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◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：一般質問を続行します。 

３番、高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：初めての質問になり

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

通告書の中見てもですね、質問事項１番と２番

が、どうも同じようなものが並んでおりますけど

も、この辺もご容赦いただきたいというふうに思

います。 

まず１番目の質問からさせていただきたいと思

います。基幹産業の将来ビジョンについてという

ことで、来年度から始まる第７次猿払村総合計画

において、基幹産業についてどのようなビジョン

をお持ちかを村長にお伺いしたいというに思いま

すが、猿払村の基幹産業は、今さら言うまでもな

く漁業、農業であり、その基盤において商工、土

木、建設業等がその基幹産業を下支えしていると

いうことは周知のとおりであります。 

今般、その第７次猿払村総合計画の樹立にあた

って村長の描いている基幹産業の活性化について

のビジョンをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの高橋議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

本村の基幹産業は私も議員も思っているとおり、

漁業と酪農業であり、将来においても村の活力の

柱であるというふうに考えております。 

第７次猿払村総合計画をを現在策定中でござい

ますけれども、基本構想案の中で、豊かな産業が

ある村を将来像のひとつに掲げております。この

基本構想に基づき、今後も継続して漁業と酪農業

の振興、発展を図り、商業や工業はもちろん観光

産業への波及も進めていきたいというふうに考え

ております。そのためには、就業人口の減少に歯

止めをかけることが重要であると考えており、雇

用の創出や新規就農者の受入、また次の世代にし

っかりと引き継いでいけるような体制整備を図り

ながら、それぞれの産業の魅力をより高めていく

よう今後も引き続き努力をしていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：基本的な村長の考え

方はそのとおりだというふうに思います。また、

その基幹産業に基いて雇用の場の創設ということ

も非常に大きな課題といいますか、これから挑戦

をしていただかなければならない部分かなと思っ

ております。そういった面では、リスクを背負っ

てでもですね、この基幹産業を守るんだというこ

とを強い意思を持って進めていただけますように

お願いをしたいというふうに思います。 

続いて、２番目の漁業と水産加工業に対する今

後における支援体制のあり方についてお伺いした

いと思いますが、先般の定例会議で、昨年の爆弾

低気圧によるホタテの被害について、地元水産業

者に対し支援を決定いたしました。道の災害資金

の借入者を対象とした今回の支援策は、時間に制

限の制約の中での対応としては、それなりの評価

を得ることができると判断しております。しかし、

今後もこうした災害はいつ発生するとも限りませ

ん。猿払村にとって、漁業と水産業は一体と考え

るべきであり、ましてや育てる漁業が一度被害を

受けると数年間の影響が出るのではないかと懸念

されます。その対応としては、今回災害資金を借

り入れる方々への支援は、道の認定による制度的

なものであり、これらの支援も必要であるという

ふうに判断しますが、災害資金を借り入れる水産

加工業者への個別対応であるという面があると思

います。漁業という基幹産業への支援策としては、

弱いものを少し感じております。 

将来に向けて、この漁業という地元にあっては

水産加工業者も含めた基幹産業と認知し、将来に

おいても安定的に維持できる対策をお持ちでない

かを村長にお伺いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私も漁業につきまし

ては、安定的な生産量と安全操業の確保が第１で

あるというふうに考えております。そのためには

まず、漁港の浚渫事業や老朽化対策も含めた環境
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整備が重要でありますので、今後とも引き続き漁

業協同組合との協議のもと、国や道との連携を一

層強化にしていきたいというふうに考えておりま

す。また、水産加工業につきましては、工場の新

設や増設などに対しまして、企業誘致及び企業再

生促進条例により支援を行っているほか、先月の

臨時会で可決いただきました、昨年冬に発生しま

した暴風波浪でのホタテ減産に対する支援を実施

させていただいたところでございます。 

今後に向けましては、加工場の通年雇用の可能

性などを協議させていただきながら、必要な支援

をを検討していきたいというふうに考えておりま

す。その他にも地道ではありますが、山と海の関

連性から植樹活動など山づくりの実施や支援を行

うとともに、各種事業の実施に際しては環境に配

慮した工法の選択を基本とする考えであります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：私が質問したいのは、

