
－1－ 

○議員（野村雅男君・登壇）：それでは一番最初の

質問、観光について。 

１番目。先般、稚内市長、利尻・礼文、豊富の各

町長及び観光会長以下１８名の方々が台湾へ観光の

トップセールスに行ってきたと。１１月の２３日香

港、２４日・２５日台湾ということで日刊宗谷紙上、

あるいはまた道新紙上でも大々的に報道されている

ところでございます。 

ご存知のように３月１１日の東日本大震災、ある

いはまた、すぐ直後の福島原発そういうことの風評

被害、そういうものが大変深刻さを増しました。や

はりその後の観光の相当な落ち込みと。 

しかし、今新聞をちょっと私も持ってきておりま

すが、ここ１１月１２月ですか、新聞にはもう３日

に１回くらいは何か観光の記事あるいは映画等のお

話しもきておりますけれども、村長も８月には水産

物の、とりわけホタテの生産の風評被害ということ

でやはり台湾へ風評被害の信頼を取り戻すというこ

とで、この猿払産のホタテの風評被害に行って来た

わけでございますが、やはり猿払村もこの北宗谷と

いう観点からこういう機会にぜひ機会があったら観

光としても、あるいはまたそういうホタテや猿払村

の牛乳のそういうことも関連をしてくるのではない

かとそういう観点から、ぜひこういう機会があった

ら行って欲しかったなとそんなふうに考えている一

人でございますので、それについてお答えをいただ

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。 

議員もご存知だと思いますが、今年の６月より私

は副村長を不在としております。不在とした理由は、

村長業務に不慣れが自分が１日でも早く村長職の仕

事を覚えるためであります。 

したがって、できるだけ出張は避け、職員と直接

話す機会をつくり、庁舎内の仕事を掌握するという

のが今一番の私の目的でございます。 

今回の出張は香港、台湾への観光に関するトップ

セールスでありましたが、先ほど議員もおっしゃっ

たとおり８月に偶然ではありますが、この風評被害

対策としてまったく同じコースを訪れることになり

ました。その際に、相手方の、例えば香港ですと日

本でいえば東京都庁なんですが、東京都庁を訪れま

して、そこの副知事にあたる方ですね、そういう方

ともご挨拶をしております。そのようなことで、今

回の観光振興目的の一部の役割は果たせたのかなと

思っているところでございまして、したがいまして

２か月の間に同じ地域を訪問する必要性が少ないと

判断し、その辺の事情を稚内市長にも申し上げて、

今回の了解をいただいた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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長が判断をされた

わけでございますので、判断につきましては尊重い

たします。 

しかし今、その１つの理由に副村長の不在と、そ

ういうものが大きいということであるならば、ちょ

っと話は逸れますけれども、やはり私今庁内でも村

長にあまりものを言える人がいないのではないかと、

そんなふうに感じているところでございますし、そ

れは村長が必要だなとそういうふうにお感じになっ

たら直ちにやはり人選でございますので、そういう

措置をとったらよろしいのではないかなと、そんな

ふうに思う一人でございます。 

しかし、観光に関しましては、利尻、礼文、稚内

市、豊富、猿払も大変当初は深刻な問題だとそんな

ふうに皆さん方から、いろんな方々からもお話しを

聞いておりますし、それが日刊宗谷紙上でも３日に

１回やあるいは５日に１回いろんな各地で、あるい

は今年度の観光客の落ち込みもやはり相当数ひどい

と。 

次の質問の中にも後でちょっとしますけれども、

やはり札幌グランドホテルあるいは札幌パークホテ

ル、それの運営母体がやはり産業再生機構入りをし

たと。相当深刻な問題。全道的にもまだたくさん大

手がおりますが、そこまで来ているのかなと。しか

し、産業再生支援機構入りをしているということは、

再生の見通しがあるのかなと、そんなところでもご

ざいます。 

しかし、猿払村はいずれにしてもこの北宗谷、と
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りわけ宗谷岬、宗谷岬牧場、稚内空港、稚内市に近

