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○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づきまして３項目、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、猿払村の公共交通機関のあり方につ

いてということで、昨年の９月の定例議会に私と同

僚議員で宗谷バスの問題、村営バスの問題、公共交

通機関これからどうしていくのだという質問をした

ところ早々に猿払村地域公共交通活性化協議会とい

うものを年明けに立ち上げていただいて、迅速な対

応をしていただいた村の方に感謝と敬意を申し述べ

たいと思います。なかなか地域公共交通活性化協議

会、私達も含め村民はその情報だとか、どんなこと

をやっているのだとか解らないものですから、その

進捗状況について村長の方から報告をいただきたい

と思いますがよろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 猿払村地域公共交通活性化協議会の進捗状況とい

うことでございます。進捗状況につきましては、先

般９月６日でとりあえず実証実験が終了したという

形になってございます。 

これは一応８月の１８日から９月の６日までとい

うことで、２０日間一応実施された形になっており

ます。６日に実証実験が終了いたしまして即８日に

２回目の猿払村公共交通の活性化協議会を実施して、

実証実験の経過等をご説明行ったところでございま

す。よってまだ地元協議会の意見をまとめていない

というのが実態であります。 

今後、出前行政の課題として地域村民の意見を反

映させ、且つこの協議会でワーキンググループによ

るワークショップによって協議を進めながら総合的

に協議会としての結論付けをしていかなければなら

ないと思っているところでございます。 

また、稚内市におきましても翌日にこの活性化協

議会を行っているところでございます。この公共交

通活性化協議会の一つの目的としては、稚内市のフ

ェリーターミナルからさるふつ公園までのバス、と

りあえず１日２便というような形の中で実施されて

いるところでございますので、稚内市ともまたその

協議の実績を踏まえた形の中で協議をして結論を付

けていかなければならないだろうと思っているとこ

ろでございます。 

また、交通通信網の発達によりまして人々が移動

したり交流したりする範囲が拡大していっている状

況にございます。生活圏域が急速に拡大していると

いう実態にあり、もはや居住をする人、村民だけに

目を向けて行政施策を展開するということは当然の

ことではございますが、そういうわけにもまたいか

ない面もあります。区域を越えて移動する中間住民

にも多くの行政サービス等を提供しなければ地元の

発展にも繋がっていかないのではないのかとこのよ

うな考え方を持っているところでございます。 

そうした住民の動向等を見極め行政サービスを続

けなければ住民ニーズにおいた生活圏域の拡大、変

化に対応する積極姿勢がなくなり、単一自治体での

発展はないものと考えているところでございます。

６日に終えて８日の協議会でございましたので、一

応報告に今のところは留めてこれからの会議に移っ

て、十分な検討をしていくという基本的な考え方で

ございますので、ひとつその点ご理解賜りたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の答弁で今若

干（１）、（２）、（３）と質問事項がありまして、

（２）の方にも触れていただいたのですけれども、

まず始めに私が確認したかったのは、地域活性化協

議会が立ち上がって、確か今年の２月に第１回の協

議会が行われている。それで運輸局等に色々申請書

を出して５００万円の交付金が今年の春村の方へ補

助金決定がきているというふうに情報として私聞い

ております。第２回の協議会がこの度の９月に行わ

れたと、その２月から９月までのこの半年間のその

進捗状況、それとその内容はどのような形で行って

いくのか。担当総務課長でもよろしいのですが、そ

の内容をお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：公共交通につい

てお答えしたいと思います。 

 小山内議員さんがおっしゃるとおり２月に第１回

目、９月に９月８日ですか、第２回目の協議会をこ



－2－ 

れは猿払村で作っている協議会の概要でございます。 

今回、先程村長が言いました部分につきましては

稚内からさるふつ公園までの間につきましては、こ

れは北オホーツクのバス交通整備検討委員会という

部分で稚内市運輸局さん、それと稚内開発建設部、

宗谷支庁、稚内警察署こういう機関が集まって構成

されているメンバーでございます。この部分につき

ましては、海回りの検討ということで、実証実験を

１日２便を走らせたということで、その実証実験の

部分がこの協議会になされました。それで今回の私

共の協議会の内容なのですけれども、この部分を実

証検分を基にしましてそれでさらなる協議会の地域

の協議会の中で煮詰めていくと、そういうスケジュ

ール体になっていたものですから、その部分ではこ

れが終わるという部分で第２回目の猿払村の地域公

共協議会という部分に踏み切ったという部分で５０

０万円の補助に基づいて業者も発注したという経過

になっています。先程言いました海回りの部分につ

きましてこれは事業主体は運輸局さんでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。私の

質問の内容が悪いのか、今回宗谷バスが行った海回

りの運行バス、直行バス運行の実験はちょっと次に

置いておいて、村主体で行っている猿払村地域公共

交通総合連携計画等がありますよね。それのこれか

らの計画、それと半年間行われたこれまでの経緯の

説明をお願いしたいと思います。１回宗谷岬から猿

払村に来ているバスの件は、これは主体が運輸局だ

とか稚内だとかということで私も認識は持っている

ので、それとは別に村の中で５００万円の交付金を

いただいて協議会を立ち上げて半年以上が経ってい

るので、その半年間の今までの報告と、それと今計

画段階になっていると思うのですが、これからどん

なことをやるのだということをお聞きしたいと思い

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）：失礼しました。

経過というか今後の協議会の進み具合というか、進

めていくことの確認は９月の８日にされました。そ

