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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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君）：３点について質問をいたし

たいと思います。 

一番最初に医療費の助成ということですが、子育

ての中で掛かる医療費の助成ということで質問した

いと思います。私も何回か子育てと申しますか。今

日も午前中、同僚議員さん方の質問の中で、やはり

次世代を担う方々が猿払村に定住をしていただかな

いと、やはり猿払村が、やはり人口的に少しずつ少

しずつ減少していくと。こういうことは将来的に否

めないのであろうと。しかし、そういうことの中の

一つとしても大変これ私重要な事でもあると思いま

すし、現在住んでおられる方、そういう形の中で、

やはり子育てをしていると。そして、子供さんとい

うのは大人と違いまして、保育園ですとか、保育所

ですとか、学校ですとか、そういうとこを集団で生

活をしていると、誰かが一人貰ってくるとすぐ感染

をするというような病気の事例もございます。そう

いうことの中で猿払村、地元にある国保病院だけで

終わればいいのですが、子供さん方は小児科の専門

外来へ行くと。村内にはそういう施設はありません

と。近くは稚内市の小児科医、あるいはまた、少し

離れると名寄市とかの小児科という形で、病院に行

くにしても１日がかりで行ってこなければいけない

と。そんなような状況は目に見えてとれるわけでご

ざいますが、そういう中で子供は本当に宝でござい

ます。ただ、今までは皆さんそれなりに子育てをし

て普通に親が治療費を払ってくるというのは、これ

当たり前の世の中でございました。しかし、やはり

時代も変わりました。共働きの家庭ですと二人で、

お父さんとお母さんが仕事をして一家稼いで、仕事

をして賃金をいただいて、それが一つの家庭の成形

になっている。そういった中で子供さんが病気にな

ってお母さんがビッチリ付いて行くということにな

るとお母さんは休みになってしまうわけですね。収

入も減るというような形でございます。たくさん収

入がある方は別でございますが、そういう営みをさ

れている家庭の方々というのは非常に村内でも多い

と思います。ただ、こればっかりを私突出してやっ

てくださいとこういうことではありませんが、たま

たま今年の村の広報の９月号にも特命希望というこ

とで、子供のそういう医療に関する助成をしていた

だきたいというお願い事がありました。それで先日

担当課の方に資料のちょっとこういうところを一つ

調べていただきたいという形で答えをいただきまし

た。また、平成２５年度の決算ですね。決算の中で

もひとり親家庭の医療給付事業とか乳幼児医療給付

事業ですとか、そういうのを見てまして、これ本当

に取り組んだ場合に、どの程度までやって、どの程

度まで掛かるのかなと。もう少し踏み込んでできな

いんだろうかと。町村の中では中頓別町さんが高校

３年生までの医療費の助成を行っている。中学生ま

では礼文町、幌延町。小学校までは稚内市。後は猿

払村もほかの町村さんも北海道と同じということで

就学前までという形なっております。猿払村はその

他に特定疾患って申しますか、そういう予防の方は

少しずつ、１回目無料ですとかってことはやってい

ることは存じておりますけれども、こういう点につ

いて基本的に村長さんがどういうふうにお考えにな

られていらっしゃるのかそういうことをまずお聞き

をいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：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。まず、子

育てということでございますけれども。８月末現在

で、村内の小学生未満のお子さんの人数は １７４

名で、小学生は１８１名、中学生が８５名おります。

この子供さん達をお持ちの御家庭、いわゆる子育て

世帯への医療費助成ということで、現在、乳幼児等

医療費助成とひとり親家庭医療費等の助成がござい

ます。改めて乳幼児医療とひとり親の方の整理をさ

せていただきますと、乳幼児医療等医療費助成につ

きましては、現在、北海道の補助と同じ基準で給付

を実施しております。就学前の乳幼児には入院と通

院を。小学生には入院の助成をしております。いず

れも自己負担をお願いすることとしており、３歳未

満児と村民税非課税世帯のお子さんは初診時一部負

担金を。村民税非課税世帯の３歳以上のお子さんの
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場合には医療費の１割を負担していただいておりま

