
－1－ 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは一般質問

通告書に基づきまして、３項目６点ほどのことにつ

いて質問したいと思います。 

まず最初に、国際交流についてということで、質

問をいたします。 

私がこの場に立つ約３年ほど前から１回目のこの

議場の場でもこのオジョールスキイ村との問題の国

際交流の件は事細かくといいますか、会あるごとに

質問してきたことでございます。昨年度、前村長森

和正村長と山須田議長、また、担当課の職員がオジ

ョールスキイ村に事前協議で行き、そして今年は８

月の２４日だったと思いますが、オジョールスキイ

村から、交流事業再開に向けての担当者４名ほどが

来たところでございます。このオジョールスキイ村

との交流事業再開に向けて、２５日この庁舎内で事

務レベル会議が行われたとお聞きしましたので、そ

の内容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）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

猿払村とオジョールスキイ村との交流事業につき

ましては、財政事情等の問題により、平成１７年度

から休止状態となっておりましたが、昨年５月に議

員も申し上げておりましたが、森前村長と山須田議

長がオジョールスキイ村を訪問し、双方の友好交流

再開について、前向きに協議するということで合意

しておりましたことから、本年５月末からオジョー

ルスキイ村側に対して、稚内市のサハリン事務所の

協力を得ながら連絡をとり合った結果、今回の訪問

団の来村となり、その際、国際交流協会の方々や議

員の皆様にも大変なご協力をいただきましたところ

であります。 

さて、質問にあります事務レベル会議の内容につ

きましては、一部新聞報道でもありましたように、

猿払村の提案として友好交流を再開したいが財政問

題もあることから、以前と同じような形での交流は

難しい。そして、具体的な再開の方法としては希望

する学童５人程度と随行者５人の１０人以内、３泊

４日の日程で、ということと、双方の負担のあり方

では従来どおり稚内に来た段階で、稚内からの費用

については猿払村の負担であるということと逆に猿

払村がオジョールスキイ村を訪問した場合には、コ

ルサコフからの費用はオジョールスキイ村の負担で

あるということ等、村の考えを述べさせていただき

ました。 

それに対して、オジョールスキイ村側としては友

好交流の規模や日程、負担については猿払村の提案

と同じ内容で实施していきたいということであり、

双方合意することができました。 

その他の問題としましては、これまでのように１

年間の中で訪問と受け入れを同時に行うということ

ではなく、１年ごとに交代での訪問ではどうかとい

うこと、訪問の時期については８月２０日から３０

日頃また、現在継続が危惧されておりますサハリン

航路の運行問題や具体的に、双方の訪問場所と宿泊

の地域等については今後の協議内容ということにな

りました。こうした協議内容の結果から、基本的に

は友好交流事業再開のめどが概ねたったと考え、今

後準備を進めてまいりたいと思っているところであ

ります。 

よろしくご理解のほど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）：若干２番目の質問

にあります具体的交流事業についても中間ほどで学

童５人程度という随行者５人の１０人以内という答

弁もありましたが、その前に、今回４名のオジョー

ルスキイ村の関係者コルサコフ地区の方々が来たと

思いますが、もしその４名の方々の肩書といいます

か、過去に猿払村に来た経緯とか、過去に来たこと

があるのかないのかも含めて、その４名の方のこと

がちょっとわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えいたします。 

今回来られた５名を予定していたのですけれども、

实際上では实は４名ということになりました。１名

はボンダレンコ地区議長、この方は当初から来てい

る方でございます。ゾーヤ校長、この方も同様です。

それとベリコフ、オジョールスキイ村の言うなれば

局長というふうになっておりますけれども、この方

は、初回のときですね来ておりましたけど、それ以
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降は来ておられません。それとジェルチャック、こ

