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○議長（山須田清一君）：続いて７番、太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：太田です。 

 一般質問通告書に従いまして質問を始めさせてい

ただきます。 

 まず１点目、商工業振興対策についてであります。 

 昨年、行政のご支援により商工会で４月と１２月

の２度に渡り暮らし応援商品券発行事業プレミアム

付き商品券発行を行ったところですが、１２月発行

分においては村民の関心も高く１２月中に約５０％

１，２３０万円の回収、１月末で約８５％２，０２

９万円の回収、２月末で約９４％２，２５０万円の

回収を行っております。商工会・猿払Ａコープで行

った年末売り出しにおいても厳しい経済環境の中若

干ではありますが商店の売り上げも伸び、一定の経

済効果・消費刺激効果があったと評価しているとこ

ろです。 

 質問に入りますが、国内の景気はリーマンショッ

ク以降長期化する需要不足や低価格戦略の広がり等

でデフレが進行する中、企業の収益環境は厳しさを

増しており雇用環境の悪化や所得の減尐、これに伴

う先行き不透明感の増幅も家庭の生活防衛意識を一

段と強め消費を低迷させています。北海道経済の低

迷が言われて久しい中、猿払村においても村内業者

・商店の経営環境は益々厳しさを増しております。

猿払村商工会においても購買力流出・商業従事者の

高齢化・後継者不足・公共事業の減尐等、様々な問

題を抱えその対策に苦労しているところであります。

当然、個々の経営努力は必要ですが、行政として現

在の商工業の状況をどのように認識し今後どのよう

に活性化させていく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。 

 村内の商店を取り巻く環境は長い年月の積み重ね

による経済環境や交通環境の変遷に伴い村民の消費

動向は近隣の市町村へ流出し、合わせて大型量販店

の進出によりさらに拍車がかけられ本村のように集

落が点在する地域における商店の安定的な維持は益

々厳しいものとなってきております。土木建築業に

おいても公共事業の削減、長引く不況の影響も加わ

り商店同様厳しさを増しているものと考えておりま

す。景気の対策により昨年、今年と公共事業の発注

が一時的に増加しておりますが、政府のコンクリー

トから人への政策の転換から今後も持続的に景気対

策を目的とした国の予算を期待することは難しいも

のと考えております。村はこれまで村内事業者への

資金の貸付制度や利子補給制度を施策として継続し

実施してきた他、猿払村企業誘致及び地域企業再生

促進条例による奨励金や持家住宅建設促進助成金を

条例化しその活用によって村内業者の活用化に活性

化につながるよう取組んでまいりました。また、今

年度は商工会が事業主体として行った暮らし応援商

品券発行事業に対し村民の暮らし応援はもとより村

外へ流出する消費を尐しでも村内にくい止め、商店

をはじめとした村内事業者の活性化につながるよう

補助の実施を行ってまいりました。今、村内の事業

者が置かれている厳しい状況がこれらの施策によっ

て全て改善されることは難しく、十分であるとは考

えておりません。また、当事者である事業者の方々

が今の現状をどう捉え将来に向けてどうあるべきか

行政に対してどのような施策や対策を求めているの

か、今年１年かけて関係者と共に確認してまいりた

いと考えておるところであります。新年度におきま

しても暮らし応援商品券発行事業に対して予算計上

させていただいておりますが、その実施に向けた内

容も含めて新年度の早い段階で商工会と意見交換を

し村民の意見も聞いた中で支援してまいりたいと考

えております。また、他産業との連携も大変重要で

あると思いますので異業種交換の場も設け村産業の

活性化に向けた話し合いを行っていきたいと考えて

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）：村長も地元の今の企

業の置かれている状況非常に厳しいと認識しておら

れることと思います。商工業の活性化は村の活性化

に繋がります。地域発展を持続可能なものとするた

め地域外からの移住希望者を積極的に募り、その雇

用を提供し酪農・水産業・その他・地域資源を活か

した新しい仕事興しで雇用の創出に繋げ、就労人口
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を増やし消費を増やすべく村内に新しい加工施設を

