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○議員（太田宏司君・登壇）：質問通告書に従いま

して質問をいたします。 

１点目、猿払村における口蹄疫の侵入防止対策に

ついてであります。 

宮崎県において家畜の伝染病であります口蹄疫の

感染が広がっております。今月の１０日にはこれま

で感染が広がっていた川南町等、県東部から約５０

ｋｍ離れている都城市において感染が確認されてい

ます。政府と宮崎県が全力を挙げた感染封じ込みは

失敗し飛び火したわけです。１０年前、宮崎県と北

海道に発生しましたが、その時処分された牛は７４

０頭、今回は４００倍近い数の２７万頭にも及ぶ牛

や豚が処分の対象となっています。 

猿払村において酪農は基幹産業であります。徹底

的な予防に努め絶対に村内に持ち込ませない必要が

あります。口蹄疫のウイルスは加熱のほか、酸やア

ルカリで比較的簡単に死んでしまいます。そのため

消石灰等を畜舎の侵入道路や入口に散布することや

畜舎に入る際、長靴や衣服の消毒を完全に行うこと

が有効とされております。全国的に同様な予防措置

がとられるものと思われます。インターネット上で

の情報ではありますが、４月に消毒薬ビルコンＳの

買い占めがあり宮崎県が困っていたとの話しもあり

ます。消毒薬や消石灰等が不足になるような事態は

ないのか。また、一般住民に対しての予防の協力を

求めるような広報が必要ではないかと思われますが、

どのようにお考えか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの太田議員の

ご質問にお答えいたします。 

皆様もよくご存じのように当村も１０年程前にＢ

ＳＥを体験いたしました。口蹄疫の報道を見ており

ますと、とうてい他人ごととは思えず畜産の農家の

方々の気持ちを思いますと一日も早い終息を期待す

るとともに、当地域への侵入防止には万全の備えを

しなければならないと認識しているところでござい

ます。 

 現在、口蹄疫が蔓延している地域は九州の宮崎県

でございます。新聞・テレビ等で毎日のように情報

提供がなされております。宮崎県においては、口蹄

疫を県外に出さないため畜産農家の皆さん始め、県、

市町村も万全な防疫対策を講じているところであり

ます。 

本村における対策は、５月２０日に農業者と関係

機関で組織している「猿払村自衛防疫組合」が会議

を開催し、猿払村に口蹄疫を侵入させないための防

疫対策として農家に消石灰を配布し、敷地内に出入

りする道路に敷いて侵入車両等の消毒を行っている

ところでございます。 

また、５月３１日に私村長を本部長とし副村長を

副本部長、総務課長、住民課長、財政企画課長、保

健福祉課長、建設課長、産業課長を構成員に猿払村

口蹄疫侵入防止対策本部を設置して、関連団体と連

携を図りながら情報の共有化と今後の侵入防止対策

について協議しております。 

また、農家等に訪問する公用車等については、消

毒薬を携帯して農家に入る前にタイヤ等を消毒する

よう注意しております。 

住民周知につきましては、マスコミ等で報道がな

されていることもあり公共施設やバス停等に口蹄疫

に関するポスターを掲示することで情報の提供をし

ております。農家にあっては、農協から自衛防疫体

制の徹底について注意を促していただいており常時

消毒に努力なされております。 

以上でございますが、さらに具体的に詳しい説明

が必要であれば担当課長にさせる用意もございます。 

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

住民への周知に対してはマスコミの報道、またポス

ター等の掲示で住民に周知ということですけれども、

今回の口蹄疫の感染経路は未だ明らかになっていま

せん。しかし、宮崎県で確認されたウイルスは韓国

や中国で発生しているのと同じＯ型と呼ばれる種類

のもので、韓国のウイルスとは遺伝子情報が９８．

６％一致しているそうです。中国から韓国、韓国か

ら宮崎との経路が推測されるわけです。農水省では

今回のウイルスの感染力は１０年前に比べて拡大に

強かったと説明。また、ある係官は「甘かった１０

年前はうまくいったという自信が失敗の始まりだっ
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た」と発言しています。地元の畜産農家も当時の方

