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○議長（山須田清一君）：引き続き一般質問を行

います。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：質問させていただき

ます。 

１番目、職員給与について。 

村長は財政健全化実質公債費比率１８パーセント

を目標に掲げているが、その経緯の中で村政の中で

はやはり予算を配分されないで村民の方に我慢を強

いられてというような状況があると思いますが、職

員給与につきましては今どのような位置にあるのか。 

道の職員におきましては、今、道の財政も非常に

ここ数年間切迫しておりますので、今までの給与削

減条例をまた今年も延長すると、そういうことの方

向性で納得していない面もあるでしょうが、そうい

う方向でいくと。 

また、国では、復興財源の一環として国家公務員

給与を７．８パーセント削減すると。そして全体の

職員定数を２０パーセントほど今後削減するという

目標を持ってやるというふうに総理もおっしゃって

いるようですが、猿払村として今現状がどのような

形でなっているのか、あるいはそれを必要としない

のか、それを村長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

まず最初に、現在の村の職員給与についてご説明

をいたします。 

まず原則として、地方公務員の給与は地方公務員

法において国及び他の地方公共団体の職員並びに民

間企業の従事者の給与その他の事情を考慮して定め

なければならないと規定されております。 

猿払村を始め、人事委員会を置かない都道府県や

政令市以外の市町村については、国家公務員の給与

について民間との均衡を図るため、いわゆる人事院

勧告に基づき村職員の給与についてもこの勧告の内

容に基づき、国家公務員に準拠する形で村職員の給

与を条例において定めております。 

地方自治体の給与水準を示す指標としてラスパイ

レス指数という数値があり、この数値が国家公務員

の給与を１００とした場合、その自治体の給与水準

が国家公務員と比較し１００を下回れば低いと、上

回れば給与水準が高いということとなります。 

一般行政職のみを比較したものなので、単純にこ

れがすべてを表すものではありませんが、一般的に

よく使用される指標であるため、この指標を使いま

す。 

公表されている直近の平成２２年度の数字では、

猿払村の指数は９６．５となっており、道内の市町

村平均は９６．０、全道平均でも９６．２と、ほぼ

平均に近い中間の位置にあると認識しております。 

北海道におきましては、議員のおっしゃるとおり

北海道職員独自の人件費削減を実施しているため、

この指数は９２．８となっております。北海道の財

政赤字の解消を目的とした給与の独自削減が平成２

４年度から３か年延長され実施するということは、

私も承知しております。 

猿払村においても、地方交付税の削減などによる

財政の収支バランスを改善するため、さまざまな行

政改革を実施し、その中でも職員人件費についても

村独自の削減を行ってきたところであります。 

独自削減の内容を説明いたしますと、１つ目とい

たしまして期末勤勉手当を平成１７年度から平成２

０年度の期間において最大１０パーセント削減して

おります。さらに期末勤勉手当の役職加算分を平成

１７年度から平成２２年度まで凍結し、削減してお

ります。管理職手当を現在も引き続き削減中でござ

います。 

以上のような削減をこれまで行ってきております。 

国家公務員においても、先日の国会において平成

２４年度、平成２５年度の２か年において国家公務

員の給与を削減する法案が可決されております。こ

の給与削減は、昨年度人事院勧告で示された給与の

減額改定平均０．２３パーセントに国家公務員独自

の削減を合わせて平均７．８パーセントの率を減額

するというものであり、その削減によって捻出した

財源は、昨年発生した東日本大震災の復興財源に充

てられるものであります。 

この国家公務員独自の削減部分を地方公務員の給

与にも影響させるかどうかについて、国は地方自治
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体が自主的かつ適切に取り扱うとして、地方自治体