増やすことは出来ませんか。一次加工で終わってい

るものを二次加工・三次加工する加工場の誘致、あ

るいは村で建設し民間に委託する直接商業参加出来

なくも地域づくりの観点から行政側は資金を調達し

施設を整備した上でその管理・運営を民間に任せる

思い切った手段で仕事作り、定住人口を増やす、そ

れが活性化に繋がるのではなかいと考えますがいか

が考えますか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：前回の議会でも申し上

げましたが、村が財政的に豊かになるにはどうした

良いの、つまり活性化するにはどうしたら良いのだ

と聞いたら人口を増やすことですというお答えを職

員がしてくれました。では人口を増やすためにはど

うしたら良いのだ。私も考えました。私はやはり今

出来るかどうか解らないけれども企業誘致だと思っ

てます。企業誘致が一番効果的だと今私は思ってお

ります。ホタテも将来を見据えれば決して安泰であ

るという状況でないという私は認識しております。

しかし、猿払には世界に類のないホタテがあります。

漁業協同組合、そして地元の加工業者の理解を得な

がらここに大手の水産メーカーを誘致することが私

の夢であります。そしてその工場を中心に地元の各

工場が衛生整備の規格を統一し世界に冠たる水産品

を製造する。その上で今大型化している酪農業とド

ッキングして日本の食料基地猿払ブランドを作る。

これは夢です。でも夢は見なければ叶えられません。

私の５５年で培った人脈を使い何とか企業誘致を試

みたい。あてはただいま全くありません。来月にな

れば尐しは時間は出来そうでありますから、その第

一歩を踏み出したいと思っているところであります。

これが一番村を活性化させ定住人口を増やす方法だ

と思っております。ただ仕事を作るだけでは人は増

えません。違う環境で育った人達を受け入れるとい

う地元の人達の包容力も必要になってくると思って

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、村長の答弁をい

ただきました。是非、企業誘致成功させていただき

ますようお願いします。 

 続いて関連なのですけれども、商工業の活性化に

ついてで非常に難しい面があると思います。ごめん

なさい商業の方ですね。活性化については非常に難

しい面があると思います。消費者ニーズの多様化・

購買力の流出・商業従事者の高齢化等です。各商店

それぞれ商店を維持していくために経営努力を固め

ております。私個人の考え方ですが、田舎の商店あ

るいは商店街はただ物を売る物販だけではなく地域

における交流空間だと考えております。そうした中

尐しでも中心市街地に人が集まっていただくために

住民が気軽にコミュニケーションがとれるスペース、

あるいは高齢の方々が座って話し合えるベンチ等の

設置、夏まつり等のイベントが出来るスペースに旧

鬼志別川跡地を整備してはどうかと考えますが、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）：質問にお答えいたしま

す。 

 私も共鳴する素晴らしい考えであると思っており

ます。ただ一言申し上げることを許していただけれ

ばこのようなことは自分でやっていただきたいと思

っております。プレミアム商品券の発行、今度で３

度目に渡ります。行政としても出来るだけの支援を

いたしますが、受ける方も何か目に見える努力をや

はりしていただきたい。目に見える努力というのは、

こういうことで今おっしゃったことでございます。

このような努力を尐しでもいただいて、さらにまた

行政も支援しながら一緒にこの地域を盛り上げてい

きたいというのが私の思いでございますのでその辺

ご理解していただきたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：商店街としてもこれ

から今村長の答弁いただいたように、私達自身もそ

れなりに商店街の活性化に向けて取組んでいきたい

と思いますので、行政としてもご支援お願いしたい

と思いますし、また村全体で村の経済を動かすよう

な地域を活性化させるような気運を行政が高めてい

く必要があるのではないかと思います。 
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続いて次の質問に入らせていただきます。 

