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○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、２項目６点について質問させていただきま

す。 

まず始めに１項目目、開村９０周年事業について

ということで、３点ほど質問を挙げさせていただき

ましたが、先ほどの同僚議員の質問の中にもダブる

点がありますので、（１）の件については削除させ

ていただきたいと思います。 

それで、（２）のほうから質問に入りますが、先

ほどの同僚議員の質問で、５月１５日から今現在、

１か月半が過ぎようとしている中で、７件の応募が

あったということで村長の答弁がありました。私個

人としては７件という数字、下のほうにもあります

が、私の個人の感想としては、９０周年事業に関し

ては村民に対する周知、広報が足りないのでないの

かなという個人の感想を持っております。その中で

７件というのはちょっと多くて、ありがたいことだ

と。嬉しいことだと思った感想を持ちます。 

それで、村のホームページの中で、８月３１日ま

でに寄せられた取り組みは選考の上、今年度の『広

報さるふつ１２月号』だと思いますが、公表すると

あります。先ほど同僚議員の質問の中で出た、この

選考機関というのは、役場の中で実行委員会を立ち

上げて、という村長からの答弁がございました。役

場の中で実行委員会となりますと、私の認識の中で

は、役場職員が全て実行委員会を担って行うのかな、

という認識に立ちました。その点について１点、巽

村長からお答えをいただきたいと思います。 

次に、今現在７件。８月の末までに、これが倍増、

３倍となることを願いますが、その中での選考基準。

ホームページのほうには、先ほども村長の答弁にあ

りましたが、村民の一体感を醸成する事業。村のイ

メージアップ事業。新たな魅力を発見する事業と、

そのような事業を具体的に挙げてください、という

ふうに募集をかけております。その中で、数多くの

中から選考するというのは非常に厳しい判断もしな

ければならないのかな、という思いもいたします。 

今までの実行委員会の件、選考基準の件について

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の小山内議員の質

問にお答えいたします。先ほども申し上げましたが、

募集の期限は８月３１日までとしておりおりますの

で、村民、役場内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計画内容を審

査、年間のスケジュール案を策定、議会と協議の上

で決定し、広報等で周知する予定となっております。

これは先ほど答えたとおりでございます。 

もう一つは何でしたか。選考基準。ちょっと  

待ってください。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：選考基準に関して

ですけれども、私のほうから御説明をさせていただ

きたいと思いますが、この記念事業をどういう狙い

で行うかということについては、既に回覧、広報、

そして住民の方々への説明会といいますか懇談会等

でですね、お話を申し上げているところですけれど

も、一つには、お祝いという考え方。それから、も

う一つは、歴史を伝えるという考え方。それから、

村長がこれが強く狙っているところですけれども、

村民の一体感の醸成というところも狙いと。そして、

イメージアップ。そして前段の議員の御質問にもあ

りました、村の新たな魅力発見と。こういった視点

を持った事業にしようということは、これはもう既

に周知をさせていただいてるところです。 

したがって、きちんとした細かい選考基準という

ところについてはですね、まだまだ、きちんと整理

がされておりませんけれども、しかし、お祝いと、

歴史を伝える事業という括りの中で、提案がそれに

合致をするかどうかという、あるいは、村民の一体

感を醸成する事業として十分それに資するかどうか

と。あるいは、イメージアップ。それから、新たな

魅力発見事業ということに繋がるかどうかという、

そういったところをですね、選考の判断にしたいと。

具体的な、ＡとＢを、どっちを選ぶという、そうい
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った具体的な選考基準については、まだこれからの