が同様の削減を行わなかったとしても国家公務員よ

り給与水準が高いとして地方税を減額する等のペナ

ルティは発生しないものと理解しております。 

全国町村会など地方６団体が行ってきた国家公務

員の給与削減を地方自治体に強制させないという申

し出が実った結果であると受けとめており、この国

家公務員の独自削減に準拠して削減する地方自治体

は少ないのではないかと理解しております。 

今後の国の対応の変化や管内町村の動向などによ

って考えに変化が生じる可能性もないとは言えませ

んが、今の段階においては国や道の独自の給与削減

に準拠し猿払村において給与削減を実施する考えは

ありません。 

職員に対しては、給料が高い、給料を減額しろと

住民の皆様から批判されぬよう、給料に見合った仕

事、またそれ以上の仕事を目指して業務に取り組む

よう強く指示していきたいと考えております。 

また、職員定数についても、今後大量に定年退職

者が控えていることから一時的には増加いたします

が、平成２６年度を目標年次とし、平成１８年度の

職員数と比較しマイナス５．４パーセントの人員減

となる目標を定めた定員適正化計画に基づき、少数

精鋭による効率的な体制の確立を図ってまいりたい

と考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長から答弁をいた

だきましたけれども、給料が高いと。村内の民間の

給与に比べて高いと。それよりもいただいている給

料に見合った仕事をしなさいということで職員に申

し上げていると。そういうことでございますけれど

も、猿払村も一部についてはそんなに下がっていな

いと思いますが、やはり土木関係あるいは農業の関

係とかそういう形の方では、やはりなかなか民間は

大変厳しいものがございます。 

いわゆる民間の会社の年金でありますけれども、

この３月からも、またとうとう１０％を超えるとい

うような企業の、それによって個人の所得の方も多

少減りますし、企業の負担も増えてくると。まさに

なかなか大変な時代だなと。 

今朝の道新にも出ておりますけれども、いわゆる

退職した場合の公務員共済ですね。それが４００万

円ぐらい公務員の方が高いんだと。そういう認識は

常々民間の人間、多くの村民はそういう形で思って

いるのは事実でございます。 

ただ村長が申し上げる、私も考え方はそんなに変

わってはいないと思いますが、実質公債費比率を１

８％を切って、いろんな制約のない中でいろんな仕

事をしていきたい、これはもう我々も同じですが、

やはり村政全般の中で村民の方々のいろんな要望に

なかなか応え切れないというのが現状ではないのだ

ろうかと。そういうことも踏まえていろんな数字も

先日総務課長からいただきましたけれども、そこま

ではすごいなと思いますが、ちなみに留萌市と夕張

市がラス指数が７４．８、それから７４．９ですか。

稚内市が９０．３、猿払村が９６．５ということで

ございます。 

そういう中で、やはりこれから定年退職もあると、

こういうことでごさいますが、いずれにいたしまし

ても公債費比率１８パーセント、これを切って、や

はりそういう仕事をしたい、こういうことで私も考

えておりますので、今も少しずつ削られているよう

でございますが、いずれにしても、やはり民間給与

から見ると村民の感情から見ると今は高いのではな

いのだろうかと、そういうふうに感じる一人でござ

いますので、以前にだいぶん前のことになりますの

で、その時とはまた村の財政比率費もかなり変わっ

ておりますが、同時はやはり２５パーセントぐらい

の時代に村長が議員当時に、やはり給与を削減すべ

きではないかと、そういう質問をしたことは記憶に

あると思いますが、それと今やはり執行者側に立っ

て、やっぱりやっていく上での責任というものもあ

ると思います。 

その辺ちょっと村長の正直な気持ちをお伺いした

いなと思います。 

○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。 
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確かに民間の感覚としては、やはり多くの方が高

いと思われているのではないかなと思っております。 

私も議員時代は確かに給与費の削減を一般質問し

たことがございます。 

ただ、こちらに入りまして、これまでにもかなり

自主的に削減をしているということを先ほども説明

しました。 

それと人事院勧告、これは今の民間の、民間とい

うのはこの地域の民間の感覚とはちょっとずれるか

もしれませんが、一応民間の給料と比べて、それと

同じようになるようにということで決められた基準

でございますので、ある程度これは一つのルールで

ございますので、私はルールがある以上はルールの

中で決めていかなければならないと思っております

というよりも、心変わりをいたしました。こちらに

なりましてから。 

しかし、先ほども申し上げましたけれども、ただ

給料に見合った仕事をしてくださいと、仕事をしな

ければいけないと、私が一番言いたいのはそこでご

ざいまして、私はこの庁舎の中では一番働きます。

それは私が一番給料が高いからであります。私の次

に働いてもらわなければいけないのは管理職の皆さ

んです。そういうように、給料に見合った分だけ働

いていただくというのが私の今の基本的な考え方で

ございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の正直な、それ

とやはり自分は一番仕事をするんだという、そうい

う気持ちを伺いましたので、職員給与についてはこ

れで終わりにします。 

次に庁舎管理についてお尋ねをしたいと思います。 

現行はどのようになっているか。いわゆる村役場

の庁舎の管理費、前に一度資料はいただいたのです

けど、どのような現状になっているかということを

お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

役場庁舎に係る維持管理につきましては、法律で

義務づけられている業務委託のほか、村が独自で委

託している業務を合わせ、平成２３年度においては

８業務で総額１０８４万１２５円の支出をしており

ます。 

法律で義務づけられているものとしては、特定建

築物のビル管理法により建物環境衛生業務があり、

清掃業務と合わせて契約しているほか、電気事業法

による自家用電気工作物保安業務、消防法による消

防設備点検業務と地下タンク漏洩検査業務、建築基

準法による昇降機保安点検業務の委託契約を結んで

おります。 

村独自の部分では、夜間警備員を廃止したことに

より防犯システムを導入したことから、保安点検業

務委託を結んでいるほか、ボイラー及び空調機保守

点検業務、自動ドア装置保守点検業務を委託契約し、

設備の安全安定稼働に努めております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質

問にお答えいたします。 

各年度ごとに取りまとめた資料は以前に２２年度

分までは議員さんの方にお渡ししているというふう

に認識しておりますが、２３年度まだ途中でござい

ますが、光熱水費に係る分では４１０万円、燃料費

では７００万円、施設のさまざまな修繕に関してで

すが１４６万円の２３年度まだ途中でございますが

支出をしております。 

ちなみに庁舎の清掃関係の委託の部分でございま

すが、建物環境衛生業務法で定められている業務の

委託も含めまして２３年度については８８７万円の

委託契約を結んで実施しております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：庁舎管理について現

況を報告をしていただきましたけれども、村として

この管理費の削減というのは全く考えていないので

しょうか。 

例えばこの冬の暖房ですね。我々はなかなか中に

ずっといることがないので、いろいろ職員方にお話
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しを伺いますと、１階にいる人方は非常に寒いと。

