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○議長（山須田清一君）：次に４番、太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：一般質問通告書に従

いまして、３項目について質問をさせていただきま

す。 

１項目目、開村９０周年の記念事業についてであ

ります。一昨日、６月２５日の社会教育委員会議に

おいて、開村９０周年記念事業の村のホームページ

に記載されている募集について、若干の説明を受け

ました。また、各部署においても事業の検討がなさ

れている旨の説明を受けましたが、改めて質問させ

ていただきます。 

猿払村は来年度、平成２５年度に開村９０周年を

迎えます。平成２４年度の村政執行方針において村

長は、来年度の開村９０周年に向け、今までの村の

歴史をしっかりと学び、未来の猿払村のために郷土

愛、連帯感を深める契機となるように、本年度より

準備に入ります、と述べています。 

また、１２月の同僚議員への答弁で、平成２５年

度に開村９０周年を迎えるわけですが、これを一つ

の契機として、記念だからやるということではなく、

村民が一つになる、気持ちを一つにする、そのきっ

かけとなるためにも盛大に行いたい。そういう企画

を今、練っている、旨の発言をしています。 

現代社会は隣人、地域の繋がりが希薄化している

と、昔と比べて弱くなっていると言われています。

私も、多くの村民が参加し、協力し合い、助け合っ

て作り上げるイベント、催し物を通し、子どもから

高齢者まで世代を超え交流の場となり、地域づくり

の参加のきっかけになればと考えますし、地域の活

性化に繋がればと考えます。 

１点目の質問です。村の広報誌でも村民のアイデ

アを募集していますが、具体的にはどのような事業、

企画を考えているのか。また、村民からの提案はあ

ったのか、お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の太田議員の質問

にお答えいたします。議員が前段で申し上げたとお

り、来年度、平成２５年度の開村９０周年に関しま

しては、私は大きな期待を持っております。この後

の質問にも係わるかも分かりませんけれども、この

村には多くの資源があり、無限の可能性がある村で

ございます。この資源を生かせば、まだまだ発展す

る可能性がある村でございます。しかし、そのため

にはですね、やはり住民が一つにならなければいけ

ない。村が一つにならなければいけない。これが絶

対条件でございます。 

私も村長になりまして冷静にこの村を見たところ、

意外に村が一つとなってやる行事が少ない。村民の

気持ちが一つになっているとは、なかなか思えない

と。そのような思いがございまして、たまたま平成

２５年度が開村９０周年。９０周年といいましても、

他の人から言わせれば、１００周年ではなくて中途

半端な時期だ、という御意見も聞いておりますが、

私は敢えて９０周年に様々な事業を行って、皆さん

の気持ちを一つにしたいというのが私の思いでござ

います。御存じのとおり、来年１月１日に開村９０

周年を迎えます。村としては平成２５年の１年間を

９０周年の記念の年として、多くの村民と共にお祝

いをしたいと考えております。 

御質問の、アイデアなどの募集につきましては、

歴史を伝える。村民の一体感の醸成。村のイメージ

アップ。新たな魅力発見、を柱に、具体的には、広

く村民が参加できるような事業。猿払村の歴史や自

然環境、地場産品をＰＲできるような事業などの提

案を求めています。 

募集につきましては、村広報やホームページ、村

民との懇談の機会を利用してＰＲしており、現在７

件の問い合わせが来ております。しかし、  ８月

３１日の期限までに日数もあることから、まだ計画

概要書の提出はありません。 

今後の予定としては、村民、役場各課などからの

提案を財政企画課企画係で取りまとめ、職員による

実行委員会で事業の選定、年間のスケジュール案を

策定して、議会と協議のうえ、１２月までに節目の

年の１年間の取り組みを決定したいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：再質問をさせていた

だきます。ただ今村長から、現在７件の応募がある

と。そして、１年間の記念事業として行いたい、と
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いう答弁だったと思います。９０周年という節目の

