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○議長（山須田清一君）：日程第５、これより一般

質問を行います。 

通告に従い発言を許します。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君）：おはようございます。 

それでは通告に従い質問をさせていただきます。 

１項目１点でありますが、この地方創生について

お伺いいたしますが、これは非常に幅広い大局的な

問題でありますので、その中でも幾つか焦点を絞っ

て質問させていただきたいと思います。 

現在、政府が重要課題として推し進めている施策

の中に地方創生があります。先日、衆参両院におい

て可決された地方創生法案は、地方の人口減少に歯

どめをかけるため、都市部の人口の過度の集中を是

正するのが目的の法案であります。しかし、その法

案を生かすのは地方自治体であり、地方がしっかり

とした考えを示さなければなりません。そのために

は、地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の

活性化に取り組み、魅力ある就業の機会において対

応を創出しなければなりません。また、地域の実情

に応じた地方自治体相互の連携協力による効率的か

つ効果的な行政運営を図らなければなりません。こ

の地方創生法案を最大限に生かすためには、地方自

治体が道や国に対してスピード感を持って独自の考

えを示し取り組む必要があります。本村は現在、人

口減少率は宗谷管内においては最も低い状態であり、

本村が管内の先駆けとなり人口減少対策に取り組み、

思い切った施策を打ち出す価値はあると考えます。

そのためには、行政が一体となり施策に取り組める

ような工夫も必要であると考えます。地方創生を実

現するには非常に多岐にわたる施策が必要でありま

すが、今後どのような取り組みを行うのか考えをお

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）：ただ今の山森議員の御質問

にお答えをいたします。まだ具体的な内容が示され

ておりませんけれども、村としましては地方創生の

実現に向けての準備はきちんとしておきたいと思っ

ております。 

まず１点目ですけども、村が客観的なデータに基

づき自らの地域の現状と課題を把握して、その特性

に即した地域課題を抽出して猿払村総合戦略を立案

していくことが私は重要であると考えております。

このため、まち・ひと・しごと創生本部は、これま

で経済産業省が開発を行ってきた地域経済分析シス

テム。いわゆるビッグデータを活用した地域経済の

見える化システムを今後地方自治体が総合戦略など

を立案する際に利用できるよう、来年２月には開発

を終了させ、４月以降に公開し、自治体職員への研

修を開始する予定であるというふうに聞いておりま

す。そこで早急に対応できるように、これから実施

しようとしているインフラ整備など各課横断的に村

の課題などを抽出しながらスピード感を持ち、特色

ある猿払村総合戦略策定の準備をしておきたいと考

えております。その後、システムを活用することで、

これまで経験や勘に基づく政策意思決定システムに

加えて、さらにこのデータなどに基づく客観的、中

立的な意思決定システムを構築しなければならない

と考えておりますので、その対応への対策もしっか

りしてお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）：まず、この地方創生ですが、

今、村長が述べたように本村の現状と課題と申し上

げたかと思いますが、これを来年度から徐々に作成

していくという、これも非常に大きな問題でありま

す。衆議院が先ほど村長が言ったように解散をしま

したが、その争点をアベノミクスの是非を問うだと

か、原発問題の是非を問うという連日マスコミ等で

報道されていますが、現状はアベノミクスの矢は本

村にはまだ届いてはおらず、原発問題も住民にとっ

て自分ごとになっていないのが現状であると考えて

います。しかし、最大の争点は、解散ぎりぎりで可

決された地方創生法案であると私は考えております。

これは、まさに地方のための法案でありますが、似

たような施策が以前の政権で幾度となく取り組まれ

ておりました。例えば、ふるさと創生事業では、全

自治体に１億円を交付しました。また、地域振興券

の交付や地域自主戦略交付金といった施策は、いず
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れも地域活性化や少子高齢化で十分な効果を挙げる

ことはできないと考えています。地方創生は非常に

大きな問題でありますが、この法案は今現在地方自

治体が直面している過疎化や人口減少問題を解決す

るためのものであります。しかし、以前の施策と大

きな違いは、すべての自治体が同じように潤うこと

を前提にしていないということであります。これは、

やる気のない自治体は将来消滅しても仕方がないと

いう認識の基で作られております。今後、自治体は

必死になり自らの地域の将来のために続々と手を挙

げ、国からの支援を取り組むための概要を示してく

ることでしょう。とはいっても、その概要は先ほど

村長が言ったようにまだ見えてはおりません。しか

し、今すぐに人口減少や過疎化を解消するのは現実

的に不可能であります。中長期的な取り組みが必要

でありますが、喫緊の課題であることは間違いはあ

りません。重要なことは人口を増やそうと思ってい

ても職がなければ人は定住するはずもなく、女性が

子供を産み育てる環境を整備しても、そのためには

仕事がなければ食べてはいけません。現在の本村で

は限られた職場しかなく求人もごくわずかでありま

す。新規事業や事業規模の拡大でもなければ新たに

本村に定住する人が増えることは皆無であります。

新規事業の創出は私も幾度となくこの議会において

質問や提案をさせていただきました。しかし、具体

的な取り組みは何も見えてはおりません。都市部に

は環境さえ整えば地方へ移転してもよいと考える企

業は少なくないと思っています。そしてさらに自治

体が主導する地域活性化は時間が掛かり施策自体に

も限界があります。これはできるだけ民間が事業を

積み上げることができるよう、その足掛かりを作り

出すことが自治体の本来の姿であると私は考えてい

ます。例えば使われていない遊休不動産などを活用

し新規事業や事業所の移転などを増加させるような

取り組みも必要であると考えますが、その辺につい

て村長がどのようにお考えなのかお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私も今の山森議員の御提案

のあったお話しの中で、そのとおりだというふうに

思います。ただ、先ほど答弁で申し上げましたとお

り、これからはきちっとですね、国から求められる

のはデータ化をきちっとしなさいというような、根

拠をきちっと作った中で猿払村総合戦略、それぞれ

の自治体で総合戦略を作っていかなきゃならないと

いうふうな形になっている。くるかと思います。そ

の中でもう一度ですね、猿払村の経済分析をきちっ

とした中で今後やっていきたいと。その中では当然

分析ですから、産業、それから観光、それから人口、

それから自治体間の比較という部分を今後はきちっ

と総合戦略の中でマップ化をして、改めてどういう

形の中できちっと見えるような形で、どの産業がよ

そからお金を稼いでくるのか、出ていっているのか

というのをきちっと見えるような形でやっていかな

ければならない。こうやりたいからボンとこれから

国に挙げてもなかなか難しいですから、その辺の分

析をきちっと根拠付けをしながら総合戦略を組み立

てていきたいと。確かに議員言うように人口減少に

ついては早々に解決できる問題ではないですけれど

も、これから第７次の総合計画と組み合わせながら

きちっと組み立て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）：山森君。 

○議員（山森清志君）：非常に前向きな答弁をいた

だきましたが、先ほどの質問の中で述べさせていた

だきましたが、今この猿払という部分で、これは以

前に村長もおっしゃっていたものであると思います

が、国会議員の石破茂前地方創生大臣がおりますが、

その方が、これ私も違う所で聞いた話しですが、北

海道には猿払村という村があると。そして、その村

はホタテが日本一の水揚げを誇っている。そして、

なぜか人口減少は低く若者の比率が多い村であると。

そして、みんなにこにこしていると。いうことを同

じことを村長が聞いた別な場所で私も本人から聞い

ております。そして、同じ場所で小泉進次郎前政務

官。皆さんも御存知だと思いますが、その方もおっ

しゃっておりました。北海道のオホーツク管内は、

ホタテが非常に有名で日本一の水揚げを誇っている。

そして、そのオホーツク管内、猿払村も含めてです

が、望むことがあるというのは、その地域の資源、

ホタテ、他の漁もあると思いますが、その地域が誇
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る、世界に誇る、その資源を活用してもっと前に進