の方も当初から来ている方ばかりでございます。 

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）：副村長の答弁から

３名は過去長きにわたって猿払村の交流について、

来ている方ということで、より具体的な事務レベル

の内容の話も過去の経緯も踏まえてできたのかなと、

いう思いがいたします。 

それで次の質問ですが、２番目の質問に移ります。

来年度においての具体的交流事業についてお聞きし

ますということで、村長の方から若干の具体的に、

何名程度のものが何名随行に行ってという形であり

ますが、学童５人程度と答弁があったと記憶いたし

ました。ということは拓心中学の生徒を中心にとい

う考えでよろしいのかどうかということをお聞きし

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：今後ですね、今後の交

流につきましては、私はできるだけ希望者、希望者

と一緒に交流事業を再開したいという思いでござい

ます。拓心中学がどうかということですけれども、

学童についてはやっぱり中学生、拓心中学を中心に

考えております。 

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）：もう一度だけ再確

認のため聞きます。 

具体的交流事業は、今のところそれは１つだけと

いうふうに認識してよろしいですか。 

この学童５人程度を随行者５人、１０人以内を３

泊４日の日程で、８月で２０日から３０日ぐらいの

間で。前までは要するに毎年のように村の子どもた

ちがオジョールスキイ村に訪れ、オジョールスキイ

村から猿払村に訪れるという交流を続けていたんで

すが、今回の事務レベル会議の中では猿払村からオ

ジョールスキイ村に行くのは１年ごとに、要するに

奇数年が村からオジョールスキイ村に訪問したなら

ば偶数年はオジョールスキイ村から猿払村に、訪れ

るという具体的なものは１つということで認識をし

てよろしいでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：まず１年ごとに交流す

るかいうことでございますが、今年は来ていただき

ましたので、来年度は猿払村の人がオジョールスキ

イへ行くと、その翌年はオジョールスキイ村の人が

こちらへ来るというお話をいたしましたが、これは

猿払村側の希望でございます。まだそのときの会議

ではオジョールスキイ村の村の人たちはできれば相

互にやった方がいいんじゃないかなということを申

し上げておりましたので、この件に関してはこれか

ら協議する形になると思っております。 

それから、先程も申し上げましたとおり、できる

だけ希望する方を連れていきたいと思っております

ので、拓心中学におきましても、これからいろいろ

協議しますけれども、もしかしたら希望する人がい

ないのでもないのかという可能性もあるわけでござ

いまして、そうなれば、大人だけで行くことにもな

るのかなというようなこともを考えております。 

いずれにしてもそのへんのことも今後協議しなが

らやっていきたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：ということは、ま

だ具体的にはこれといって決まっていないというこ

とで、私も認識いたしましたが、ちょっと古い話な

んですが、今拓心中学校の生徒の希望者がいないん

じゃないかなというそういう危惧がされると村長か

らの答弁あったんですが、４年ほど前拓心中学校で

総合学習の時間がありました。 

私は、相変わらずというか、イトウのことで呼ば

れて、総合学習の講師を務めてやっていました。そ

のときの一グループが、なぜオジョールスキイ村の

交流をやめたのかという、そういう総合学習で村内

で過去の経緯から勉強したグループが６名ほどでい

ました。非常に私はその子どもたちに勇気づけられ

ました。行けない子どもたちが行きたいのだという

ことを総合学習の期間に調べてなぜ行けなくなった

のか。お金の問題のことも言っていましたし、オジ

ョールスキイ村のことも言っていました。是非私は

今の村長話を聞いて、そういう子どもは多分ひとク
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ラスの中０名とはあり得ないと。ましてちょっとあ