年に、今までを振り返り、そして村民が一つになる。

とても大切なことだと思いますが、同時に、今後に

生かせる事業であってほしいと思います。 

村民が猿払村を再認識できる契機となる記念事業

であるべきだと思いますし、先ほど、まだまだ発展

させられる資源がある。そのような答弁もありまし

たので、今後のイベントに活かせる、例えば、Ｂ級

グルメの開発。地元産品を使った料理レシピの開発

のためのコンテストなど、今回の記念事業で終わり

ではなく、継続できるような事業にするべきと考え

ますが、どのように考えますか。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：お答えさ

せていただきます。募集している内容につきまして

は、村長が先ほど御答弁された内容のとおりになっ

ております。その中で、具体的に私たちが求めてい

るものとしては、先ほど議員からも提案がありまし

たとおり、以前行われておりました、確か商工会女

性部等が中心となって行われていたと思いますけれ

ども、料理コンテストのようなものですとか、その

料理コンテストを使って新たな地場産品を使えるよ

うな方向性の事業も求めていきたいな、というふう

に思っておりますし、村民の方々には８月３１日ま

での事業提案期間で広報をしておりますが、職員に

向けて、各課、各部局でも同様な考えで８月３１日

までに各部署が所管する事業、それ以外の事業も含

めて提案を求めております。 

できる限り９０周年という一過性のものではなく

て、当然節目とした次の１００年まで繋げるような

形を考えながら、村史の編さんも含めてやっていく

考えでおりますので、御了解いただきたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：分かりました。それ

では次の質問に移ります。 

同じく、平成２４年度村政執行方針において、来

年度、村政施行９０周年を迎える当たり、今までの

村の歴史をしっかりと学び、未来の猿払村のために

郷土愛、連帯感を深める契機となるように、本年度

より準備に入る。また、開村９０周年となる平成２

５年度へ向けた『猿払村史～第２巻』の発刊業務を

進めていく、と述べています。 

１９２４年、大正１３年１月１日より宗谷村、現

在の稚内市から分村し、二級町村制を施行し猿払村

が生まれ、来年度、開村９０周年を迎えることとな

るわけですが、現在の猿払村の漁業、農業、そして

その他の産業を通して豊かな村の基礎を築いてきた

多くの先人の方々の努力に敬意を表するとともに、

その功績、努力を後世に語り継ぎ、残していくのも、

現在の私たちの役割ではないかと考えます。今回の

村史編さんへ向け、平成２２年から準備し、本年度

も村史編さん事業発行業務委託料として６１７万円

予算計上されております。 

１点目の質問です。本年度の執行方針において、

今年度から本格的な原稿執筆に取りかかることから、

村史編さん発行委員会委員をはじめ、村民の協力を

いただきながら作業を進めたい、と述べていますが、

『猿払村史～第２巻』発行へ向けた現状はどのよう

になっているのか。発行予定部数、発刊に係わる総

費用、販売価格を質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。発行に向けての現状については、開村９

０周年となる平成２５年度へ向け、平成２２年４月

４日に、株式会社ぎょうせいと４年間の業務委託契

約を結び、発行へ向けた準備作業を進めております。

村民７名による村史編さん発行委員会により、これ

まで５回の委員会を開催し、基本方針、振興計画の

確認、執筆体制、文字ポイントの決定、組見本の選

択、目次案の協議等を行っております。平成２３年

度までは資料の収集と調査を行い、平成２４年度か

らは本格的な原稿の執筆作業が進められ、随時、原

稿が提出され始め、村史編さん発行委員会及び職員

により内容の校閲を進めているところであります。

また執筆に当たり、不足する資料の調査、収集も、

あわせて行っているところでございます。 

質問にございました発行に係る総費用につきまし

ては、平成２２年４月４日に契約を締結し、平成２

６年３月３１日までの４年間の契約総額は、本年度
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当初予算にも資料を添付しておりますが、総額で１

