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○議長（山須田清一君）：引き続き一般質問を続行

します。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君）：それでは通告書に従い質問

をさせていただきます。 

まず一番最初に定住自立圏についてお伺いをいた

します。２００９年４月に政府や道が人口減少対策

強化ために開始された広域行政制度。いわゆる定住

自立圏の活用が各自治体で続々と進められています

が、宗谷管内でも本村を含め稚内市を中心とする９

町村が定住自立圏形成協定に参加をしています。こ

の定住自立圏形成は、中心宣言を行った市が、経済、

社会、文化などにおいて密接な関係を有する近隣の

自治体との間で議会の決議を経た上で１対１で協定

を締結し、人口定住のために必要な生活機能を確保

するための役割分担を決めるものであります。人口

減少対策は各自治体において喫緊の最重要課題であ

ることは疑う余地のないものでありますが、この定

住自立圏協定に関しては、今現在も具体的な連携策

である共生ビジョン策定の段階であると認識してい

ます。この定住自立圏協定を今後活用し、また、取

り組む意思があるのかまずはお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の山森議員の御質問

にお答えさせていただきます。若干ちょっと定住自

立圏の今までの流れをちょっと質問させていただき

たいと思います。定住自立圏の形成につきましては、

平成２１年４月から本格実施されておりますけれど

も、宗谷におきましては平成２１年２月に宗谷広域

圏振興協議会において定住自立圏構想に取り組むこ

とを確認し、同年６月の首長が出席する宗谷広域圏

振興協議会総会において稚内市が中心市宣言に向け

た取り組みを進めていく旨の意向を表明しておりま

した。その後、担当者レベルでの検討会から首長の

意見交換など、数々の協議を経て平成２２年１２月、

管内各市町村議会において協定の議決をし、翌年１

月に合同調印式が行われ、稚内市と各町村との協定

が締結されております。共生ビジョンにつきまして

は、協定の締結後、稚内市と各町村との個別協議を

はじめとした各種検討を重ね、平成２３年５月に策

定、公表を行っております。また、昨年１２月に協

定に行政委員会の機関を共同設置し、事務の効率化

を図るための施策として機関の共同設置を追加した

ことにより、共生ビジョンにおいても機関の共同設

置の項目を追加し、具体的な事業として公平委員会

の共同設置が盛り込まれたところでございます。 

質問ですけれども、今後の定住自立圏の形成に関

する協定の活用につきましては、現在実施している

施策の継続はもちろんの事、費用対効果が高く住民

サービスの向上につながる施策を優先的に活用して

いきたいというふうに考えております。その中で、

特に広域図書サービス提供事業や社会教育施設等の

活用事業にも積極的に稚内市と協議をしながら取り

組んでまいりたいというふうに考えております。ま

た、先週末より教育文化の分野に分類されている稚

内北星学園大学活用推進事業を活用した北星学園大

学との遠隔授業が浅茅野小学校において開始されて

おります。今後は、同じ分野のＡＬＴネットワーク

事業の活用も可能ではないかと私は考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：少しずつでもこの定住自立

圏構想が活用されていくことは良いこととは思いま

すが、まずこの宗谷管内において定住自立圏構想は、

先ほど村長が述べていたように、稚内市を中心とし

て残りの９町村が協定に参加をしていますね。その

中でも注目すべきは、枝幸町、浜頓別町、中頓別町

は、この宗谷管内の定住自立圏の他に名寄市、士別

市が複合型として形成している中心市の方にも重複

して参加をしております。これは地理的状況も手伝

ってはいますが、名寄市、士別市との協定の方が現

実的であることから、そのような形になったと考え

られます。しかし、もう一つ、それはこの中心市で

ある稚内市の状況であります。この定住自立権構想

には最低でも５万人、若しくは４万人超の人口が必

要とされていますが、この稚内市を中心市とする定

住自立圏構想では３万９５９５人とそれにも満たし

ていない状況であります。また、近隣市町村すべて

含めても７万  ３０００人ちょっとという部分で

あり、全国的にみても、こういうところはなかなか
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ないぐらいの人口減少が続いているような地区であ

