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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。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：一般質問通告書に従って質

問したいと思います。地域活性化について。地域活

性化について同僚議員も何度か質問されていますが、

具体的な対策は大変難しい問題ではあると存じます

が、行政として鬼志別商店街の立て直しは急務であ

ると思いますが村長のお考えをお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の佐々木議員の御質

問にお答えしたいと思います。議員御心配のとおり、

今年の７月にガソリンスタンドと商店が閉店し、猿

払村の中心である鬼志別におきましても商店などの

減少が進み、村民の生活必需品の購買環境は低下し

てきているというふうに私も思っております。３月

の定例議会の一般質問の中でもお答えいたしました

が、遅ればせながら本年２月から商工会役員と担当

課でそれぞれ何をすべきか、どのような施策が必要

なのかなどの協議を始めておりました。その中で村

民の生活を支える商店などの活性化に向け、今議会

で商業振興条例においての助成制度を提案させてい

ただいております。この条例の詳細は後ほどの審議

の中で御説明いたしますが、意欲を持って商業経営

を行う方々を支援し、鬼志別のみならず村内での生

活必需品などの購買環境の向上につなげていければ

というふうに考えております。また、この助成制度

を使う方の掘り起こしも商工会と共に進めてまいり

たいというふうに考えておりますのでよろしく御理

解をお願いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：振興条例も概略はお伺いし

ておりますのでね。ただ、補助金を出せば活性化す

るかというと決してそうではないと思うんですよね。

今、非常に地域が、どの地域も人口が減少している。

過疎化が進んでいる。その原因は一体何なのかとい

うと、やはり地域に経済がない。働く場所が少ない。

どこの地方も。今、国の方でも地方を再生しようと

いう機運が高まってはいますが、しかし、今、我が

村においては非常に遅い対応ではないのかなと思う

んですよね。一つの私は案として、村で購買の施設

を造って、そこに販売業者を募集するとか。あるい

は、あの地域に村の住民課などが出先機関として置

くとか。そういったその、行政が主体となって、た

だ補助金を出すだけではなくて、具体的に、積極的

に対策を練るという方向も一つお考えになったらい

かがでしょうか。提案したいと思うのですが村長は

どのように思いますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私もこの度閉店した商店の

方とちょっと若干お話しをさせていただきました。

その中で閉店に至った経緯としては、やはり後継者

がいないということが一つの問題であったというふ

うにお聞きしております。今、議員さんから御提案

のあったとおり、そういう集中的なストアーといい

ますか、スーパーといいますか、そういう大きな建

物の中に商店を入っていくと。入れていくという形

の方法も過去には、そのような話しもあったという

ふうに聞いておりますけれども、ただ、前段で申し

上げましたとおり後継者がいない中でそこの中に、

もし仮に大きな店舗を建ててそこの中に商店が入っ

ていただくという形になっても、やはり長期的な目

でみるとなかなか投資が難しいというようなお話も

過去に私が産業課長時代そのような話しもございま

した。そういった中でこれから商店が閉店、閉鎖し

ていく中で買い物弱者といわれる方々がどんどん増

えてくるという部分については、私としても非常に

危惧をしているところでございますから、手法とし

ては来ていただくんではなくて、こちらから逆に赴

いていくというような形での、今１か所、車での移

動販売という形でやっていただいているところもご

ざいますけれども、今後そういうことも含めながら

検討していきたいなというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：実際そのとおりなんですけ

れどもね。例えば漁業者は後継者がきちっと居りま

すね。それから農業者っていうのはなかなか、今は

後継者も段々できているようですけれども、なかな

か農業の後継者というのも少ないという。一体どう

いう差があるのかというと簡単ですよね。経済的に
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自立できるのは一体どちらかというと、今は漁業者