の趣旨から変わるかもしれませんが、この答弁につ

いて教育長にお尋ねしたいんですが、教育行政に携

わっている教育長は拓心中学校の校長先生や先生が

ほかの先生方とお付き合いもしていると思います。 

今のオジョールスキイ村との交流の話題が過去に

あったかないかは別にしてもですね、今村長の方か

ら本当に危惧される、そういう国際交流を求めてい

ない子どもがいるような学校では、私はないと思い

ますので、もし過去にそういう話しがあったならば、

教育長、一言だけ。ご意見というか、今の拓心中学

校のこの国際交流についてのもし情報、思いがある

のであればここで発言をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：適切な答弁になる

かどうかわからないんですけれども、以前に学校の

校長方教職員もだいぶ姉妹村交流をやってから経験

者も少なくなったという中で、ただ校長会とか何か

の話題の中では全員が行って拓心中学校がやってい

るのをよその学校の教頭・校長の時代に行き来して

いて非常に素晴らしいという評価をしておりました。 

ただその後総合学習の中でもいろいろとなされて

いるというのはわかるのですけれども、私とすれば、

そのこういった村のチャンス、機会を利用してです

ね、行っていただきたいなと思いますけれども、た

だ、今の村内的にも拓心中学校におきましても、当

時の、姉妹村交流を知っている方がほとんどいない

という中でまた新たな仕切りになるのかなと思いま

すけれど、そういった中で村長の思いもですね、猿

払村の教育行政の立場の中からもやはり過去の経験

を基に効果のあるような形にはしていきたいなとい

うことで連携は深めていきたいなと思っています。 

適切な答弁になっていないと思いますけれども、

感想ということでご理解を願います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：やはり上島教育長

の言葉にあるとおり過去においては非常に評価され

た事業だということで、私もこの村民として非常に

有効であり、有意義な交流だったと、過去において

はと思っていますので、ぜひ、もし具体的なものは

決まってないのであれば、５名といわず、財政的な

ものが許されるのであれば、猿払の子たちはみんな、

確かに１年ごとに行くということは行けない子ども

がいるということですよね。１年生になって、３年

生で行ったとして、３年生のときに行って次の偶数

年は、行けない。受け入れだけになる。 

それにその中に行きたい子どもがいたら非常に不

公平感がある。できれば猿払村の財政状況が許すな

ら私は、希望者だけ毎年行けるようなスタイルをと

るのが、私はベター、ベストではないのかなという

ふうに考えます。それがたとえ一人であっても、二

人であっても、その時にクラス全員が行きたいんだ

といったときにも私は村長が胸の広さをというか体

の大きさと共にそういう、大きな力を発揮していた

だいて、行ける環境が私は猿払村のあるべき姿じゃ

ないのかなというふうに思います。 

次に、もし答弁があれば、答弁を求めます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただ今の答弁をいたし

ます。 

私は決して一人もいないのでないかと危惧をして

いるということなのですけれども、要はこのオジョ

ールスキイ村との交流が中止になった段階では、そ

の時私ももちろん議員でありましたけれども、その

当時の調査でも、拓中の３年生ですか、３年生全員

がその時行きたいかという話をしましたが、行きた

くないという生徒も結構いらっしゃったというよう

にも記憶しているものですから、私はやはり本当に

行きたい人が行った方がより効果的じゃないかとい

う思いがありますので、できるだけ希望する人を連

れて行きたいとそれととともに全員連れて行くとい

うことはなくて、他には逆に東京に行きたい、交流

したい人がいるとかまた他の沖縄に行きたい人がい

るとかそういう人がいらっしゃれば、そっちの方の

道も全部開いておきたいなと、という思いがあるも

のですから、なるべく行きたいとこで交流させてや

りたいというのが私の考えでございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：十分に理解いたし

ました。逆に言えば行きたい中学生が１人でもいれ
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ば、毎年でも行かせてやりたい。そういう思いです