めてほしいと。一次、二次含めた六次産業までを鑑

みて、その自治体は、今後、物事を進めていった方

がいいんじゃないかというお話しを直接私は伺った

ことがあります。そして、その政務官が同じように

言っていたことが、今までのように全ての自治体を

均等に成長させますということは無理ですと言って

おりました。その中で意識しているのは、予め頑張

って新しい取り組みで何とか活性化したいというと

ころを成功例として全国に見せつける。そして、自

分達はこのまま衰退するじゃないかと思ってるとこ

ろ、その地域にも、もう一度頑張ればできるという

自信を感じてもらいたいということも言っておられ

ました。私はこの宗谷管内において今猿払村はこう

いう物の言い方はいいかどうか分かりませんが、ま

さに旬であると考えております。今この時期に猿払

村が管内のリーダーシップを取って物事を進めて、

この人口減少対策、高齢化対策、いろんな部分リー

ダーシップを執っていければなと私は考えておりま

す。そして、その中で今年ですか、今年から稚内市

で行われているキタコンという婚活の活動がありま

す。噂によれば来年猿払であるとかないとかってい

う話しもちらほら聞いておりますが、そういったこ

とも実はこれ、稚内市だけじゃなく全国的に非常に

多くなっていると聞いております。というのは、地

域の中でお金を落とすという人は、いわゆる生産人

口ですよね。働いている人達がお金を稼いで地域に

お金を落とす。高齢者の年金は別にしてもですね。

その人口が減っている。それはなぜかというと子供

が少ないからだという話しを聞いたことがあります。

なぜ子供が少ないのか。というのは、実は働くとこ

ろがない。もしくは働いても給料が少ない。収入が

少ない。それで子供を産む余裕がない。という部分

が、これが実は大半であるとお聞きしました。いろ

んな意見があると思います。評論家の方もいろんな

ことを言っておりますが、実はそこに本来の問題点

があると私は考えています。これからますます、も

っとスピードを上げて少子高齢化が進むはずです。

特に日本は世界に類にをみないほどのスピードの速

さだと聞いております。猿払村は人口減少率が低い

と今述べましたが、それでも人口は減ります。どう

考えても減るのは事実なんですね。その中で今、何

かしらの手を打たなければ、おそらく将来この猿払

村も近隣市町村と同じようなことを言われ、そして

宗谷管内はどんどん衰退の一途をたどっていくのは、

これはもう現状では明らかだと私は思っています。

何かないか、何かないかといつも私この場所で言う

んですが、これを生み出すのがなかなか難しいと。

それが一番難しいことではありますが、何かしなけ

ればこれは何も生まれないわけです。今、このよう

に猿払村が注目されている。その中でリーダーシッ

プを執っていく。そして、行政が一体となってと先

ほども私一般質問の中で述べましたが、まさにそこ

ですね。役場の中にはいろんな課があります。その

課が一体となって手を挙げて、こういうものはどう

だ、あういうものはどうだ、今こういう問題が起き

ている。そこを精査して何ができるんだろうかとい

う部分も考えていかなければ、これ５年後、１０年

後、猿払村はどうなっていくか分からないと私は非

常に危機感を覚えております。今はホタテがいい。

一次産業が非常に伸びているという部分で潤いがあ

る町である。先ほども二人の大臣が、政務官が言っ

ていたことも、これは、今一次産業が非常に伸びて

いると。これも一つの要因であるという部分であり

ます。仮に将来、特に水産業というのは非常に波の

ある産業です。今年が良かったから来年も良いとい

う確証はどこにもありません。何か一つ問題が起き

るとこれは一気に逆転してしまいます。その部分も

含めて今先ほど私が述べたように、いろんな企業を

誘致する。それも、ただ来ないかなじゃなくて、い

ろんなところに声を掛ける。調査をする。その部分

も先ほど村長述べておりましてけれども。その部分

も進めていかなければなりません。仕事を作る。仕

事を作って結婚した人が子供を産める。産んだ子供

が安心して預けられるところ。安心して育てられる

環境。これを作っていかなければならないと思って

います。先ほど村長が述べていた中で、今後、猿払

村の現状と課題と申しておりましたが、それを来年

度から検討するという部分がありました。今現在、
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村長が考えている課題と現状というのは実際どのよ

うなものがあるのか。ここで一つお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：先ほどでも答弁をいたしま

したけれども、これから公共施設等の維持をしてい

く上で改修等も含めてインフラ整備が非常に費用が

嵩むという部分があります。ハード面ではそういう

部分がありますけども。今後、今議員がおっしゃら

れたとおり、どの産業に抽出して力を入れていくべ

きかということも収取選択していかなければならな

いと思います。確かに今は第一次産業の中であぐら

をかかしていただいている状況でございますけども、

議員おっしゃるとおりいつまでもいいというふうな

形になるかどうか分かりませんけれども、今現状と

しては、その一次産業に力を入れていきたいという

ふうに考えております。その中で当然議員おっしゃ

るとおり所得があるから子供もたくさん産んでもら

えるという経済的なバックボーンがあって、今現状

猿払村が成り立っているというふうに思っています。

その中で口頭でいろいろこう政策の中でやりたい、

これをしたいというような形になったとしても、や

はり根拠的なシステムというか、物が見えるとして、

物がなければないと思うんですね。約全国で今１８

００の自治体がありますけれども、その中で猿払村

がどの辺にランキングしているのか。産業がどうい

う形になっているのか。観光がどういうような人の

流れでなっているのか。各自治体との位置付けって

いうのを、根拠付けをきちっとして職員がみんな共

有した中で、それぞれの各課で持っている課題だと

かそういうのを全部出してもらって、今後どう展開

をしていくか、行政に反映させていくか、村政に反

映させていくかという部分をこれから検討していか

なければならないと思っています。ですから、私が

こうやりたい、ああやりたいと言っても、やはりそ

れ相応の根拠データがなければなかなか議論になり

ませんから。その根拠データを先ほど言ったシステ

ムができあがり次第、早急に検討して作り上げてい

って、それを猿払村総合戦略という形の中で構築を

していきたいというふうに考えています。ただ、現

状としてどの部分で課題が抽出があるのかという部

分ですけれども、今のところはそういうインフラ整

備等も含めていろいろ課題が出てきているんだろう

というふうに考えています。今後はそういう形でシ

ステムを利用しながら村職員一丸となって、村民を

巻き込みながら、各種団体等とも協議をさせていた

だきながら、猿払村総合戦略をきちっと立ち上げな

ければ、たぶん国の方にもいろいろ物を申せないし、

いろんな事業やりたいと言ってもなかなか難しい。

たぶんこれからは極端なこと言うと自治体間の競争

にもなってくるんだろうというふうに考えておりま

すので、その部分については私を含め職員の方も危

機感を持ちながらきちっとやってまいりたいという

ふうに考えています。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：私もその部分に関しては同

一意見であるとは思いますが、実はこれ本当のこと

を言いますと、もっと早くにやっておくべきであっ

たと私いつも思うんですね。たぶんここで２回か３

回ぐらい同じような質問をしたと記憶しております

が、その中でも皆さんたぶん思ってることは同じだ

と思うんです。ただ、どこからどう手を付けていい

か分からないとか。ただ、こういうものをやっても

どうなのかなという部分。たぶんおそらく皆さん一

つや二つは持っているものだと思います。行政主導

ではなく民間主導でやった方がいいと私先ほど述べ

ましたが、正にそこなんですね。最終的には行政で

はなく民間が事業を推し進めていく。ここなんです

ね。行政がいくらやってもこれには限界があると思

います。行政のやる仕事はそこではなく、民間が事

業を進めるための足掛かりを付けてそれをサポート

する。そこが行政の最大の役割であると私は思って

います。そのために何をしたらいいか。これからい

ろいろな案が出てくると思いますが、さまざまな観

点からこれを考えていただいて、村の為に、そして

将来の、これ２年後、３年後はなんとなく予想がつ

くと思いますが、１０年後、２０年後、３０年後、

５０年後。この猿払村はどうなっているのかという

のは誰にも分からないんですね。今やったことが５

年後、１０年後、２０年後に生きてくるような施策

を是非ともしていただきたいと思っております。先
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ほど言った婚活の部分もいろんな噂が流れておりま