今漁業者というのは安泰だという考え方は確かに

そうかもしれませんけども、基幹産業としての意

味合いでは少し違うのではないかというふうに思

ってるわけです。 

今ただいまの村長、生産量を確保して漁港を整

備してっていうことは、もちろん大事なことだと

いうふうに思います。その中の生産量を確保して

ということは、一番大事な部分かなというふうに

私は思います。これは水産だけではありません。

酪農もそうなんですけども。それで今回の支援と

いうのはやはり、加工場で働く方々あるいはその

働いている方々の送迎バスの運転手の方々、ある

いはホタテを積んで走られる運送業者の方々。そ

ういった業界、業者の方々がトータルでこの水産

業というものにつながっているというか、ぶら下

がっているというか、そういったことがあるから

基幹産業だっていうふうに思います。 

そういった意味でですね、今回災害起きたら何

をするでなくて、村としては、やはりこれを安定

的に次の世代までつないでいくんだという部分を

何か検討していただきたいというふうに思って質

問しております。 

村長、その辺いかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに議員仰るとお

り、ホタテは浜に漁港に持ってきて水揚げをして、

そこに従事する運送業、トラック業界についても

当然これ、全体的な形で携わってるというに思っ

ております。 

ただ今回の支援策につきましては、そこまでう

ちの部分についてはあのう支援という部分につい

ては、載せておりませんでしたけれども、今後の

これからの３年間、まあ海底がどういうふうにな

っているかという部分については非常に難しいと

ころもありますけども、来年、再来年という漁場

も鑑みましてホタテの量がどのくらいあがってく

るか、それによっていろんな運送業、加工場の方々

がどのくらい影響が出てくるのかという部分につ

いては、今後ちょっと見さしていただきながら、

また来年、再来年ですね、いろんな形で支障が出

てくるようであれば、あらためて支援策として考

えながら、また議員さん方と協議をさせていただ

きながら、検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ありがとうございま

す。 

今言われた災害が出てからだとかっていう部分

ではなくて、水産業の基幹産業である総体を含め

てトータルでの村の支援というのは、何かあった

時にはすぐに対応できるっていうものを独自にや

っぱり持つべきじゃないかなというふうに思って

おります。そういった面では基金を積むのがいい

のか、どうなのかというそういったものも含めて

ですね、今後の中で取り組んでいただきたいなと

いうふうに要望したいというふうに思います。 

次の質問に移させていただきます。次は酪農関

係についてです。猿払村酪農について、世代交代

に伴う農家の減少が予測されています。これから

酪農を担う若者が夢を持って進めるよう、地域営

農集団等に対する行政としての取り組み方針を伺
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いたいと思います。 

