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○議長（山須田清一君）：日程第１、昨日に引き続

き、一般質問を行います。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：一般質問通告書にし

たがって、次のとおり質問いたします。 

まず第１番目。猿払村民営賃貸住宅建設促進助成

条例につきまして、御質問いたします。前議会で、

猿払村民営賃貸住宅建設促進助成条例が成立し、施

行されました。しかし、全員の賛同を得たわけでは

なく、条項の一部に反対の意見が出ましたが、公営

住宅からの転換、経済の活性等、いろいろな観点か

ら、不満ながら賛成をした議員もあったと認識して

おります。その条項とは、「１棟当たり４戸以上の

長屋又は共同住宅」であること。この部分の見直し

の意見が多数出ましたが、聞き入れられることなく、

原案のとおり可決されました。 

役場職員住宅も、新設されているのは１戸建てが

多く、あるいは、また１棟２戸建てであります。公

営住宅も、ＲＣ（鉄筋コンクリート）の共同住宅１

棟４戸建てか、木造の１棟２戸建てで、今回の条項

に当たる１棟４戸建てと規制する根拠は、どこにも

見当たりません。 

仮に、１棟２戸でも、１棟１戸でも、賃貸なら構

わないとなれば、そのバリエーションは多くなり、

賃貸住宅を望む人の満足度は、かなりアップすると

考えます。仮に、１棟２戸建てなら、隣接の騒音は

かなり軽減され、１０年を過ぎると、中古住宅とし

て販売もしやすい。そうすると、村が推進している

定住促進の持ち家助成金の考え方にも繋がっていく

のでは、と考えますが、村長のお考えをお伺いしま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の佐々木議員の質

問にお答えいたします。猿払村民営賃貸住宅建設促

進助成条例につきましては、議員も御承知のとおり、

平成２４年度から３年間の時限制度として実施して

おりますが、その理由といたしまして、村内におい

て賃貸住宅が不足している状況にあることから、早

期の整備促進を目的としているところにあります。 

そうしたことから、現行の条例において、１棟当

たり４戸以上を条件としているのも、短期間で多く

の戸数を整備していくことを念頭に置いたものであ

りますが、そのほかにも、アパート経営として見た

場合、１棟当たりの戸数が多くなるほど戸当たりの

建設コストが低減となること。また、空き家が生じ

た場合でも全体の空き家率が低くなり、安定的な家

賃収入の確保に繋がることなどがメリットとして挙

げられ、一方、入居者にとって、建設コストの低下

に伴う負担家賃の軽減などの利点が考えられます。

また、議員の御質問の中で、１棟当たりの戸数が少

ないほうが隣接の騒音が軽減される、とのお話があ

りました。今年度は、  １棟４戸の世帯向け住宅、

３ＬＤＫが２棟建設される計画となっておりますが、

いずれも１戸で上下階を使用するメゾネットタイプ

となっており、遮音対策にも配慮した設計が提言さ

れております。 

このように、どのような形態の賃貸住宅を建設す

るかは、アパートの経営者である事業者の考え方に

よるものであり、建設戸数が少なければ初期投資も

当然、低く抑えられるという利点もありますので、

事業者が応募しやすい条件整備という観点から、戸

数要件を１棟当たり２戸以上という形に緩和するこ

とも、来年度に向かって、今後検討していきたいと

考えているところであります。 

なお、１戸建てを対象とすることについては、戸

数の整備に遅れが生じることや、持ち家促進の妨げ

となることも考えられることから、現状において、

その考えはないことを申し添えます。以上でござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：今ですね、来年度に

向けて１棟２戸建てのことも考えていると。条例改

正を考えておられるということでありますが、村の

公営住宅等長寿命化計画にですね、村営住宅整備の

履歴などという、これは多分、平成２３年度に編集

したものだと思いますけれども、その ４６ページ

にですね、収入超過者の住み替えの意向というアン

ケートを結果調査が載っていまして、住みたいと考

えている住宅の上位に来るものは、まず、自分の家
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が持ちたい。その次に来るのが、民間の１戸建借家。