ねよ。隔年ではないということですよね。であれば、

私も大賛成です。行きたい人間、興味ある人間オジ

ョールスキイ村の文化を知りたい人間が率先して行

く非常にいいことだと思います。ましてまた、オジ

ョールスキイじゃなくて、四国、九州に行きたい。

東京の都会のこれから進むであろう大学だとかがあ

るようなところも行ってみたい。ぜひそういう自由

な研修ができるような拓心中学校の学校と、あとそ

れには、教育行政が非常に重要な場面を持っている

と思います。ぜひそういうことが、できるような猿

払村であってほしいと思います。 

次に、次の質問に移りたいと思います。子宮頸が

ん予防ワクチン接種についてです。 

６月のこの場の定例議会で、この子宮頸がん予防

ワクチンのことが議題に載り承認されたところでご

ざいます。その中の情報で予防ワクチンが小学校５

年生から中学３年生までは村の助成により無料とな

りますと先日の回覧板、また、村のホームページ上

でも告知されているところでございますが、この村

の小学校５年生から中学校３年生までのもし問題が

無ければ、対象者の人数、また、今までに告知期間

が短いので、そんなに大多数の子どもたちが受けた

とは考えませんが、対象者が何人いて、何人の子ど

もたちが接種をして、その接種率は今のところ何％

なのか、数字上の質問で申し訳ありませんが、宜し

くお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの議員のご質

問にお答えいたします。 

子宮頸がんの予防ワクチンの接種率につきまして

は、９月８日現在で全体で５１名の方が接種されて

おります。そのうち４１名が助成対象の接種となっ

ております。小学５年生から中学３年生までの対象

者が５５名ですので、接種率といたしましては、７

４．５パーセントとなっております。 

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）：非常に大変よいこ

となのでしょうけれども、最初の質問で言ったとお

りそんな多くはないという認識だったんですけど、

４１名の接種者がいて７４．５％約４分の３がこの

短い期間、６月からそれが分かったとしても、約６、

７、８の３カ月間で受けている。ということでござ

います。 

なかなかこの男性の私にはわからない病気なもの

ですから、このことに関して私自身も含めて勉強不

足はあるんですが、この２番目の質問に移る前に私

の質問、もう少し低いかと思っておりました。接種

率が。まだまだ周知とかが悪くて、認識不足があっ

て、基本的にこの予防ワクチン接種のホームページ

の告知、回覧版での告知を見た時に、大変いいこと

で、村としても無料でがんの予防ワクチンをするん

だよということはいいことだと思った反面、回覧板

ちょっと見ていただいて、記憶ある方がなかなか記

憶がある方がいないと思うのですが、まず、予約は

村の国保病院へ電話しなければいけない。村の国保

病院に予約の電話を入れるにも関らず、接種時間は、

平日の１１時から１２時、１５時から１６時３０分。

受ける側からすると、電話をしたにも関わらず時間

が限られる。 

私は接種率が低いと思っていたので、できれば接

種の率を上げるためにまして接種回数が３回という

多岐にわたるものですから、まして子どもたちが学

校に行っているとき平日となると、夏休みや冬休み

春休み等、平日の休みは、限られるものですから、

そのことを考えたときに、この時間だとかは外して

もいいのではないのかなと。電話で予約するのであ

れば、この時間の意味ができれば、何日の何時に来

てくださいという話をすれば、病院の方では受け入

れてくれるのかなと、これに関わらず、先程も同僚

議員の質問にもありましたが、さまざまな検診が村

で行われてますけど、できれば接種する側の立場よ

りも接種される側の立場、住民目線に立ったこうい

う回覧板でもできれば、一人でも多くの方を接種し

ていただきたいというこの予防ワクチン接種の实施

についての回覧板だと思いますので、その辺のとこ

ろをこれから、他の検診も含めてですね変更という

か、村民がより受けやすくするためにはというとこ

ろで、お願いしたいのですが、この回覧板の具体的
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回覧板のこのもしこの時間を切った理由だとかがあ

るのであれば、その理由も教えていただきたいし、

これからこうするんだというより受けやすいという

形にするための答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：この接種時

間なんですけれども、この部分については、曜日に

ついては月曜日から金曜日の先程議員おっしゃられ

たとおり午前１１時から１２時までとそれと、午後

３時から、午後４時３０分ということで、外来の診

療時間内に、この予防接種をやっておりますし、ま

た、他の予防接種もやっております。 

この子宮頸がんについては、月曜日から金曜日ま

で毎日やっていますし、他の三種混合だとかいろん

な予防接種についても、曜日を決めて接種しており

ますので、そういう部分で、まず、外来の看護体制

の部分があるのとそれからほかの予防接種とですね、

間違い、取り違えてしまうというこのこともありま

すので、そういう部分については極力避けなければ

ならないということもありますので、そういうこと

でまずこの小学生中学生が学校が終わってから、来

やすい時間帯を含めて一応４時半までと、診療時間

の４時まででなくて４時半まで延長して病院の方で

対応していただいたというような経過もございます。 

それと回覧の周知につきましては、一応５年生か

ら中学３年生までは無償対象の助成になっておりま

すけれども、その他の方については一応有償で受け

るような形になっておりますので、その方向けに回

覧等で流しましたけれども、あと対象児童について

は保護者宛に全保護者あてに、こういうような形で

ですね文書と、それから子宮頸がんのパンフレット

をそれから禁忌事項を入れたような形でですね、全

員に個人通知をしております。 

そういう形で、７月から初めて２か月ちょっとの

間に７４．５％という高い接種率が得られたもので

はないのかなというふうに私としては考えておりま

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）：わかりました、個

人通知もしているということで、私の家には対象者

がいないものですから、わかりませんでした。 

それでちょっと細かいことを聞くようなんですが

１つだけ。８月、９月に受けた対象者、中学３年生

初回から３回を受けたとして、３回目の接種は６か

月後となっています。 

その接種対象者が新年度に受けた場合４月の頭に

受けた場合の接種金額というのは、今中学３年生ま

でとなっているので、その段階では３回目の接種を

受けるときには高校生になっているか、高校生以外

の人になっているか。その金額の取り扱いについて

は決めているのでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：６月の条例

改正制定のときにも御説明させていただきましたけ

れども、中学３年生の間に１回目２回目受けて３回

目で受けるときに高校生だとか就職された方につい

てもですね、それは無料の助成の対象にしますよと

いうことで、個人通知もしくは回覧等に含めて議員

さん方にご説明したときに御了解を得て、实施させ

て予算計上させていただいております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

それでは２番目の質問に移りますが、大変子宮頸

がんの予防ワクチンいいことだと考えますので、こ

の予防ワクチン接種の助成枠の拡大ということで、

年齢層の引き上げを考えているのか、いないのか、

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）：ただ今の質問にお答え

する前に、先程のですね、受診率の７５％この数字

に関しましては、正直申しまして私もちょっと驚い

ております。それだけ非常に関心の高い問題であっ

たのだなというように思いましたし、すぐにやって

よかったなと。このように思っています。 

それではただ今の議員の質問にお答えします。こ

の予防ワクチンを实施するに当たりまして、接種年

齢、接種対象年齢につきましては、医師を含めた病

院関係職員、保健福祉職員で協議をして、決めた経

緯がございます。その中で高校生の接種につきまし
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ても協議をしておりますが、まず１点目といたしま