２階の人はまあまあ暖かいと。暖かいというか、寒

くはないという話をよく聞きます。それでこれ当然

１階から２階にかけて吹く抜け、もちろん３階もそ

うですけれども、廊下を通じて階段を通じて吹き抜

けというような構造になっていると。その辺をふさ

ぐとか、あるいはまた玄関を今自動ドアを２枚くぐ

って中に入ります。それをもう１枚付けたらどうな

のか。そのことによって、やはり空気の流れという

のが遮断をだいぶされると思います。それと１階と

２階に間仕切りをがっちり付けると。そういうこと

によって、やはりかなり暖房費それと合わせて電気

料用ですか、そういうのもかなり削減ができるので

はないかなと私なりに簡単に考えているかもしれま

せんが、そういうことがやはり長年にわたって積算

すると、そういう設備投資をしても数年後には元が

取れるのではないかと。 

ちなみにやはり非常に燃料費の高騰というのはこ

こ数年高値で安定しておりますし、今後もやはり今

までは電気料も原発の関係が今大きな問題になって

おりますけれども、電気もやはりこれから高値でい

くと。燃料についてもいろいろな世界的な情勢から

まだ高騰はするのではないのかと。 

そういう意味からでも非常に貴重なエネルギーを

やはり使用しているわけですから、それをやはりい

ろんな形でやっぱり減らしていくという努力は必要

ではないのかなと。 

それともう１つ。この清掃に関しましてもやはり

人件費という部分が大半だと思うんですよ。それを

やはり職員方もこれだけたくさんの職員がいるわけ

ですから、みんなでやれば５分か１０分で終わるよ

うな仕事でも１人でやると何時間もかかるというの

が清掃、というのは村の関連施設としてというか、

村民の施設として病院などもありますけれども、あ

と学校そういうところもありますけれども、やっぱ

り村も何というのですか、学校とかそういうところ

は先生方が授業に出られる、いろんな現場の業務も

ありますけども、やはり一番この事務所にいる率が

多いのは役場の人方で、課あるいは１階と２階でも

かなり人がおりますし、いろんな出張だとかそうい

うものも入っても私はその朝の５分か１０分くらい、

ちょっと皆さん方の力を借りれば、もっとその清掃

に関する人件費も縮減できるのではないのかなと、

そんなふうに考える一人ですけれども、その辺につ

いてどのように考えているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの管理費の削減

ということでの質問に対してお答えいたします。 

先ほど答弁いたしました委託業務にあっては、点

検内容を精査し点検回数を減らすなど、必要最小限

の点検内容で契約を締結しております。 

また、村有施設において同様の委託業務と抱き合

わせることにより、村外からの業者が点検のために

訪れる費用を１日にすることで経費の削減を図って

いるほか、清掃業務にあっては作業時間を当初の半

分としたり、会議室等の清掃を職員で行うなど、さ

らにカーペットを敷いている部屋の清掃については

毎年実施していたものを隔年実施とするなど、委託

経費の削減に努めてまいりました。 

その他庁舎に係る光熱水費についても、照明の蛍

光灯を間引きしたり、退庁時に窓からの放熱を抑え

るためカーテン等を閉め、さらに暖房パネルの温水

循環を午後６時から翌朝６時まで停止するなど、経

費の削減に努めております。 

また、役場庁舎も築１９年が経過し、機械設備等

も老朽化が進んでおりますことから、今後改修が必

要となってくるであろう機械設備等については経費

削減になるようなシステムの変更も含め、管理費削

減に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いろんな形で精査を

して重複しないように、あるいはあまり使わない所

については毎年やってきたものを２年に１回とかに

するという努力はわかりますけれども、私が今言っ

たことについては言われてすぐどうのこうのという

ことにはならないと思いますが、ひとつ検討してい

ただいて、やはり考え方だと思うのですよね。みん

なでやるかやらないか。やっぱり経費をどうしたら
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減るんだろうと、そういうことをやっぱり考えてや