あればですね。それから、民間アパートの順になっ

ております。４８ページですね。これは村でアンケ

ートを取ったものですから当然、村長も建設課長も

ですね、多少は御覧になっていると思いますけれど

も、住宅を探すとき苦労すると思われる要因のアン

ケートで、一番上にあったのが、住宅が狭い。部屋

数が足りない。 

このような要望を叶えるためには、１棟４戸の共

同住宅、長屋では建物が大きくなりすぎてね、３Ｄ

Ｋという住まいが、どの程度の住まいかといいます

と、やはり核家族、３人ぐらいの家族だと、それな

りに割とゆったりと住めるのですけどね、これが４

人とか５人とかになると、やはり３ＤＫでは、ちょ

っとなと。狭いなという感じを受けますよね。それ

は世帯の状況によって全然違うと思います。ですか

ら、そういったニーズにね、いろいろなニーズに合

わせる。こういうふうにしろ、というのではなくて

ね、こういうパターンでも、よいですよと。１戸建

てでもよいですよと。 

村長は、１戸建ては考えていないというふうにお

っしゃいましたが、私もですね、アパート経営の管

理をしたことがありましてね、２０年ぐらい経って

からですね、非常にクレームが多くなりましてね。

トイレが壊れたとかですね、すが漏りがするとか。

一番最後にですね、冬に水道が凍結しましてですね、

凍結した水道から部屋の中にあった服だとかＣＤ、

本、といった家財道具が全部水で濡れましてですね、

弁償してくださいということだったのですが、保険

に入っていましたので多少保険から出ましたけれど

も、弁償しました。そういうクレームがですね、毎

年来るのですね。だんだん管理するのが嫌になって

きまして、何とか売れないかということで探したの

ですけれども、買いたいという希望者が現れまして

ね、売却しました。やはり、なかなか個人でアパー

ト経営をするという難しさという、都会などでもそ

うですけども、今のね、日本のお年寄りというのは

結構、余裕がありますから。 

とはいってもですね、アパート経営に乗り出す方

というのは割と少ないのです。というのは、今言っ

たようにですね、なかなか利益が上がってこない。

下手すると赤字になってしまう。都会の場合は地面、

下地が高いですから、ある程度の売却することも可

能であります。しかし、この田舎においてですね、

土地の値段というのはね、御存じのように、とても

次のアパートを建てるだけのですね、価格では売れ

ませんから。そうなってくると、売却してしまおう

かと。 

古い、例えば１０年まで売ってはいけないけれど

も、それ以降は売っても構わないというふうにね、

自由にしてよいという条例になっているはずですか

ら、そうなってくると１０年経った、５年経ったと

きに、戸建てだとね、売りやすいわけですよ。これ

は１棟２戸でもですね、多分売れると思います。共

同住宅で４戸となるとね、個人で、自分が大工さん

だとかね、自分で建設業を経営してる方だと、修理

代もそんなに、メンテナンスもあまり困らないでし

ょうからね。これは３０年持とうが、４０年持とう

が、今の木造建築だと最低でも１００年持つといわ

れていますから、下手すれば２００年まで持てるか

どうかは自信はありませんけれども、かなりの年数

を保つことができるようになっております。ですか

ら、メンテナンスさえ上手にやれば別に困ることは

ないわけですよ。ただ、我々民間人がアパートを持

って経営したときに、やはりメンテナンスが非常に

掛かるという、この差ですよね。 

であれば、売却したいと思ったときに、すぐ売却

できるようなバリエーションがあれば、地元のね、

いろいろな方のニーズに応えることができる。私が

望むのは、そういった、いろいろな形ができるよう

な条例にしていただきたいと。別に縛らなくてもよ

いと思うのです。お金があれば、いいものを作れば

いいし、それだけのお金がないのであればね、それ

なりの設備でもって、なおかつ核家族を中心とした

世帯のために作ると。お年寄りなどは２人しかいな

いと。子育てが終わって２人家族だから、そんなに

広いアパートはいらないよと。けれども、一軒家を

持つのはちょっとなと。そう考えている方に共同住

宅のね、アパートがあれば、隣近所と仲良くしなが

らですね、歳を取ったに面倒をね、お互いに見合っ
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たりする。そういう意味で、今のアパートだって十

分に生かすことができる。でも、そういうふうに一

つだけ限定しまうと、では、家族が多くてね、将来

的に安い中古があったら買いたいと思っている方に

は、そういったアパートは無理なのですよ。私が望

んでいるのは、そういった方にも、もっともっとね、

この使いやすいような条例があったらいいなという

ことを、村長にお願いをしていると。こういうこと

なのですけれども。以上です。 

○議長（山須田清一君）：今の質問は答弁を求めま

すか。 

○議員（佐々木淳君）：お願いします。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷厚君・登壇）：佐々木議員の質問