９９５万円、本年度は議員の指摘にもございました

が、本年度は６１７万４千円となっております。年

度別契約金額は、平成２２年度が  ２２０万５千

円、平成２３年度で３０８万７千円、平成２５年度

が８５２万６千円となっております。 

発行部数及び販売価格につきましては、第２巻の

発行部数は８００部とし、販売価格はまだ決定して

おりませんが、前巻が３千円に設定されていること

から、大きな変動はないかと思っております。以上

でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の答弁の中に、平

成２３年度まで資料の収集をしてきたということで

ございます。 

次の質問に入りますが、前巻の村史は昭和５１年、

１９７６年に発行されています。その年に生まれた

方は現在３６歳になります。１９２４年、大正１３

年、宗谷村から分村し、猿払村が誕生した年に生ま

れた方は現在８８歳になります。翌年１９２５年、

大正１４年の第２回国勢調査によりますと、猿払村

の人口は６，６９７名、現在の人口の２倍以上の人

口で賑わっていました。 

戦後、開拓地入植の始まり、国の燃料政策による

炭鉱の開坑に伴い、人口が昭和３１年から昭和３５

年には１万人に肉薄するほど増加したと前巻の村史

には記載されています。昭和３１年から昭和３５年

に生まれた方々は、現在５２歳から５６歳になりま

す。少なくとも７０歳くらいの方々は賑やかだった

村の当時を記憶していると思います。町並みも激変

していると思います。前巻の『猿払村史』の発行に

当たっても、当時の様子、体験、思い出話等を聞き

取りしていると思いますが、齢を重ねますと記憶も

曖昧になります。村内外の、できるだけ多くの方々

から当時の様子を聞き取り、正確に記する必要があ

ると思います。 

先ほど、平成２３年度までに資料を収集してきた

とお伺いしましたが、猿払村が歩んできた激動の変

遷を後世に語り継ぐ、記録に残すことは非常に大切

なことだと思いますし、必要です。村の歴史は村民

の方々が歩んできた歴史でもあると思います。今回

の村史編さんに当たり、体験、思い出話を集めるた

めに、どのような方々から聞き取りをしたのか。ま

た、地域において座談会は催されたのか、質問いた

します。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。私は昭和２９年生まれでございます。も

ちろん猿払村で生まれております。猿払村の人口が

一番多いころに私は生まれたわけでございます。そ

れから、先ほど議員も述べましたように、炭鉱の閉

山、木材の不振、その他いろいろなことがございま

して、人口が減少していくという、その経過は私も

幼いながらもしっかりと見てきております。小学校

のころは、毎年転校生がいると。その当時は、まだ

天北線がございましたから、天北線へ毎年見送りに

行くというのを経験してきております。確かに、も

う私も６０歳近くになりますけれども、だんだん記

憶というものが薄れてきているというのも事実でご

ざいます。そのようなことを踏まえましてですね、

ただ今の太田議員の質問にお答えしたいと思います。 

「村民と暮らし」の執筆に当たり、昨年６月に村

内在住の女性数名の参加をいただき、昭和５０年以

降から今日までを通し、衣食住、冠婚葬祭、家族構

成、住民活動等について、急激な変動があった事項

を主として聞き取りがなされ、執筆に反映されてお

ります。また、集落の歴史に関しては資料が少なく、

執筆担当者が編さんに苦慮していることから、各集

落での聞き取りを行うことを検討しております。 

蛇足ではございますが、私も様々な会合では村の

歴史の話をするようにしております。本年度も、ふ

れあい学級でもホタテ、水産業の歴史を高齢者の方

にお話しをいたしました。話のついでで、来年は農

業の歴史をお話しをすると、つい勢いで喋ってしま

いましたけれども、この歴史を調べようと思います

と、なかなか資料がないと。確かに資料、書物がな

いのに、今、困っているところでございます。その

ような書物があれば、ぜひ教えていただきたいなと

思っております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 
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○議員（太田宏司君・登壇）：村長の思い出も語っ

