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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３項目、７点ほどについて質問をさせていた

だきます。 

 ９月のこの場において、道の駅の関係について質

問させていただきました。２回連続にわたって、非

常に自分自身もしつこいかなと考えたところですが、

思うところがあって、９月と１２月連続して質問さ

せていただきます。 

 ９月の議会において、道の駅についてということ

で、道の駅の改修が終了して１か月が経ちますが、

今年度の使用・利用計画についてお聞きします、二

つ目の質問として、来年度に向けての道の駅の主た

る利用方法・活用方法について考えをお聞きします

ということで２点質問をし、村長と担当課長の方か

ら答弁を受けたところでございますが、そのときの

答弁の中に展示スペース、フリースペースとも専門

的な立場の方に、また村民の広く意見を聞いて関係

者の方々とというような答弁がありました。専門的

な立場というのは、質問したところ、コンサルティ

ング会社的な、そのような会社の方々と一緒に考え

ていきたいという答弁がございましたので、この１

２月議会に私の感覚においては予算措置をしていた

だき３月中、今年度中に来年度４月からに向けての

道の駅の主な使用方法、展示方法を考えていただく

のかなと、私自分なりに考えていたところ、今回議

案書の中にも予算措置が行われておりませんでした。 

 今一度、道の駅の利活用方針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）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

まず最初に、前回の議会に質問をいただきながら、

今回対応が遅れましたことに深く謝罪申し上げます。 

議会に真摯に迅速に対応することを目標としており

ます当方といたしましては、深く反省しているとこ

ろでございます。今後、このようなことのないよう、

十分に気を付けてまいります。 

道の駅管理棟の多目的ホールについては、猿払村

観光協会と連携をとりながら今後の利活用の方針を

定めてまいりたいと考えております。私といたしま

しては、できるだけ多くの地域の団体、会社、個人

の方にできるだけ使用していただきたいと思ってい

るところでございます。 

また、展示用スペースとして改修しました２階部

分につきましては、議員からお話しがあったとおり、

各階層の村民の皆様１５名程度にお集まり願い、担

当課長レベルの意見交換を計画し、展示品等の選定

や展示方法等についてご意見をいただきながら進め

てまいりたいと考えております。現在、その人選、

開催内容等の内部検討を進めておりますが、来年１

月には会議を持ちながら、それらをもとに来年の観

光シーズンに間に合うよう実施してまいりたいと考

えております。 

条例、予算措置については、次回の３月議会で間

違いなく上程いたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：９月の議会でも村

長、担当課長の答弁、私の考えるところ、利活用方

法については同じ意見を持つというふうに認識をし

ました。 

また、今回の答弁でも非常にちょっと私自身面食

らったのですが、謝罪から入っていただき非常に恐

縮するところでございますが、２番目の質問の答弁

にも３月の議会で上程するということがあったので

すが、今一度２番目の質問でお聞きしたいと思いま

す。 

さるふつ公園の利用条例また条例改正の考えにつ

いて、９月の前回の議会の答弁では道の駅さるふつ

公園の使用条例・利用条例を併用して今行っている

んだということでした。私が考えるにあたり、やは

り自由に使っていただく道の駅のスペースとしては

今の利用条例を条例改正して、より多くの村民に周

知して、より多くの、今村長がおっしゃった企業、

団体、村民が使える施設にするべきだと考えます。

非常に言いにくい話ですが、７月に完成してから今

まだあの道の駅４か月経ちますが、利用されたのは

２回です。９月の答弁にあった観光協会が利用した。

あと村内の一企業の会社が市場を開いた。両方とも

私参加しましたが、非常に１２月に開催して入り込

みは尐なかったのですが、貴重に使われていて、こ
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の姿がいいなと。土日に何かあれば、ここでは猿払

村は何かやってるなというものが伝わるような建

物・施設、その場所になっていただきたいと考える

ものですから、条例改正の考え方について村長にお

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。 

 ９月の定例会においても議員からご意見のありま

した管理棟のイベントスペースの利用料金の関係で

ございますが、観光振興の核となる道の駅さるふつ

公園においてもっとも重要なことは、賑わいの創出

にあると思います。まずは人を呼び込む努力が必要

であり、そのためには公園内でのイベントの開催が

周期的に催されることが重要な人集めのかぎを握る

ものと考え、当分の期間はこのスペース利用料につ

きましては、団体や個人を問わず村民からの利用に

限り無料で対応し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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の条例改正の件