ります。その中で、その稚内市と定住自立圏構想を

組むわけですが、実際に稚内市がそのぐらいの余力

があるのかどうか、これも見極めていかなければな

らないと思っています。また、双方が、これは構想

を練るにあたってメリットがあるものでなければな

りません。この定住自立圏に関しては、財源として

一般の財源ではなく補正予算を組むにあたって、ほ

とんど地元自治体に負担が掛からないようなものに

なっていると私は理解をしております。その中で、

これを活用しない手はないなということも考えられ

ますが、この特別交付税措置を扱うことによって事

業がしやすくなる部分も私はあると思っています。 

その中で、これは医療、福祉、教育、産業振興な

どいろいろな部分で協定を結んでいると思いますが、

私がみた中で、例えば医療。医療に関しては、医療

機関情報の共有を目的としたネットワーク体制の構

築うんぬんというものがありますが、これ例えば稚

内市が医療に関して本村と協定を結んだ場合、これ

稚内市自体が医療分野でなかなか結果を出していな

い部分もあります。これはなかなか協定を結ぶには

難しいなという部分もあります。 

それから福祉。福祉に関しては子育てネットワー

ク強化に向けた連携を図る。物凄い大ざっぱな協定

内容はすべて、すごい大ざっぱなものでありますね。

だから場合によっては良い方に取るとどのようにで

もできるという部分もあるのではないかと思います。

この子育てネットワーク強化という部分も、これも

稚内市がいろいろな事をやっているようですが、な

かなか結果が出てこないという部分もあり、難しい

かなという感じもします。 

また、教育に関しては、生涯学習機会の充実、先

ほど村長も答弁の中で申してましたように着々とそ

れは進んでいるのかなと私は思ってます。これを今

後も進めてほしいなというふうに思います。 

次に産業振興に関しては、これは四つぐらいの項

目があるようですが、その中で着地型広域観光の現

実により地域経済への波及効果の拡大を図るという

ものが含まれております。これも取り方によっては

いろいろな部分があると思いますが、例えば稚内市。

稚内市には稚内空港という空港があります。これは

観光拠点とするには、なくてはならない今や部分で

あると思っています。そのためのこれは事業を今す

ぐ始めるという協定ではありませんので、連携強化

を図り、それをお互いに考えていこうじゃないかと

いう施策でありますので、その部分に関しても広域

観光ルートの設定。例えば今お互いに観光協会など

で広域的なパンフレットなども発行しているようで

ありますが、それをお互いに自分達を全面に出した

ような部分があると思いますので、それはお互いに

お互いの立場で対等な立場でものを考えて、これか

ら宗谷管内全てで観光客を迎え入れるような形のも

のをぜひともつくっていただきたいなと思っており

ます。 

次に鳥獣被害防止対策の連携強化を図る。これも

対策の強化ですので、この中で例えば今一番問題な

っているのは、私が常々一般質問等でもお伺いして

ますエゾシカ対策の部分が凄いウエートを占めてい

るものだと思っています。この中心市である稚内市

は、これはエゾシカ対策に関しては、たぶん管内で

は一番出遅れて施策を練っている町ではないかと私

は思っています。それであるが故にお互いに知恵を

出しあって、また、本村も対策、対策といってもま

だこれといって特効薬を出していない状況でありま

すので、お互いに連携してこの部門も協定を結んで

いけるのではないかと私は考えております。 

また、次に水産物の付加価値に向けた調査研究を

推進するうんぬんとありますね。協力体制を構築す

る。これもお互いに漁業協同組合を持っている部分

であり、お互いに競争力をもって対等してやってい

る部分ではありますが、これも企画立案を練るとい

う部分ですから調査研究を進めるという上で、例え

ば猿払は皆さんも御存知のように５年物の天然ホタ

テ、これはもうブランド化されて世界中に輸出をさ

れております。それから宗谷ではタコ。これは有名

ですね。たこしゃぶなんかも有名になってブランド

化されております。水産物に関しては、例えば先ほ

ど誰かが述べていたように農産物に関しても牛乳、

これは加工製品として独自産業化を見込めるもの、
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これもスタートしたばかりですので、これからの施