の方がずっと自立できます。ですから後継者も育ち

やすい。それと同じように商店街の方も自立した経

済ができないからこそ後継者ができないという。こ

れは我々工業者、建設業も含めて同じようなことが

言えるわけですよね。つまり、魅力のないような業

種になると段々少なくなってくる。そこで、どのよ

うな案を出し、どのように改善し、改革していくか

っていうところが村長さんの手腕。また、我々議員

の手腕でもあると思うんです。我々も提案し、村長

さんもお考えになり、新しい村づくりをしないと、

どんどんどんどん寂れていくと思うんです。後継者

がいない。後継者がいないというのは他に道がある

からですよね。尚かつ継ぎたいと思うような状況に

ないということです。ですからそういう状況をどう

やって乗り越えていくかというのが、我々の使命で

もあると思うんですけれども村長さんはどの様にお

考えですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：確かに議員おっしゃるとお

りだと思います。これから商工業の部分については、

商店関係については衰退していくというふうにつき

ましては、これ非常に猿払村にとっても、私にとっ

ても困る状況であります。その中で今回、先ほど言

いましたけれども商業振興条例の部分で、助成を出

せばいいのかというような話しもありましたけれど

も、その部分で新規に商店を開業される方、それか

ら後継者の方、そういうような方々の若干の手助け

をさせていただく中で、少しでも商店の活性化をし

ていければというふうに考えておりますので、それ

が一つの手法でございます。また、いろいろな手法

が多々あるかと思いますけども、今後も含めて商工

会の方ときちっと担当課も含めて相談をしてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：次にですね。観光事業は基

幹産業になるのかということを質問したいと思いま

す。ここ最近、観光事業に力を入れて、かなりの助

成金も出ておりますけれども。私共がこの６月に東

北の方に、道の駅の視察に、見学に行ってまいりま

した。もちろんこれは聞いてらっしゃる方に不明な

点があったら困るので説明しますけれども。この見

学は、視察は自分達で、議員が自分達で積み立てし

たお金でもっていろいろなプランを立てながら２年

に一遍とかいろいろなところ、各地を視察に行くと

いうそういうものであります。今回は道の駅という

テーマでもって東北の方に行ってまいりました。私

共が行ったのは岩手県の遠野市と、それから葛巻町

というところの町をみてきました。遠野町というの

は御存知のように柳田国男という民俗学者、民話学

者の遠野物語。これ大変有名でありましてね。河童

とか妖怪とかね。あるいは天狗、そういったものの

民話を基に柳田国男が編さんして出したのが遠野物

語。今だに観光客が来ているというそういう町であ

ります。私も盛岡に何度か行った事あるんですけれ

ども。遠野町には車でないと行けないもんですから、

なかなか縁がなくて是非行きたいと思っていたとこ

ろに今年そのようなチャンスをいただいたので感激

しながらみてきましたけれども。そこにある道の駅。

産直、農家や酪農家が作った物を直接売るという。

そこの産直の道の駅のやり方としては、売り上げの

１０パーセントを振興公社がいただくわけです。売

り手とかそういう人件費は振興公社で持って、尚か

つ修繕費もすべて振興公社が持つと。そこに行政は、

行政はただ造っただけですね。すべてのことを自立

で賄っていると。大変に近隣の農家も含めて全ての

方が潤っている。尚かつ有名なところでありますの

で観光客も多い。あるいは近隣の人達が新鮮な野菜

や新鮮な乳製品を求めて日々来ているということで、

黒字経営でやっていますよということで胸を張って

おりました。また、葛巻町。なかなか縁がなくて私

も何処にあるのか分からなかったんですけれども。

久慈市というところに向かう盛岡の本当に青森の側

をとおって近くですね。久慈市です。久慈市といえ

ば日本のチベットと言われた本当に誰もが行かない

ような、岩手そのものがそれほど発達していない。

なんせリアス式海岸で山も深いですから。そういっ

たところで人がなかなか住めないということで日本

のチベットと名が付いていました。私が付けたので

はないから大丈夫だと思うんですけれど。そういう
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ところの葛巻町の道の駅でさえ黒字ですと。案内を