ことというふうに御理解をいただければと思います。

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：副村長のおっしゃ

るとおり、まだ応募も全て固まっていない状態、実

行委員会もまだ形成されていない状態での選考基準、

大まかなところで今の答弁のような形で やってい

ただくことに異存はありませんが、このタイムスケ

ジュールでいきますと、８月３１日までに応募、そ

れまでには実行委員会が立ち上がっていると仮定し

てですね、１２月の広報で発表するとなると、９月、

１０月、１１月、実質３か月間の期間しかない。先

ほどの村長の答弁のように、村のイメージアップや、

これからの村の一体感を熟成するためには、どうな

のでしょう。私的には３か月という期間、短いので

はないのかなと。 

それと、来年１年間をかけて、お祝いの事業や、

いろいろなスポーツ大会や、イベント事業を、元旦

１日から１年間をかけて行うということに関しては、

新年度からではないという判断に私はなりましたが、

１２月までの間に決めるということは、こういうイ

ベント事業も、予算も伴います。新年度予算に計上

するためには、やはり１２月までには、いろいろな

イベント事業が確定されてなければいけないのかな、

というふうに思いますが、この３か月間という短い

時間、それと平成２４年度、１月から３月までの間

のイベントの考え方、４月からのイベントの考え方、

その２点についてお伺いしたいと思います。 

○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）：御質問に

お答えしたいと思います。最初に期間についてです。

今回につきましては、先ほど来、村長、副村長から

も御答弁あったとおりで、８月末までに募集をして、

３か月程度、時間を実行委員会、実行委員会の組織

としましては、基本的には役場に今あります管理職

会議の皆さんに実行委員としてお願いしたいという

ふうに思っています。それが具体的に行動が伴う新

年以降の各行事のサポート等については、広く全職

員に対応していただきたいというふうに考えており

ます。 

この３か月の期間が長いかどうかという点につい

ては、いろいろお考えあると思います。ちなみに、

７０周年の記念の年に、かなり大きなイベントを村

として行いましたが、そのときは、もう少し時間の

ない中で、年間のスケジュールといいますか、行事

全体の組み立てが行われていました。極端に言うと、

新年度に入ってから行っていたというような経過も

ありますので、それから見ると議会との協議の時間

も含めて、ある程度の余裕を持った募集の期間を設

定したつもりでおります。 

あわせて、ただ今７件の募集に対しての問い合わ

せがあります。具体的には、その問い合わせのあと

計画概要書ということで各団体からその事業の目的、

趣旨、具体的な内容、掛かるであろう費用、村とし

て支援願いたい費用、というものを、まとめたもの

を８月末までに提出していただく予定でおります。

当初思ってましたのは、今現在  ７件の問い合わ

せですけども、そう多くはないだろうというふうに

実は思っていました。なので、どちらかというと各

課の中、部署から提案される事業が中心だろうなと

いうことも実は思っていた点がありますので、若干

予想を外れて、問い合わせが多いという実態になっ

ています。 

実行委員会につきましては、いろいろなお考えが

あると思います。先ほど言いました７０周年のとき

につきましては、もちろん行政の理事者、各自治会

の代表者、議会から、各経済団体の代表の方、スポ

ーツ団体、少年団の団体の方々ということで、トー

タル３０名以上の実行委員会を構成して２か月、３

か月という時間をかけて執り行いをしてきたわけで

すが、その当時のいろいろな反省を見ても、これだ

け、それぞれの生活時間ですとか、就業の時間とか

が違う中で、人集めにどうしても苦慮していたとい

うことも７０周年の総括の中ではありましたので、

ここは役場職員に頑張ってやっていければなという

ことで、担当としては提案をして管理職会議で了解

を得ているという実態でありますので、御承認とい
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いますか、御理解いただきたいなというふうに思っ