私達が今後この地域で住み続け生活していく上で

役場・病院・やすらぎ苑等の公共施設と同じく身近

で買い物が出来る商店、その日のうちに修理・修繕

を頼める業者が必要と考えます。これから益々高齢

化社会を迎える猿払村にとって一人で日々の買い物

が出来る店、気軽に頼める業者がなくなることはこ

の地域の存亡に係わると思います。経済の血液であ

るお金を地元へ流すこと、これが商工業者の前向き

の経営心、あるいは新規創業への誘い水になると思

います。行政として地元業者への育成・配慮をどの

ようにお考え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）：地元業者への育成・配

慮ということでございますが、議員もご存知のよう

に村も今行財政改革を推進中の段階でございます。

財政も決して豊かではございません。従いまして経

費等のことを考えますと優先的に村の業者を使うと

いうようなことはなかなか現実的には厳しい状況に

あるというのが実態でございます。しかしながら最

近の社会情勢のお話しをいたしますと会社のＨＡＣ

ＣＰという認定、対米輸出をするための許可制度が

あるのですけれども、この許可制度をとるためにも

社会貢献という点がそういうポイントになります。

またＩＳＯというそういう認可制度についてもそう

でございます最近、いかにボランティア活動・社会

に貢献しているかという点が行政の対象になってき

ております。ですから具体的にどうやるかというの

はちょっと私の頭の中でもはっきり解らないのです

けれども、この村内におきましても村内的に社会貢

献ボランティアをしてくれる業者、お店の方につい

ては公正にどのようにやるかというのはちょっと私

の方でも思い浮かばないのですけれどもね、その辺

をきちんと整理して優先的に用いると、そのような

ことは可能でないのかなとそのような育成の仕方は

出来るのではないのかとそうやって育てていきたい

なというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の村長の答弁だと

先程同じように商工業者・商店も地域貢献をしろそ

ういうことだと思います。ただこの地域の商工業者

は村民として地域にそれなりに貢献してきているの

ではないかなと思いますので、あるいは自治会活動

・イベント各種、村主催の行事への参加、その時々

年代で行政に協力し地域を担ってきたと思います。

当然、自分の家業の商売・経営は自己責任です。こ

の地域で仕事をし報酬を得、生活をしております。

地域に対する貢献、地域を考えることは当然のこと

と考えます。しかし役場の職員の方々もこの地域で

共に生き、共に生活し共同でこの地域を作り上げる

のだという考えに立っていただけたらと思います。

必要な工事・整備維持は村民がこの地域で安全に快

適に生活していく上で必要であり、雇用の確保・経

済の活性化・地域の活性化に繋がります。村の企業

を上手に育て村の職員も村民も地元の企業や商店を

積極的に利用し、そのような考え方が必要ではない

かと思います。過疎化の進行が心配される中、一人

でも多くの雇用が生み出され元気な地域となります

よう村長の指導力の発揮をお願いし、次の質問に入

ります。 

 新たな特産品の開発についてお尋ねします。 

 猿払村の基幹産業は言うまでもなく農業・漁業で

すが、猿払で生産されるホタテ・牛乳等を地元産品

のブランド化を図り新たな特産品として開発し商品

化・販売することは雇用の確保・地域の活性化に繋

がり、観光においても新たな魅力を加えることにな

ると思います。商工業者や村民が開発した特産品が

もっと増えれば猿払の魅力が増し地域経済が潤いま

す。生産者・地元業者・飲食店・村民が一緒に考え

地域の素材に付加価値を付け新たな特産品を考える

仕組みづくりが必要と考えますがどのように考えま

すか。 

○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。 

 ご存知のように私も加工業を加工しておりました

が、なかなか特産品製品の開発は出来ませんでした。

念願でございました、中途半端にはやるのですけれ

どもなかなかこれは出来ない。いつも作りたいとい
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う気持ちは胸の中に持っておりました。それが出来

なかった理由としてはやはり設備がない。その特産

品を作るための試験的な設備を持つということはや

はり我々ぐらいの規模の会社では大変であると、そ

して人材もいないということがネックでございます。

これは私共の会社だけではございません。猿払村の

各会社全て共通の悩みでございます。組合等も同じ

ことでございます。 

先日ですね、たまたま牛乳と肉の館を視察に行く

機会がありその中の設備の充実振りにびっくりいた

しました。まさしく試験研究に相応しい施設でござ

いました。今体験実習として有効的に使用されてい

るとお聞きいたしましたが、現状ではなかなか色ん

な縛りがあるとは思いますが、それらの縛りを一つ

づつ外しながらこれを村内の全ての会社が有効的に

使えるものにならないかとただいま検討しておりま

す。その中で勿論、農産畜産品はそのための施設で

すから勿論ですけれども、出来れば水産品も使える

ような試作出来るようなそのような施設になること

が出来ないのかなと、そこで猿払ブランドを特産品

を開発出来ないのかと斯様なことをただいま考えて

おります。やはり特産品が出来ることがやっぱり猿

払をより一層ＰＲすることでございますから、これ

には一層力を入れていきたいなと斯様に考えており

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）：村長の特産品開発は

猿払のＰＲすることに繋がる、そういう答弁でした

が特産品開発には地域に就業機会を与え地域の所得

を向上させて地域の活性化を図るという効果が期待

されます。村の特産品開発には基本的には地域の資

源のみを利用すれば良く、他地域への利益等が流出

することが尐なく効率の良い産業育成策と思われま

す。しかし大都市圏の市場で評価されるためには農

業・漁業・商業・観光等を横断的視野での戦略と行

動が不可欠であり企業・研究機関・地域住民等、そ

れぞれの技術・知識の共有と人材の結集が必要であ

り、それをまとめるプロデューサー的能力を持った

人材が必要と考えますがそのような人材の配置、ま

た確保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）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