していただいた葛巻町の役場の若い方でしたけれど

も胸を張って言ってました。凄いなと。ただ、助成

金を出すだけでなくて、きちっと利益を上げて町民

に還元できるというそういったお話を。また、ワイ

ン工場もあったんですけれど。ちょっと話しが長く

なって恐縮ですけれども。全ての事において活性化

をしていると。尚かつそういった売り上げが町民に

もきちっと還元できるような感じを受けました。ぜ

ひ、私も村長さんにこの町のようにとは言いません

けれども、ただ助成金を出すばかりではなくて、何

とか利益を上げて少しでも福祉に還元できるような、

そういった方向でこの観光産業が発展してくれれば

いいなと望んでいるのですけれど村長さんのお考え

をお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。観光が基幹産業にな

るためには、私はいくつかのハードルを越えて、か

つ時代の潮流に乗ることが重要であると考えており

ます。まず一つ目は、住民の方々に観光について興

味を持っていただくこと。二つ目は、現在基幹産業

として確固とした基盤を持つ水産業、酪農業との融

合であると思います。三つ目は、猿払村を、また、

地場産品をより多くの方々に知っていただくために

継続してＰＲし続けることだというふうに考えてお

ります。また、その中で先日、世界的に有名な中国

料理人、脇屋氏を観光大使に任命していただきまし

た。脇屋氏におきましては、本村を売り込んでいた

だくために、御自分のお店やメディアを利用しなが

ら現在御協力いただいているところでございます。

また、観光まつりとは別に、札幌教育大学、札幌市

立大学及び札幌天使大学の栄養学科の学生達の協力

を得ながら事業を実施し、また、各種イベントや地

場産品を利用した料理の提供をしていただき、住民

や観光客の方に楽しんでいただいた事はもちろんの

ことでございますが、この学生たちに猿払村や本村

の地場産品を知っていただいたことも大きな収穫で

あるというふうに私は思っております。また、企画

政策課で商品開発を進めておりました試作品も、先

日、議員各位に御正味いただきましたので、御意見

等を踏まえ、もう少し味付けなどに工夫をしながら

できるだけ早いうちに商品化に向けて取り組んでま

いりたいというふうに考えております。本村では観

光事業を生業としている事業主は少ないとは思いま

すけれども、それでも村としては観光協会などと協

働し、さるふつ公園を核としながら、可能性を見出

しながら私は進めてまいりたいというに考えており

ます。そのことによって将来観光事業を副業でもい

いからやってみようかという方々が出てくれば、さ

らなる地域の活性化や住民の活力につながると思い

ますし、少しずつでも基幹産業へ進むというふうに

思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：観光産業を発展させるのに、

特にこの北海道なんかはそうだと思うんですけれど、

常に行政が持ち出しをするという。補助金を出すと

いう。そういったところが多いと思うんです。最終

的には立ち行かなくなって、ホテルなんかもそうな

んですけれども。稚内もそうでしたね。全日空ホテ

ルを売却したりとかですね。そういうふうに常に負

の財産が膨らんでしまうという。そういった事がな

いような。きちっとした。業者にももちろん利益を

上げてもらう。だけども村が造ったものについては

きちっと手数料、あるいは地代なり代金をきちっと

払ってもらう。そういった中で健全なる観光事業を

発展させていくっていうのが村民にとっても望むべ

き姿ではないかと思うんですよ。どうもこう、我々

もそうですけれども、この過疎地において、どうや

って事業展開をしていくかというのは非常に難しい

ですから、ついつい補填、補填ということで、限り

ある村の財源というか、財政がせっぱ詰ってしまう

ような状況に落ち込んでしまうことが多々あります。

これからはぜひ、考えを変えていただいて、利益の、

採算の取れないものはすぐ後退してしまう。例えば

遠野町の道の駅では、まず参加するのに参加料とし

て３万円取られるそうです。その他に売上げから１

０パーセントですから暴利と言ってもいいぐらいだ

と思うんですけれど、それでもきちっとして生業と
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してやったということですから。そこまで私は猿払