が対応が迅速で徹底していた。消毒する車両は畜産

農家の車ばかりで一般車両は素通りすると危機感を

持っています。北海道へ入ってこないことを願うば

かりですが、きっと大丈夫という安易な気持ちだけ

ではなく、基幹産業である酪農を守るという危機意

識を行政・酪農民と共に地域の住民が持つような広

報活動は重要ではないかと思うのですがいかがお考

えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先程、私も冒頭で申し

上げたとおり当村は他の地域とは違いましてＢＳＥ

を体験しているということもございまして、他の地

域以上に危機意識をもってこの問題に対応しなけれ

ばいけないという気持ちを私は深く認識していると

ころでございます。具体的な対応、そしてまた中

国・韓国の問題を含め担当課長より答弁いたします。 

○議長（山須田清一君）：小林産業課長。 

○産業課長（小林勝彦君・登壇）：ただいまの太田

議員の内容でございますけれども、先程の質問の中

で消毒薬等の不足の状態についてご質問ございまし

たが、宗谷管内の会議の中でもその消毒薬の関係に

つきまして提案されておりまして、一部生産が間に

合わないような状況になっているようなことも聞い

ておりますが、常時その生産については全力を挙げ

てやっているということでございます。それで本村

の状況でございますけれども、今まず大事なのは酪

農家の中に口蹄疫のウイルスを持ち込ませないとい

うことが一番大事だということで、先程申し上げま

した農業者、それから農協・村も加入した自衛防疫

組合の中でまず農家に消石灰を配付した中でこれま

で３回の配付をしまして、さらに今月の２２日に再

度各農家に５袋程の消石灰を配付するということに

なっておりますので、今現状の中ではその対策とし

ての消石灰の確保についてはそれなりになされてい

るものというふうに思っております。それと家畜保

健所の方にまいりまして、村としてその口蹄疫の対

策についてどのような形でもって推進すれば良いか

ということでご指導を仰いできた経過がございます。

家畜保健所の方ではまずこのウイルスについては、

日本にはなかったのですけれども結果的には正常国

ということだったのですけれども、今回どういう経

路で入ったかは不明ですけれども、宮崎県に入って

きたと、北海道にそのウイルスが上陸した経過はま

だないということで、北海道としても万全な対策と

して空だとか海の関係につきましては、北海道に入

った段階で消毒体制をとってもらっているというこ

とでございますので、さらに村としても農家は先程

も申し上げましたとおり個々に出入り口に消石灰を

撒いて消毒体制をとっておりますけれども、村とし

ましても今後ですけれども今準備段階になるのです

が、道の駅と公園ですね。村外の人間が多く立ち寄

る場所等については消毒用のマットを設置した中で

もって万全な体制を整えていきたいというふうに考

えておりまして、一般の村民の方々にも今後広報

等・回覧等活用した中でもってやっていくようなこ

とも検討をしていかなければならないのですが、前

のＢＳＥの発生の時もございましたけれども、反面

風評被害的なものもかなり大きいということもあり

まして、今北海道に上陸していないという現状の中

で関係機関・家畜保健所、それから総合振興局も含

めた中で今後の対応につきまして検討はしていきた

いと思いますけれども、住民周知につきましては今

申し上げたとおり今後の中で現状の情報ということ

で警鐘をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：北海道口蹄疫侵入対

策本部が設けられ、しばらく営業を見合わせるファ

ームレストランが出てきたり、一部修学旅行でファ

ームスティの受入れの延期、畜産振興会、各種フェ

スティバルの中止が決定される等、慎重を期した判

断がなされています。猿払村においてもさるふつ公

園を核とした観光シーズンを迎えます。宮崎と猿払、

地図上ではとても離れていますが対岸の火事とも思

えません。先程申しましたが２０００年に北海道で

口蹄疫が発生した時、その数ヶ月前には宮崎でも発

生しています。この口蹄疫の感染力はものすごく強

いそうです。我々人間には感染しなくても私達人間
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がキャリアつまり、口蹄疫の運び屋になる可能性が

あるわけです。さるふつ観光まつりにおいて村営牧

場が駐車場として使われます。また、パークゴルフ

場に隣接し放牧地があり、観光客が写真撮影する姿

等が見受けられます。先程住民に対して広報は今の

時点では風評被害があるからしないということです

が、この観光まつりに対してどのような対策で挑ま

れるのかお伺いいたします。 

○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。 

 通告書の２番目の質問に入ったということでよろ

しいわけですね。 

 現在、管内的にも共進会を始め農業関係のイベン

ト等については、その開催を自粛する傾向にありま

すが市町村、観光協会等が開催を計画している観光

イベントについては、それぞれ対策を講じた中で開

催するようであります。 

本村においても、村営牧場に隣接するさるふつ公

園で開催を計画しているさるふつ観光まつりにつき

まして牧場内への関係車両以外の立ち入りの制限と、

駐車場用地等の車両の出入口の消石灰を敷く等の消

毒体制を万全に行い、現在のところは実施する方向

で進めております。 

 ６月１０日、担当課長と補佐が宗谷家畜保健衛生

所に出向いて協議してまいりましたが、保健所の見

解といたしましてはまだ北海道に上陸していないこ

と、他府県から訪れる人についても空港や港で消毒

をする体制になっていること等から、１００％安全

とは確定できないものの家畜の移動が関係しない観

光イベント等については、出入口等に消石灰等の消

毒体制を準備し行うことに対しては、今のところ問

題はないのではないかとの見解もいただきましたの

で、万全な消毒体制を整え実施する方向で考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：口蹄疫が発生した宮

崎県川南町では基幹作業であります畜産業が存亡の

危機に瀕しています。町内で飼育されている牛や豚

が全て処分され影響は他の産業にも及び町民の暮ら

しは一変しているとのことです。猿払村においても

このような事態に至らぬよう徹底した防止策を取ら

れることをお願いし次の質問に入ります。 

 宗谷海峡における油流出事故に対する対応につい

て質問いたします。 

 ４月２０日、アメリカ合衆国ルイジアナ州のメキ

シコ湾沿岸において石油掘削施設が爆発し、海底油

田から大量の原油が流出し、被害規模が数十億ドル

とされる事故が発生しました。石油流出により自然

環境・社会生活・漁業等への重大な影響が懸念され

ています。 

 猿払村と海峡を隔てたサハリンにおいて、サハリ

ンプロジェクトと言われる油田開発が行われ生産さ

れております。生産がピークになると十万トンクラ

スのタンカー２５０隻ぐらいが宗谷海峡を通過する

だろうと言われています。宗谷海峡というのは浅く

潮の流れが強く、しかも多くの船が行き来するとい

うことですから、船の座礁・衝突事故また油田にお

ける事故において油の流出が懸念されます。本村の

基幹産業は酪農であり漁業です。環境の影響と同時

に漁業への被害は甚大なものとなる思われます。当

然、国に対し事故は起きないような手立てをお願い

しなくてはなりませんが、万が一流出事故が起きた

時、オホーツク沿岸の防災機材・オイルフェンス等

はどこに備蓄、また配備され充分な量と言えるのか

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。 

 言われるまでもなく当村の基幹産業は一次産業水

産業と酪農業でございます。先程の口蹄疫に関する

質問にもあったとおりこの一次産業に関するあらゆ

る危惧にはあらゆることに想定をしていかなければ

ならないと私も感じているところでございます。 

今回の質問に関しましては、今回のアメリカ南部

メキシコ湾の原油流出事故の報道を見ておりますと

北海道と隣接するロシアのサハリンプロジェクトの

大型タンク等による油流出事故を想定した場合とて

も他の国のできごとは言ってはいられない心境であ
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りますし、事故はいつどのように起きるかというこ

とは予測できませんけれども、事故が起きた場合の

対策としてできる限りの準備をするのは当然である

と考えておるところでございます。 

質問にあります油流出事故に際し、猿払村で配備

している防災機材といたしましては高性能油吸着材

8箱、１，０６２枚で１箱あたりドラム缶１本分の

油を吸収するものであります。さらに流出油処理剤

１８リットル入５缶、可搬式オイルフェンス２０m

ものが１０組となっておりますが、事故の規模にも

よりますけれどもこれで充分なものとは言えないと

判断しております。しかし、もし事故が起きた場合、

村単独での対応だけではなく、海上保安庁や関係行

政機関、関係団体と連携して対応しなければならな

い問題でありますし、稚内海上保安部、管内で保有

する防災機材での協力対応も必要であると考えてお

ります。 

今回、民間企業で構成される石油連盟が７月１日

に油濁防除資材、北海道基地の分所が設置され固形

式オイルフェンスや油回収機等が備えられ、被災し

た自治体には無償で貸し出しするとのことであり、

こうした機関とも連携がとれるものと思っておりま

す。 

よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：ただいまの答弁でオ

イルフェンス等、充分ではないという村長の認識だ

と思います。村長のおっしゃるように万が一事故が

起きたなら猿払村での問題ではありませんし、また

村だけで対処できるような事態ではありません。沿

岸の自治体が共通の認識に立ち情報の共有をし協力

する体制を構築できるよう流出事故のオホーツク沿

岸の防災センターの設置、大型の油回収船の宗谷地

域への配備を強く要望するべきではないかと思いま

すが、そのような要望はなされているのでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤栄治君・登壇）：ただいまの質問