しては、対象年齢は１０歳以上となっており、何歳

までとはなっておりませんが、先進的に接種を实施

している海外や他の自治体のほとんどが１５歳まで

となっていることと、２点目は、村外、管外に通学

等をしている高校生にとって現在の診療時間内で接

種することは難しいのではないかということであり

ます。それでは診療時間外や休日に予防接種ができ

る体制づくりができないだろうかと検討いたしまし

たが、現在のところ医療従事体制で厳しい状況下に

あることから、接種できる体制を整備してから対象

枠の拡大を図って開始することが望ましいのでまず

可能な対象者から实施していこうということになり

ましたので、小学５年生から中学３年生までとして

实施しております。 

また、国、道で補助制度の動きもありますが、村

といたしましても、助成を開始したばかりですが、

助成対象外の方で高校生が２名一般の方が８名接種

されている状況もありますことから、今後助成対象

の拡大及び接種時間等の検討を進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解のほどお願い申し上げ

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の話しでまだ

接種をする体制づくりが不備があるのじゃないかと

いうこととか体制づくりが必要だということですけ

れども、实際平成１９年度、２０年度、２１年度と

今の高校生が拓心中学を卒業した年度の卒業生の数

をちょっと調べてみると、平成１９年度が９名、平

成２０年度が１５名、平成２１年度から１１名とな

って、計３５名です。今対象者は５５名、約この他

に高校生まで拡大したとして、約３５名ですから半

数までいかないとしても６０％強の人が増えるとい

うことであれば、村長のいうとおり地域間があった

り、時間があったり、接種できないことはあるにし

ても安心安全に暮らせる村長の掲げる村政方針から

しても、私は３５名に助成枠を拡大しても、財政面

の問題であったり、病院の問題もあるかと思います。

それにその３５名が１００％受ける必要がなくて、

自分で受ける。 

有償なところに住んでいても札幌、旭川で受ける

方もおられると思いますので、村の姿勢として、私

は、早々に新年度からでも高校生枠まで拡大してで

すね、村の宝である、孫の代まで暮らせるというこ

とは、子どもはこの猿払村にいることが大前提です

から、新年度に向けて、この助成枠拡大はぜひ私と

してはやっていただきたいなと思うところでござい

ますが、村長どうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：先ほど村長

の方から答弁ありましたけれども、一応対象年齢に

ついては１０歳から何歳までという区切りは一応ご

ざいません。 

それで今年度、現在实施している自治体の中で拡

大枠が一番広いのが佐呂間町で１０歳から４５歳ま

でという形でやっている所も实際はございます。議

員おっしゃるとおり高校生は３５名毎回３回やって

４万５，５００円ですから、１５０万円ちょっとぐ

らいになるでしょうけれども、後は手法なのですね。

一応考え方としては、うちの病院で接種体制が一応

ないわけではないので、とれておるので、うちの病

院で接種した場合については助成対象という区切り

を設けさせていただいています。 

ですから、今ちょっと困難になっているのが高校

生の帰りが非常に遅い部分と、それから管外に行っ

ている学生もおりますので、そういう方についての

管外については果たして償還払いが領収書を持って

きて、うちの方でその受けた金額に対して、助成を

するというか、償還払いをするようなスタイルがは

たしてできるかどうかということも検討していかな

ければならないですし、そういう部分でちょっとい

ろんな手続とかいろいろありましたので、まず先ほ

ど村長の答弁にありましたとおり先進地である外国

だとか、他の自治体の状況を見てやってる状況、そ

の中で管内の状況としては、ほとんどがあの来年度

からやりたいという自治体が多いんですけれども、

その対象年齢を聞いてみますと大体中学１年生から

中学３年生という形で、私はお話聞いておりますけ

れども、その中で猿払村は議員の眞田議員のご提案

もあって先生と協議させていただいて、一応小学校
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５年生から極力その要治療ではないので、予防なの

