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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）：質問は４点程ありますが、

一番先にごみ収集についてということで質問を開始

させていただきます。先月５月連休明け頃からです

ね。ゴミステーションに取り残されて収集されない

燃えるごみ。また、分別が非常に悪い燃やせないご

み。また、リサイクルごみ。これらが急に増え始め

ました。私も地域の中におりまして、あちこちから

電話をいただいて、中を除いて見ました。ずっしり

と重い燃えるごみの袋。明らかに中に生ごみが入っ

ている状況。また、ペットボトルの蓋も外側のシー

ルもついている。そんなような物が混在してあるも

のもかなりあります。前からなかなか分別がうまく

いっていないという感じはあったんですけれど、し

かし、最初はどうしたんだろうというような気がい

たしておりました。しかし、ちょっと考えてみると

これがやはり本来の姿で、やはりきちっと分別して

もらって出してもらうと。これは皆さん方の協力に

お願いするしかないわけですが、よしこれはやはり

協力しないと、今やらないとだめだなと私も思いま

す。辛抱強く待ってですね、出した方に持って帰っ

てもらって、やはりきっちり分別、仕分けをして、

また、持って来ていただくと。自主的に持って来て

いただく。そういうふうに仕向けない限りはだめだ

なと。そんなんで少し考えました。担当の小林課長

さんにもまた、そういう決断をして、やはりこれを

やるということは大変勇気の要ることだと思いまし

た。決断しました村、また、担当部署、それから、

また、このごみを実際に運んでいるスタッフの方々

のやはり心労はかなりあったのではないかなと思い

ましたし、私もやはり地域で皆が協力できるところ

で、やはりみんなが協力してやっていかないとこの

ごみがいつまでもこういう状態では、やはりコスト

も掛かったりですね、施設とかそういう機械類に相

当負担が掛かっているのではないのかな。本来のご

みの施策とはほど遠いものだろうとそんなふうに思

いまして、本当に担当部署の方々は大変な思いをし

ながらやっていただいたのではないかなと、最近の

村の行政の中で本当に覚悟がいったことだなと思い

まして、私からは賞賛する限りです。 

やはり人が生きるためには水は欠かせないことで

あります。また、生活をすると汚水が出ます。また、

物の消費に伴いまして現代の社会では廃棄物。いろ

いろな廃棄物が出ます。汚水を処理する。また、廃

棄物にリサイクルする。資源を再生する。環境を維

持していく。これが現代社会の大きな課題であって、

これはやはり継続的に続けていかなければ人間生活

の方が成り立っていかない。そういう中でやはり一

番の課題はこういうことがきちっとできていくとい

う住民皆が協力してやっていくことが一番の課題で

あります。 

そこで何点か諸問題がまだ少しずつあるんではな

いのかなということで、やはり今、ごみが皆さん方、

村民の関心になっているというときにですね、やは

りいろいろと何点かについてお尋ねをしたいと思い

ます。 

まず１点目、生ごみの専用の袋。 

非常に材質的なものでありますし、これ猿払村だ

けで使ってるわけではありません。南宗谷に参画し

ている４町村がすべてこれを使っているわけでござ

いますが、私も他の町へ行くこともあります。他の

町ではそこそこのいろいろな考え方だと思うんです

が、やはり水切りと密閉蓋のついているものを使用

して、それを、ゴミステーションまで持って行って

回収車がそこから回収をしていって、入れ物をステ

ーションに戻していく。そのような方法をとってい

るところもあります。私も実際、商売は１日に１５

リットルの生ごみの袋を一つないし二つくらい夜に

なると毎日使っておりますけれども、これはやはり

事業者も村内には何軒かあります。また、家庭でも

ですねやはり少し家族の多いところ、あるいは人を

使っているところ、それからやはりお年寄りの一人

世帯、大中小のごみで分かれてると思いますが、こ

の生ごみの袋と他の方法はないかということで、ど

のような形で今現在考えておられるのかまず一点目

質問いたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 
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○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。現在、村民の皆