にお答えしたいと思います。 

 それぞれの沿岸、猿払・枝幸、それから紋別・網

走それぞれの部分での危機意識をもって管区にわか

れて演習等をやっている実績はございます。ただ油

を回収する部分について宗谷の配備というのはまだ

行ったことはないということでございます。過去に

日本海のナホトカの事故において、その教訓として

日本海の方へ油の大型タンカーが配備されていると、

それが緊急の時にはこちらの方にも出動して来ると

いうようなことは伺っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の質問ちょっと保

留して２点目の質問に移って、その後再度この関連

して質問したいと思うのですけれども、あるシミュ

レーションによると５月宗谷海峡中央で流出事故が

起き、風向きは東、風速７mとの想定で事故発生か

ら３日で稚内から枝幸にかけて油が漂着をはじめる

ということです。環境被害・漁業被害を最小限にく

い止めるため万が一事故が起きた時、情報の収集・

伝達の体制はどのようになっているのかお尋ねしま

す。合わせてさっきの答弁にも入っていたような気

がしますが、事故を想定した訓練等はなされている

の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）：それでは２つ目の質問

にお答えいたします。 

 本村における流出油防除に対する対策については

６６団体企業で構成される道北地区沿岸海域排出油

防除協議会において平成１５年３月に策定されまし

た排出油防除マニュアルを軸とし対応することにな

っておりますが、ご質問にあります事故発生時の情

報収集の手段としては、財務省国際局開発政策課か

ら海上保安庁警備救難部環境防災課、そして関係行

政機関等へ連絡が入るという流れになっております。 

訓練といたしましては、村単独では実施しており

ませんが道北地区沿岸海域排出油防除協議会として

平成２１年度には北地区沿岸海域排出油等防除協議

会の訓練が実施され、平成２２年度には日ロ合同油

防除訓練が行われる予定になっておりますので、可

能であれば職員の訓練参加を行いたいと考えており

ます。 
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よろしくご理解のほどお願い申し上げますが、総

務課長より補足させます。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：１点だけお答えを

申し上げたいと思います。 

 村長の答弁では村では実施はしていないというふ

うに答弁しておりますけれども、実は水難救難所が

ございますけれども、そちらの方で毎年夏季の自主

訓練ということでやっております。今年も７月２日

に予定をしておりますけれども、過去に規模は小さ

いのですけれども油防除の関係の訓練を入れてやっ

ているというふうに聞いております。 

○議長（山須田清一君）：佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤栄治君・登壇）：それでは私の方

からも訓練の関係について１点だけ、先程ナホトカ

の平成９年１月のロシア船隻タンカーナホトカの事

故の教訓でという話しでありましたけれども、日本

では油流出が日本の事故と言うよりも、やはり石油

を掘削しているロシアの問題というふうに捉えまし

てロシアとの連携が必要ということで平成１８年に

日ロ合同油防除総合訓練が行われております。それ

はサハリン２の油を運び出す港アニワ湾及びコルサ

コフ港で大規模な流出事故を想定して行われた。平

成１８年に行われているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先程の答弁でナホト

カ号の問題があったのですけれども、ナホトカ号の

時もかなりの被害があったわけです。先程も言いま

したように当村は漁業は基幹産業であります。オホ

ーツク海沿岸には大型の油回収船というのは配備さ

れていないと思います。ここに先程も言ったように

油が漂着をはじめてから３日ぐらいで猿払・枝幸の

海岸に押し寄せるわけです。漁業は壊滅的な打撃を

受けると思います。オホーツク沿岸、宗谷地域に油

の大型の回収船の要望というのは強く当村において

要望すべきだと思います。これは私の要望というか

意見でございます。 

先程質問した口蹄疫の問題、そして油の流出事故

そのような事態にならないよう心から願うところで

すが、万が一に備え一層万全の体制を整えていただ

くようお願いいたしまして、私の質問を終わりにし

ます。 

答弁ありがとうございました。 

○議長（山須田清一君）：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）：２項目、８点につ

いて質問をさせていただきます。 

 まずはじめに特別支援教育と福祉行政についてと

いうことで、この質問項目におきましては２年程前、

前森村長の時にもこの場で議論した項目ではありま

すが、昨年平成２１年新たな障害プランが猿払村に

おいてできていると考えます。それに伴いまして質

問させていただきます。 

 平成１３年度に特別支援教育の在り方に関する調

査研究協力者会議というのが国の方で設置され、１

４年１２月に障がい者基本計画が閣議決定されまし

た。それによりまして各市町村の方でも特別支援教

育についてということで様々な動きがありました。

当村でも平成１７年の４月に猿払村特別支援連携協

議会が設立されたところでございますが、これまで

の設立されてからの５年間活動経過と実績について

まずはじめに教育長にお尋ねします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではご答弁申

し上げます。 

 猿払村での軽度の発達障害を含めました障がいの

ある子どものより良い生活を築くために関係機関が

横の繋がりをもって連携し、継続的・総合的な支援

を図ることを目的としまして今、小山内議員さんか

らご質問ありました猿払村特別支援連携協議会です

けれども、これは平成１７年度に設立されておりま

してこれには村の保健･福祉・医療・学校・教育委

員会、そして専門分野という部分もございますので

稚内養護学校の先生２名にも加わっていただく中で

計３０名の委員で協議会を構成しておりまして、２

１年度におきましては会長に鬼志別小学校の校長、

副会長には拓心中学校の校長と浜鬼小学校の校長に

なってもらいまして、事務局は教育委員会で担当を
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しております。 

