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○議長（山須田清一君）：日程第７、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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：一般質問をさせてい

ただきます。新年度の第１回目の定例会ということ

で、伊藤村長から執行方針を伺いました。また、大

石教育長からは教育行政執行方針を述べられて、お

聞きをしたところでございます。今後、伊藤村政と

して、どのような形で村政を担っていくのか、決意

を伺ったところでございます。 

私も以前から、いろんなことを提案してきた経緯

もありますが、この一般質問の通告書に、新規参入

についてということで、１番目に提案をしていると

ころでございますが、これにつきましては、やはり

永遠の課題ではないのかなと。いつもいつも何か、

どういう業種でもそうですけども、やっぱり新規参

入がない。そういう業界は遅れているというか、新

しい形の中に新規参入っていうのは入ってくるのだ

と、そういうふうに私は。 

いつも人としての基本というのは変わりなくして

も、いろんな場所で新規参入が図られていかなけれ

ばですね、その企業であったり、あるいは、そうい

う地域であったり、やはり、そういう所は衰退せざ

るを得ない。そういった中でですね、この猿払村を

経営する伊藤村長さんは、この新規参入ということ

について、基本的にどういうふうに考えてるのか。 

私もですね、商店を経営してきた一人ですけれど

も、やっぱり、この地域のお店や、あるいはまた、

飲食店、食堂さんですとか、これは皆さん方も共有

をしているかと思いますが、ぽつぽつと、時期を同

じくしてではなくて、そういう中で廃業されていっ

たと。大変、何か、その度にですね、胸の熱くなる

思い、あるいは、その方が、ずっとやってこられた

ことを思い出しますと、大変感慨のある、そういう

深い思いに入るわけですが、それとともにですね、

新しく継承される方とか、新規で参入される方がお

られればなと、そんなふうに思っているのですが、

そのことについて、まず伊藤村長の基本的な考え方

を伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

村内の商店などの現状につきましては、議員と同様

の認識と思います。減少が進んでおり、将来の村民

の生活に対して、大きな不安を私も持っております。 

過去、議員から、いろいろ御提案もいただいてお

りますので、そのことから、２月７日に、猿払村商

工会役員の方々と担当課で、商店の現状の共有や、

新規参入、後継者対策について協議を行っており、

減少に歯止めを掛ける取り組みの必要性を確認して

おります。２回目以降の協議では、村、商工会の、

それぞれの具体的な取り組みや役割、そして要望な

どを協議する予定でございます。 

今後、高齢化も進む中で、村民の生活を支える商

店などの減少に歯止めを掛け、生活必需品の購買環

境が少しでも良くなるような取り組みを十分に検討

し、できるだけ早期に実施してまいりたいと考えて

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）：今、２月入りまして、

商工会さんと相談をされたと。担当の職員さんが、

そういう中で今後、新しい施策を打ち出したいと、

こういうことでございますが、しかし、現実ですね、

ここ何年かの間にですね、やっぱり近隣町村、ある

いは、他管内の町村でもですね、かなり、そういう

認識をされまして、現実に行動に移られております。 

和寒町では、先ほども、商工会の瓦版というのが、

ちょうど私が質問を考えておりましたところに届い

たところでございます。新規開業者対しまして１０

０万円と。そして、今年度は２件の応募があったそ

うでございます。それから、下川町  さんですね。

一昨年は３件ですか。そういうふうに、この商工会

の瓦版には書かれております。 

羽幌町さんでもですね、平成２５年度から、まだ

実績はないそうですが、町内に移り住んで、社員と

して登録をした場合に３万円と。ですから ２５年

度は、１年を経過しないと確定しませんから、この

２５年度の３月３１日まで勤務していると、そうい

う資格が生じるということで、執行につきましては
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２６年度からということになりますが、各町村とも

ですね、自分の町で何か、そういう起業をしてほし

いと。こういう状態で、やっぱり行政も、あるいは

住民もですね、そういう多くのことを期待をしてい

る。そういう表れをですね、行政のほうは、そうい

う対策を打っていると。こういうことでございます。 

村長さんも、村長さんになられる前は、産業課長

さんを２年弱ですかね、やられたことと思いますが、

しかし現実の問題として、この猿払村に、どういう

ものが合った施策なのかと。それをですね、基本、

根本に置いていただいて、いろいろ商工会さんと話

されるのは、私は大賛成でございます。しかし、や

はり村長さんのですね、そういう大きな思いがです

ね、どういう形で実を結ぶのかということになると

思いますんで、ただ相談してるでなくて、どういう

思いを村長さんは持って るんだと、そういうこと

を一つ、お聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、野村議員の

ほうから、私の産業課長時代に、いろいろ御提案を

いただいております。そのことも踏まえて、まず担

当課で、企業誘致条例等も含めて、いろいろ検討さ

せてもらうということで答弁をしておりますので、

まず担当課のほうで各種団体のほうと、どういう形

がいいのか協議をしていただいて、その後、我々理

事者のほうで再度入って、具体的な施策を展開して

まいりたいというふうに考えております。まず、言

われたことについては、きっちりやっていくことに

準備もしておりますし、実際、担当課のほうで動い

ていただいてるという形なります。その後、政策的

な部分で明らかになりましたら、また議会のほうに

上程をさせていただき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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんから、どう

いう形にするかという大筋を、そういう会議に委ね

て、そこから出てきたものについて理事者で判断し

たいと、こういうことだというふうに理解をします。

そしたら、新規就農につきましても同じようなこと

ですね。何も強い思いはないと。農業の担い手とい

うことについては、村長はどのようにお考えなのか。 

浜鬼志別、あるいはまた、旧シネシンコ地区で、

数年前までは６戸が経営体としてあったところござ

います。現在は、天野さんが経営する１経営体のみ、

これが稼働しているところでございます。残された

草地の利用につきましては、近接する方々が、それ

ぞれ利用されている。そういう状況であるというこ

とは私も、お話としてお聞きをしているところでご

ざいます。また、村内では粗飼料を共有化するＴＭ

Ｒの設立や、競合化による大規模な経営体になり、

飼育頭数も増えている中、その陰では離農による経

営体の減少。 

また、乳量もですね、私も時々、日刊宗谷等を拝

見をしているところでございますが、今年度もです

ね、他地域でもそうなんですが、東宗谷全体でも、

今の段階では、１年間の中で０．１パー  セント

ぐらいの増しかないと。他の各農協につきましては、

もうほとんどマイナスの中に陥ってると。猿払村も

ですね、それから他の町村も、大規模の経営体が誕

生してるんですけど、やっぱり個々の経営体が１年

間に１戸、２戸と離農されていると。そういう状況

だというふうに理解しております。 

そういった中でですね、一つの経営体を立ち上げ

るということは、大変な努力と、それから資金の問

題もありますし、何しろ、やっぱり一番肝心なのは、

やっていた方が、どのような人かと。人の問題でも、

これは後でなければ、なかなか判断はつかないわけ

でございますが、しかし、今まで猿払村の中で、い

ろいろと人選をしてきて、やられてる方々につきま

しては、それぞれ定着をして根差しているところで

ございます。 

こういう中をですね、村としてもですね、やはり

新規就農に、農協さんの考え方というのもあります

けど、やはり村長さんが、どういう形で新規就農に

対して力強い思いを示すかと。そういうことが、そ

ういう農協さんの意思決定のほうにも大きく作用す

るのではないのかなと。そんなふうに思いますが、

そのことについて一つ、村長さんのお考えをお聞き

をしたいと思います。 
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○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：酪農業への新規就農