様に御使用いただいております生ごみの袋は、平成

１５年４月１日より御使用いただいております。南

宗谷衛生施設組合構成４町村で使用しているもので、

ごみの減量化を目指し堆肥としてリサイクルするた

め、地中や水中微生物による分解がしやすいでんぷ

ん質の素材でできているものを選定し御利用いただ

いております。確かに議員が言われるとおり古くな

ってくるとその素材の性質から、劣化による強度が

薄れてくることも確かでありますが、買い溜め等を

控えていただき水分調整も工夫を凝らしていただき

ながらごみの分別、減量化に御理解をいただきたい

というふうに思っております。また、この生ごみの

袋につきましては、厚さ０．０２５というふうにな

っております。これ以上厚くしますとこの袋を破袋

しないで堆肥化をするものですから、この袋がある

程度溶けやすい状況、厚さということも勘案をして、

当時この４町村、それと当時の３業者での調整を含

めて、この袋の大きさ厚さにさせていただきました。 

また、他の方法はないかというような質問でござ

いますけれども、これは一例でございますけれども、

ある町ではポリバケツを用意して転入してこられた

方やそういう方々に１５００円程度のポリバケツを

ですね５００円程度で提供して、そのバケツに名前

を記入し誰もがわかるようにしてゴミステーション

に出しているという自治体もあります。これはごみ

袋を使用しない場合の一例でございますけれども、

このような処理の方法も含めて今後４町村の中で、

まず事務的レベルで検討していただきながらそのい

い方法を今後検討していっていただけるように要望

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）：今は生ごみの袋のままでい

くということで今後は検討の余地もあるかなと思い

ますが、折角今こういう機会でございますので、そ

ういう他の町村で使っているような蓋も取り扱う事

も今後検討していただきたいなと思います。 

それと今も村長さんの答弁にありましたけれども、

生ごみは一体どのように再生しているのかというこ

とで、再生するということは肥料として発酵させて

肥料として使って再生をさしているということです

が、その肥料についてさっぱり私も、そうですね南

宗谷さんでできてきた肥料がですね猿払村の中でど

こかで使われているところがあるのだろうか。ある

いは私も大分前に富良野市を１回視察をいたしまし

たら、そこはかなりお金をかけて段ボールくずなど、

あるいはその廃材のくずだとかそういうのはこんな

真ん丸にして公共施設の燃料に使っている。そうい

うかなり進んだ自治体の一つでございますが、生ご

みを各家庭から集めていただいて、そしてそれをや

はり果樹の栽培、あるいは野菜農家さんもかなり多

い訳ですから、そこに年間１戸の農家で４トン車１

台とか、そしてまた農家は農家で生糞を農家から買

い付けいたしまして、あわせて自前の肥料を使って

やっているということも視察をしたときに教えてい

ただきました。そして各家庭から皆さん方から年間

をとおして生ごみを提供いただいているということ

で、各家庭で希望される家庭には、生ごみでできた

その堆肥をやはり家庭菜園をやっているとかそうい

うところには必ず一袋ずつ無料でお配りをしている。

私も視察した段階ではそういう勉強させていただき

ました。その辺は今どういうふうになっているのか

お聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：生ごみにつきましては現在

堆肥化をしております。この部分につきましては堆

肥化した肥料として、これは肥料法で南宗谷で南宗

谷一号というたしか商標登録をして肥料を作ってい

ると思います。その部分につきましてできた肥料に

ついては、構成町村ですべて分けて、猿払ですとこ

ういうきちっと南宗で作った袋に入れまして必要な

方についてはということできちっと周知をして各家

庭で家庭菜園等で使っていただいております。現実

問題私の母親も利用をさせていただいております。

それと今までの状況でございますけれども、今議員

が視察に行ってきた燃料等についてはたぶんペレッ

トの状況なんだろうというふうに思っております。

肥料の部分につきましては、当初この生ごみを堆肥

化するという部分についてどういうような形で利用
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していったらいいだろうということで、南宗谷の中

でもいろいろ検討してきた経過もございます。それ

とこの肥料の使い方について仁木町ですとか余市町

の果樹園等に使っていただけないかということで打

診をした経過もございます。果樹園農家については、

どんな肥料、どんな生ごみが入っているか、きちっ

となかなか把握できないという部分で、なかなか果

樹の肥料としては非常に難しいということで当時お

断りをされたという経過もございます。その中で構

成町村の中で一般家庭の方に還元をし、いろいろな

畑や花壇等に使っていただいた方がいいんじゃない

かという形の中で現状に至っているというふうに認

識をしております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：家に家庭菜園がないもので

すから村の広報の中でも余りそういうＰＲはなかっ

たのかな見落としていたのかなと。ただそういう方

法で村民にやはり還元をして周知をして、そしてま

た次に生ごみをきちんと出していただくというその

一つをやはり今後もぜひ継続していかなければいけ

ないことですし、ぜひともこれは出していただく村

民の方々にやはりきちっとしたものを伝えていかな

ければいけないのではないのかなそんなふうに考え

ております。 

その生ごみの分類につきまして、先日ごみのいろ

いろまた改めてこれすぐ出して頂いたのですが、魚

骨の分類、そうしたら生ごみじゃなくて、骨の硬い

物、それから物体の大きいものについては堆肥化に

はならない。燃えるごみの方に新聞紙にくるんで入

れてくれと。しかし、それはまた個人個人のいろい

ろな判断があるようでございまして、こういうこと

が非常に何ていうんですか。大きい骨はこちらです。

細かい骨は生ごみです。というのがいつか多分、最

初はちゃんときちっとしてたと思うんですけれど、

いつからか今度大きい骨の方に細かい骨もあるいは

身っこのついた方も一緒に混じっていてそれが常態

化してきたというのが、私今の燃えるごみの中に生

ごみが混入しているという実態の原因の一つではな

いかなとそんなふうに思うところでございます。生

ゴミに対してこの魚骨の分類というのをもう少し、

これは猿払村だけで判断することができないですけ

れど、これもう少し担当の人方で充分に協議をして

いただいて結論を出していただきたいなと思います

が、取り組み課題について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）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。このごみの分別