にお答えしたいと思います。先ほど村長も答弁した

とおりですね、今回の賃貸住宅のアパートについて

は、短期間において多くの戸数を求めるという、基

本的な考えがあります。３年間の時限の中で戸数を

求めたいということで、１棟４戸を基本線にしてお

ります。 

先ほど村長が言いました１棟２戸の緩和の部分に

ついては、検討させいただくということで考えてお

ります。あわせて、１戸建ての部分については、持

家制度が平成２５年度まで、来年度まで制度があり

ますので、そちらのほうで検討していただきたいと

考えております。 

あと、水道凍結とか、今言われた、いろいろな部

分の、何と言いますか、いろいろな建て方の部分で

すけれども、今回の賃貸住宅においても、北方型と

いうか、そういった機密性を持った建物が若干基準

の中に入っておりまして、そのような住宅がないよ

うな造りになっているという部分に基準されており

ますので、できれば、なかなかいい住宅ではないか

な、というような考え方でおりますので、その辺を

理解していただきたいなと思っております。以上で

す。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：次にですね、これと

関連しておりますけれども、公営住宅の法令が改正

されたというふうに聞きまして、入居基準などは村

独自で決められるというふうに法が改正に なった

ということでありますが、どのように改正されたの

かお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の佐々木議員の質

問にお答えします。公営住宅法は、住宅に困窮する

低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、国民生活

の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とし

ており、入居収入基準は入居者資格の一つとして定

められているものであります。これまでの公営住宅

の入居収入基準は、公営住宅法の規定により全国一

律とされており、入居世帯の収入が、一般世帯の場

合で月額１５万８０００円。また、裁量階層といい

ますが、同居者に小学校就学前の子がいる場合など、

特に居住の安定を図る必要があると認められる場合

に限り、月額２１万   ４０００円が基準額とな

っておりました。 

この度、地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律が制定され、今年４月からは、事業主体が条例で

定めることとされておりますが、無制限に基金額を

引き上げることができるわけではなく、１世帯にお

いて、現行の１５万８０００円を参酌基準とした上

で２５万９０００円を上限とすること。また、裁量

階層についても２５万９０００円が上限と定められ

ております。本村におきましては、先の３月定例議

会で所要の条例改正案を提案し議決をいただいたと

ころでありますが、内容検討に時間を要することか

ら規定の整備に留め、暫定的に従来と同じ基準とし

たところであります。 

今後の対応方針としましては、来年４月の施行に

向けて、猿払村営住宅管理条例の一部を改正すべく

作業を進めていきたいと考えておりますが、その具

体的内容につきましては、裁量階層に該当する同居

者の対象を現在の小学校就学前から拡大するととも

に、基準額を上限額まで引き上げ、特に住宅困窮度

合の高い子育て世帯に配慮した入居収入基準とする

方向で検討したいと考えております。 

なお、道営住宅を管理する道の対応についてであ

りますが、今年３月に、入居収入基準等に関して北
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海道住宅対策審議会に諮問しており、７月下旬を目

処に答申を受ける予定となっておりますので、最終

的には、その答申内容も参考としながら、入居収入

基準に関する条例改正案を提案をさせていただきた

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）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：正直言って、あまり

よく分かりませんでしたけれども、内容的にはです

ね、大体年収３１０万円くらいと考えてよろしいの

でしょうかね。家族の総収入。多分、私の計算でい

くと、そういうふうになりますけれど、なかなか今

どき３１０万円で、夫婦２人ならともかくですね、

全てのことが終わってね、３１０万円で暮らすとい

うのは結構裕福に暮らせるのではないかなと思いま

すけれど、子育ての真っ最中で ３１０万円で暮ら

すということは、なかなか厳しいものがあるなと思

いますし、そういった方しか入れないような公営住

宅を増やしてどうするのかなということを、同僚議

員もですね、何回も議場で提言していると思います。 

公営住宅の条例をよく読んでみるとですね、収入

超過者に対する措置等というところに、結局行く所

がなければ入っていてもよいという。出ていきなさ

いという請求はできるけれども、別にしなければい

けないとも書いてないわけですよね。ですから、結

構収入超過者が公営住宅に入ってい らっしゃると

思うのですけれども、今、収入超過者で月額の家賃

は、大体どのぐらい徴収されるものなのでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷厚君・登壇）：今ですね、１世帯