 ご質問の主なことなのですけれども、主な活動の

内容経過としましては、毎年活動の計画や情報交換

等を行なう全体会議を年３回開催しておりまして、

またその他全体研修会を兼ねて一般村民にも参加を

呼びかけての講演会を年１回開催してきた他、各種

研修会への委員の派遣等も行っておりまして、回を

重ねるごとにより実践的なものとなってきておりま

す。特に学校に入る前、つまり就学前や随時という

形で村内では保健師・保育士・学校・教育関係者に

よる連携会議や幼児・児童生徒の実態調査等、一人

ひとりの子どもに応じた指導のための連携協議を継

続して行ってきております。実績という点ではこの

主の実績というのでは誰が見てもすぐに分かるとい

うふうにはなりませんけれども、現時点ではこの連

携協議会が設けられた中で議論されている中では就

学前からの関係者の連携によりまして、子どもにと

っては大切なスムーズな就学ができつつあるものと

いうふうに受け止めております。しかしながら関係

者間での連携等はかなり図られてきておりますけれ

ども、障がいのある幼児・児童生徒が自分の能力の

可能性を伸ばして自立や社会参加を図るという点や

できる限り身近な地域において障がいのある子ども

達一人ひとりが教育的ニーズに応じた指導や支援を

受けられる体制整備という点では、地域保護者等を

含めまだまだ特別支援教育への理解・認知という面

も含めまして、今しばらくの時間・土台づくりが必

要であると思っていますし、がっちりとしたそうい

った取組みもすべきかなとそういうふうに受け止め

ましてそういったものを議論する中で活動経過実績

についてご答弁と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）：１７年からの活動

経過ということで横断的な関与と、保育士、保健師、

学校教員、教育委員会等での年３回の会議、また各

研修会・講演会というのがあると聞きます。理解し

たところではございますが、２番目の質問で昨年１

年間に限って現実的に具体的な取組み活動というこ

とでお聞きしたいと思います。なかなか教育長もお

っしゃったとおり目に見える活動や会議ではないの

も十分承知の上ではございますが、１7年からの活

動で５年間が経過しています。確かに３年程前私も

こういう講演会に一般村民として出させてもらった

経過というか記憶もあるところですが、昨年度につ

いては一般村民にそのようなところが見えなかった

のではないのかなというふうに私自身は認識してい

るところでございます。その辺のところを２番目の

質問として具体的に昨年度の実績。それとちょっと

質問要旨にはないのですが、昨年度確か村内におい

て児童生徒の学習と行動に関する実態調査が行われ

ているのではないかなというふうに記憶していると

ころですが、もしその資料もここに持って来ている

のであればその辺の答弁も、もしなければそれは後

日でもよろしいです。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは２１年度

の具体的な取組み活動等含めましてお答えを申し上

げます。 

 平成２１年度の取組み活動実績につきましては、

先程も申し上げましたとおり年３回の全体会議を終

えることになっておりまして、これは全体会議行っ

ております。その他、保育所・保健福祉・教育委員

会によります部分的な連携会に限られた範囲なので

すけれども連携会議も年３回開催しておりまして、

その他設立以来継続しております児童生徒の行動に

関する実態調査を２１年度におきましても保護者の

同意を得て実施しております。 

 なお、昨年につきましては確かに講演会の関係で

ございますけれども、これまで平成１７年・１８

年・１９年・２０年度ということで立ち上げてから

講演会開催してきましたけれども、昨年につきまし

ては今までこの４回もやってきている中である程度

予算が５万円ぐらいということでしたのですけれど

も、それにおさまるような講師の確保がだんだん難

しくなってきたということで、講演会につきまして

は昨年度は実施しておりませんけれども、連携協議

会の中では当面した講演会よりも道教委等から案内

がある研修会、これに委員の参加をさせた方が望ま

しいのではないかという部分もございまして、この
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関係ではこれまで１名分の旅費の参加見込みから、

２２年度におきましては協議会予算の中で２名分の

研修旅費を計上しております。ただ一般村民の方に

も周知していくという面ではやはり時間をかけてと

いう土台づくりの中ではこの講演会のあり方もやは

り見直す中でどういった方法が一番良いのか、もっ

ともっと一般の村民の人にも理解できるような体制

づくり、これをやっぱり考えていくべきであろうこ

とで決して否定はしていないところでございます。

その他の各学校では教員の中から学校長が指名する

特別支援教育の旗振り役と言いますか、相談口と言

いますか、推進役相談窓口との特別支援コーディネ

ーターを置いておりますので、その連絡会議を必要

に応じて開催しておりまして学校間での情報や実践

の交流を図っているところでございます。 

なお、ご質問等にありました実態調査の関係です

けれども、これにつきましてはひな型はお見せする

ことはできるのですけれども、個々の個人の部分の

ですのでこれにつきましては公表するわけにはいか

ないので、後ほどひな型どのようなものだというの

を後ほど求められれば出したいと思いますけれども、

その辺非常にデリケートな部分ございましてご理解

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：実態調査の件につ

いては理解したところですが、平成１７年の全国的

な調査で様々な障がいを持ったＬＤ・ＡＤＨＤやそ

ういう障がいと言うか一般的な違いを持った子ども

というか障がいという言葉あまり使いたくないもの

ですから、こういう子ども達が全国で６％強いると

いうこと。教育長もその辺の数字はおさえていると

思いますが、個々のことは言えないにしても、猿払

村全体としてそういう%がおさえているのであれば、

全国的に見て猿払村はそういう子は尐ないだとか、

多いのだとか、平均値なのだというところがあれば

お教え願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：非常にするどい質

問されてあれなのですけれども、今一般的に言われ

ているのは１学級に今軽度ではあるのですけれども、

発達障害をもたれている子どもというのは１学級に

６％いるだろうということで、今１学級が文科省で

決めた４０人の定数なので、村内ではそれほどいっ

ていないのですけれどもその辺の数字というのも当

てはめていくのかなと思います。確かに予算等も含

めまして鬼志別小学校にそのような必要がある学校

支援の配置、それから浜鬼小学校にも学校支援の配

置、それと特別支援学級というのは鬼志別に２つ、

それから浅茅野に１学級、それと２２年度からは浜

鬼小学校に２つ新しく開設されたということで非常

にそういった傾向が多くなってくるというのが事実

でございまして、それに伴って発達障害の部分も非

常に多くなってきているのかなと、それで今急には

じまったのかというとこれは色々と専門書を読みま

すと神経の障害があるだろうということなので、こ

れは昔からもいたようなのですけれども今は専門的

な医師で診断できる人がなかなか尐ないということ

で、ただ確実に言われていることは１学級に６％は

いるだろうというふうになっていますので、我々も

その辺はおさえているところですけれども、今言っ

たように村内的にはやっぱり増えている傾向にある

ということだけご答弁申し上げます。 

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）：今の数字というか

動向を踏まえながら３番目の質問ですが、第２期猿

払村障がい福祉プラン。これは教育長のところとも

関連する児童生徒のこと、それにこえてまた成人を

迎えている方々の福祉プランにもかかわるところで

もあると思いますが、この第２期猿払村障がい福祉

プランが昨年度できあがっていますが、私共の手に

は届いていません。どのような形のプランになって

いるのか、第１期のプランも私もその時代はこうい

う立場ではなかったものですから、当然手にすると

ころはないのですが、可能な限りどのような福祉プ

ランになっているかその計画内容についてお聞きし

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）：ただいま小山内議員の
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ご質問につきまして答弁させていただきます。 

