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○議長（山須田清一君）：次に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点ほどについて質問させていた

だきます。まず初めに、猿払村においての再生可能

エネルギーの推進施策について、ということで質問

させていただきます。この再生可能エネルギーにつ

きましては、一昨年も私、この場で質問させていた

だきました。皆さんの記憶にも新しいかと思います

が、昨年の１月の北海道新聞の一面に、下川町での

取り組みが大々的に報道されてました。下川町市街

地の１４００世帯を２０２０年度までに、熱、電力

と燃料を全部、自給自足するという壮大な計画が、

新聞紙上をにぎわせていました。 

猿払村では、平成１８年度より猿払村地域新エネ

ルギービジョン策定委員会が設置され、今まで、こ

の約７年間にわたり、様々な形で委員会が設けられ

たり、地域協議会が設定されております。今までの

経過と、今までの成果、また、これからの計画につ

いてお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の小山内議員

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

議員のおっしゃるとおり、平成１８年６月、猿払村

地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例が制

定され、あわせて猿払村地域新エネルギービジョン

策定検討委員会設置要綱により、庁内の委員会が設

置されました。委員会設置後、４回の策定委員会と、

先進地視察、啓発セミナー等を開催し、平成１９年

２月に猿払村新エネルギービ  ジョンを策定する

に至っております。この部分につきましては、ＮＥ

ＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構）の補助金をいただいております。 

この新エネルギービジョンは、村における新エネ

ルギーの賦存量や、新エネルギー導入の方針やＣＯ

２の削減目標、また、新エネルギー導入に当たって

の事業展開における重点プロジェクトとして７項目

のポイントを示し、その推進体制の進め方をまとめ

ております。このビジョンの策定により、平成１９

年６月に猿払村地域新エネルギービジョン推進検討

委員会条例を制定し、新エネル ギービジョンに基

づく重点プロジェクト等の計画推進に関すること、

バイオマスタウン事業に関することなどについて推

進してきました。 

この猿払村地域新エネルギービジョン推進検討委

員会では、猿払村地域バイオマスタウン構想を策定

し、地域のバイオマスの効率的な利活用を図る上で

の具体的な方策として、水産系バイオマスを始め、

５項目の事業に着目しております。その後、平成２

１年３月に猿払村地球温暖化対策地域推進計画を策

定。これにより、バイオマスの利活用と地球温暖化

対策について検討し、同年９月に猿払村地球温暖化

対策地域協議会条例を制定し、新エネ・省エネ対策

等について本地域協議会で協議、検討がなされてき

ました。 

新エネ・省エネ対策としましては、太陽光発電、

省エネ給湯設備、ＬＥＤ照明設備、木質系燃料スト

ーブの購入等、４項目の対策を補助制度化し、ＣＯ

２の排出量の削減対策を図ってきております。また、

バイオマスの利活用の促進にあっては、家畜ふん尿

を利用した再生可能エネルギーの製造施設として、

村内の有限会社北の大地で取り組みを進めていただ

いております。 

今後も、この協議会を基に、新エネ部会、省エネ

部会などの活動を生かし、再生可能エネルギーの推

進を進め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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今までの取り組み

は、今、村長のほうから説明していただいたとおり

の流れで、私も村のホームページ等で確認しており

ます。地球温暖化対策。非常に重要な課題でありま

すが、私たち人間が、この地球上に生きてる間、終

えんを迎えることのない課題でございます。今、目

に見える事業としては、今、村長が説明した、昨年

から始まったＬＥＤ、太陽光発電、その他、まきス

トーブ等のバイオマス燃料系への助成、それと最後

に説明があった、北の大地でのバイオマスでの発電

施設と。６年前からやってるにしては、私個人の意

見、思いとしては、事業展開が、少しスピード感を

持っていないのかなという気がしております。 
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また、成果のほうでは、目標として、平成２２年