いわけでございますし、そちらの方からの観光の入

り込みというものがやはり猿払村にも相当流れてき

ていると。その観光で人が流れてくるということが、

いろんなものの消費あるいは猿払産品ホタテ、牛乳

に代表されるように、そういうものをやはりきちっ

とした安全ないいところで空気のよいところで自然

の産品の評価をいただいている、そういう基本的な

ことでございますので、やっぱりその辺をもう一度

認識をしていただいて、今後どのような形で村長が

この北宗谷地区をどのようなふうに考えているのか、

そこをひとつお伺い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。 

観光事業に関しましては、もう私が就任の折から

の課題でありますし、今後この後の質問にも関連し

てまいりますが、体制も整ってまいりますので、こ

れから今後につきましては第３の産業として私も全

力を上げてこの観光部門の振興に努力してまいる所

存でございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：２番目の観光につい

ての２番目に移らさせていただきたいと思います。 

村は、猿払村ふるさとの家の指定管理者を一般公

募いたしました。 

村長は、５月の段階では、現受託会社を公社化し

て第三セクターとして運営する方針を明確にしてい

たというふうに考えます。 

しかし、なぜ考えが変化をしたのか。 

この指定管理者を一般公募をしたということは、

第三セクターをあきらめてやめて指定管理者の一般

公募をしたというふうになっておりますけれども、

それに至った経緯につきまして詳しく説明をしてい

ただきたいと思います。 

○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。 

ふるさとの家の指定管理者につきましては、現指

定管理者より社長の健康状態を考慮すると次の指定

管理ができない意思の表示があり、５月の時点では

新たな指定管理会社として第三セクターの会社、団

体を考えたのは事実でございます。 

議員もご承知のとおり、今こういう管理業務に関

しましては法律が変わりまして、直営でやるか指定

管理者にやらせるか、この２者選択しかございませ

ん。 

それで私が考えたのは、あくまでもこの指定管理

者を第三セクターという会社、団体にやらせたいと、

やらせたいというよりも、その時点では私は逆に新

たな指定管理者は現れないのではないかと、この厳

しい環境下で新たな指定管理者は現れないのではな

いかなと私は判断していたからでございます。 

８月より、そのようなことも踏まえまして、ホテ

ルの今後の経営に関するコンサルをお願いしたとこ

ろでございます。そのコンサルの結果におきまして、

新たな民間会社でも指定管理を受ける可能性がある

のではないのかというご指摘を受けまして、今回の、

私もですね、民間の会社があれば条件が合えばその

方が良いと判断いたしまして、今回の公募になった

わけでございます。 

現段階では、１１月３０日の説明会には１社来ま

したが、まだ本日現在で正式の応募はございません。

応募があっても、たとえこの後１６日までにたとえ

応募があっても、選定委員会の選定を受け、その後、

議会の議決により最終決定となります。 

もし応募がなければ、当初の方針のとおり第三セ

クターを立ち上げ、今述べました正規の手続に則り

その会社に指定管理をお願いしたいなと思っている

ところでございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今の村長の答弁では、

今後のホテルの経営について、やはりそういうコン

サルタントの会社に委託をして、そしてどういうよ

うな方針でやっていこうかなと、そういうものを専

門のそういう会社の方から受けるという形でやって

いったら、そういう新たな受託会社がその方がいい

のではないかと、そういうお答えをいただいたとい
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うことは、私もさるふつ公園活性化委員会等で１冊