猿払村障がい福祉プランは、障がい者自立支援法

に基づく市町村計画で障がい福祉サービス等の必要

性や確保等について定めております。計画は３年を

１期として、現在は平成２１年度から平成２３年度

までの第２期計画となっております。先程の指摘の

とおりでございます。 

内容の基本的方向としては、正しい障がい者間の

定着と社会参加の推進、心の通じ合う在宅サービス

の推進及び障がい者にやさしいまちづくりの推進の

３本柱を掲げながら細部に渡って事業展開を進めて

おり、第２期計画では新たに外出の機会、仲間との

活動、交流の場づくり、各種相談事業の活用による

相談体制の充実を追加しております。 

また、第２期猿払村障がい者福祉プランの概略に

つきましては、広報さるふつ平成２１年６月から９

月号に掲載して、住民周知を図りながら障がい者に

対する理解を求めてきたところでおります。ただ残

念ながら本村ではまだ障がい者を地域で支えるとい

う村民全体の意識付けや盛り上がりにかけておりＮ

ＰＯや民間組織や残念ながら人材も育っていないと

いうのが実情でございます。身体・精神・知的３つ

の障がい者のうち身体については身体障害者福祉協

会がすでに独自活動を展開していることから、精神

については昨年６月にスタートした、たんぽぽを足

がかりに今年度は家族会の形成、来年度は複数の研

修会を企画しながら村民全体で学び合い、支え得る

会づくりを目指したいと考えておりますのでよろし

くご理解のほどお願い申し上げます。 

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）：村長の答弁のとお

り広報活動やそういう計画、会議等は開かれている

ようですが、村長の思いと一緒で私もまだまだこの

猿払村ではそういう方々を受入れる地盤づくり、地

域づくりというのはできていないのではないかと考

えるところです。 

そこで４番目なのですが、今までの障がい者を言

うと生まれてからこの猿払村に住む６０歳、７０歳

になるまで全体を考えた時にケアできる方々、保育

所では保育所にそのような研修を受けた保育士の

方々がいる。小学校には学校支援やコーディネータ

ーと言われる方々がいる。中学校では拓中にもそう

いう先生がいる。全体的に見た時に横断的な支援連

携協議会ではありますが村独自として特別支援教育

を専門的な学習を受けた支援員だったり、コーディ

ネーターが私は必要ではないのかな。今村長の答弁

のとおりこの猿払村にそのような障がい者を地域で

支えていく、そのような地域づくりをするためには

やっぱり専門的な教育を受けた方々が今から必要で、

これから種を撒き目をふかせ何十年か後には猿払村

でそのような方々が生き生きと生活できる就労の最

後の質問にもあるのですが、自分の居場所があり、

自分の働く場所があり、自分の居住する場所がある。

今は前回、この場で言ってもしょうがない。広域的

な連携を図りながらそのような方々を支えていくと

いう答弁が前回のこの議会では前村長とやりました。

広域的なと言っても広域的な連携というと私の考え

るところでは、お互いに向こうの方にお世話になっ

たらこっちでまたお世話をする場をつくるというの

が連携であって、今のこの障がい者のことを考えた

時には猿払村は他の地域にお世話になってばっかり

でいるような気がして私自身なりません。今年の２

０１０年３月に障がいのある子どもの教育改革提言

という形で全国障がい者問題研究会常任全国委員会、

私もはじめてネットだったりちょっと調べた時にひ

っかかったものですから調べてきたのですが、この

ような会がインクルージブな地域の学校をつくる。

インクルージブな地域をつくる。インクルージブと

は私もはじめて聞いた言葉だったので解らなかった

のですが、日本語に訳した時には排除をしないとい

う言葉だそうです。今の猿払村ではこのような地域

やこのような学校が厳しい言い方ですができていな

いと考えます。そこでやはり生まれてからこの地域

で亡くなるまでいつ私達がそのような障がい者に自

分自身もなるかも解らない時にやはり村としては専

門職員、要するに保育所から小学校、中学校、最後

にはやすらぎ苑の中までもケアできるような専門職

員が私は役場の中では必要ではないかなと考えると

ころですが、その辺の見解についてお聞きします。 
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○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：今の小山内議員さ

んの関係につきましては、本当に生まれてから亡く

なるまでと幅広い部分のお答えなのですけれども、

教育委員会の教育の関係だけ入口の関係でお答えを

させていただきたいと思っています。 

特に専門職の採用の関係で昨年６月議会の時にも

お答えはしておりまして、教育委員会といたしまし

ては専門職の必要というのは今の義務教育の中では

十分その必要性というのは感じておりますけれども、

今段階ではすぐの専門職採用ということは今計画は

もっておりません。ご承知のとおり村内の小学校・

中学校を抱える教育委員会としましては対学校、児

童生徒ということを考えた時、特別支援教育の免許

を持った有資格者のさらにそれも経験豊富な教師、

できれば学校教育に関する専門的事項の指導ができ

るといったいわゆる指導主事というんですけれども、

そういった専門職が望ましいのかとは考えますけれ

どもただそうした人材を都市部でもなかなか確保で

きない状況の中で、また財政的な部分でもそう簡単

にはいかないのかなと思っています。ただ小山内議

員さんが言わんとするところの義務教育在学中だけ

ではなく卒業の方のことも見据えた時に教育委員会

の配置というものが望まれているのですけれども、

それだけではなくて受入れ体制の整備、それから就

労の場の確保、安心して暮らせる条件整備づくりと

いったことにも見据えての専門職の配置、それと同

時に施設整備そういったものも十分検討して推進し

ていく必要があるのかなとそういうふうに思ってい

ます。そのためにもやはり関係者だけではなく、村

民にも理解されるような形をつくっていかなければ

なりませんし、やっぱり幅の広い体制づくりという

ものも必要なのかなと思っています。 

ちょっとここで余談なのですけれども、やっぱり

そういう専門職ということで特別支援教育のところ

でよく例に出されるのはあの映画俳優のトム・クル

ーズという方なのですけれども、この方は実は学習

障がいということで知能的には何ら問題ないのです

けれども字が読めなかったり、九九が覚えられなか

ったり、まっすぐ字を書くことができない。でもそ

れぞれに個性を持っているということで、そういっ

た今の専門職の方にもその人達を活かせるような体

制づくり、これは特に専門職に求められる部分があ

ると思うのですけれども、その辺が大事なのかなと

思っています。私の方からも村全体の中でやはり取

組む必要が出てきているのだろうなとそういうふう

に思っていますので教育の部分でご答弁させていた

だきました。 

終わります。 

○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。 

村全体通しての専門職員の採用という質問の意図

でございますけれども、私も１２月に村政を担うよ

うになりまして福祉ということも私に課せられた大

きな課題と認識しております。今後この必要性をも

う一回今回の一般質問を機会に十分に検討をしてま

いりたいと思っているところでございますので、も

う尐しお時間をいただきたいと思っているところで

ございます。 

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）：村長のおっしゃる

とおり今こういう時代の中、教育長の答弁にもあっ

たとおりだんだんそういう子が増えていっている。

確かに私達が子どもの頃から比べれば脳に対する医

学、精神医療に対する医学が目覚ましく発達してい

るところでそういう子ども達が医療によって判断、

医師によって判断される時代なものですからそうい

う子ども達が増えているのかなというところも痛感

するところでございますが、今の猿払村においては

先程言ったインクルージブな社会というのは到底遠

いところに今現在あると考えますので、近い将来福

祉に対する考え方が村長の言うとおりもう一度再考

して早い段階でそうなることを願う時にやはりこの

次５番目の質問ですが、ハードな部分５番、６番は

ハード・ソフト両方あるのですが、人間が生きてい

くためにはやはり働くこと、居住があること等が考

えられます。今猿払村では一次産業が安定的に猿払

村の経済を支えている。二次にしても私達の企業に
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してもある程度健全なところでございますので、是