の場合で月額１５万８０００円という定められてい

る金額で、年収３００万円程度ということですけれ

ど、総収入に対してですね、扶養家族とかそういう

のを控除される部分があります。それを単純に言え

ば、１２か月で割って、月額１５万   ８０００

円という形なりますので、世帯によっては相当、今

言われた、３人いたらどうだ、５人いたらどうだと、

そういう部分でも若干違いますので、そのあたりは

問い合わせていただくような形なろうかと思います。 

収入超過者については、一応、出て行っていただ

きますよ、ということになります。強制的な部分、

本村でいえば、空きの賃貸住宅だとか、そういう物

件がありますと。そっちの住宅にどうですかという

提供するような形でお話をして、出て 行っていた

だくという形なります。その上に、高額所得者とい

う方がおります。その方については、基本的には完

全に出て行く義務が、強制的に退去できるという形

になっています。 

今回のですね、質問していただいた条例改正の部

分では、条例改正しなさいと決められております。

今は経過措置ということで、来年の平成２５年４月

１日から、この条例は改正になります。その部分で

は、来年３月に条例改正し、金額を制定しますが、

いろいろと協議しながら条例を上程するというシス

テムになっていますので、今現在、この１５万８０

００円が良いかどうかという部分は、ちょっと協議

の段階で、今、煮詰めている段階でございまして、

３月の議会では、この部分は明確に出していきたい

なという形でございます。以上でございます。 

○議員（佐々木淳君）：収入超過者の家賃は。 

○建設課長（松谷厚君・登壇）：まちまちですけれ

ども、そうですね、住宅が古くなってくると家賃も

下がってくるという例もありますけれど、３万円か

ら４万円くらいは払われていると思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：私が聞いたところで

は、もっと払っていると思うのですけれども。その

辺のことを今、議題にしようというふうに思っては

いなくてですね、確かに、公営住宅法も条例改正な

ったとしてもですね、民活ですね、民営活力を活性

化するためにもですね、職員住宅とか、そういった

ことを民間から借り上げるようなシステムを作った

ほうがよろしいのではないか、という話を何回も同

僚議員がしておりますし、私もそのように思います。

公営住宅を、確かに、そこに住みやすいし、いいな

と思いますけれどもね、むしろそれよりも民間のア

パートのほうが良いよねと。古くなったら買えるし

ね、というような発想もあってもいいのではないか

ということを提言して、この質問を終わります。 

次にですね、行政改革と経済対策について。執行

方針では村長は、めりはりのある行政改革とありま
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すが、具体的にどのような行政改革、財政改革をさ

れたか、お伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の佐々木議員の質

問にお答えします。昨年度から、第２次行財政健全

化計画をスタートしましたが、その中での具体的な

取り組みは、歯科診療所の個人経営、法人経営へ移

行、福祉タクシーの運行と料金などの見直し、村営

バスからデマンド自動車運行への変更、特区制度を

活用した浜鬼志別保育所給食の外部搬入、遊休土地

などの売却、職員研修の実施などを行っております。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：行政改革というのは

ですね、具体的にどのようなことを指すのかという

のが問題だと思います。私共、小さい会社を  や

っておりますと、やはり合理化というと固定費を下

げると。固定費を下げるためにはどうしたいのかな

ということを、ずっと考えながら改革を進めようと

思っているわけですけどもね、今の、バスとか保育

所のこととかありましたけれども、現実的にそうい

う意味では、行政の持っている固定費というか、そ

ういったところのお考えというのはあるのでしょう

か。よろしいですか。ちょっと質問がアレですけれ

ども。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えし

ます。今、申し上げましたのは、第２次行財政健全

化計画のお話でございまして、そういう固定費の節

約については、もう既に何年も前から行ってきてお

ります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：それでは行政改革に

つきまして最後にお聞きしたいのですが、大阪ので

すね、橋下氏。今は大阪市長ですけれども、大阪府

の知事時代にですね、非常に画期的といいますかね、

センセーショナルな行動を示しましたけども、村長

は橋下氏の行政のやり方、あるいはその考え方につ

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）：なかなか難しい質問で、

ちょっと窮するのですけれども、本来、行財政改革

をやっていくということであれば、やはり、あのよ

うなやり方しかできないのかなと、思っております。

ただ、私は、ちょっとできないなと思っております。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：いろいろなことを  