収集につきましては、当時私が担当係長として取り

進めさせていただきたいこともありますので、御説

明をさせていただきたいというふうに思います。議

員が言われるとおり魚の骨等の分類は個々の判断等

で多少現在困惑されているんだろうなというふうに

思っております。これも南宗谷衛生施設組合構成４

町村で決められたことでございまして、サンマやサ

バ等の小魚の骨等は生ごみで、サケやブリ等の魚の

３枚おろし等したものをそのまま出そうとするとき

につきましては、燃やせるごみの専用袋に入れて出

していただきたいというふうに思っております。燃

やせるごみに生ごみが混入する要因になるのではな

いかという御意見でございますけれども、確かに現

在、時期的にですね山菜のフキの皮や筍の皮、カニ

の殻、サケや手羽先等の骨は分解に掛かるコスト等

を計算した上で、生ごみではなく燃やせるごみとし

て当初から分類がされたものというふうに理解をし

ております。そういう状況を把握しますと確かに生

ごみが燃やせるごみと一つの袋の中に納まることに

なりますが、本来は生ごみとして堆肥等にリサイク

ルできれば良いのですが、現在の施設の対応として

はこのような分類が最も効率の良い方法として構成

４町村で決定されたことでございますので、改めて

御理解をお願いしたいと存じます。ただ、今後、機

会をみながらですね、これらの分別つきまして構成

４町村の住民の皆さんがより分かりやすい分別の方

法について実務者レベルで検討してもらえるように

改めて要望し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。 
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○議員（野村雅男君）：今の施設の問題もあります

から、やはり今はこのままでやっていくしかないと

そういうふうに思います。３年ほど前に連合自治会

の関係で美深町で研修することがありました。そう

したら名寄市、下川町と３市町で組合をつくりまし

て、生ごみについては炭化ごみとして新日鉄さんの

方に送っているというお話を伺いました。あと紙で

すか。子供さん方の紙おむつですとか女性用に使う

そういうものにつきましては、また別にきっちり集

めて、そういうものは道営飼料さんとかそういうと

ころへ送られて、そして燃やす焼却の施設がないと

いうふうに聞きました。私もそんな焼却施設のない、

そうしたら残りのごみは徹底的に、猿払村もかなり

細かく分別しておりますが、どうしても分別が不可

能なものについてだけ最後に埋め立て処理をしてい

るんだとそのようなところも見てまいりました。ま

た、先日訪問した岩手県の葛巻町では堆肥を発酵し

て、北の大地さんで設置したような、堆肥を発酵さ

せてガスを発生させて活用する。そうしたらそれに

生ごみも入れるような仕組みを最初からこしらえて、

町内で回収している生ごみを堆肥と一緒に発酵層に

入れてそれをガスで発電をして売電をしている。そ

れを実際に見てまいりましたので、今後やはりごみ

の処理の方法もですね、どこかでやはり次の世代に

向けたそういうものを考えていくときに、ぜひとお

らなければならない道だと思いますので、その辺は

今後いろいろ勉強する機会をつくってそういうとき

に備えていったらいいのではないかとそんなふうに

思うところでございます。 

３番目、さるふつ公園内にごみの回収箱がないと

いうお客さんがおりました。お客さんは猿払村に何

日も滞在している方で、そういう要望がありました。

設置すべきりではないのかなと思いますがどうでし

ょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。過去には、さる

ふつ公園にも金属製のごみ回収かごを設置しており

ましたが、道の駅の利用者以外の人たちが家庭ごみ

を道の駅のごみ回収施設に不法投棄していくような

ことがだんだんと恒常的に行われるようになり、一

斉に道の駅ではごみ回収箱の設置をやめた経緯があ

ります。現在、さるふつ公園内施設のキャンプ場利

用者について、受け付けの際に指定のごみ袋を渡し

それを退去後に改修するなどして公園内の環境衛生

と利用者への利便性を図っております。また、昨年

度、道の駅管理棟横の既存のごみ回収箱の横にごみ

ステーション一基を設置して対応を図っております

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）：公園利用者にごみの袋を配

ってそういう形で御指導いただいている。そういう

ことであればそういう施策をやはりきちっと今後も

徹底的に続けていかないとそれが不法投棄の原因に

なるんだと。ただ一つ言っておきたいんですけども、

かつては、例えば東浦の国道の駐車場といいますか、

そういう休めるところがありますよね、そういうと

ころにはずっとごみかごがいつも置いてありました。

たぶんあそこもあまり入ったことないんですけれど

も、猿骨のシェルターの中にもごみを入れるところ

もあったと思います。あるときを境にして全部一斉

に取ってしまいました。それは、集中的に私どもの

前だったりいろいろなところへ来た時期がありまし

た。それはなぜかというとごみ袋が有料になったか

らです。それと分別ができたからです。ちょうど村

長さんが当時担当していた平成１５年頃ごみの分別

が始まって料金が掛かるようになった。開発さんは

一斉に全部取っちゃいました。それはそれで一つの

時代の流れですからそれからまた皆さんもそれぞれ

に学習をして、今だいぶいい環境になってきのたの

ではないかなとそんなふうに考えております。 

次に役場内に専用ゴミ袋がある。これ、私も２年

前か３年前、お墓の方でいろいろと住民課の方に相

談をしていたら、この袋に入れてなげてくださいと

始めてその時点で知りました。これですね、役場の

中だけ専用ごみがある自体がおかしいんじゃないか

なと。職員さんはなんでも入れてね、何か事業があ

っても燃える物も燃えない物もあわせて入れてなげ

ているのかなそんなふうに思いますがこの件につい

てどうでしょうか。 
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○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。現在、役場始め

