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○議長（山須田清一君）：日程第１、これより一般

質問を行います。 

通告の順に従い、発言を許します。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇・登壇）：おはようござ

います。 

それでは通告に従い、いくつか質問をさせていた

だきます。 

まず、過疎化対策についてお伺いいたします。 

最近たびたび報道などにより取りざたされている

人口減少問題ですが、将来の日本の総人口が現在の

１億２８６０万人が５０年後８６７４万人にまで減

少するという予測が発表されました。 

また、先日の新聞報道では道北地区における人口

減少問題が掲載されておりました。上川・留萌・宗

谷４１市町村の２００５年から３０年後現在から２

３年後２００５年の６７万４５００人から２０３５

年には４７万１５００人にまで減少し、その減少率

は３０．１パーセントと予測をされております。し

かしこの減少率は全国の１３．４パーセント、全道

の２１．６パーセントから見て道北３管内の減少率

が著しく高いものであることを示しております。そ

の中でも宗谷管内は特に深刻な過疎状態になること

が予測をされておりました。 

また、本村の基幹産業である第一次産業の労働人

口は漁業に関しては、新たに従事する者にある程度

の制限があり、今後大きく変化がないものと考えら

れます。 

また、農業においては今後１０年間で恐らく半減

するものと予想されております。 

このことにおいて、ますます過疎に歯止めがかか

らない状況になっていくものと考えられます。 

近年人口減少の諸問題が報道等で取り上げられて

おりますが、それと同時に過疎化に対する関心も高

まっているものと思われ、さまざまな予測がされて

おります。 

特に北海道の過疎地域は７９．９パーセントまで

達しており、その中でも宗谷管内１０市町村は将来

深刻な状況になるものと予測がたてられております。 

しかし、本村においては第一次産業の経営努力等

により他の市町村に比べ人口減少率は低いものと予

想されておりますが、しかしこのままではますます

過疎に拍車がかかるのは確実であり、危機感を抱い

ている住民も少なくはないと考えます。 

将来を担う若者が安心納得して働き意欲や能力を

十分に発揮できる社会を創っていくのが行政の役割

と考えます。 

人口減少を最小減にするためには、産業振興、教

育や医療サービスの水準低下の抑止等の迅速な対応

も必要であります。 

本村において、将来的に新規事業、企業誘致など

による働く場の創出ＵターンやＩターン対策などの

構想が現在あるのかお聞きいたします。 

○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。 

今、我が国におきましては少子高齢化の中、人口

減少が叫ばれております。 

先ほど議員もおっしゃいましたが、ほぼ５０年後

の２０６０年には今いる１億３０００万人ほどの人

口が９０００万人を下回ると予測されております。 

議員指摘のとおり、その中でも都市部よりは地方

で過疎化が進むと言われております。 

先日の議論の中でも同僚議員から出てまいりまし

たが、１月１２日の北海道新聞にも、道北地域市町

村の２０３５年今から２３年後２３年ですと、もし

かしたら私も生きているかもしれませんけれども、

２３年後の人口予測が掲載されておりました。昨日

も発言に出ておりましたけれども、かなり確率の高

い推定予測だそうです。 

猿払村もご多分に漏れず２，９４０人が２，１６

９人に減少しておりました。 

この記事にも書いてあるように、この数字は何も

しなければ何もなければこうなるという数字である

そうでございます。 

猿払村はこうなりません。 

執行方針でも述べておりますが、猿払村は資源豊

かな地域でございます。これらの資源を有効活用す

れば、まだまだ雇用を拡大することが可能でござい
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ます。猿払村の地域生産力からすれば人口を倍にす