の内容につきましては、現状の交通実態調査、それ

と利用者のニーズの把握、これも調査です。検証実

験、これもやります。それで地域公共交通の総合連

携計画の素案作成とこういうものが今後主な内容に

なっています。 

また、ニーズを把握するために村内５ヶ所におい

て地域懇談会を開催していきたいという予定になっ

ています。事業の詳細につきましては、アンケート

調査を実施する予定でございます。デマンド型公共

交通という部分の検証実験をしていきたい。これに

つきましては今現在、公共交通が行っていない小石、

狩別、豊里、芦野高台、こういう部分にデマンド型

交通という乗り合いタクシーの部分です。これの実

証実験を約１週間実施してまいりたいという考え方

でございます。この部分については１０月頃に実証

実験を一応やっていきたいという方向で考えていま

す。先程言いました今まで第２回やるまでの間どう

なのだという部分なのですけれども、これは先程言

いました運輸局さんの方で海回りの部分の実証実験

を基にデータが出た中でこの事業を進んでいきたい

という考え方がありましたので、これは稚内市との

協議もしましてその後にこの協議会を進めていこう

という内部的打ち合わせの中で進めてきた事実がご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それではこれから

検証実験として利用者のアンケート調査、村内５ヶ

所でのニーズだとか要望を把握するための懇談会、

それとデマンド型交通の実証実験ということで１０

月に行われれるということで整理はいいですね。そ

れでデマンド交通の導入の件で、今交通空白地帯に

なるであろう浜回りの路線だったらなるであろう小

石、今現在も空白地帯になっている芦野高台、狩別

等の所の実証実験ですが、１週間かけて具体的には

色々その車、村の交通手段を使って、村が所有して

いる車両を使うのかとか、タクシーを使うのかとか

というのがあると思うのですが、その辺のところを

もう一度聞かせていただいてよろしいでしょうか。

お願いします。 
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○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：デマンド交通の

部分で乗り合いタクシーの実証実験の部分でござい

ますけれど、これにつきましては一応業者に委託か

けております。その部分で業者がタクシーを借りま

して１週間の実証実験をやって、この料金につきま

しては一応、利用者の料金につきましては一応無料

という考え方でやっていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：よく分かりました。 

 今回の地域公共交通活性化協議会、今回の交付金

によって調査したりニーズの要望等をしたり、実証

実験実際に車を走らせて実験したりするというもの

の履行期間というか、契約期間が３月の末だという

ふうに私は認識しておりますが、実験だけではなく

て次の行動、実態に移っていく時に来年度以降この

活性化協議会がなくなった以降、この実験を基にし

て村としてどのような方向、実験結果が出ていない

ので具体的にはこれが良い、あれが良いという形に

はならないでしょうけれども、村長としてこれから

この実験を踏まえてどのような形で村の交通機関を

考えていくのか。 

後の３番目の質問になるスクールバス、村営バス、

宗谷バスとの方の絡みもあるのですが、このデマン

ド型交通の結果が出てやる、やらないとなると思う

のですが、その方向性についてだけ村長から一言い

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今回の活性化協議会の結果・実績を見た形の中で

どのような対策が対応が一番良いのかという部分も

含めた形の中で、その実績を十分反映させた形の中

で住民ともまた、議会とも協議を含めた形の中で私

は費用対効果も十分に考えた形の中で進めてまいり

たいと思っております。次年度以降になりますと補

助額というのは２分の１という形になってまいりま

すので、そういうこともございます。そういう状況

の中でまだ２分の１の補助があるだけ助かると言え

ば助かります。そういう状況の中で十分検討してい

かなければならない問題であろうと考えている次第

でございますので、これで終わらず引続き検討して

いく、最終的な結論を出すまで検討していくという

ことが必要だろうと思っている次第でございます。

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）：それではちょっと

先に戻るようですが、２番目の今回８月１８日から

９月６日までに行われた期間限定の直通バスの実験

結果についてということで、先程の質問・答弁で事

業主体は猿払村ではなく稚内警察署だったり、国交

省だったりということでお聞きしたのですが、もし

９月６日までの実験の結果、乗車人数、稚内から宗

谷岬まで、宗谷岬から猿払までの乗車人数等の結果

が出て入ればお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：北オホーツクの

海回りの部分の実績とバスの利用状況ということの

ご質問にお答えしたいと思います。 

今回２便、先程言いました２便往復、２往復走っ

ているという部分でフェリーターミナルが１０時１

５分稚内ですね。さるふつ公園行きという部分がま

ずこの部分につきましては、トータルで２３３名ご

ざいました。その折り返し便、さるふつ公園をフェ

リーターミナル行きということで１３時発、さるふ

つ公園１３時発でこの部分については２１３名折り

返しております。もう１便、フェリーターミナル１

４時２０分発、さるふつ公園行きこれが６４名、そ

の折り返し便、さるふつ公園１５時５５分発、稚内

駅前行く部分については２０名。延べにしまして５

３０名。この調査の中の結果なのですけれども、宗

谷岬の部分でどの程度降りたと、これ延べの人数の

輸送の数字でございまして何名降りた云々という部

分の押さえはされていなかったというデータになっ

ています。 

また、このデータを基にしまして地域公共交通、

各稚内と猿払村にあるその部分での協議にいたって

いくという部分になっております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 
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○議員（小山内浩一君・登壇）：それではフェリー