度末に公共施設で温室効果ガスを１０パーセント削

減するという目標が掲げられ、平成２４年度に温室

効果ガスの１０パーセント削減達成年度と。これは

村全体だと思うんですが、この目標に対して、実際

に村として達成できたのか、できなかったのか。で

きてないとすれば、何パーセントの温室効果ガス、

ＣＯ２の削減量が見込めたのか。  パーセンテー

ジでもいいですし、トン数でもいいとは思いますが、

やはり、こういう事業は、なかなか目に見えないと、

村民も理解することが非常に難しいと思います。私

個人も、この猿払村で生活していて、地球温暖化を

実感できるというのは、なかなか難しいです。北極、

南極の氷が溶けている。だんだんと地球の平均温度

が上がってるといっても、日々、１日、１か月、１

年いても、その変化は、なかなか人間として感じる

ことが少ないと思います。 

そのような形で、目に見える効果として、村民に

それを投げ掛けるのは、非常に重要と考えます。こ

の削減効果についての、数量の答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：小林住民課長。 

○住民課長（小林勝彦君・登壇）：ただ今の小山内

議員の質問でございますけど、私が今、理解してる

範囲では、まだ目標には達しておりません。詳しい

数値については手持ちの資料がないものですから、

今、資料をそろえまして、今現在、何パーセントぐ

らいのものになってるのか、後ほど御説明をさせて

いただきたいというふうに思いますので、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）：今、課長の答弁の

とおり、私個人も、こういう目標数値だとか、何ト

ン削減したっていうのは、難しいと考えております。

なかなかＣＯ２の削減量を猿払村全体で何トン出し

てて、１年間に村民の努力や公共施設の努力によっ

て、っていうのは難しいと思います。ですが、やは

りこれは数値化してですね、村民に知らせる義務が

行政にはあると、私は考えます。 

やはり地球温暖化対策は、地域の人間、一人  

一人、私たちが取り組まなければならない義務と考

えてますし、私たち大人の世代から、この地球温暖

化対策というのは、未来に残る将来の子どもたちの

ためである、というふうに考えるときには、今、小

学校、中学校に通ってる子どもたちも、こういうこ

とを認識していただけなければならないのかなと。

今までの経過の話を聞いていますと、やはり子ども

たちに、そういう思いを伝えてるのは、標語を募集

して、標語で表彰をしてと。なかなか目に見えない

というか、ソフト面から一つずつやっていくという

のは、評価するところではありますが、実際に体感

をして、温暖化が、こういうことを起こしてるんだ

よと。こういう行動をしたら、温暖化が少しでも抑

えることができるんだよ、というような取り組みも、

私は必要じゃないかと考えております。 

２番目の質問に移りますが、北海道は元より、全

国で、様々な地域で、新エネルギーとして、木質バ

イオマスが注目されております。また、公共施設、

温泉施設等では、実践されています。 

猿払村においても、今、林業政策が非常に停滞し

ている中、新しい産業の創出や、環境負荷の低減、

化石燃料に頼らないバイオビレッジの実現等、多種

多様な可能性が、バイオマスエネルギーに よって

考えられると思います。村の、これからの計画、考

えについて、お聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：２番目の答弁に入る

前に、１番目の答弁で、ちょっと追加をさせていた

だきたいと思います。ＣＯ２削減の目標については、

京都議定書を基にですね、猿払村独自で削減目標と

いうのを、きちんと決めております。その中で、庁

内では、公用車、また、各部屋の電気、そういうも

のを削減した中で、ＣＯ２のトン数に応じて、何パ

ーセントの削減という形の中で、きちんと数値化し

たものがございます。この部分については、住民の

ほうに、きちんと周知をしてないというか、知らし

めてないという部分については、改めておわびを申

し上げて、数値化したものを、今後きちんと村民の

ほうに、広報等を通じて、周知してまいりたいとい
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うふうに考えておりますので、御理解をお願いした