ております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：実行委員会、期間

については理解したところでございますが、３番目

の質問とちょっと被ってしまいますが、まず ３番

目の質問１点目、村民に対しての９０周年事業の周

知、広報が少ないと、私個人考えております。私が

記憶するところによると、『広報さるふつ』、それ

とホームページ、それと村長が春に行った各地域で

の村政懇談会、それと教育委員会管轄での社会教育

委員会議、という４点ほどの記憶しかございません。

やはり、村民と共にこの９０周年を祝ったり、イベ

ント事業をしてイメージアップに繋げるのであれば、

村民を巻き込むくらいのことが必要ではないのかな

と。 

今、主幹のほうからも答弁があったとおり、  

７０周年の反省を踏まえて、役場職員で頑張ってい

って、実行委員会を経て、イベントを作るのだと。

確かに、そういう考えもあるとは思いますが、一体

感をより強く求めるのであれば、やはり先に、まず

周知、広報。来年、みんなで９０周年を祝いましょ

うという案だとか、実動部隊にはならなくても、そ

のようなことが必要ではないかなと。さらなる周知、

広報をお願いしたいところですが、その点について

村長の考えを一つ。１点目です。 

次、２点目。先ほどの主幹の答弁にもありますが、

実行委員会の考え方でございます。行政機関である

役場が核となり、私としては各関係機関、今、主幹

がおっしゃった経済団体や自治会、他の団体等と一

緒に事業推進をするための実行委員会を作るのが、

私としては良いのではないかなと考えておりました。

主幹の答弁にあったとおり、それが事業を進めてい

るときの人集めの問題だとか、３０名を超えるとき

の意見の集約等、非常に難しいのも分かります。 

でも、やはり村民と一体感を持った９０周年事業

を行うのであれば、ある程度の関連団体、経済団体、

農業協同組合さんや漁業協同組合さん、商工会、そ

れとか、村でいろいろな文化活動を行っている主婦

の方々の全員と言いますが、代表者等と１回や２回

は話をする場を設けても良いのではないかなと。実

行委員会としてメンバーに入ってもらうのではなく、

役場が立ち上げた実行委員会の補助的存在、サブ。

多分、役場の方々が考えているどんな意見より、さ

らに幅広い意見を持った村民の方々もいると私は考

えますので、そのようなことを、この３か月の間に

１回か２回、応募された事業の内容について、その

人方と一緒に意見を交換し合う。そのような程度の

会合でも良いと考えます。 

さらには、やはり９０周年が、さらなる猿払村の

ステップアップとなるためには、今、猿払村で学ん

でいる高校生や、高校は地元にないですが、地元か

ら通っている高校生、さらには拓心中学校の生徒、

各小学校の子どもたち、極端に言えば保育所の小さ

い子どもたちも、これから猿払を担う貴重な人材で

す。９０周年をステップとして、次は多分１００周

年を行うでしょう。この１０年の間に、その子たち

が猿払村に残るような、孫の代まで、村長がいつも

口癖のように言うようなことにもなり得る可能性が

あると私は考えます。 

そのような場を、役場職員の実行委員会が中心と

なって拓中に行って、９０周年をこのような形でや

るのですがどうでしょう、という意見集約も良いで

すし、拓中の生徒会と共にそのようなことを考える

のも私は一つの案ではないかと考えます。 

その２点について村長の考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。まず最初の、住民への周知が少ないので

はないかという御質問でございますが、確かにその

点はあったとは思います。ちなみに今回、この議会

でですね、何人かの議員さんが９０周年について御

質問をいただいております。これもですね、住民に

周知するには本当にいい機会であったのではないか

なと思っているところでございます。私といたしま

しては、先ほども出ましたが、まちづくり懇談会等、

住民との触れ合いの場では必ずこの話をするように

して、周知してきたつもりでございます。 
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また先ほども、期間がちょっと短いのではないか