ターミナルから宗谷岬、宗谷岬から猿払までの詳細

な実績数、乗った乗車定員というのは解らないとい

うこと。見た感じ地域猿払村に住んでいる人間とし

てこの８月１８日から９月６日までに行われた宗谷

バスの直通バスの実験は基本的には観光向けという

ような形で私達は考えてしまいます。実際、今現在

山回りの宗谷バスが北オホーツクの浜回りになるの

ではないかという情報がある中で、やはり来年度以

降もこの直通バスの実証実験をやられるのであれば、

猿払村の公共交通機関の協議会の中でもいいですし、

ＪＲ天北線の代替機関の協議会も確か稚内沿線・猿

払村・浜頓・中頓・音威子府でもっていると思いま

すので、その中で要望事項として観光向けではなく

実際に生活路線としてのバス運行の実証実験という

のを要望していくことは可能でしょうか。そこのと

ころをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 私共といたしましては、住民の足を守るというよ

うな観点から単なる観光、フリー客を乗せるという

ようなバスの運行ということではなくして、やはり

地元の住民を守ると、今まであった今も続いており

ます代替輸送機関連絡協議会、これらも含めた形の

中で住民の足を守るということで、地元住民の足の

確保ということを常に考えていかなければならない

問題だろうとも考えておりますし、それに合わせた

形の中で例えば海回りでも、山回りでも観光客は乗

ってこれるはずですよね。海回りの方が観光的には

良いというのはそれは実態としては分かりますけれ

ども、そうなってきますとまた小石という空白地帯

も海回りになりますと出てきますし、その部分の手

立てというものを考えなければなりません。その中

でまた代替協議会との連絡調整というものもまた出

てくる。当然、海回りになった場合についても出て

くると考えておりますので、当然これは大きな問題

として考えなければならないだろうと考えておりま

す。当然、稚内市との協議は勿論のこと、稚内市も

代替協議会に入っている一員でもございますので、

そういう部分も含めた形の中で代替協議会ともこの

部分について一応路線の変更という形の中で十分双

方協議しながら活性化協議会、運輸局、旭川運輸支

局というような事業主体の中で、その実績を踏まえ

た形の中で費用対効果等も検討をしながらこれらに

ついて、来年度以降についてこれらの部分について

展開をしていかなければならない問題であろうと考

えている次第でございますので、ひとつよろしくお

願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：やはり地元住民と

しては観光のためのバスも無視はいたしませんが、

地元住民としてやっぱり猿払村・稚内へ生活してい

る生活者のバスがやはり一番と考えます。是非、来

年度以降このような実証実験があるとしたならば、

村としては強く宗谷バス、運輸局等に生活路線での

浜回りの実証実験が出来るこの観光地、観光期間以

外のそういう実証実験もしていただくような要望を

していただきたいと思います。宗谷バスにしても基

本的には昨年度聞いたとおり国からの補助をいただ

いて宗谷バスを宗谷管内運行しているのは確かなこ

とです。札幌市であったような利用者不在で中央バ

スが撤退する。札幌市がそれに対して補助金・交付

金を出すとかというような形で、利用者不在の問題

がつい最近も札幌市でありました。そんなことがな

いように早い段階から宗谷バス利用者・地域が一つ

になってこの過疎地域の公共交通を考えていただき

たいと思います。 

それで次３番目の質問に移りますが、そこでやは

りこの過疎地域の公共交通、今現在、猿払村では宗

谷バス、村営バス、スクールバス、各種送迎バスと

してやすらぎ苑、消防、総務課でも週に１回か２回

出しているというふうに聞いております。過去から

も言われた経緯はあると思うのですが、スクールバ

スは子ども達だけ、宗谷バスは料金を払って利用者、

村営バスも料金払って利用者、路線は決まっている。

各種送迎バスに関しても、その送迎バスに見合った

村民しか乗れないような状態で今動いていると思い

ます。その相互利用について、村営バス、宗谷バス

については料金を徴収して運行している公共交通で
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すからちょっと違うかもしれませんが、スクールバ

ス、あと村内で動いている各送迎バス、確かに目的

外使用、目的は違いますがスクールバス何かにおい

ては、その時の子ども達の位置だとか住居によって

違いますが、一番猿払村を網羅している公共交通機

関と言っていいのかバスだと思います。それにやっ

ぱり村民・住民も絡めながら公共交通の空白地帯を

なくしていく。それは色んな維持経費だとか、管理

費だとかも含めても色んな法的規制、条例規制とか

あるかもしれませんが、私達村民としては何かすぐ

出来そうなところに届く公共交通機関だと思います。

それの相互利用について村として出来る、出来ない

も含めてどのような方向でいくのかをお答えしてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 宗谷バス、村営バス、スクールバス、各種送迎バ