対策につきましても当然、私も産業課長時代から大

変重要だというふうに認識しております。また、意

欲ある若者を積極的に受け入れていきたいというふ

うに考えております。現在、新規就農者の状況とし

ては、昨年離農した２戸のうち１戸は決定しており

ます。現在、就農に向けた準備に入っておりますけ

れども、もう１戸は現在、募集を行っているところ

でございます。 

今後も関係機関と連携を取りながら、新規就農者

の受け入れに取り組んでまいりたいというふうに考

えておりますけども、その後、酪農振興会等とも、

いろいろ協議を、お話し合いをさせていただきまし

た。金銭面での、いろんな助成制度につきましては、

各農家さん、それぞれ考え方が違っております。酪

農業だけのお金の助成だけは、それだけは村長やめ

たほうがいい、という方もおられますし、また違っ

た方面の御意見もあります。 

ただ単純にお金を与えて、それで新規就農だとか

後継者問題を片付けるというふうについては、非常

に危惧をされるというような農業者の方もおられま

すので、そういう、いろんな幅広い御意見をいただ

きながら、また酪農振興会、若しくは  ＪＡ東宗

谷のほうとも検討させていただきながら、どういう

形でいいかという部分で。 

含めて、それと全体的な他の業種の方々もおりま

す。商工業、漁業者、その他もろもろの団体もおり

ますので、そういう所とも、きちんと話し合いをさ

せていただきながら、一定方向を見つけて、施策と

して打ち出していきたいというふうに考えておりま

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）：新規就農という形が、

村内に今６０戸の農家があるように聞いております

が、そのうちの４分の１を超えてるのではないかな

と、私の中で認識をしているところでございます。

それは、お金ばかりの問題ではないと思います。猿

払村として、どういう、落ち着いていただく。なか

なか新規の人方も、いろんな条件を見ながら猿払村

に来たりですね、また、猿払村から別な方面のほう

へ行ったり。 

ですけど、やっぱり、そこでアドバルーンを上げ

続ける、あるいはまた、そういう、何ていいますか、

来て一気にですね、すぐ新規就農ということにはな

らないので、そういう研修期間をどうするかと。そ

ういうことも重要な、これは私が言わなくても村長

さんは十分御理解をしてると思いますが、そういう

期間も含めてですね、農協さんで実習される方法と

か、そういうときの賃金のほうですとか、やっぱり、

そういうことも十二分な生活ができるかと、そうい

うことも支援の方向であると考えるところでござい

ます。 

そういうこともですね、十分に検討していただい

て、そして村長さんが、是非とも猿払に、そういう

新規の方々が入ってきてもらわなければいけないと、

やっぱり、そういう先頭に立っていただいてですね、

実施することが一番の、そういう思いの解決ではな

いのかなと、そんなふうに思うところでございます。 

次にですね、新規参入もそうですが、後継者の対

策ということで、商工業、サービス業、農業の後継

者対策をどうするか。新規っていうのは他人という

ことでありますが、他人でも、また商売を引き継ぐ

という意味では後継者というふうな捉え方もできる

のではないのかなと。必ずしも血縁ばかりが後継者

ではないと。 

そういった中でですね、これも北海道の商工会の

瓦版という形で、美深町ではですね、月１０万円を

２年間支給。夫婦の場合は１５万円を支給。２年間

ですね。下川町では１０万円を１２か月。和寒は、

先ほど新規開業者のところでお話をしましたので。

もっと調べるとですね、もっといろんなパターンが

あると思います。私も、ただ単にお金を出せばいい、

ということでなくて、具体的に、そういうお金を出

すにしても、そういう強い姿勢をですね、やっぱり

村が、そして商工会、あるいは、この農業の後継者

につきましてもですね、私は同じことがいえると思

うんですよね。 

例えば商業でも、同じ商売をするわけですから、

そこに単身の若い者が来る。すぐに売り上げや収益
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が上がるわけではございませんよね。そういった場

合にはですね、経営者から次の後継者に対して給料

を支払う場合、経営者の給料を減らして、子息のほ

うに振り向けると。そういった中で慣れていただい

て、また、後継者も成長していただいてね、そして、

ずんずんと後継者のほうが、そういう力を発揮して

きて商売を盛り上げ、あるいは農業のほうもですね、

そういう成績、数字を上げて、そういうものを吸収

をしていくと。そういう期間として、これは２年間

という定めの中で、美深町では単身者には月１０万

円ですよと。そして夫婦の場合は１５万円を町のほ

うから助成をしましょう、という制度になってるの

ではないのかなと、そんなふうに考えているところ

でございます。 

金額の問題とか、そういうことではなくて、後継

者対策について、伊藤村長がどのように考えてるか。

これは農業のほうも、それから商業やサービス業の

ことにつきましても、あわせて御答弁をいただきた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えさせていただきます。商業、サービ

ス業での後継者対策につきましては、先ほどの御質

問にもお答えしましたとおり、現在、商工会等と協

議を行っており、できるだけ早期に具体化し、実施

してまいりたいというふうに考えております。 

農業後継者につきましては、経営者の年齢が ６

０歳以上の１９の経営体のうち、１７経営体に後継

者が、ほぼ確定しております。また、その他の経営

体にも将来を担う後継者が多数おります。村として

も意欲ある後継者を育てるため、後継者が中心の活

動体である、若者の楽農塾の活動の支援や、さらに

花嫁対策などの取り組みを積極的に行ってまいりた

いというふうに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：伊藤村長さんから、

課長さん時代を含めて、今度は執行者でございます

から、傍観者でなくてですね、自分がここの村をど

うするんだと、そういう視点に立って、今までの課

長さんとしての立場とは違うと思いますが、やっぱ

り現場に入りましてね、皆さん方の意見もそうです

し、ですけど、農業のなりわいにつきましても、ま

た、商業のなりわいにつきましてもですね、それぞ

れ共通をしてる所はあると思うんですよ。そういっ

た中で今、本当に、この村の中にね、そういう施設

がなくなってきたと。 

今までは商工業なんていうのはね、自助努力が必

要ですよ、ぐらいしか村政執行方針に、今までの村

長さんは誰もそんなこと書いてないですよ。自助努

力で。商工会っていうのは経済団体ですけど公益団

体ですから、（聴取不可）ではないんですよ。そこ

には今まで村民の方々からですね、そういう公益団

体ということで、たくさんの、継続をすることで補

助金をいただいてきております。しかし、一般の商

店や食堂は、皆さんが、そういう公益団体に補助し

ていただいた中でですね、それぞれ、いろんな形で

商工会の事業にも協力し、あるいはまた、いろんな

足りない所をですね、経理面ですとか、そういう面

で力を借りながら今までやってきたというのが実態

でございます。 

それをですね、ただ今までのような延長線上のよ

うな考えでどうするか。ただ商工会と協議する会。

あるいはまた、酪農の青年の方々とですか、そうい

う情報交換する。私はもう、そういうレベルを通り

越してるんではないのかなと。 

実際、猿払村だけですよね、今２８００人で、宗

谷管内では一番人口の減少率が少ないですが、稚内

市さんだって、つい三、四日前にですね、この人口

減の問題をどうするんだと。つい、こないだ４万人

を割ったらもう３万６千人台だと。そういうことが

日刊宗谷の社説に出ておりました。社説を多分、ず

っと１週間ぐらい見てもですね、人口減の問題とか、

何か（聴取不可）、こういう業界はどうなってるん

だとかね、そういう議論ですよね。ましてや管内の

他の町村さんはですね、もう猿払村よりも、町であ

っても人口の少ない町村が二つも、かつては猿払村

の倍も３倍もあった所がですね、そういう形で落ち

てると。そういう認識をですね、どういうふうに持

たれるのか。 
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今は２８００人を保てるからいいわけですよ。浜