ることが可能な地域だと私は思っております。 

４月から明日に同意をしていただきますけれども、

執行部も新体制となります。その中で私は村長にな

った折の一番の思いでありました産業振興に全力を

注ぐつもりであります。 

具体的な構想といたしましては、今地球温暖化対

策地域協議会で検討しているバイオマスプラント導

入事業、そして総合計画にも載っております水産総

合工場の建設、そして今も行われておりますが観光

開発事業などでございます。これらの事業が雇用拡

大に大いに貢献するものと私は思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今村長から答弁がご

ざいましたが、来年度より村長になって兼ねての念

願であった事業を興していくということであります

ので、このような地域事業が新たな雇用を生み過疎

問題の緩和につながるものであり、是非実現に向け

ての方向性を今後示しいただきたいと考えておりま

す。 

次の質問にまいりたいと思います。平成１２年３

月に施行された過疎地域自立促進特別措置法が昨年

度改定され、６年間の失効期限の延長が施行されま

した。それに伴い本村では、平成２２年から平成２

７年度の自立促進市町村計画が提出されております。

その中の産業の振興の部分では農業、林業、水産業

商業、工業、観光業、すべての産業対策が打ち出さ

れております。 

その中で、その水産業の部分で水産業の未利用資

源の活用推進という対策が掲載されておりますが、

これは具体的にどのような資源をどのように活用す

るものを示しているのかを是非お聞きいたします。 

○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。 

水産業の未利用資源についてでありますが、さま

ざまな未利用資源があるかとは思われますが、今ま

での経過におきましては、村が具体的に考えていた

資源はホタテ貝のウロ、そして貝殻等でございまし

た。 

前の質問でもお答えいたしましたが、今、村とい

たしましては再生可能エネルギーとしての牛の糞尿

によるバイオマス資源を検討しておりますが、この

母体となっているのが地球温暖化対策地域協議会で

ありますが、そこまでの前審といたしまして猿払村

の新エネルギー関連の委員会がございました。そこ

で、当初検討していたのが酪農バイオマスとともに

水産バイオマスホタテのウロでありました。このご

ろに関しましてかなりの研修と検討をなされました

が、金属除去等設備が高額となること、また実績が

無いなどの理由で実用化とはなりませんでした。 

しかし、酪農バイオマスと同様、有望なバイオマ

ス資源であることは間違いなく、また一方でこのウ

ロ処理に関し１億円以上の負担がかかり、それを漁

協を始め村内の加工業者が負担しており、村も９０

０万円の助成をしているところでございます。 

このようなことを考えますと、まず実現性が高い、

そして実績があるとのことで今酪農系バイオマスを

検討しておりますが、水産系バイオマスの検討も今

後出てくる可能性は十分に残っていると思っており

ます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、ただいま村長が

述べたように、酪農系バイオマスのほかに水産系バ

イオマスがあるというのは私も存じておりますが、

この問題は非常に前例がなく、またコスト的にも非

常に高額のものであるということは私も存じており

ます。 

しかしながら、誰もやっていないからやらないと

いうのではなく、是非その先駆者として本村がその

問題に立ち向かっていただくことを願っております。 

では、これも関連した質問であると思うのですが、

その工業の部分で地場産業と密着した産業や関連産

業の立地の推進という対策は、今後実現に向けての

方針等は現在あるのかどうかお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 
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○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