策次第ではどんなふうにでもなると考えています。 

というように、この定住自律圏構想の策定ビジョ

ンを見るだけでも、たくさんこれから使っていけう

ようなものがあると思います。私が言いたいのは、

先ほど言ったように、これ何するにもお金が掛かる

んですね。お金は掛かるんですが、この定住自立圏

構想の利点というのは、先ほども言ったように財源

が特別交付税措置であるということ。これが凄い考

えてみると大きなものになるのではないかと思いま

す。そういう点も含めて今後もう少し一歩進んだ連

携強化を図る意思があるのかどうかまずその辺をお

伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：ただ今の議員の御質問に

お答えをしたいと思います。まず最初にこの定住自

立圏の部分ですが、先ほど村長が述べたように、議

員も今述べていらっしゃるように、地域の課題をい

かに周辺市町村、中心都市と魅力を活用して、相互

に役割を分担して、協力して圏域全体、いわゆる宗

谷圏域全体で必要な生活機能とか、人口定住を促進

するということが一つの目的であると思っておりま

す。それには、やはり各市町村の自主性と特色をや

はり尊重しながら、この定住自立圏については積極

的な事業を展開していかなきゃいけないと思ってお

ります。その部分でいくつか今言われているように

産業振興、医療、福祉、教育、文化、環境、防災な

どのいわゆる住民にとって村民にとって必要な生活

機能の強化をすることがまず一つの目的。それと弱

者対策といいますか、足の確保、老人、特に高齢者

になると免許を返したりする形があるので、やはり

地域公共交通、あるいは道路網の整備、その辺につ

いてのインフラの整備について結び付きやネットワ

ークの強化をしていかなくてはいけないのではない

かと。それとやはり宗谷全域で今後考えると、やは

り次世代の人材を強化していくと。いわゆる人材育

成をつくっていくようなことも将来的に見据えてい

かなければいけないんではないかと思っております。

財源的には今現状では中心市には１市４０００万程

度。周辺市町村、うちの村もそうですけれども  

１０００万。年間１０００万という形での特別交付

税の措置もされていることは確かでございますし、

これを利用することによって地域活性化、必要なそ

の事業等に対して地域活性化事業債の措置も講じら

れる。いわゆる充当率９０パーセントというところ

もありますので、今後のやはりまちづくりの部分で

は、やはり圏域的な、単独でできるものもあるのか

もしれないでしょうけれども、やはり特色等を尊重

しながら共同でやっていかなければいけないものも

当然出てくると思っております。この圏域の、宗谷

圏域の部分については、いわゆる平成２３年から２

７年度の５か年計画でございましたので、来年度が

一応その５か年にあたるということもあります。で

すから、その辺、  ２３年からの経過を踏まえて

今後の宗谷圏域をどうしなきゃいけないってところ

も含めてこれから考えて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。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：今、副村長の方から答弁い

ただきましたが、この交通インフラ整備や次に質問

をしようと思っていたんですが、結び付きやネット

ワークの強化に関わる政策分野という部分で定住自

立圏構想の中に含まれていますね。交通インフラ整

備。陸、海、空の交通アクセスの確保と強化等圏域

のネットワーク化につながる交通網の整備を推進す

る。分かったような分からないような内容なんです

が。これは本村と稚内市は当然のように交通網でつ

ながって隣り合わせの地区であります。最近あそこ

の、東浦から増幌に向けた道路も開通して時間的に

も距離的にも便利にはなったとは思いますが、まだ

まだ冬期間にはすぐに通行止めになったり、例えば

崖崩れもありましたね。最近物凄く多いのが交通事

故があそこの道は凄い増えています。事故に関して

は。去年の夏ぐらいから、こちら側の入り口とか出

口で交通量のカウントをしていたようでありますが、

今後あそこは道道ですので北海道がどのように動く

か、それも注視しなければなりませんが、あそこは、

あの道が整備されたという理由の一つに確か私の記

憶では空港へのアクセスという部分であの道が整備
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されたと私は聞いております。その部分からも先ほ