いと思います。 

２番目の、ただ今の御質問でございますけれども、

新エネルギー対策に木質バイオマスエネル ギーを

活用して、まちづくりに取り組んでいる先進地町村

は、道内各地で、私も分かっております。上川管内

の下川町などは、昭和２８年、国有林の払い下げを

受け、４５００ヘクタール以上の町有林を確保し、

毎年約５０ヘクタールの伐採と植林が６０年間、リ

サイクルで無限に繰り返すことができるというふう

に聞いております。持続可能な循環型森林経営を確

立し、平成１６年度から、製材の端材や木くず等を

原料とする木質ボイラーの導入によるエネルギー転

換に、北海道で最初に取り組まれた町と私も認識し

ております。 

本村においては、これまでの新エネルギービ ジ

ョンや、バイオマスタウン構想の成果として、森林

整備の歴史が浅く、村有地は育成林保有が主となっ

ているため、林地残さいの利活用をする安定的な資

源はないと報告されております。このような状況も

十分理解し、今後も、森林の整備計画は、長期的な

観点に立ち、山づくりを推進していかなければなら

ないというふうに思っております。 

一方、環境の負荷の低減を目指し、化石燃料に頼

らないバイオビレッジの実現についても、地球温暖

化対策を進める上で、避けては通ることのできない

最大の課題であり、子どもたちの安心して暮らせる

将来を、私たちが約束してあげなければならないと

思っております。先の下川町では、バイオマス資源

の一貫システムの構築を、バイオマス産業都市構想

の中で取り上げ、柳などの生育の比較的早いものの

資源作物栽培の事業化など、手本となる取り組みが

されております。 

猿払村においても、このような先進的な取り組み

等を、よき手本として、地球温暖化対策地域協議会

の中で、猿払村の地域環境に合った手法を今後、積

極的に検討してまいりたいというふうに 思ってお

ります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長が答弁の当初

にですね、ＣＯ２の削減量について、村民に周知す

るというお話がありました。より具体的に周知をし

ていただきたいという思いもあります。ただ何トン、

何パーセント。何によって何トンが減ったのかと分

からなければ、村民の行動にも、い  ろんな差が

出てくるのかなというふうに思いますので、より具

体的な削減量の表示というかですね、どのような形

で今回、猿払村は１０パーセントの削減に向けて行

動を起こし、実質６パーセントなのか、７パーセン

トなのか、ちょっと今、把握するところではないで

すが、その７パーセントの削減は、このようなこと

になって７パーセント削減できた、というような、

より具体的な周知をお願いしたいと思います。 

また、２番目の質問の、バイオビレッジの実現等

に向けてですが、なかなか一朝一夕にいくことでは

ないと思います。ちょっと、なかなか調べるのは難

しいと思いますが、猿払村の森林面積は、村の面積

の７８パーセントを占めております。約８０パーセ

ント、８割。その中で、今、村長が答弁した、早期

に育つ柳だったり、松類だったりとして、様々な村

有林も持ってます。実際、私がこの何年か見てると

きに、村有林は非常に今、使用されてないというの

が現状です。これからの猿払村の地域のバイオマス

を考えるときに、家畜ふん尿の調査等も必要ですが、

森林に対する資源量の調査っていうのは、不可欠だ

と考えます。 

その森林の資源量の調査や、森林の利活用につい

てもですね、これからの村の考え方について、すい

ません、一言だけ村長からいただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前回に作りました新

エネルギービジョンの策定の部分については、木質

の部分と、それから、クマイザサを利用した部分に

ついての検討もするという形で書いてございます。

そういう部分では、村有林は７８パーセント、日本

国土でいくと７０パーセントが森林だという形にな

っておりますけれども、そういう部分で今後、林道

整備もしなきゃならないのかということも検討しな
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がらですね、クマイザサ、又は木質の部分について