保健福祉総合センター、病院、保育所等公共施設に

おいて燃やせるごみ用に一般の燃やせるごみ専用袋

より安い価格で作成しているごみ袋を使用して公共

施設での専用袋の経費節減を図っております。また、

生ごみやペットボトルなどの資源ごみについてもそ

れぞれ分別して市販のごみ袋を用いてゴミの分別を

して出しておりますので、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）：私どこがコストが安いのか

分かりません。安いごみ袋作ったって何円かの違い

でしょ。ただ私は意識の問題として村民さんにはそ

れぞれ皆さんお金を払って買ってもらっているわけ

ですよね。そこを使うかで年間のごみの量、出るご

みの量も把握できるだろうし、余りたくさん出てく

るとやはり場所によっては今回の生ごみのように持

っていかれないものも当然出てくる。公平にやると

いうことになれば。別にコストに関係ないでしょ。

どうですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：この専用袋でのごみの収集、

回収、分別を始めたときについては、各役場も含め

て公共施設も燃やせるごみ、燃やせないごみ、カン、

ビンそれぞれの専用袋を使用しておりました。ただ、

こういう公共施設いろいろな人が出入りする中でご

みの量がやはり一般家庭より大量に出るということ

で同じ厚さのごみ袋、高いごみ袋を使っているとそ

の部分村の方の支出も多くなるから役場として薄い

ある程度自分たちで分別ができる薄いごみ袋作ろう

ということで、そこの袋の中には燃やせるごみも燃

やせないごみも全部混在して入れているわけではな

くて、燃やせるごみは燃やせるごみ、燃やせないご

みは燃やせないごみという形の中できちっと分けた

中で排出をしてるという状況でございます。ただ、

一般家庭と同じようなごみ袋を使ってしまいますと、

役場の方の支出額が多くなってしまうという状況で、

今現在公共施設では灰色の薄いゴミ袋を作って使用

させていただいてるという状況でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：私は別に作る必要があるの

かな、一緒の袋でちゃんときっちり９種類ですか。

そういう形で分別をして出すと。して、掛かったコ

ストにつきましては当然やはり村という公共の施策

ですから、それについてはやはり使った枚数ぐらい

はきっちり把握をしておいて、当然南宗谷さんの

（聴取不可）にかければ、その分当然負担はしなき

ゃいけないわけですから、ごみ袋がコストが安いと

いう問題ではないような気がします。今ここで議論

してもですね結論出ませんので。 

次にごみ袋の料金の値上げ。来年１０月に消費税

も上がる。それにあわせて実施をするということで

この年度末の少し前にそういう文書が村民のところ

にきました。そうしたら、今生ごみのお話を先にし

ましたけれども、猿払村は他の町村よりも燃えるご

みの量が他の町村の倍もあるんだと、そして生ごみ

の出方が少ないんだということは前課長さんからも、

伊藤課長さんの時代もちょっと聞いたことがあるか

どうか分かりませんけれどもこうやって減ってきた。

それとやはりリサイクルをきっちり敢行するために、

ごみの袋の料金というのをただ消費税１０パーセン

トになるから上げるんじゃなくて、どういう性格で

皆さん方から徴収すべきかということを念頭にふま

えて、私ごみ袋の料金を決めていけばいいのではな

いのかなというそんな提案です。実際、前回の値上

げのときにかなり大量に買い込んだ人もおりました

し、そして、やはり他町村から猿払村に引っ越して

きた人はすぐ次の日から料金の上がったものを同じ

ゴミステーションに入ってるんですけれど、後から

転入してきて燃えるごみ燃やせるごみを出した人は

１０枚入ってますから５００円ですよね。買い溜め

した人はしばらく前の価格のまま。それが私はね公

共料金というのはある程度皆さんが公平に負担して

るものだというふうに思うわけですよ。そういうこ

とも含めましてね、今分別ということを重点に置い

た中でね、ごみ袋の料金もそして分別によって生じ

たね、分別するということは資源ごみに回収されて
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いますよね、それを多少ともやはりできた物を売っ