やっていますけれども、私がその中で、これは良い

なと思ったのがですね、公立小学校に塾講師などを

派遣し、無料補習授業をして、全国学力テスト小学

校部門で４１位から３１位に上げたと。 

私も子どもの時代、全然勉強できませんでしたか

ら。環境がですね、大体、幼稚園はありませんでし

たし、保育所もありませんでした。学校給食が始ま

ったのも中学校の２年かそのぐらい、パンと牛乳だ

けという。それが当たり前の世の中でしたけどれも、

今は教育というのが非常に安価で、非常に丁寧にし

ていただける。 

やはり、これから子どもたちがね、大きくなって

いく上において、職業だけの勉強をするというより

も、人生の勉強をする上において基本的な学力とい

うのは、非常に重要だなと考えるわけです。これは

質問の中にないのですが、行政改革をどうするか、

ということですから、ちょっと逸脱していますけれ

ども、できれば、せっかく教育長も新しくなられま

したのでね、このことについて、  ちょっと一言

いただけるのであれば、お願いしたいと思いますけ

れども。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：学力の関係について

の御質問かと。猿払村で、どういうふうにしていく

のか、方向性を問われていると受け止めながら、お

答えしていきたいと思います。 

議員が御指摘いただいたように、学力は３＋２と

かが分かるというというだけではなくて、昨日の答

弁にございましたように、自立していく。  一人

でいろいろなものを決めていく。意欲を持って生き

ていく。そういう根底的な力や、他を理解し、自分

を相手に理解してもらって、そして相手の言うこと
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を聞き取れるような関係能力を付けることが、これ