すが、是非来年、猿払でも実施して管内の若い方を

呼び寄せて、そしていろいろやってみる。農業関係

でもいろんなことをやっているところはありますが、

それとは別にいろんなことをまずためしてみるとい

う部分も私は必要ではないかと。そして、この猿払

村がこの宗谷引っ張っていくんだというその考えを

議員、職員、そして、住民皆が共有して持てるよう

な、そういう施策を執っていただきたいと私は思っ

ております。 

ということで質問を終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：次に４番、太田君。 

○議員（太田宏司君）：おはようございます。 

私の方から質問通告書に従いまして２項目、暴風

雪被害への対応と除雪について質問をいたします。 

近年、地球温暖化の影響と思われる異常気象によ

る災害が多発しています。４日の道新に世界気象機

関が今年の世界の年平均気温が観測史上最高になる

可能性が高い。地球の気候が変わり年を追うごとに

極端な気象や人間への悪影響へのおそれが増してい

るとの指摘が掲載されていました。 

また、今月に入り３日から４日にかけ発達した低

気圧の影響で日本海側を中心に暴風雪に見舞われた

り、名寄市では２４時間降雪量が７３センチメート

ルに達するなど極端な気象になっています。６日か

ら７日には日本海側から四国にかけて１２月初旬と

して珍しい大雪に見舞われ、車が立ち往生するなど

交通が乱れ、路上で凍死者が出るなどしています。

９月の定例会の一般質問で集中豪雨による災害につ

いて質問をいたしましたが、これから冬期間へ向け

て当村でも暴風雪による災害が心配されます。暴風

雪などによる災害の被害防止と高齢化社会における

除雪体制について質問をいたします。昨年は１月と

３月に宗谷管内において国道、道道が猛吹雪によっ

て通行止めになっています。また、道東では発達し

た低気圧の影響で暴風雪となり車が相次いで立ち往

生するなどして８人の方が死亡しています。これか

ら冬期間、当然猿払村においても地吹雪などで視界

がなくなり路外逸脱して身動きが取れなくなるケー

スや吹き溜まりによる交通障害が発生し道路上で動

けなくなる場合が予想されます。 

１点目の質問です。冬期間、村内における異常気

象時に地吹雪などで視界がなくなり路外逸脱して身

動きが取れなくなるケースや吹き溜まりによる交通

障害が発生し道路上で車が動けなくなる場合が予想

されますが、国道、道道、村道の通行規制はどのよ

うな判断の基なされ、どのような対応がなされるか

質問をいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の太田議員の御質問

にお答えをいたします。国道、道道の通行規制はパ

トロールなどにより現地状況の確認を行うとともに、

気象状況などを勘案し吹雪で視界が悪く除雪車の運

行もできなくなると判断した時に事故などによる放

棄車両のため除雪が困難となる時などケースはさま

ざまでございますが、除雪委託業者と道路管理者が

相談をして通行規制をかけるものとなっております。

また、村道におきましても幹線道路、いわゆる国道、

道道ですが、この幹線道路の除雪状況と通行規制の

情報を基に村道としても判断をしております。以上

です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：村道については村の管理で

すから村の方に当然情報交換はあると思うんですけ

れども、国道、道道に関しての村との情報交換。そ

の辺はどのようになっているか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口豊君）：ただ今の御質問ですけれ

ども、国道、道道につきましては、先ほど村長が答

弁したように委託業者と管理者である国、道との協

議の基、通行止めの相談がなされ、最終的に通行規

制という判断がなされた時には、猿払村の方に何時

から国道については止めます。道道につきましても

何時から止めますということで私達のところに情報

が入ってまいります。それに伴い私達の方では、Ｉ

Ｐ告知などを通じて住民の皆さまに通知をしている

ところでございます。また、国道、道道につきまし

て、そういうふうな情報が入りますと、私達の村道

につきましても、なかなか幹線を使いながら移動を
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して除雪をするということもありまして、なかなか

除雪が難しくなりますので、その中で私達も村道に

つきましても、その中で判断させていただいて通行

止めの形をとらせていただいております。以上でご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：異常気象、吹雪が予想され

る場合外出を控える。これが一番被害に遭わない方

法かと思いますが、国道あるいは道道を通過してい

る車両が猿払村で異常気象に遭う場合も予想される

わけです。通行止めや視界不良で立ち往生し車内で

待機している。昨年は湧別町で車外へ出て避難する

途中凍死した事例。車内で一酸化炭素中毒した事例

があります。車内で吹雪が止むのを待つ場合はエン

ジンを掛けて暖をとらなければならず一酸化炭素中

毒の危険もあるわけです。 

２点目の質問になります。通行規制時、避難施設

への誘導、避難者への対応はどのようになされるの

か質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。道の駅は緊急時の

避難場所として現在位置付けをしております。当然

吹雪の時などは受け入れをしております。また、過

去には浜猿払交流センターも避難場所として開放し

ておりましたが利用しないまま道路が開通したと聞

いております。国道におきましては、通行止めにな

りますとゲートの前には除雪委託業者が張り付きま

すので、担当者の誘導指示に従い避難を現在はして

いただいている状況でございます。また、道の駅に

は数には限りがございますけれども災害用の防災グ

ッズを用意しておりますので安心して御利用してい

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）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：今、答弁をいただきました

道の駅を避難施設にしている。浜猿の交流センター

を避難場所にしている。昨年の湧別町なんですけど

も道路上で立ち往生という状況になりました。地吹

雪で吹き溜まりができて、そこに車が何十台も立ち

往生してしまって、そのあと避難施設に避難してい

ただくのにかなりの手間取った状況になったと聞い

ております。当村も当然、道の駅、浜猿払を交わし

た時点でそういうような状況になる可能性もあるわ

けなんですけども。そのゲートを閉める前ですね。

ゲートを閉める前に行った車両の確認とかというの

はどのようになさるのでしょう。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口豊君）：ただ今の御質問ですけど

も、ゲートを閉める前の話しと確認しています。そ

れでゲートを閉める前には、国道におきましては道

路パトロール車が全部中を見まして、中に居ります

自家用車などは一斉排除をしてゲートの外に出しま

す。その後中にいないかどうかのさらなる確認をし

てゲートを閉め道路の規制をかけているということ

で開発さんの方に確認を取っておりますので御報告

いたします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：ゲートを閉めた後ですね。

確認するということなんですけれども。当然地吹雪、

道が塞がっています。そこに車が入っている、それ

を確認する。Ｕターンして戻ってこれればいいんで

すけでも、戻ってこれない場合もありますね。当然

車の放置とかの問題も出てくると思うんですけども。

そうすると道路が本当に止まってしまって、その後

の道路を開通されるというのは大変な作業になるん

ではないかなと思うんですけども。次の質問にも携

わってくるんですけども。そういうような状態で道

路が駄目になってしまった。猛吹雪になった時に猿

払村に住んでいて不安の一つとして病院の問題があ

ります。猿払村は一次医療圏、高度の医療、治療を

要する患者は救急車で稚内へ搬送されるわけです。

今のような例えば状況になった場合にですね。 

３点目の質問になりますが、猛吹雪等の異常気象

時の緊急車両への対応はどのようになるのか質問い

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。過去におきまして

も国道、道道の通行止め時に急病人が発生し本村か

ら稚内市の病院へ搬送したことが過去にはございま
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す。救急要請があった場合には国道は稚内開発建設