 今、先程お答えいたしましたが正しくそのような

考えでとりあえず先程、牛乳と肉の館というのを例

に申し上げましたが、その例にしたようにどこか一

つの施設をそういう施設を作りまして人材を集めま

して村内の特産品・試験品を作りながら村のＰＲ・

雇用の確保に繋がるような物を作ってまいりたいな

と多様に考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：猿払村において最も

大きな組織体は役場であり人材・財政力・情報の収

集力・情報を発信する能力を兼ね備えた大企業だと

思っております。この拠点核が地域の進行の先頭に

立つことなく単なる前座になっては閉鎖的、消極的

に陥るなら地域の活性化は進まないと思います。雄

大な酪農地帯、日本一の猿払のホタテは先人の方々

が築き上げてきた長い間時間をかけて築き上げてき

た地域ブランドです。継続し新しい価値・商品を創

造しつつ地域ブランドを拡張していくことは村民や

生産者に誇りや愛着心を喚起することにも繋がりま

す。行政の積極的な取組みを期待して次の質問に入

ります。 

 消防体制の充実についてであります。 

 村民が安心して暮らせる村であるため、今消防に

求められることは多岐に亘ると思います。火災や他

の災害時の消火、救助作業だけでなく２４時間の勤

務体制を活かした災害弱者への支援等であります。

さらに火災発生時・災害救助に備え訓練が必要です

し、消火作業・救助活動において知識と経験が求め

られます。定年が近い職員が２名いますが、今後の

職員採用計画について教えて下さい。 

○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。 

 平成２４年３月末で２名の職員が退職しますが、

２３年４月に１名を前倒しで採用しその後において
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も退職者が出ることから計画的に採用を行い、現行