猿払村は現在、経営者の多くは戦後開拓の２代

目であり、その先人の築いた資産の上で現在３代

目４台目と引き継がれようとしております。酪農

は、家族経営あるいは法人経営とありますけども、

農家数の減少の歯止めは重要な課題であるという

ふうに認識しております。酪農が猿払村にとって

基幹産業のひとつだと考えるとき、やはり地域に

おける生乳生産量の向上と安定、そして農家所得

の拡大が必要だと重要であるというふうに思いま

す。現在、経営移譲を行い、次のステップへ踏み

出そうとすると莫大な資金の投資が必要になりま

す。そうしたリスクを背負いながらでも営農を継

続しようとする後継者に対し、行政も将来への投

資として支援すべきというふうに考えますが、村

長のお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

状況としましては、村内には現在６０戸の酪農

家がありますが、５０歳以上の経営者のうち、後

継者が不在もしくは決まっていない農家が約４割

を占めております。このままでは、酪農ばかりで

なく地域コミュニティーの存続にも大きな影響を

与えることというふうに思っております。そのこ

とから、猿払村農業担い手育成センターを再構築

し、新規就農者募集に向けた活動を強化する考え

であります。また、本年３月に居抜きでの経営の

継承を進める農業経営継承事業説明会を本村で開

催しておりまして、それぞれの経営者などに将来

を考えていただく機会を作っております。 

その他、将来の猿払村の酪農を担う農業後継者

に対しましては、搾乳牛を増頭し生産量の向上を

図るために牛舎改築などを行う際の財政支援を行

っておりますが、その他諸々今後の農業政策も含

め、１０月に農協組合長との協議も予定をさせて

いただいているところでございます。その中で、

農協と行政が今後どういう方向で農業政策を進め

ていくかということも含めて、ざっくばらんに組

合長との打ち合わせというか協議をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

併せまして、農休日の確保も重要でございます

ので、専任ヘルパーの確保や利用料金などについ

ても酪農ヘルパー組合とも引き続き協議を進めた

いというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ありがとうございま

す。 

酪農家が大変だからといって、このすべて平等

にっていう考えではなくて、これからやはりリス

クを背負ってこの地域に根差していく、次の世代

へつないでいくっという者に対しての支援を何と

か見える形にしていただきたいなという思いがあ

ります。 

今、各地区にここ猿払村には３カ所のＴＭＲセ

ンターというのがあって、餌の供給をしておりま

す。これらは、やはり次の世代に向けて地域ぐる

みで自分ひとりでは生きていけないんだ、みんな

して生きていくために、土地の管理、肥培管理、

それからそ草地更新等も含めていい餌を作って乳

牛に食わせようと。その中で牛を健康にして、そ

して牛乳生産を伸ばそうということで取り組んで

いるんですけども、やはりそういう地域の中で新

規就農入れるだとか、いろんな話が出てきており

ます。私は新規就農を否定するわけではありませ

んけれども、個人に役場が行政が支援するという

のではなくて、できれば地域の中にそのお金を使

ってください、あるいは申請があって出すのがい

いのか。そういったことも含めてですね、その地

域に新規就農が入るんだ、そういった応援には使

っていただいてもいいんですよ、といったような

取り組みの形ができたらいいなというふうに思っ

ております。 

これは産業課長に聞いたほうがいいのかなと思

うんですけども。課長、その辺の話いかがでしょ

うか。 

○議長（太田宏司君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君・登壇）：ただいまの高橋

議員のご質問にお答えさせていただきます。 
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議員からお話のありましたとおり、村内にはＴ

ＭＲセンター３社、今順調に稼働しております。

それぞれＴＭＲセンターの形状、それぞれの形で

運営されております。その中では、今の形がいい

のか、更なる規模拡大に向けての農家の集合体を

つくるっていうことも含めて検討する方がいいの

か、様々なことをＴＭＲセンター、農協さんとも

含めて協議をしている、これからも進めていきた

いというふうに考えております。併せまして新規

就農者の関係ですけども、実は大学生をはじめ、

就農を志す方々といろいろお会いしてます。しか

し、その多くが放牧を目指す方々がどうしても中

心であるというような実態もありますので、ＴＭ

Ｒセンターと放牧の関係というものも形態として

可能かどうかという形も協議を進めたいというふ

うに思ってます。その多様な経営を支えるひとつ

としてＴＭＲも必要ですし、その中で個人の意思

が反映されるような形も是非とも目指していきた

いというふうに思っています。 

具体的な資金については、今特に必要だという

協議の段階ではありませんが、これから次の機械

更新の時期を迎えたり、規模の拡大を必要になっ

た地点につきましては、担当としては補助事業等

の採択に向けての検討もしているところでありま

すのでご協力をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：先ほど猿払村の村営

牧場の関係出ましたけども、ほんとにあのお陰で

ですね、猿払村の酪農というのは急激に伸びてき

たなという考えを持っております。そのことも含

めてですね、これから牧場というのはやはり柱に

なって農家の方がうまく利用していただいてです

ね、自分の経営につないでいただきたいというふ

うに思っております。 

ＴＭＲセンター、先ほど言ったＴＭＲセンター

の方々は、新規就農からそれから次の世代の後継

者を含めての話を将来に向けての体制づくりとい

うことで今やってるわけなんですけども、別にこ

れから入ってこられる方、新規就農の方が放牧を

やろうとそれから舎飼いをしようといろんな自分

の考え方でやっていただくのは決して悪いことで

もないし、いい事だと思います。それだけ個別経

営というのはやはり重要なものだというふうに認

識しておるんですけども、担い手というのはその

地域において、担ぎ手がいなくて誰かを入れなき

ゃならないから、そのみこしを担いでもらうとい

う、そういう意味でその地域の人たちは考えてい

るというふうに思います。それなのに入ってきて

も、俺は自分でやるぞいうのは非常に困るという

ふうに私は思っております。ですから、常にその

地域の中で一緒になって酪農続けるんだと、それ

は放牧であろうと何でも構わないんですけども、

その地域の人たちが認知したというか、「よし、こ

いつを支援しよう」という気持ちになっていただ

いた中で、新規就農していただきたいなというふ

うに思っております。これは当然農協もそういっ

た意味では、いろんな資金面からいろんな面での

相談にも乗りますし、支援もしてくれるだろうと

いうふうに思いますし。そういった中のその地域

におけるこれからのスタンスといいますか、次の

世代にどう渡していったらいいんだといった話し

合いというのをしてるんですけども、課長その辺

は今までに何回くらいその情報交換といいますか、

されておられるのかな、その辺ちょっとお聞きし

たいんですけど。 

○議長（太田宏司君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君・登壇）：私か産業課長に

就任しましたのは、一昨年の１２月になります。

１２月の議会後ですから、１３日くらいだったと

思います。その後、農協組合長、参事、営農部長

と実は２度お会いをさせていただいております。 

その中で、先ほど議員からもありました後継者

対策と併せて農地を守るための更新に対する事業

促進の補助制度の検討、もうひとつは、先ほど山

森議員のご質問にもありました猿払村の商業とし

ては、農協Ａコープ非常に重要な位置にあると思

いますので、農協スーパーのあり方についても検

討させて、協議をさせていただいております。 

その中で、先ほど村長の答弁にもありました新
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規就農者も基本になりますけども、猿払村農業担