部が。道道は稚内建設管理部と役場建設課、総務課、

消防署猿払支署が相互に連絡調整を取りまして、除

雪車先導で救急車により急患を搬送するための連絡

体制が現在は構築されております。冬期間の道路交

通状況につきましては、冬を迎える前に各関係機関

が会議を招集して各関係機関で情報を共有すること

としておりますので、緊急時の連絡体制がきちっと

対応されている状況でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：きちっと対応されていると

いうことなんですけども。先ほど言いました湧別町

の事例を出しましたけれども。車が入った後に吹き

溜まりになると。それこそ除雪が大変なことになる

と思うんですよね。だから早めの情報、村道に関し

てもそうなんですけども、お互いに早めの情報を共

有しあってですね、緊急車両がいつでも通行できる

ような体制にしていただければと思います。 

次の質問に入ります。これから高齢化が進んでい

く猿払村で安心して住み続けられる町を実現するた

めには、除雪施策の充実は欠かせないと思います。

猿払村は比較的住宅密集地が少なく、雪の堆雪場所

も確保しやすく他町村に比べ恵まれた環境にあると

は思っています。しかし、冬期間の除雪は、この村

で歳を取ってから住み続けていく上で不安の一つと

思っています。高齢になるにつれ除雪の負担は重く

なっていくわけです。大雪などの時は若い方でも大

変な除雪。高齢者になればかなりの負担と思います。

隣近所の助け合いで解決できれば一番いいことと思

いますが、なかなか人の手で近所の高齢者の除雪の

お手伝いは大変と思います。近年、除雪機、ショベ

ル等、個人で所有している方が多数居られます。 

質問です。自治会等がコーディネートし、高齢で

除雪に支障をきたしている高齢世帯に、除雪範囲を

玄関から道路まで自宅の除雪にあわせて朝一回実施

するなどの方法を取れるように自治会への補助を検

討することはできないか質問いたします。あわせて

屋根の雪下しに困難をきたす世帯への補助の考えも

お尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：議員おっしゃるとおり１２

月に入りましてから連日の降雪により、既に除雪車

も出動するなど住民の皆さま方におかれましても

日々の除雪に大変苦慮されていることとお察しいた

します。 

それでは、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。まず最初に今の現状の除雪作

業、支援体制について若干の説明をさせていただき

たいと思いますけれども。現在は高齢者福祉除雪支

援の対象は、高齢、又は身体上の理由などにより自

力で除雪することが困難な世帯で、かつ親族、又は

近傍者などからの援助を得ることができない世帯と

しております。具体的には６５歳以上の高齢夫婦世

帯。独居世帯。あるいは障害者の独居世帯などの

方々で、基本的に非課税世帯を対象とし、民生委員、

各地区消防団員など等からの意見を参考として支援

を要する世帯の選定をしております。こうした中か

ら昨年も拓心中学校と社会福祉協議会のボランティ

アによる除雪や季節労働者支援除雪、消防支署生活

安全係による定期的な巡回や除雪作業などの見守り

を実施し、鬼志別を除く各地域におきましては、地

域の方々や消防団員による支援により高齢者世帯の

冬の安全対策に取り組んでいただいております。昨

年度、同様の御質問が補正予算審議委員会でなされ

た際にも私は答弁を申し上げましたが、高齢独居で

あっても御身内が近隣にいらっしゃる方だとか、一

定の収入のある方につきましては、それぞれで御対

応いただくことを前提に今年度も消防支署生活安全

係と地域包括支援センターが連携会議を実施してお

り、各地区消防団員の見守り対象世帯、これつきま

しては約３９世帯ございますけれども、そこを選定

して各地区民生委員と協議をしながら除雪支援体制

を整えております。このほか新年度から稼動させた

いと考えております新たな有償ボランティアの試験

的運用を社会福祉協議会と連携をしながら一部今冬

の除雪支援にも活用していきたいというふうに今準

備を進めている最中でございます。 

また、御質問の高齢者世帯への補助につきまして

は、行政へのお考えを問われますと、ただ今御答弁

申し上げたとおり最低限の支援を継続してまいりま
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すけれども、基本的には地域で弱者を支える構造と

いうのが今の自治体、村、地域に真に求められてい

る現状ではないかというふうに考えております。私

が村長に就任をさせていただいて１年が経過しまし

たけれども、何度も申し上げておりますとおり、私

は誰にでもやさしいまちづくりの実現に行政だけが

やさしければいいというものではないというふうに

考えております。どうか議員個人にはなりませんけ

れども、どうか議員皆さま方におかれましても、地

域住民の皆さま方におかれましても、隣近所に目を

向け協力できることはないかということを今一度見

つめ直していただくことが必要であるかと考えてお

ります。改めて皆さま方に御協力をお願いを申し上

げたいというふうに考えております。 

また、自治会等への補助等につきましては、自治

会長会議等、まちづくり懇談会等もありますので、

その中でちょっと検討させ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）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：今村長に答弁いただきまし

た。高齢の方々、隣近所で支える。地域で支えてい

くと、私も同じような考えなんですけども。ただ、

やっぱり支えきるといってもなかなか自分の体調、

隣近所の人の年齢層の問題とかいろいろな問題があ

ると思います。先ほど村長の方から有償ボランティ

アのような考え方もあるというような答弁をいただ

きましたんで、是非ですね、何らかの補助なり与え

てですね、地域が支えやすいように、周りの人が支

えやすいようなそのような体制を作っていただけれ

ばと思います。 

夜間、早朝の除雪は通勤や通学の足を確保するた

め大変な作業だと思っています。業者の方々にとっ

ても大変な作業だろうと思っていますが、広い地域

を時間内に回らなければならない大変さも承知する

ところです。現在の除雪。かなり良く除雪されてい

るとは思っています。しかし、特に湿り雪の重い雪

の時期に除雪車のブレードで盛り上げていく雪は重

く時間を置くと硬さも増します。高齢の方々が処理

するのは大変だと思います。冬期間の引きこもりも

心配されるところですし、通所介護やショートの送

迎の車を玄関の前に着けるのも無理があり安全にも

支障をきたすのではと心配いたします。 

質問です。道路除雪に住宅前に置かれた間口除雪

の対応をどのように考えるのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。この御質問につき

ましても先ほどの答弁と若干重複するかと思います

けれども、一応原則として国道、道道の除雪におき

ましては車道を削った雪が住宅の前に置かれること

は私も十分承知しております。現実私の前も置いて

いきます。現状としては、それぞれのお宅で除雪を

していただかなければならないという状況になって

おります。今回、まちづくり懇談会の中で、その除

雪関係のこともいろいろ意見交換をさせていただき

ましたけれども、一部の自治会では高齢者住宅の除

排雪を御近所の方々が行っているですとか、消防の

分団員がいろいろ把握をしながらやっていただいて

いるという地域もあります。議員が見られてこられ

た地域につきましても、行政が行うものばかりでは

なくて、御近所同士が助け合える地域づくりができ

ないかということだと思います。先ほどの答弁にも

なりますけども引き続きですね、行政でできること

はきちっとやっていき、援助できるところは拡大を

しながら検討していきたいというふうに思います。

この場を借りて改めてですね、村民皆さま方の、地

域住民の皆さま方にそういう支え合いの体制を取っ

ていただけるような共助の心を持っていただきたい

というふうに思います。改めて皆さま方の御協力を

お願いし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）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：私の前に同僚議員が質問を