前段のウロに関してでございますが、私も長いこ

と企業経営をやってまいりましたが高額であるとい

うこと以上に、私らがやっぱり一番重視するのはや

はり実績があると、実際それが使われていると、そ

してそれで企業化されているということがやっぱり

一番重要な点でございまして、やはり今現実的にそ

れを実用化しているところはほとんどないと聞いて

おりますので、やはり今の段階ではちょっと慎重に

ならざるを得ないなと私は判断しているところでご

ざいますが、いろんなメリットを考えれば大きなも

のがございますので、今後状況を見ながら検討して

まいりたいなと考えているところでございます。 

ただいまの質問でございますが、今までも貝殻の

活用工場の誘致を図った経過がございましたが、こ

れも実現することはなりませんでした。 

この地場産業を活かした企業誘致もなかなか難し

いです。 

私も東京の出張の折には時間が空いたときにはさ

まざまな企業を回っております。 

例えばもちろん当村は日本一のホタテ資源を持っ

ているのですが、同時に石炭の露天掘りの石炭層も

持っております。それを調査している会社があると

聞いておりましたので、その会社にも行ったことが

ございます。あまり大きな会社でとびっくりしまし

たけれども、そこでも今、大量の石炭を輸入してい

ると。コストの面でやっぱりどうしてもこちらの露

天掘りの方が高くなるから今はできないけれども、

ただ実現性が無いということではなくて、その状況

の変化によっては十分に実現性があるので常時連絡

するようにいたしましょうということで終わった経

緯がございます。 

また大手水産会社にも何とかこのこちらへでの誘

致もできないかと行く都度話しますけれども、なか

なか実現は難しいところでございます。 

そして逆に積極的な企業というのは逆に怪しいと

言いませんけれども、なかなか難しいところがござ

いまして、先ほどの貝殻の誘致をしようとしていた

会社も今は存在しておりません。 

そのようなことも見きわめながら、常日ごろ出張

の折にはさまざまなところを訪ねて可能性を探って

まいりたいなと思っております。 

私も会社の経験からしても、こういうのはなかな

かすぐ当たりません。１００回か２００回行って、

その中で初めて１回当たるというような確率でござ

いますので、そういう努力を忘れないようにしたい

なと思っているところでございます。 

そして何よりも一番良いのは、やはり地元の中で

地元の資源を使い付加価値を付ける、そういう産業

が、またそれをする人が現れるのが一番よろしいか

と思っております。 

議員もご存じのように、さるふつ公園で年に何回

か今イベントが行われておりますが、まずそのよう

な中でやりたいというような人も出ておりますので、

そういう人たちを育てていきたいなと思っていると

ころでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただいまのお話しの

中で、石炭またその他にホタテの貝殻の話しも若干

出てまいったと思いますが、私も職業柄そのホタテ

の貝殻という部分で若干ちょっとお話しさせていた

だきます。 

このホタテの貝殻というお話しがありましたが、

以前からカキの養殖等に使用されていることは多く

の人が知るところであります。 

近年このホタテ貝殻を未利用資源として再利用す

る取り組みを宗谷総合振興局なども行っており、土

壌改良材、アスファルト舗装材、食品添加物などし

て活用が期待をされております。 

ホタテの貝殻は９５パーセント以上が炭酸カルシ

ウムでできており、成分的には鉱物資源である石灰

石といった科学組織であります。 

また粉砕物の形状が棒状や板状であるため、強度

的にも非常にすぐれております。 

今後その特性を活かした更なる製品開発が期待さ

れている資源であり、このような本村にある豊かな

資源、先ほど村長もおっしゃった石炭も含め有効活
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用促進を図るため、関係団体、企業などと今後の連