のほうが本当にいい形で、そして水産加工関連の

方々もですね、また次に水産加工の人手不足につき

ましても今、質問しますけど、まず、この後継者の

対策ですね。村長さん自身がどういうふうに考える

か。評論家ではない。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：酪農関係の担い手と

いうか、新規参入、後継者問題につきましては、私

も産業課長時代から非常に危惧してるところでは十

分あります。その中で、産業課長時代には異業種交

流ということで、天北・放牧ネットということで全

国に発信をして、猿払村でフォーラムを開催させて

いただきました。その中で１００名以上の方々が参

加していただいて、フォーラムに参加していただき、

また、夜には各種いろんな団体のほうから御協力を

得ながら地域の異業種交流もさせていただきました。

その中で、いろんな、男女間の交流も含めてですね、

何とかいい方向に向かっていただければなという形

の中で、放牧ネットのほうと連携を取りながら昨年、

そういうような形で開催をさせていただきました。 

それから、花嫁対策につきましては、管内で実施

する花嫁対策事業、また、道北地域で開催する花嫁

対策事業に、積極的に本村の若い男性の方々に出席、

参加をしていただいて、いろんな女性との交際とい

いますか、そういうところまで発展をしながら、最

終的にはうちのほうで結婚をして、住んでいただけ

るという形の中で、産業課のほうで、ずっと取り組

んできております。 

また、農業委員会で、あるホームページ等につい

ても、一人一人の個別紹介を載せていただきながら

ですね、連日、数件の問い合わせが結構あったりす

ることもあります。そのやりとりの中で、なかなか

うまくいかないと。これは男女間の問題ですから、

なかなかうまくいかないということもありますけれ

ども、そういう形の中で今後も引き続き推進してい

きたい。そして、若い人方と交流をしていきたいと。 

さらには酪農業、当然、拓心中学校を卒業すると

きには、みんな農業、水産業、全然関係ないわけで

すから、それが卒業した後に、なかなか交流が持て

ないというような形になってきておりますので、相

互間の産業の理解も深める上で、私はそういう形の

中で異業種交流も積極的に進めて、若しくは、そう

いう村内の中でお嫁さん、お婿さんが迎えられるよ

うな対策も、あわせて引き続き やっていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、伊藤村長さんか

ら、去年の放牧ネットですか、それが行われたこと

は私も承知をしておりますし、やはり継続をしてで

すね、それから、村の姿勢をどういうふうに持って

いくか、そこが私は一番重要であると考えますので、

これからですね、なかなか簡単に解決の窓口はない

と思います。しかし、そういった中でですね、伊藤

村長の強い気持ちを持って、どうしたらいいんだと。

そしたら、こうやってみようかと。こういうことが

私は。それは課長さんも係も、あるいはまた村内の

農業関係者、あるいはまた、商工会の関係者もおり

ますけども、そういう話を聞きながら、最終決断を

されるのは、やはり伊藤村長さんが、どういうふう

に、そこに思い入れをしていくか。こういうことで

はないのかなと思います。 

次に、水産加工の人手不足につきまして質問をさ

せていただきます。昨年から水産加工の業界では、

就労者の不足、それによりまして、人材派遣会社に

依頼をいたしまして、一加工場当たり５名ないし７

名程度の人材を充て、労働力を確保し、不足をカバ

ーしていたと、そういうふうにお聞きしております

し、また、本年度も同様にですね、同じ程度、若し

くは、それ以上を確保すると。そういうふうにお話

を伝え聞いているところでございます。いろいろな

水産関連の省力化の機械、また、高性能な機材や冷

凍保存の機材を使っていてもですね、やはり手作業、

人手に頼らなければならない、そういうところであ

ります。 

また、昨今ずっとテレビを通しまして、東日本大

震災関連でも、新聞紙上でも、工場の再開はできま

したが、町に人が戻ってくるスピードが遅いと。し

かし、予定どおりの人手が確保できない。新聞で報

道されていることは、たった一部であると思います
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が、それを拝見していてもですね、これからの我が