す。また、対象とする世帯の判定には所得制限があ

り、就学前乳幼児では１７４名中７０名がこの制限

に掛かる現状となっております。また、ひとり親家

庭等医療費助成につきましても、北海道の補助基準

を基本として１８歳未満のお子さんと１８歳から 

２０歳未満の学生のいるひとり親家庭について、親、

お子さんと共に入院と通院を助成をしております。

また、乳幼児医療費と同様に自己負担していただく

分として３歳未満児と村民税非課税世帯のお子さん

は初診時一部負担金を。課税世帯の３歳以上は医療

費の１割負担を御負担いただいております。また、

過去に佐々木議員から御質問があって取り組まさせ

ていただいた部分で、村独自の助成分としましては、

親の通院、歯科、調剤等の医療費と本人負担の上限

額を入院外来とも北海道基準より下げることで負担

を軽減しております。なお、こちらも対象世帯の判

定には所得制限がございます。 

さて、御質問の子育て世帯の負担の軽減というこ

とにつきましては、先ほど来答弁をさせていただい

ておりますけれども、現在、乳幼児等医療費助成の

拡充につきまして協議をしております。主だった内

容としましては、対象を中学生まで拡大させていた

だきたい。それと所得制限の緩和をさせていただき

たい。これに掛かる所要経費などについて子育て支

援の施策として新年度に向け、現在、協議検討を進

めておりますので御理解をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：今、村長さんの答弁では、

村の独自の施策として中学生まで、それから所得制

限をもう少し緩和すると申しますか、引き上げると

いうことで、次の新年度から目指すという理解でよ

ろしいでしょうか。そういう答弁がございました。

ほかの町村の事を引き合いに出して非常に悪いんで

すが。前にも申し上げたこともあると思いますが、

東川町さんですね。ちょうど    ７０００人を

切れた頃。平成１５年ぐらいだそうですが、今現在

の町長さんが当選をされたそうでございます。何と

かしなきゃいけない。この人口の減少を何とかしな

きゃいけない。しかしながら我々はそこに住んでも

おりませんし、私はここの猿払村に居りますから、

猿払村がどういうふうにすれば人口が増えるのかな。

ただ、東川町さんはいろいろなパターンを考えて、

そして、いわゆる町内に雇用者の住宅を建てて、そ

して、民間アパートですよね、それを起爆剤にして

町外から少しずつ人を呼び込んでいったと。それが

一つだと思いますし、そこからまた写真の町、ある

いはまた、いろいろなユニークな施策でしょうね。

それとマイ椅子ですか。そういうような施策も聞い

てまいりました。そして、そういうことの延長線上

の中で、不妊治療をされている御夫婦の方々にも一

定の補助制度を設けているんだと、そういうお話も

されておったわけでございます。しかし、本当に東

川町さんは少しは人口を、その後は回復の兆しにあ

りまして、現在は７０００人を大分上回っているよ

うでございます。そのように聞いております。先日

も日刊宗谷の中で、枝幸町の新しい町長さんになら

れました村上町長さんは、次の世代の、若い世代が

町に定住するようにという形で全庁的に各界各層の

人方に議論をしてもらって、なんとか次の世代が枝

幸町に安定して住めるようにその第一歩でしょうね。

今までもいろいろなことをやってこられてると思う

んですが、そういう強い所信も反映しているようで

ございます。ただ、私がこの医療もやれ、次１２月

はたぶん今度保育所のことをもう少し勉強さしてい

ただきまして、そういう保育料の問題ですとか、そ

ういうことが、何だ野村うるさいなではなくて、議

員さん皆さん方のいろいろな形でやっていると思う

んですが、どこまでこれやればいいのかっていう事

もございます。しかし、私は次の世代の人方が住ん

でいただくような村でないと私達も高齢者に入って

きましたから。そしたら私達今まで何にしてきたん

だろう、次の世代の人方が住んで、そして生産を上

げていただかないと私達もここの村でずっと最後ま

で迎えることができるだろうかなとそんな思いでも

ございます。今、村長さんはいろいろな形で検討し

て中学生まで、それと所得制限ももう少し引き上げ

たいと、そういうようなことでございますから、か

なりいろいろな形で理解をしているようでございま
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すので、ぜひとも庁内だけとは申さず、もう少し幅