も検討していきたいというふうに考えております。 

また、木質系バイオマスについては、山から切り

出してくる間伐材。それから、製材工場などから出

る残さい。それから、建設廃材。大体この３種類が

主なものだろうというふうに思っております。そう

いった中で、森林の利活用も含めた中で、木質系の

バイオマスについても必ず検討してまいりたいとい

うふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：このバイオマスも

含めて、太陽光エネルギーや、様々な新エネル  

ギーと言われる分野。３番目の質問に移りますが、

エネルギー問題というのは、私の考えとしては、ま

ず行政、自治体が率先して取り組まなければならな

い問題だと考えます。住民一人一人も取り組まなけ

ればならない課題はございますが、民間企業として

も取り組まなければならない課題はありますが、行

政が率先して、住民、企業と一緒に  なってやっ

ていかなければならない事業だと考えます。 

ここで、村には各公共施設、この役場庁舎だった

り、学校、病院、保健施設、各集落には自治会館等

も保有しております。今、１００パーセント化石燃

料に頼っている各施設のエネルギーの転換について

お聞きしますが、エネルギーの自給という考えにつ

いて、村長はどのようにお考えでしょうか。私は、

エネルギーを自給するということは、この村にとっ

て、災害にも強いまちづくりにつながると考えます。

二、三年前に起きた停電のときのことを考えますと、

今、私たち人間生活の上で、電力が不可欠です。そ

の電力が、昔から比べて、５時間、１０時間と止ま

ったときに、今の猿払村の災害対策としては、非常

に、ぜい弱なものを感じます。 

エネルギーの自給で、災害にも強いまちづくりを

目指す。そのようなところに関しての、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）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。エネルギー問

題については、村民の安心、安全で豊かな暮らしを

守る自治体の最も重要な課題であると、私も考えて

おります。近年の地球環境の変化に伴う温暖化対策

において、環境の負荷低減を目指す様々な新エネル

ギーの開発が進められております。太陽光や風力な

どは、その最たるものであり、本村においても、村

民や事業者の皆さんが自ら太陽光や風力など、新エ

ネ・省エネ対策を積極的に取り入れられております

ことに対し、心より感謝とお礼を申し上げます。 

村としましても、一事業者として、各施設の省エ

ネ化の推進に、推進をできることから、予算の範囲

内で進めてきておりますが、環境に優しい負荷の低

減が図られるエネルギーの転換についても、猿払村

地球温暖化対策地域協議会や、庁内推進会議の中で、

平成２６年度に各施設の営繕計画も計画しておりま

す。このときに、どんなエネルギーを、どのような

方向で自給することが可能になるのか、調査も含め、

その中で協議、検討を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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この新エネルギー、

省エネに関しての質問を通してですが、先に、ここ

で村長のお話しから話題の出た下川町の場合のきっ

かけは、平成１６年に、下川町にある公共温泉、五

味温泉のエネルギー転換がきっかけだそうです。そ

のときに、木質バイオマスボイラーの北海道での初

の導入により、下川町が今の新エネルギー（聴取不

可）。やはり、公共施設のエネルギーの転換によっ

て、その町のエネルギー状況が変わるのかなと。各

企業、エネルギーを供給してる業者さんも村内には

おりますので、その業者さんとともに、官民、手を

取り合いながら、エネルギー問題に対して。 

この問題は、止まることができない問題です。村

民一人一人にとっても、行政にとっても。私は、冒

頭にもお話ししましたが、終編を迎えることのない

対策をしなければならないと考えてますので、結果

や結論が出るのは、なかなか目に見えませんが、一

歩一歩進んでいくことを願って、次の質問に移りた

いと思います。 

次に、村内にある遊休公共施設、また、猿払村所

有の建築物について、ということで質問していきた
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いと思います。今現在、村内に現在使用されていな