全部は見ておりませんけれども議員の皆様方に配付

をいただいたいわゆるまとめ、レジュメになったも

のを見せていただきました。その報告は、私も受け

ましたけれども、今改めてここでそういう経緯につ

いて報告を求めたことにつきましては、やはりいろ

んなことが今どこの議会でも公開の場で行われてい

ると、秘密の中で行われているものは一つもないの

ではないかと、そういう形の中から今日いまここで

はっきりそういう経緯について説明を受けたところ

でございます。 

コンサルタント会社の報告書については、１番目

については新たな受託業者を探す。２番目には村内

の他の振興公社による経営ですると。３番目につき

ましては、さるふつリゾートは今までの受託会社は

個人会社だと。社長がいなければ何も前へ進めない

と。ホテル経営に必須な数値指標が作っていない、

資格もないというようなそういうまとめではなかっ

たかなと。 

私は別にさるふつリゾートが肩を持つとかそうい

うことはありませんけれども、そのような評価とい

うのはちょっと私はないのではないのかなと。村長

も根底ではそういうふうに、私と同じような見解で

はないのかなと思いますが、２３年間も営業をして

おりまして、現代の時代の推移とともにずっと努力

をして営業をして来られたわけですけれども、平成

５年にはちょっとここの数字をきっちり私押さえて

おりませんけれども、金額的には１００万円、１，

０００万円、その翌年にも８００万円、平成１３年

頃には、フロントの奥側に２，０００万円程度の投

資をして部屋を増設、１８年には２，５６０万円を

掛けて和室内にバス・トイレを併設をしたと。地域

的に見ましてもやっぱりお客様がバス・トイレ無し

の部屋をはっきり拒否をする時代になってきたから

です。２つの設備についても当然これは村の許可を

得て行ってきた行為でありまして、後には資金負担

の約束は反故にされ、やむなく寄附行為となったと

ころでございます。２３年間も営業を続けまして、

何年かにわたって総計４，４６０万円ぐらい村に寄

附をされ、変わった施設に２，０００万円を投資し、

また、従業員の雇用につきましても守りました。仕

入れや経費、資材についてもできるだけ地元の業者

を使用しました。また営業面につきましても地元業

者と分かち合えるような部分はなるべく避けました。

村内のお客様についても大切に十分に貢献している、

そのような会社の方針でやってこられたと思います。 

このような会社が資格もないと一刀両断とされた

とすれば、村内には他の企業がたくさんありますけ

れども、寄附金の面ではやはり猿払村漁協が圧倒的

な面もありますけれども、指定管理者につきまして

も営業面によい結果が出ている頃はあまり面倒をか

けないできた経緯もありました。 

指定管理者制度ができてからは、そういう点につ

いてもきちんと指定管理者の中で料金ををいただい

てやっていると。それはひとつは制度の変更という

ことで仕方ありませんけれども、そういう点につい

てはちょっと改めて質問申し上げますけども、評価

についてはどういうふうに評価をされているのか、

それを村長の評価ということでお伺いをしたいと思

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。 

リゾート株式会社にはもう長年にわたり大変お世

話になったと思っております。感謝の気持ちしかご

ざいません。 

ただ、議員も何か勘違いしているようでございま

すが、私としてもリゾートさんに引き続きやってい

ただきたかったのではございますが、しかし先ほど

冒頭に述べたとおり、リゾート株式会社は社長本人

のこの資質と言いますかそういう能力にかかわる面

が非常に多い会社でございます。彼の努力が会社で

ございます。今日を築いたと言っても過言ではない

と思っております。その方が家族を含めて体力の限

界があるということですので、私としてもその第三

セクターを作って同じ指定管理者、同じ方法でやっ

ていただくしか方法はないのかなと思ったところで

ございます。そのうちコンサルをかけて、いろいろ

さまざまな条件があるだろうけど、やってくれる業

者もあるのではないのかということで今回公募した
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わけでございます。 

ホテルの業績がどうのこうのとか、そういうこと

でこういうことになったわけではございませんので、

その辺の勘違いをちょっとしないようにしていただ

きたいなと思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いや、私の質問はあ

れだったのか。別に私、勘違いをしているつもりは

ありません。 

５月にはいわゆるリゾートを第三セクター化をし

てやるとおっしゃられて、今それはしませんよと、

一般公募ですよということは、まるっきりひっくり

返った判断ではないですか。どうですか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：確かに、ただ第三セク