っていくと、いろんなことがまだまだあるのではな

いのかなと、そんなふうに思います。 

それでまた検討していただきたいと、そういうふ

うに思います。 

次に森づくり事業について。 

○議長（山須田清一君）：すいません。発言の途中

ですけれども、ここで休憩を挟みたいと思います。 

４５分まで。 

 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：３番目の森づくり事

業につきまして質問をいたしたいと思います。 

森づくり事業の質問ですけれども、現行では猿払

村漁協女性部の皆様方が魚付林の育成をしようとい

うことで、多分私の記憶でも２０数年来継続をして

行っていると思います。 

このことにつきましては、私自身も大変敬意を表

したいと、そういうふうに思うところでございます。 

また、地域においては、浜猿払、芦野あるいは浅

茅野自治会などが周辺の地域に積極的に植林を行っ

ていたり、また近くの公園的なところの清掃あるい

は草刈り、植林などを行っておりまして、地域の皆

様方がそれぞれの目的意識を持って高くして地域づ

くりを行っていると。こういうことにも心から敬意

を表したいと思います。 

私もひとつの地域に住む人間として、森をつくる

と言うか、木を植える、あるいは自然を大切にする、

こういうことが大変この生涯にとって大事なことだ

なと、そんなふうに思う一人でございます。 

子育てを通じたり、いろんなことで体験をさせて

いただきまして、やはり地域の環境あるいはまたそ

ういう村全体の環境も鑑みて、やはりこの猿払村は

最初にホタテが発見されて、多くの人方が先日も村

長の行政報告にもありましたけれども内灘の人方が

先陣を切って来られて、そのあと本州各地あるいは

道内からもまた次々と移住者が来て、しかしちょう

ど戦前の昭和１０年代ですか、大変私のおふくろも

よく言っておりましたけれども、浜鬼志別から鬼志

別の高等小学校に通う間にはなかなか昼間でもお日

様が見れなかったというようなくらい本当に森林だ

ったそうでございます。 

しかし、その後やはり戦争という形の中で、どん

どんどんどん伐採が進みました。 

それから戦争が終わっても、奥地の方までやはり

どんどんどんどん切ることだけが進んでいったとい

うのが実態でございます。 

ただ、切った後にやはりここの今現在主産業にな

っておりますが、酪農業が農家の方々がいきづきま

して、しかし今現在でもやはりかなり切り過ぎだと

ころは植林も進んでおりますが、やはりその水の涵

養林と言うのですか、そのことだとか、やはり今こ

こへ来て非常にエコ、やはり森林の持つ意味という

のは大変大きなものになってきていると思います。 

私が考えているよりも先に、非常に地域の皆様方

の方々の方の中でそういう運動も進めてこられてい

る方々もたくさんいると。これを村全体としてひと

つ取り組んで、最初から大きなことはできませんが、

やはり何か村としてこれを取り上げて、村のひとつ

の何本かのうちの柱の一番最後の柱でもいいですか

ら、そういう柱に育てていくようなこの森づくり事

業というのはできないものだろうかと。こういうこ

とがやはり村全体で取り組む、あるいは今地域の方

々が先んじてやっている、そしてまたそういうこと

が次の世代を担う子ども方の代につながっていけば、

森もやはり本当にその植林をして、その木が有効に

役立つ、次の製品になるというまでにはやっぱりこ

の辺だと大変気象条件も厳しいようでございますか

ら、やはり１００年という形の中で次に役立つもの

ができてくると。そうしたら親子３代くらいに渡ら

ないとできないと、そういう大変気の長い気の遠い

ものでありますけれども、少しずつでもやはり年限

が経過いたしますと一定のものを、あるいはまたそ

こにいろんな地域の人方の気持ちの結びつき、そう
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いうものも協力するとか、いろんな形が出てくるの