村の状況。一体どういうふうになっていくんだろう

か。さっきの新規、あるいは後継者、そして水産加

工の人手不足。現状として、今後ますます人手不足

になっていくと思います。 

今まで人手を地元以外、近隣町村にも依頼をして

まいりましたが、近隣町村も人口減少、そして、若

い労働力の不足から、今後も不足を続けるというこ

とは明白であるところであります。この不足分を、

今後、数年間に全員をカバーするような事態になり

ますと、住居の問題、また、賃金も人材派遣会社に

お願いすると、最低でも今の賃金の １．６倍から

１．８倍になると考えられます。こうなるとですね、

村内での工場の稼働力が経営のひっ迫にさらされま

して、実にならなくなってきましたら、それも今後

いろんなことで努力はされていくと思いますが、そ

ういうことになってきますとですね、そういう状態

になっても限らないというような。 

以前にもですね、巽前村長の中で、この問題を、

数年雇用したらどうかと。やっぱり、ホタテの水揚

期間は１１月一杯なんですけど、冬の間、何とか１

か所の工場でも開けて、通年雇用で新規の人材を、

猿払村に定着をしていただくことはできないのか。

そういった中で当然、住宅の問題やら、子育て支援

の問題やら。やはり人が住むということは、そうい

うことになりますよね。そういう  一体感をです

ね、村として今、村長さんも、い  ろんなことで

出られて、水産関係の方々ともお会いをしてると思

いますが、村長さんが、この実態をどういうふうに

考えて、やはり何か手を打とうとしているのかです

ね、その辺を一つ、お聞かせをいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：水産加工業での人員

不足につきましては、私も深刻な問題だというふう

に認識しております。村内や近隣町村から就業者を

確保することが最良であると考えますけれども、議

員が言われるとおり、高齢化などにより、今後さら

に厳しさが増すということが予想されます。 

そのことから、巽前村長時代から、あらゆる機会

に中国人技能実習生受入特区制度の拡充を要請して

おり、私も２月中旬の漁港関係の陳情の際に、農林

水産副大臣、農林水産長官に対しまして、特区制度

の拡充の要請を行っております。その中で、政府と

して拡充の検討に入っている旨のお話があり、現在

は、その期待を持って、その推移を見  守ってお

ります。 

また、移住等を通して就労する方を確保する取り

組みにつきましては、季節的な雇用となることや、

住居の用意など、課題はありますけども、関係者と

検討してまいりたいというふうに考えております。 

また、昨年、産業課長時代には、加工協のほうと

２度ほど検討会、打ち合わせを、いろいろさせてい

ただきました。その中で、今、議員おっしゃられる

とおり、派遣会社の派遣職員の住宅の関係に係る、

いろんな備品関係について非常に困っていると。ま

た、私自身も、特区制度とは別に、   一般就労

対策として、東京にあるベトナム派遣会社のほうに

連絡を取らせていただき、いろいろ協議を進めてま

いりましたけれども、なかなか外国人が、中国人、

ベトナム人というふうになると、非常に難しいとい

うような形で御返答でしたので、その部分につきま

しては不調に終わったというような形でおりますけ

れども、今後、引き続き加工協、それから水産加工

場に就労する人方の人材確保につきましては、あら

ゆる団体のほうと協議を進めながら積極的に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。以上

です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：一番難しいですね、

人のことを質問しております。水産加工も本当に人

手不足なんですが、これが恒常的に、ずっといくと

ですね、例えば村の事業で、社会福祉関係も今、大

変、なかなか人の募集を出しても集まらないと。な

かなか、ちょうど潤沢な職員ではない。一時はです

ね、病院の看護師さんの問題も浮上しましたし、今

はある程度、少し解消してるかもしれません。です

けど、どういうベースで、どういうふうに根を入れ

ていったらいいかということをですね、やっていか

ないとですね、これは本当に近々の課題だと思いま

す。 
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今、特区の活用ですとか、一般就労団体ですか、

ベトナムとかの。そういう要請も伊藤村長さんから

ありましたけど、それは、あくまでも本当に近々の

対策の中の近々だとは思いますが、恒常的な対策と

いうのも、どこに、どういう形でやっていったらい

いのか。 

今、せっかくですね、猿払村が、このホタテとい

うものが復活されて、しかも量も安定的にある。こ

ういう中で、一番近い猿払村内で加工される って

いうことのメリットは非常に大きいと思いますし、

それが人々の生活につながったり、観光につながっ

たり、都市部と町村部の交流につながったりと、非

常に大きなものがあるわけです。そこに将来、１０

年後とか、そういうときにですね、そういう加工に

携わる人が少ないと。工場を開けるメリットがなく

なってきたと。こういう形ではですね。やっぱり今

から、そういう形でね、準備を進めていくべきだと。

そして、これは水産加工ばかりではありません。み

んな、どこもそうです。それをですね、村全体でや

っていかなければならないと思います。それで、そ

こに一つ村長さんの気持ちは、どういう形のものな

のか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私も議員と同じよう

な意見で、突発的な、単発的な施策だけでは駄目だ

と思います。やはり恒常的に、ここに住んでいただ

いて、ここで就労していただいて、子育てをしてい

ただく、という形も、僕もそのとおりだと思います

けども、なかなか、これが実際にやってみると非常

に難しいところがあって、特に水産加工の女工さん

という特殊な作業でございますので、なかなか難し

いなというふうには思っておりますけども、そうも

言っておられませんので、当然、就労者がいなくな

れば、ここに加工屋さんもいなくなると。そうすれ

ば産業の衰退にもつながるということにもなります

から、改めて積極的にですね、女工さんの確保に向

けて、漁組さん若しくは加工協のほうとも連携を取

りながら積極的に進めてまりたいというふうに思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：ここで昼食のため午後 

１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５６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。 

一般質問を続行いたします。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：午前中は、水産加工

の人手不足につきまして村長の認識、また、これか

ら、どのような形で展開をしていくのかということ

について質問いたしましたけれども、しかし、この

問題は、今までもそうですし、これからもそういう

形で、猿払村の行く将来を左右するものではないか

なと思いますので、やっぱり今からですね、いろん

なことで、加工の現況はどうあるべきか、猿払村の

産業がどういうふうに今後、根付いて、そういう内

的な要因というか、あるいはまた、その人的な要因

で産業が途絶えることのないような、そういう施策

を執ってい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。 

４番目、子育て支援につきまして、お尋ねをした

いと思います。子育て支援につきましてもですね、

長い歴史から話しますと、明治後期、ここにホタテ

ガイが大量に生息すると。そういうことから、この

猿払村が始まったとされております。幾多の産業や、

そういうものを移りながらですね、やはり戦後、大

きく変わってきたのは核家族化、あるいは、家族体

制が変わって核家族化。そして、お父さんも、お母

さんも共働きの家庭。そういうことで国もですね。

村だけではありません。国が大きな主導を握ってで

すね、小さい子どもたちを、きっちりと日本国民と

して優秀に育てていかなければならないと。 

そういう中からですね、村もその一役を担ってで

すね、子育て支援ということで、それぞれの地域が、

それぞれの地域の子どもたちを、その子育て支援と

いう形でやってきてるのが今の現状だと思います。

その支援につきましてね、いろんな見方もあります
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し、やり方もありますし、猿払村では医療費の補助

