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○議長（山須田清一君）：日程第５、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）：おはようございます。

では、通告に従い質問をさせていただきます。 

早速ですが、本日は観光振興についてお伺いいた

します。東日本大震災から１年あまりが経過し、全

国的に観光客数の落ち込みも徐々に回復してきてお

りますが、依然として満足のいく結果には 至って

いないのが現状であると考えます。その中でも、北

海道には雄大な大自然と新鮮な食材があり、各地で

その豊富な資源を活用した取り組みが行われており

ます。その北海道の中でも宗谷、道北地域は、まだ

まだ未開発な観光資源が豊富にあり、その利用方法

が問われているものと考えます。 

本村では、本年度の行政執行方針に盛り込んでい

るように、観光は本村の第３の基幹産業と位置付け、

さらに本年度を観光再開発元年とし、前向きな方向

性を示しておりますが、観光再開発には現状の見直

し、新規開拓など、多角的な計画性が必要であると

考えます。今後、本村において、どのような方向性

で観光振興を行う計画があるのか、行政としての考

えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の山森議員の御質

問にお答えいたします。平成１４年頃には３０万人

を超えておりました猿払村の観光入込客数も、この

数年間は２０万人前後と、かなり厳しい観光の環境

が続いており、また観光客の形態も、従来の団体型

から個人型に変化しております。このような中で、

これまで猿払観光の中心を担っておりました、ふる

さとの家の指定管理者が代わることもあり、今年度

を猿払村の観光再開発元年と位置付けをしたところ

でございます。まず、現状の観光施設、北オホーツ

ク道立自然公園、さるふつ公園、その他、景勝地、

名所などの維持管理、運営等の見直しをしなければ

なりません。 

現在、さるふつ公園の施設整備計画の見直しを行

っております。この計画は、当初はコンサルに委託

をして計画を立てる予定でございましたが、公園計

画に関しましては今まで何度か作成されております。

これらを参考にいたしましてですね、今、課の中で

現況に即した計画の検討を行っているところでござ

います。その上で今後の方向性を定めていかねばな

らぬと考えております。 

猿払村の観光は、ただ単に自然資源を見せるだけ

の観光で、どうしても他の地域、利尻島、礼文島、

豊富町などに比べましてもインパクトは少なく、や

はり食、産業、歴史と結び付いた観光資源を伸ばし

ていく方向性で振興策の計画を図っていきたいと私

は考えております。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）：ただ今、村長の答弁

にありましたように、以前はコンサルを使い、公園

の整備など、私もその整備計画を以前に何度か見た

ことはあります。課の中で計画をしているというこ

とですが、これは猿払村民であれば、猿払村はまだ

まだ観光に遅れているという懸念を持っている方は

少なくはないと思います。その中でも、住民の方か

らの意見として、非常に観光に対して自分なりの意

見を持っている方は、たくさんい らっしゃいます。

課の中で計画するというよりも、村民と一体となっ

て計画を練っていくのが大変良い方法ではないかと

私自身思うのですが、その件についてお伺いいたし

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議

員の御質問にお答えします。村長から先ほど答弁が

ありましたけれども、コンサルのほうにかけて、ま

た公園整備計画を策定したいというような話が当初

ありましたけれども、多額なお金も掛かりますこと

から、まず担当課のほうで煮詰めさせていただきた

いと。その後、素案を作りながらですね、観光協会、

若しくは議会議員の皆様方と検討させていただく中

で、村民の方々からも御意見を拝聴するような方式

を取ってまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 
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○議員（山森清志君・登壇）：具体的な行動を起こ