していました。これからたぶんここも人口も減って

いくんでしょう。高齢化も進んでいくんだと思いま

す。その中で住み続けたい町。住みやすい町。細か

い気配りを行政、また、除雪を請け負っておられる

業者の方々にもできることならお願いしたいなと思

います。 
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最後、ちょっと再質問になるかと思います。除雪

の方々、早朝あるいは夜間、異常気象時への対応は

大変だと思います。そうした中、当然除雪車両に対

し燃料を供給しなくてはならないわけですが、本村

の２軒のスタンドが閉店いたしました。２軒とも今

まで除雪車両への燃料の供給をしていたと認識して

いますが、今後の体制は大丈夫なのかどうか質問い

たします。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口豊君）：ただ今の御質問にお答え

させていただきます。２軒のガソリンスタンドが現

在休んでいるというか営業しておりません。私の方

で冬の除雪の油については心配いたしまして、その

２軒で入れていた除雪委託業者に対して先日聞き取

りをいたしましたところ、１社は別の村内のスタン

ドから入れさせていただく。もう１社は今のところ

稚内から運んできて対応しているということで、今

冬は何とか乗り切れるのではないかという話しを伺

っておりますので、その点は私の方も安心しており

ますので御報告させていただきます。以上でござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：１社は地元業者がやる。も

う１社は稚内の方からということです。村内の除雪

です。できるだけ村内の業者を使えるような体制を

今後とっていただくようお願いいたしまして私の質

問を終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：ここで１０時５０分まで

休憩します。 

 

休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１０時５０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。 

８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：一般質問通告書に基づき

２項目７点ほどについて質問させていただきます。 

まず１項目ですが、猿払村役場職員の体制と地域

おこし協力隊についてということで４項目ほど。 

２項目目にサハリン定期航路の存続についてとい

うことで３点ほどの質問をしたいと思います。 

まず１項目１番目の質問ですが、今現在猿払村で

は、公務員として、村職員として、この庁舎、消防、

保健センター、病院、学校等に配置されている職員

の方々がおられます。職員の方々の資質の向上、こ

れは非常に重要と考えます。例えば、ここの自治体

猿払村であっても、会社であっても、お店、商店、

観光地であっても最終的に重要視されるのは、物や

そこに売っている価値ではなくて私は人間であると

考えます。人として、また、村役場職員としての資

質の向上は、研修やいろいろな経験、体験によって

向上されると考えます。そこで、猿払村での職員研

修、技術者等現場講習等の実施状況。また、今まで

のその成果について村長にお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の小山内議員の御質

問にお答えをさせていただきたいと思います。まず、

総務課で所管をしております職員研修は、平成２２

年度に改定いたしました人材育成計画に基づき年度

ごとに計画を策定し、基本研修、特別研修、派遣研

修、職場研修、自己啓発などの自主研修を柱に掲げ

実施している状況でございます。今年度も基本研修

では、宗谷町村会が主催する新規職員基礎研修、初

級職員研修、これは採用後２年目の職員でございま

す。中級職員研修、これにつきましては採用後４年

から５年目の職員を対象にしております。採用時に

行う地方自治制度や給与、休暇、接遇研修のほか、

人材育成やコミュニケーション能力などの研修とし

て近隣市町村での研修事業への派遣、さらに消防署

猿払支署とタイアップしＡＥＤを用いた救急救命講

習を実施しております。また、特別研修では、係長

以上の職員を対象に職員研修、講師要請研修への派

遣のほか、税務基礎及び応用研修への税務担当職員

への派遣。管理職を対象とした管理監督者研修への

派遣。係長以下の職員を対象とした法務執務研修へ

の派遣など、それぞれ予定どおり職員派遣を行って

おります。さらに派遣研修としては、提案型の国内
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先進市町村視察研修を計画し、これまでにふるさと

寄附金先進地ということで上士幌町への視察を３名。

それと保育事業先進地視察で東京都と千葉県の保育

所の視察に３名を派遣しております。この他にも各

所管課においては、所管事務に関係する研修を実施

しており、福祉関係施設視察のほか、各専門職専門

分野における管内、全道的研修への職員派遣を行い

現在研鑽を深めております。この成果につきまして

は、今すぐにとはいかない部分もございますけれど

も、少なからず今後の業務遂行に役立っていくもの

と考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：今、村長の方から宗谷管

内で行われている基本研修、中級研修等の項目があ

りました。もし、村長の方で分かっていることがあ

れば、その研修の具体的な内容。どのような研修が

行われてるのか。初級研修であれば地方公務員の倫

理観であったり、公務員としての在り方だったり。

よく昔から言われている地方自治体の公務員は、そ

の自治体の最たる営業マンであれだとか、猿払村で

いけば村民に対しての最大の奉仕者であるべきだと、

よく言われることがあります。そういう研修の中身、

具体的な中身がもし分かれば、どういう研修を受け

ているのか。 

また、技術者の話しもありました。保育所の方々

が東京の方まで出向き研修を受けている。一般職と

違って技術者の方々というのは、技術者といってい

いのか分かりませんが、具体的に言えば消防職だっ

たり、看護職だったり、保育士の職だったり、病院

の先生だったり、庁舎内にも技術職として建築、土

木等がいるかと思います。一般職の研修内容とは基

本的には、その技術者の方々は必ず違うと考えられ

ます。そこで、今説明を受けました一般職員に対し

ての研修内容。また、技術職の方々への研修内容等、

具体的に分かることがあればお答えいただきたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君）：ただ今の御質問、大き

く２点だったと思いますが、お答えをさせていただ

きます。研修の内容、具体的な内容という御質問で

ございました。簡単にお話しいたしますと、町村会

で主催する部分の研修というのは、一般職員を対象

とした研修という位置付けで総務の方も押さえてお

ります。公務員の在り方。先ほど議員の方からもお

話しがあったとおりですね、地方自治法に関する講

義であったり、あとはそれぞれ課題に対する対処の

方法ですとか、講師による講義だけではなくてグル

ープワークという形で課題を与えられた中でディス

カッションをして課題解決に向けての取り組みをす

るだとか、講義の内容は非常に細かく設けられてお

りまして、大体新規、初級、中級とも３日間のスケ

ジュールで自治体職員としてのさまざまな講義内容

が設けられております。細かい講義の内容について

はちょっと今、手元に資料がありませんので申し上

げられませんけれども一般職員に対する研修という

のは大体そういう感じで研修が行われているところ

です。 

もう１点、技術職、専門職の研修については、お

おむね各所管課の方にですね、それぞれ専門に関わ

る部分の研修会等の案内が村の方に届いております。

それに基づいて業務を調整しながら、それぞれ専門

職がその研修会に参加しているという実情はござい

ますが、消防職においては消防学校、入ったばかり

の職員については消防学校に半年間行ってというこ

とで、これもたくさんメニューがありまして、一般

の消防に関わる部分の学習。それから救急に関わる

部分の学習。これ全てを受けるだけで２年間が掛か

ると。全ての消防学校での講義を終了するまでとい

うのが時間が掛かることでございますけれども、そ

ういった形で職員を派遣している。御承知のとおり

救急救命士については、これまで東京の学校へこれ

も半年ほど派遣いたしまして資格を取っていただい

てきているという実情にございます。そのほか保育

士は保育士で専門的な保育士さんの団体等による研

修会の招集があってそれに参加している部分があり

ます。あと土木技術者、建設技術者についても同様

の研修会の方に現在のところは派遣している状況で

ございます。十分じゃないかもしれません。以上で

ございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 
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○議員（小山内浩一君）：今、課長の方から研修内