ということもございましたけれども、ただ、そうい

うイベントを、もちろん、やるというのもメインで

ございますが、それとともに今、既にやっているパ

ークゴルフ大会とか、様々な大会がございますよね。

それに対して「開村９０周年」という冠を付けると

いうことも考えておりますが、それらは別に、たく

さんの方にお集まり願って相談しなくても、簡単に

できることでございますので、それらのことを含ん

でいただきたいなと思っているところでございます。 

実行委員につきましてはですね、正直申しまして、

先ほど７件の応募があったということでございまし

たが、主幹も申したとおり、私もちょっと、逆に、

ちょっと意外に多いなと。今までパブリックコメン

トを始め、様々なことで住民の意見を聞く機会があ

りますけども、ほとんど反応がないというのが実情

でございましたので、これは私としては良い方向に

行って、もっともっと住民の皆様に関心を持っても

らって、９０周年を盛り上げたいなと思っていると

ころでございます。 

したがいまして、実行委員会の職員のほうもです

ね、先ほど議員おっしゃったとおり、これから小学

校、中学校に出向いてですね、様々な機会で子ども

たちの意見を聞いて、一緒に盛り上げていくという

ことは、それは素晴らしいことだと思っております

ので、積極的にそのような形になるよう努力してま

いります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：実行委員会の件で、

もう１点。役場の職員の方が核となって作るという

ことで理解をいたしました。先ほどの私の提案の中

にもあった中身も、また村長も、子どもたちと出向

いて行って、ということもありました。できれば、

１２月ぎりぎりにそういうことが行われるのではな

く、応募が８月末で締め切られます。その間に多分、

役場の中では実行委員会組織が立ち上がると思いま

す。その段階で、早めの中で村民に実行委員会にな

ってもらうのではなく、私たち、ここにいる議会の

メンバー、役場のメンバー、子どもたち、経済団体

の人方、農業者、漁業者。 

先ほどの同僚議員の中でも、農業のことが漁業者

のほうは分からない、漁業のことが農家のほうは分

からない、というような発言もございました。是非

これで村民が一つになるような、来年、９０周年で

一つになるのではなくて、今の段階から 一つにな

れるような準備段階を一つ一つ踏んで いっていた

だきたいと思います。９０周年事業についての質問

は、これで終わります。 

次に離農跡地の建築物、工作物について、という

ことで、質問をさせていただきます。道北地域の主

な農業の主要なものは酪農だと考えます。北海道の

いたる所での問題だとは思いますが、酪農地域で後

継者不足や法人化による大型化によって、小規模な

酪農家の方たちの離農がどんどん進んでいる現状だ

と思われます。基本的に酪農業は市街地の近くで営

農をされることはなく、郊外にあるのが多いのが現

状だと思います。 

今年のような大雪の冬を越え、春を迎えるとです

ね、いたる所でＤ型ハウスの倒壊や、文化屋根の懐

かしい牛舎の屋根が倒壊してる景観を目にします。

猿払村も例外ではなく、特に国道２３８号線沿いの

シネシンコ地区においては、宗谷岬へ向かう最北の

観光道路の脇に離農した建物が点在しております。

観光道路の景観にも悪影響と考えますし、離農跡地

の建築物、工作物に対しての解体、撤去等の行政指

導等の考え方について、村長にお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。議員御指摘のとおり、使われなくなり、

