の関係についても商工会がやっているとい
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う記事は見まして、前に巽村長が議員の時にも東北

等の学習塾こういったもののお話しも出されまして、

それは非常に大事なことなので各学校長とも協議を

いたしまして今すぐということではないけれども、

我々が何故議会でそういう問題が出るのかという部

分を学校長もきちんと理解をしていただいて協議も

していまして、そういった部分では今、特別な対策

ということではないのですけれども、今後そういっ

たものもざっくばらんに学校長ともさらに時間をか

ける中で話ししていって猿払の子ども達が良くなる

方法を選んでいきたいなと思います。 

 よろしくご理解の程お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それではこの問題ち

ょっと外に置いて、やはりこういう部分が村長の方

の村政執行方針の中にもこの教育問題課題としてど

う取組みますと謳われておりますね。重要なことだ

と思うのですよ生涯学習、しかし教育の執行方針読

みますと生涯学習云々と言葉ではちょっと出てきま

す。子ども達のため子ども達の将来のためという表

現がありますここで、教育って子どもだけの問題で

はないのですよ。高齢者もありますし成人もあるの

ですよ。そういった部分でやはり社会教育だとか生

涯学習・スポーツだとかそういうもの重要な問題だ

と思うのですよね。目新しいもの何もないではない

ですか。何年同じことやってます。どろんこ広場・

百寿大学と同じ言葉ではないですか。これねもうい

い加減に教育長卒業してもらいたいと思う。新たな

ものをやっぱり教育長に色んな部分で仕掛けてやっ

ていただきたいというのが私の我々の願いだ。 

それで次に移りますけれども、教育委員の選任に

ついてお伺いしますけれども、これに載っていませ

ん。しかしちょっと関連あるからお伺いしますけれ

ども、議長のお許しを得たいと思いますけれども、

若干ちょっと質問からずれるっていうのは通告には

ちょっと載っていない部分かもしれない。 

○議長（山須田清一君）：その質問には答弁を必要

としますか。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：当然必要としますけ

れども、若干関連がありますから、これもしも完全

にずれていたら言って下さい。 

 教育長の選任について教育委員会が名職化してる

だとか形骸化してるそういうもの防ぐために保護者

の意見を教育行政に反映させるため教育の活性を図

る目的で教育行政法で２００８年に義務化をしまし

たということで、保護者から教育委員を出すのだよ

ということを義務化された、その中に入っていない

のが猿払村と５町村しかない。これは入れる気ござ

いませんか。 

○議長（山須田清一君）：答弁の用意は出来ていま

すか。 

 上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：教育委員の保護者

への関係なのですけれども、これは新聞に出ていた

とおりでございます。この法律がいわゆる教育三法

が出来た段階で、これまでは教育委員さんというの

は保護者の努力義務として教育委員の中に保護者が

入るよう配慮するのが望ましいという形だったので

すけれども、この平成１９年６月の国会で２０年４

月１日からの施行なのですけれども、これにあって

は地方公共団体の長は教育委員の任命にあたっては

委員のうちに保護者が含まれるようにしなければな

らないというふうになっております。それで法施行

の時にそれではいなかったら違法なのかというと全

然違法ではなくて、次の改選期までで良いですとい

う部分がございます。ただ我々のこの法が施行され

た時に内部的にも考えて実は今保護者の中でも保護

者の声を聞く中で次の改選に向けてやはり取組んで

いきたいなということで村長ともお話ししています

けれども、以前の部分でもあります。ただいずれに

しても初めてのことなので適任者がいるかどうかち

ょっと迷いもあるのですけれども、例えば一番望ま

しいのはうちには高校がないので小学校・中学校の

保護者がなるべきだと思うのですけれども、時間が

きて子どもがいなくなった時に辞めれと言うのかと

か難しい問題もあるのですけれども、いずれにして

も保護者の意見を聞くというのは大事なことなので

次の改選がきたらまた村長とも相談しながら方法を

見つけていきたいなと思っています。 

 以上でございます。 
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○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：先程、何回も言って