い施設が多々あります。解体の計画や、新しい活用

方法についてお聞きします。 

前回のこの場でも、離農した跡地の施設の再利用

状況や、解体の状況もお聞きしました。なかなか農

協や各団体さんと協議をするといっても、やはり、

なかなか現状として進まないのが、私は現実だと思

います。そこで、村が所有してる施設に関しては、

村独自の方法、方策や計画によって、新しい活用方

法や解体等の計画ができると思います。その二つに

ついて、お聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の小山内議員

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

議員のおっしゃるとおり、旧役場庁舎を始め、旧猿

払小学校校舎及び体育館等、使用されていない施設

は存在します。これまで、村所有の公共施設にあっ

ては、使用に耐え得るうちは、その活用方法を検討

し、新たな用途での活用に努めてまいりましたが、

やはり経年とともに施設の維持管理費用が増大し、

結果として、将来的に解体を前提とした空家状態と

なっております。 

以前、議会でも御指摘があり、平成２４年に村公

共施設及び車両の管理基準を定め、長期営繕計画書

において管理し、大規模な修繕が必要な場合は事務

事業評価を行うことにしております。建物の解体に

おいても同じ取り扱いとしており、使用に耐えない

建物につきましては、これまでも予算策定時に評価

を受け、施設が数箇所あります。しかしながら、解

体事業では補助がなく、単独事業となり、多額の費

用を要するということから、財政状況の緊迫してい

る中、事業実施に結び付いてこなかったという経過

がございます。 

現在のところは、使用予定がなく、新たな活用方

法もない施設につきましては、建設年度の古いもの

から解体を進めるという方針であります。また、平

成２６年度に公共施設等の解体の計画を作る部分に

ついては、２分の１の補助が出るという形の中で、

先ほど国のほうから示されてございます。村におき

ましても、平成２６年度中に公共施設の解体の計画

を策定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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：なかなか、大きな

建物を解体するというのは、非常に勇気とお金がい

ることも十分承知しております。ただ、今、この環

境を考えたときに、解体費用というのは基本的には、

どんどん上がっていく時代になっていくのかな、と

いうふうに考えます。やはり計画の中で、解体する

ものは早急に解体をする。存続させるものは、多少

のお金が掛かっても存続させる。そういう、めり張

りのついた施設の使用が必要でないかと考えます。 

２番目の質問ですが、その他の公共施設も、今、

実際に使われてる公共施設も、対応年度が過ぎたも

のが見られます。用途を見直さなければならないも

の、その他、多数出てくる時期と考えられます。こ

れからの計画についてお聞きいたしますが、具体的

に例を挙げますと、村営プール。基本的には、もう

対応年度が過ぎて、今のビニールを架けてのプール

というのは、どうなのかなという感覚もいたします。

スポーツセンターについても、農村環境改善センタ

ーについても、まだＲＣの建物で築年数は早いとは

いえ、様々な形で維持管理にお金が掛かってくる時

期だと考えます。 

時が経過して、一気に維持管理がかさむ前に、

様々な形での維持費用の捻出や、建物の見直しが必

要と私は考えます。これからの、これらの建物につ

いての計画について、お聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：ただ今の御指摘のと

おり、プール、スポセン、農環センター。長期的な

展望を持ちながら対応しなければならないというと

ころでは、御指摘のとおりかなというふうに思いま

す。基本的には、先ほど村長が申し上げましたよう

に、平成２６年度に公共施設等総合管理計画という、

補助金が半分出るというところの中で、全体的な見

直しの中で進めていかなければならないな、という

ふうには考えております。 

具体的な施設としてのものが出されましたので、

それについて私のほうでは、お答えしたいなという
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ふうに思っております。プールについては、教育委