ど言ったように空港というのは観光、それから産業

振興、新規産業、何をするにも今の時代なくてはな

らない交通網であります。空港に到着した方が本村

に来る場合にあの道を通るのが一番手っ取り早い方

法でありますが、その道があの様な状態で今後も維

持されるとなると、なかなか物事が先に進まないの

ではないかという懸念も私は思っております。この

ような事から先ほども副村長が答弁いただきました

ように、この定住自律圏というのは、ほとんど、あ

らゆる全てのものが網羅されて形成されているもの

でありますので、考え方次第によっては、どの様な

取り方も取れますし、また、いろいろな優遇措置も

あるようであります。しかし、今、政府が創りまし

た、まち、ひと、しごと創生本部ですか。いわゆる

地方創生本部、これができた事によって、この自立

圏構想も今後どのようになっていくのか、まだ見通

しが立たない状況であると私は思ってますので、今

後政府だとか道だとかほかのものにいろいろな事に

注視しながらこれを進めていただきたいなと思って

おります。 

次の質問でありますが、人口減少対策についてお

伺いいたします。今申したように日本創生会議が今

年５月に公表した、いわゆる消滅自治体リストが呼

び水となり、政府がまち、ひと、しごと創生本部と

いうものを設立しました。人口減少問題や地域活性

化に本気で取り組む姿勢を示してますが、今後の動

向次第では地方自治体に対する支援がどの程度補償

されるかは流動的であります。しかし、その中に求

められているのは既存の施策だけではなく、自治体

の独自性であり、将来を見据えた事業展開であると

思っています。人口減少対策の重要課題として特に

３０歳から３９歳の若年女性の人口をこの地域の将

来を決定付ける指標と位置付けており、その中で宗

谷管内において本村は人口減少率が最も低く予想さ

れています。しかし、将来的に人口は確実に減少す

るのはこれは明らかであります。早急な対策を検討

すべきと考えます。特に若年層の雇用対策、それに

伴う子育て環境の充実は今後の重要課題であります。

雇用対策は本村の現状では先行きを見通せるものは

なく対策を早期検討しなければなりません。また、

子育て環境ではさらなる行政サービスの充実を図る

必要があると考えますが村としての考えをまずはお

聞きします。 

○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を

させていただきたいと思います。日本創生会議は２

０４０年、昭和５２年に若年女性の流出により全国

の８９６市区町村が消滅の危機に直面することを発

表し、そのことが呼び水となり、政府は人口減や少

子化など地方の問題に取り組む、議員おっしゃると

おり、まち、ひと、しごと創生本部を創り、地方の

魅力や特色を生かし若者が働くことができる場、子

育てを自然の中で行うことができる場づくりをつく

り上げることなど、地域再生について重点政策とし

て打ち出されたのは、議員の御承知のとおりだとい

うふうに思っております。現在、猿払村においての

出生率は平成２０年から２４年度まで１．７５と北

海道の中で５番目の高い位置にあり、また、人口減

少推計では若年女性人口変化比率が４１．７パーセ

ントと道内でも減少が低い将来推計が出されており

ます。これは本村においては一次産業、漁業、酪農

業の就業率が３３．４パーセントで一次産業の基盤

がしっかりしていることが大きな要因として私は段

階考えております。 

議員の御質問でございますが、人口減少に対する

村の考え方、それを踏まえた若年層の雇用対策、子

育て支援策についての考え方についてお答えをさせ

ていただきたいというふうに思います。村としての

人口減少対策の考えですが、まずは本村の基幹産業

である漁業、酪農業の安定した基盤づくりや後継者

担い手対策をし、安定した日本の食料基地として、

さらなる一次産業の振興及び発展を図ることが必要

であるというふうに考えております。また、商店が

減少していくことは生活基盤そのものに大きな影響

を促すものでありますので、商業者に必要な助成措

置を行ってまいりたいと考えます。更に地場産品を

利用した六次産業化に向けた特産品の開発など、独

自性を持った個性あふれる村づくりを推進すること

により、定住、移住対策につなげていきたいという
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ふうに思っております。また、子育て支援対策につ