の１６名体制を維持してまいります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現行の体制を維持し

ていくということですが、猿払村は北海道で一番面

積の広い村です。また面積の８０％が山林や原野で

す。そして豊里を入れると１１の集落が点在してい

ます。以前、上猿払の山火事で消防団員として出動

し現地到着へ４０分近くかかり、消火を終え帰宅し

たその夜にまた火災発生という経験があります。山

火事が発生、また人家の火災や交通事故が同時に発

生した場合、行政区域、集落が点在している地域の

安全・安心を考えると現在の１６人の職員体制で火

災・救急業務の対応は十分か懸念するところです。

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）：質問にお答えいたしま

す。 

 災害時においては消防職員も対応にあたりますが、

救急に備え救急隊員３名プラス通信員１名を確保し

出動しております。夜間・休日においては非番・公

休者の動員をかけ人員の確保を行っています。火災

時においてはその状況にもよりますが、救急につい

ては臨機応変に対応をしております。 

 以上ですが、今後も慎重に検討していきたいと思

っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現在、救急業務にお

いて約３分の１が稚内へ搬送すると聞いております。

稚内へは５８ｋｍ１時間近くの時間がかかります。

救急車は救急業務に必要な応急処置等の知識・技術

を習得した隊員３人以上の乗務が求められます。ま

た、救急現場及び搬送途上における応急処置の充実

を図るため救急救命士の資格が設けられ、搬送途上

一般の救急隊員では出来ない高度な応急処置を行う

ことが出来るようになりました。一次医療圏のこの

村においてこれからも稚内への搬送が増えると考え

られます。救急隊員への質の向上が求められます。

そうした中、救急救命士の資格２名の定年が近づい

ています。救急救命士の資格を得るのに消防学校で

救急課程を修了した後、５年以上の救急に従事し、

さらに８３５時間以上学校で学び国家試験を受けな

ければなりません。救命士の養成が急務と考えます

がどのように考えますか。 

○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。 

 救急救命士の養成は救急標準課程修了後、２００

０時間の救急実務、若しくは５年の年数経過により

資格取得が可能となります。現在１名の職員を養成

中であり、今月の国家試験を受験し４月には救急士

となることが見込まれており７名体制となります。

２年後に２名の救急救命士が退職することから２３

年度以降においてその補充をすべく隊員の養成を行

っていきます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：７名の体制で２年後

２名が定年になると、現在とそんなに変わらないわ

けですけれども、先程言ったようにこの猿払村は面

積も広く、搬送時間も稚内までの搬送時間も長いで

す。その上で救急救命士というのはすごく必要では

ないかと考えます。いっそのこと職員の資格をとれ

る人達を全員に救急救命士の資格をとらせるような

考え方にはなりませんか。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それではお答えを

申し上げます。 

 確かに救急救命士の関係の養成にはお金も時間も

かかります。意欲のある職員につきましては救急救

命士の資格をとらせるというふうに我々も考えてお

りますので、今後ともそういう形でいきたいという

ふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：村民の安心・安全の

ためにも是非、救急救命士の資格全員とれるような

体制を組んでいただきたいと思います。 

 続いて次の質問に入らさせていただきます。 

 消防団において４月より第８分団と第１分団が統
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合されます。小石地区の火災発生時の対応が懸念さ

れるところです。また、知来別・浜鬼志別・浜猿払

分団も出動時の団員の確保が懸念されます。また先

日、チリの地震による津波注意報が発令されました。

災害時の隣近所によるお互いの安否確認・高齢者・

障害者等への災害時要援護者への支援・けが人の関

係機関への通報・火災への初期消火と消防署への通

報・自分達の身・地域を自ら守るため最小限出来る

組織は必要ではないかと考えます。企業・団体・自

治会等による地域の特性等を考慮しきめ細やかな防

災活動を目指し自主防災組織を検討するおつもりは

ありませんか。また、火災発生時の役場職員の支援

体制についても合わせてお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

 災害・火災時の役場職員の支援体制についてまた、

企業・団体・自治会等の自主防衛組織を検討する考

えはないかということでございますが、まず役場職

員の支援体制でございますが、災害時においては猿

払村地域防災計画に基づき職員の防災初動マニュア

ルを作成しておりまして、それに従いまして行動を

おこしております。具体的には災害規模・状況に応

じて災害対策本部の設置と職員の招集・動員等が決

められておりその対策本部での指示により行動する

ことになっております。また、火災の対応について

は猿払支署と連絡体制を綿密にし早々に一旦組織分

担による職員を派遣し、火災の早期鎮圧を目的に交

通混乱等の防止活動と消火に妨げとなる障害物の除

去等において役場との情報収集の連絡体制の行動を

おこします。状況に応じての職員を配置することに

なっております。なお職員は災害発生時には、土・

日・祝祭日問わずまず役場に全員招集することにな

っております。また企業・団体・自治会等の自主防

災の検討については既に平成１８年１２月１１日に

猿払村建設協会と自然災害発生時、または発生する

恐れがある場合における協力体制に関する協定を締

結しており、災害の拡大防止と被災施設の早期復旧

を図ることを目的としております。自主防災組織に

ついては、３年前の津波警報発令時には各消防分団

と連携して自治会の役員等が中心となり避難所の人

員把握と巡回・誘導等を行っております。一部の自

治会では自主的に避難訓練等を実施する等、既に積

極的に行動されている実態でありますので自主防災

組織という名称ではありませんが、自主防災組織的

な要素を既に構築されていると思っておりますので

自治会との連携と協力支援体制を強化しまいりたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現在、今自主防災組

織的なものがあるということですけれども、災害時

に消防が来る、誰かが助けに来るのをただ待ってい

るわけにはいかないわけです。そうした中、例えば

小石地区にはオホーツクという加工場の企業があり

ます。また村内には農協・漁組・役場大きな団体が

あります。火災時、大規模火災時とか山火事とかで

すね、そういう時にはある程度そういう方々をまと

めて救護・消化作業と考えるのが普通ではないかと

考えます。また、近くで火事が発生したならただ消

防が来て消すのを待っているそういう状況にはなら

ないのではないのかなと思います。そうした中、尐

しでも組織的に、また合理的に準備されていた方が

個人個人がバラバラに行動するより効果があるので

はないかと考えま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）：質問にお答えいたしま

す。 

 ただいま議員のおっしゃられたことは十分に理解

出来ますので、今後に向けまして十分検討させてい

ただきたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：答弁ありがとうござ

いました。 

 村長が掲げる安心して暮らせる元気な地域をつく

るため、村長のリーダーシップの発揮をお願いし私

の質問を終わらせていただきます。 

 