等ですね、そういう支援の方法もやっていると。そ

ういうことは十分、理解、承知しているつもりでご

ざいます。 

しかしですね、たまたまテレビを見ておりました

ら、三笠市。三笠市といえば炭鉱の町で、炭鉱の閉

山後、どんどん人口が衰退していって、何とか市の

中で生活をしてもらう。あるいは働く場を見つけて

もらう。そういった中で市が、小さい子どもたち、

子育て支援を何とか三笠市でやっていただいて、三

笠市、あるいは三笠市周辺で仕事をされている方に、

三笠市で生活をしてみませんかと。そういう、ホー

ムページと申しますか、テレビのＣＭでございます。 

まだ私も三笠市という所に行ったことはありませ

ん。しかし、山崎さん親子という、ワイナリーを経

営している、最近、大変ブドウの質も良くて、非常

にいいブドウだということで、ワインも作られてる

ということで、ここ何年か非常に、急速に注目を集

めている方のようでございます。その方が、最初に

テレビに出てまいりまして、その最後のほうにです

ね、三笠市は紙おむつ代が内容ですよと。あるいは、

幼稚園、保育所は実質無料ですよと。あとでホーム

ページを見させていただきましたら、保育料、幼稚

園料は、一度は払っていただくと。払っていただい

た金額をですね、市の商工会議所と申しますか、商

店会で使える商品券を、その額と同等の商品券に置

き換えて、三笠市内で使ってくださいと。こういう

ものでございました。 

まだ何か他にもあったようなアレでございますが、

やっぱりコンセプトとして、そこまで本当に、子ど

ものいる若い世帯の人方をですね、どうか三笠市に

来ていただきたい、そういうような姿勢が見られる

ところでございます。そのまま三笠市のことを言っ

ても仕方ありませんけれども、それも何か、イオン

さんが野菜工場群を作るということで、１０戸程度

の農家のですね、土地を借りてですね、大々的に野

菜を、ハウスを作って、そこで野菜工場を作るとい

うニュースも、その後、最近になって、そういうこ

ともありました。 

そういうことから猿払村もですね、別に、こうい

うことではありませんけれども、今後そういう形で、

いろんな形で人を呼び込んで、そして今、現実に住

んでいる方々もそうだと思うんですけども、そうい

うことの子育て支援というのを一番基本に、若い世

帯の人方に来ていただくということは、そういうこ

とだと思うんですが、そういうものについて村長は、

どういうふうにお感じでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。三

笠市の子育て支援についての取り組みについて、ど

う感じるかということでございますけれども、各市

町村においては出生率の低下や転出による人口の減

少に歯止めが掛からず、何とかしようと転入者を増

やし定住促進を図ろうと努力をしてるところでござ

います。三笠市では、その施策の一つが乳児紙おむ

つ購入費用助成事業であったり、保育所負担金助成

事業であるんだろうというふうに思っております。 

私としては、これらの取り組み事業については素

晴らしい取り組み事業であると評価をさせていただ

きながら、村としても現在、子育て支援につきまし

ては他市町村にはないソフト面での取り組みを実施

しております。しかしながら、野村議員から一例を

御紹介いただきましたので、今後、私としても子育

て支援事業などを推進していく上で、各市町村の取

り組み事業を参考とさせていただきながら、村に合

った支援策を講じてまいりたいというふうに考えて

おります。 

また、猿払村は昭和６１年、６２年、６３年あた

りが確か出生のピークだったというふうに思ってお

ります。６０人程度の出生があったと思います。で

きれば、そのくらいまでに復活できるような施策も、

もう一度、保育所、また関係部署のほうと、子育て

支援センターのほうと協議をしながら進めてまいり

たいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：子育て支援というの

は、一口に言ってしまえば子育て支援ですが、大変、

幅の広い問題であるし、住んでる人方の構成とか、
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いろんなことから、産業の構成によっても違ってく

ると思いますが、是非ですね、いろんな施策もある

と思いますし、また猿払村の中、どういう現況であ

るのかということを踏まえながら、また子育て支援

をですね、この支援が正しいというものは、私はな

いと思います。そういった中で、猿払方式と申しま

すか、猿払に根付いていく。あるいは皆さんに喜ん

でいただける。そういう施策を一つ、期待をいたし

ております。 

次、公営住宅について、お聞きをいたします。公

営自宅については、少し資料をいただきました。一

般公営住宅、鬼志別地区から、ずっと浜鬼志別、知

来別、猿払、浜猿払、浅茅野、合計２５０戸。政策

空家２４戸。今現在９５．６パーセントという入居

率となっております。それと単身者向け住宅１６戸。

現在は１戸空家という形で聞いております。そうい

ったことにつきまして、しかし、  ちょうど村長

さんの執行方針にもありますけど、建築２０年を経

過したものがあると。半数以上あると。すぐには建

て替えも難しい。そういうことで、長寿命化計画を

立てて、屋根のふき替えや、外壁の張り替えも行い

ながら、補修をしながら、戸数確保を行っていきた

い。そういうふうに聞いております。 

私ですね、実は先日ちょっと、うちの浜鬼志別地

区で１戸、入れ替えがありました。退去される方と、

新しく入居される方でございますが、この質問の用

紙にも書いてるんですけど、住宅の係のほうからは、

私物は全部処分してください。設備ですね。ストー

ブ、給湯器、お風呂、全部。それで処分しました。

次に入る人が決まりました。そしたら次に入る人は

全部新品を投じたら、いくらぐらい掛かると思いま

すか。 

それとですね、今の一つの公営住宅の方向。ある

いはまた、民アパの方針としてもですね。民アパは

１００パーセント付いてるわけですよ。公営住宅も、

平成１９年以降に建てるものについては全部、設備

も付いてるわけですよ。単身者向けも２０年前に作

られてますけど、そうですよね、  ちょっと私も

覚えがあるんですけど、高校を卒業した１８歳のお

兄さんや、お姉さんがですね、単身者向け住宅に来

ましたと。そうしたら親ですよね、付けるのは。そ

して、猿払の民間の会社に勤めて、合わなかったら

辞めるわと。そしたら、  せっかく大枚のお金を

掛けたものを、また持って帰らなきゃいけない。そ

ういうようなことから当時もですね、最初から設備

を民間の人にお願いして付けて、そして今があると。

そういう状況だと認識をしております。 

非常にですね、今２５０戸あるところをですね、

どのようにやっていくのか。非常にですね、私、一

方では省エネだとか、ものを大切にするとか 言っ

てますけど、そういう観点からもですね、それから、

失礼な話をしたら悪いんですけど、まだ民アパに入

れる方々は、それだけ年収があると思うんですよ。

月五万何千円払えるわけですから。やっぱり公営住

宅には入れないから、年収の引っ掛かりで入れない

から、そっちに入るわけですよ。しかし、公営住宅

に入る人っていうのは、やっぱり一定の最低限の年

収から、最高限の年収もありますよね。 

そういった中で、かなりの投資になるもの。それ

と、あとでは平成１９年ぐらいから建てるものに付

いてきてるものであればですね、これ今、入れ替え

の機会にですね、何か、そういう方式を。ただ、私

物は取っ払ってくれ。それじゃあ何か時代に逆行し

てないか。どうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：平成１９年度以降に

建設された村営住宅につきましては、ストーブ、給

湯ボイラー、灯油タンクの設備を村で設置しており

ます。それに係る費用の一部は家賃に算定されてお

りますが、それ以前に整備された住宅の設備につき

ましては入居者負担としていることから、原則とし

て自己負担か、リース方式で設置をしていただいて

おります。一部の住宅におきましては、前の入居者

が設置したものを退去後に引き続き使用する場合も

ございますが、トラブルを防止するため、無償譲渡

とすることと、故障した場合は自己負担となる旨の

確認書を取り交わしていただいております。 

また、苗畑団地の単身者向け住宅における設備に

つきましては、村では直接関与せずに、入居者と業

者との間でリース契約が行われております。一般の
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村営住宅でもリース方式を導入できないかという御

質問でございますが、既に設置済みの方が大半と思

われることから、今後、新た入居される方でリース

方式を希望される方がおられます場合には、村内の

設備業者を紹介するような形で対応を考えさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：そういう今まで取っ