ているわけですよ。収入微々たるものかもしれませ

ん。ですけれどそれをまた手間と暇もかけてますけ

れど多少村民にね皆さんに協力いただいてるってこ

とで還元するそういうごみ袋の政策もあってもいい

のではないか。ですけれど、どうしてもやはり燃や

してしまわないといけない、あるいは埋め立てしな

きゃいけない、どうしてもそれはまたコストはやは

り掛かっていくと思うんですよ。もう少し値上げす

るとか。どうですかそういう考え方は。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。現在、消費税は

本年４月より８パーセントとなっており、これが来

年１０月ごろには１０パーセントまで引き上げられ

ることが予想されます。現在の各種ごみ専用袋の仕

入れ価格は条例で設定している販売価格を下回って

いるものの、今後、原材料の値上げ等により販売価

格の見直しをしなければならないような状況になる

ことが十分予想されると思います。その地点で今議

員が言われるように、ただ燃やす経費、又は最終処

分場の延命を図るための燃やせないごみの減量化を

図るため、リサイクルして新たな資源を生むものの

分別の推進も積極的に取り組んでもらえるような方

法を考え、それぞれの料金の見直しも考えていかな

ければならないと考えております。そのためにはご

み分別収集が始まってから１６年ほどが経ちました。

思い切った対策、例えば資源ゴミ袋の無料化をする

などの対策も有効な分別推進策につながり南宗谷衛

生施設組合の負担金の減少や、最終処分場の延命に

もつながるものと考えておりますので、今後そうい

うことも含め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）：次の質問に移ります。村の

公用車についてお尋ねをしたいと思います。ここに

も書いてありますが、本年度は消防司令車が更新の

予定であるということで３月の予算に載っておりま

す。当然、防災時、緊急時には司令塔としてなる。

ですからやはりどこの道でも、あるいは天候にも左

右されないで目的地なり指令車としての使命をたた

えるためのそういう車でなければいけない。ただで

すね、平時ってのはやはりこう何もないときですか

ら。やはりコストはどうなんだろう、そしてまたエ

コというのですか、それはどうなんだろう。こうい

うこともですね、やはり考えてやっていって、また、

防災、緊急時にはやはりある程度そういう能力を発

揮できる。右か左かのお話なんですが、当然そうい

うことは計算上に十二分に入っていると思います。

ただし、消防の指令車も約２０年以上、先日資料を

いただきましたら２０年以上経っている。それに近

いのが病院の院長先生の乗って歩く車であったり。

それから考えてみますと村のこの今この本体の中に

そのような今緊急車両となり得るような大きな、そ

してどこでも行ける車はあるのだろうかと。そした

らパトロール車と水道というのですか下水道ですか。

そっちの方にあるっきりでね。それも普段ある程度

防災パトロールだとか仕事に使っていると。そうい

ったような車両でありますんでね。先日、村長さん

と南宗谷議会で一緒になったらハイブリットを乗っ

ておりましたけれども。やはり平時はいろいろなと

ころで使っていただきたいと思うんですが、村長さ

んの公用車であってもいいと思うんですが、やはり

緊急時あるいはそういう防災の時に、そういう役に

立つ車両が役場の中に少ないのではないのかなとそ

んな気がいたします。村長さんに今後どのような形

で入れ替えする考え方なのかお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。村の公用車車両

につきましては、車両管理計画に基づき更新を計画

しているところでございますけれども、基本的には

使用可能な状態であり修理が可能な車両については

継続して使用する方針であります。 

今年度、購入いたします消防司令車等の特殊車両

につきましては、仮装等もありますことから発注か

ら納車までに長い時間を要しますので、定期点検等

で車体や動力系統の状態を見極めながら更新年度を

設定しておりますし、購入する際には低コストはも

ちろんでありますし、村も推進しておりますエコ運
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動の観点から今後エコ車両の導入についても検討し