鉄骨が剝き出しになるなどした牛舎やサイロが点在

し、緑の大地と青い海が織りなす景観に悪影響を与

えていることは事実と考えております。半壊状態の

施設が目に付く要因といたしましては、離農に至る

経緯や離農後の状況が様々でありますことから一概

には申し上げられませんが、利用しなくなってから

相当年数が経過し、老朽化により 一部が崩れ落ち

ているものがある一方で、建物としての要件を備え

ている限り固定資産税の対象となりますことから、

営農による収入がなくなったのちの税負担が困難と



  －5－ 

の判断により、一部を取り壊す状態があることも事

実であります。 

離農跡地におきましては、農地につきまして、そ

の有効活用を図るべく、近隣農家の方々により賃貸

借又は買入れといった方法により処理しているとこ

ろでありますが、牛舎や住宅などがあります宅地に

つきましては、元の所有者のままであることが多く、

当然のことながら建築物や工作物も、その方の所有

地物であり、最近、解体や撤去といった指導を行っ

た経緯はないと承知しておりますが、過去において

は村の廃棄物担当者とＪＡとが協議を行った経過が

ありますが、抜本的な解決に至ってないのが現状で

ございます。 

また牛舎だけではなく市街地におきましても、老

朽化や転出などにより廃屋となっている住宅があり、

景観上の問題に留まらず防犯や防災の面からも様々

な御意見をいただいているところであります。 

村といたしましても、あくまでも個人の所有物で

あり、営農当時の所有者が死去されているといたし

ましても、相続の権利を有する方々がおりますこと

から、これらの方々の責任により管理していただき

たいと考えているところでありますので、車両の運

行や歩行者の通行に対する危険、さらに倒壊などに

よる事故のおそれが予想される場合には、管理責任

を有する方々に、その都度対応を求めてまいりたい

と考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この度は、離農跡

地の建築物、工作物ということで質問をさせていた

だきましたが、村長のおっしゃるとおり、市街地の

中にも村内いたる所で廃屋が目に付くようになりま

した。その件についても、次回の議会でも質問させ

ていただこうとは思いましたが、村長から話が出た

ものですから、そういう建物についても災害を誘引

したり、一度火災が出ればそれが火種となって大火

に繋がると。それと景観の問題、まちの問題等あり

ますので、そのようなことも含めてですね、猿払村

として、確かに個人の所有物で、全部責任としては

個人にあるのは私も十分承知しているとこではあり

ますが、行政指導等だけではなくですね、やらなけ

ればいけないのだということではなく、確かに村の

一員として、酪農者の方として、村に寄与していた

方々だと私は考えます。 

村として、すぐ手が付けられないのは十分承知の

上、調査業務というのは、私は早急にする必要があ

るのではないかと。具体的には、離農跡地の建物の

工作物の現状調査。使えるものがあるのかないのか。

撤去しなければならないのか。すぐ危険な状態で倒

壊寸前なのか、というようなランク別をすること。

また、再利用できるものがあればリサイクルできる。

リユースできる。また、それを必要とする人材、会

社法人等が猿払村の中にいるのか。自治体や農業関

係者や、地域の建設業の方々や、経済団体の方々と

跡地の利用ニーズの調査。土地としてどう使えない

のか、建物としてどう使えないのか。 

それと、廃棄物処理法に係わるところではござい

ますが、どうしても解体、撤去しなければならない

ものを、その土地の中で解体処理できるかできない

かの調査研究等、そのような調査は猿払村としてす

ぐ取りかかれることだと考えますが、そのような調

査の考え方について村としてどういうことをこれか

らするか、村長の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。今、村としてはですね、廃屋、使えない

建物等の調査はしているわけではありません。今、

村が行っているのは公的のもの、村の財産であって

も、もう２０年も３０年も経ってきて、また住宅等

で使われていないものも出てきておりますので、そ

れらを調査し、処分するものは処分すると。そうい

うことを、ただ今やっております。 

民間のものに関しましても、先ほど議員もおっし

ゃったとおりの、いろいろな調査等に関しまして、

これから、できるだけ検討していきたいなと思って

いるところでございます。先ほどの御質問にお答え

したとおりですね、景観上の問題のみで、すぐに解

体や撤去を要請することは困難と思われますが、事

故や防犯、防災といった観点から対応を求めること

となった場合につきましては、技術的、経済的な支

援が必要と考えるところでございます。 
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しかし、一般廃棄物処理に関しましては、猿払村