非就労機関の計画について、ましてそういう役場が

維持管理を委託している会社等にしばりを付けると

言っては何ですが、国でもやっているように何百人

規模の企業は何人の障がい者を雇いなさいよという

推進もあります。是非その就労機関をつくる計画に

ついて答弁としてはまたそういう機関を近い将来に

という話しにはなると思うのですが是非障がい者・

高齢者等が生き生きできる猿払村にするためにも就

労機関の計画についてお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの小山内議員

のご質問にお答えいたします。 

 障がい者の就労については第１期計画において雇

用の働きかけとして、役場等公共部門での就労の場

の創出を検討する。次いで民間事務所に就労の継

続・新規採用を要請すると記載しましたがなかなか

進んでいないというのが現状でございます。 

近隣の枝幸町では昨年１０月に職審会が形成され

ました。しかし本村における一般就労に向けての取

組みは私も今も水産加工所を経営しておりますが水

産加工業協会会長とも協議した経過はあるものの具

体的にはなかなか難しいというのが実情であります。

その背景といたしましては、先程来申し述べたよう

に住民が受入れるという下地ができていないという

のが根本ではないのかなと斯様に考えているところ

でございます。そのための周知作業とかそういうも

のがまだ必要ではないのかなと思っているところで

ございます。これまでは個人としての採用実績が大

半でごく一部の障がい者について事業主のご理解を

いただいての採用実績が数件あった程度でございま

す。引続きハローワークや事業主及び各種協会とも

協議をしていかなければならないとも思っており、

行政としても各障がいの程度に応じて福祉的就労も

含めどのようなサポートをできるのかを検討してま

いります。 

よろしくご理解のほどをお願い申し上げますが、

さらに詳しい実態が必要でございませれば担当課長

より説明させます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：担当課長からございます。 

伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：就労という

ことでの実態の場なのですけれども、私も昨年保健

福祉課の方に異動しましてなかなかこの計画を読ん

だ中で非常に難しいという部分があって、村長の答

弁にもありましたけれどもまず第一次産業である加

工場あたりがだいたい無難なのかなという形の中で

加工協の会長と色々と相談をさせていただいた経過

もありますけれども、なかなかやっぱり知的障がい、

精神障がいの方についても事故だとか色んな部分を

考えると非常に難しいという部分があるのですけれ

ども、そういう中に立った中でまた加工協とも是非

検討していきたいという部分お返事もいただきまし

たから、また加工協だけではなくて色々な部分での

方面の方とも色々今後は協議検討していかなければ

ならないというふうに思っております。 

また、現状としては身体障がい者について今猿払

村で１２７名、それと知的障がい者については２５

名、それと精神障害者については３２名の方が今お

りますけれども、その中で知的障がい者については

今１名就労されております。精神障がいの方につい

ては一応７名が就労の方についておりますけれども、

また今後このような形の中で事業主の方のご理解も

得ながらどんどん増やしていってその中で行政でで

きることについては行政の方でやっていかなければ

ならないというふうに考えておりますのでよろしく

ご理解のほどお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、伊藤課長の答

弁でちょっと私自身も計５７名ほどの障がい者の

方々がいて、その中の８名が就職しているというこ

とですごい希望的な気持ちを持ったところでござい

ます。この小さいコミュニティーの中、小さい地域

で８名の方々がそういうふうに就労しているという

ことはまだまだこれから猿払村の行政・企業なりが

協力していけば本当にそういう方々を就労する場が

増えるのではないか。就労する場を探そうとした時

にここの近く近隣でいくとサロベツマイハートだと

か、稚内の木馬館が有名なところですが、そういう
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方々が働いている賃金、今回ちょっと調べてみたら

非常にびっくりしました。７００円と１，０００円

でした。聞いた時に時給なら高いなと考えたのです

が、日給７００円と１，０００円だそうです。日給

です。ということを考えると一企業人で考えるとも

う一人ケアする職員がいればその子達を雇えること

は十分可能なのではないのかな。私も企業人として

そういう子ども達が足手まといになったり、先程も

言ったケガだとかそういうことを考えた時にはやっ

ぱり悪い言葉かもしれませんが手間がかかることも

ありますが、そのような中で働いていただける、働

き場がつくれるとなると私は猿払村にとって非常に

財産になるのではないのかな。その子ども達も地域

もその企業もここで言うのもおこがましいのですが、

北海道でも有名な所で皆さんも耳にしたことはある

と思いますが、共働学舎新得農場、新得で作ってい

る農家さんというかその方は新得の方ではないので

すけれども代表の方は、有名な所は乳製品チーズを

作って世界の品評会でも金賞をもつようなレベルの

企業に育っているそうです。２０数年前にスタッフ

と子ども達で６名ではじめた新得共働学舎の農場が

今は全国的にもチーズの生産としては有名になり、

また今は８４名の子ども達とスタッフで一企業とし

て十分なりたっている。そういう６番目の質問にも

絡むのですが、住まいもあり、就労の場もあり、当

然経済的にもその人達が自立ができる。ましてその

共働学舎は学校に通う子どもから成人男性以上まで

色々な様々な障がいを持った方々、またこの競争社

会にやぶれて勝ち負けで判断されてニートだったり

難民になったりという方々が集い生活している場で

あります。そこまでいくのには２０数年という時間

がかかったわけですが、この猿払村でも今からはじ

めればもしそういうことができる地域や企業・人が

いるならばこの行政としてそういう施設をつくった

りグループホーム等をつくったりという６番目の質

問に移っていますが、障がい者や高齢者や健常者や

そういう壁を取り払った村民、その全てのその人方

を村民として受入れるような住居施設や就労施設は

できると考えますが、その計画について村長にお聞

きします。 

○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。 

これも最初に答弁になっているかどうか解りませ

んが、私もこの障がい者を雇用するということに関

しましては正直申しましてあまりちょっとなかなか

難しいなと考えておりました。昨年まではですね。

ところが一昨年ですか新潟方面をちょっと商売の関

係でまわりまして、ある有名な企業に行きましてそ

の工場で視察させていただいて、そこで最後にせっ

かく来たのだからそこの工場の品物を買って行こう

ということで直売店へ行きました。直売店で買おう

と思ったら正直申しましてちょっと店員さん愛想が

悪いと、あれ何だろうとあんな素晴らしい社長さん

なのにどうしてこういう方雇っているのかなと思っ

たら、やっぱりそういう障がい者の方を雇っていた。

後で戻ってそういう色んなもう一回その話しをした

らやはりその社長の理念なのですね。そういう障が

い者を雇うというのがやっぱり企業の使命の一つで

あろうという話しをまたそれから２時間ぐらいずっ

と聞かされまして非常に私の頭叩かれたようなすご

い衝撃を覚えたことがございました。やはり企業と

していかにあるべきかということをずいぶん考えさ

せられたこともございまして、一応そのことも一つ

申しつけ加えておきます。 

ただいまの小山内議員の質問にも答えさせていた

だきますけれども、現在猿払におきましてはやすら

ぎ苑の入所及びショート受入れ体制が満床となって

いることから病院との連携協議を続けております。

合わせて村としての方針を副村長を中心として関係

職員９名がメンバーとなり短期的課題、中長期的課

題に分けながら今年度中に一定の方向性を得るべく

協議検討を進めておるところでございます。これは

私がもう就任した当時から皆様にお約束しているこ

とでございます。今年度中にこの福祉に関する方向

性は皆さんにお示しするということの一環でござい

ます。その中には当然、障がい者・要支援・要介護、

高齢者等を対象としたヘルパー付き高齢者住宅の建

設等も視野に入れながら検討をしております。ただ

やはりハード面、施設設備を優先すれば当然その後
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の入所費用の負担や維持費が毎月発生することにな