い手育成センター再構築するという中では、この

中の構成員にもちろん村、農協、農業委員会、猿

払村にあります新規就農者等受入推進協議会、酪

農ヘルパー組合という新規就農者を育てる、受け

入れるさまざまな団体に実は加盟をしていただい

てます。加盟というよりは主体的に参加をしてい

ただいております。そのあり方をまだまだ協議中

の段階でありますので、実は新年明けてから総会

を開いて直近の新規就農者を受け入れる、募集す

るための活動を皆さんと協議をしていきたいと言

い形では考えております。 

一方で、純粋に血族の後継者の場合の支援につ

いても、先ほど村長から規模拡大をしたいという

後継者の意図に考えに、いくらかでも支援をした

いということで財政支援をしておりますけども、

その金額が適当かどうかということも内部でも検

討したいというふうに思っております。 

議員ご承知のとおり酪農家の牛舎、大半がもう

４０年近い経過年数を経ています。新たな後継者

がどこかの時点で牛舎を改築したり新設をしたり

という必要性は当然あると思いますので、それを

できる限りスムーズに支援といいますか、支援が

きっかけとなるようなことも庁内でも考えており

ますし、農協との協議も進めていきたいというに

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：何を進めるにしても、

新規就農の方を受け入れするにしても何にしても、

やはりその地域の方が主役になっていただかない

と。行政が連れて来たんだとか、農協が連れて来

たんだとかっていう話にならない。何か起きた時

には、その地域の中でみんなして応援するんだと

いう姿勢が形作りが必要かなというふうに思って

おりますので、そういう質問をさせていただきま

した。 

やはりあのう、今これからその次の世代が建物

が古いという話が出ましたけども、非常にこれは

大きな問題で、生コンひとつとってもですね、  

十勝では１立米８０００円から１万円、今１万 

２０００円位って言ってましたか。猿払村だと 

２万５０００円から２万７０００円位というそん

な金額になります。そして、建物も確認申請をと

るために十勝だと３０ｃｍの積雪に耐えれる物。

でも猿払村では３ｍの雪に耐えれる物。もう資材

から何から全部分厚い物になったりですね、柱の

数を増やしたりということで、それでおまけにで

すね、今は家畜ふん尿修理の法律が決りまして、

必ずその施設も付随しなければならないいうこと

はあります。 

非常にこれからですね、例えば私の息子が農家

をやる。私が農家をやっていて息子がやるといっ

たときにそれに投資をするといった時には、１億

２億っていうのはあっという間に出てくる数字な

んですよね。それでもですね、何とかやってもら

えることを、これ皆さんで協議しながらですね、

やらないと非常に先の先細りの無くなってしまう

なという思いがあります。 

２３年の時に、これから１０年後に何軒の農家

が離農するかといった時に１０件という数字が出

ました。それをやっている間にですね、実は５０

歳代の後半の方が２件辞められました。普通考え

るのは６０歳を超えて６５歳の年金もらう頃にな

って引退するかな、いやＴＭＲセンターに入って

いるから７０ぐらいまでできるだろうということ

で継続するわけですけども。５０代の後半になり

ますと、奥さんが調子悪いだとか子供さんがもう

都会に行ってしまってるだとか、そういった部分

で借金これからしてもどうにもならないし、無く

なったから辞めてしまおうと。簡単にそれでさよ

ならっていう感じになるんですよね。 

そのあとをですね、今回猿払では新規就農者の

方が入っていただいて、それもＴＭＲセンター絡

みの方、それから１カ所は利用組合の方々、支援

をもらって入っておりますけども。やはり、そう

いった取り組みの中での新しく人を入れるのも大

事な事だというふうに思うんですけども、やはり

先ほど言った後継者が次のステップを踏めるため

のもの。とんでもないこと言いますと、特区でも
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作っていただいて、牛なんだから確認申請も何も