てきた既存住宅。それを、今までは付いてないと。

これからのものは付けていくと。しかし、付いてな

いもの。今、現況として入ってる所はいいんですけ

ど、そういう入れ替えのある所、そういう所から変

えていく気はないのかと、そういうふうに聞いてい

るんですよね。ということは、私物は  一切取っ

てくださいということで、全部片付けてしまったと。

それで、いいんですか。今の答弁だと、何も一歩進

んだ話にはなっておりません。それが省エネとか、

ちゃんと使えるものを他人に譲渡したりですね、一

部はゴミになったり、リサイクルになったりしてる

わけですよね。次の人のことの、村長さんが今、言

われたね、一部を無償で置いていってください。し

かし、無償で置いて  いってください、っていう

担当の係の言葉は何もない。私物は一切取り払って

くださいと。こういうことです。 

それと、村の一つの方向性としてね、今後、  

一遍に全部やりなさいということは言っておりませ

んが、そういう退去される方の所、そこの状況を見

て、判断をしながら、できたらそういう形でね。こ

れは機械設備ですから、やはり村の職員もそこまで

専門ではありませんのでね、民間の業者にお願いし

ながら、メンテナンスをしながら、そういう価値と

かもありますから。あるいは当然、今度、何年も使

ったものであればメンテナンスの回数というものが

ありますから。 

ただ民間から直接リースしてるから村は関係あり

ませんよ、ということにはならないと思うんですが、

それは次の単身者向け住宅の建設を促進していきた

いということですけど、単身住宅だって今、リース

料は月１万円だというんですね。それが、ずっとね、

村は何も関係なく、勝手に値段を決めたって意味で

すかね。それも、ずっと１万円でいいのか。もっと

上げるべきなのか。それとも、もっと下げるべきな

のか。そのくらい村は責任を持って、入居者に対し

て責任があるんでないかなと思いますけど、もう一

回答弁お願いします。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただ今の議員の御

質問にお答えしたいと思います。村の公営住宅につ

いてはですね、村としての政策の部分でいくと、や

はり省エネ対策、いろいろな部分で、ものを大切に

するという思想の部分については大事にしなきゃい

けないと思ってます。これから、この３月、４月時

期に当たってはですね、かなりの入れ替え等の部分

も出てくるとは思われます。その中で、使えるもの

は大切にして、使っていかなきゃいけないというと

ころについてはですね、村も一緒になって、入居者、

あるいは退去者の立場に立った形でですね、考えて

いかなきゃいけないというふうに思っておりますの

で、今後においてはですね、そういう政策の部分で、

きちんと入居者、退去者の立場に立ちながらですね、

村もどういう方向性を持って、リース方式にすれば

いいのか、あるいは、そのまま使っていただくこと

がいいのかどうかも含めて協議をしていきたいと思

いますので、その方向性で村は取り組んでいきたい

と思いますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今、副村長の答弁

では、今後、積極的に、そういうものを対応してい

きたいと。その件については、レンタルにするべき

なのか。それともまた、個人から無償で提供いただ

いて、次の方にまた無償で差し上げると。村は一切

関係ないということだけはないですね。村が最終的

に責任を持って、そして入居者は、なかなか、いろ

んなニーズもあるようですけども、入居者のニーズ

を大切にしながらですね、村としてできること、で

きないこと、っていうのはあると思います。それと、

機械は専門的な集団にお任せしないとですね、当然

メンテはできないと思いますんで、その辺また、民

間の事業者、そういう所とも協議を図って。 
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そしてまた、今現在ですね、単身者についてはレ

ンタル方式と。それと平成１９年以降についての公

営住宅については、村で付けて、どういう形でやっ

てるのか。そのレンタルもですね、もっと１万円以

上なのか。今現在は１万円って聞いてます。それが

１万円で安いのか。それとも、もう少し不足なのか。

それと配管ですとかね、そういう基本的なものは誰

が入っても変わらないわけですから。 

今、平成１９年くらいから村が全部やってる っ

ていうことは、そういうものもですね、民間の業者

に負担を掛けないような形で、基本的な所は村が全

部用意して、お貸しをしたらいいんでないですか。

その辺もう一回、村がどこまで関わっていくのか、

そこをお聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただ今の御質問に

お答えしたいと思います。単身者住宅の家賃の中に、

１万円の中にレンタル料とか含まれてるというよう

な感じも、それもあるんで、そういう形で算定して

るっていう形ですけども、その辺も含めてですね、

あと配管とかの部分も民間の方々と、いろいろな業

者さんと相談しながらですね、村が全面的に関わっ

た形の中で今後、検討していきたいと思いますんで、

よろしく御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、副村長さんのほ

うから踏み込んだ、いわゆる村が、これから   

ちゃんと管理、監督をしながら進めていくというこ

とでございましたので。 

次、２番目にですね、単身者用の住宅につきまし

てもですね、先ほど申しましたけど今現在１６戸。

空家は１戸のようでございます。その設備の関係に

つきましてもそうですけども、民間アパートの中に

はですね、今年度供給されるものを含めて１６戸で

すかね。単身者用っていうのは、ありませんよね。

そういった中でですね、単身者の需要というのも、

一部は公営住宅をお借りをして、２ＬＤＫとか、３

ＬＤＫに単身者が入ってる場合もあると思いますよ。 

そういった中で、農業関係もですね、随分と今、

牧場全体ですとか、それから今のＴＭＲセンターと

か、あるいは個々の農家で単身者を雇っているとか。

村営牧場にも中山間の、そういう補助金で昨年度で

すね、世帯向け２戸、単身向け３戸という形で住宅

ができましたけど、そちらのほうも非常に若い人を

何とか、うまく人がつながってきていると。そして、

観光のほうもですね、そういう形で少しずつ若い人

方の就業も増えてきていると。 

そういう観点からですね、もう少し単身者向けに

も目を向けて、建設を急いではどうかなと。なかな

か民間で単身者向けのアパートを作ってくれる事業

者がいるのかなという感じをしておりますので、そ

の点についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現在、村では世帯向

け住宅の建設を優先しております。単身者向け住宅

を建設する計画は、現在ございませんけれども、民

間賃貸住宅建設助成事業の整備基準として、単身者

向け住宅を優先する項目の設定等を検討していきた

いというふうに考えております。 

また、民間の方々に、単身者向け住宅の建設とい

う部分についてもお願いをしておりますけれども、

なかなかコスト高ということも考えながら、そうい

う官から民へという流れの中でも、民間業者の方々

についても単身者向け住宅のコスト高ということも

考えれば、我々行政のほうも今後、どちらのほうを

優先していくかということも、改めて項目の中に設

定をして、検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：３番目、民間アパー

トの建設の補助制度。それについては今年度、延長

される見通しであると。そして、まだまだ供給の促

進をして。そういう施策でありまして、しかし、だ

からといってですね、なかなか民アパに入れる世帯

っていうのは、私は限られてくると思 うんですよ。

それと、公営住宅の半数が２０年を超えていると。

それと、今、入ってる公営住宅も、実質、もう入る

場所がないと。９５パーセント以上の入居率である

と。そういうことからですね、やはり一般公営住宅

の需要というのは、まだまだあると思いますし、ど
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こかではスクラップ・アンド・ビルドで、そういう