てまいりたいというふうに思います。また、ＲＶ車

等につきましては、現在、建設課の方と産業課の方

に１台ずつございます。そういう車高の高い車両も

今後必要だろうというふうに考えておりますので、

そういうことも視野に入れながら今後検討してまい

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）：村長さんから言われた緊急

車両につきましてそういう提案を申し上げたいと思

いました。村長さんもそのような方針であるという

ことでございます。ただ、もう一つ付け加えたいの

ですが陸運局ナンバー。軽自動車は猿払村は少ない。

今４ＷＤでもかなり性能が良く長期間こなしてもい

いと。やはり車検のコストだとか、税金のコストだ

とか、取得税のコストというのも今は非常に、それ

とハイブリッドといいますか村内だけ走るぐらいの

車であれば、そういう車両も今使用している車の中

ではあるそういうふうに置き換えもできる物もたく

さんあるんではないかとそんなふうに思いますので、

答弁はいりませんがそういう形で今後お考えをいた

だければありがたいなと。 

次３番目の質問に入りたいと思います。私の前の

皆さん方もいろいろと鬼志別市街地といいますか猿

払全体をとおして住宅ですとか公営住宅とかいろい

ろ質問していましたけれどこの私も似たような質問

なんです。ただ、私、少し過去を検証したいと。現

在、鬼志別市街地の形成についてということなんで

すが、鬼志別川の切り替えによる流域の面積。旧国

鉄鬼志別駅構内、そして当然稚内の方から汽車が来

る途中で複線になっていますよね。それが駅を挟ん

で、また、浜頓別方面に行くところで複線にもなっ

ていたし、それから貨物の引き込みもあったり、向

かい側にはかなり（聴取不可）。まだ小学校高学年

か中学生の始めの頃にはありましたから相当な面積

があったのではないのかな。ですけれど、今その川

に切り替えしてそこはもう川ですよね。そして、そ

こから旧河川それを埋め戻ししましたね。どのくら

いの違いがありますかね。数字を客観的に出してい

ただければいいです。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：ただいまの御質問につ

いてお答えさせていただきます。鬼志別川の改修に

つきましては、稚内建設管理部が所管する二級河川

でありまして、確認しましたところ平成４年から平

成７年の４年間で行っておりました。現況河川の拡

幅をすると市街地の計画に影響があるとのことで河

川を迂回させ改修しております。旧河川の敷地につ

きましては、約３万３７００平方メートル。新河川

につきましては、約４万平方メートルでその差約７

３００平方メートルの増となっております。また、

旧河川の埋め立てた面積、川の流れていた部分の土

を埋め戻した部分は１万平方メートルと聞いており

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）：前にも質問をしたことがあ

りますが、旧鬼志別川を埋め立てた面積は１万平方

メートルと。河川だった頃は、堤防も含めて３万３

７００平方メートル。新しい方は堤防も含めて４万

平方メートル。今は新しい河川は４万平方メートル

で旧鬼志別川が３万３７００平方メートルあったう

ちの１万平方メートルを埋め立てて、今は１万平方

メートルしかないということですね。そういう認識

でいいですか。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：ただいまの質問にお答

えさせていただきます。１万平方メートルと申し上

げましたのは旧河川の敷地の内の川が流れていた、

水が流れていた部分の埋め立てをした部分の面積で

あります。 

以上でよろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：水が流れてて埋めた部分。

そこは何か後でいろいろ質問等でもお話を聞きまし

たら下にそれぞれの排水のパイプが入っていて、最

終的には利用できない売却もできない場所だとそう

いうふうに認識をいたしております。それ以外につ

いてはほしい方、隣接するところにだいたい整理を

されたように、また地権者からも旧河川の部分につ
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いては鬼志別はそういう形で分けてもらったんだと

いう人も何人も確認をしております。ということは、

私は面積が４万平方メートル新しいところを使って、

新しい川を作って１万平方メートルしか今使えてい

ない、そこの使えないところの何も計画をされてい

ないただ更地になっている。これはね、誰も皆さん

方に責任があると言っているわけではないですよ。

ですけど、こういう平成４年から７年の時の選択が、

後でこういうふうになるんだということを私は申し

たいんです。それは、次の質問を、個人住宅あるい

は今回覧でもまわしてますね、民間アパート用地と

か個人住宅用地。斎場の方に近付くところを分譲し

ていますよね。そして、民間の方々が豊里に行く方

にね、まだ何戸もありますよ。どうですか私考えた

らね両極端の場所に伸びて行っている。真ん中の方

に何もきていないんです。そして、もっと言わせて

いただければこの役場の前から、今除雪センター新

しくもう大分前にできていますよね。そこの道路を

付けても新しくできた建物はそこの除雪センターし

かないんですよ。サルフツ燃料さんのところから豊

里の方に上がっていきますよね。あそこに道路、橋、

芦野線に行ったまでのところに、両わきに家とか何

も建っていないですよね。それと芦野の方、柴田さ

んの方からきて豊里地区から降りてきたところから、

いわゆる道道鬼志別浜鬼志別港線ですか。ちょうど

佐々木さんの寮から橋を越えて行ったところに山の

方から下りてくる道路ありますよね。道路。いいで

すか１本、それから濱野さんのところ２本、それか

ら役場のところから１本、もう一つ言わしていただ

ければ、この役場の神社の裏の方から道路がありま

すよ。だけど全部見たって、道路の脇に家が一軒も

建っていない。これ、たぶんね猿払村のお金は何分

の一しか使ってないと思うんです。国のお金。道の

お金。自分たちのお金が少なかったからそのほかの

ことは何も計画しなかったのではないですか。ただ

ね私今ここにいる人方だって当時は若いけど役場に

いたと思うんですよ。そういうことをね、やはりよ

くあれしながら今後のまちづくりがどういう形でや

っていけばいいのか。それとまだ分譲可能なところ、

道路沿いどうですか。元の国鉄用地の防雪林ですか。

あそこまだ、防雪林として必要なんですか。私はや

はりこういうあれでね、やはりまちづくりというの

はそういうところからやはりこう始めていくべきで

ないかなと思いますが提案に対してどうですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。宅地分譲につき

ましては昨年まで役場横の２区画及び民間の分譲地

があったことから新たな分譲地の造成は控えており

ましたけれども、現在は民間の分譲地が１区画とな

ったことから、今年度鬼志別西町の苗畑地区の小石

側に分譲を予定しております。議員の御指摘は、東

西に延伸するのではなくて旧国鉄鉄道沿いなど鬼志

別市街地内を分譲すべきと理解いたしておりますけ

れども、今回の場所の選定にあたってはできる限り

費用をかけないで分譲できる場所を検討した結果で

あることということで御理解をいただきたいと思い

ます。なお、今後小石側についてはこれ以上延ばす

計画はありません。今後の分譲につきましては、旧

鉄道沿いも含めた鬼志別市街地の中で福祉関連施設

など公共施設用地、住宅地、民間アパート用地を網

羅した中で計画を立てて今後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）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：私はね、村長さんだってこ

の三階のこの机に何年上がってきましたかね。もう

かなりの年数上がっていると思うんですよ。課長さ

んなってきて答弁席に座って。いろいろな形でね。

議員さん方も提案してて、今急にそこの席に来たわ

けではないんですよ。今度は責任はもう重くなって

おりますけれども。ですからね、やはり議員さ方も

私もすぐばばっと言ったり、うまく説明はできてい

ないんですけれど、やはり今回のごみのように住民

からいっぱい協力をもらうところはあるわけですよ。

そしてそういう事に対してやはりきっちり村も答え

ていく。住民さんも近くなって協力していただける

のではないのかなと。これは、やはり少しこれ考え

方を変えていただかないとうまくないのですが、こ

の住宅も私たちも東川も見させていただきました。

美瑛も随分昔に見させていただきました。今回また、
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葛巻さんも見させていただきました。ただ他の町見