員会単独としては、今の形のものが、底のほうも含

めたものが、かなり厚い鉄板を使っているというこ

とで、１０年ぐらい持つだろうというふうに業者さ

んのほうから見積もりを出していただいております

ので、その中で修繕しながら使っていかなければな

らないなというふうに考えています。 

新しいものを作っていくときには、それこそ学校

のプールだけというのではなくて、福祉とか、そう

いうものも含んできますので、全体的な中で進めな

ければならないだろうと。途中で、その（聴取不

可）なったときには、広域連携の中で、稚内の方向

も含めながら検討する必要があるだろうなというふ

うに、方向性を持っているところです。 

続いてのスポーツセンターと農環センターの関係

ですが、御指摘のとおり、計画的に今、雨漏り等の

関係を進めて、対策について進めているところです。

ある程度の範囲がなければ１０年補償というものも

効きませんので、それが効く範囲で、それを進めて

いっていると。そうしながら長寿命化を図っていく

という形を進めてます。スポーツセンターついては、

昨年度、壁のほうの修理等を行わせていただきまし

たし、今年は下の、ウレ  タン加工をしながら、

使い方等についても安全に使えるような関係で進め

ていきたいなというふうに、今のところ、見通しを

持っているところであります。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小林住民課長。 

○住民課長（小林勝彦君・登壇）：先ほどの小山内

議員さんからの御質問にありました、エネルギー関

係の削減率の関係でございますけども、今、調べた

段階ではですね、庁舎内の推進会議という、猿払村

も一事業主としてＣＯ２削減に取り組みましょうと、

そういう目標を掲げたものがあるんですけども、こ

れについては、一応、２２年度を基準年度としまし

て、４６５３炭素トンの基準に対しまして、２７年

度で、５か年間で１０パーセントの削減をしましょ

うという計画を立てております。 

ただ、２４年度の実績ではですね、これが   

０．０９パーセント減少にはなったんですけども、

２５年度、また、これが増えたと。原因につきまし

ては、この中身については、電気代だとか、それか

ら、施設に使われるＡ重油の使用量だとか灯油、そ

れからガソリン。いろいろ、こういう形の中で、マ

イカー通勤だとか、いろいろ削減はしてきてるんで

すけども、それ以上の利用の中で、なかなか削減は

されてないという結果になっております。 

それと、昨年の９月にですね、地球温暖化対策協

議会のほうで、猿払村全体としての地球温暖化の対

策についてですね、新たに計画を設けたものがござ

います。その計画でいきますと、今までの計画とい

うのは、どちらかというと、数字がはっきり見えな

い部分があったりなんかしまして、それを分かりや

すくするためにですね、この契約の中で、１９９０

年度を基準年としまして、目標年を一応２０２０年

に定めましてですね、その目標年までに約２５パー

セントの削減を目標としま しょうと。 

それで、この目標についてはですね、見えやすい

目標ということで、先ほど村長のほうからもありま

したけども、補助金の導入をした中で、村民の方々

には、太陽光の発電施設、それから省エネ、それか

らＬＥＤの照明、木質系。これらの目標を２５年度

で、それぞれ５件、３件、３件だとか目標を掲げま

したけども、それらを、ある程度、実行していただ

くということの条件と、それから、行政のほうでも

１０パーセント削減に向けて、さらに努力をすると。

それをすることによってですね、一人当たりの削減

量が、２０２０年までに  ２５パーセントを削減

しようとする目標に達するという形になります。 

ただ、それは、これを全部、実際に実施しなけれ

ばならないという厳しい問題がございますので、少

しでも、この目標に近付けるような形の中で、今後、

村民の皆さんにもですね、この辺の周知をしてきた

いというふうに思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません、住民

課長のほうから今、答弁を受けたもんですから、ち

ょっと教育長の答弁に対しての言葉を忘れてしまい

そうなんですけど、今、住民課長の説明が  あっ

たとおり、１０パーセントの削減も非常に難しい。
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やはり、照明器具をＬＥＤにして、北電から電力を