広い意見の中から、いろいろな意見を酌み上げてい

ただいて、良いものになる様に一つ検討していただ

きたいなと思います。 

中学生までと申しましたけれども、例えば管内の

中頓別町さんは高校３年生までやっていらっしゃる

んですよね。ちょっと私中頓別町さんには申し訳な

いんですけど、財政水準と申しますか、猿払村は公

債比率が平成２５年で１４パーセントを切ったとい

う決算の内容が届いております。中頓別町さんはま

だ２０パーセントを切れていないのではないのかな

と、そんな推察をしているところでございます。そ

れを切れたからどんどんやれということではなくて、

しかし、財政というものは見通しがあるんではない

のかなと。こんなに急激に平成２４年度は一気に１

５パーセント。その前は１８パーセントか１９パー

セントぐらいでしたよね。それでも財政も見据える

力。そして、起動、プロモーションを掛けていく、

そういうのも必要ではないのかなと。そういった中

で、この中頓別町さんのやっている事というのがど

ういうことなのか。こういうことまで。私、村内で

高校生が通うということになれば外へ出す。管外へ

出す。あるいは通学費も当然、今、確か定期、浜頓

別高校とか稚内高校に行きましても通学費７割補助

ですよね。３割は自己負担ですよね。そういった中

で医療費も行けばやはり親が付いて行く。学校行っ

て学校の帰りに病院へ寄るとかってなれば親御さん

も付いて行って帰ってくるということもございます。

そこまでは無理なのか。中学生までしか検討ができ

ないのか。高校生まで広げて検討できないのかなと

そんなことをどうなのか。ちょっと村長さんにもう

一回お伺いを立てたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：先ほど来から御答弁させて

いただいておりますけれども、新年度に向けて乳幼

児からお年寄りまでの、今の助成制度の拡充に向け

て協議をしている最中でございます。その中で各課

にお願いをして私のところでいろいろ相談させてい

ただいておりますけれども。中学生までで、見込み

として拡大所得制限等も含めて拡大した場合につい

ては約３７４万円ほどの医療費が村の負担として増

えるだろうと。そういうことを含めて、各種、学童

保育料金の見直し、それから保育料金の見直し、そ

れから高齢者等の福祉タクシーの無料券、もしくは

負担金一部５００円の値下げ、全体的に協議をして

いる最中でございます。当然その中で来年度に向け

て、どの位の予算が必要だろうということも当然考

えていかなければなりませんので、まず乳幼児等に

ついては１５歳と、中学生までという形の方でやら

していただきながら、高校生まで検討することは全

然やぶさかではないので、そういう形の中でシュミ

レーションしながら検討させていただきますけれど

も、全体的な予算をみながらやらしていただきたい

というふうに考えておりますし、間違いなく議員さ

ん方の御同意を得られれば実施をしていきたいとい

うふうに私も考えておりますし、また、過去の議員

さん方の御提案があった中の議事録を掘り起こしな

がら実績としてなるべく早いうちに執行に向けてや

らしていただ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）：できるだけ早い検討を重ね

ていただいて、できるだけ子供さん方の医療費が軽

減をされて、少しでも子育ての役に立つような形で

実行できることを期待いたします。 

次にごみの収集と料金について。前回の議会で生

ごみの分別について村が先導して村民に分別の協力

をお願いするということが大前提の話しではないだ

ろうかというお話しを６月の議会でしたつもりです

が、その時点では村の関連のところには専用の袋が

あって、その袋の中に何でも詰めて、生ごみも、燃

えるごみも、燃えないごみも詰めて出していたとい

う経緯があったと聞いております。ただ、その後そ

の部分について分別がきっちりされたのかとその辺

についてまず先にお話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）：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。生ごみの分別につ