へったくれもないだろうというくらいのものをで

すね持っていかないと、ほんとに若い連中が悩ん

でいるというふうに思います。 

先般の定例会議でも渡辺議員も仰ってましたけ

ども、何をしたらいいのかわからないという部分。

じゃあ若いうちに他の職に就いたほうがいいのか

なということも含まれてくるというふうに思いま

すので、是非その辺のことをですね課長に申し訳

ないのですけども、そういった協議を農協ともで

すね、あるいは地域のリーダーとも話し合いをし

ていただきたいんだということで。先ほど村長 

１０月の頭に農協との懇談があるというふうに聞

いていますけども、是非そういったことの回数を

増やしてですね実態を見ていただきたい。そして、

課題も共有していただきたいというに思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

これ質問はしませんので、次の質問に移らさせ

ていただきたいと思います。 

猿払村移住定住促進について、住みやすい、住

み良い猿払村としての独自の対策をどのように検

討されているかを伺いたいということですが、平

成２３年、今年の３月に猿払村介護保険事業計画、

並びに高齢者福祉計画、それから猿払村子ども子

育て支援事業計画、それから猿払村障害者福祉基

本計画が示されております。これは平成２７年か

ら２９年、あるいは３１年までの計画であります。

こういった国の制度、道の条例等が基本に作成さ

れているというに思いますが、そうした制度を利

用し、村民の負担のかからない施策として各項目

を立てて整理されており、申し分ないと申し上げ

たいんですが、村独自の支援策がどうも見当たら

ない、あるいは見えないという感じがしておりま

す。 

少子高齢化に伴い、猿払村人口の減少は避けて

は通れない中で、その現象速度を抑える方策を検

討するには村としてのリスクも必要であるとふう

に思います。猿払村に住んでみませんかと村民か

らアピールできる材料はないのか、あるいは考え

ておられるかをお伺いしたいとふうに思っており

ます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君、これ２番目の質問

ですか。それでは２番目を先にということでいい

ですか。 

○議員（高橋 透君・登壇）：すいません。 

○議長（太田宏司君）：整合性があるなら、１番目

もう一度やり直してもよろしいですけど。 

○議員（高橋 透君・登壇）：やはり先に１番目か

らやらさせていただきます。 

２番目（大項目）の第７次猿払村総合計画につ

いて、第７次猿払村総合計画の樹立にあたり、各

関係機関、あるいは村民の意向の把握等の進捗状

況をお伺いしたいというに思います。 

第７次猿払村総合計画樹立にあたっては、委員

会等の設置、地域毎での懇談会等の計画もお持ち

だと思いますが、農協、漁協、商工会あるいは建

設協会、観光協会等の組織討議の意見の収集も必

要と考えております。そうした計画に向けての進

捗状況をお伺いしたいとふうに思います。 

村長によろしいですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

総合計画の策定に際しましては、条例に基づき

まして総合計画策定審議会を設置しており、審議

会の委員につきましては、農協、漁協、商工会及

びそれぞれの青年部、女性部の他、観光協会、建

設協会など各種公共団体から選出いただいた他、

村民公募で２名の公募があり、合わせて２８名の

委員により計画案の審議を行っていただいており

ます。議員のご質問のあったとおり、各団体の方

から委員を選出しておりますので、その組織団体

等と直接意見交換のやり取りを今のところはやっ

ておりません。 

次に計画の進捗状況でありますが、基本構想に

つきましては去る６月に、また、基本計画につき

ましても８月に開催されました審議会において、

それぞれご承認をいただいたところであります。

また、７月下旬から８月上旬にかけて村内各地域

で行いました住民説明会の中でも、総合計画の進
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捗状況に関する説明を行っております。 

なお、今後の予定についてでありますが、まず

基本構想に関しましては、１２月開催の第４回定

例村議会に議案を提出させていただく予定として

おります。また、実施計画に関しましては、役場

課長職で構成される策定委員会において実施計画

案を１０月末に作成し、審議会への提案を行った

後、村民に向けたパブリックコメントを実施し、

担当課にてこれらの結果を調整した上で、１２月

中旬までに実施計画を決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（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：各団体から委員を任

命されているっていうことは、要はその団体から

推薦を受けてきているということで、私は別に問

題ないというふうに思います。 

ただ、細かい部分でも大まかな部分でもいいん

ですけども、村長の思っておられる内容のこと、

あるいはこれからの課題、そういったものをやは

りオープンにして組織の中で討議をしてください

と。反対意見もあるかもしれませんし、賛成意見

もあるかもしれません。そういったものは、委員

さんが勝手に自分のことだけ言うっていうふうに

は私は思いませんけども、そういうものも持って

７次計画に入っていった方が無難じゃないかなと

いうふうに思います。 

それは何故かと言いますと、先般の山森議員か

らも話がありました、既存の施設の部分の改修で

すとか、これからの使用方法だとかいろんなもの

あります。それも年数経っていますので、すぐに

やれと言っても無理です。その中ではやはり、優

先順位ていうのはきっと決ってくるのだろうとい

うふうに思います。 

そうした中でもやはり、災害ですとか、あるい

は補助事業の関係ですとかで、村起債を起こして

でも、これは村民のためにやるべきだというもの

が出ると思うんですよね。そういったものをやは

り共有しておかないとならないのではないかとい

うふうに思うんです。そのためにも、そういった

課題を出しておいて、村長の考え方、村長のやり

たいことも含めてですね、こういったことを考え

ているんだということを組織討議しておいていた

だいたほうが、いいんではないかなというふうに

思うんですけど。 

村長、その辺いかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：あのう、これから実

施計画という形に入っていきますけれども、それ

ぞれの我々としては各種団体から推薦をしていた

だいて、そして委員をあげてもらって、そこで話

し合った結果を基に、またその委員さんがその組

織に戻って経過報告だとかいろんなことを含めて

また組織討議をして、また出てきてもらうという

のが、あのう、そういう考えでいたんですけども、

今、議員のご提案のとおり私等も含めてですね、

出向いていって組織全体の形の中で討議をしてく

れと、していくんだということについては、ちょ

っと時間的な余裕がないかもわかりませんけれど

も、これからのまちづくり懇談会等もありますの

で組織討議とはちょっと異なりますけれども、そ

ういう場ですね、いろいろご提案ご説明をさせて

いただきたいというふうに思っております。 

また今後ですね、このような形で今後、計画策

定は出てくるかと思います。そういう部分につき

ましては、議員のご提案のあった方向性も踏まえ

てですね、今後策定を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（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：是非そういうふうに