ことも視野に入れてですね、公営住宅の建設もです

ね、あわせて行っていかなければ。 

今、私も何点か質問してる中で、若い世代は住宅

がきちんとしてないとですね、まず若い人方は入っ

てきませんよね。あの古い所に入れて、そこで我慢

しろっていうのは、我々の世代であれば アレです

けど、今の若い世代の方々にね、本当に古くて、何

か、その辺から虫がわいてくるようなね、そういう

所に詰めておいたら、それがアレで来ないと。ある

いは、生活も最低限の水準のようでございますので、

その辺も、村長さんはどういうふうに考えてるか、

お聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：猿払村公営住宅等の

長寿命化計画というのがございます。これは平成３

３年まで、それと平成２８年には見直しという形の

計画を持ってございます。平成２４年度より既存団

地の建替事業を進めておりますけれども、今後につ

きましても、鬼志別団地地区及び浜鬼志別団地等で

建替事業を計画しております。平成 ２８年度に見

直しをかけるときには、戸数は減りますけれども、

少し間口を広く取ったような形の住宅の建設を今現

在、計画しておりますので、何とぞ御理解をお願い

したいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それでは最後の、観

光の施策について質問したいと思います。観光とは

何か。一口に答えられる人はいないんではないだろ

うか。観光がどうして必要か。観光は村民にどうい

う影響があるのか。好影響もあるのか。また、猿払

村の産業や経済にも、どのような影響と恩恵がある

のだろうか。一杯、有益な効果をもたらしてくれて

いると思います。観光もですね、村民の意識の向上

とともにですね、やはり能動的に観光を高めていく

と。効果を高めていく。これは、村長さんも皆さん

方も一緒になって、そういうふうに考えてると思い

ます。 

ちょっと一言ですね、私、ここに、なぜ書いたか

というと、ここに観光協会の決算書をいただきまし

た。平成２２年度、２３年度。村からの補助金が５

００万円でございます。２４年度が８８０万円でご

ざいます。そして今年度ですね、予算書では２２６

３万５千円ですね、村補助金。これは、開村９０周

年記念事業いうことで、いろんな枠の中で、観光協

会の中で、やっぱり千昌夫さんといえば、来ていた

だく料金も大分高いですし、他のいろんな事業もで

すね、９０周年関連ということで大幅に増えたとこ

ろでございます。 

しかしね、本当は新年度の一般会計予算の中で聞

けばよかったのかもしれないですけど、私はね、ち

ょっとこれは一般質問で聞きたいなと。どうしてこ

れ、一気に３０００万円になったのか。その他に観

光看板設置工事１０００万円。その看板の用地測量

１００万円。それから冬季の観光誘客手数料１５０

万円、どういう使われ方をするのか。大幅にですね。

私は、去年は９０周年ですから、普通の年であれば

９０周年の関連の予算を精査したら減少に、そして、

そこから今後、どういう事業をやるのかと。そうい

うアレだと思いますけど、中身は何ですか、それ。

そこを一つ、お聞きをします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えさせていただきます。観光につきま

しては、する側と、受け入れる側で、その目的や役

割に違いがあり、私たちが考えるべき観光の目的は、

受け入れる側として、村外から人を受け入れ、満足

度を提供し、お金を使ってもらい、地域の活性化に

つなげることと考えます。その中で、おもてなしの

心など満足度を高め、村民の理解と協力が必要でご

ざいますけれども、それらを高めるための一歩一歩

の積み重ねも、とても重要であるというふうに考え

ております。 

今年度の観光に関する予算につきましては、その

中心となる村観光協会事務局の機能充実のための人

件費の増額、４名体制。各方面から強く要請があっ

た村ＰＲ看板の設置。そして、来訪者を多く呼び込

むための取り組みに関する予算を配置しております。

また、多くの村民も楽しみにされております観光ま

つりは、今年度は第４０回目の記念となりますこと
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から、昨年の開村９０周年記念と同等程度の内容と

させていただき、開催費用を増額させていただきま

した。今後につきましては、観光協会員や村民と観

光に関しての勉強会や、意見交換の機会を持ちなが

ら進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君・登壇）：ただ今、村長が

御説明させていただきました内容を、若干詳しく御

説明させていただきたいと思います。まず、観光協

会の補助金の増減について最初に御説明をさせてい

ただきます。議員がおっしゃいますとおり、昨年度

につきましては観光協会補助金２２６３万５千円で

ありました。６月に１４０万円ほど補正をしており

ますので、ちょっと端数はアレですけども、トータ

ルでは２４００万円程度の補助金額に、現状なって

おります。 

今年３０００万円になったという内容につきまし

ては、まず人件費といたしまして、これまで事務局

長を産業課長が兼務していた部分を、観光協会とし

て事務局長を採用するという部分に係る増額が約２

５０万円。 

それと、観光まつりが、先ほど村長からお話あっ

たとおり開催４０回目ということで、全体的には前

年度と、９０周年と同様の計画をしておりますが、

諸般の値上がり等があって約４０万円の増額です。 

もう一つ、観光協会としても、観光協会員の協力

を基に、観光される方々のおもてなしをしていただ

きたいということで、道の駅に出店されてる店舗の

方々、観光協会員、それぞれ出ていただきまして、

観光客、ツアーで来られるお客さんに  なってし

まいますけども、猿払の特産品を味わうような取り

組みをしたいと。猿払勝手丼というような名称を付

けながら、観光客をおもてなししたいという費用に

約２００万円。 

それと、昨年も開催しております、夏休み期間、

お盆ぐらいになりますけども、子ども夏まつり。縁

日のようなものを開催しているんですが、今年につ

きましては、さっぽろ雪まつりですとか、東京駅の

開園のときにプロジェクションマッピングというこ

とで、かなり多くの人方から評価を受けてる内容の

ものを猿払村でも行ってみたいということで３００

万円の増額をしておりまして、それらの合計が約７

９０万円という部分が今回、観光協会補助金の増額

の内訳になっております。 

もう一つ、観光協会の補助金とは別に、冬の誘客

の取り組みの部分についてです。これまで、猿払村

観光といたしましては、冬期間の集客が大きな課題

になっておりました。今回、誘客に向けた取り組み

としては、二つの柱を持って考えております。一つ

は、どうしてもツアー客に頼らなきゃならない部分

がありますので、ツアー客に多く来ていただく取り

組み。もう一つは、どうしてもツアーを対象にしま

すと、旅館さんですとか民宿 さんには、なかなか

効果が生まれないということで、そちらの方々に、

何とかお客さんを呼び込むための取り組みをしてほ

しいということでの補助金の２本立てを、予算化さ

せていただいております。 

ツアー客につきましては１５０万円の予算を上程

させていただいておりまして、それにつきましては、

クラブツーリズムという旅行会社さんを中心に、猿

払村に冬期間、１１月から３月の間、  ７５０名

以上の集客をお願いしたいと。そのためのツアーを

作っていただくこと、ＰＲ活動をしていただくこと、

パンフレットを作っていただくことの手数料として

２００万円の計上をしております。 

もう一つ、村内の旅館さん、民宿さんの取り組み

といたしましては、事前に民宿の方々と担当で相談

した結果、ツアー客よりは日常的なお客さんを何と

か呼び込むための補助が必要だということで、多く

は工事などで来られる方々が対象になるのかもしれ

ませんけども、１週間以上滞在していただくお客様

に、毎食１千円程度の晩酌セットを、村の補助金を

基に提供しながら、是非とも猿払村内の宿泊施設を

利用していただけるような形を取りたいということ

で、旅館さん、民宿さんを含めて３軒ありますが、

その３軒に宿泊される１２月１日から３月末までの

冬期間を中心に、先ほど言いました１週間以上の宿

泊を連続される方々については、村の補助金を基に

誘客を進めていきたいというものの９０万円を計上
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させていただいております。以上です。よろしくお