きましては、自治会や地域のステーションを利用す

る皆様方の御協力も得ながら一丸となって適正な分
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別、排出に取り組んでいただいております。その結

果として、生ごみ袋の売上げ枚数で申し上げますと、

平成２５年度１年間で袋の売上げ枚数が３万２７５

０枚。内訳としましては、５リットル用で１万５９

２０枚。１０リットル用で   ７８８０枚。１５

リットル用で１万１３５０枚でございます。金額に

しまして６６万５４０円であったものが、本年度８

月末現在で袋の売上げは３万２９９０枚で、売上げ

金額６３万４２６０円と昨年１年間分の使用量を上

回る結果となっております。また、燃やせるごみの

南宗谷衛生施設組合への搬入量も前年度と比較しま

して、４月では前年度６６トンの搬入に対して６１

トンと約５トンの減量。５月では６３トンの搬入に

対して５２トンと約１１トンの減量となりました。

６月、７月もそれぞれ燃やせるごみの排出量は１５

トン、 １９トンの減量となっております。このよ

うなことから、目にみえて生ごみと燃やせるごみの

分別が徹底されてきているものと判断をしておりま

す。そのことによって燃やせるごみの焼却に掛かる

村の負担金の軽減にもつながりますことから、引き

続き村民皆様方には分別の徹底の周知をお願いして

まいりたいと、徹底をし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）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：今の答弁に追加をさして

いただきたいんですけれども。公共施設。村の所有

している公共施設の部分について、分別をしている

かってところも含めて御答弁させていただきたいと

思うんですが、村としては生ごみの袋をきちっと買

って、病院も保健センターも含めて徹底して今はや

っているという形で押さえております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：村がこの６月の質問の後か

らそういう形できっちり始めたということで理解を

して間違いないですね。今は生ごみは生ごみ。答弁

ありますか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：生ごみと資源ごみの分別

の部分につきましては、従前から村としてはきちっ

と公共施設の分としては分別をしてやっているとい

うことで村は押さえております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：そういうふうには私理解し

ていないですよ。その前はとにかく役場の専用の袋

に全部詰めて出しているとそういうふうに聞いてお

りますよ。そうおっしゃるのであれば、生ごみの使

用簿みたいのがありますでしょ。猿払村でどこに何

枚か出しているというのは。例えば給食センターだ

って残ざいが出たり、病院の炊事の方だって出たり、

各所で、各学校なんかもそうでしょうけど。私はそ

ういうふうには押さえていなかったんですよ。 

○議長（山須田清一君）：小林住民課長。 

○住民課長（小林勝彦君）：ただ今の野村議員の御

質問に対してお答えをしたいと思います。以前から

村の各公共施設につきましては、燃やせるごみの袋

につきましては、事務的な関係から用紙等の排出が

多いということもありまして、銀色の比較的質の落

ちる袋でございますけれども、それを使う事によっ

て村の方で販売しております燃やせるごみの袋より

値段も安くなります。それを燃やせるごみにのみ使

っておりまして、それ以外については一般の御家庭

にも使われております燃やせないごみの袋、それか

ら空き缶の専用袋と各種専用袋を使っていただいた

中でもって、ごみ処理にはあたっていただいており

ます。生ごみの袋につきましては、基本的に南宗谷

の衛生施設組合で販売してるもんですから、うちの

方ではきた段階での引き継ぎはしておりますけれど

も、請求だとかそういうものについては、直接、台

帳も南宗谷の方で最終的なものは押さえております

ので、取り扱っているところの仲介、例えば一般の

小売店の方が来られて生ごみの袋をいくらいくらく

ださいと言われたことについてのその申し込みの控

えはこちらの方で把握しておりますけれども、実際

の料金の発生だとかそういうものについては、南宗

谷衛生施設組合の方でやっておりますので、公用の、

このいろいろと燃やせるごみ、それから燃やせない
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ごみ各種の各施設に配付した資料はございますけれ