で、性交渉がある前にそういう機会を設けてあげた

方がいいだろうということで、年齢を逆に下げてで

すね、１０歳から中学校３年生までという形で一応

させていただきました。それで、ただいまの議員の

あの御提案についてはですね、これから協議をして

いきますけれども、その中で協議していく中で、す

ぐ手立てはできません。 

ですから、今の高校３年生についてはですね、も

しかしたら対象から外れるかもわかりませんけれど

も、来年度から、始めてまだ２カ月ちょっとなので、

できるかどうか、また医療機関の方と検討しながら、

財政的な部分もございます。 

また、来年はヒブワクチンですとか小児の肺炎球

菌ワクチンの实施に向けても今事務事業評価で、検

討していただくことにもなっておりますので、そち

らの方にもですね、約５００万円程度のお金もかか

りますので、あくまでも任意接種というところが非

常に厳しいところがあって、これは義務接種である

とある程度の考える余地はあるのですけれども、任

意接種の段階でどこまで年齢を広げていったらいい

だろうかという論点にもなりまして、一応中学校３

年生までと、ちょっとわかったようなわからないよ

うな根拠づけになるのですけれども、海外だとか、

近隣もしくは实施している自治体の年齢的な部分を

一応参考にさせて決めさせていただいたというのが

経過としてございます。 

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）：課長も説明のとお

り私もその辺は理解するところでございます。 

管外に出ている子どもちがわざわざ村に帰ってき

て、村の国保病院でこの予防接種を受けるかといっ

たらなかなか疑問のところもあるし、他の町村で受

けた接種料金を村の方に請求されるのもどうかとい

うことも私も考えたことがあります。 

であれば私もその辺のところはもう割り切って、

やはり村の国保病院でこの予防ワクチンを受けてい

ただく、子どもは村の助成ができるというような割

り切り方はどこかで線を引くことは必要ですので、

そのような形で考えていく、あくまでも財政面だっ

たり、手法だったりという問題は多少あるかもしれ

ませんが、まして、年齢が上がっていけばただにな

らないことですから、今の子どもたちにとってもた

かが１年の間で４万６，５００円の負担とゼロとい

う形ができ上がるので、それのことも考慮しながら、

私はよい方向ですべて１００％がいいってことには

ならないと思いますので、できれば妥当なラインで

よい方向でそれこそ病院、保健センター、行政が一

体となって私は考えていただきたいと思います。 

２番目の質問については以上でございます。 

３番目の質問に移ります。道の駅についてという

ことで先日議員みんなでも道の駅が改修が終了した

ということで、村内の視察研修において道の駅を、

完成した施設を見てまいりました。１ヵ月、完成し

て１ヵ月たちますが、具体的な使用利用計画が私た

ちの耳にはまだ聞こえてきておりません。直近で１

９日観光協会の方でイベントはありますが村として

行政サイドとして観光シーズンこれからオフシーズ

ンに入っていきますが、今年度まだ半年あります。

今年度の利活用計画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）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

道の駅管理棟の改修工事は、本年７月３０日で完

了し、これまで１階多目的ホールとして自転車置き

場だったところを、また２階の休憩室及び研修室を

それぞれ１階部分は小規模なイベント等で開催でき

るスペースとして、２階の部分につきましては、休

憩室と研修室の内壁を取り除き、一部屋として利用

が可能な施設に改修を行い、公園内の既存施設に展

示してある村の歴史文化、財産を展示するスペース

として活用を図る計画を立てております。 

今年度は既に夏の観光シーズンは終わっておりま

すが、秋から冬にかけ、その利用について、観光協

会とも連携をとりながら、小規模なイベントを開催

できないか、これまで協議をしてまいりました。そ

の結果、今月の１９日に猿払村観光協会が主催とな

り、２０１０道の駅さるふつ公園祭りと題したイベ
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ントの開催が实施できることになり、施設の有効な

活用が図られることと感謝申し上げております。 

２階部分の展示につきましては、本年度中に展示

するものや展示の方法につきまして専門的な立場か

らの御意見をいただきながら、整理して、来年の観

光シーズンには猿払村の歴史文化の情報提供施設と

して、村民の皆さんはもとより、観光に訪れた村外

の皆さんにも猿払村の歴史文化に気軽に触れて喜ん

でいただけるよう整備をしてまいりたいと考えてお

ります。 

このたびの１９日に開催するイベントの際には、

この２階の部分につきましては、フリーマーケット

など、子どもや家族で楽しめることのできるような

会場として一義的な活用を図るため開放利用してい

ただけるよう、主催者である観光協会にお話しをし

ております。 

また、その後の対応につきましても、観光協会を

主体にイベント等の開催など、有効活用を図ってい

ただき、さるふつ公園の活性化につながるよう観光

協会と連携を密にしてまいり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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の村長の答弁の