ります。さらにはソフト面での在宅介護を充実させ

た場合はどうなのか等も含めて十分検討してまいり

ますので、その結果をもって議員皆様とも協議を重

ねていただくこともあろうかと思いますので、よろ

しくご理解をお願いいたします。 

あと先程、冒頭に申し上げましたこの福祉に関す

るプロジェクトチームに関しましては、副村長より

補足いたします。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは私の方か

らプロジェクトとしての進めてきた部分もございま

すし、またこの小山内議員の一般質問の１番から６

番までの流れというのが最後まで聞いて分かりまし

たので、その点についてもお話しをさせていただき

たいというふうに思います。 

 まず村長も申しましたけれども、公約の一部であ

ります村民が永住できる地域づくりということでこ

の福祉の関係についてはプロジェクトということで

病院、そして保健福祉さらにはやすらぎ苑、それと

私と総務課長等が中心になって今進めているところ

でございます。前回ですね、ご指摘があった病院と

のやすらぎ苑との関係、一般病床の関係と合わせて

やすらぎ苑の入所の関係、それとショートスティの

関係につきましては４月２２日に病院、やすらぎ苑、

地域包括と言いますか保健福祉の方で院長を含めて

医療関係含めた中でそういうたらい回しと言います

か、言葉は悪いのですけれどもそういうことのない

ような形で３者で今後連絡調整をしてショートステ

ィを活用しながら、また病院の病床を活用しながら

やすらぎ苑の入所施設を活用しながら９０日以降の

入院の部分についても解消していきましょうという

ことで話しがついているところでございます。これ

が１点目の私どもの方のプロジェクトとしては１点

目の短期的なその課題について解決を図るというこ

とでございます。現在は２回目でございますけれど

も、２回済みまして３回目、毎月１回程度そういう

ような会議をもって進めているところでございます

けれども、中長期な関係でこの高齢者、そしてご質

問ありましたけれども身体障がい者の方々の入居の

関係についてどうしようということでの話し合いを

もっているところでございます。ちょっと話しは長

くなりますけれども、高齢者人口の関係については

猿払村においては平成１２年度で２０．５％、平成

１９年度で２１．５％、平成２０年度で２２％、平

成２１年度で２２．１％、平成２２年度で２２．

３％ということでこの４年間ぐらいは一定の推移を

していると、人口の関係もございますけれども、数

値が平均化されているというのが特徴でございます。

６５歳以上の高齢者の要介護認定者の数については

そんな大きな変化はない。そして求めているところ

はどちらかというと在宅よりもこの猿払村において

は施設系のサービスを利用したいという形で現れて

おります。色んなまだ分析は全て済んでおりません

けれども、そういう中で色んな形の中で分析をして

まとめていきたい。当然議会の方にも報告をしてま

いりたいというふうに思っております。それで今回

の質問の色々ございますけれども、特別支援の軽度

発達障がいから３障がいですね。その含めた中でご

質問してご指摘のあった部分についても色々考えて

まいりたいなというふうに思っております。そうい

う部分で今回の部分については、答弁にちょっと的

確な答弁にはなっておりませんけれども、そういう

課題を抱えた中でまた色んな分析をしてやってまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません、前回

の３月の議会の流れまでを私６番目の質問と考えた

つもりはなかったのですが、ここに高齢者と入れて

しまったものですから副村長から答弁があったみた

いで、副村長１番目から６番目からの流れで理解を

していただいたということで非常にうれしいことな

のですが、できれば私がこの質問をしたのは教育委

員会が何もやっていないだとか、村が何もやってい

ないとか批判的な意図は何もないです。皆さんそれ

なりの中で様々な会議をしたりコミュニティをとっ

たりできる範囲でのことはやっているという認識の

上で、これからでも猿払村が今種を撒く状況にある

のではないのかな、提言提案をして種を撒く土壌を

つくっていただいて、その種を撒く人間が行政人で
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はなくて民間人からでも出たり、企業人から出たり