ターに指定管理者をやらせるということですよ。こ

れは理解してもらえますよね。それはわかっていた

だけますよね。 

その方向から、この指定管理者を他の民間会社に

変更をするというのはひっくり返った意見じゃない

かということですね。それについては私も十分認識

しております。 

今後の結果によっては自分もきちんとした責任を

とらなければいけないと思っております。 

それは、でも私としていたしましては、これは住

民のために、住民のためにこの方法が一番いい方法

だと思ってこの今回のようにしております。あとは

もう結果で責任を取りたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の答弁もちょっ

とあまりぱぱっと結論だけおっしゃられるので、私

もちょっとそれ以上何か突っ込みづらいかなという

感じがします。 

私、何と言うんですかね、こういうことがやはり

一番心配ではないのかなと。それは村長も同じだと

思いますけど、改めてここの席で言わせていただけ

れば、そういう今までのこの地域とのつながりを保

ってきた、そういう営業姿勢がいい面もあっただろ

うし、そうでない面も当然それはあったろうと、そ

ういうふうに思います。 

しかし、やはりそういういい面を気付いていただ

いて、その一般競争入札で指定管理者をやった場合

に、やはり商売にならないものには参入しないわけ

ですね。ですから、そういう点を第１番に気を付け

ていただくと。 

それとここで、やはりこのリゾートは、２３年営

業をしてきた中で２０年を超えているベテランの人

方もやっぱり２０年に近いそういう従業員さん方が

いらっしゃいます。 

ただ、稚内市なんかも先般、昨年、一昨年ですか

ね、いわゆる全日空ホテルを民間に売却をさせたと。

１８億になんなんとする赤字になったわけですから、

それは大変な決断であったろうと、そういうふうに

は思っております。 

しかし、うちのところは何とか今までこういう形

で村の指定管理者を何とかやってきたのではないの

かなと。それならもっと存続していくそういう方法

がないのかなと。そういう今までやってきた中でい

い面を強調して。 

それとやはりその従業員さんが稚内市とかであれ

ばやっぱり辞められていく方も、また探したら入っ

てこられたりする方もおりますけれども、そういう

形の中で全部が全部いい方に取っていただこうとは

思いません。 

やっぱり村民の負託に応えるということは、これ

は村長の仕事でございますので、今後についてはま

た、そういう形でやっていただいたらいいのではな

いのかなとそんなふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：ちょっと待ってください。

発言の途中です。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いいですよ、村長。

何かお話しがあるのではないですか。 

○議長（山須田清一君）：いいですか。 

巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほどからもお話しし

ているとおり、応募があったといたしましても当然

いろんな選定委員会によっていろんな条件があるわ

けでございます。 
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その中で、今リゾートが行っているように私とし