ていただきましたが、先ほども言ったとおり、村の

歴史というのは、村民の方々が苦労して築き上げた

歴史だと思います。いろいろな思い出等があると思

います。 

再質問をさせていただきます。何人かの年配の方

にお聞きしたのですが、猿骨地区の現在の  ２３

８号線の、さらに海側にもう１本道路があり、集落

があった。上猿骨地区、現在のシェルターの海側に

も、かなりの方が住んでいた。集落が形成されてい

た。前巻の『猿払村史』には部落としての記載はな

いのですが、神社の記載の中で「猿骨神社」という

記載があります。現在は芦野神社に合祀されている

とのことですが、ホタテ漁に従事する石川県人の来

住によって栄え始め、大正中期を過ぎたときに２０

０戸、７００人を数えたとあります。そのときの賑

わいは知らないかもしれませんが、その地域で生ま

れ育った方も、まだ村内にいらっしゃいます。小石

地区の賑わいを知っていらっしゃる方もいらっしゃ

ると思います。 

年表も大事でしょうし、しかし実際に時代の変化、

時代の流れを体験してきた住民の証言は貴重ではな

いかと思いますが、いかが考えますか。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：太田議員から御指

摘のありますように、村の歴史を取りまとめ、今、

発行しようとしておりますけれども、限られた資料

しかないという現状の中では、やはり住民の方々か

ら、いろいろな情報をいただく、というしか方法は

ないのだろうと思います。昨年の６月には高齢者の

方々を中心に集まっていただいて、執筆を生活担当

だとか、いろいろな執筆担当を分けておりますけれ

ども、専門の方々も同行していただいて、一緒にそ

の話をお伺いをしていただいて、執筆をいただくと。

（聞取不可）いただくという形で進んでいるわけで

すが、今、御指摘のあったように、なかなか範囲と

して掴み切れないところというのがあるというのは

事実だと思いますので、執筆担当の方と、それから、

いろいろ、さらに相談をしてですね、村長も、まだ

まだ、これからそういった場を作る、という考え方

もあるということでございますので、是非そのよう

な掘り起こしを、もう少し時間をかけて取り組んで

まいりたいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：村史編さん委員会に

は職員が１名配置されています。今、副村長からの

答弁がありましたが、職員が、埋もれている村民の

歴史を掘り起こす努力というのが必要ではないかと

考えます。 

次の質問に入ります。故きを温ね新しきを知る。

こうした諺にもありますように、猿払村が歩んでき

た激動の変遷を垣間見ることで新たなものを構築し

ていくことが、今、改めて私たちには必要ではない

かと思います。また、いずれ次代を担っていく住民

にとっても必要なことと思います。この度の村史発

行に当たっては、多くの方々の協力、そして多額の

費用が掛かったものと思います。この村史がこれか

ら広く村民の方々、そして次代を担う子どもたちに

活用されてこそ、意義があるものと思います。しか

し、村史となると、先人の足跡を史実に基づき正確

に伝えることが目的です。村史は分厚く、専門的で

親しみづらい、というイメージがあります。 

質問です。せっかく集められた資料、写真。有効

に活用するために、この度の村史、小中学生でも理

解できるダイジェスト版あるいはＤＶＤにして村民

に配布する考えはありませんか。質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。来年の９０周年に当たりましてですね、

御存じのように今、石川県の内灘町、ホタテを最初

に開拓した人々たちの町でございますが、そこと友

好姉妹提携を結ぶ予定となっております。そのこと

もございまして、今年がですね、内灘町の町制施行

５０周年記念に当たりまして、私と議長とが出席し

てまいりました。その折にですね、内灘町のＤＶＤ

をいただいてまいりまして、先日それを見ておりま

したけれども、やはり良いですね。本村がやるか、

やらないかは、あとで答えますけれども、１時間ぐ

らいに収録されていたのですが、非常に素晴らしい
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なと思って見ておりました。これは私の感想でござ

います。 

『猿払村史～第２巻』のですね、ダイジェスト版

につきましては、契約に当たり協議をしておりませ

んが、編集作業の終了後に、年表を基に編集するこ

とは可能と考えております。また昨年、契約業者と

の協議の際、データ化の可否について確認いたしま

したが、データは提供できる旨の回答をいただいて

おりますので、ＤＶＤ化は可能と考えておりますが、

作成に当たってはダイジェスト版とあわせ、今後検

討して参ります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：是非、前向きに検討

していただきたいと思います。昭和５１年発行の村

史、そして、この度発行の第２巻を完成させるのに、

膨大な資料、貴重な資料、写真等、集まったことと

思います。また、この度の村史に収録できなかった

ものもあると思います。これらの資料は、一度失っ

たら戻すことはできません。これらの資料の整理、

保存はどのようにするのか、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）：ただ今の質問にお答えい

たします。長い時間と費用を掛けて収集した資料で

ありますので、資料ごと台帳整備を行い、可能なも

のはデータ化を図りながら、行政資料室などで逸失

を避けるため一括保存することを考えております。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先ほど村長も、村史