について再質問があります。 

今、村長の答弁にありました、道の駅のスペース

に関しては当分の間無料で開放して、より多くの

方々に村民に限りますが、より多くの方々に使用し

ていただきたいということでございました。 

今この手元に、道の駅「さるふつ公園」の設置及

び管理に関する条例がございます。その中で、露店

等仮設の用に供する敷地を使う場合にあたっては、

使用料１日１平方メートルあたり２０円、催物、興

行等の用に供する敷地は１日５１０円と、非常に安

価な設定になされていると思います。 

道の駅、今の展示スペース、フリースペースを無

料にするのであれば、条例改正の折にこのところも

１日１平方メートル２０円、普通イベントテントは

だいたい２．７メートルの５．４メートルぐらいの

イベントテントを１店舗用意すると思うのですが、

換算するとあれは１４平米から１５平米くらいです。

掛ける２０円。１日３００円という単価です。これ

が妥当なのか妥当でないか。個人の価値観に分かれ

るところですが、私の思いとしても、この今現在あ

るさるふつ公園の設置及び管理に関する条例も、当

分の間３００円を取るのではなくて、無料での開放

を望みますが、村長の考えを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）：ただいまのご質問でご

ざいますが、ただいま初めてそのようなご意見を受

けたのでございますが、気持ちとしては、気持ちと

しては無料にしてもいいのかなという気持ちもござ

います。しかし、他の施設とかいろんな兼ね合いも

ございます。有料にしているところもございますか

ら。ただ今回は、この管理棟のスペースは観光振興

に役立ち、そしてできるだけ多くの人に使っていた

だきたいという特別な思いがあるものですから、と

りあえずこういうかたちをとりながら、それが根付

くまでは無料でやっていこうかなと考えたところで

ございますが、今ご質問の件は、これから十分に精

査していろんな関連を考えながらその上で結論を出

してまいりたいと思いますので、今回はちょっとは

っきりした結論は申し上げられませんので、了解し

て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）：３月に条例改正す

るということで、既存の施設を使用して、使用料金

を払っておられる方々もおられますので、十分精査

の上、ただ私がここで話したいのは、１テントあた

り３００円を取ってどうなのかというところです。

高ければいいというものでもないですし、ただだか

らいいということもないですし、十分な精査の上、

村長の言うあのさるふつ公園が観光の核となって賑

わいを創出できる場とするならばというところを考

えていただき、この条例を精査して３月の議会に上

程していただきたいと思います。 

９月、１２月と２回にわたって質問させていただ

きましたが、さるふつの観光産業、私が議員になっ

てからこの場で１年に２回ほどずっと質問してきた

ことでございます。猿払村は一次産業は他町村に比

べて安定したものはありますが、観光産業において

は私は他の町村と比べても出遅れ感がありますし、
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劣っている点が多々あると思います。 