村のこの観光事業に望んではいません。ただ、村民

が納得するような。せっかく出したお金が少しでも

村民に還元できるような、そんな村長さんのこの采

配を期待してるということなので、ぜひその辺につ

いても一言お考えをお聞かせください。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：今議員の方からお話しあり

ました、遠野町と本村との比較をされているんです

けれども、なかなかそこの遠野町と本村との出店も

含めて若干なかなか成り立たないところがあるんで

はないかと思います。遠野町につきましては全体的

な大きな建物の中にいろいろな方々が出店していた

だけるような状況というか、建物もありますけれど

も、本村についてはそういうところが今だありませ

ん。本村の地場産品だとか道の駅の活性化のために

猿払村が建物を、売店を建てさせていただいて、そ

こに出店して、家賃を払って出店していただいてい

るという状況の中で、なかなかそこで利益を生んで

振興公社等の中で全体的にやるというのはなかなか

今の状況としては非常に難しいんだろうなというふ

うに思います。ただ、今後、前回からお話ししてお

ります複合店舗という話しも、現在改めて煮詰めて

おりますので、そういうことも含めて今後どういう

体制にしていくのか、個々にするか複合店舗的な話

しになるのかということで、また、話しが後戻りに

なるかもしれませんけれども、改めてそういうこと

も検討していきたいなというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：今の質問は遠野町の真似を

しろということではなくて、考え方として少しでも

村民に還元できるような、そういった事業を展開す

るようにこれから考えて、お互いに、村民とも皆で

考えていくような、そういったコンセプトにしてほ

しいというお願いでありますから。昔のように建物

を造って、ただ、どんどんどんどん補填していくと

いうような、そういう時代ではありませんよねと。

これからは少しでも造った以上は多少でも村民に還

元できるような、そういった考え方で皆で知恵を出

して頑張っていきましょうというそういう話しだっ

たので、これからもお互いに意見を出し合って前向

きにいきたいとそのように考えております。 

次に福祉行政についてでございます。これは前回

も質問させていただきましたが、今回どのように経

過が進捗してるのか。今、国民年金は。もちろん村

長さんはその辺のプロですから、国民年金の方がど

のくらい貰えるかもちろん御存知だと思います。そ

の辺も含めて今福祉行政はどのような状態にあるの

か教えて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）：ただ今の佐々木議員の御質

問にお答えさせていただきます。年金額は幾ら貰っ

ているか御存知かというような御質問でございます。

年間での老齢基礎年金額につきましては、７７万２

８００円であるというふうに承知しております。ま

た、その内、年額で介護保険料３万円と後期高齢者

医療保険料５千円を差し引きますと、手取りで７３

万７７００円になるというふうに思っております。

また、消費税値上りに伴っての対策についてですが、

福祉という観点からは当初予算で計上させていただ

きました福祉灯油購入助成事業を行ってまいりたい

というふうに思っております。さらに消費税の値上

げのみならず、電気料金等の光熱水費の高騰、子育

て支援の観点からも現状の乳幼児からお年寄りまで

の各種助成事業の拡大について、来年度に向けて今

さまざまに検討協議を進めております。また、福祉

タクシーにつきましては、福祉タクシー無料チケッ

トの進捗状況ですが、来年度に向けて、現在、年間

の無料チケットの枚数や対象者をどの範囲までとす

るかなど、また、他の議員の方からも過去に御質問

のありました片道５００円の料金の値下げをどこま

でするかということにつきましても、現在、さまざ

まなシュミレーションを行い、細部に渡って協議を

している状況でございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：今、国民年金は年間７３万

円ということだそうですけれども。私は月額で調べ

てきました。上限で大体６万６千円くらいがいただ

けると。年金については民主党政権の時に一元化と
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か、あるいは最低年金保障７万円とかってことで非