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づいて処理な

どを行っているところでありますが、廃屋などの処

理に関しましては、議員が今おっしゃったとおり、

廃棄物処理法の適用になりますことから、処理方法

や埋立方法などの規則の緩和等につきまして、難し

いとは存じますが、北海道など関係機関と協議して

まいります。 

また、ＪＡとの連携といった点に関しましては、

離農に関連する様々な課題があると思われますので、

特に密接に協議していくとともに、ＪＡとしての支

援につきましても検討していただくよう要請してい

きたいと考えているところでございます。しかし、

村やＪＡにおいて何らかの支援を講じた際にはです

ね、これが前例となり、安易な建築物等の放置に繋

がりかねないという懸念もありますので、あくまで

も所有者の責任管理として求めることが第一と考え

ているところでございます。 

なお、こうした指導や支援に関しましては、離農

跡地に限らず他の産業に係わるものや、一般個人の

所有する建築物等に対しましても同様の考えを用い

なくてはならないと思いますので、実施に当たりま

しては慎重に慎重を期してまいりたいと考えており

ますので、御理解のほどをお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：（２）の質問につ

いて、ちょっと移りますが、今、村長、（２）の質

問についても多少触れていただきました。村として、

廃棄物処理法の規制の緩和やＪＡとの協議、様々な

支援策を講ずることが必要と私は考えますが、現状

と村としての方策、これからの考えについてお聞き

しますということでした。それで今、村長に多少答

えていただいたものですから、基本的に村長のおっ

しゃるとおり、個人の所有物に対して村の公費を投

入して景観上だけの問題でそれを片付けるというの

は非常に困難だと、私も考えます。全てのものを個

人の財産だからといって、コスト面から全て個人に

行政指導の上、片付けてくださいと言い続けたとこ

ろで、本当にそれが現実的に片付けられていくのは、

非常に私も疑問視するところです。 

それで、北海道では廃棄物の問題、それとか再生

利用について、北海道循環型社会形成の推進に関す

る条例等、様々な条例が出ております。廃棄物の裏

では。そのような条例等を利用しながらですね、う

ちの村には残念ながら産業廃棄物の処理場がありま

せん。一事業所に、その所有者が建物、工作物の撤

去、解体等を頼んだときには、産業廃棄物として運

搬費、産業廃棄物処理費、全ての負担が個人になる

と考えられます。 

本村には、一般廃棄物処理施設が、大型ごみと燃

えないごみの処理施設、埋め立て用地として 一つ

あります。それも、計画よりも早くごみの量が多く

なり、窮状な状態になるのは分かっておりますが、

この辺のところを村と所有者として一般廃棄物で処

理できるものも私はあるのではないかなと。そうい

うコストの下げ方や方法等を猿払村から提案してい

く。調査の中でそういうことも考えられるのではな

いかなと私は思うのですが、その現実性についてお

答えしていただきたいと思います。 

○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）：お答えさせてい

ただきます。建築廃材につきましてはですね、木材

関係については、議員は、一般廃棄物のほうにある

程度持って行けるのではないかと。産業廃棄物と一

般廃棄物とに分けてですね、村の管理型の処分場に

埋めることはできないだろうか、というような御提

案というかお話でよろしいでしょうか。 

一応、建設廃材については、全て産業廃棄物とい

う形になりますので、その中で、安定５品目という

ような中で、木材の部分については、今、猿払村に、

小石のほうに１か所ありますけれども、そこのとこ

ろに一応持っていく。 

その安定５品目以外の廃棄物については、また管

理型の産業廃棄物の処分場に持って行って処理をし

てもらうという形になっておりますので、村の一般

廃棄物管理型の処分場については、あくまでも一般

家庭から出る一般ごみを、あそこで処分しますよと

いうような、猿払村一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画の中に謳っておりますので、あそこの中に産業廃
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棄物を持って行くという形についてはですね、原則