きましては、後継者担い手対策等を考えると、そこ

には次世代を担う人づくりに向けた子育て環境の充

実は必然的なものであるというふうに私は考えます。

現在、保育料の軽減、高校通学助成の増額、乳幼児

等医療助成の拡大等、子育てをしやすい環境に向け

て、来年度に向けて、現在協議検討をしているとこ

ろでございます。また、若年層の雇用対策について

は、私が掲げた高齢化社会を見据えた福祉施設の建

設、住まいづくりとあわせ、施設で働く若者の雇用

創出を生み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）：山森君。 

○議員（山森清志君）：つい先日の報道ですが、こ

んなものがありました。消費税を８パーセントに据

え置いた場合、来年度消費税が１０パーセントにな

るという噂が流れておりますが、消費税を８パーセ

ントに据え置いた場合、政府が消費増税によって確

保しようとしている子育て支援の財源 ７０００億

円に対し、３０００億円程度の不足が２０１５年に

生じることが厚労省の試算で判明したというものを

目にしました。仮に財源不足が生じた場合、これは

人口減少対策が足踏みする可能性があります。政府

の方針が我々この小さな猿払村にまで及ぶ影響がこ

れはあるわけですね。その政府の方針にも注視しな

がら、それに左右されない、先ほど村長も述べてお

りましたように独自の施策を打ち出すことが求めら

れております。これはすべてのものに言える事です

が、右へ倣えではなく、本村が自分で考え、自分で

行動し、自分で事業を立ち上げ、自分で物事を解決

する。その独自性が今どこの地域にも求められてい

ると思っています。この地方創生本部でも同じ予算

は重複して出さないと、もう一度精査すると言って

ますね。これは言い方を変え、名称を変えて同じも

のに同じ予算が付けられているというものが全国に

たくさんあるそうであります。このことを踏まえて

右へ倣えというものでは同じようになってしまいま

すので、ぜひ独自の事を、これは全村、住民も巻き

込んでアイディアを出し合って、これはどんなもの

でも同じことですが、考えていかなければならない

のではないかと思っています。 

それから若年層の雇用対策。これについても現在

の状況では新規産業の創出を見出せるものほとんど

ないのが事実であります。本村の人口減少率が低い

のは、一次産業、特に先ほど述べておりましたよう

に漁業者の若い世代の影響であります。しかし、こ

れにも限界があります。例えば漁業者、同じ世代の

若者が結婚をし子供をつくる。それが多い年、少な

い年がありますね。これが漁業だけではありません

が、本村の現状をみると、この漁業者の若い世代の

影響をもろに受けていると言っても過言ではないと

思います。仮に今年２０人子供が生まれました。で

も来年２人しか生まれなかったとなると、それだけ

でこのパーセントはガクンと変わるはずです。その

ことも含めて、これは数字だけの問題であって現実

をみると本当に綱渡りをしている状態であると私は

考えています。その事も含めて、その依存度を軽減

するような産業の創出を研究、検討すべきと考えま

すがその点について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）：議員の御質問にお答えしま

す。石破大臣の方もこれからはばらまきの補助制度

はやめるというな話もありますので、議員の申した

とおり、これからは各自治体が独自性を持った施策

を考えて国の方に提案型の事業を発信していかなけ

ればならないというふうに私も思っております。ま

た、これからは若者をいかにうちの村に呼び込んで

いくかという部分につきましては、先ほども申し上

げさせていただきましたけれども、高齢者福祉の施

策の部分で何とかそこで就労していただける方をう

ちの村に招へいをしながら何とかやっていきたいと。

確かに議員おっしゃるとおり今は一次産業、漁業と

酪農業の上にあぐらをかかしていただいている様な

状況でございます。これを何とか打破していきたい

なというふうに考えておりますので、その一つの案

として先ほど観光産業も含めて、これからまた新た

な産業の創出に向けて職員一同頑張ってまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 
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○議員（山森清志君）：今村長より前向きな答弁を