ではないのかなとそういうふうに思いまして、敢え

て何と言うのですか、あんまりぱっとした事業では

ありませんけれども、心の中の節になる事業ではな

いのかなと思いました。 

村長さんの考え方をひとつお聞きをしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

議員の言われるとおり、漁協女性部の皆様が平成

２年より上猿払にある村有地に植樹を計画的に行っ

ておりました。 

また、浜猿払自治会を始め各自治会におかれまし

てもお子様からお年寄りまで地域が一体となって植

樹が行われております。ご協力をいただいておりま

す漁協女性部、各自治体の皆様には心より感謝を申

し上げるところでございます。 

ご存知かと思いますけれども、森は海の恋人とい

う言葉がございます。 

気仙沼の牡蛎とかホタテを養殖をしております漁

師の方が最初に言い始めた言葉でございます。植樹

運動促進のきっかけともなった言葉でございます。 

この漁師の話は小学校の教科書にも載っておりま

すので、たくさんの方がご存じだと思いますけれど

も、この本の中で述べられている森と海の関係が当

然ながらこの猿払村にも当てはまるわけでございま

す。 

私も数年前まで商売をやっておりました。よくバ

イヤーに問われました。猿払村はどうしてホタテが

そんなに獲れるのかと。そのときには必ずこのよう

に答えます。それは猿払村はホタテにとって、とっ

ても住みやすい場所だからでございます。 

本日、専門家が２人おりますから、ちょっとしゃ

べりにくいのでございますけれども、海底がバラス

原と言われる小砂利層になっているということ。そ

してもう１つは植物性のプランクトンが大量に発生

するということでございます。こう答えると、バイ

ヤーは納得するような顔を、納得をしていただける

んですけれども、次に必ず同じ質問が来ます。どう

して植物性プランクトンが大量に発生するんですか

と。その答えが先ほどの物語の中に入っているわけ

でございます。植物性プランクトンの餌であり養分

は農業の肥料と一緒で窒素でございます。窒素は海

の中にＮＯ３、硝酸塩として存在しているわけでご

ざいます。この硝酸塩を化学反応して窒素を取り出

すためには鉄が必要です。その鉄は海の中では大抵

酸素と結合いたしまして酸化鉄になっておりますが、

酸化鉄は粒が大きくてプランクトンの細胞層を通ら

ない。だからプランクトンの養分にはならない。し

かしそれを通す鉄がある。その鉄は森林で作られる

わけですね。森林の中の、猿払全体の８０パーセン

トを占めている森林において葉っぱとか樹木とか腐

食するときにできますフルボ酸というものが発生い

たしまして、それと鉄が結びついてフルボ酸鉄とい

うものになりまして、これは非常に粒が小さくて、

プランクトンの細胞膜を通りプランクトンの餌にに

なるわけですね。このフルボ酸鉄が地下水を通り、

川に入り、猿払村の６つの川を通って海に注がれる

と。その中で植生プランクトンはフルボ酸鉄を体の

中に取り入れて、そして海の中にある硝酸塩と化学

反応を起こして実相をつくり出し、それによって活

性化し、そして植物性たんぱく質が大量にできると。

その植物性たんぱく質を食べて大量のホタテができ

ると。これがストーリーではなくて、これはもう学

問的に証明されております。 

したがいまして猿払のホタテは猿払の森がつくっ

ております。 

森を育てることはホタテを育てることになります。 

地域の資源は地域のもの。みんなでそれを使って

地域を伸ばそうという私の考えともまさしく一致い

たしますので、これは村にとっても大変な事業だと

思いますし、さっきも議員ぱっとしない事業だとい

う、ご自分で言いましたけれども、とんでもなく大

変な事業だと私はこの提案を重く受けとめていると

ころでございます。 

実はちょっと話は飛びますけど、来年開村９０周

年を迎えます。これから企画課などを通しまして来

年のどのような企画を行うか検討しているところで

ございます。その際の１つの大きな柱として村民の
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記念植樹を行うことも検討したいなと、今この質問

を受けて思ったところでございます。 

そして議員の言うとおり、できれば継続して行っ

ていければよろしいかなと考えております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今村長から大変先代

の宮城の方の森の恋人のお話しまでいただき、また

そのホタテの生態の、科学的に証明されているとは

言え、やはり私もちょっとそういう簡単に森がやっ

ぱり豊かなことで、きれいな水が出て、その水が海

へ注いで、そこにプランクトンもたくさんいて、そ

れが猿払の浜の活気を呈していることだということ

は考えていたんですけど、大変詳しい説明もつきま

して、またぜひ参考にしたいと。 

それで来年の９０周年の１つとしてこれから検討

していきたいという言葉をいただきました。 

次の質問にもちょっとつながるんですけども、や

はりこういういう事業に地域が加わり、地域がいろ

んな形で関わるということにつきましては、やっぱ

り子どもたちもお手伝いをいただかないと私は繋が

っていかないというような考え方を持っております

し、今現在も学校というのは地域の１つの宝であり

まして、そしてそれぞれに学校環境の整備というこ

とで学校の中でやはりあの周辺にいろんな形で記念

の時がありましたら、やはり植樹とかそういうのを

しておりますし、そういう点について学校教育の中

にこの森づくりというのはどういうふうに関わって

いるのかということを、できたら教育長に一言この

事業について、あるいは森づくりと学校という形で

ひとつコメントをいただければなと思いますが。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：学校教育の中で森

づくり活動といいますか、そういったところの関わ

りについてのお尋ねでございますけれども、各学校

は当然自然環境問題というところが非常に子どもた

ちの学習の中でも重要な位置を最近占めております

ので、そういった視点から地域の方と連携をした学

校の周りの植樹活動、これは積極的に各学校が関わ

っているというふうに私も理解をしておりますけれ

ども、森林の効用というところについては村長が非

常に猿払村にとってというところで、非常にわかり

やすくお話しをいただきました。 

このことはやはり子どもの中にも、子どもたちに

も伝えていかなければならない、理解をしてもらわ

なければならない非常に教育的な意味があるんだろ

うというふうに思っています。 

地球温暖化はもちろんですけれども、土壌の保全

機能だとか、水源の涵養機能だとか、あるいは快適

な環境形成をする、そういった機能あるいは大気浄

化をするという機能、私もそれから子どもたちも春

先に山に行くということも必ずあり、経験をしてい

るわけです。 

子どもたちも学校の中でもそういった取組みもあ

るわけですけれども、やはり森林の体感をするとい

う、そういった効用を体感をする場というのはたく

さんあって、それから王子の森、そして王子製紙が

取り組んで、猿払村と関連をして取り組んでいただ

いているイトウの保全協議会こういったところも含

めて、猿払村の良さ、森林の良さ、そういったもの

を学校教育の中でも先般昨日お話しをしました副読

本の話題も絡めて、きちっと学校の教育の中でも先

生方と相談をしながら子どもたちに位置づけていき

たいというふうにも考えます。 

森林というところから少し話が広がりましたけれ

ども、是非子どもたちの教育の中にも森林の大切さ、

重要性について知らしめ学んでいただく教育を進め

てまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：教育長に突然ふりま

して、子どもたちがそういう形で常日頃学校行事、

あるいは地域行事の中で、やはりそういう形で森林

に関わっていくと、そういうお話しを聞きましたし、

またそういうことが河川の浄化できれいな水につな

がって、猿払村にはイトウという魚がおりますし、

保全をされている熱心な方々もいらっしゃることも

敬意を表したいと思いますし、そういうことがやは

り環境の回復とともに猿払村の環境は将来も保全さ

れていくようにひとつ願いを持っている一人でござ
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います。 