ス関係の相互利用についてでございます。この関係

につきましても、ただいま委託している業者等から

そのような結論も結果もまた出てくるものと考えて

いるところでございますけれども、基本的にはやは

り結果として効率的であるならば相互利用が一番良

い方法と考えているところでございます。相互的調

査の検証をしている最中でございます。総体的にど

うすれば効果的で効率的でその実績を検査し、地域

村民の意見も反映させて協議会で再度検討して結論

を出してまいらなければならないと存じているとこ

ろでございます。そのためにも村民の児童・生徒、

それから保育園の子ども達のそのような利用時間の

部分、バスに乗っている部分ですね。そういう部分

の緩和等措置も含めた形の中でどうすれば良いのか

ということも十分協議をしていかなければならない

問題であろうとも考えているところでございます。 

いずれにいたしましても今のままでいきますと代

替バス路線の基金等もございますけれども、最終的

には底を付いていってしまうというような形になっ

てしまうわけで、その基金がなくなる前に費用対効

果というものを十分に考えた形の中で相互利用方法、

効果的な効率的であるそういう方法を十分に考えて

いかなければならない問題であろうと考えていると

ころでございますので、これらにつきましても当然、

関係市町とも協議をしなければならない問題ではご

ざいますけれども、そういう部分も含めた形の中で

十分広域的な分野もあります当然、そういう部分も

含めた形の中で考えていかなければならない問題で

あろうと考えておりますので、議員がおっしゃって

いる方向性を持った形の中で進めていければと考え

ている次第でございますのでその点よろしくお願い

申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは具体的に

一つだけ質問をしたいと思います。 

 実際、村が運営している教育委員会が運営してい

るスクールバスに村民が乗ることになるためにはど

んなネックというか、どんな原因、要因があるので

しょうか。 

それをお答えしていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：荒井教育委員会次長。 

○教育次長（荒井輝彦君・登壇）：ただいまの議員

のご質問にお答え申し上げます。 

 今現在スクールバスとして、まず村でスクールバ

スを保有しているのは６台、実質児童を普段毎日運

んでおります。児童・生徒を運んでおりますのは５

台ございます。そのうちまた１台緊急で走る場合に

１０人乗りという小型のバスが１台ございます。そ

れで今現在は大きなバス５台のうち、３台を直営と

いうことで運行し、２台は委託ということで運行し

ております。日々５台が常に走っているわけでござ

いますけれども、住民の方に利用をいただく場合に

は議員もご承知のとおり、このバスを購入に当たっ

ては補助金をいただいて買っているということもご

ざいまして、目的外利用の場合に住民利用するため

の届出というのを国の方にしなければならないとい

うことになっております。その届出をすれば基本的

には出来るということになっております。ただ条件

としましては数点ございますが、一番大きな問題は

児童・生徒の運ぶ運行が第１番ということで考えて

いかなければなりませんので、住民の利用のために

児童・生徒に不便がかかってはまずいけないという
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ことでございます。それで今は朝登校のために運ん

でいる便とそれから下校には時間帯によってござい

ますが、基本的には２便ほど走っております。です

からその決まった時間帯での運行については届出さ

えすれば可能かとは思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：スクールバスにつ

いて今お答えをいただきましたが、非常に将来が明

るくなるようなお答えで届出さえすれば、届出にも

色々国からの良い悪いもあるのでしょうけれども、

届出さえすれば良いということであればこの地域活

性化協議会の中でもスクールバス、やすらぎ苑の送

迎等のバス等も考えていただいて、確かに次長の言

うとおりスクールバス、子ども達が第一番でなけれ

ばならないのは十分認識しております。それのこと

はもしスクールバスが利用出来るようになれば、ス

クールバスを利用する村民もそのことは認識してい

ると思います。そういうことも踏まえながら今年、

来年等時期は急ぎませんがこれだけ村、猿払村広い

地域を走って網羅しているスクールバス、各送迎バ

スもそのような方向で考えていただいて、この活性

化協議会の中に反映させていただきたいと思います。 

 以上で公共交通機関のあり方についての質問は終

わります。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一言だけちょっと付

け加えさせていただきたいと思います。 

 学校教育の面のスクールバスの関係でございます

けれども、家庭・学校・地域とこのような一つの役

割というものがそれぞれあろうかと思います。その

スクールバスには地域村民が乗ることによって普段

大人の方と触れ合えなかった子ども達がそのバスの

中で何人乗るかそれは結果として解りませんけれど

も、触れ合うことが出来ると私は教育にとっても大

変良いことだという感じも持っておりますので、そ

ういう側面からも考えていく必要性もまたあるので

はないのかと、このような考え方を持っているとこ

ろでもございますので、その点もご理解賜ればと思

っている次第でございます。 

 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）：最後に村長から非

常に前向きな答弁をいただきました。 

私も思うとおり、先日の教育講座の中でもないで

すが非常に教育が荒廃している中、地域と学校、親

が一つになって、ちょっとこの質問内容とは違いま

すが教育をしていかなければならない中で、ほんの

短い１５分か２０分の間かもしれないですが他の大

人の方々、それとお年寄りの方々と世代交流が出来

るということは非常に貴重な時間帯と思います。 

是非、そういうことから向けても村長、このスク

ールバスの村民への開放といいますか、一緒に乗れ

るという方向で是非考えていっていただきたいと思

います。 

以上です。 

それでは宗谷学区の公立高等学校配置計画案につ

いてということで、２０年度つい先日の９月に北海

道教育委員会から北海道の高等学校の配置計画案が

提出されました。私達として一番興味を抱く宗谷管

内の学校、とりあえず今の段階である浜頓別、枝幸

高校、豊富高校は来年度からキャンパス校になる。

２３年度までには稚内高等学校、稚内商工高が廃止

になって新しい高校が新設されるという内容であり

ました。その内容として１学年、１学級になればそ

の高校は地域キャンパス校とすると明確にこの度謳

われました。猿払村としては高校はない自治体では

ありますが、地域の高校として稚内、浜頓別が地元

の高校として認識しているところであります。この

配置計画について村の考え、自治体として高校もっ

ているわけではないのですが、やはりこの問題、地

域に高校がなくなるというのは非常に猿払村として

は痛手を被る所であると考えますので、村としての

考えを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）：それでは今、小山

内議員さんからご質問ありました道教委から提出さ

れた高等学校配置計画、これについてちょっと補則

説明も入れて時間をいただいてご答弁をさせていた

だきたいと思います。 

今、議員もお話ししたとおり非常に高校配置の関
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係、道内では非常に問題起きておりまして、またそ