容の報告がございましたが一般的な講習。具体的事

例がない大まかな研修もそれはそれで必要かと思い

ますが、私は実務レベルの研修って非常に重要じゃ

ないかなと考えます。特に技術者の方々にしてみれ

ば日々猿払村の中で行う業務等、例え隣市町村、稚

内市で行う業務の内容等に関しては非常に、例を見

ますと救急救命士の資格を持った方々が猿払村で実

際活躍する場面の頻度と稚内市や旭川市、札幌市で

救急救命士が事故現場やそういうところで実務を行

うというのは非常に頻度、レベル差があるのではな

いかなと考えるところでございます。 

２番目の質問にもありますが、他町村や市町村の

自治体では積極的に姉妹提携や交流をしている他の

自治体等に職員を派遣したり、交換派遣し、研修し

ている事例があります。現在、猿払村で過去の研修

制度のこの交換研修制度の事例やこれからの職員研

修制度の考えについて村長にお聞きしたいと思いま

す。行政マンは常に行政の主役は住民であるという

ことを念頭に置き、日々仕事をしていただいている

と思っています。自治体職員は、村民の奉仕者であ

るということ。また、村民に対しては公平公正でな

ければならないということでございます。村民に対

しての奉仕者であるということは一人一人の職員の

資質の向上、レベルの向上が不可欠です。私は冒頭

にも申しましたが、より具体的に実践力のある研修、

講習が猿払村の職員には必要でないのかなと考える

ところでございます。２項目目の質問に村長の考え

を聞きたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。他市町村との人事

交流におきましては、これまで実施してきた経過は

ございませんけれども、北海道庁や宗谷総合振興局

との人事交流はこれまで２度実施されてきておりま

す。２名の職員を派遣しておりました。道や振興局

との交流では人的つながりが厚くなることで、さま

ざまな事業遂行に効果があるものと考えますし、今

後も機会を見ながら検討してまいりたいというふう

に考えております。 

また、市町村間の人事交流におきましては、今後

石川県の内灘町との友好交流が進展した際には私の

方から提案をして御協議をいただけないかというこ

とで今後考えていきたいというふうに考えておりま

す。 

また、この研修につきましては、先ほど総務課長

からお話しがありましたとおり町村会でやられる研

修というのが主なものになっております。私として

は、今後職員の提案型の研修に力を入れていきたい

と。是非、自分達で企画立案をして、こういうとこ

ろに行ってこういう仕事を、いろんなところを見て

きて、その後帰ってきて自分たちの地域に生かして

いただきたい。実際に今年、先ほど答弁しましたけ

れども上士幌町に行きまして、ふるさと寄附金の工

夫ということで議員さん方からもう少し工夫をしな

がら取り組んだ方がいいんじゃないかというような

御提案をいただきましたので、今回３名の職員が先

進地である上士幌町の方に出向きまして、いろいろ

研修をしてきて、その後いろんな形でまたうちの方

のふるさとのお返しする物を企画立案をして、また

増えていったというような経過もございますし、保

育士につきましては課長補佐を中心に３名の保育士

も含めて３名が東京と千葉県の方に行きました。非

常に人気のある保育所らしくてなかなか日程がとれ

なくて１１月に行ってきたようでございますけれど

も、その部分についても非常に、復命を読ましてい

ただきましたけれども非常に良かったということで、

今後も引き続き代わる代わる行けるような研修を行

きたいというような意見もございましたので、今後

そういうことの中で自分達で企画立案をしながら、

いろいろ修研、研鑽をしながら戻ってきて何か得た

ものをこの地域で生かしていただきたいなというふ

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）：今、村長の方から具体的

に上士幌町や保育士が東京、関東圏に行って研修を

受けてきたと。上士幌町の研修の成果が先ほど行政

報告にもありましたけど猿払村のふるさと寄附金に

反映されて今の状況が多少なりともあるのではない

のかなと考えるところです。 
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答弁の中で姉妹提携している。交換。道と振興局

に２度ほど。イメージとしては非常に少ないのかな

と。猿払村が始まってから交換的なもので研修制度

は２度ほどしかない。その後に、この頃年に１回役

場職員の方々が内灘の方に行って物産を持って行っ

ていることが私の方にも聞いております。早急に私

は内灘との人材交流を図るべきではないのかなと。

それも民間レベルではなくて公務員同士。こちらか

ら行って得るものもありますが、内灘町の職員がき

ていただいて、こちらの職員が得るものも高いと考

えます。これから早急に考えるという村長の答弁で

すが、２７年度４月からでも私はすぐやるべき事業

ではないかなと考えます。その辺のところ村長どう

でしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：２７年度の職員の採用もあ

る程度済みましたけれども、なかなか２７年度から

早急にやるというのは、非常に今の役場庁舎の人事

の中では非常に難しいというふうに考えております

ので、２７年度中に向こうの町長さんと検討させて

いただいて、いつ頃できるかと。こちらの要望も含

めて向こうの要望も聞きながら２７年度早急という

のは非常に難しいというふうに私は考えますけども、

２８年度以降ということで御理解をしていただきた

いというふうに考えています。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：確かに村長おっしゃると

おり公務員の方々の研修というのは、他の方々に対

する負担だったり、経費の面だったり、長期にわた

る期間が必要で、そのコストと手間等は非常に甚大

なものと考えます。でもそれをやらなければ一人一

人の職員の方々の資質向上はないのではないかと。

私は村職員の方々、村民もそうですけど潜在能力は

非常にあるものと考えます。それを発見したり掘り

起こしたりするのも村長の仕事ではないのかなと。

この猿払村の舵取りを担った伊藤村長の役目として

役場職員の資質の向上をいち早く図っていただきた

いと思います。 

次に３項目に移りたいと思います。この頃、庁内

の会議でさまざまな委員会や会議が開かれる中で地

域おこし協力隊という話題が出ることが多いです。

今年度、地域おこし協力隊として観光協会に赴任し

ていただいた方が今年の春都合により退職されまし

た。確か期間は４月から６月まで３か月だったと記

憶しております。当初、地域おこし協力隊が決まり

ましたということで私達にも報告がありました。そ

の間の中で、すぐにでも村の方にきて地域おこし協

力隊として働きたいのだが前任の会社の都合で前年

度中３月までは待っていただきたいという答えがあ

りました。ということで４月から赴任したと記憶し

ております。その間、約４か月間だったと思います

が、その間に地域おこし協力隊の方々の事前研修な

り赴任するまでの村の対応があったのかなかったの

か。赴任してからの３か月間、観光協会というとこ

ろに派遣赴任したもんですから村役場と直接関わっ

ていないかと思いますが、その３か月間の村の対応

についてお聞きします。 

○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。今年春に赴任いた

しました地域おこし協力隊員の募集につきましては、

昨年１０月に札幌市内で面接をしております。面接

の内容といたしましては、観光業務としての募集の

確認を取りながら観光協会にて協会事務局員ととも

に観光振興に関わり日常業務を遂行するといった内

容で説明を行わさせていただき、本人も同意の上採

用を決定したところでございます。また、募集要領

では昨年の１１月１５日から雇用することとしてい

ましたが、議員おっしゃるとおり本人の事情を考慮

し、本年４月１日の採用としたところでございます。

赴任後は面接時に確認したとおり道の駅の観光協会

事務局で勤務し、観光業に携わってもらい、中でも

本人の得意とする分野のホームページのリニューア

ルやフェイスブックの立ち上げなどに積極的に取り

組んでいただいた経過でございます。また、新しい

赴任地ということで我々産業課職員も含めながら観

光協会事務局員と彼とプライベートな部分でも交流

を図らさしていただいて、心身ともにうちに馴染ん

でいただけるような配慮もしてきたところでござい

ます。結果としては残念な結果になってしまいまし
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たけれども、状況としてはそういうような状況でご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：地域おこし協力隊。総務