います。法が義務化されて法で義務化がされたから

やれと言ってこと言っているのではないのですよ。

法は法で良いのです私は、それに万能になる必要な

いということ言っています。それを前提にこういう

目的のために法出来たのだけれども、その目的を必

要としますかということ言っているのです。そして

やる気があるかどうかということお伺いしているの

でもう一度ちょっと。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：失礼しました。 

 私の見解とすればですね、やはり地域の実態に合

った中で東京でやる法律と猿払村でやる法律は同じ

なのかという部分で、ただ法的な方の为旨からする

と我々もそうなのですけども、十分に保護者の意見

を色んな角度から聞いているのかと吸い上げている

のかという部分がありまして、個人的には本当に現

状の中でいきたいなと思いますけれども、ただ法を

守りなさいというのを学校とか教育で言っている中

で教育委員会が果たしてその法案も通らないでどう

なのかなという部分もありますけれども、個人的な

見解含めてやはりそういう方向に沿っていくために

また村長とも相談していきたいなと思っていますの

でご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも言っている意

味がご理解していただけない。北海道にあっても未

選任は５町村しかないのですよということ、東京と

合わせて言っているわけではないのですよ私はいい

ですか。そこを勘違いしないでいただきたいし、そ

こを十分に保護者の声をどうしたら反映出来るのか

ということを検討していただきたい。これもう要請

しかない時間がないので、これについて村長の見解

求めるわけにもいきませんから教育長のやっぱり判

断で考えていくべきだろうというふうに思います。

１年間でちょっと様子を見たいと思います。 

 それで執行方針読んでみますと子ども達を中心に

最後の方で謳われておりますけれども、子ども達に

何が出来るかと表現しているが生涯学習その意義、

子ども子ども生涯学習といったら子どものためにし

かないような表現に聞こえてしまうのです。これを

やっぱり改めていただかなければならないのです。

それで村政の執行方針で地域福祉と謳われておりま

す。高齢者・障害者との社会参加しやすい環境づく

り、社会的孤立感の解消を図っていったり、自己の

充実、啓発、生活向上、適切なる豊かなかつ学習機

会を求める活動をやっぱりやって重要性を訴えてい

るのですね。全くそのとおりだと思うのですよ。過

去の議会の中でも私何回かこういうこと訴えてきた

はずなのですね。教育委員会の中では恐らく方針の

６ページに謳われておりますけれども、具体的な部

分が見えてこないのですね。これについて考え方ち

ょっと具体的に何をやるかという部分であったらこ

れは同僚議員とかぶる部分があって全くあれなので

すけれども、私印象に残っていないです同僚議員の

答弁に対して、あれ何しゃべったかな、ちょっとそ

こを。 

○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。 

 子ども子どもという部分で多いのですけれども、

社会教育の中で社会教育法の２条の中でやはり学校

の教育課程として行われる教育活動除いて为として

青尐年及び成人に対して行われる教育活動・体育・

レクリエーションこれが社会教育の方で謳われてい

るわけでございまして、ただ具体的な個別な中では

百寿大学あまりメニューはないのですけれども、そ

ういったものを個別に授業としてくるんですけれど

も、いずれにしましても社会教育の関係で先程も議

員さんからもご質問ありましたけれども、今年度新

たな計画を立てていくことになりますので、その中

で今言われた部分、それと苫前町ですか、そういっ

た部分をやっていこうと思ってます。いずれにしま

しても今年私担当には指示しているのですけれども、

やはり新たな掘り起こしそういったものも検証して

いく必要があるだろうということで精査もしていき

たいなと思っています。そういうことでご理解もま

た関係する部局とも十分に連携して、やはり目に見

える形もとっていきたいなと思っていますのでよろ
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しくご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：苫前の今ちょっと名

前出されたのですけれども、やはり行政と教育委員

会と一緒になって地域の高齢者達の生きがいをどう

創設していくかとそういう体制をどう構築していく

かということで寿なんだか教室だとかやって新聞に

出ていましたね。非常に大事なことだと思うのです

ね。それは正に村長が言う執行方針と教育長が合致

して一緒に何かやろうやという体制だと思うのです。

やっぱりそれをきちんとした体制をしていただきた

いとこれは村長にもお願いしたいと思いますけれど

も、やはり精神的なもの十分分かります、言葉では。

しかし具体化しなければそんな絵に描いた餅何もな

らないです。随分その言葉の表現が多いと思うけれ

どそういうもの我々必要しない。やっぱり具体的に、

そういうことで１年かけてそういう部分で具体的な

例えば生涯学習計画何て立てていただけますか、約

束いただけますか、ちょっとご答弁。 

○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。 

 前の議員さんの時もお話ししたのですけれども、

今のこの計画平成１８年度に計画しまして２２年度

まででそういった流れの中ではあまり方針変わって

いないのですけれども、一忚２３年度に向けては新

たな計画を立てなければならないので、いずれにし

てもやらなければならないというふうに私はおさえ

てますので、当然これまでの検証・反省等も含めて

これからあるべき姿何が求められているのかそうい

ったものも柔軟な形で、また聞く耳も持ちながら計

画に作って実践出来るようにしていきたいなと思っ

ていますのでそうお話し申し上げまして答弁させて

いただきます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非ですね、やっぱ

り同僚議員も同じだと思うのですけれども、やっぱ

り具体的な政策があってそれを示されて、それを具

体的にどう実行していくのかと非常に大事なことだ

というふうに思うのですね。そういう部分で是非具

体的なこういうことをやっていこうやというものを

やっぱり行政当局とも連携をとりながらやっていた

だきたいな、そして最後に５分しかないですからあ

れですけれども、１番のちょっと時間余りましたけ

ど委員会と教育現場、これはこういうこと言われて

ますね、教育委員会とある雑誌に実態は学校現場と

それから道教委、それとの取り次ぎが市町村教委の

現状だというふうに批判そういう部分に忙殺されて

いるのだ、実態なんだというのがある雑誌で読んだ

のですけれども、これについて教育長の認識はどう

いうふうにされてますか。 

○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。 

 その新聞は別としてですね、そういったことがあ

るからということで学校現場の教職員にとっては非

常に教育委員の存在というような部分で不満はある

と私も十分承知しております。それで今の流れと言

いますと文科省から都道府県教委へ、都道府県教委

から市町村へ、市町村から現場へということで非常

にこう苦慮しているのですけれども、何でこんなこ

としなければならないのかと私のところで歯止めを

かけてあげたいないと思うのですけれども、その流

れの中はちょっとうちだけ否定するわけにはいかな

いので、ただいずれにしましても先程一番最初で良

いということだったのですけれども、そこで一番大

事になるのは私は一番目の質問で学校との意思疎通

がきちんととれているのか、私はそれは学校と私達

教育委員会全部職員そうなのですけれども、信頼関

係があるのかどうか、そこが一番大事だと思ってい

ますので当然そこについてはこれまでもそうですけ

れども、これからも意思疎通を十分に努めていって

こちらの気持ちも分かってもらう、それから現場の

気持ちも分かるようにそういった中で対忚していき

たいなと思います。そういうことでご理解願いたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 それでこれで終わらせていただきますけれども、

私は何も執行者側と対立しようと対決しようという

意識は毛頭ございません。やはり議論はどんどんし

て何かその中に良いものを見つけ出せたらなという
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思いでいっぱいでございます。そういった意味で若

干辛い質問もあったでしょうけれども容赦いただき

たい。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。 