情報の共有といいますか、うまく進めていただき

たいなというふうに思います。 

次に２番目の猿払村移住定住促進について、住

み良い猿払村としての独自の対策をどのように検

討されているかを伺いたいというふうに思います。 

平成２３年、今年３月に猿払村介護保険事業計

画並びに高齢者福祉計画、猿払村子ども子育て支

援事業計画、猿払村障がい者福祉基本計画が示さ

れております。計画は平成２７年から２９年、あ
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るいは３１年までの計画であります。国の制度、

道の条例等が基本に作成され、そうした制度を利

用し村民に負担のかからない施策として各項目を

立てて整理されており、申し分ないとふうに申し

上げたいんですが、村独自の支援策が見当たらな

い、あるいは見えないという感じをしております。  

少子高齢化に伴い猿払村人口の減少は避けて通

れない中で、その減少速度を抑える方策を検討す

るには、村としてのリスクも必要であるとふうに

思いますが、猿払村に住んでみませんかと村民か

らアピールできる材料がないか、あるいは考えて

おられないかをお伺いしたいとふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

確かに少子高齢化に伴う村独自の支援策としま

して、今年度より行っているものにつきまして、

ちょっと若干説明をさせていただきたいというふ

うに思います。 

まず一つ目としましては、経済的負担の軽減と

重症化の予防を目的に、医療費の助成対象をこれ

までの小学生以下から中学生以下までに拡大する

とともに、所得制限の廃止を行いました。 

二つ目としましては、高校のない本村の特性を

考慮し、通学バス定期運賃補助に対する助成割合

を７割から８割に拡充をさせていただきました。 

また三つ目として、若い世代が安心して出産、

子育てができる環境整備を目的に、保育料金と学

童保育料金の軽減策を実施しております。 

また、高齢者のための福祉タクシーにつきまし

ては、１台５００円から３００円。それから、低

所得者に対しては、通年で１２枚の無料券を発行

させていただいております。 

また、高齢者福祉に関しましては、来年度建設

予定の小規模多機能型居宅介護施設における在宅

福祉サービスの充実とあわせ地域交流施設におい

ては、老若男女問わず世代間交流を促進し、高齢

者が要支援や要介護にならないような取り組みを

実施していきたいというふうに考えております。

具体的内容につきましては、関係機関の連携によ

り現在検討を行っている最中でございます。なお、

移住者に対する雇用の場の確保としまして、この

施設へのパートなどでの雇用も検討しております。 

いずれにしましても、今年度策定する地方人口

ビジョン、地方版総合戦略によって、将来の猿払

村の目指すべき人口を推計し、それを達成するた

めに、総合戦略で雇用の創出、人の流れ、出産子

育ての環境づくりなどを検討している段階であり

ますが、村から出て行く方を止めるだけではなく、

他から移住をしていただく方策につきましても並

行して進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

また、若干質問とは異なるとは思いますけれど

も、現在、１月から８月末現在で出生が１９名今

のところおります。その中で今後Ⅰターンとか 

ＣＣＲＣを進めていく中で、やはり就労、それか

ら結婚、出産、子育て、それから老後の医療、介

護、福祉という部分をやはり連動して進めていか

なければならないというふうに思っております。 

ただ残念なことに、これは私の思い過ごしかも

わかりませんけれども、厚生労働省で現在進めて

いる社会保障の削減という中で、医療費の削減を

現在しようという中で、全国的にそれぞれの振興

局単位で病床数の減少ということも検討をすれと

いうことで、地域医療構想というのをこれから計

画していかなきゃならないというふうに思ってお

ります。この部分につきましては、宗谷圏域全体

で１９３の病床数を減少という形になっておりま

す。この部分は厚労省から示された計算式を基に、

宗谷圏域で減らさなきゃならない病床数でござい

ます。 

猿払村については、一般病床数２４床、療養型

４床ございます。今現在、先日入院患者のちょっ

と数字を見ましたら、２０名が今入院をしており

ますけれども、そういう中でうちは病床の稼働率

が非常にいいというふうに思いますけれども、た

だこれからは、それぞれの急性期の医療機関です

とか、それから慢性期だとか回復期だとか、それ

ぞれの病院の機能の特性を生かした患者さんを受

け入れるという形になってきます。そうすると当
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然うちの病院では、急性期、風邪を引いたとか、