願いします。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それにしましてもで

すね、前々年度８８０万円。去年は、今、課長のほ

うから２４００万円。そしたら１６００万円ぐらい、

去年は村からの補助金が増えておりますよね。それ

は９０周年で増えたのであって、９０周年でなけれ

ば、どの程度まで減ったのか。８８０万円になった

のか。そして、いくら足したって、そんな３０００

万円にはなりませんよ。９０周年の分は相当落とし

てるんですか、これ。落とさないまま、ふやけたま

まね、これ足していってま  せんか。 

私ね、ちゃんと詳しく説明されれば、ちゃんと納

得しますよ。しかしね、いいですか。ちょっとこれ、

話が少し逸れちゃいますけど、敬老の予算だとかね、

子育ての予算だとか、ほとんど伸びはありませんよ。

観光費だけね、こんなに伸びていいんですか。この

まま、どうしても通すっていうなら、私、反対しま

すよ。いや、いいですよ、答弁はいらないです。答

弁するっていうなら、してもいいですけど。 

○議長（山須田清一君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君・登壇）：大変申し訳あり

ません。たまたま説明した内容につきましては、今

年度、９０周年記念事業で行ってた内容に対して、

増えたものについて御説明をさせていただきました。

それで、結果的に増えたものが約７００万円強、８

００万円程度ですので、当初予算で見てました２２

００万円と３０００万円の差額について御説明させ

ていただきました。今回、ちょっと説明が不十分で

したので、考えてる内容をもう少し説明させていた

だきます。 

観光まつり費用につきましては、先ほどもお答え

させていただきました。昨年並みということで１０

６０万円程度の予算を考えております。 

誘客事業といたしまして、先ほど２００万円の増

額分の説明をしておりましたけども、これまでも行

っておりました北宗谷観光連盟との共同取組のエー

ジェントＰＲ活動等を含めると３３０万円。 

その他、さるっぷグッズの作成ですとか、事務局

費用、会議費用、負担金等を含めて約３３０万円。 

人件費につきましては、先ほど事務局長を置くと

いうことでの２５０万円程度の増額というふうにお

答えさせていただきましたけども、事務局長１名と、

２名の女性職員が今いますので、その３名分で１０

００万円の人件費。 

それと追加事業として、夏まつりでのプロジェク

ションマッピングという取り組みに対しての ３０

０万円の事業を検討しておりまして、合わせて３０

００万円という形になっております。 

先ほど、ちょっと説明が不足しておりましたので、

補足させていただきました。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：失礼な話ですね、観

光協会３０００万円。そしたら、観光協会の自前が

いくらあるか。それは会員さんの会費ですよね。役

員さん、会長さん始め、村民の方の中から、それぞ

れ会費を募っていると。しかし、実質は村の施策で

あると。それがね、増え方が、去年だってキャラク

ターを作ってませんか。１６０万円で。そういう減

った分もあったらね、他の分野で相当増えてるんで

すよ。いや、増えてるのには目的があって、こうい

うことで使いたいというのは分かりますよ。観光の

予算というのは１２０パーセントでないですよね。

これ全体ですよ、これ。そしたら、敬老予算だとか

ね、子育ての予算だとか  っていうのはね、いく

らも、ちょとっと毛が生えたぐらい、やっと増額し

たようなものはあるけど、ここだけ、がっぱり増え

てるっていうのは、そういう増やし方でいいんです

かって、そこを聞きたいんですよ。 

私は観光事業についてはね、やっぱり能動的に、

積極的にやっていくべきだと思いますけど、去年は

９０周年。そこで掛かったものを一回精査して、今

度、新たに観光協会で４０周年。それも分かります

よ。しかし、去年だって９０周年記念をやって、や

っぱり落ちてる部分というのは相当あるはずですよ。

しかし一遍にね、２００万円だとか  ３００万円

だとか付けてね、それが果たして妥当なのかどうか。

そこを私は聞いてるわけですよ。どうですか、村長。 



  －15－ 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然、道の駅に関し

ましては、ふるさとの家の運営も含めてですけれど

も、なかなか、宿泊等について稼働率を上げるべき

だと。それから、公園に、より多くの観光客、村民

が集える憩いの場を作るべきだと、いろんな御意見

をいただいております。その中で、極力お金を使わ

ないで、公園を活性化していく、地域活性化をして

いくという部分については、今回、新たな取り組み

を是非やらせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

その中で、これから取捨選択をしながら、事務事

業評価を受けながら予算配分をしていきますけれど

も、今年度については、冬期間の誘客活動。ふるさ

との家の運営につきましては、確かに８０から９０

パーセントという稼働率にはなりませんけれども、

少しでも稼働率を上げていけるような形にしてまい

りたいというふうに思ってますし、それから、出店

店舗の方々についても、いろんな努力をしていただ

きながら、協力をしていただきながら、あそこの公

園の活性化に向けていきたいと。 

ただ、それだけでは、やっぱり観光産業というの

は、なかなかうまくいかない。ふるさとの家だけ突

出して公園の活性化に向けてはいけないということ

で、先ほど課長から説明がありましたけれども、村

内にある旅館、それから民宿等についても、やはり

同等レベルのお客さんが来ていただくような底上げ

をしていかなきゃならないということで、新たな事

業を設けさせていただきました。 

商店関係については当然、商品券などを発行しな

がら底上げを図っていっているわけでございますし、

それと民泊も含めて、全体的な底上げをしていく。

また、観光客、地元のお客さんが、村内に集うこと

によって、来ていただくことによって、商店の購買

力も上がっていくんだろうというふうに考えて、今

回は増額という部分で計上させていただいたという

ことを御理解していただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：あと答弁はいりま  

せんので、最後に、これは一つ言わせてください。

ふるさとの家もですね、お願いをして、もう少しで

１年（聴取不可）する時期になりましたよね。前に

も何かの機会に私、言ったかもしれませんけど、去

年の今頃どうしてたんだと、そういう警鐘も、前に

何か会議でお話しをしたと思うんですよ。今年度か

らは、ふるさとの家の指定管理料もですね、２１７

０万円でしたか。大幅に増やして、そして何とか安

定的にやっていただきたいと、そういう願いで今ま

で来てるわけですよ。 

何とか、これ、やっぱり１年ぐらい数字を見て、

そしてまた、冬期のですね、どういう形で集客して

いくか、そういうものをですね、もう少し見据えて

からでも、こういう対策を打つっていうのはね、い

いんでないのかなと。今までになく、そういう形で

ね。そういう年でしょ。それが急に、  ぼんぼん。

いろいろな形で温めてきたものがあると思うんです

よ。今まで抑制された中で、そういう温めてきたも

のもあると思うんですけど、私にすればですね、去

年は９０周年をやって、今年は観光協会の４０周年

でね、だから、ぼんぼん、と。 

去年にキャラクターを作った１６０万円だってね、

今年はキャラクターは作らないわけですよね。そう

いう部分というのは相当、新規のところに増えてね、

こんな増え方でいいんですか、って。他の予算は、

ほとんど増えてないですよ。ちょっとずつですよ。

ですから、ちょっと過ぎやしませんか、っていうこ

とを私は言っている。それだけ最後に言って、質問

を終わります。 