携強化に期待をしたいと思います。 

では、次の質問ですが、先ほどから度々村長の答

弁の中に出ておりますバイオマスについてお伺いい

たします。 

近年、至るところで取り上げられて諸問題の中に

食料問題や環境問題があります。迅速かつ抜本的な

対応が迫られている問題でありますが、本村のよう

な過疎地域にこそ豊かな資源を活用した問題解決の

貢献が期待されているものと考えます。 

今後の過疎対策のひとつに過疎地域が有する豊か

な資源を活用し、食料問題や環境問題などに積極的

に貢献する地域としてその役割を十分に発揮すると

いう視点が必要であると考えます。 

これらの資源は過疎の地域にこそ存在するもので

あります。 

ひとつの例えでありますが、最近注目されている

資源の１つにバイオマスがあります。 

バイオマス資源は、再生可能な有機性資源であり、

北海道のバイオマス発生量は総計４１００万トンと

の調査結果も公表をされております。 

このような資源の有効活用が結果的に企業誘致・

雇用対策につながるものと考えます。 

この件について、村としてどのような考えがある

のかをお聞きいたします。 

○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。 

本村におけるバイオマス資源につきましては、酪

農系、水産系、林業系など多岐にわたって賦存して

おり、こうした資源の活用による地球温暖化の防止

や地域産業の活性化を目指し、平成１９年２月に策

定した猿払村地球新エネルギービジョンの中で村内

にある安定的に利用可能なバイオマスエネルギーの

賦存量についてまとめられており、ホタテウロ、牛

糞尿、熊笹また共同処理的な利用として生ごみ、汚

泥、廃食用油などが挙げられております。 

その後平成２０年３月には、より本村の実態に即

した猿払村地域バイオマスタウン構想をまとめ、具

体的な活用方策を探ってまいりました。しかしなが

ら、地球温暖化防止といった観点では、村を挙げて

の推進という気運までには至らず、また先例事例の

情報収集などもしてまいりましたが、これらの資源

を活かす事業を実施するとなりますと、なかなか本

村の実態に合致したものがなく、これまでも現代の

推進母体であります猿払村地球温暖化対策地域協議

会において協議検討を進め、既に一部のバイオマス

について事業としての可能性調査が実施されており

ますが、調査当時は処理技術が追い付いていない状

況も加えて、採算性や発電効率性さらに処理残渣と

して発生する有害物質等の問題から、必ずしも事業

化へ結びつくような良好な結果が得られていないの

が実態でありました。 

こうした中、私としましては、この地球環境問題

が大きく取り上げられている今、ぜひ再生可能エネ

ルギーを活用した事業を何とか実現したいという思

いが膨らみ、昨年地球温暖化対策地域協議会の先進

地視察研修に参加し、バイオマスの１つである家畜

糞尿から得られるエネルギー処理技術レベルが高ま

っていて、既に実用段階に達していると確認できた

こと、さらには１２月定例会で同僚議員の一般質問

でも触れられたことなどを踏まえ、一層事業化への

思いが強くなっておりますが、解決しなければなら

ない課題や関係機関と協議しなければならない事項

が多いと認識しております。 

平成２４年度はこの視察研修で得られた内容を基

に、地球温暖化対策はもちろんのこと、兼ねてから

の懸案事項でありました牛糞尿の臭気対策、さらに

は地域資源でありますバイオマスエネルギーを利活

用できるなど多方面にわたる効果が期待できるであ

ろう施設の実現可否について、あわせて関連する新

たな企業誘致や雇用対策につながる可能性等、総合

的に検討に入りたいと考えてお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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただいま村長の答弁

にもありましたように、来年度から徐々にその計画

を進めていくということで認識してよろしいかと思

います。 
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このバイオマス構想を実現化するためにも、今後

の課題として本村が有するバイオマス資源である林

地残材、家畜糞尿、建築廃材などの資源量の把握も

当然のことながら必要ではあります。 

現在、原子力発電縮小の動きがある中で、バイオ

燃料は将来なクリーンエネルギーとして注目をされ

ているものの１つであります。 

地域自立が囁かれている今、さまざまな規制はあ

りますが、今後そのエネルギーを地産地消をするこ

とも可能であると考えます。 

このような新規事業が新たな雇用を生み、過疎問

題の緩和にもつながるものであり、是非実現に向け

ての方向性を今後示していただきたいと考えており

ます。 

それでは最後の質問をいたします。 

人口増という観点から考えた場合、他地域からの

移住も想定をされますが、道庁が推進する計画の中

で北海道移住・交流総合案内窓口というものがあり

ます。 

道庁から委託されたＮＰＯ法人の協力で北海道商

工会連合会が行っている計画であり、移住ワンスト

ップサービスと言われているものであります。これ

は道外の方々にまちの魅力を紹介し、各サービスを

提供して長期的に町に住んでいただくのが目的の計

画であります。 

全道１７９市町村のうち、私が確認したところで

は約１２５市町村が参加をしております。 

宗谷管内では、浜頓別町、中頓別町、さらには豊

富町も参加予定であり、本村においてもさまざまな

村の魅力を紹介し、ワンストップサービスに参加す

ることも過疎対策の１つであると考えますが、村と

しての考えをお聞きいたします。 

○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。 

ご質問の北海道へ移住を促進する北海道移住促進

協議会は平成１７年９月に設立されております。 

目的は移住や１週間から１か月程度のちょっと暮

らしを検討している方々、特に団塊の世代へ受け入

れに関する情報を発信することとなっています。 

具体的には、東京などでのプロモーション活動や

ホームページの運営、ＰＲパンフレットの作成配付

などが行われております。 

また加盟市町村ごとに移住を考えられている方々

からの質問、町の状況、住宅情報、福祉や教育観光

情報などに答えるワンストップ相談窓口の設置が必

要となっております。 

現在、本村はこの協議会へ加盟しておりません。

加盟に向けての案内は届いておりますが、ご存知の

とおり、すぐ住める公共的住宅、村職員住宅、教員

住宅、公営住宅などに空きがなく、移住者などに提

供できる住宅がないことが最大の理由であります。 

今後、協議会への加盟に当たっては若干の費用も

必要ですが、公共的住宅に空家が発生し移住に対し

て地域の合意がなされた場合には協議会へ加盟し、

移住者の受け入れを目指していきたいと考えている

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今後本村が抱える住

宅問題が緩和された時点で参加を検討するという認

識でよろしいかと思いますが、ぜひ今後、前向きな

検討を期待をいたします。 

本村においては現在のところ急激な人口の減少が

予測されていない今、積極的な対策を打つことによ

って将来の人口の減少を最小限にとどめることが十

分可能であると私は考えております。 

過疎の問題は非常に広範囲な対策が必要であり、

また可能であります。 

本村が抱えるあらゆる諸問題を解決することは、

最終的には過疎問題の解決にたどり着くといっても

過言ではないと考えます。 

今後の行政の積極的な取り組みに期待をして私の質

問を終わらせていただきます。 

 