てきても我が町ではないんですね。我が町には我が

町のあったようなやり方があるということなんです

よ。それをやはり何があるかというとやはり住民の

方々といろいろなお話をしていかないと解決をして

いかない。ですからそこに何が必要なんだではなく

て、次の質問にもありますから、次の質問は次の質

問であれしますけど。今ちょうど我々も入ってきま

したけども過去に苗畑ですとか、鬼志別の町なかも

含めてそうですけどね。そろそろ定年にもなってリ

タイアしてあるいは怪我もしたりして車で移動でき

ているうちはいいんですけれど、この車での移動が

困難になってきたとき、まるい中の近いところに先

ほどの病院が近いということであそこに老人住宅を

作ったんだってことなんですけれど。そしたら若い

方でも遠いところに公営住宅作ってそこに３０年入

ったらやっぱりそういう形でかけた時に歩いてこら

れるのかな、そのために福祉タクシーがあるんだか

ら使えや、そういう問題では私はないような気がし

ます。冬期間もですね十二分に考えた中で、そして

また、そのまちづくりというのはそういう責任を皆

さん方も、もしね卒業された暁にですね、やはり皆

さん方がやってくれた時にこういうところやってく

れてよかったなとそういうふうになって終わりたい

のではないのかなと私は思いますけど。これはこれ

でよろしいです。 

まちづくり懇談会について。これ２月ですね。２

月とそれから５月ですね。特にこの件についてはま

だ村長さんも就任されて少しというのもありますし、

２月とそして５月にいろいろな要望に耳を傾けてき

たと。そしてまた今はいろいろな諸問題を解決する

ということでいろいろな具体策を考えている最中だ

ろうなとそういうふうに思います。しかし、先日で

すね浜鬼にきた時にシネシンコ地区にある民家が時

化で、これ２月にもこういう要望申し上げました。

で、５月にも要望申し上げましたけれど、村の方か

らは建設管理部さんの方にお願いをしてきたと、お

願いをしてきたけど、その後何もないと。どういう

ふうになるんだろうとその住民から私相談を受けま

した。私も動かなければいけないので。新聞に投稿

でもしてね、動かないのであれば、動く方法を考え

なければいけない。道議さんの方には連絡をして、

お願いして何とか見て何とかこう応急処置でもして

おかないと秋だったら大きな時化になってきます。

そしたら、波際の近いところまで土手が取られてい

る。そういう状況でございますから少し時間をかけ

なきゃいけない問題もあると思います。それからす

ぐできることもすぐしなければいけないことあると

思う。その点についてですね、村長さん、お話をい

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）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。まちづくり懇談

会においての村民の皆様からの要望につきましては、

村として対応できるものは可能な限り実現するよう

努力しております。しかし、対応が過去に遅れたケ

ースもあったことは事実であり村として反省すると

ころでございます。要望の内容により早急に対応で

きるものもあれば、時間をいただかなければならな

いものもあります。また、財源を確保しなければな

らないものなど様々なケースが考えられます。村と

しては先ほど述べましたとおり、できる限り要望に

お応えできるように本定例会に補正予算を計上させ

ていただいておりますし、また、要請などで解決し

た案件もございます。ただ、要望の中には国もしく

は北海道が所管するものもあり、その対応について

は国、北海道に要請をしております。国、北海道に

おいても村と同様に要望内容によって対応に様々な

ケースが生じることと思いますが、対応が遅れてい

るものについては状況確認しながら随時要請をして

まいります。さらに各地区での要望内容につきまし

ては、進捗状況なども含め、次回の懇談会で丁寧に

説明をさせていただきたいと思います。 

また、議員の方から今一件ございました、浜鬼志

別の前浜の侵食対策についての関連の御質問があり

ましたので、その進捗状況について御説明をさせて

いただきたいと思います。この関係につきましては

私も浜鬼志別に２回ほどお伺いした時に話をお聞き

しまして現状を見てまいりました。その中で、現在、

宗谷総合振興局の建設管理部へ護岸対策について要
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請をしてきておりますがその対策に苦慮している実