３番目の質問ですが、これからの猿払村の観光産

業への取り組み、将来展望について。先日も観光協

会の事務局体制のお話しもありましたが、その点も

含めて今一度これからの将来展望についてお聞きし

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３つ目の質

問にお答えする前に、先ほどの３００円ぐらいの料

金なら意味がないのではないのかなというご意見が

ございましたけれども、気持ちといたしましては１

００円でも２００円でもいただいて、施設を大切に

使っていただきたいと、そういう思いもあるもので

ございますから、それらのものも含めまして慎重に

検討してまいりたいなと考えているところでござい

ます。 

それでは３つ目の質問にお答えいたします。 

猿払村の観光産業につきましては、私の公約であ

ります孫の代まで安心して暮らせる地域づくりにお

いて、基幹産業の充実と同様に重要な産業振興策と

してこれまで観光協協会等関係者と話し合いを持ち

ながら進めてきたところであります。 

基本方針といたしましては、さるふつ公園を猿払

村の観光サービスの情報発信の拠点として位置づけ

をし、村の史跡・自然をいかした観光資源の発掘、

観光のＰＲをしてまいりたいと考えております。 

また、近年の観光客の多種多様なニーズに応える

ため、猿払村単独の観光振興と合わせて、宗谷管内

の地域的なつながりの中で観光振興を図っていくた

め、広域の観光連携も推進していかなければならな

いと考えているところでございます。その目的を達

成するため、来年度猿払村観光協会の自主的活動を

促進するため、村の職員を協会に派遣し、さるふつ

公園内に協会の事務所を設け、さるふつ観光の推進

に専念させ、さるふつ観光の中心ホテルふるさとの

家と密接に連携を取り合い、これからのさるふつ観

光の土壌づくりを来年１年間やらせるつもりでござ

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）：今の村長の答弁で、

観光協会を充実するために事務局を公園内において

とありました。 

理解するところ役場職員を今も産業課の方で事務

局を持っているところではありますが、外に出すと

いうことなのですが、人数の体制、１人体制で観光

協会事務局を公園の中に置いてやるのか、２人体制

なのか、その人数の関係と、公園内にいろんな施設

がありますが、公園内のどこに観光協会事務局のス

ペースを置くのか、その２点について再質問をした

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。 

 職員といたしましては、１名。その他にもう１人

を使う予定でございます。 

 議会等からも要望がございまして、専門的な外部

の方もよろしいのではないのかなというご意見も以

前に伺っておりましたけれども、ただ私は先ほども

来年１年間に関しましては地元の人間を使いまして

土壌づくり、どのようなことをやっていけばいいの

かということを、これから次の年に来る人の仕事を

明確にするためにも、そういう土壌づくりをしっか

りした方がいいのかなと思い、地元の人間の採用を

もう１名考えております。 

 もうひとつ質問がございました。場所につきまし

ては、さるふつ公園内、どこでやるのが一番効率的

なのか、これからいろいろ検討をいたしますが、一

番思いあたるのは管理棟の中、次がホテルさるふつ

の中、そのどちらかになるのではないのかなとは考

えております。 

 以上でございます。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：職員は１名体制、

来年度４月からは採用者を１人考えるということな

のですか。すいません、細かい質問で申し訳ないの

ですが、役場職員を派遣するということは、出向体

制をとるということで理解しました。もう１人採用

するという話がございました。観光協会の事務局と

して職員が出向するわけですから、村長の口から答

弁があったので、観光協会が採用するということに
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はならないと思うのですが、採用としては猿払村役