の背景にはこの何と言っても中卒者が大幅に減少し

ていると、地域の声は分かるけれどもその実態等ど

うするのだというのがこれが問題になっておりまし

て、この道教委におきましてはこういった毎年度道

内の中卒者大幅に減少しているということで、昭和

６３年に実は９万２，０００人近く卒業あったので

すけれども、これは年々減少を続けまして平成２７

年には４万５，０００何人とか半数以下となって、

その後減少が続いていくと、そういったことで高校

の小規模化というのが非常に進んでおりまして、そ

れによって学校の配置云々は別としまして、教育環

境の悪化というのは非常に懸念されていると、そう

いった中で単に学級数をいじるだけではもう限界に

きて、統廃合を含めた再編、これは避けてとおれな

いよというのが道教委の見解であり、色々と有識者

からの出された問題です。当然、今議員からもお話

しありましたとおり、宗谷管内の心配もされている

のを本当にこういう議会の場で問題にしていただく

というのは本当に有り難いことなのですけれども、

そういった中で宗谷管内どうなのかと言いますと、

ご多分に漏れず宗谷学区でも平成２０年今年の中卒

者７０６名から、来年には管内だけなのですけれど

も６９名の減、その次の２２年にはさらに３１名の

減、さらに平成２３年には７２名の減、その後ちょ

っと回復する時期があるのですけれども、平成２０

年の７０６名から２７年には５４５名に減ってしま

うという現実の問題がございます。その中での１学

級の定員というのは４０名なのですけれども、それ

が割れていくということは本当に現実の問題でどう

していくのかという状況にあります。今議員からも

ご指摘ありましたけれども宗谷学区、今年度浜頓別

高校の生徒募集では商業科なくなって、普通科２学

級となっております。それから今豊富高校のキャン

パス校になりましたけれども、豊富高校にあっても

これまで２学級だったものが、今年から１学級とい

うことになっているのですけれども、結果としては

それでも両校とも欠員が生じていると、これ私から

言わせるとこういう地域ですから欠員で出るのは当

たり前のことではなくやむを得ないことではないか

と思うのですけれども、全道から見るとやっぱり問

題になってくると、考え方としてどうなのだと言い

ますけれども、感想を言いますと道教委からの見解

これは全道的に見ても学級は減らす、再編・統廃合

する、募集停止をするということで非常に厳しい内

容ではございまして、宗谷学区においても同様に非

常に厳しい内容であるとそういうふうに受け止めて

おります。また、今後の見通しというものをきちん

と見極めていく必要があると思っております。 

今の議員からお話ししましたとおり、稚内高校と

稚内商工高校、これが統廃合されるとなってますけ

れども、当面２１年度に稚内商工では商業科これが

当初は廃止される予定だったのですけれども、地域

の声を聞いて商業科は存続すると、その代わりと言

いますか形をその代わり別な科目の事務情報科とい

うのを廃止になるということで学級減は行われる。

豊富高校にあっても稚内高校をセンター校にしたい

わゆる地域キャンパス校化と、言葉は良くないので

すけれども場違いの表現なのですけれども、どっち

かと分かりやすく言うと、分校みたいな形でキャン

パス校化となって、ではそれどんなことやるのだと

いうのと、稚内高校を母体として豊富高校には通信

機器インターネットを利用して教育活動、あるいは

教師が稚内高校から一時豊富高校に出掛けて出張授

業するということで果たしてこの思惑どおりにうま

く授業が進むのかなという不安も地元には残ってい

るようです。結局、子ども達と相対してするのは教

育の基本なものですからそういう心配もあるようで

す。当然、我々もそういう受け止め方、不安もある

なと思っています。いよいよ平成２３年度もうすぐ

なのですけれども、稚内高校と商工これはもう人数

の関係から統廃合、統合してしまうと、新たに稚内

高校を母体校として新設校にしてしまうということ

で、この地域の特性と看護科は１学級あるのですけ

れども、残りの５学級これは統廃合して５学級がど

ういう学科になるのかまだ示されておりませんけれ

ども、そういった部分で検討中の要素はありますけ

れども、非常に議員も心配してのご質問であるので

すけれども、私共としても本村からの進学者これが

どう影響してくるのか、そういったものも見極めて



－8－ 