さなければ、以前と何も変わらないわけであります。

行政執行方針に盛り込んでいる以上、何らかの青写

真、つまり今後３年間、５年間、１０年間という中

長期的な計画も行政の中にはあると思いますが、現

状で考えている時点で結構ですので、どのような考

えを持っているのか、具体的な考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：まだ、この場で

公表するようなアレではないですけども、本当に参

考の、今、課の中で話し合っている内容としてお受

け止めいただきたいと思いますけれども、まず条例

上、今、夢喰間（ゆめくうかん）というお店が１店

舗あります。その中で、３店舗まで一応建設してい

いよ、というような形、条例でなっておりますけれ

ども、まず今ある既存施設をですね、いかに有効利

用できるかということと、それから公園の活性化に

向けては、いろいろな雑誌とか本を読みますと、ま

ず多様的な体験施設がなければ駄目だと。 

それと、道の駅ではなくて、道の駅の中に、ふる

さとの家がありますので、そこを中心とした食材を

提供できるような施設が隣接していなければ駄目だ、

というような御意見も、いろいろ本の中に書いてあ

りますので、そういうことも参考にさせていただき

ながら、今後はそういう食材の提供のできる施設を

建設しながら、さらに既存施設をいかに利活用して

観光客、若しくは村民の方に御満足をいただけるよ

うな整備ができるかということで、今、青写真を作

りながら、図面を作りながら検討してる最中でござ

いますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただ今計画中という

ことでございますので、是非とも素晴らしい計画的

な案を提示していただきたいと、期待をしておりま

す。 

では次の質問ですが、現在、先ほど村長も答弁の

中でおっしゃったように、本村の観光の拠点である、

さるふつ公園内には、いくつかの施設が点在してお

りますが、その中には老朽化が進み、修復が必要な

施設も、いくつか存在しております。昨年度は、日

ロ友好記念館が取り壊しを行い、移転を行いました

が、隣接する農業資料館も老朽化が進み、修復又は

改修が必要であると考えます。本村が誇る第１次産

業を観光資源として活用する場合、このような施設

は必要不可欠であります。 

その一方で、本村が過去の苦難の時代を乗り越え

る原動力にもなった漁業に関する施設は、いさりの

碑が存在しているのみであります。既に数十年が経

過し、本村の劇的な復活を知らない世代が増えてき

ているのも事実であります。また、この歴史は観光

資源として十分に値するものと考えます。 

本村を支える漁業、農業といった基幹産業を住民

又は観光に訪れた方々に知っていただくためにも、

そのための施設づくりを検討すべきと考えますが、

新たな施設建設を検討する場合、どうしても費用対

効果が優先されがちであります。しかし、効果的と

判断したものに対しては思い切った判断も必要と考

えますが、村として今後どのように判断するのか、

お聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。本日は、村の歴史に関する質問が、この

後も同僚議員より予定されておりますが、歴史を後

世に伝えることは、我々に課せられた大きな義務と

考えているところでございます。また、議員が今、

御指摘したとおり、復活した漁業の歴史は、だんだ

ん忘れられてきているというのも事実でございます。

我々は、この功績を観光資源として伝える出来事で

あると考えておりますので、具体的な施設としては、

まだ計画されてはおりませんが、具体的になってお

りませんが、前向きにですね、来年の開村９０周年

記念事業の一環の中で検討してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今後、計画するとい

うことですので、是非とも前向きな検討をしていた

だきたいなと思っています。 

本村の基幹産業の漁業に従事する人たちは、誇り

を持って日々働いております。その誇りを内外の
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方々に知っていただくことこそ、魅力的な本物の観