場が採用するということでよろしいのかどうかとい

うことをもう一度質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：当然使用するのは猿払

村観光協会でございます。その観光協会に村の方か

ら補助金なりを出すと。そのようなかたちになると

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）：すいません。もう

一度お聞きします。 

今、観光協会は村の方から補助金をいただいてい

ます。さらに補助金を出して採用する人間の人件費、

給料を補うというふうに私は理解したのですが、そ

うなりますと採用は観光協会ということになるので

しょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいま議員のおっし

ゃったとおり、その人件費の部分を村から補助する

というかたちになります。 

採用ももちろん観光協会でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

ここ何年も議会の中でも観光協会の役員の中でも

事務局体制の充実は絶対必要だということで外部の

講師を頼んだり、勉強会等も何回か観光協会始まっ

て以来ではないのかなというくらい勉強会をしてま

いりました。これからは役場の力を借りながら、村

行政の力を借りながら、観光協会とともに村の観光

産業を考えていただいて、またさらに発展すること

を願って１項目めの質問を終了いたします。 

２番目の質問で、行政方針についてということで、

巽村長が誕生して１年が過ぎました。就任１年が過

ぎ、所信表明のときに村長が掲げた５つの村づくり

方針があります。基幹産業の充実。商業・観光業の

振興。人づくり・教育。わかりやすい村政。永住で

きる地域。５つの項目を掲げて、所信表明の中でも

この５つを重点項目として、お話しを１年前にこの

場でお聞きしました。本当は３月の議会でというの

が本当なのかもしれませんが、村長に就任して１年

という区切りがつきました。この１年を過ぎた段階

での１年間の総括と来年度に向けての方針は３月に

お聞きすればいいのかとも思いますが、１年を過ぎ

た村長としてのざっくばらんな感想と、またこの３

か月をかけて執行方針等も作ると思いますので、方

針を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。 

この１２月３日をもちまして、就任１年を経過す

ることとなりました。何とか１年を経過することが

できましたのも、村民・議会・職員皆様のご協力の

おかげと深く感謝するところでございます。 

１年間の総括といたしましては、一言で申し上げ

れば、申し訳ございませんが、戸惑いの一言でござ

いました。最近菅直人総理が似たようなことを申し

上げてひんしゅくを買っておりましたけれども、ざ

っくばらんに正直な気持ちとしては戸惑いの一言で

ございました。 

就任する前にある程度想定はしておりましたが、

今までとはまったく違う環境の中に飛び込んでまい

りましたので、覚悟はしておりましたが、私にとり

ましては覚悟以上の混乱がございました。もっと勉

強しておけばよかったなというのが率直の感想であ

ります。したがいまして、住民の期待に応えるだけ

の成果が上げることができなかったと私なりに総括

しております。ただ、任期がまだ３年ございますの

で、その中で皆様が納得できる成果を必ず出してま

いります。 

昨年１２月の所信表明で、５つの方針を出してお

ります。わかりやすい村政、永住できる地域、基幹

産業の充実、観光・商業の活性化、人づくり・教育

を掲げております。 

わかりやすい村政につきましては、私自身が実際

の村政をよくわかっておりませんでした。この１年

間は仕組みを覚えるのに必死でございました。した

がいまして村民にわかりやすく説明できませんでし

た。もう尐し時間をいただきたい。 

永住できる地域では、３月の執行方針で喫緊の課

題のひとつとして、高齢者福祉施策を掲げ、５月よ



－5－ 

りプロジェクトチームを作り、毎月検討していただ

きましたが、残念ながらまだ結論が出ておりません。