ども、燃やせるごみの袋の控えについては、うちの

ほうでは現状把握していないような状況になってお

ります。生ごみの関係につきましては、という状況

になっております。それを調べるってことになれば、

うちの各公共施設で例えば病院で生ごみの袋を何ぼ

購入したかというのは、病院の方の中でもって買っ

ていただいているので、それはうちの方では、住民

課としての課としてその把握はしていないのが現状

であります。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：課の方は南宗谷の生ごみの

袋については取り次ぎだということでございました

から、そうしたら一旦取扱店に行ってから各公共施

設で使うか、あるいは部課によってそこそこの人が

調達をするということで考えていいですか。そした

らどうですか議長さん、これ水かけ論になるかもし

れませんけれど、こちらでは生ごみの出荷は公共施

設に対する出荷というのは把握をしていない。そし

たら私は何か６月か５月か分からないんですけれど、

私の質問になってから生ごみがそういうふうに切り

替えらさったというふうな認識がいたもんですから、

ずっとやっているんだと言うんであれば、例えば病

院の炊事の方もありますし、給食センターだってや

はりどっかで生ごみ出て、それに残さいだとか出ま

すから、そういうところで使ったところで年間どの

程度の、どのくらい使ったかきっちり出してもらっ

た方がいいんじゃないんですか資料として。お願い

できないですか。 

○議長（山須田清一君）：それに対しての答弁は。 

休憩とりますか。答弁調整のために１０分でよろ

しいですか。１５分。１５分の休憩を取ります。 

 

休憩 午後 １時３０分 

再開 午後 １時４５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。 

眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：すみません。休憩をいた

だいてありがとうございました。先ほどの生ごみの

購入枚数の部分につきましては、各公共施設、給食

センター含めて全部、資料を作成して後ほど御提示

をさせていただきたいと思います。現状では各所管

課で袋を購入して、無くなる、劣化とかもあるもん

ですから在庫を置かないで、無くなる寸前に購入す

るという形でしてますので、ただ、今、使用枚数の

部分、購入枚数は伝票等で分かるんですが、使用枚

数についてやはり帳簿をきちっと付けなきゃいけな

いと思いますので、今、現在無くなるときにという

ことなもんですから帳簿も付けてはいません。です

から今後は基本的に個人で使うとかというところも

防ぐということになれば、やはり帳簿をきちっと付

けていくことが重要だと思いますので、その辺もあ

わせてきちっと徹底をしていきたいと思います。な

お、分別については従前から生ごみの部分について

は袋を購入して行っているということでございます

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。 

○議員（野村雅男君）：今、資料も調べて出してい

ただくと。ただ、副村長の方から答弁で以前から生

ごみを使用していると。それが全部完結になされて

いたかどうかということでいえば私はそうではなか

ったんではないのかなと。一部では何かのパーティ

ーと申しますか、催事があったりした場合に、やは

り混じって捨てていた部類はあったのではないのか

なと、そんなふうに私考えておりますが、しかし、

やっているということで済ませましょう。 

しかし、なぜ私ここをうるさくやるかというと、

前回の議会でも申し上げましたけど、せっかく皆さ

んで守ろうとしたことが、本当に生ごみ、それから

燃えるごみ、燃えないごみ、いろいろなごみの分別

が本当に村民の皆さん方も本当に協力をして凄く良

い状態になっているそういう時でございますので、

私達ももちろんそうですけれど村も率先して、個の

ごみも村に勤めている職員さん方というのは家庭に

帰られましても、その辺のところをきちっとしてい

ただくとそういう上で、また、村民さんの協力もい

ただくとそういうことが基本ではないのかなという
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ふうに思います。それと村長さん最初の方の答弁で、