いただきましたが、これは考えて、数字の上だけで

物事を考えてもしょうがない事ですので、ぜひ、行

政、議会、そして住民、これもう皆含めた上で、ぜ

ひとも新しい産業の創出や子育て支援の対策、これ

を検討していただきたいなと思っております。 

産業振興という部分もこれは人口減少対策の重要課

題であると私は考えておりますが、これはもう私は

一般質問の度に大体同じようなことを言っているの

ではないかと自分で思っていますが、この産業振興

というのは、何もないところからものをつくってい

くのは物凄い労力と、お金と、全てのものが必要に

なってきます。この部分に関して、やるやるとは、

当然、答弁の中で申すのはこれはもう当たり前の事

でありますが、今現在どのような事が村長の頭の中

にあるのか。やるやるとは言っても何も考えないで

やると言っているのと、こういうことをしたらいい

んじゃないかと持っているのと、それは現実的に可

能かどうかは分かりません。私も頭の中にはいろい

ろなものがあります。ただ、ぽんと言ってしまうと、

そんな事できるわけないんじゃないのかと言われる

ようなこともあります。しかし、それを現実に行っ

ている地域も、これはあるわけです。新しいものを

つくるという部分と、それから、これは言い方、良

いかどうか分かりませんが、よその物をパクルとい

う部分もこれは含まれると思いますが、先日、つい

先日、美唄の市長と私はお話しをする機会がありま

して、お話しをさせていただきました。というかお

話しを聞いてきました。その中で美唄市長が、この

宗谷管内のことを最後に言っておりました。それは

観光の事なんですが、枝幸町歌登地区のことを言っ

ておりました。以前に同僚議員もそのことについて、

いろいろ質問をした経過もあるようでありますが、

委員会等でもいろいろ話題になりました。ビデオも

見ました。歌登地区で、グリーンパークホテルを利

用して外国人客を誘致して、すごい反響が出ている。

毎回、あそこに外国人客が来てテレビの取材も受け

ているという部分がありましたね。それを見た現在

の美唄市長がパクろうじゃないかということを考え

付いたそうです。ところが美唄地区は高速道路がで

きた事によって、どんどん衰退をし、宿泊施設に関

しては３００人ちょっとしか全体で泊まるところが

ないそうです。町にしてもね。商店街はどんどん廃

れてきているという部分で、どうしたら真似ができ

るかと、誘致するにも宿泊施設がうんと言ってくれ

ないということで、考えたのは、お寺さんのお坊さ

んと結託をしまして、お寺に泊まらせようと。日本

人ならイヤというところが、外国人客には物凄い大

ウケで、出して来る料理も地域のおばちゃんたちが

作る料理、つまりは精進料理みたいな、昔からの日

本料理ですね。それを食べさせたところ、物凄い好

評であって、凄い外国人客がどんどん来ているとい

う部分を申しておりました。美唄市も財政負担比率

が物凄いことになっておりまして、火の車だったと

ころを今の市長が立て直して来年には目途が付くそ

うでございます。黒字転換にね。その時に職員の給

料を３０パーセントカットしたそうです。物凄い組

合からは反発があったそうでありますが、そんなも

の関係ないと言って、もちろん自身の給料も含めて

３０パーセントカットし、５、６年間かな、来年よ

うやくそれが通常どおりになるそうであります。そ

のように言っておりました。また、基金。これビッ

クリしたのが、基金を開けてみたら、市長になって

基金を開けてみたら、使おうと思って開けてみたら

１７万円しかなかったということであります。それ

で考え付いたのが誘致しようと。その外国人のお客

様に自分の市でお金を落としてもらおうと。大体来

る方というのは富裕層の方がほとんどだそうですね。

例えばホテルにしても某有名な三星、五星みたいな

ホテルに普段泊まっている方が来るそうです。それ

は今美唄市にあるホテルでは恥ずかしいと思ったそ

うですね。考えたのが、そのお寺だそうです。どの

くらいの規模のお寺かどうか分かりませんが、そこ

に大きな仏像があってね。その大部屋に寝るそうで

す。何十人もの人が布団を並べてね。それでもう大

喜びして、いろいろなものを催して、日本的なもの

を催して、日本というものを見せるわけですよね。

昔からの。そういうことでまちおこしをして奮闘し

ている町もあるそうです。その自慢を私が代わりに

したわけではありませんが、本村もパクリではあり
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ませんが、それも独自の考えだと思います。いろい

ろなことを参考にしながら、また、自分達でものを

考えて、どのようにしたらできるだけお金を使わな

いで、今できる最大限のことをどのようにするのか

という部分も先ほども言ったように行政、議会、そ

して住民も含めてお互いに話し合ってこれはつくっ

ていかなければ。今は良いです。人口減少率も先ほ

ど言ったように低く抑えられている。高齢者の福祉

施設もこれから造ろうとしている。じゃあ１０年後

はどうですか。子供の数も減ります。と同時に老人

の数もこれは減るわけですよ。今１００人福祉施設

に仮に入ったとします。じゃあ１０年１５年後は、

その方達が何人になっているんですか。これはちょ

っと計算しなければ分かりませんけれども、たぶん

半分くらいになっているのではないですか。若者も

減るけれど老人も減るんですよ。ということは、も

ちろん老人福祉、社会福祉は物凄い重要課題です。

日本の財政の財政難を引き起こしている原因でもあ

るぐらいにお金を掛けなければならない事ですよね。

そのぐらい今高齢化社会になってきていますが、将

来、そんな遠い将来ではありません。本当の近い将

来、その老人も減っていくわけです確実に。という

ことは、今すべきことはそれと同時に今の生まれて

くる子供、これから生まれてくる子供、今の小さい

子供が将来この町に留まっていてもらえるような施

策を今考えなければ、これは１０年１５年後の猿払

村は、もしかすると存続していないかもしれません。

ということを私自身も行政も肝に銘じていただきた

いと思っています。ということを願いを込めて私の

質問を終わりたいと思います。 