からの社会では必要なことだというふう考えていま

す。 

そういう意味では、今、各学校で、いろいろなコ

ミュニケーション能力や人間形成能力などを培おう

ということで、いろいろな取り組みがされておりま

すし、それが、実は昨日もお話しましたけれども、

心の議論というものがございまして、その中には、

４歳の壁とか、９歳の壁とかいうのがございます。

４歳の壁というのは、相手を理解するということで

す。そこを上手く通り越えなければ、相手を思いや

る心とかというのは育ちにくいというふうにも言わ

れています。それを今、保育所、小学校、中学校と

いう、ここでは１５年間しか、なかなか手が尽くせ

ないというところがございますので、その中で、そ

ういう発達の適時性を大事にしながら育てていきた

い、というふうに計画を新しく連携会議をつくって

いるところでございます。そして全人的な教育を、

知徳体の調和のとれた人間の育成のために進めてい

く。このような方向性を持っているところです。 

また、それらの力をつけるには、議員も御指摘の

とおり基礎学力と言われるものが必要ですし、何よ

りも、今、冒頭でおっしゃったように学ぶ喜びとか、

できる楽しさとか、そういうものが必要だと、御指

摘のとおりではないかというふうに思います。そう

いう意味では、放課後の学習、手当。それから長期

休業中の学習サポート。こういうものに今、心がけ

ているところです。 

それと、もう一つは、これはまだ実施はしており

ませんけれども、考えているところはですね、大学

等々の専門機関から学生さんの協力も借りながら、

長期休業中、もちろん一般的に学習といわれるもの

もそうですけれども、いろいろな物を 作ったりす

るような体験的なもの。そして多くの人と触れ合う

という学びを作っていくことによって、先ほどから

御指摘のあったような全人的なところを少しでも伸

ばしていきたい。そして、この村の発展になってい

くような力を育てていきたいというふうに考えてい

るところです。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：突然のお話で誠に申

しわけありませんでしたが、しかし、子どもの可能

性というのは結構、型にはめない限りは、どういう

方向に行くかというのは本当に分からないですね。

環境が整えば、人間というのはかなり変わる可能性

があるのではないかなと思っていますのでね、是非、

教育長の持っているお力でね、さらに村の発展に貢

献していただきたいと考えておりますけども。 

次にですね、経済対策についてお伺いします。緊

縮財政が何年も続いていますが、その結果としての

経済はリセッション、景気後退していませんか、と

いうふうにお伺いしたいのです。 

猿払村もですね、確かに水産業というのは非常に

利益も出ているし活発ですよね。村で一つでも栄え

ている業種があればですね、本当に良いなと思いま

すし、是非また、この景気をですね、続けていって

いただきたいなと思っていますが、しかし、振り返

ってみるにですね、どうも農業を見てもですね、農

業は確かに大型化して、一見良いように見えるので

すけれども、その中身というと非常に、同僚議員の

中に関係者もおりますが、決して良くはないと。む

しろ厳しいのだと。そういった声を聞かせていただ

きました。それから前日もですね、商業についての

御質問もされていましたが、商業関係者、建設関係

者、非常に厳しい状況にありますね。 

商業者というのは、やはり商業だけで、お店だけ

で売上げが上がるなどということはあり得ないわけ

で、市場というかね、そこに、ある程度の人がいな

い限りマーケットとして成り立たないですよね。マ

ーケットとして成り立つためにはどうしたらよいか

というと、やはり周りに人がいる。作業があるとい

うことですよ。 

今の猿払村の状況というのは、少し危機的かなと

いうのは、働く労働者、漁業とか農業を除いて、結

構、稚内市とか浜頓別町から通っている人が多いの

です。ということはどういうことかというと、ここ

は、ただ働く所になってしまって、生活は近隣の衛

星都市というかね、町とか市に。買い物もしやすい

し、休みの日は結構バケーションもできる、という

人が結構、多くなってきたのかなと。その影響で当
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然、小売業もですね、だんだん、もちろん後継者も。

後継者を育てようがないぐらいに疲弊しているとい

うふうにお伺いしましたが、それはもう村長も御存

じでしょうし、頭を悩ませているところだとは思い

ますが、しかし行政としてですね、何か打つ手がな

いのかと。何かしなければいけないのではないかな

と、思っていると思います。そのことを是非お聞か

せいただきたいのですが。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。これまでの行財政の見直しなどの取り組