一般の方からはやすらぎ苑増床の声は聞こえるので

すが、専門家の声としてはそれがベストの今の猿払

村における高齢者対策ではなく、別の対策方法もあ

るようですので、多額の金額もかかりますので、慎

重に進めてまいりたいと考えているところでござま

す。 

基幹産業の充実につきましては、昨年度政権が替

わり、それとともに政府の方針が変わり、当初の農

業に関する事業が採択されず、本年度採択に向け最

大限努力をしてまいったところでございます。漁港

整備につきましては、進捗整備が遅れながらも新規

計画に向け努力してきたところでございます。 

観光・商業の活性化につきましては、さるふつ観

光の中心基地であるホテルさるふつふるさとの家の

これからの運営方針につき、議論を重ね、ある程度

の方向性ができたと思っております。今後協議を重

ねながら計画的な修理・改築等ができるものと考え

ております。 

人づくり・教育につきましては、これも執行方針

の喫緊の課題として、各種交流を掲げ、地域間交

流・異業種交流の土壌づくりを行ってまいりました。 

総括としては、以上でございます。 

来年度に向けての方針につきましては、これから

来年度予算の査定に入る段階で、熟慮中でございま

すが、ただいま申し上げました執行方針に掲げまし

た３つの課題には目に見える成果を上げなければい

けないと思っております。そして、５つの方針を成

し遂げるための職員の意識改革をまず第一に推し進

めてまいりたいと考えております。 

皆様に約束いたしました２４年度までに、実質公

債費比率１８％を切るという条件の中で、積極的に

住民の福祉向上に役立つ施策を行ってまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：方針等については

３月に聞くのが妥当なのかもしれませんが、聞いて、

できれば喫緊の対策として昨年１２月に上げていた

だいたかたちは、答弁の中で目に見えるかたちにす

るという力強い発言がありましたので、ぜひ来年度

に向けてより具体的な施策を出していただいて、目

に見えるかたちにしていただきたいと思います。 

１番目の質問と２番目の質問と絡むのですが、２

番目の質問に、人づくり・教育について、より具体

的に来年度の施策についてお聞きしますと。今の答

弁にも、人づくり・教育については村長は最重要課

題だと、喫緊の課題であるとありました。所信表明

の中に、繰り返しになりますが、人づくり・教育と

いう欄があって、猿払の最大の資源は人材(財)と言

われるのを目標に、生涯学習を目指し、子供たちの

「確かな学力の向上」、「豊かな心の育成」、そし

て村民の皆様が夢と誇りの持てる教育環境を推進し

ますと。そのためには、豊かな心を創るためには、

異なる価値観を認めなければなりません。その下に、

今村長がおっしゃった様々な交流・国際交流・地域

間交流・村内の異業種交流というような具体的な施

策を挙げております。この場でも私も何回にわたっ

てサハリン・オジョールスキイ村との交流をと、今

朝の道新を見た方もおられるかと思います。非常に

村民としてうれしい記事が道新２０１０ニュースを

振り返る、ある拓中卒業生の話しが載っておりまし

た。ああ、あれが猿払村の姿なのだなと。これが人

材・人づくり教育なのかなと思ったところでござい

ます。そのようなかたちの村民、村のＯＢ・ＯＧが

出ることを願って、さらに具体的な施策を私は巽村

政で行っていっていただきたい。この１年間、村長

がおっしゃるとおり目に見えるかたちでの人づくり

教育、私はできたのかなとなると、頭の中は疑問符

になるところでございます。 

まだ３年間という長い任期がありますが、ぜひ人

づくりというものは、１週間や１０日、１か月でで

きるものではないと考えます。この豊かな孫の代ま

で安心して暮らせる元気な地域づくりをスローガン

に挙げている巽村政として、人づくり教育について、

今一度来年度に向けての具体的な施策についてお聞

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
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えいたします。 