いきたいと思っています。 

また、特に浜頓別高校と枝幸高校とか豊富高校の

関係なのですけれども、これについても卒業者数が

減る中できちんと現状に近い学級数、学区の配置こ

れはやはり地域の存続等にも大きく係わると思いま

すので、こういったものも考慮に入れながら関係機

関情報交換、連携連絡密にする中でそういった見極

めを強めていかなければならないとそういうふうに

受け止めまして、今後とも精力的に協議連携をして

まいりたいということで最初のご答弁をさせていた

だきます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の教育長の答弁

のとおり公立学校、高等学校の配置計画が道から出

されて道の答申としては、やはり少子化に伴う子ど

も達の減が確かにこの宗谷管内でも起きていること

は確かです。実際、拓中生の減少、今まで２クラス

あった中がもう今は１クラスしかなくなっているの

が如実に現れているとおり今の３年生が３３名、２

年生が２７名、１年生２６名、私が思うに浜頓別を

地元の高校として行っている地域として猿払村、浜

頓別、中頓別と見た時にもう３地域を合わせても今

の３年生で８３名、３校３地域合わせて、２年生６

９名、１年生７８名、もし本当に１００％の子ども

達が浜高に行ったとしてやっと２学級が出来る程度、

今までの進学率の経緯からいって拓中もちょっと見

てきたのですけれども、少ない時で３０％ぐらいの

浜高への進学率と考えた時には、もし半分の人数が

行っても１クラスしか出来ないと考えた時には、明

らかに浜頓別高校は道の答申からいったら１学年、

１学級ということになってキャンパス校に格下げと

いうか、今教育長の答えで悪い言葉で言うと分校扱

いになってしまう。ただ南宗谷としては、それが稚

内高校が母体校になるかというと、またそこは難し

いとは考えますが、そこで村長がいつもおっしゃる

地域間交流や広域連携をしてこのままでいくと南宗

谷に中頓別高校がなくなり、今枝幸高校と浜頓別高

校、一番悪いことを想像すると最終的には枝高と浜

高との綱の引っ張り合いになる。各地域のその浜頓

別・枝幸との引っ張り合いになった時に非常にこれ

から２４年度以降そのようなことが起きると考える

と、人数だけでいくと枝幸町は歌登との合併もあっ

てうちの猿払村・浜頓別・中頓別と合わせた生徒数

よりも現実的には枝幸の方が多いです。この１年生

・２年生・３年生を見ていくと、そうなった時にや

はり猿払村として、もし浜頓別高がなくなったら地

元として通える高校は稚内だけになる。先程の交通

機関もありますが、今現実的に猿払村に住民票を置

いてというか、居宅を構えながら通っているのは２

名というふうに考えた時には、地域の高校として成

り立っているのかという不安を考えます。そういう

時に村として、自治体として高校はないながらも何

らかの対策を今この３年後、４年後に向けて作って

いかなければならない。 

それで（２）の質問の方で来年度、また２４年度

からの猿払村自治体としてやっぱり高校生がこの地

域からなくなるというのは非常に１６歳から１８歳

までの年齢層がいなくなるというのは非常に痛手だ

と思います。その辺の問題を今から村長の考え方を

聞いてそれを行動に表していただきたいと思います

ので村長の考え方を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）：それではお答えい

たします。 

 今、村長というお話しでしたけれども、教育行政

の関係では村長ともこの密接な連携をとっておりま

して、この高校の関係についても村長にも道教委に

対してもこれまで何度も足運んでもらったりそうい

った中で連携とれてますので、私の方からご答弁申

し上げたいと思います。 

 今、議員質問にありましたとおり非常に来年度、

また２４年度からの対策ということでは非常に最初

の答弁で申し上げましたとおり、高校配置全体が非

常に厳しい部分がございまして、そういった中では

懸念している部分がございます。道教委のこの高校

配置計画に関しまして今年の５月下旬に拓心中学生

の進学希望先、中学校に確認した結果では、来年度

平成２１年には間口減となる稚内商工の関係の事務

情報科の希望者がいないということで当面としては、
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稚内の関係では問題ないのかなと、また本村から多