ということを考えながら今回の質問にしたいと思い

ましたので是非その辺の土壌づくり・基礎づくりを

行政、また猿払村にお願いして次に２項目目の質問

に移りたいと思います。 

２項目目の質問として「美しい村」連合の参画と

地域間交流ということで、この質問に関しても前村

長の時代に地域間の交流、国際交流からの話しをは

じめとして地域間交流どうしたら良いのだろうとい

う話しの中で、一昨年私が「美しい村」連合という

のは認識しているでしょうかと言った時に副村長の

方から認識しているということで答弁をいただきま

した。前向きな発言で善処をしたいということだっ

たのですけれども、あれ以来この美しい村に入る入

らないというようなことが報告もないですし、計画

も今のところ聞いていないものですから是非日本で

最も美しい村連合に加盟する件についてはたぶんこ

の一般質問にあがった段階で行政サイドでもこの団

体は調べていると思います。その中身も含めながら

この連合に加盟する件、国際交流も含めて今猿払村

では昨年村長はじめ議長もオジョールスキイ村には

行っていただきましたが、私の認識では頓挫してい

る状態ではないかと思っています。そのことも含め

ながらこの日本で最も美しい村連合に加盟すること

への是非についてお聞きしたいと思います。 

○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。 

日本で最も美しい村連合は平成１７年１０月美瑛

町の呼び掛けにより発足し、現在では全国３３町村、

北海道では５町村の加盟で運営されております。連

合は加盟町村がもっている地域資源の保護と地域経

済の発展目的に自治体・地域住民・民間企業・個人

を会員として創設され、日本で最も美しい村宣言標

章・ロゴマークの活用イベント開催等様々な取組み

が行われているところであります。加盟については

一定の条件や審査がありますが、猿払村としては十

分に加盟条件を満たしていると認識しているところ

でございます。連合の活動や情報発信力に魅力を感

じておりますが、全道的な加入状況を見ると未だ尐

数の町村であり猿払村が加盟してどのような効果が

あるか等、詳細な調査を行うと共に加盟条件の一つ

でもあります議会との審議の場を設けて加盟の是非

を決定してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

以上であります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：私も日本で最も美

しい村連合に是が非でも入れという質問でもござい

ません。あくまでもこの美しい村連合のことを調べ

た上でどういうデメリットがあって、どういうメリ

ットがあるのだ。確かに村長の言うとおり全国で３

３、全道でも５つ自治体が加盟している。ですが先

日、私達議員の道外視察研修の中で日本で最も美し

い村連合に加盟している上勝町という所に行ってま

いりました。葉っぱビジネスで有名な所です。村長

もご存じだと思いますが非常に活き活きしていまし

た。高齢化率が約５０％、人口が２，０００人弱、

猿払村よりも小さいしお年寄りがいっぱいいる。非

常に私一人ではなくて議員全員がたぶん感銘したり

感動したりしてきた町だと思います。できれば今日

本国内で何も交流地域を持たない猿払村がこの日本

で最も美しい村連合に加盟し、その中で自分達と似

たような所、産業が似たような所、人口規模が似た

ような所、文化が似たような所というような所で模

索しながら交流が出来るのであれば人づくりや地域

間交流や職員交流や様々な可能性が広がるのではな

いのかなと私は考えるところでございます。そうい

う意味も含めてただ単に猿払村が今全国でさて姉妹

提携を結ぶ自治体を見つけようと思った時に何の足

がかりも手がかりもないのではないのかなと、繋が

るのは酪農で繋がるか、ホタテで繋がるか、本州の

出身地が多い県の所で似たような規模の村・町と繋

がるか、できれば私はこの日本で最も美しい村連合

に加盟することが猿払村のメリットになり、また地

域間交流がはじまり人材交流・文化交流がはじまる

ということのきっかけになるのではないのかなとい

う思いを込めて今回この質問をいたしました。その

ことを踏まえて村長その人材交流も含めてもう一度

日本で最も美しい村連合に加盟する件についてのご
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意見を聞きたいと思います。 

○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。 

これから十分、今議員もおっしゃったようにデメ

リット・メリットを検討しながら検討してまいりた

いと思っているところでありますし、また例えば来

年度入るにいたしましても３月まで今年はもう間に

合わないということでございますので、来年３月ま

でということの期日の指定もございますので、これ

からじっくりと検討してまいりたいと思っていると

ころでございます。 

ですがただ次の質問でちょっとお答えしようと思

ってはいたのですけれども、今議員がおっしゃって

いました地域間交流に関しましては、自分の地域と

似かよった所と交流した方がメリットがあるのでは

ないかというお考えを申し述べられておりましたが、

私はちょっと逆なものですから私は全く自分の地域

と全く正反対の所と交流したいという方が違った考

えの方の人と交流する方が色んなメリットがあるの

ではないかという考えを持っているものですから、

実直に申しますとちょっとそちらの方の可能性を今

探っているというところが現状でございます。 

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。若干

２番目の質問にも先程の質問と入ってしまったみた

いなのですが、私も地域間交流の具体的な取組みに

ついてお尋ねしますと２番目にあります。是非、地

域間交流を早めに実現してほしい。私が先程述べた

のは同じような所で繋がるか、やっぱり何らかの共

通点があって繋がったり、何らかのことがあって繋

がるのが姉妹提携という自分の頭の中にあったもの

ですから、私もまるっきり違う所、私達が３，００

０人規模の村だとしたら一番全国的に一番大きい村

と繋がるだとか、大都市と繋がるのも別に私はかま

わないのではないのかな。東京の近郊にある都市だ

ったり、町だったりと私達が生産している牛乳だっ

たりホタテだったりという物が繋がるものであれば

そのような形で繋がる地域もあれば良いのかなと思

ってこの２番目の質問に移りますが、この質問通告

書を出した２日後ぐらいに道新の連載でカナダを活

かすと鹿追町とカナダのストーニーブレイン町とい

う所の記事が載っていました。鹿追で国際姉妹提携

２５周年、見た方と見ていない方いるかと思います

が非常に興味のある記事でした。お互いに６，８０

０人くらいの町が鹿追とカナダの遠く離れた所で２

５年間も姉妹提携をしている。その結果、今まで米

国で起きた同時多発テロや新型インフルエンザの影

響で交流事業を危ぶまれるような年度もあったが双

方への思いは一つでそういう困難も乗り越えながら

毎年２５回交流をしてきたという記事の内容でした。

また、その後やはり子ども達が交流することによっ

て人づくりや地域づくりができるということで、今

では毎年７０人前後の鹿追の高校生がカナダまで人

材交流をしているそうです。旅費等に関しては２０

万円前後は全額町負担であるということでございま

す。２０万円×７０人＝１，４００万円の町費を負

担して、私もオジョールスキイ村の関係でこの３年

以上、３年前からずっと質問をし続けてきましたが

やはりこういうことがお金にかえられない人材育成

やその一つ前の質問項目にもありますが、人づくり

や土壌づくりなのではないのかなというふうに考え

ます。村長の言うとおり全く違う所の交流地域でも

良いですし、地域でなくても交流団体でも良いと思

いますし、世界でも良いですし、日本でも良いです。

私は早めの交流地域を探していただいて先程も申し

ましたが人材交流だけではなく地域間交流や職員同

士の交流や企業間の交流というものは幅広く行われ

ると考えますので、その辺のところの見解について

もう一度村長のご意見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）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

執行方針にも掲げてありますが、人材育成に結び

つく人的・文化的交流活動につきましては、国際交

流・地域間交流・異業種間交流・企業等名称にこだ

わらず積極的に進めてまいりたいと思っております。

地域間交流につきましては、先程質問がありました

日本で最も美しい村連合への一部町村を含め特色あ
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る都市部を候補に風土・歴史・文化・経済・福祉・

教育等、総合的な見知で選択を進め議会との協議を

重ね判断してまいりたいと考えております。 

また、友好姉妹村のサハリン州オジョールスキイ

村との国際交流再開の件でありますが、既に平成２

１年第２回定例会の行政報告どおり一度も猿払村を

訪問したことがないオジョールスキイ村のチェリニ

ショフ村長の訪問の予定をしているところですが、

未だ何の連絡も来ておりません。このままでは時期

を失することになりますから、早急に稚内市サハリ

ン事務所を通して現地との連絡を取っていただき、

訪問の手続き日程の調整をしてまいります。 

また、先程尐し申し上げましたが地域間交流につ

いては、現状私個人的には都会の地域の人々との交

流を考えております。全く環境の違う所で生活する

人々の間の交流が互いにより良い効果を生み出すと

思うからであります。具体的には血縁を頼りに今東

京都のある一つの区選出の都議会議員と交流の方法

を上京のおり折衝中でございます。一つの区と申し

ましても人口が２０万人もあり、いきなり姉妹都市

とはなりませんし、大学の合宿の可能性等を探ると

か、今年中に１件でも交流に繋げる事業を実現させ、

現実になりましたら議会にも相談しその将来性を見

極めたいな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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：先程も申しました

が今回の２項目８件の質問ですが、前向きに考えま

すだとか善処しますだとか過去にそのような言葉が

あった中、何もしていないという批判は決してない

です。今村長が言ったとおり今年度１件だけでも実

現するように模索すると、是非今年度中に１件、で

きなくても来年度は具体的にこういうことをできる

というような３月議会で聞けることを希望しながら、

また障がい学習や福祉行政についても何か一つ目に

見えるものがこの猿払村で今年度、来年度に向けて

具体的に動くことを希望して私の質問は終わります。 

 以上です。 

  

 