を作るに当たって、その当時の資料が全く少ない、

そのような答弁もありました。是非これから、この

村が発展していくためにも、今の資料を大事に保存

しておいていただければと思います。 

次の質問に入ります。質問事項の３番目、森林の

管理、活用について質問いたします。森林の大切さ、

効果、効用については、前回の議会において同僚議

員の森林づくり事業についての質問に答弁されてお

られますので、森林の管理、活用について質問いた

します。当村の総面積の約８０パーセントを占める

森林の管理、活用についてお尋ねいたします。 

産業としての林業は安い外材、住宅着工数の減少

等により厳しい状況にあります。また、猿払村では

林業に携わっている方は少なく、第６次総合計画の

中にも地域産業として林業の記述はなく、これから

の林業をどうするべきかの記述はありません。自然

環境、観光の項目の中の森林の多様な機能の活用、

拡充ということで、森林資源の適正な管理の推進、

無立木地への造林、森林所有者への造林ＰＲの実施

となっています。 

政府は平成２１年から、森林・林業再生プランを

策定し、１０年後の木材自給率５０パーセント以上

を目指して、平成２２年には、公共建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律を策定し、森林、

林業の再生計画を進めております。今後、公共建築

物の木造化、木質バイオマスのエネル ギー利用等

で木材の需給が高まり、林業を取り巻く環境も変わ

っていくことが期待されます。 

そうした中、猿払村森林整備計画が変更されまし

たが、当村の森林の管理、整備をどのように進めて

いくのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。本村の山林のほとんどが大所有者が占め

る中、森林を大きく分けますと、天然林と人工林に

なっております。この度の、猿払村森林整備計画の

策定に当たりましては、今後、村民の民有林施業を

計画することを念頭に置いて、森林所有者と協議し

ながら森林整備計画を樹立したところでございます。 

まず一つ目は、本村は漁業が盛んなことから、環

境保全として水に係わることが重要視されており、

正常で適度な滋養を含んだ水をつくり出す源が森で

あり、そこから川を通じて海に流れ込んでいること

から、長期的な視野で、天然林につきましては特に、

水源涵養性を高める意味からも保全の推進をしてま

いります。 

二つ目としましては、人工林につきましては、比

較的森林の齢級構成が７齢級以下と若い林で占めて

おり、また過去の山火事や、冷涼で厳しい気候条件

で、天然更新が難しいことなどのことから、無立木

地があります。さらには近年の木材市場の低迷によ
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る生産流通事情の悪化や、本村の厳しい自然環境な