大変その生ごみの袋の使用料は前年度から比べたら

倍以上に伸びていると。その分燃えるごみの販売量

が減っていると、こういうことでございまして、さ

らに付け加えて当然燃えるごみの搬出量によって南

宗谷衛生施設組合の負担金の料金が変わってくると

いうことで私も認識をしておりましたので、以前か

らみると、今年度につきましては前年度よりも大幅

に減ってくるのかなと、そういう私は予想を立てて

いるんですが、せっかく今年はこういう形で分別が

皆さん方の御協力でできたんです。そういうことで

費用も、負担する費用も少なくなるということの押

さえを続けていかなければいけないとそういうふう

に思います。 

それで２番目、先日ちょっと浜頓のある家に行き

ましたら。平成２６年９月。ですから今月９月に入

りましたね。９月から全ての資源ごみの回収が無料

化されたと。さらに遡っていろいろ見ておりました

ら、昨年の４月から資源ごみの一部ですね。缶とか

紙パックとかそういう物が一部先行して昨年の４月

から無料で収集しますよと。町の袋は使わなくてい

いですよと。ただし、半透明と申しますか、中身が

きちっと見える状態で出していただきたい。市販の

袋で結構ですよと。残った袋については、燃えるご

みの代用にしたり、燃えないごみの代用にしたりし

て残りの分は使ってくださいとこういうように書い

てあります。９月から全部無料になったと。ちょっ

と私も浜頓別町役場の方に聞いてみたんですが、あ

まり確たる返事はいただけなかったんですが、背景

には資源ごみが当然分別された後に個別に売却とい

うか、そういう廃品プラスチックならプラスチック

だけ、あるいはペットボトルならペットボトルだけ、

そういう形で缶は缶だけという形で売却をされるん

ですが、多少そういう値段が少し上がっているのか

なと、そんなような背景から町長さんが予算編成時

にトップダウンで検討しろと、こういう様なニュア

ンスだったと、そういうふうに押さえているところ

でございます。今、一番で燃えるごみの量が現在グ

ッと少なくなっている。そして資源ごみの方は、猿

払村の方については、経緯というか、どの程度の収

益があって幾らほどやってるのか分かりませんけれ

ども、ごみ袋の売上げっていうのが先日出していた

だきましたよね。そうしたら平成２５年度、去年で

すね。資源ごみ用の袋の売却というのが１２６万９

５００円。村で一般村民の皆様方に売った金額が１

２６万９５００円。ちなみに燃やせるごみは、平成

２５年度は６０２万１千円になっておりますね。ま

ず、この６０２万１千円が大分減るだろうと。それ

とあと資源ごみの売却価格が上がっているのではな

いかなと、これは推察でございます。ただ、資源ご

み用が１２６万９５００円ということであれば、あ

る程度そういう形で予測していくと南宗谷さんの方

の負担金はたぶん燃やせるごみの袋の売却代よりも

まだ下がるんじゃないのかなとそんな気がいたしま

すが、そこまで言ってしまったら村長さんの権限を

越えてしまいますので、村長さんこの資源ごみの趣

旨という形ではどういうふうにお考えをなされてい

るのかお伺い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）：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。猿払村における資

源ごみの回収につきましては、議員皆様御承知のと

おり、缶、ビン、ペットボトル、紙パック、段ボー

ル、白色トレイ、新聞雑誌の７種類の再利用を目指

した資源化でございます。これらの回収専用袋につ

きましては、段ボールの専用袋が１枚４５円。残り

の缶、ビン、ペットボトル等につきましては１枚２

５円とそれぞれ条例において規定し、村民皆様方に

御購入いただいて御利用いただいております。近年

の、３か年の分別基準適合物の売払収入は、平成２

３年が約１６４万２千円。平成２４年度が１７３万

４千円。昨年度、平成  ２５年度で６２万６千円。

平成２５年度の売り上げが半減している理由としま

しては、アルミ缶及びスチール缶のリサイクルの集

荷が少なかったものというふうに押さえております。

本年度は７月にスチール缶の出荷をしており、今後、

アルミ缶も出荷計画を立てていることから、分別収

入につきましては、昨年度より伸びるものと判断し

ておりますが、資源ごみのリサイクルに掛かる人件

費をはじめ、光熱水費や燃料費等の高騰からコスト
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が増加してきている状況でもございます。先ほど例