次に、マイチェアの作成ということでお伺いをい

たしたいと思います。 

先日の東川町の議会の方の視察で、中学校の１年

入学時に、全員にマイチェアを作成して１個ずつで

中学校３年卒業時にはそれを自分の物として家に持

って帰っていいんですよと、そういうものをやって

いると。そうしたら大変３年間いろんな形で教室か

ら何か行事があって屋体へ持っていく、あるいは外

で使う場合もあるのかもしれませんが、いずれにし

ても生徒がそういう教室以外で使うときには自分の

マイチェアを持っていくんですけれども、前はやっ

ぱり自分のものでなくて学校のもので、そういうも

のだとやっぱり多少破損するものが出てくるそうで

すが、大変大事に使って、そして中学校３年生の卒

業時には自宅へ持って帰って、それが非常に思い出

の品になっていると、そういうお話しを聞きました。 

そんなことで、ふと私も思い出しまして、なかな

かいいことだなと。しかし、お金のかかることでご

ざいますので。 

ただ私も村長もちょうど子どもさん方が中学校在

籍中はＰＴＡ会長として活躍されたという話も聞い

ております。 

私も少し村長より５年か１０年くらい前ですか、

中学校の方もちょうど会長という立場にもありまし

たし、その折に当時の校長先生から何かちょうど給

食を挟んで、そしたら給食をとりますかということ

になって、ＰＴＡの役員５、６人くらいで給食を挟

みながら、そしたら学校の中をずっと回ったのです

けれども、会長ちょっとこれ見てくださいという話

しになって、こんな大きいこのぐらいの高さのダン

ボールの中に上靴ですね。履けるもの。これはだれ

か持ち主がいないのかと言っても、持ち主が誰も取

りに来ないと。そんなダンボールが２箱くらいあっ

たのですよね。中にはちょっと傷んでいるものがあ

ったのですけど。 

丁寧に物を大事にする心というのが、どういうこ

とになったら、我々も逆に言ったらこのごろは少し

物を大事に使っているかもしれませんけれども、な

かなかそういうものが、今は逆に物が溢れ出して数

十年経っておりますけれども、我々の子どものころ

は本当に野球のグラブもやっと来たなと思ったら新

品ではなかったというような時代でございまして、

キャッチャーやっていたんですけども、マスクは買

っていただけなかったみたいで、よく額にボールが

当たったりして、そういう思い出がありますけれど

も、子どもとの教育の中で今最近はあまり外では遊

ばない、またゲームですね。それに非常に先生方も

対策に苦慮していらっしゃる。そのイタチごっこの

ような悩みでもあるように聞き及んでいます。 

そういった中で、何かそういう物を大事に大切に

あるいは大事に使わない、何かそういう手立てにな

るものがないのかなと、そんな思いをいたしまして、

森づくり事業と心の中はひとつの同じことではない

のかなというような気がいたします。 

逆にやはり木というのは、椅子というのは木製の

チェアでございますから、それの元になるものはや

はり森林で風雪に耐えて長年やってきたものをやは

り何十年もあるいは何百年と申しますかね、そうい

うものをやっぱり持ってきて、いろんな技術で木が

加工されて、それが椅子になるということが繰り返

し、そういうことがマイチェアになると大事にする。

しかし学校のものだとそこまでは大事にしないけど、

粗末ではないかもしれませんけど、マイチェアほど

大事にはしないと。ですけどマイチェアは大事にす

るということの、そういうことが繋がっていけるよ

うな、あるいはいくようなそういう方策もひとつあ

るのではないのかなと、そういうこともちょっと自

分なりに感じておりますし、東川町の方では大変子

どもたちがそういう形でもう結構続いているみたい

ですので、最初にもらった方々はもう当然社会人に

なっているようでございますが、そういう人方の中

でもやっぱり自分の家にはマイチェアが残って、そ

のこともクラス会とかそういうときの話題になるよ

うでございます。 

猿払村としてこういうことが、別にマイチェアで

なくてもいいですけれども、何かそういう考え方、

それに物を大事にするそういう心につながっていく

ものはないのかなと、そんなことで質問をいたして

おります。 



  －9－ 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：議員にお答えをし