く通う浜頓別の高校なのですけれども、他町からの

進学希望状況把握しておりませんけれども、拓中か

らの今年度の進学者数１６名とほぼ同様の受験者と

なるだろうという見込みでございまして、当面は今

間口減の計画を真似ることから、来年度に向けての

影響はないものと見込んでおりますけれども、さら

にはそういった部分の進学希望の見込みをこれはや

っぱり常に把握していかなければならないかなとそ

う思っています。また、２４年度からの対策という

ことなのですけれども、道教委の中では生徒数は少

なくなるということで、２４年から２７年度までの

４年間の見通しとして今心配されている議員心配さ

れている浜頓別高校とかのキャンパス校は出てなく

て、宗谷管内全体で０から１学級相当の調整が必要

とされておりまして、これには卒業者数ある程度お

さえるのですけれども、その子ども達が全て管内で

治まるのかというとそうではなくて、やはり旭川な

り札幌なり他管に出ていく部分があるだろうという

ことで、その他管に出る状況によってはこれは調整

が出るのかということで、それについてはまた先の

見通しということでまだ把握されておりません。い

ずれにいたしましても村内はもとより村長にも当然

従来どおり動いていただきまして、本村だけではな

く関係市町村、関係者との連携を連絡密にする中で

やはり情報収集しながら議員心配されるようなこと

にならないように後手にならないような形で対応し

てまいりたいなと思っています。その背景なのです

けれども、私共もきちんとおさえている基本線とし

て、地方に住んでいて公立高校の間口減、統廃合と

なれば当然経済的な余裕がある方とない方もいらっ

しゃいますけれども、いずれにしましても保護者の

経済的負担とか生徒自身の教育環境にも大きな影響

を及ぼすのだと、経済だけでなく子どもにも非常に

深刻な問題を与えるのだというのは教育的な部分か

らもこれは避けてとおりたいなと思ってます。そう

いったことからもこの問題、先程も議員にもお話し

しましたけれども非常に地域の存亡といいますか、

地域の活力にも影響する大きな問題ということで私

も捉えておりますので、今後さらに関係市町村、教

育関係者、ＰＴＡ等も含めた情報交換等しながら学

校・学級数確保されるよう努力していきたいなと思

っています。 

また、村長も積極的に動いておりまして宗谷地域

総合開発期成会、これの働きかけ等もしていただい

ておりますのでそういうふうに取り上げていきたい

と思います。いずれにしましても議員が心配される

とおり猿払村には高校がございませんので、今ここ

で私の口からは枝幸高校との浜頓別高校の綱引きを

行うかというのはこれは言える状態ではないので、

またそういったものも内外どうなるのかは早めに見

極めをしながら、やはり守っていくという形でこれ

から臨んでまいりたいと思いますのでよろしくご理

解まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：教育長から今詳細に

答弁されたことと思います。 

私共といたしましても先程、教育長もおっしゃい

ましたように宗谷開発期成会、これは教育関係につ

きましては別立てで要請書を作って北海道教育長に

要請を強くしているというところでございます。こ

れからこの問題につきましてもまだまだ少子化現象

というものは続いていく、そういう状況の中で学校

の高等学校のあり方、また中学校のあり方とも含め

た形の中でも、特に高校のあり方について考えてい

かなければならない問題であろうと考えているとこ

ろでございます。これについては非常に道から出さ

れているこの計画については、道の行財政改革の一

環として厳しい指針が出されているというような部

分もあって、なかなか道教委といたしましてもなか

なか手を出せない、こまねいているといった状況が

要請した段階では私として感じとられたところでご

ざいます。札幌市内でも統廃合は進んでいるのです

よというようなことを言われますと何も言えなくな

ってしまうのですよね、はっきり言いまして、それ

はそれとして地域は地域として地域のあり方という

ものはこれは別ですから、やはりそれはそれで市内

は市内と、大きな都市は都市としてそれはそれであ

っても構わないと思います。 
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ただ、地域に行きますとやはり先程、教育長も申

したように子どもの教育環境だとか、保護者の負担

増だとかという問題がかなり出てくる、それは都会

と違った格差であるというふうに私は考えておりま

すので、そういうやっぱり格差を北海道内での教育

に関する格差是正というものを当然考えていかなけ

ればならない問題であろうと思っているところでご

ざいますので、これからも意を強くして期成会等、

やはりこれは個人で教育長に当たっていってもなか

なか難しい問題でありますので、やはり団体でこれ

らを今後やっていかなければ強く要請していかなけ

ればならないと思いますし、また地域住民も関係す

る地域住民も、また保護者も一緒に立って道教委に

乗り込んでいくというような考え方を持たない限り、

なかなかこの問題は道のありのままにやられてしま

うのかなというような感じを持っておりますので、

そういう面ではそういう意を強く、子どもを持って

いる親は特に、そういう考え方を持ってもらわなけ

ればならないのかなとも感じているところでござい

ますので、そういう面につきましても今後道に向か

ってそういうような意見を申し上げる、そういうよ

うな組織等も作っていくような状況の中で考えてい

かなければ、進んでいかなければならない問題であ

ろうと考えておりますのでよろしくお願いを申し上

げたいと存じます。宗谷につきましても開発期成会

等でも話し合いをしながらそういうような組織づく

りにつきましても考えながら、そういうような署名

運動活動まででもして叩きつけるというようなこと

をきちんと理由づけをした形の中でやっていかなけ

ればならない問題であろうなと考えている次第でご

ざいますのでよろしくお願い申し上げたいと存じま

す。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：上島教育長、森村

長とも前向きな答弁をいただきました。さらにやっ

ぱりまだ３年あるとはいえ非常に年月経つの早いも

のですから、これから拓心中学校、教育委員会、ま

た浜頓別高校や稚内高等学校等と連絡を密にしてい

ただいて、ありとあらゆる情報を集めながら猿払村

としての対策・検討をしていただきたいと思います。

上島教育長の言うとおり今の日本、経済格差によっ

て教育格差が起きているとも言われています。なる

べくなら経済格差あって教育格差が起きないような

地域、自治体であっていただきたいと思う所存でご

ざいますので、是非すぐ子どもを増やすというわけ

にはいかないので１５年間ありますので、自治体と

して出来ることから一つ一つ情報をとっていただい

て南宗谷、宗谷管内全体でこの高校の適正配置計画

を地元で考えるのだというような意気込みで道教委

に当たっていただきたいと思います。 

 それでは３番目の質問、地域担当職員出前行政に

ついて。 

 今年度の４月から各地域で地域担当職員出前行政

が活動というか動きだしました。その今回９月、約

４月から半年間が過ぎたと思います。各地域での実

績についてお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：平成２０年度の各地

域での地域担当職員の出前行政の活動実績でござい

ます。 

この出前行政につきましては、各地域から大変喜

ばれております。職員の意識改革、研修としては大

いに実績を積み重ね、地域村民が職員の顔を覚えて

もらう、村民が職員の顔と担当仕事を覚えてもらう

ことによりコミュニケーションの和が広がり、より

良い仕事が職員に出来るものと考えておりますし、

地域にとっても一つの心のより所が出来るのではな

いかなと判断しているところでございます。６月か

らスタートいたしましたけれども、地域担当出前行

政の経過でございますが、その実績ということでご

ざいます。 

鬼志別は４ヶ所に分かれております。ご存知のと

おりだと思います。鬼志別東区につきましては、東

町につきましては３回やられております。それから

西町については１回、南町については１回、北町に

ついては１回、小石につきましては２回の実施です。

知来別１回、浜鬼志別２回、浜猿払３回、芦野２回、

猿払３回、狩別２回、浅茅野３回、浅茅野台地で２

回、延べ１０７名の職員が各地域に出向いて共同し

て出前行政ということをやっているところでござい
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ます。主に地域の環境美化活動への参加、また地域