買ってるというスタイルでは、なかなか、この２０

２０年までに２５パーセント、４分の１を削減する

っていうのは、非常に難しい量なのかな、パーセン

テージなのかなと考えます。先ほど言ったように、

やはり公共施設のエネルギーを大幅に転換すること

が、猿払村のＣＯ２削減率を上げる、唯一とは言い

ませんが、一番近い方法なのかなと、私は考えます

ので、なるべく早い時期に、それを実現していただ

きたいと思います。 

次に、すいません、質問通告書のほうには村長し

か質問の相手としては書いてなかったのですが、教

育長のほうから今、答弁を受けました。具体的な施

設を、プールとか農環センターとかを挙げたもので

すから、そちらから答弁いただいたと思いますが、

今、この猿払村には、いろんな施設が  建ってで

すね、その他にも、今、ちょっと私の頭の中にある

ものを羅列しますと、プール、スポ  セン、農環

センター、それに本元の、商工会の  入ってる生

活改善センター、図書室、病院。きょうの行政報告

でもありましたが、各地域の学校も、これから、ど

んどんと統廃合によって、施設が用途変更を迎える

のではないのかなと。それに、新しい施設としては、

街中のコミュニティーホールであったり、今、商工

会青年部がやってる、さるカフェみたいなもの等、

様々な施設の利用に関して、終編を迎えなきゃなら

ないもの、用途変更をして新しく建て替えなきゃな

らないものが多々あると思います。 

私は、庁舎内で、この様々な施設に対して、教育

委員会の所管の施設だから。総務課だから。産業課

だから、ということではなく、横断的に、早めにプ

ロジェクトチームを作ってですね、将来に向けて、

未来に向けて、施設の在り方や、学校、病院、全て、

その課を超えて考えるようなチームが必要じゃない

かなと、私は考えました。昨年も、議員全員で豊富

町の視察に行き、コミュニティ定住支援センターの

施設を見てきました。様々な形での使われ方をして

ました。あのような施設がいいのか、また、個々に、

ばらばらに集約されるのがいいのかも含めてですね、

庁舎内で、そのようなプロジェクトチームを作るこ

とが一番いいのではないのかなと、私は考えます。 

また、そのプロジェクトチームにはですね、村長

の配置も必要ではありますが、希望型みたいな形で、

日々の業務を超えてですね、日々、教育委員会の業

務はするけども、そのプロジェクトチームは１か月

に１回、１週間に１回なりの会議や行動、仕事を通

して、そのチームで、この村づくりを考えていく、

みたいなことが必要でないかと、私は考えているん

ですが、村長に、そういうことに関してのお考えを、

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほどの答弁で、少

し含んでしまった部分がありますけども、改めて答

弁をさせていただきたいと思います。本年７月に、

総務省から公共施設等総合管理計画の策定について

の指針案が示されまして、地方公共団体においても

公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を

持って、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行

うことにより、財政負担の軽減、平準化を図り、施

設等の最適な配置を実現するため、公共施設等総合

管理計画の策定に取り組むことが示されました。こ

の公共施設等総合管理計画の中には、先ほど教育長

のほうから答弁がありました、プールだとか、その

他もろもろの教育施設も全部含んでございます。 

これを受けまして、猿払村においても計画策定の

準備に取り掛かることとし、新年度予算では計上し

ておりませんけれども、補正予算において、計画策

定のための予算計上を考えております。 ２６年度

中の策定を目指し、計画に盛り込まれた施策に関し

ましては、解体を含め、大規模改修、改築時に、補

助金等の対象となるとされております。 

また、公共施設等総合管理計画の策定の部分で、

国のほうから指針を示された段階で、副村長並びに

総務課長のほうと、先ほど議員から御提案が あっ

たとおり、これは各課横断的に、職員がプロジェク

トチームを作って検討していかなければならないと

いう形に、話し合いになっております。そういう部

分では、議員と一致した考えでおります。ただ、議

員の後段の所までは若干、考えてはおりませんけれ



  －8－ 

ども、後段の部分についても、できましたら検討す

るような形で。なかなか、職員も通常業務を持ちな

がら、プロジェクトチームを作り、また、まちづく

り会議的なものもやっていかなきゃならないという

部分については、非常に迷惑を掛けますけれども、

そういう形で取り組んで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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：後段のほうで質問