光資源と考えます。また、漁業は本村の経済基盤を

支えている産業でありますが、その漁業に関する施

設が現在まで存在していなかったことすら疑問であ

ります。また、同じ１次産業である農業でも、農業

者は漁業のことを知らず、漁業者は農業のことを知

らないのも事実であります。同じ猿払村の経済を支

えている者同士が、資料館的なものを通して互いを

理解できるものと考えます。その意味でも、こうい

った施設は必要であると考えます。観光資源として

の活用と、村民同士が互いに理解を深めることが村

の活性化に繋がるものと考えます。今後とも前向き

な検討をお願いしたいと思います。 

そこで一つ、いさりの碑について質問しますが、

この、いさりの碑は、どこに所有権があるのか。ま

た、維持管理はどうなっているのか、一つお伺いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議

員の御質問にお答えします。 

この、いさりの碑につきましては、猿払村の海を

拓いた多くの先人の苦労と偉業を偲び建設されたも

のでございます。これにつきましては昭和 ５６年

度に建設されて、昭和５６年１２月３０日に漁業協

同組合さんのほうから寄附の申し出がございまして、

その後、昭和５７年１月１３日の臨時議会で村のほ

うで所有をするような形で議決をされております。

ですから、今のところは村の所有という形になって

おります。以上です。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：いさりの碑に隣接し

て、インディギルカ号遭難者慰霊碑がありますが、

猿払村のホームページを見てみますと、観光協会の

中には、いさりの碑は当然出ています。観光に関す

る施設でありますので。しかし、猿払村の  ホー

ムページにはインディギルカ号遭難者慰霊碑のみが

掲載しているだけでありまして、これは ちょっと

おかしいかな、という感じはいたします。所有権が

村にある以上、やはり猿払村のホーム ページを見

た方に、まずそこを知ってもらうということが大切

ではないかと考えます。 

では次に、イベントについてお伺いいたします。

本村には漁業、農業などの基幹産業がつくり出した

良質の地場産品があり、これを普及宣伝をするため

に、宗谷管内の市町との広域連携が重要であるのは

村の方針でも述べておりますが、本村でも昨年度よ

り、さるふつ公園内のイベント開催など、積極的な

取り組みを行ってきております。しかし、宗谷管内

又は他地域で行われているイベント等への参加に関

しては、まだまだ積極的な参加には 至っていない

のが現状と考えます。 

これから観光シーズンも本格的になり、各地での

イベント開催も活発に行われておりますが、地場産

品の更なる知名度を高めるためにも、様々なイベン

トへの参加も検討課題であると考えますが、村とし

て観光協会などに対し、今後どのような協力体制を

考えているのか、お聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えす

る前にですね、先ほどの、いさりの碑に関してです

けども、議員のおっしゃる御意見はごもっともでご

ざいまして、今後ホームページ等に積極的にいさり

の碑を掲載していきたいなと思っております。 

それでは、ただ今の質問にお答えいたします。村

外のイベントに関してでございますが、昨年度の村

外イベントに関しましては、旭川市で行われた、食

べマルシェへ、観光協会員３店舗が出店しており、

一昨年は１店舗のみの出店でしたので、出店増とな

っております。今年、そのイベントの参加予定とい

たしましては、４店舗の申し込みが来ております。

また、一昨年、札幌市で開催された、めざＳＯ－Ｙ

Ａ（そうや）というイベントにつきましては１店舗

を出店いたしましたが、開催時期など問題もあり、

集客も思わしくない状況であったことから、昨年の

同イベントへの参加は観光協会としては出店せずに、

産業課観光係の職員が漁協から着ぐるみをお借りし

て、札幌市内大通イベント会場で観光パンフレット

の配布、ステージアトラクションへの参加を行った

ところであります。このことは、観光協会として、
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集客人数の少ないイベントより大きなイベントへ的