省が所管し平成２１年度から行われている制度です。

４年前に私がこの場で質問をし、さまざまな意見交

換を行い、やっとという表現がいいのか、昨年度き

ていただきました。この制度、５年が過ぎてさまざ

まなメリット、デメリットが出ております。村長も

いろんな新聞、地域おこし協力隊が作っているフェ

イスブック。また、ホームページ等で情報は知って

いるかと思いますが、非常にうまくいってるところ

は地域おこし協力隊が多数居て地域に馴染み限界集

落といわれるところの集落支援や町おこし等さまざ

まな活躍の場が情報として溢れている一方、地域お

こし協力隊として３年間赴任はしたが何もできなか

ったというデメリットの面もいろいろな情報を通じ

て出ているところでございます。はっきり言って私

は今回の地域おこし協力隊、個人の問題ですから、

さまざまな理由があって退職されたと思いますが、

私達含め村民、村の対応の不手際さもあったのかな

と考えるところでございます。ある地域おこし協力

隊員のデメリット部分の話しをちょっと例を挙げて

言わせていただきますと、地域おこし協力隊と募集

していながら自分にはその自治体は何も求められな

かった。ただ、総務省からお金が出ている。この５

年間で当初８９名だった隊員数が９７８名と十倍以

上に増えている中、流行り廃りみたいな形で募集し

て自分のやるものが見つからない。自分勝手にやれ。

予算を要求しても基本的に自治体、役所ですから春

立案したとしても１年掛かってやっと予算を取る。

スピード感がない。民間レベルからかけ離れている。

あとは自分勝手にやれみたいなところがあるとよく

書かれている文言です。対比してよく地域おこし協

力隊が活躍できる自治体のフェイスブック等を見る

と、役場職員、地域の住民が一体となってその人を

受け入れて、一緒になって地域おこしを真剣に考え

ていると。やはりその辺は地域おこし協力隊を募集

し応募していただいたが地域の温度差。先ほどの同

僚議員の地域の再生の質問ではないですが、やる気

のないところには国としても支援はしないのかなと。

また、総務省としては、これからさらにこの予算の

枠４００万という枠を１年間に限り１００万追加し

て尚更地域おこし協力隊というものに対して支援し

ていくという報道も先日ございました。私はこの猿

払村には地域おこし協力隊は絶対必要な人材である

と考えています。村長の昨年の誰でもやさしいまち

づくりの一番下の方にも、ひと、ものが交流できる

村づくりという一文もあります。今の募集状況を見

ました。猿払村の。猿払村のホームページのトップ

ページに地域おこし協力隊を募集します。一文１１

月６日だったかな。それが一つあるだけです。他の

バーナーよりでかくない。地域おこし協力隊を強力

に推進するのであれば、まず、ホームページの在り

方を考えなければいけない。それと総務省が持って

いる地域おこし協力隊の北海道版のホームページを

見させていただきました。今、全道で１８の地域が

地域おこし協力隊として募集をかけております。そ

の中で猿払村も確かにホームページには載っており

ますが、基本的には地域おこし協力隊を募集します

の一言。その下に猿払村の募集があるだけ。他の町

村を見れば食品加工支援員、酪農支援員、保育支援、

より具体的に募集要項をうたって募集を掛けている。

やっぱり猿払で各委員会等で地域おこし協力隊とい

う話題が出るんであれば、もっともっと猿払村とし

て対処の方法、応募の方法があると思います。今の

状況について、たぶん募集要項はこの二つ、２点で

しかないと私は考えておりますが、その他にまだ募

集要項等があれば村長の方からこういうところに募

集要項を出していますよ。今のこの２点の募集要項

に対しての考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐藤企画政策課長。 

○企画政策課長（佐藤克敏君）：ただ今の質問につ

いてお答えいたします。まず、募集要項なんですけ

ども。今議員おっしゃったとおり、村のホームペー

ジと全国的な募集をしているホームページの二つの

みでございます。募集の項目なんですけども、確か

に地域おこし協力隊２名を募集しますという形でし

か載せておりません。これにつきましては、先月１

０月に、１１月か。遠別町に、先進地である遠別町
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を訪問したときに学んだことなんですけども。間口

を狭くしちゃ余り人がこないということで、職種を

絞るのではなく大きな窓口として着任してから活動

範囲を限定しないことなども必要であるということ

で、募集概要の中の８項目という形で募集していま

すので、一つ一つの限定した形では募集していない

ような状況であります。今後なんですけども、この

ような募集のできるようなサイトがあれば、そちら

の方にも是非取り込んでいきたいなと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：確かに広い範囲で募集を

するのも一つの手かもしれませんが、私がいろいろ、

自分で地域おこし協力隊と言い出した手前もあり、

ことあるごとに地域おこし協力隊の方々のフェイス

ブックやホームページを見る機会があります。やは

り３年間という短い時間です。幾ら二十代や三十代

の若い方々にとっても３年間という時間は非常に貴

重な時間です。今、猿払村でも農林水産業の進行や

支援活動をしていただきたいということから始まっ

て、８項目まで募集内容が具体的とは言いませんが

書いています。どうでしょう。私の案としては、こ

の農林水産業の振興とか地域特産物の開発や発掘と

いうところに、より具体的にチーズと一言加えるだ

けで大分反応が違うのではないかなと。今、道東の

方で若い酪農家の方々は、個人でチーズを作ったり、

それこそ六次化ではないですが、自分でチーズ、バ

ターを作って六次化産業として酪農業を発展させて

いる者が居ます。課長の言うとおり、遠別町の事例

に習い広く職業を絞ることはなく募集した方がいい

んじゃないか。私は遠別町が上手くいっているのは、

地域おこし協力隊、そして多人数が入って、歴史が

あって、他の地域おこし協力隊の横のつながりがあ

って。そういう情報があるから広く募っても募集が

あると考えます。今猿払村では地域おこし協力隊が

３か月は居たとしても経験的に０（ゼロ）という私

は考えです。 

４番目の質問に移りますが、これから観光施策や

福祉施策の計画において村外からの従事者が非常に

重要と考えます。前回の９月の定例会におきまして

も、このような質問をさせていただき従業員が重要

ですよということを質問させていただき、村長から

も前向きな答弁をいただきましたが、現在村として

の地域おこし協力隊の募集の取り組み、先ほど課長

から２点というふうにお聞きしました。それから、

職員の募集の取り組み、これからの考えについてお

聞きしますと、技術職においても猿払村においても

募集者０（ゼロ）。稚内市の技術者においても募集

０（ゼロ）です。職員を募集するだけでも大変な情

勢になっていることが目に取れます。ただ単に今ま

でどおりの職員の募集を町村会を通じてやるという

のは、もう期が遅いのではないのかなと考えます。

今、２点しか協力隊の募集の取り組みもないです。

職員も既存どおりの募集をしているということでご

ざいますので、これから変えれる余地があるのか。

このような募集にすると考えている点があれば村長

から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）：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。先ほど議員並びにう

ちの企画政策課長と答弁が若干かぶるところがあり

ますけれども御容赦願いたいと思います。 

まず、地域おこし協力隊の募集につきましては、

地域おこし協力隊が根付いて活動を行っている先進

地域、成功例である留萌管内の遠別町を先日企画政

策課の方の担当職員が視察をしてまいりました。そ

の中で担当者からいろいろな方々のお話しを聞きな

がらそれを参考としまして、本年１１月５日より再

募集をしている状況です。これ２点ほどのホームペ

ージ等で公示をしているという形です。募集に関し

重要なこととして、協力隊員に応募をしようとする

人は待遇の項目について吟味しているというお話し

と、ある程度の条件がないと応募する意欲を持たせ

ることは困難でありますと。それと募集人員を複数

人とすること。それと職種を絞るのではなくて大き

な間口として着任してからの活動内容を制限しない

ことなどの意見交換をさせていただきました。今後

も社会情勢や募集自治体の傾向を敏感に捉え、応募

しやすい魅力ある募集を進めていきたいといふうに

考えております。先ほど小山内議員の方から御提案
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のあった、そのチーズ、バターの商品開発。猿払村