中に展示スペース等は専門的な立場の方々と相談し

ながらという答弁がありました。 

 専門的な立場の方々とは具体的にどのような方で

しょうか。 

○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）：今の小山内議員

への答弁なのですけれども、専門的な方々というの

は、一応、せっかくできた展示用スペースとして活

用する際、我々村の職員なり観光協会の中でもです

ね、展示の方法について検討することは可能なので

しょうけど、これから猿払村の観光の顔ともなる施

設でございますので、その辺について、その展示の

方法等について、詳しいコンサルだとか、学芸員の

先生方という人方に意見を聞いた中で、さらにその

活用を有効活用が図れるような展示スペースとして

つくり上げていきたいなというふうに思っておりま

すので、そういうような人方にですね、御意見を聞

いていきたいな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）：今の課長の答弁、

コンサル会社ということで理解してよろしいですね。 

コンサルティング会社は、私達はずっと専門的な

立場で展示スペース等活用してくれると思いますが、

過去の話でございます。恐縮ですが、過去１２年ほ

ど前、猿払村のさるふつ公園をどうするのかという

ことで、さるふつ公園活性化委員会かなにか、民間

からも募集して札幌のＣＩＳというコンサルティン

グ会社がそのコンサルをやりますと。私もその委員

なので記憶がありますが、案の定分厚い冊子が出て

きました。 

ところが、今のさるふつ公園を見ているとその提

案の中身分厚いですから、それを全部読むというこ

とも、私達には大変悪いことなのですけれども見て

ませんが、实際具体的案件になったのは私の記憶の

ところにいくと一つもないと言っても過言でないく

らいなコンサルの提案でした。今学芸員という話も

課長の方から出ました。 

こんな話も環境問題なり観光問題だったり話す時

にこの村には学芸員がいないねと話して、この場で

も数々いろんな村史編さんにしてもそうだと思いま

すが、そんなような議論もこの場で交わされたと思

います。できれば、確かに私たちより展示スペース

の使い方、一般的な使い方や配置の仕方、興味を引

く展示の仕方というのが私たちよりずっと長けてい

るでしょうが、いかんせんその方々が猿払村のこと

を知っているかといったら、たぶん私たちより全然

知らないこと、コンサルティング会社でしょう。と

いうふうに考えるならば私たちはもっともっと村民

の色んな歴史のことを知っている方々に協力を仰ぎ

ながら、コンサルティング会社が長けているところ

は、コンサルティング会社のいいところ使う。村民

が個々に力を発揮していただけるのであれば、村民

の方の力を借りるそのような方向で担当課、行政、

村民、コンサルティング会社が一体となって展示ス

ペースを考えるのが私はいいと思うんですが、この

考え方について村長ご意見があれば、お願いしたい

と思います。 
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○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。 

もちろんするのはコンサルティング会社だけに任

せるということではなくて議会の皆様、住民の皆様

もそうですし色んな人の意見を取りいれながら、行

ってまいりたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この道の駅の建物

は私も村の建物というふうに考えるのですが、村の

建物、所有物ということで間違いありませんか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：うちの村の建物です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは確認をし