ても今いる従業員はできるだけ使っていただくと。

あと地元の食材を使ってもらうとか、そういういろ

んな条件があるわけでございますよね。そういうの

を当然私は踏まえているわけでございまして、今の

従業員に関しましてもほとんどの人をそのまま継続

して使っていただきたい、できるだけ地元の食材を

使っていただきたいと、当然そういうお話しをする

わけでございまして、別にリゾートのやり方を否定

しているわけではございません。 

そこをちょっとご理解していただきたいと思って

おります。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長のそういう固い

決意を十分に感じられましたので。 

ただ、６月に私も観光の質問いたしました。その

ときは今後もやっぱり設備を改修をして、ちゃんと

きちっと保守点検あるいはまたそういう老朽化した

ものについては随時そういう改修をしていくと。 

ところで１つだけ質問なんですけど、ホテルのサ

ウナは直ったのでしょうか。６月の時点ではホテル

のサウナが故障中につきましてという看板があった

んですけど、看板が取れたのか取れていないのか確

認していないのですが、サウナは直ったんでしょう

か。そこを１点お聞きいたします。 

○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）：ただいまの件に

ついてお答えいたします。 

サウナの関係については、まだ現状直っておりま

せん。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：費用的に私もその修

繕をするとなると幾らほど掛かるかわかりませんけ

ど、今まで営業面でそういう形でやってきたものを

やはり一つ一つそのメニューから外すようなことの

なくやっていっていただきたいと、そんなふうに思

います。 

次の質問に移らさせていただきます。 

観光の３番目です。 

猿払村道の駅についてお尋ねをしたいと思います。 

道の駅の指定を受けまして久しく経っていると思

います。 

道の駅の概念につきましては、休憩する場所また

はくつろげる場所であると思います。 

今の猿払村の道の駅ではそういうふうに感じられ

るでしょうか。 

私もそんなにあまりあちこち出かけない方なので、

旭川とか札幌に行った前後くらいにその都度その都

度必要なときに道の駅に寄ってまいりますけれども、

やはりその人気スポットというのか、寄られる所は

やっぱり相当数工夫をして、たくさんの方々に道の

駅を利用していただきたいと、そういう思いがあふ

れてくるわけでございます。 

巽村長になられまして、イベント棟を改修しまし

た。この目的は何なのですか。 

私はなかなかこの猿払村というところは難しいと

ころなのかなとは思いますが、もう少し皆さん方が

すっと入られて休憩、トイレ、飲み物、また軽食、

また地場産品のコーナーもなしと、そういう体制が

整っていないのではないのかなと。 

イベント広場でも、今年は使っている回数もいわ

ゆる観光盛業中というんですかね、そういう時期に

は１回も開かれないで、秋口、シーズンの終わりの

頃になってぼちぼち２回ないし３回使っているとい

う状況でございます。 

これをやはり私はもう少し平べったく増やして観

光シーズンにやっぱりきちっと毎日開けれるような、

やっぱりそういうふうに持っていくべきでないのか

なと。それが道の駅であって、猿払村の宣伝であっ

て、数多くの人が通った中で寄っていただくのは一

部の人方でございます。そういう中でも、やはり猿

払村を少しでも理解できていただけるような、そう

いう施設に持っていくべきではないのかなとそんな

ふうに思います。 

村長のお考えを伺いたいと思います。 

○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。 

議員もご承知のとおり、さるふつ公園は平成１０

年４月１７日に、道内で４８番目の道の駅の認定を
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受けました。 

当時のサイクリングターミナル駅舎として開駅式

を行い、将来的には新しい駅舎建設の構想もありま

した。 

議員の言われるとおり、道の駅はドライバーや観

光客の休息や憩いの場を提供することが重要な目的

であると理解しております。 

近年は、地場産品等の提供や、人の交流の場とし

ての機能を向上させた駅舎が主流となってきている

のも事実であります。 

本村の道の駅さるふつ公園は、駐車場と２４時間

トイレを完備し、その後駅舎トイレの改修や２階研

修室等を観光ＰＲホールに、１階の自転車置き場を

観光イベントホールにそれぞれ改修して駅舎の有効

利用を図ってきました。 

しかし、天候の悪いときや展示品の観賞後に休め

る場所、くつろげる場所のスペースが手狭で他の道

の駅舎の施設に比べると機能が十分な施設になって

いないと思っております。 

今後は公園の機能向上を目指し、駐車場をはじめ、

ドライバーや歩行者の動線にも考慮した中で、花や

緑を基調にしたやすらぎのスペースと、イベントの

開催時のふれあいの賑わいのスペースを兼ね備えた

公園全体の見直しが必要で、そのことが道の駅の機

能向上につながるものと考えております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：ここで昼食のため、１時

まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５３分 

      再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

一般質問を続行します。 

 野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：午前中の質問の中で

村長から丁寧な答弁をいただきました。 

観光につきましては感を同じくするところでござ

いますが、いずれにいたしましても、やはり観光と

いうのは行き来、往来の人方、そういうのを増加を

させていただいて、そしてまたこの村をやっぱり一

人でも理解していただく、あるいは体験していただ

く人方を少しでも増やしていくと。それがひいては

猿払産品の紹介やらそういうことに繋がっていくだ

ろうと。そういう中で、そういう観光に携わる人方

がやっぱりそういう往来を助長をして、そしてやっ

ぱりそういう観光に携わる方が増え、そして産業が

安定してくると、こういうことで考え方はそんなに

変わりのない中での議論でありますけれども、村長

にはぜひそういう先頭に立って、これからも頑張っ

ていただきたいとそういうふうに思うところでござ

います。 

次に特養ホームについてお尋ねをいたしたいと思

います。 

特別養護老人ホームやすらぎ苑は、定員３０名そ

れからショートステイ９名の枠で運営をされている

ところでございますが、今現在村内には待機者は何

人ぐらいになるのかお聞きをしたいと思います。 

先日、日刊宗谷あるいは道新紙上には稚内の記事

が出ていました。稚内市でも富士見園、あるいは特

養の緑が丘ホームというようなところでかなりの定

員を持っているわけですが、それでもやはり待機者

が２００人超になると。それを解消するには増床し

かないというようなことが書いてありました。 

猿払の私どもの方でも、このやすらぎ苑以外に他

所へ数名入っていると、そういうこともありますの

で、あわせて増床すると、待機者の解消のために増

床すると、そういう考え方はないのかお伺いをした

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問につ

きまして答弁をさせていただきます。 

特別養護老人ホームさるふつやすらぎ苑におきま

す直近での待機者は１３名となっております。 

待機者の内訳といたしましては、村民の方が１２

名、稚内市の方が１名となっております。 

また、増床の件でございますが、増床の有無につ

きましては昨年１年間をかけて検討してまいりまし
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た庁内での高齢者福祉施策会議の中でやすらぎ苑の

増床につきましても検討協議を進めてまいりました。 

その中で、現況のデータ分析や将来推計などをし

ながら進めてきた結果といたしまして、やすらぎ苑

の増床につきましては緊急的な必要性があるとは言

えないことから増床につきましては現在策定中であ

ります第５期介護保険計画には盛り込まないことと

しております。 

しかしながら、今後、新規利用者の発生が不透明

なことと、第５期介護保険計画の策定に当たりまし

て６５歳以上のニーズ調査も実施しておりますので、

それも参考としながら第６期介護保険計画に向けて

施設系サービスも含めて高齢者福祉施策会議の中で

継続検討してまいります。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：昨年１年間かけてい

ろいろと検討したということで、今現在はそういう

増床の意思は持っていないということでございます

が、１１月２２日の新聞でございますが、高齢化人

口は幸せな証しということで宗谷総合振興局は１０

月１日現在における管内の高齢者人口が全人口に占

める率は２６．９％に達すると。これは全道平均の

２４．８％に２．１％、さらに全国に比べて４．

１％上昇していると。宗谷管内の方も１０年前に比

べまして高齢者の人口いわゆる６．１％上昇してい

ると。若者が都会に流出していることもこの６．

１％の中に押し上げていることは間違いありません

が、やはり猿払村でもこの上昇の傾向ということは、

変わりがないということで、今管内の定員も調べさ

せていただきましたけれども定員は特養で６９８名、

養護老人ホームで、１０５名、待機者が実人数で５

００人弱あるいは４００人台かなというようなとこ

ろだそうでございます。 

申請者全員が今既に入所しなければならないとい

う状況ではないというふうに聞いておりますが、や

はり今後そういう形でまだまだ高齢化率がじりじり

と上がってくると私は考えておりますが、そういっ

た中で、どこかで見直しの機会が来るのではないの

かなと、そんなふうに思う一人でございます。その

点について村長のお考えをお聞きをしたいと思いま

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。 

私も将来的には増床もあり得るのかなとは思って

おりますが、ただ就任当初、昨年ですね。昨年の５

月から１月まで半年以上庁内の中の福祉に関する専

門の皆さんに集まっていただきまして、前の副村長

を委員長として、いろんなケースを協議、またシミ

ュレーションをしていただきました。いろんなメリ

ットデメリットございます。増床すれば当然介護保

険料も上がるわけでございます。そのようなところ

のシミュレーションもすべて半年かけてやっていた

だきました。そのときの今年の１月に結果が出てお

ります。 

その結果によりますと、施設増設の緊急性はない

のではないかと。それよりは訪問介護や訪問リハビ

リ等の在宅サービス、この充実を今するべきではな

いのかなとという、こういう結論が出ましたので、

今回に関しましては、私もこの結論のとおり在宅介

護の方に力を注いで、施設経営のことに関しまして

は将来にわたって検討するという結論に達しました。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：時代は変化すると申