たいと思います。 

東川町のマイチェアの作成ということに関連をし

て物を大切にする、そういった取り組みが何か猿払

でもという、そういうご提案だと思います。 

物を大切にするという、そういった気持ちになれ

るというところが非常に大事なところだと思います。 

なぜ大切にしなければならないのか理解を子ども

たちが身をもってできるという、これが非常にポイ

ントなんだろうなというふうにお話しをお伺いをし

て、そう思ったところであります。 

東川町のマイチェアのことについては、私も情報

としてはお伺いしておりましたけれども、議員のご

質問がありましたので、改めて確認を詳しく情報を

いただいていましたけれども、平成２２年に唯一の

東川も拓心中学校と同じ唯一の中学校ひとつ、東川

中学校ひとつだそうですが、全校生徒約２７０名分

の机と椅子を旭川にある東海大学の芸術工学部に設

計を依頼をして、そして町内の木工業者の製作によ

って平成２２年に約２２００万円の経費をかけて作

成をして導入したということのようでして、今年度、

平成２３年度からは新１年生の椅子だけを毎年順繰

り更新をしていくと、こういう取り組み内容でござ

います。 

この事業の目的をよくお伺いをしてみますと、や

っぱり天然の木が持つ美しさだとかぬくもりを、そ

の子どもたちに感じてもらうと。それによって物を

大切にするいわゆる気持ち、情操教育に役立てたい

と、そういったねらいがやはりそこにはあったと。 

もうひとつは、木工と家具の町ですから東川町の

その地場産業の活性化も意識をした取り組みだった

ようであります。 

冒頭でお話しをさせていただきました、その物を

大切にするという、なぜ子どもたちがそういう気に

なるのかというところをやはり私はポイントだなと

いうふうに関心をさせられましたけれども、地場産

業だとか地域資源を村もやっぱり活用した子どもの

育成連携、これがやっぱり子どもたちだとかあるい

は保護者の方々も含めて地域の良さだとかそういっ

た力を伝えていくということが子どもたちにもそう

いう気にさせる事業にきっとなっていくんだろうな

というふうに、議員のご質問・ご提案をお伺いしな

がら考えたところです。 

教育行政執行方針でも猿払村をフィールドとして

子どもたちを育成したいという趣旨を私も述べさせ

ていただきましたけれども、まさに合致をするとこ

ろなんだろうなというふうに思っています。 

東川のマイチェア同じ形、同様の事業を具体的に

進めていくということを、構想は正直今時点で持ち

合わせておりませんけれども、昨年漁協青年部の方

々が猿払の海で漁獲をされた、あるいはその海に生

息をしている魚介類等を３年越しで写真に納めて、

そして１５５種類を選定をして、海の生き物たち図

鑑ということで作成をして、下敷きを作成をして村

内の全児童生徒に寄贈してくださっております。 

これはこうした取り組み、産業と結びつく、そし

て地元の良さを伝えるという、そういった事業を漁

業青年の方々が取り組んでいただいた大変すばらし

いことだというふうに私感じておりますけれども、

きっと子どもたちはこの下敷きを大事に使っている

んだろうというふうに思います。あるいは使わない

で飾ってあるのかもしれません。大事にですね。 

こういった取り組みをぜひ地域や団体やそういっ

たところのアイディアもいただきながら子どもたち

の健全育成に教育行政としても連携をしていきたい

というふうに考えております。 

よろしくどうぞお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今教育長から答弁で、

私ももっと続いているものだと思いましたら、ちょ

っと私の聞き違いで、去年２２年度ですか。東川町

で詳しく調べていただきましたので、私の方がちょ

っと少し推測をした質問になってしまったことを、

ここでちょっとお詫びをいたします。 

漁協青年部の魚介類の図鑑の下敷きですね。今初

めて私もお聞きいたしました。大変何か心暖まるこ

とでございます。ぜひまた新しい生徒が入って来た

ときにそういうのが継続していただけると、またい

ろんなことで気持ちが和んだり青年部方の気持ちが
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伝わるのではないのかなと思いまして、継続される