繰り返しになりますが、この人づくり・教育につ

いても、来年度は必ず目に見える成果を上げていき

たいと思っております。 

それでは、具体的施策ということでは、昨年から

検討している地域間交流の実現を目指しておりまし

た。なかなか地域間交流を行うとしても、きっかけ

がなければはじまりません。議員が言われたとおり、

オジョールスキイ村との交流は来年より再開いたし

ます。しかし、私は当初より国内交流をやりたいと

思っております。それを求めまして、来年５月ぐら

いに当村と歴史的縁があります内灘町に訪問したい

と思っております。今月１２月１日の全国町村長大

会で内灘町長とお会いし、来年度５月頃に行く約束

をしてまいりました。 

また、前にも述べましたが、東京都文京区との交

流もまだあきらめてはおりません。上京の折には都

議会議員との交流の方法をまだ検討したいと思って

いるところでございます。また、１月にも韓国にま

いりますので、交流につながる縁ができればよろし

いかと考えておるところでございます。 

また、議員が以前指摘しております日本で最も美

しい村連合等、あらゆる方向から交流先を来年度は

探したいと考えているところでございます。 

なぜ交流にこだわるかと申しますと、こういう地

域に住んでおりますと、なかなか他の地域の方と交

流する機会がございません。特に中学生ぐらいの生

徒には、たくさんの他の違う環境のもとで住んでい

る生徒と交流をさせてあげたい。生まれ育った環境、

風土により、人の考え方もかなり違います。それを

身を持って体験させたい。そして違う考え方の人を

受け入れることのできる人間になっていただきたい。

先ほど議員もおっしゃいましたが、昨年オジョール

スキイ村の一行が当村を訪れた折、本日の新聞にも

載っておりましたが、今稚内にいる拓中卒業生に通

訳のお手伝いをしていただきました。議員もよく御

存じの方でございます。私も子どもが同級生でござ

いますので、久しぶりにお会いいたしまして、随分

頑張っているなと声をかけたら、彼女はこう答えて

くれました。自分はだめなんだと。だって、世界中

にはすごい人がたくさんいるんだよと。このように

答えてくれました。このような大きな視野を猿払の

子どもたちに持たせてあげたい。シンク・グローバ

リー、アクト・ローカリー、国際視野で地域で貢献

せよということでございます。大人の方には猿払と

いう地域をもっと愛していただきたい。自分もここ

を離れた時期がかなりありましたから、逆によくわ

かります。猿払村は決して住みにくいところではあ

りません。もし、住みにくいと感じているのならば、

自分たちが自分で住みにくくしております。 

今、村の中ですべての地域、すべての業種の人が

集って行う行事がまったくなくなりました。来年か

らこのような異業種間の交流、全村的な行事を具体

的に行ってまいります。運動会・ソフトボール大会

などを検討しております。村がひとつになって、地

域を創りだす、そんな地域になるための仕掛けを来

年から必ず行ってまいります。 

来年度、浜頓別町で１００Ｋｍマラソン大会が行

われます。実は、猿払村にも業者から共同開催のお

誘いがございました。なかなか難しいと専門的なア

ドバイスも身近な方よりもいただきましたが、それ

以上に開催する自信が私にはございませんでした。

開催には住民の盛り上がりが１番であります。住民

の気持ちをひとつにまとめるのでしたら、ちょうど

いい機会でございましたが、まだそこまで私には自

信がありませんでした。マラソン大会に限らず、福

祉政策・観光政策等で自分たちがＮＰＯ、ボランテ

ィア等を積極的に仕掛け、村行政のおしりを叩いて

施策を行わせるような地域にするための仕掛けを来

年度から積極的に行いたいと思っておりますので、

議員におかれましても、ご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の村長の答弁に、

非常に力強い思いを持ち、また、一緒に感銘を受け

たところでございますが、私も村長と同じく一時期

猿払村を離れ、俗に言うＵターン組と言われる人間

で、村長の言うとおり尐しは猿払村を外から見た人

間として、いいところ、悪いところ、違う価値観で

見れるのかなと思っております。そのためにも、今
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村長がおっしゃった地域における運動会だったり、