しますので、いろんな形でその数字等を押さえてい

って、そういう必要が生じたときはひとつそういう

決断をしていただきたいなと、そんなふうに思うと

ころでございます。 

次にグループホームということでお尋ねをいたし

たいと思います。 

現在、猿払村にグループホームはありません。 

隣の浜頓別町にグループホームが、ちょっと私し

っかり勉強しておりませんので、部屋数が幾つある

のか、何人くらい入っているのか、あるいは猿払村

から何人お世話なっているのか、１人か２人くらい

お世話なっているという話は以前には聞いたことが

ありますけれども、しかし今猿払村には老人専用の

住宅というのが公営住宅として建設をされておりま
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す。しかし、そこはすべてやっぱり自賄いで自分で

食事も作って摂ってという形でしょうけども、グル

ープホームは食事の提供も受けてと案外簡単に入居

をご夫婦でもあるいは１人でもそういう形で、ある

程度歩けても入れるというようなふうに聞いており

ます。 

猿払村の中では全く需要はないのか。またはある

のか。またあっても少数のためにそういう考え方を

持っていないのか。その辺をちょっとお伺いをした

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問につき

まして、答弁をさせていただきます。 

グループホーム等の需要は全くないわけではござ

いません。 

現在策定中の第５期介護保険計画のニーズ調査に

おきましても、約１０％の方が認知型グループホー

ムの整備が必要だとの回答をいただいております。 

参考までに、中でも一番多かった回答といたしま

しては、在宅介護のための住宅を訪問するサービス

の充実が４０％で、続いて病院や診療所などの医療

機関の充実が３２％となっております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今の村長のご答弁だ

と、ある程度の需要はあるという形で私も押さえて

いいということですね。 

私も前からは思っていたんですけど、やはりそう

いう需要があるのであれば、やはりいろんな形で活

用していただく、あるいはまた何と言うのですか、

やはり在宅介護という、そういうのもやっぱり効率

的にそういう１つのあるいは、２つくらいの施設で

あれば何人か同じような方々が入っているという、

効率的にできる面もあると。 

それとやはり食事もきちっと提供できるというの

が何よりだと思います。そういう形の中でいえば、

そういう需要があるのであれば、やはり検討してい

ただきたいなとそんなふうに思う一人でございます。 

グループホームの件については質問は以上で終わ

りたいと思います。 

１０月に議会の方で視察をしてまいりました。 

新得町の共働学舎について私なりに感じてきたこ

とを皆さん方にお伝えをしたいなと、そんな気持ち

でここに載せました。 

新得町の学舎の視察をしてまいりまして、大変こ

のチーズづくりという面に感銘を深めてまいりまし

た。チーズができるまでの過程が大変すばらしいと、

そういうふうに思った一人でございます。 

この学舎は、学長と申しますか代表の宮嶋望様が

農業生産と障害を持った方々との共生の場所であり

ます。 

宮嶋様がアメリカで６年間の酪農の研修を終えた

後にまずこの共働学舎という考え方を強く持ってお

りまして、それに新得町も町営牧場の新得町側では、

町営牧場の担い手を探していたと。それがお互いに

片っ方はやってみたい、片っ方はこういう方だった

らお任せをしたいということで、宮嶋様が新得町の

方に来られて、新得の町営牧場をお借りをして始ま

ったというふうに聞きました。 

乳牛を２０頭育てまして、搾った乳を全量チーズ

に加工して、その販売代金でこの共働学舎を運営し

ているそうでございます。 

私どもが訪ねましたときも、新たな男子寮の建設

中でありました。 

健常者とそれと障がい者と合わせて現在７０名の

方がここで生活をしているそうでございます。 

このような学びの館、農業生産の現場が猿払村の

村内にもあってもいいのではないかなとそんなふう

に考えている一人でございます。 

村長の忌憚のない意見をお聞かせをしていただけ

ばなとそういうふうに思います。 

○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。 

このたびの議員研修の成果につきましては、各議

員の皆様からいろいろと聞いております。 

この共働学舎の件につきましても、皆様からもお

話しを聞き、私としてもそのようなすばらしいとこ

ろがあるのかなと大変感銘したところでございます。 
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しかしながら、今この猿払の現実を考えますと、

この共働学舎のような幅広い人たちを受け入れるよ

うなことはなかなか難しいと思いますが、まずは今

まで何度か議論になっておりますけれども、当面の

懸案事項となっております障がい者に対する就労の

場づくりを目指してまいりたいと考えております。 

引き続き、民間企業とも協議をさせていただくと

ともに、公共施設での利活用を工夫したり、または

指定管理者と協議をさせていただきながら就労の場

づくりを進めてまいりたいと今考えております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、お答えをいただ