することができません。 

ただですね、合わせ産廃という形の中で、あそこ

に一般廃棄物と産業廃棄物を混合して埋め立てする

ことは、可能なことは可能だと思いますけれども、

１５か年計画が今年度策定されたかと思いますけれ

ども、そこの中については一応、合わせ産廃という

形は取っておりませんので、あくまでも家屋廃材に

ついては安定５品目の中の処分場と。 

それから、そこから出る安定５品目以外のものに

ついては、産業廃棄物の管理型の処分場のほうで処

分をしていただくというような法律になっておりま

すので、今、村のほうの処分場で何とかという部分

については、多分できないというふうに考えており

ます。 

ただ、検討する部分については、先ほど言いまし

たけれども、合わせ産廃として今後していけるのか

どうなのか、その処理基本計画の中で今後変更して

いけるかどうなのかという部分については、担当が

住民課のほうになりますけれども、そちらのほうと

協議をしてまいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。

それで今回、いろいろ産業廃棄物、一般廃棄物の質

問等をするに当たって、北海道の一般廃棄物の不法

投棄の状況についてということを、ちょっと調べて

いました。猿払村において、そのようなことはない、

少ない、とは考えますが、今のこのような離農跡地

のものがそのような形にならないためにも、いろい

ろな調査研究を所有者の方々、  ＪＡと共に、こ

れから村で行っていただきたいと思います。昨年度、

北海道では不法投棄に係わって６０００万円以上の

お金が、不法投棄の半分しか処理していませんが、

６０００万円以上のお金が掛かっています。そのよ

うなことが、この猿払村で起きないようなことを願

って、３番目の質問に移らさせていただきます。 

この３番目の質問に関しては、離農跡地の工作物、

堆肥置場の上屋についてちょっと限定して質問させ

ていただきますが、猿払村にも、畜産環境整備リ一

ス事業において、確かあれは、家畜排せつ物法が平

成１１年度ぐらいから整備されたときに、皆さん整

備した堆肥置場の上屋だと考えております。離農跡

地にも、まだまだ利用、使用ができる堆肥置場があ

ります。その堆肥置場の上屋を用途変更して、その

場で使うこともできると考えますし、鉄骨造の堆肥

置場が村内では多いです。そのため、解体、移設も

可能であると私は考えているところです。 

建設時には国、道の補助金、助成金、畜産環境整

備リ一ス事業等のお金で建てている上屋が多いとは

思いますが、用途変更等を村と道の協議の上、でき

るものであれば、再利用することも産業廃棄物を減

らせる一つの手段ではないのかなと。例を挙げます

と、昨年度、一昨年度、この場でも申し上げました

が、小学校の廃屋校舎が、そのまま置いておけば補

助金を返すことは必要ない。再利用すれば、補助金

を自治体が返さなければいけない。誰が考えても理

不尽な法整備ではないかなと、そんなことを考えま

す。この上屋に関しても、使えるものであれば使う、

ということが一般住民の考えるところではないかと

考えます。村長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の議員の質問にお

答えいたします。補助事業等により建設をした工作

物等に関しましても、個人の所有物であることは相

違ありません。また、補助残分を自己負担している

ものと考えますので、用途を含め再利用に当たりま

しては、所有者の意向を確認した上で行わなくては

ならないと考えます。 

議員の御質問の中に堆肥舎が例とされております

ので、これに沿って現状をお話させていただきます

と、平成１６年１１月１日に本格施行となった、家

畜排せつ物法により整備が進みました堆肥舎につき

ましては、このような施設が酪農経営に必須とされ

たことから、道営や公社営といった補助事業を活用

して建設したものが中心となっておりますが、残念

ながら整備後数年で離農に至ったという案件が発生

しております。こうした施設の活用につきましては、

ＪＡが中心となり協議を重ねた結果、周辺農家の
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方々が堆肥の切り返し作業を行う場として再利用す

るなどの方策を見い出しているところであります。 

村といたしましては、農業用施設は、その用途で

利用することが望ましいとの基本的な考えから、農

地、施設を含めた離農跡地の全体的な活用が最善と

考えますし、新規就農などによる農場の継承を目指

しているところでありますが、離農に至る経緯や、

その後の状況などから、一時的な活用が困難な事例

もありますので、ＪＡを中心として施設所有者、周

辺農家との協議を重ね、有効な活用方策を見出して

いきたいと考えておりますので、御理解のほどをお

願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：離農跡地の建築物、

工作物についての問題ということで、離農跡地の景

観上、悪いと思われる工作物、次に産業廃棄物の規

制の緩和の問題、それと３番目には鉄骨造の堆肥舎

上屋の問題と、非常に村独自としては難しい問題で

あることは十分承知のうえ、この度質問をさせてい

ただきました。 

離農跡地の工作物、廃屋等はですね、私の感覚と

しては責任の所在を個人に求めるのではなく、今、

村長が答弁したとおり、家畜排せつ物処理法の下、

上屋も建てられたのも事実です。その辺のことを考

慮していただきながら、過去の酪農家の方々が村に

寄与したことは事実であります。村の基幹産業とし

て水産業、酪農業、また商工観光と、そういう事実

を踏まえながら、これからもコストの面、責任の面

も、全て個人の所有者に求めるのではなく、自治体、

様々な関係機関が共に手を組み合って解決の方向に

向く一歩を進んでいただけることを提案して、質問

を終わらさせていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：今の質問に対しての答弁

はいいですか。 

ちょっと昼食までは時間がありますけれど、ここで

昼食のため休憩いたします。１時まで休憩いたしま

す。 