そういうところの患者さんは来ますけれども、最

終的には慢性期とか回復期の医療機関だろうとい

うふうに僕は思います。ＣＴもあるわけではない、

ＭＲＩもあるわけでない、術場もあるわけではな

いですから。最終的にそういうふうになってくる

んだと思います。そこで入院している患者さんが

将来的にも症状固定だと、どういう治療をしても

治らないという場合については、在宅に戻される

ということも考えられると思うんです。それが今

の地方創生と厚労省のやってるところは、非常に

僕は矛盾があるではないだろうかなというふうに

思っております。 

そういう中で今後、話はずれますけども、この

高齢者福祉施策として小規模多機能型居宅介護施

設だとか生活支援ハウスというのは、帰された、

在宅に帰っても一人の老人で帰る、または老人世

帯に帰る、また同じことになって病院に戻ってく

るということをやはりワンクッション置く施設と

いうのは、多分これから必ず必要になってくるん

だろうというふうに僕は思っておりますので、そ

れも付け加えさせて、ちょっと長くなりましたけ

れども答弁とさせていただきたいというふうに思

います。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：村長、ありがとうご

ざいました。  

猿払村に住んでほしいというか、来ませんかと

か、村民からいろんな声が出れば非常にいいなと

いうふうに思うんですけども、先ほど村長も言わ

れたとおり人の仕事の確保から始まって、福祉そ

れから保健関係、病院関係、いろんな問題がある

というふうに思うんですけども、ひとつだけお願

いがあるのですが、そういった窓口におられる職

員の方々が、いろいろその住民からの悩みを聞い

ているというふうに私思うんですよね。その小さ

なことかもしれませんけども、そういったものを

拾い集めていっていただいて、それで村長が判断

で結構なんで、これは助けてやろう、これはやっ

てやろう、といったこともですね、是非前向きに

とらえて進めていただきたいなというふうに思い

ます。これ、あの答弁なしでお願いします。 

次に３番目、ＩＴの利用についてということで、

お伺いしたいと思います。ＩＴを利用したクラウ

ド等の業務面での利用推進について、どのように

お考えか伺います。 

ここ４、５年前からですね、スマートホン、  

タブレットの利用について大きく変化してきてお

ります。ＩＴ関連の企業もこうした端末機による

クラウドを利用し、事業展開しているベンチャー

企業が数多く見られます。 

最近、もうご承知かもしれませんけども、国内

３大銀行のインフォメーションセンターに、  

ＩＢＭのワトソンというソフトが導入されたこと

が大きな話題になっております。これはどういう

事かといいますと、クラウドを利用して大量のデ

ータを集めてきます。そこの中でインフォメーシ

ョンセンターの担当者の方が、お客様と会話をし

ます。その会話を読み込んで次に答える内容です

とか、次にはこういうことが問われるだとかとい

うことが画面に出てきます。そういったことを的

確にお客様の言いたいこと、あるいはその対応を

インフォメーションセンターの担当者が即座に判

断してお答えができる。まああのう、業務の短縮

になるとか、正しくお客様にお答えするといった、

そういったものがＩＢＭのワトソンということで

す。 

普通、３大銀行と言いますと、うちがＩＢＭを

入れたら、まあソニー入れるだとか東芝を入れる

だとかいろいろあるんですけど、この３大銀行が

同じもの入れたのいうのが非常に話題性の高いと

ころだと。それだけですね、会話といっても標準

語だけじゃありませんよね。大阪弁あったり、秋

田弁あったり、青森県の方言があったりですね、

そういったものが大量のデータが無いと、こう読

み取れない。それを要するにクラウドというサー

バなんですけども、それを利用して即座に次の展

開をみる。言いかえると、人工知能という部分だ

と思います。もっとわかりやすいのはソフトバン

クのペッパー君。あれ段々段々と情報が溜まって
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いって、いろんなことをしゃべれるようになる。