きました。 

村長も障がい者という形の中で村内にそういう就

労の場を民間企業、あるいはまた役場関連の中で確

保していきたいと、そういう言葉でございます。 

私がすばらしいなと思ったのは、なかなかできな

いことでありますけれども、チーズ１本でやっぱり

そういう形でやってきたということと、それが猿払

村にすぐ当てはまるとは私言いませんが、健常者そ

れから障がいを持っている人がお互いにできること

を分担しながら、それぞれ支え合いながら７０名と

いう、最初からそうではなかったんだと思います。

大変なご苦労をされたようにもお伺いしております

けれども、私も本当に感銘を受けたくらいでござい

ますので、こういうようなものがやはりそういう考

え方の人、宮嶋さんという方がいなければできなか

ったんだと、それは思っていますけれども、しかし

こういう共生の仕方、こういうこともあるんだなと

大変参考になって帰ってきましたので、また、そう

いうところもお互いにまた我々もまだまだ勉強を深

めてまいりたいなと、そんなふうに思う一人でござ

います。 

次に移ります。 

住宅用地の確保について。 

個人用の住宅用地の確保につきましては、村内各

地域の新規建築の見込み及び用地の確保については

現在どう把握されているのかお伺いしたいと思いま

す。 

また、昨今の災害等のことも含めまして、高台に

ある地域、そういうところに安心、安全を求められ

る方も少なくないと思いますが、そういう点につき

ましてもやっぱり今後配慮していくべきではないの

かなと思いまして、このことにつきまして村長の考

えをお伺い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。 

ここ数年の個人住宅建築戸数は、平成２０年度１

２件、２１年度が１０件、２２年度で９件、２３年

度についても今日現在で９件と、およそ大体年間１

０件程度の建築戸数で推移しております。 

来年度以降の新築戸数については、予測のつかな

いところであります。 

村が宅地分譲し、現在も募集公告をしている土地

は浜猿地区で平成１４年度と１５年度に分譲した３

区画、平成２１年度に分譲した鬼志別地区の２区画、

知来別地区の５区画の合わせて１０区画があります。 

このほかにも、民間で分譲した土地が鬼志別地区

と浜鬼志別地区にございます。 

民間分譲地に残り区画がある状況でありますので、

村といたしましては、直ちに分譲地を整備する計画

は今のところございません。 

次に住宅用地の確保についてでございますけれど

も、本年３月に発生した大地震による大津波や高潮

等により被害が及びそうな危険区域は海岸線や河川

流域にあっては、村内においても存在するのは事実

であります。防災の観点からも高台に住居を構える

ことは望ましいことと考えますが、ハザードマップ

の整備に当たり、危険区域エリアを再確認すること

で将来的に宅地分譲が必要となった際には高台にあ

って活用できそうな土地を念頭に入れ、検討を進め

ていく必要があると認識し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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長からご答弁

いただきましたが、まだいずれの地区におきまして
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もある程度のその土地の余裕はあるということでご

ざいます。 

それと、この３月の大震災を踏まえて、今後は、

防災またそういう危険区域等を考慮する中で、やは

り高台ということを配慮をしながら進めていくと、

そういう答弁をいただきました。 

住宅の用地の確保につきましては、やはりなかなか

大きなものをやっぱり一生をかけて造ることでござ

いますので、そういうことも踏まえて、なかなか簡

単には、その２３年度は９件ということでございま

す。２４年度につきましてはまだ把握はもちろんで

きないわけでございますが、しかしやっぱり建設の

意欲というのはやはり皆さん方が持っているわけで

ございまして、そういうことも踏まえましてやはり

民間も空いているかもしれませんが、やっぱり公的

にももう少し余裕を持って進めていくべきではない

のかなと。今後もやはりこの程度の予測は立てられ

るのではないのかなと、そんなふうに思いますので、

それも１つ要望いたしまして今日の質問を終わりた

いと思います。 