を絞って参加することが効率的であるとの見解から、

昨年度につきましては前段で申し述べた内容だけの

参加となったところであります。 

しかしながら議員のおっしゃるとおり、本村には

基幹産業で他の地域に誇れる地場産品がありますこ

とから、積極的に村外イベントへ参加して販売、Ｐ

Ｒ活動をすることは大変重要であると考えますこと

から、改めてイベント参加等を含めて観光協会にお

願いしながら、共同で取り組んでまいりたいなと考

えているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今後、さらなるイベ

ントへの参加も検討中ということでございますが、

近年、例えば昨年度から浜頓別町において、北オホ

ーツク１００ｋｍマラソンという、あれも一つのイ

ベントでございますが、開催され、思った以上の参

加者があると。また、今年は昨年度以上に参加者が

増えていると聞いております。１００ ｋｍマラソ

ンは猿払村の中もコースに入っておりますので、全

く関係ないというわけにはいかないと思います。あ

のようなイベントを開催したということは、どこか

でそれを持ったアイデアのある人がいたということ

であると考えています。 

先ほども述べましたように、現状のままでは同じ

結果にしかならないわけであります。もう少し斬新

というか、新しいアイデアも必要かと思いますが、

今、例えばここにいる中で物を考えても同じ結果に

しかならないと思います。先ほども述べましたよう

に、住民の中には素晴らしいアイデアを持った方が、

たくさんいらっしゃいます。その意見をできるだけ

集約して、猿払村にできること、今できることは何

なのかということを考えて、前向きに検討していた

だきたいと思います。 

また、イベントに参加するという観点からではな

く、こちらに呼び込むという逆転の発想ではありま

せんけれども、そういうことも必要ではないかとい

うふうに考えております。それが猿払村を活性化す

る一番の方法ではないかと考えますが、今後そのよ

うなイベントを開催する予定はあるかどうかは分か

りませんが、是非ともそういう方向で持っていって

もらいたいなと思います。こちらから行くだけでは

大した効果はないと思いますが、何か一つ、イベン

トを作ってですね。 

観光まつりというイベントは、猿払村には昔から

あります。でも、あの中に売店を出店する場合、村

民でなければ駄目だという条約がありますので、他

地域からの参加は認められないという原則がありま

す。その辺も、これから緩和して、できるだけ多く

の方に参加していただく。向こうから来ていただく

ことに対して、その地域の住民の方も猿払村を知っ

ていただくという結果にもなりますので、是非とも

前向きな検討をお願いしたいと思います。 

では最後に、猿払村の中の、ふるさとの家につい

てお伺いします。さるふつ公園内の施設の中で中心

的な存在である、ふるさとの家は、今年度より指定

管理者が変更になり、約３か月が経過しましたが、

その動向に住民も大きな関心を寄せて静観している

のが現状であります。ふるさとの家は、猿払村を代

表する観光施設であり、その役割も大変重要であり

ます。 

その中で、住民や観光客の方々が最も利用するの

が、施設内のレストランであります。最近、住民の

多くの方々の意見として聞くのが、苦情にも近いレ

ストランの運営状況であります。最も利用する住民

の満足を得られなければ、観光に訪れた方々に満足

を提供することは不可能と考えます。利用客の懸念

であるメニューの質を早急に改善しなければ、今後、

利用客の激減が予想されると考えます。 

また、さらにホテルの宿泊客数伸び悩みの問題も

耳にします。この件について早急に提言されるべき

と考えますが、村として今現在まで、どの程度評価

され、どのような対応をするのか、お聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。ふるさとの家については、４月２７日の

リニューアルオープンから２か月が経過したところ

であります。最初の、契約当初のときからですね、

定期的に村と、指定管理者である、ほっ  きょう

と、協議の場を設けて意見交換をしましょう、とい
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う約束をしておりましたので、先日、ホテルの総支

配人と、私と、副村長と、産業課で、意見交換をい

たしました。その中で、議員がただ今申し上げまし

た、議員の耳にも入っております懸案内容につきま

しても、実は私の耳にも当然 入っておりましたの

で、料理などに関しましては一つの御意見として言

わせていただいたところであります。 

ほっきょうとしましては、現在メニューを増やす

などしながら、お客さんの注文状況を把握して、そ

の後、メニューの精査をしながら、味付けなども含

めて、お客さんのニーズに応えていく、ということ

でございました。また、観光客の集客につきまして

は、現状、総支配人が中心となって旅行エージェン

トへの交渉を進めており、現在ＪＴＢほか数社と契

約を締結しており、バスの立ち寄りを含めた観光客

を確保してきていると聞いております。 

私といたしましても、リニューアルオープンから

２か月ということもありますが、ふるさとの家の職

員一同、大変よく頑張っていただいているなと思っ

ております。ただ、評判につきましては最初が肝心

でございますので、観光客や利用者の皆様方の御意

見を真摯に受け止めながら、今後も定期的に、ほっ

きょうと協議をしながら、味もサービスも一流と言

われるように進めてまいりたいと考えておりますの

で、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：既に改善中又は改善

されたというお話しですが、そのことは私も理解を

しております。先日、ある集会で行きましたところ、

以前とは違うな、という感じはいたしました。しか

しながら、一番正直なのは、普段利用する住民の方

であります。その住民の方が、先ほど村長もおっし

ゃられたように、本当に満足できる状態に、どこま

で持っていけるかということを、住民の方も大きな

期待を持って、関心しているところであるのではな

いかと感じています。 

また、それだけ注文が多いということは、それだ

け大きな期待があるという裏返しでもありますので、

是非とも、今後ともお互いに協議し合って、大変良

い施設であると。大変良いレストランであると。美

味しい食事である、と言われるような施設づくりを

していただきたいなと思っております。 

観光について、いくつか質問いたしましたが、村

が観光再開発元年と位置付けている以上、何らかの

アクションを起こさなければ、これは嘘に なって

しまいます。是非とも素晴らしいアイデアを持って、

検討していただくことをお願いしまして、私の質問

を終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問に追加でお

答えいたします。もちろん観光元年ということで、

ここから見直しをするということでございますので、

近いうちに公園の計画等の青写真といいますか、具

体的なものについては皆様にお見せすることができ

ると思っております。 

それと、ふるさとの家の運営に関しましてもですね、

先ほど申し上げたとおり、非常に観光の環境が厳し

くなっております。全体的に宗谷地方へ訪れる人数

は減っております。そのような中で、この度、新た

に指定管理を受けてくれた業者でございますので、

皆様の期待の裏返しであるということも十分理解し

ておりますが、やはり少し温かい目で、皆さんでこ

の施設を育てると、そういう気持ちで皆様に御協力

をお願いしたいということをもう一度お願いいたし

まして、質問の答弁とさせていただきます。 