ことを期待するわけでございます。 

そのマイチェア作成につきましては、マイチェア

でなくても別にいいのですが、やはり１つは心の中

にそういう外で遊ばないと。また物を大切にする、

そういうことがやはり何かのきっかけで改善されて

いけばなとそんなふうに思う一人でございますので、

こだわりはありませんけれども、やっぱりそういう

ことの中で何かまたヒントになることが我々もある

と思いますし、また教育をやっている中でそういう

ヒントあるいはそういう方法がまた出てくればそう

いうものを大事にやっぱり育てていく、そういうこ

とをそして継続していくということがやっぱり教育

の一番の真髄であると、そういうふうに考えており

ますので、ぜひ継続をしていただきたいなと思いま

す。 

次に、５番目のふるさと給食についてお尋ねをい

たしたいと思います。 

給食の中身というのは、私どもはなかなかわかり

ませんけれども、中には村産品、ホタテですとか、

アキアジですとか、イカですとか、サンマですとか

そういう産品が当然入った給食もそう多々ではない

とは思いますが、時々そういう形で出ているんだろ

うなと。 

ちょっと紹介できれば紹介をしていただきたいな

と思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：それではお答えを

いたします。 

猿払の食材等が給食の中でどんな形になっている

だろうかというご質問のようにお受けをいたしまし

た。 

現在給食センターで提供している給食でございま

すけれども、さるふつ牛乳を週２回飲用をしている

と。平成２２年度に週１回だったのですが、平成２

３年度から２回に増やしたという状況があります。

飲用で利用してのほか、スープだとかグラタン、あ

るいは蒸しパンなどにも利用しておりますし、それ

からホタテも使わせていただいていますが、干し貝

柱、玉冷そしてむき身を用いてホタテご飯、カレー、

ラーメン、シチュー、バター焼きあるいはあんかけ

など多数のメニューを給食の中で揃えております。 

さらにサケ・マス・毛ガニ・ツブ・タコ、こうい

ったものを使ったメニューは１０数種類あるという

ふうに給食センターからも報告を受けておりますし、

ちょっとユニークなのは、噛み噛みの日と称して歯

で噛む噛み噛みの日と称して、みみくんをそのまま

食べると。そういうメニューも実はあるという状況

であります。 

状況としては、以上になっています。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今牛乳とその牛乳を

使ったメニューですね。それからホタテを使ったメ

ニュー、また、サケやその他ツブとか、それからみ

みくんですか。噛み噛みの。 

たくさんあるようでございますが、私も先日地域

で９０歳になるおばあちゃんが亡くなったんですよ

ね。そしてお悔やみに行きまして、またまたちょっ

と仮通夜に行って、夜だったんですけれどもサンマ

の煮つけが出てきたと。とってもおいしかったので

すよね。 

そしてその次の日の今度通夜が終わって、我々も

役員だったものですから残ったら、今度はイカの本

当にやわらかい酢味噌和えが出てきたんですよ。 

やっぱりお手伝いの方々の中で、地域で超ベテラ

ンのお母さん方というか、今お孫さんもおりますか

らお母さんではないと思うんですけど、そういう方

が主体となって作った料理だったんですよ。とって

も懐かしく、そしておいしくいただいてきました。 

こういう技術をもう長年に蓄えて技術を持った人

方、そういう味というのが本当にこのふるさとの味、

おふくろの味だと思うんですよ。 

そのようなものを給食センターではどのような形

でこの地場産品を使っているのかなと、そういうふ

うに単純に、疑問に単純に思ったんですけれども、

こんなおいしいものをまたできたら、このイカの酢

味噌和えも非常にやわらかい、そしてそういうもの

がやはりこのふるさとの味として、おふくろの味と

して各家庭で今ちゃんとうまくできているのかなと、

あるいはまた給食センターでも大量に作る、それと
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やっぱり時間的に短い時間で要求されるということ

から、やはりそういう少し手の込んだものができて

いるのだろうかなと。できればそういう長年積み重

ねた技術もやはり給食センターの方々の中の方でや

っぱり地域にそういう人材の宝と申しますか、そう

いう方々もいらっしゃるわけですから、技術的に習

うこともやっぱり可能ですし、そして何せやはり原

料がちょうどサンマもイカも秋になれば大量に獲れ

てコストも非常に安いですし、ただ手間はやっぱり

ちゃんときっちり下ごしらえをしないと、やっぱり

地場産品というのはそこまでもありますし、そうい

うことが取り入れて、今給食が成り立っているのか

なと、そんなふうにそのこともひとつ必ずしもイカ

の酢味噌和えとサンマの煮つけとは申しませんが、

そういうのもレパートリーも増やしていく中で、そ

ういうものをこれからやっぱり技術と、それとその

食材の取り込み、そういうものが可能なのかどうな

のかなということをもう１回お伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：今、他にもいろい

ろ食材がありそうだよというご提案、そしてメニュ

ーをもっといろいろ工夫ができるのではないかとい

う、そういったご指摘をいただきました。 

猿払村の食材、前段でお話し申し上げましたけれ

ども、海のもの、そして酪農のいわゆる牛乳を使わ

させていただいていますけれども、更なる地産地消

ということもやはりまだまだ考えていかなければな

らないというふうに思っていますが、従来活用して

いる食材の関係では、先月教育委員長それから職務

代理それから給食センター所長とともに漁組の組合

長の方を訪問して、そして例年、学校給食用に実は

ホタテをご提供をいただいておりますので、そうい

ったお礼と平成２４年度増量のお願いをいたしまし

て、理事会にお諮りをいただいて、先般快くご了解

をいただいたところですし、牛乳の方もこれは中山

間直接支払交付金事業と猿払村酪農振興会連合会か

らのご支援をいただいて、１回から２回にまた週の

提供回数を増やさせていただいたという状況であり

ますけれども、これも継続して、学校給食の方に何

とかさるふつ牛乳を使っていきたいというふうに考

えています。 

新しいそういった食材の関係でいいますと、やは

り隠れた食材といいますか、そういった発見あるい

はメニューの開発という部分では、議員がおっしゃ

られた、いわゆるおばあちゃんの技術だとか指導と

いうことを含めていろいろ工夫ができるんだろうと

いうふうに思っております。 

調理のご指摘があった時間の問題とか、処理に要

する時間の問題下ごしらえの関係、それから昼食と

して提供するものですから、その時のそのカロリー

計算の部分だとかいろいろハードルはありますけれ

ども、しかし例えばおばあちゃんのそういった技術

を取り入れるということをもう少し具体化をすれば、

猿払の子どもたちの学校給食に取り入れてほしいメ

ニューだとかそういったものの例えば募集だとか、

ちょっとしたコンテストみたいなものを考えること

が可能なのかなというふうに思っております。 

給食センターの栄養士、これは栄養教諭を兼ねて

いますけれども、学校の方で食育指導も含めて地場

産の食材を使っているということも含めて給食指導

をしているわけですが、この栄養士にも担当者にも

給食費の保護者の方々、ご父兄が負担をしている給

食費でありますので限界がありますけれども、その

中で可能な限り地元の食材を使ったメニューをもう

少し増やす工夫をしようやということで担当の方に

も指示をしておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今教育長から今盛ん

にそういう努力をしているところだということと、

更なる隠れた味ですか、猿払産品の味そういうもの

も探していきたいと。 

それとその技術ですね。それも学ぶ機会も持ちた

いと。そういうことでございましたので、ぜひ前向

きに進めていただきたいなと。 

ちょっと私事の話になりますけれども、先日孫が給

食のおかわりをしているお話しも聞いておりますの

で、大変おいしい給食だとそういうふうに私も考え

ておりますので、今後またさらなる精進をお願いを
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いたしまして、質問を終わりたいと思います。 

 