たということで、村の持ち物ということであれば村

民が自由に使うことが可能だと考えます。 

今ハード面の改修が終えて１階の自転車スペース

は空いている。 

２階の展示スペースもこの前見たときはまだ何も

使われてない状況でございます。 

村の建物であれば先程の同僚議員の質問にもあり

ましたが、利用料の発生だとか使用条件だとか、利

用規則のほか、たぶん完成して１ヵ月になっている

ので、この道の駅の施設に関しての利用規則、利用

条例等ができているのかできてないのかをお尋ねし

たいと思います。 

○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）：ただいまの件で

ございますけれども、さるふつ公園の条例の中で既

存の施設の管理棟の利用料については決めておりま

すけれども、まだ施設が変わった段階でのですね利

用料の見直しについてはこれからやっていくという

ような段階でございますのでその辺ご了承願いたい

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）：利用条例と利用金

額も決まっていないということなので、これから決

めるということだと私は考えます。 

 もし、決めるのであれば、私は村長の考えも同じ

だと思いますが、あの施設が村民や村の企業、村民

以外の方でも私はいいと思います。 

管外の方でもいい、稚内の業者でもいいでしょう

し、札幌から旭川からでも私はいいと思いますので

自由にあのスペースが使えるような条例制定を望み

ます。金額的なものもできれば、ボランティアでや

っている村民のサークルだとかそういう方々が使う

ことに関してはできれば無料で、そこで１日財政面

の問題もありますから、５，０００円取った１万円

とったで村が裕福になるわけでは私はないと思いま

す。 

お金で裕福になるよりもそういう行動を起こして

いただいて、村のまちづくりや村政に対しての活性

化ができる方がもっともっと裕福なことになるので

はないかと考えますので、私のここで意見を言う場

ではないのでしょうが、できれば今空になっている

施設は村民が本当に自由に使える、これは理想です

が、極端に言うと村民が取り合うような、今週はＡ

というグループが使う、来週はＢというグループが

使う、Ｃというグループが使うというような、本当

に満杯になるような施設になっていただきたいなと。 

それには私たち議員、議会も始め行政だとか、さ

まざまな団体の協力が必要ですが、そういうような

施設になるのが私は理想ではないかと考えるのです

が、その点について村長どうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：私も、できるだけ誰で

も自由に使いやすい施設になるような料金にしたい

と考えております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：利用しやすい料金

にしたいということは、ただではないということで

すので、なんか料金が発生するように私はとってし

まったのですが、できれば本当に、施設の電気代・

水道代そんなような形で、本当にたぶんあそこで失

礼かもしれませんが、あそこで商売をやって利益を

上げることは今の段階ではたぶん可能なことではな

いと思います。 

できれば、私は使いやすい料金設定ではなく、た

だというのが私の希望でございます。それであと半
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年、今年度あと半年ありますが、具体的事例は決ま

ってないという答弁がありました。ぜひこの６か月

間をかけてですね、来年度は毎週イベントが行われ

ると、何かしら施設が使われることを期待を込めま

して２番目の質問に移ります。 

来年度に向けてですね今の質問答弁を踏まえて、

道の駅、村民の友好施設、村民が使える有効な施設、

となるような利用方法、活用方向の考えについて村

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。 

道の駅の来年度に向けての主たる利用活用の方法

ということでございますが、議員もご承知のように

道の駅さるふつ公園は徐々に整備をした中でさるふ

つ観光の情報発信の拠点として大きな役割を担って

おります。現在猿払村観光協会とも協議・検討を進

めております課題の１つに、観光協会事務局体制の

整備があります。これまでは村産業課でこの事務局

を担ってきておりますが、今後は、専任の事務局体

制が観光振興を図る上で欠かさないものと考えてお

りますので、道の駅を有効に活用した中で効率的な

さるふつ公園の整備等、観光協会の充实に役立てて

まいりたいと考えます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：あそこのところで

観光協会の事務局が、あの場にあそこの施設の中に

入る、大変いいことだと思います。 

産業課、役場の中に事務局も置いていますが、私

も観光協会の一役員としてやはり行政から切り離し

て観光協会独自の活動ができる行動ができるような

スタイルがあの施設になっていたひとつの理想だと

思いますし、今まで観光協会もそうですし村として

も何かイベントをやるたびに人集め、入場者数を求

めていたような管外の人を何人引っ張るんだとか宗

谷管内からどういうふうにして引っ張ったらいいの

だということの前にやはりこの観光協会自体が右肩

下がり、特に宗谷管内利尻・礼文も含めて観光協会

は右肩下がりになっている状況を踏まえた中でこれ

からはあの施設を中心として、肩肘張らずに、まず

村民が楽しめる施設がまず第１番目じゃないかなと

考えるところでございます。 

ここに観光協会が入って、村民が楽しんでいる姿

を見て、ここを通りすがる旅行実が観光実が、その

楽しみに触れていく。 

今回の１９日のイベントも私は、稚内でも大きな

イベントがあったり、天塩でも大きなイベントがあ

る日に、同時に観光協会があそこでイベントをやり

ますが、３連休の中日ということもあって、こんな

ことを言えば失礼ですけれども猿払村を目的として

来ない方、たぶん稚内を目的にしてる方だとか逆に

稚内から下がって来て旭川だとかに下がる方だとか

が、あそこの場でちょっとぶらっと猿払村の良さを

ちょっとでも知ってもらうような施設になることを

あの施設の私は来年度の役目なのかなと思っていま

す。 

できれば、早い段階でのあそこに人を置くこと、

観光協会の事務局でもいいですし、それこそ観光に

携わっている企業に応援を願って、三日交代なり四

日交代なりでも人間がいて、猿払村の情報が少しで

も対面で、発信ができるホームページではない顔と

顔を見合って口と口とが話ができる。そのなような

施設に生まれ変わることを私は希望いたします。 

以上、希望を述べて、私の質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（山須田清一君）：今の答弁いいですか。 

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。 

午前中も申し述べましたが、今現状におきまして、

今さるふつ観光の中心となっているのは、ホテルさ

るふつでございます。この体制をですね、きちんと

整えて、その中で観光協会それを含めまして、観光

体制を整理いたしまして、真にこのさるふつの観光

を考える方法を考えております。 