態にあります。土地の登記については法務局に登記

されておりますが、現況についてはこれまでの土地

所有者等の実測図と申告をもとにおさえております

が、過去に行った地籍調査についても現地を確認す

る構図が発見できず地籍図にはその地番が確定され

ておりません。現在、法務局とも協議してその位置

を確定するための作業を行っておりますので、もう

しばらくお時間をいただき構図の作成をした中で建

設管理部に改めて要請し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

ます 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：今の件につきましては、や

はり人が住んで商売をして高齢とは言えどもまだ元

気でやっておられると。そしてそこはもう数メート

ル先のところが取られていると。今はまだその取ら

れた先は浜がありますよ。ですけれど、また、時化

が来たらまたそこを超えてくるんではないかなそん

なような感じでございます。夏はまだ入ったばかり

ですけれどやはりもうお盆を過ぎると秋になります

ので早急な対策をぜひお願いいたしたいと思います。 

それからまちづくり懇談会の中でいろいろな形で

取り上げられてること、村長素直に答えていただき

ましたのでね。ただ、今までこうだったからこうだ

という形ではなくてね、村民の方に少し耳を傾けて

いただくと、何が心配だということももう少し見え

てくるんじゃないのかなと。そういった中でいい方

法をやはり皆さん方とお話をしながら探っていく。

そんなようなことが必要かなと思いますのでそれは

申し上げておきます。 

最後に老人介護施設について。猿払村で特養施設

が３０床、ショートは９床ということでございます。

先日ある方から相談をされまして、何とか特養一人

入れないだろうか。満床なのは私も分かっておりま

すが、たまたま隣町の浜頓別町で１床空いていたと。

たまたま行ったらそこの１日くらい空いていたのか

な退所された方がいて。そこへ、ちょうど間に合っ

たということでことなきを得たんですけど。数字と

かは把握しておりません。把握しておりませんけど、

やはりそういうものを猿払村内にあるというのは急

務ではないのかなとそんなふうに考えている一人で

す。ただね、巽村長さんを弁護するわけではないで

すけれど、巽村長さんも村長されになられるときは

特養を増やすんだという形でね、かなり意欲を持っ

てやってた。私も後で少し時期をずらして議会の方

に出てきたものですから、そしたらそういうふうに

指示をしたら指示をしている内にいろいろ、各委員

会、職員さんの委員会等でいろいろ議論をしたら今

の段階では必要ないんだと、そういう答えが返って

きたんだというふうに聞いておりますが、この辺に

ついてはどうですか伊藤村長さん御答弁いただけれ

ば。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

させていただきます。現在、やすらぎ苑の待機者は

１４名おります。介護５が２名。介護４が２名。介

護３が４名。介護２が３名。介護１が３名となって

おります。ショート利用にあっては８床に対し長期

ショートに９名が利用し１床が短期利用なっており

ます。これまでの議会でも数度にわたりやすらぎ苑

の増床ということで御質問をいただき、前村長時代

に現状では増床せずショートステイを利用した在宅

でということでお答えし在宅サービスの充実という

ことで高齢者の皆様に安心して暮らしていただける

よう関係部署の連携により、介護予防を始めとした

教室の実施や訪問、緊急通報、除雪支援などの政策

を継続しており、また、やすらぎ苑のショート利用

につきましても平成２５年度実績では８８パーセン

トの稼働率がありましたが現状では入院者の退院調

整など、病院、やすらぎ苑と地域包括支援センター

との連携により調整を図っております。議員のこれ

で十分かという御質問でございますけれども増床と

いうことではなく、他の施設をということと理解し

てお答えさせていただきますけれども、これまでも

他の議員の御質問の答弁にも申し上げましたが、私

としては高齢者介護を含めた福祉施設の建設につい

て現在検討を進めておりますので御理解お願いした

いとふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 
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○議員（野村雅男君）：村長もね３０床それからシ

ョート９床、それから病院との入院調整。やはり無

理がある。いろいろ工夫をして、ですけど現実には

そういう人が、前段で私が申したようにまたおそら

く出て、結局猿払村では塞がっている状況。ですか

らどこか他へ行く。それとまだそういうふうにはな

ってないですけれどもある一定程度になって、何人

か私も知っている方々が猿払村にずっと残っている

んだろうなと思ったら引っ越していってしまう。一

つはやはり病院の通院だそうで、あるいはまたお母

さんの介護であったりそんなのが聞こえてきました。

稚内市の状況ですけれども、稚内市は民間でここは

特別養護老人ホームですけれども、札幌あたりに行

ったらやはり少し入る施設が高い。１３万とか１４

万ぐらいで、稚内市はいくらか私も不勉強でみてお

りませんけれども、そういう施設が２０床とか３０

床とか増えてね、その他に富士見苑の方ですとか、

あるいは緑ヶ丘学園の方ですとか、ここおそらく工

藤市長さんになってちょうど３年終わって４年目に

なると思いますけれどかなりの部分増えたんでない

かな。どうですか、その辺具体的な数字抑えており

ませんかね。やはり私はねそのぐらい少し勉強して

おいた方がいいと思うんですよね。猿払村の現状の

ことも。やはり住民はどこを見てるかったら、やは

り自分が生きていかなければならないわけですよ。

そこの中で選択したときに猿払村を出るという決断

になったらこんな寂しいものはないと思いますよ。

私だけでなくてね皆もそれぞれ年になってきたらそ

ういうことを考えてきますよ。せっかく今政策課の

方で私もちょうど６５歳なったものですから用紙頂

いているんですけれど私は記入して出しておりませ

ん。まだ元気だと言っているんですけどね、それは

冗談ですけどね。ですけど、そういう年になったら

考えてくるんです。皆さん方もねこれから考えると

思いますが、そういうふうになったときにどういう

判断をされるか、されたら寂しいものだと思います

よ。その点もう１回ですね。伊藤村長の考え方をも

う１回聞きます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私も今のやすらぎ苑の３０

床、９床では十分だというふうに正直いって思って

おりません。ただ、増床ということを考えると宗谷

管内の増床数のいろいろな検討も出てきます。また、

私は新たにですねそういう高齢者介護関連施設のも

のを循環型になるかどういう形なるか、これから今

きちっと私が進めたいと思ってる部分については他

のところで先日オープンしたところがございますか

ら、そこのところに職員を派遣してきちっと見てい

ただいて、それを今後の施策の中に反映させていき

たいというふうに考えております。ですから私も、

新たに入所それから通所も含めたそういう施設の場

を作っていきたいというふうに先ほどから説明させ

ていただいておりますけども、それもやっていきた

いというふうに考えております。 