として議員さんから出されました浜頓別町におかれ

ましては、町の専用袋を廃止し、町民の方が各商店

から半透明、又は透明の袋を購入して排出するとい

うふうに私も聞いております。その部分につきまし

ては、私としては無料ではないんではないかなとい

うふうに考えておりますけれども、本村における資

源ごみの収集、分別作業に掛かる経費として毎年約

１８００万ほど掛かっております。売捌き収入より

支出の方が多い状況にあります。私は今後も容器包

装リサイクル法に基づき、資源の少ない日本におい

ては、再利用は欠かせないものと考えておりますし、

管理型の埋立処分場の延命化を図る上でも資源ごみ

の分別は重要であるというふうに思っております。

また、本村は資源物につきましては、引き取り業者

からモデル品として展示されるなど高い評価を得て

おりますので、私としましては、市販のごみ袋を購

入して排出していただくより村民の方々には割高に

はなると思いますが、引き続き定着している現在の

方法で資源リサイクルを継続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）：今、村長さんは市販の袋も

タダではないと。コストが掛かっているという答弁

でございましたので、それ以上深くは追及しません

が、ただ、私はこの一つは生ごみ、それから燃える

ごみ、燃えないごみ、資源ごみ、こういうものをき

ちっと分別して出していただくという姿勢を今後も

ずっと継続して、やはりやってくと何処かで人間っ

て緩む時もあるんですよね。ただ、そういうところ

をやはりまた、いろいろな形で元に戻す力を持って

進めていただきたいと。無料化というのは浜頓さん

も随分思い切ったやり方だったなとそんなふうに思

っているんですが、これは一つ村長さんに家庭のコ

ストもあるかもしれませんが、確かに分別する人件

費だとか大元では掛かっておりますが、今までも村

民さんから徴収しているのは１２６万ぐらいでござ

いますので、燃えるごみ、生ごみの分別によって南

宗谷さんへの負担が減ると。燃えるごみが減ってい

る事によってですね。そういうことも踏まえて今後

検討していただければとそういうふうに思います。 

３番目。浜鬼志別地区の土地の分譲についてとい

うことでお伺いをしたいと思います。ここにも書い

てありますが、村による分譲。過去３回、４回かな

と思うんですけれど、私の数えたところでは、今現

在、住宅が建っているのが３７戸。それから民間に

よるもの。いわゆる株式会社ササキさんが道道沿い

に分譲した。それが民間の造成でしたので１区画し

か買えないというわけではないので、中には２区画

を買った方が大半でございましたので、現在そこに

は８戸建設をされております。しかし、大体、土地

の残りというのもほとんど上の方というか、家が建

っている方の方は売れたようでございまして、道路

を一本挟んで原野に近い方は何区画か残っていると

いうお話しは聞いておりますが、しっかり確認は私

はいたしておりません。しかし、民間によるものも

在庫はゼロという状態。それから、なかなか民間同

士での流通というのも、なかなかやはりしにくいと

ころでもあります。ただ、少し今になって、やはり

歳を召されて転居をやむなしといった方が次の方々

に引き継いでいくというのもここ何年かに何件か出

てきたようでございます。そして、来年度から前に

公営住宅の建設計画というのも、浜鬼志別地区の公

営住宅の建設計画も示されておりましたけれども、

来年度から一応その当時の計画では着工予定だとい

うことでございますが、今現在は民間アパートに向

ける住宅や、あるいはまた一般の住宅、それから単

身者向けなども、鬼志別には村の単身者向けの住宅

が３棟くらいあって、２０件近くがあるんではない

のかなと思いますが、浜鬼の方も最近単身で仕事に

来られてる方も多い。そういうところが無いからあ

るところに集中をする。なかなかそこにいないので

一時的には稚内市から通ってきたり、浜頓別町から

通ってきたりして、空くのを待って入っているとい

う状況でございますので、そうしたら浜鬼志別地区

を今後どのような形で押さえていくのか。そういっ

た中でやはりそういう公共的なもの。それから民間

に任せるもの。そういうものも含めて、大まかな、

そして細部に渡る今の公営住宅の浜鬼志別団地です
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ね。そこもただ壊して公営住宅の建て替え用地だけ