みにより、村財政の健全化の道筋が見えてきました。

今年中に公約目標としておりました実質公債費比率

１８パーセントを下回ることが達成できそうな状況

となっております。 

一方で、ただ今議員がおっしゃったとおり、村内

の経済としては複数の離農が発生したこと、商店の

閉店があったこと、購買が他市町村へ流れているこ

となどから、景気後退が続いていると感じておりま

す。打開のために、一昨年から、暮らし応援商品券

発行事業へ助成を行っておりますが、まだまだ村内

の景気は収縮過程から抜け出していないのは事実で

ありますし、その責任は深く感じております。 

今後は、実質公債費比率１８パーセントを切ると

いう目標が達成いたしましたので、何とか積極的に

産業が進行できるように全力で頑張っていきたいな

と思っております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：あのですね、口で言

うは易く行うは難しでですね、私はただ言っている

だけですからね。ただ要求してるだけですから。本

当に何とかしようとそれば、その悩みというのはで

すね、大変なものではないかなと思うのですけれど

も、しかしですね、公債費を下げて、ずっと緊縮ば

かりしててもですね、お金が回らないわけですよね。 

その中で、特に経済学者が最近訴えているのが、

インフラ整備ですよ。社会基盤を少し整備したらど

うかと。過度な社会整備というのは、一つのバラン

スが崩れる。しかし、鎌倉時代からですね、宮大工

と言われたり、それから、幕府に地方の豪族が呼ば

れて道路を作ったりと。これはもう、人類が集落を

作ってから、常に家とか、そういう社会基盤整備と

いうのは、ずっと延々とやってきているわけですか

ら、そういったこともね、やはりある程度。 

過度にやるというのは危険ですけれども、それな

りに平均化してやられると、それなりの人員がまた

ね、この村に居住することができて、その供給した

人たちがまた、商店から物を買うという。そういっ

た経済がですね、回るということが可能ではないの

かなと思います。そういった意味で、極端にその社

会基盤を整備、抑えるのではなくて、平均化した活

動をされるとね、さらにまた村に住みたいという気

持ちも湧いてくるのではないかなと思います。これ

は、返答はいりません。多分、村長もその程度のこ

とは、私が言わんとしていることぐらいのことは、

もう既に考えていらっしゃると思いますので、回答

はいりません。 

次にですね、パークゴルフ場等の無料化について。

これ、何回も言ってましてですね、長いのですけれ

ども。最近ですね、介護保険料が上がったというお

話を二、三件聞きました。凄いなと。保険料も上が

っていますしね。 

前にも質問しましたけれども、『死ぬまで寝たき

りにならない体をつくる！』という本を紹介させて

もらいましたが、幸福感というのは、それぞれ違い

ますけれども、健康であるということは、幸福を感

じる中でかなりのパーセントを占めると思います。 

６５歳といえば年金生活に入る方が多く、身体は

使わなければ衰える年代になりますよね、高齢者と

いうのは。若いとき、私もそうですけれども、別に

１週間や半月寝て過ごしてもですね、入院していて

も退院した途端にですね、歩くこともできますけれ

ども、ある一定の年齢を過ぎるとですね、寝たきり

が１週間続くと歩くことも、なかなかスムーズに歩

けないということでありますから、いかにこの筋肉

を鍛える、あるいはその身体を鍛えておくというこ

とが大事かなと思うのであります。 

今まで、たくさんの税金を払ってですね、国とか

村を支えてくれた先輩に、せめて年金をもらったと

きから、パークゴルフぐらいは、ただでどうですか
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と思うのですけれども、村長のお考えをお伺いしま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の佐々木議員の質

問にお答えします。パークゴルフ場を含め体育施設

の有料化は、行財政改革の中で負担の適正化と公平

性の確保の考えのもと、平成２０年度から料金をい

ただいております。先ほどの質問の答弁でも触れま

したが、村財政の健全化の道筋が見えてきましたの

で、年齢にこだわらず、すべての村民の健康増進の

機会と場を提供するためにも、平成２５年度改正に

向け、体育施設の料金の見直し、無料化に戻すこと

も含めて検討してまいりたいなと思っているところ

でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：大変ありがとうござ

います。余計な話をさせていただくとですね、歩く、

ウォーキング。最近、私も歩くということについて

よく考えることになったのですけれど、どうも踵か

ら歩くというのがですね、間違っているのではない

かと。大分前に、『脳内革命』の春山茂雄さんが書

いた本の中に、ピノキオ歩きというのが出てまして

ね。ピノキオ歩きというのは、足を着くときにピッ

と伸ばしてですね、踵から着けというのです。最初

はそれを、ずっとやっていたのですけれど、あまり

痩せないのですよ。 

今は、かなり痩せましたけどね。痩せたわけとい

うのがですね、実は爪先ウォーキングという、最近

ある人から教えてもらいましてね。踵から着くとい

うのは、考え方として間違っていると。足の構造か

らいって。草履を履いてごらんと。草履を履いて踵

から歩けますかと言うのですよ。確かにそうだなと。

裸足で踵から歩けるかいというと、確かにそうだな

と。では爪先から歩いてごらんと。最初は、爪先か

ら歩くと何だか格好悪いのですよね。泥棒みたいに

歩くのですけれども、よく考えると、膝を上げない

と前に進めないようになっているのですね、爪先ウ

ォーキングというのは。そうすると、爪先ウォーク

ングをしているとですね、大腰筋が鍛えられてです

ね、だんだん痩せていく、という理屈なのですけれ

ども。これは理屈で。 

是非ですね、保健福祉課長さんにもですね、歩く

だけでは健康にならないという、これは是非、訴え

ていただいてね、ステップアップですよ。膝を上げ

る、この運動を進めて、かなり医療費が下がった町

がですね、ちょっと名前は忘れましたけれども、あ

りましてね。これはニュースになりましたから、私

もずっと憶えているのですけれども、いかにステッ

プアップが大事かということを、進めていただいて

ね、保険料と介護保険料を下げていただくという方

向で、頑張っていただきたいということで、次の質

問に入ります。 

これはもう、何度も諸先輩もやっているので、こ

れは却下しようと思っているのですけれども。昨日

も観光について、皆さん活発な御意見が出ましたの

で。書いてあるとおりですけど、村長いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の佐々木議員の質

問にお答えいたします。現在の観光ＰＲ活動に関し

ましては、眞田議員の答弁と重複いたしますけれど

も、ホームページやブログ、またはテレビ、ラジオ、

雑誌等などで、ＰＲ活動を含めた情報発信をしてお

ります。しかしながら、議員がおっ  しゃるとお

り国道沿いなどには、例えば、ホタテと牛乳のまち

猿払、といったようなＰＲ看板が設置されておりま

せんので、今後は設置に向けて検討してまいりたい

と思っておりますので、御理解のほど、よろしくお

願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：よろしいですか。 

これで一般質問を終結いたします。 

 