のお祭へのお手伝いなり、スタッフとしての参加、

並びに地域村民生活不安や問題点の聞き取り調査等、

これらを行っているところでございます。 

以上がとりあえず活動実績という形になっており

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：６月からのスター

トで、９月３ヶ月間の間にこれだけ数多くの出前行

政が地域担当制職員でやられていると非常に村民と

しては有り難いし、実績活動としては多いのかなと

思います。ただ実績内容、今村長からありましたよ

うに美化活動だとか、その地域のイベントだったり

ということが主だと私は考えておりました。そこで

もう一つ当初の目的にありました、地域住民が村政

に対する不安だったり、危機感だったり行政と地域

住民が身近に感じるという点ではどうかなと今ちょ

っと考えているところです。イベントごとで触れ合

うことも確かに大切でしょうが、例えば本当に交通

の足を持たないお年寄りが村役場に来たいだとか、

村から書類が欲しい、そういうことも出前行政、地

域職員制であっても良いのかな、そういう意味では

もっともっと情報を村の方から発信していただいて、

多分この出前行政の地域職員制制度が解らない村民

もまだ中にはいると思います。もっと情報的に私達

はこういう場にいたり、行政の方に来たりして情報

としては得ているのですが、特にお年寄りの方々、

防災無線でしか情報を貰えない、回覧板でしか情報

を貰えない方々のために、今一度情報を発信してい

ただいて、理想はです。出来る、出来ない別にして、

私の理想としては、出前行政で在宅でお年寄りの方

は住民票が届けてもらえるだとか、印鑑証明が貰え

る、そのような出前行政もあってもいいのではない

かと思っております。イベントごとでゴミを一緒に

拾って皆さんで顔を知ってもらって、そういう身近

な触れ合いも良いですが、現実的にこの過疎地域で

そういう生活に危機感を持ったり、不安を持ってい

る人方に今一歩踏み込んでいただくような出前行政

は出来ないものか。具体的には今のその印鑑証明と

れたり、住民票ということなのですが、そんなこと

は出来ないでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 一応出前行政につきましては、これは地方分権の

一環でございます。従いまして、自分達の出来るこ

とは自分達でということが一つの大きな基本になっ

ているわけでございます。従いまして、これはやっ

ては駄目だ、これはやっては良いというような問題

ではこれはないわけでございまして、当然そういう

ことが今議員がご質問にあったような形もとれれば、

とれるような状況に当然していかなければならない

問題だろうと考えておりますし、当然そういうよう

な単なる小間使いばかりでなくしてそういう地域の

人達と生活の不安や悩みを聞いたり、そういうこと

をすること、そういうことが一つ大きな目的でもあ

るわけです。そのためにやはり先程申しましたコミ

ュニケーションをとるために、まず始めにはそうい

うイベントに参加して地域に馴染んでもらうという

ことが先決であろうと、それが馴染むことによって

各家庭に入ったり何なりしてそういう村民の思って

いる意見等も徐々に聞いていけるだろうというふう

に私は考えております。そういうこともこれから今

始まったばかりでございますので、どんどんとやは

りそういうようなことは進めてまいりたい。地方自

治法の中には何も市町村がこれをやっては駄目だ、

あれをやっては駄目だという項目は一項もないわけ

です。自分達のことは自分達でやはりやらなければ

ならない。やはり行政と村民との情報の共有化とい

うことは、行政情報もありますし、個人情報もある

でしょう。個人情報には十分気を付けなければなり

ませんけれども、そういう部分も含めた形の中での

情報の共有化ということをやはり基本的に図ってい

くのがこの制度の主旨というふうに私は思っており

ますので、職員の方々には大変なこととは思います

けれども、是非やっていただきたいと考えている次

第でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：前の答弁の中では

地域担当職員出前行政の活動非常に良いという報告

を受けているのですが、まだ半年しか経っていない
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中で村長自ら、村長も各地域回っていると思います。

村長の考える、半年しか経っていないので課題とい

うものも少ないのかもしれないですが、こんなとこ

ろがネックになっているのじゃないかとか、課題等

があれば教えていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私、年２回まちづくり懇談会に５月、１１月とい

う形で出て行っているわけでございますが、やはり

地域の人が限られていると、出席される方が限られ

ているということが一つあります。これが大きなネ

ックです。いくら行政情報持って行ってそれを発信

したとしても、やはり人が居なければなかなか思う

ような情報が伝えられないということがあります。

それが大きなネックでございますので、この出前行

政を基にしてやることによって、また別な角度で別

な側面からそういう情報の提供ということも出来る

ものだとも考えておりますので、またこのスタッフ

についてもまちづくり懇談会ある時には必ず出て下

さいよという要請もまたこれまた必要だろうとも考

えておりますので、そういう面から側面から一体と

なった形の中で私は進めていかなければならない問

題であろうと考えておりますので、その点ご理解賜

りたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：確かにまち懇に出

てて出席者が限られる、いつも同じ顔ぶれが出てい

るというのは私も認識しているところでございます。 

それで地域担当制職員出前行政が始まって、６月

から始まって３カ月、来年度に向けては先程私が質

問したようなより身近な出前行政であってほしい。

各職員がイベントごとや呼ばれた時だけに行くので

はなくて、具体例をあげれば建設課の方が水道の施

設、狩別に行った時に帰りに自分は猿払の担当だっ

たら、猿払の地域の住民の方の家にお邪魔してお話

しを聞くということも業務の一貫であって良いので

はないかと、ただ水道施設をチェックして帰ってく

るではなくて、それも一つの役場職員としての業務

という認識、各職員の方々がそういう意識を持って

いただいて、出前行政や地域担当職員制度を運用し

ていくと、その中でまち懇に出なかった村民の方々

も少しづつそのような形で出てきて村長と話しが出

来る、副村長と話しが出来る環境にすぐにはならな

いでしょうけれども、そのような地域職員制度を活

用してこの猿払村が良い方向に向いていくようなこ

とを期待したいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わらせます。 