も今年度地場産品開発係という部署を設けまして現

在商品開発を進めておりますので、そういうところ

にも特化をしたような形で改めて検討してまいりた

いというふうに考えております。 

また、次に福祉関係の職員の募集につきましては、

１０月に企画政策課職員が函館方面を除く全道各地

へ出向き、介護福祉士を養成する大学、専門学校を

訪問したほか、浜頓別高校、稚内高校、稚内大谷高

校を訪問しております。訪問先では平成２９年度に

相当数の介護福祉士の採用を予定している旨の説明

と、来年度より改定する医療職員等の修学資金貸付

制度の説明をしております。設立説明時の懇談の中

では、どの学校でも介護福祉のなり手が減少してい

ることや、札幌もしくは地元や地元周辺での就職希

望が大半を占めているというな状況のお話しも聞い

ております。介護福祉士につきましては、毎年度採

用が必要とされることが予想されることから、今年

度に限らず来年度以降も根気強く各学校を訪問する

ことや、拓心中学校への医療職員などの修学資金貸

付制度について説明し、保護者や子供達に広く周知

してもらうように指示を出しているところでござい

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）：先進地である遠別町に行

き地域おこし協力隊のたぶん想像ですが、担当か職

員とたぶん情報交換してきたと思います。担当課職

員も身近にいる存在ですが、是非これからも募集に

あたって、こちらの受け手側もいろんな勉強や体験

をしなきゃいけないと思いますので、是非担当課の

方では、遠別町にいる地域おこし協力隊本人、隊員

との懇談をするとかですね。天塩町だったり、天塩

中川だったりとか結構活躍されている地域おこし協

力隊員の方々もいます。是非そのような方々と連絡

を取りあって、担当課職員ではなく実際の地域おこ

し協力隊で地域、田舎で活躍している方々の情報も

仕入れながらこれからも募集を続けていっていただ

きたいと思います。 

それでは２項目目。サハリン定期航路の存続につ

いてということで質問をいたします。９月に新聞紙

上で突然稚内コルサコフ定期航路の来年度一杯での

廃止が新聞報道により明らかになりました。昨日も

稚内市の市議会の方で委員会質問により市長と議員

の方々でさまざまな意見交換があったと新聞報道に

載っておりましたが、猿払村にとっても非常に重要

な航路と考えます。猿払村として交流事業が始まっ

てからのサハリン定期航路の利用実績等についてお

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。議員御承知のとお

り市町村合併への動きや財政状況の悪化などにより、

平成１７年度から姉妹村提携をしておりますサハリ

ン州オジョールスキィ村との相互交流事業を休止し

ておりましたけれども、再開を熱望する声が上がり、

平成２１年に再開の協議をするため本村代表団４名

がオジョールスキイ村を訪問。翌 ２３年にはオジ

ョールスキイ村代表団４名が本村を訪問し、平成２

３年度から交流事業を再開する覚書を交わされたと

ころでございます。再開にあたっての内容は１０名

程度の少人数で訪問、受け入れを隔年で実施するこ

ととなり、稚内コルサコフ定期航路を利用して平成

２３年８月に拓心中学校生徒を９名と随行８名の計

１７名がオジョールスキイ村を訪問いたしました。

翌２４年にはオジョールスキイ村学童１４名と随行

５名の１９名を受け入れ、平成２５年には拓心中学

校生徒１２名と随行７名の計１９名が訪問し、今年

はオジョールスキィ村学童１３名と随行６名の１９

名を受け入れしたところでございます。再開協議か

ら今年の受け入れまでにおいて６回にわたり８２名

が稚内コルサコフ定期航路を利用している状況でご

ざいます。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：交流事業が再開してから

の実績ということで計６回８２名。定期航路の運行

に関してみれば非常に微々たるものの定員というの

は私も理解するところです。ただ、インディギルカ

号の事故があって、慰霊碑を建て、旧ソ連と猿払村

の関係というのは稚内市や北海道よりずっとずっと

意義のあるものだったと私は確信しております。東
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西冷戦時代においても、当村の村長がソ連にわたり

交流を深めれる。あの事業から今あるのがオジョー

ルスキイ村との交流だと考えます。定期航路にした

ら単なる年に２０名前後の方々、人間しか運航しな

いものではありますが、北海道を始めとし、稚内等

は経済的な交流、また、稚内、猿払村としては文化

的や人材的交流においても非常に大きな問題と考え

ます。これから村の子供達や私達も含めてですが、

国際的な感覚を身に付けなければいけないと私は考

えます。その始めとして、近い外の国ロシアとの交

流が拓心中生ができるということは非常に意義のあ

るものだと考えます。このフェリーがなくなること

についての影響について今現在の村長の考えをお聞

きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきます。稚内コルサコフ定期航路が平

成２７年をもって現在運行している会社が撤退する

との新聞報道などは本当に猿払村にとっても大きな

衝撃でございました。本村とオジョールスキイ村と

の姉妹村交流事業は、この定期航路の存続により再

開、継続できたといっても過言ではございません。

この定期航路がなくなるということは、今後の事業

継続に大きな問題になるということは言うまでもご

ざいません。こうした状況下におきまして姉妹提携

先のオジョールスキイ村と今後の交流事業について

の方向性について、現在文書でのやりとりを行う準

備を進めているところでございます。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：村長のおっしゃるとおり、

この定期航路がなくなるということは、私達の村と

オジョールスキィ村との交流事業も非常に重要な過

渡期を迎えるのではないのかなと考えます。当事者

というか、現自治体ではないですが、稚内市とでも

協力して、猿払村として存続に向けての早い段階で

の目の見える行動が私は必要でないかと考えます。

隣の市、稚内市に、全て稚内市が港を持っているか

ら、国際フェリーターミナルが稚内市のものだから

ということではなくてですね、宗谷管内で一番定期

航路を使っている自治体としては稚内、次に私は猿

払村でないかなと考えるところでございます。いち

早くこれからの存続に向けての取り組みを猿払村に

お願いしたいところでございます。村長の考えをお

聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：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。既にフェリーター

ミナルを有する稚内市とも連携しながら定期航路の

存続について関係機関への要望活動を行っておりま

すけれども、現在のところ会社側の意思決定は固く、

現状のままでの航路存続は極めて困難な状況にある

というふうに考えております。北海道への航路存続

への要望活動もちろんですが、新たな存続への道を

探りながら関係市町村と協力をあわせて取り組んで

まいりたいというふうに考えております。また、先

日高橋知事とお会いする機会がございましたので、

猿払村のこの人材交流、学童交流も含めて、この定

期航路については猿払村についても重要な定期航路

であるということも含めて道としても検討していた

だきたいと、何とかバックアップしていただきたい

というような要請、要望活動もしております。以上

でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：２項目、７点ほどについ

て質問させていただきました。１項目目は職員や地

域おこし協力隊、人材的なこと。このフェリー航路

に関しましても私は人材育成の一躍を担っているん

じゃないかと思います。非常に厳しいのではないか

という村長の答弁をいただきましたが、諦めること

なく、このフェリーについては存続に向けて北海道、

稚内、他町村とも連携を取りながら存続できるよう

な運動をし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。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 