野球大会だったりというのが昔は各地域でも行われ

たと。それが住民の心をひとつにしたり、飲んで騒

いだり、それがまた地域の賑わいを創出していたと。

私も村長の思いと一緒です。ぜひ来年度、再来年度

に向けて、このような行事が４０年前に行われたよ

うな行事が、この猿払村で行われて、地域がひとつ

になって村のことを考える、また各自治体が競い合

って地域をよくする、そのような村になっていただ

くことを願っております。 

 また、本議会に提出された猿払村まちづくり基本

計画の中にも、将来像として基本理念の中に３つ、

｢自然｣、｢ひと｣・｢むら｣ということで、｢自然｣は豊

かな自然と共生する循環型の村づくり。｢むら｣、村

長がいつもおっしゃっている、だれもがいつまでも

快適に暮らせる村づくり、最後に｢ひと｣、心豊かな

ひとづくりと人々の交流が活発な村づくりとありま

す。ぜひこれを基本理念として将来像、夢だけでは

なくてこれが実現できるような村になることを願っ

て２番目の質問を終わりたいと思います。 

 最後、３項目めの質問ですが、今年度もこのよう

な時期になり、降雪を迎え、除雪をしない村道が今

この村の中に９路線、９か所あります。まずその費

用対効果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。 

 猿払村ホームページに掲載されております冬期間

除雪をしない路線として、特に市街地周辺や集落間

の路線で生活路線として使用しているが、沿線に民

家が無く、冬期間迂回路があり、交通量が尐ない９

路線を載せてあります。対象路線については、冬期

間の交通量を調査し、事業予測や路線の条件等を考

慮しなければなりませんが、厳しい財政状況を考慮

して、除雪経費の節減に努めるために、基本的には

冬期間の交通量が尐なく、産業生産物の搬入搬出路

に比較的影響のない路線を除雪しない路線としてお

ります。 

 質問の費用対効果でありますが、除雪費において

は、民間会社に委託し、各除雪路線の費用が気象条

件など異なることから、延長、いわゆる距離での精

算ではなく、除雪機械の作業時間単位で精算してお

ります。その年度においては、積雪量や吹雪の回数

等に左右される実態にありますので、各路線の費用

に対する効果については推測できないことをご理解

願います。 

 ただ、参考までに、平成２１年度の除雪実績にお

いては、除雪延長から割り出して、キロメートルあ

たり約８０万円程度掛かると思われます。 

なお、効果としては、走行時間の短縮、走行費用

減尐等が挙げられますが、その反面、除雪体制にお

いては、交通事故等の危険性があります。 

また、路線によっては、除雪する条件、視線誘導

や防雪柵等が整備されてなく、安全走行上において

整備費用が掛かる路線もあります。 

さらには、除雪機械の配置及び増台しなければな

らないと考えます。 

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）：１番目の費用対効

果について、一概には金額的には出ないと。私たち

が判断するところにおいては、メリットとしては費

用が掛からない、村の財政を圧迫しない。デメリッ

トにおいては、やっぱり生活路線として使っている

村民がひとりでもいれば、その道路はその人にとっ

ては重要な路線と考えます。 

 ホームページの方にも村長の答弁のとおり載って

おりましたが、冒頭の方に除排雪や路面管理の見直

しを検討しており、とあります。この９路線、私の

記憶によると８年ほど前から止まっていて、見直し

はいっさい行われていない。私が思うところに、も

し費用対効果が生まれるのであれば、これが村民の

理解が得られれるとするのであれば１２路線、１３

路線になっても構わないのではないか。逆に言うと、

この９路線の中から一つ二つはやはり重要である、

この路線は残さなければ、除雪をしてでも、交通事

故の問題、除雪体制の問題等ありますが、そのよう

なことを一村民として思いますが、その辺のところ

について村長はどのような見解をお持ちでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 
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○村長（巽 昭君・登壇）：私もまだ就任１年でご

ざいますので、詳しい状況に関しましては精査して

いない点もございます。詳しいことに関しましては

ただいま担当課長に説明をさせますが、今後検討は

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷 厚君・登壇）：それでは私の方

から小山内議員の質問に答えたいと思います。 

 路線の部分で１５年ですか鬼志別知来別線とかそ

ういう部分については１５年から除雪していないと

いう実態になっています。昔は過去にはそういった

部分で除雪はしておりました。それでなぜそういっ

た部分ではしなくなったのかという経過も若干触れ

ておきたいと思います。それで雪が降る部分では除

雪費用というのはそんなには掛からない状況にある

のですけれども、ちょうど高台とかそういう部分に

入っていきますと、かなりな雪が入っている状況に

あって、費用が相当掛かり過ぎるといった部分もあ

りまして、２４時間体制とか、昼間の開ける状況と

か、そういう部分でやるには相当難儀するという形

で一応スキー場までは何とかやりましょうという形

でやった経過がございます。 

 そういった中で、正直言って避難所とかがない路

線とか、そういう部分については昼間の除雪につい

ては２、３回歩かなければならないということが起

きますので、そういう部分については一応住民には

迷惑は掛けますけれども、何とか迂回路を利用して

いただいてやっていきたいという形で止めた経過が

あります。 

 あと、この部分で村長も先ほど言いました産業に

おいての生産物の搬入とか、そういう部分につきま

しては、だいたい３月の始めぐらいにおいては開け

るような体制になっております。したがって１２月、

１月、２月、この部分については一応完全に閉鎖さ

せていただくという形になっていまして、３月の初

め頃になりますと一応開けるような体制で考えてお

りますので、住民のご理解を得たいなという考え方

でおります。 

 ただ、今後については村長が先ほど言いました検

討しますということなものですから、検討させてい

ただきたいという部分で、答弁になったかどうかわ

かりませんけれども答弁したいと思います。 

 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）：今、課長の方から

も答弁をいただき、産業道路の方は３月の頭から考

えているということで、私もそこを懸念しておりま

した。 

 １番目にある鬼志別知来別線、村営スキー場から

知来別の鈴木牧場までの間。たぶん知来別の住民に

とっては、この路線は生活道路としてだぶん１年間

確立されている道路だと思います。病院に来る、役

場に来る、商店街に買い物に来るとしても、たぶん

ここのところは２３８号線沿いを通って浜鬼志別を

回って来る方というのは非常に尐ないと。私はこの

道路は生活道路として確立されていると考えますの

で、ぜひ３月の頭、特に産業のことを考えますと３

月の中旬から猿払村の主産業であるホタテ漁が始ま

って海明けが行われる、特にここの道路は産業道路

としての位置付けも３月から１１月の海が開いてい

る期間はあると考えていますので、是非そのような

臨機応変な対応をとっていただきたく思いますので、

課長の答弁にありました住民が欲すれば、欲すると

ころは迅速な対応で除雪体制を充実するということ

をお願いして、私の質問を終わります。 

 

 