常に年金の問題で論議されておりましたけれども、

最近そういった議論も少ないというより全然ないわ

けであります。一体、年金生活者はどうやって暮ら

せばいいんだと。私共もそろそろそういった年代に

入ってきまして、私も非常に興味がありまして、私

の年金は大体どのぐらい貰えるのかと調べたところ

ですね。大体、厚生年金、私共で１０万、９万切る

か９万から良い人で１１万から１２万。１２万まで

いかない人が多いですね。共済年金となると、これ

は公務員の方。職業加算金というのがあって非常に

これが優遇されておりますね。これは大体１９万。

月額です。１９万ぐらいだそうです。そうすると、

この国民年金だけで暮らしている人との差というの

は１０万以上になるわけですよね。国民年金に入っ

ていた人が悪いのかということになるわけです。こ

れは国民年金に入りたくて国民年金に入ったわけで

はないんですよね。国が決めたんです。事業主は国

民年金。それから会社に勤めている方は厚生年金。

そして公務員の方は共済年金。このように決められ

たわけですよ。我々の老後を国が決めちゃったわけ

ですよね。私達が共済年金に入りたいといったって

入れない。事業主が厚生年金に入りたいといっても

入れない。こういった状況を生み出してしまった。

それは当然行政として、その老後というのをある程

度、少しでもいいから多少応援してあげるぐらいの

気持ちがなかったらいけないと一議員としてやはり

思うわけですよ。だから、もし福祉タクシーについ

ても全て無料にするんであれば構わないと思うんで

すけれども。仮に何歳以上と決めた場合、これはや

はり税金の払える方と払えない方、税金を払えない

方には厚くするとかそういった配慮っていうのは必

要ではないのかなと思うんですよね。やはり年寄り

が安心して、老後を安心して暮らせるような国をつ

くるっていうことが国家としての当然の責任だと思

うんですよ。若い人、子供ばかりが大事、もちろん

大事です。だけど子供だけが大事じゃないんですよ。

お年寄りが大事なんです。我々のお父さんお母さん

がやはり社会で面倒見るような、そういった親の面

倒は子供がみれよみたいなそういう無責任な国であ

っては私はいけないと思うんです。やはり頑張った

お父さん、お母さんの面倒は、我々、今働いている

世代が少しでも助けていこうという、そういう気持

ちが必要じゃなかろうかなと思うわけです。ですか

ら、そういった意味でこういうふうに年金制度にも

区別があるわけですから。たくさん貰える人から少

ししか貰えない人。そこをやはり村長さんも、皆さ

ん行政の方が深く考えていただいて。全員が満足す

るなんてことありえませんし、当然、多少の御不満

もあっても理事者が考える。これで大体みんな公平

になるなというような配慮をしていただきたいとお

願いをして。お考えを聞きましてね。お考えをお願

いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私も議員のおっしゃるとお

りだというふうに思います。確かに乳幼児、学童も

当然これからの、次の世代を担っていく方々ですか

ら、これも非常に大事ですけれども、今まで地域に

貢献されてきたお年寄りの方々についても十分厚く

手を差し伸べていきたいというふうに考えておりま

す。その中で先ほど答弁させていただきましたけれ

ども、福祉タクシーの部分につきましては、議員お

っしゃられましたとおり所得制限だとか、年齢をど

こまでするかとか、それによっては６００人規模か

ら３００人とかいろいろな対象によっては、いろい

ろな対象者の人数が関わってきますし、全体的な来

年度に向けて助成事業の拡大ということも考えてお

りますけれども、ただ、全体的にはやはり村のかま

どということもあります。そういうことも検討を入

れながら、できる限りの事は高齢者施策の方に取り

組んでまいりたいというふうに考えております。ま

た、確かに今、国民年金の保険料は１万５２５０円

ですかね。年金料も２６年度から０．７パーセント

減額になって月額６万４４００円の手取りになった

というような状況でございますから、そういう部分

を踏まえて、これからは国民年金のみならずお年寄

りの方々にも厚く何かかにかの手助けをしていけれ

ばなというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：以上で終わります。 