どから、植栽後の森林管理整備を勘案しながら安定

的な木材生産機能の確保のため、森林所有者を中心

に団地の再編成の計画から集約化をし、さらには効

率化を図りながら、保育、搬出、間伐の推進を進め

てまいります。 

また、森林害虫の駆除や予防、火災予防の啓発を

含めて森林を管理してまいりますので、御理解をお

願いいたします。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、村長の答弁いた

だきましたように、猿払村の森林は若い樹が多い。

したがいまして、製品にするにはまだまだ永い年月

が必要かなと思います。森林は林産物の供給、水源

の涵養、住民が自然と触れ合う場や子どもたちの環

境教育の場など、木材生産に留まらない多面的な機

能を有しています。今、村長が答弁いただいたとお

りです。このような森林の有する多面的機能を発揮

していくためには、間伐や枝打ち等の保育を積極的

に行い、多様で健全な森林づくりを進めることが重

要であると思います。水源となる森林を始め、環境

面についても視野に置き、長期的な視野で整備を進

めていくべきと考えます。その整備の基となる林道

についてお伺いいたします。 

林道管理規程についてお伺いします。この規程は、

補助金交付を受けて開設した林道に関し定めたもの

です。その中に、「管理主体は逐次林道を巡視し路

面の整備に努めるものとする。」、「林道の当初の

築造、形態を保持するため毎年必要な感じに計画を

樹立する。」、「前項の管理計画を実施するために

必要な経費は毎年これを予算に計上する。」とあり

ますが、林道の管理計画は立てられているのか。ま

た、林道を維持していくため、どのぐらいの費用が

掛かっているのか、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）：ただ今の質問にお答えい

たします。本村が管理する道路は、３０７キロ  

メートルであります。そのうち村道の延長は、  

１０路線で６４キロメートルあり、全延長の約 ２

０パーセントとなっております。森林資源の循環利

用を促進し林業生産性を高めるためには、森林整備

計画に合った林道網の整備や管理をしていくことが

重要なことと思っております。 

林道の維持管理計画は立てられているか、との御

質問でございますが、林道の維持管理計画はござい

ませんが、過去に整備された林道は年々老朽化して

おり、その維持管理において費用の増加が見込まれ

る現状でございますので、本来の機能が常に発揮さ

れるよう適切な維持管理が必要と考えております。 

また、林道の維持費、費用につきましては、村道

維持補修工事の中に含めての計上をしておりまして、

毎年パトロール車による巡視や砂利道の路面補修、

路肩の草刈りや樹木の枝払い等を主に維持管理をし

ております。林道に関しての維持費は年間約１６０

万円程度で行っておりますが、路線延長が長く、路

盤は砂利道が主であり、維持費用が嵩むことから、

管理に苦慮しており、林業生産業者が施業に当たっ

ては、その業者が補修しながら利用している実態で

あります。放置すると施設の機能に悪影響が及ぶこ

とのないように、近年では利用頻度が多い路線を優

先的に、交付金事業を活用しての砂利敷き、危険箇

所の補修等や、大型トラクターを導入し幅広く笹刈

りする作業を実施しております。 

なお、道路パトロール等による巡視では不十分な

こともあり、損傷が著しく危険な箇所等がありまし

たら、利用者からの一報をお願いしております。以

上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：再質問をいたします。

維持、補修は、建物を作る、道路を作ると、必ず付

いてきます。建物は村民が常時利用し、目に付きま

す。村道や農道は住民の方々、又は農道の利用者か

ら苦情が届きます。林道の維持管理費は、先ほど村

長が答弁されたとおり、一般会計予算の道路橋りょ

う維持費、村道維持補修工事費、   １２４０万

円に含まれています。その中の   １６０万円が

林道のほうに回ってるということですが、どうして

も目に付く、あるいは苦情の多い村道の維持費に回

るのではないかと考えますが、毎年これだけは村道

の管理に回す。これだけの費用は掛かると、補修計
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画を立て、予算を確保する必要があると思いますが、

どのように考えますか。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷厚君・登壇）：それでは私のほう

から、太田議員の質問にお答えしたいと思います。

林道の整備計画が、なかなか立てられないという部

分では、施業が始まると、その道路に関してはかな

り傷められて、砂利補修が多くなるという現状がご

ざいます。春先とか、そういう部分においても、融

雪によって、かなり傷む所と、傷まない所という路

線がありまして、傷む所に関しては、かなり砂利補

充という部分になりますので、今現在１６０万円と、

先ほど村長が林道に関しては １６０万円程度掛か

っているという部分ですけれど、今、砂利の補修よ

りは、笹が被ってきてる現状ではないかなという林

道に関しては、維持管理に、ちょっと力を入れてい

る感じでございます。トラクターを利用して幅広い

笹刈りを今、実施している最中です。この工法につ

いては去年、試験をやりましてですね、なかなか良

いものだなという部分でやっております。 

先ほど言いました６４キロメートルという路線は、

林道では相当長いと。砂利道だという部分では、砂

利の補充というのが掛かりますので、交付金とか利

用してですね、砂利を何立米、概ね私ども欲しいの

は、やはり今現在の倍ぐらいの砂利補修をして、穴

埋めをパッチングして、それで何とか維持していき

たいなという考え方でおります。 

財政企画課財政係のほうにも、いろいろと予算査

定のときもそういう説明をしながら、林道も含めて、

若干でありますが維持費のほうは伸ばしていただき

たいというような要望をしておりまして、そのよう

な形で何とか維持していきたいなと思っております。

簡単ですが、このような答弁をさせていただきます。 

○議員（太田宏司君）：（聞取不可） 

○建設課長（松谷厚君・登壇）：一応ですね、林道、

農道、村道も含めて全線を、土木係のほうで一括管

理しているということもありまして、予算的に、仮

に分けて組んでも、草刈りが一応、村道の草刈りに

行ったついでというか、その路線の延長で 入って

いくとか。 

費用は分けられるかもしれないですけれど、作業

上なかなかできない部分がありまして、一括計上の

ほうが私ども、今のところ仕事しやすいのかなとい

う状況でありまして、村道維持という部分の中で計

上をさせていただいて、そのあたりも含めて独自で

予算計上するかどうか、ちょっと検討させていただ

きたいなという考え方でございます。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：財政的に厳しい、な

かなか予算が回ってこない、というのも理解すると

ころでございます。私も、この質問をするに当たり

林道を車で走行してみました。場所によっては、路

肩から、先ほど説明を受けたように笹や雑木が生い

茂り、通行に支障を来たす箇所も見受けられました。 

インターネットなどで猿払の林道が紹介されていた

り、ただひたすらバイクや車が林道を走る場面が流

されていたり、観光資源としても期待できるのでは

と思います。林道は、森林を管理していく上での原

点だと思います。計画的に維持補修を行っていただ

きますよう、お願いいたしまして私の質問を終わり

ます。 