にしていくのか。やはり年代が、当時公営住宅を建

てた年代と違いますから。これからやはり先の事を

みて、今ここに公営住宅を建てるのが適当なのか。

あるいは民間に売却するという手も無いわけでもご

ざいません。公営住宅はまた別な土地を求めるとか。

そういうことで、ただ役場の部局だけで、私も何回

か課長さん方とお話しをするんですけれど、もう少

し広く意見を吸い上げた、そういうプロジェクトま

でいくのかどうか分かりませんけれど、そういうと

ころでいろいろな方々のお話しも聞いて、そして、

そういう計画をなされていって、それに基づいたま

ちづくりの計画を立てていければなとそんなふうに

思いますが村長さんはどのようにお考えでしょうか。 

○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。現在のところ浜鬼

志別地区の新たな場所において土地の分譲計画はご

ざいません。しかし、浜鬼志別地区では来年度以降

に公営住宅の建設を計画しておりますし、それにあ

わせて公営住宅の解体跡地を活用しながら区画整備

を進め、公営住宅の建築や民間アパート及び個人住

宅用地として活用できるような方向で考えてまいり

たいというふうに考えております。その後いろいろ

な形で出てきた場合については、まちづくり懇談会

等で地域住民の方々の声を拝借させていただきたい

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）：たぶん今の村長さんの考え

方、答弁の内容では新しく分譲を考えるとか、そこ

まではこういっていないような気がするんですよね。

そうしたら村政懇談会で、まちづくり懇談会でとい

うお話しですが、まちづくり懇談会でも前には要望

書をお挙げしたことがございます。そういうのも検

討の課題にも載っていない。そして、公営住宅の計

画は来年度からということになっております。まだ、

具体的に来年度になっていないので、どれをどうし

ていくのと。しかし、やはり地元としては将来的な

そういう計画も含めて示していただいて、果たして

今のところに公営住宅を造っていったほうが良いの

か、あるいは民間に売却した中で新たなそういう用

地を求めて、そちらの方に公営住宅を建てる。例え

ば今年、公営住宅ちょうど２棟４戸ですかね。壊し

たんですけれど、ちょうど会館の真向いぐらいであ

りますよね。ただ、会館も駐車場だけだと、会館の

駐車場だけだと手狭なんですが、ちょうど向かい側

にそういう公営住宅が解体されて新しく空き地、広

い空き地ができたわけですよね。駐車場にも、大き

な葬儀の時などは駐車場にもなりますし、また、駐

車場が子供たちに開放されるそういう公園であって

もいいかな、だからそこの中の一つ位そういう形で

残していただきたいなと。例えば先日も地域の人方

と葬儀の手伝い等でお話しをしておりましたら、野

村さんどうして開発の上の方に１本道路を付けて公

営住宅というか、民間の住宅用地の開発をしないん

だという御意見もありましたし、その他にもまだ空

いているところがあるのではないかなと。そういう

ところにやはり次の世代の人方が住む。あるいはま

た、民間アパートなりの用地をやはり確保すべきで

ないかと、そんな意見もございました。しかし、前

にもまちづくり懇談会ではそういうお話を申し上げ

た。要望したつもりでございます。その辺もう一回

村長さんがそういうことを踏まえた中で、どういう

ふうな考え方を持ってるのかお聞きをいたしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：今議員の方から御質問の、

御提案のありましたことも含めて今後きちっと検討

させていただきたいいうふうに思っております。 

○議員（野村雅男君）：今後、十分皆さん方の声を

聞いて検討していくという御答弁がありましたので、

これで質問を終わります。 