しました、日々、自分の業務をやりながら、そのプ

ロジェクトチームに参加して仕事をする、というの

は、非常に業務的には多忙なのかなと、理解すると

ころでございます。そういうことであれば、プロジ

ェクトチームに参加する人間も、希望制を取るよう

な配置だとかですね、そういうことに携わってみた

い、というような職員を村長のほうで判断していた

だいて配置するような、そんなような人員配置も必

要かなと考えるところでございます。 

最後に、３番目の質問に移ります。職員住宅、公

営住宅の空き家が非常に多く感じられます。街中の

景観も、それによって損ねられていると感じます。

早期の解体計画、用途変更等の計画をお聞きします。 

この質問に関しては、同僚議員が午前中から午後

にかけて、４名のうち２名の方々が質問をしており

ます。簡単に言いますが、解体や用途変更、また、

同僚議員からは売却等の提案も出ておりました。た

だ、この質問者４人の中で３人が質問するというこ

とは、やはり今、この近々の課題なんだろうな、と

いうことが実感されます。やはり、猿払村において

の住居問題は、非常に困窮していると考えるところ

ございますので、用途変更等の計画、早期の問題解

決に向けての考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の小山内議員

の御質問にお答えします。私も、今までの一般質問

の流れの中で、住宅対策という部分については、非

常に重要な問題なんだろうというふうに実感してお

ります。また、そのためには何かしらの手当てを打

つために、いろんな条例改正もしながら、これから

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、改めて、よろしくお願いいたします。 

さて、職員住宅の空き家にあっては、取り壊しを

前提にしている物件であり、村道１３号線の改良工

事の完了とともに、道路に面する職員住宅の解体を

進め、空き地については、今後の推移にもよります

が、民間アパート用地、あるいは一般の宅地分譲地

として活用が図られるよう、新年度予算において、

隣接地の買収予算を計上してございます。 

村営住宅の解体につきましては、公営住宅等長寿

命化計画に基づいて実施しておりますが、依然とし

て政策空家などが点在している状況にあります。計

画的な解体の実施に向けて、既存入居者に対する移

転入居の働き掛けを進めてまいりたいと考えており

ますし、なお、村営住宅の用途変更につきましては、

先ほどの答弁とも重複しますが、解体後の建て替え

用地として確保する必要がありますので、今後、引

き続き検討してまいりたいというふうに考えており

ます。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）：１項目の、猿払村

においての新エネルギーや省エネルギーに関しての

質問や、村の中にある公共施設の問題。様々な、村

においての課題だと考えます。また、本日３月１１

日は、先ほど、この場でみんなで黙とういたしまし

たが、津波の災害があり、日本のエネル  ギー事

情を覆すような事件が起きた日であります。原発と

いうものに関しても考えなきゃならないときに、や

はり、この小さな自治体だからこそ原発に頼らない

エネルギー事情の構築ができるのかなというふうに

思います。 

また、村の施設、住居の問題。様々な形で未来に

通じる課題だと考えます。確かに庁内でもですね、

伊藤村政が始まってから、この４月から機構改革も

行われ、新しい課ができますが、未来につながるよ

うな施策が起こせるような課。未来ビ ジョン推進

課だとか、計画だとか、そのような形で、未来を見

据えるような課も作っていただいて、私たちの猿払

村が、末永く維持できるような、この猿払村の非常

に素晴らしい環境を、次代の子どもたちに引き続き
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渡せるような行政でなければならないと、私は考え

ます。 

できれば、一歩一歩でもいいですから、村民の目に

見える形で、新しいエネルギー、新しい施設、新し

い猿払村になるような形で考えていっていただきた

いと思います。以上で私の質問を終わります。 