ああいったものなんですけども、あのう何でもそ

うなんですけども、こうした新しい取り組みにつ

いては、必ずリスクが伴います。特にセキュリテ

ィーの問題が一番だというふうに思います。しか

し、それ以上にですね、将来においての有利性が

あるから、この世の中というのはこうした動きに

進んでいるんだっていうふうに思います。 

猿払村でもフェイスブックを利用して、毎日職

員の方が発信し、猿払村をアピールしております。

毎日の作業であり、職員の努力に敬意を表したい

というふうにに思っておりますし、村長からも褒

めてやっていただきたいなというふうに思います。 

こうしたクラウド利用による業務の効率化、あ

るいは特に強調したいのが、情報の共有化が必要

であるというふうに思っております。このような

取り組みを役場内で管理職からでも、あるいはこ

の議会の資料作成からでもいいんですが、手掛け

るべきではないかなというふうに思っております

が、その辺のお考えをお聞きしたいというふうに

思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

若干答弁の中で、議員からご提案があったとこ

ろとダブるところはあるかもしれませんけれども、

ご勘弁をいただきたいというふうに思います。 

それではまず、うちの光ファイバー網を含めた

作業を進めてきた前段から説明を若干させていた

だきたいというふうに思っております。インター

ネット等の普及や高速化、機器処理能力の向上な

ど、情報技術、いわゆるＩＴの進捗は目覚ましい

ものがあると思います。本村におきましても、そ

の活用を図るべく村内全域に光ファイバー網を敷

設するなど、これまでにさまざまな基盤整備を実

施してまいりました。 

役場の各業務におきましても、もはやＩＴの活

用なくしては成り立たないほど、広く浸透してい

る状況であります。役場の業務におけるＩＴ利用

は、主に民間事業者等が提供する自治体向けの業

務システムを活用し、業務処理の効率化を図って

いる現状であります。本村における業務システム

の活用方法としましては、業務システムをメーカ

ーからの買取り又は賃貸借等の方法により取得し、

庁舎内にサーバー及びシステム本体を設置し、職

員の端末からシステムを利用するいわゆる自社運

用型が主なものとなっております。 

議員のご質問にあります、クラウドの利用につ

いてでありますが、道内においてもクラウド型の

業務システムを複数市町村で利用する事例はある

ものの、システムやデータが保管される場所から

実際に使用する猿払村までの距離が遠いことによ

って通信費の負担が重くなること、また、既存の

システムからの移行に伴うデータの移行費用等が

発生する場合もあるため、既存の業務システムを

クラウド型のサービスに切りかえるメリットはデ

メリットと比較して大きくないことから、全体と

して具体的な検討には至っておらないというのが

現状でございます。しかしながら、現在使用中の

システムもメーカーの保守やサポート切れ等によ

り必ず更新するタイミングが発生しますので、そ

の段階では費用対効果も踏まえ、同型の新しいバ

ージョンのシステムとするのか、別なシステムの

入れ替えとするのかを協議検討してまいります。 

今後においては、費用対効果や操作性など総合

的に判断し、クラウド型の導入にメリットがある

と判断できるものについては、転換を図っていき

たいというふうに考えておりますので、ご理解を

賜りたいというふうに思います。 

また、数は少ないですが、本村におけるクラウ

ド型システム利用状況としまして、現在行ってい

る業務としましては、議員も先ほどご質問の中に

ありましたとおり、猿払村公式ホームページの作

成、情報更新等を行うホームページ管理システム

と村公式フェイスブックの利用がこれに当たると

考えております。ホームページ管理システムにお

いては、以前使用していたホームページ管理シス

テムを更新する際、自社運用型からクラウド型に

切り替えて現在にわたり使用しております。 

フェイスブックにつきましては、議員もご存じ
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のことと思いますが、自治体向けのサービスでは

なく、個人、企業を問わず、情報発信のツールと

して世界的に利用されているサービスであり、本

村においても対外的な情報発信の拡充を目的とし

て、昨年の１２月よりフェイスブックの利用を開

始しております。メリットとしましては、村から

のお知らせを気軽に発信することができ、また、

閲覧者には発信した内容がフェイスブック自体を

利用することによって直接記事として伝わるため、

日々の村の状況のお知らせや行事の告知などに活

用しております。 

今後は、新たなＩＴ活用により業務効率化が図

れる可能性がある分野としましては、議会におけ

るタブレット端末利用が考えられます。膨大な議

会資料のペーパーレス化が図られ、また、過去の

議会資料の電子データを直接活用できるなどの利

点があり、まだ数は多くはありませんが、道内外

の地方議会において導入の事例があると伺ってお

り、石川県内灘町議会においても、タブレット端

末を導入しているというふうに聞いております。

デメリットとしましては、紙が節約できる反面、

設備の投資に加え機器や環境の維持管理にかかる

ランニングコストが新たに発生すること。また、

機器操作の習熟という問題も発生するため、なか

なか行政側の一存で導入できない分野であるとい

うふうに考えております。議員皆さんの総意が導

入すべきとのご判断であり、また、どのような導

入方法が本村の議会にとって望ましい形であるか

などをご提案いただけましたら、その環境の構築

に向けた予算化については前向きに検討をしてい

きたいというふうに考えておりますので、ご理解

を賜りたいというふうに思います。 

一方、ＩＴを取り巻く新たな問題として、今年

の５月に日本年金機構において個人情報の流出問

題が発生したことを契機として、自治体の住民基

本台帳など個人情報を業務として扱うシステムを

インターネットから分離するよう総務省から求め

られております。インターネットのウェブサイト

からの情報収集や外部とのメール送受信などイン

ターネットの利用は業務上切り離せない状況にあ

り、インターネットと業務システムを分離するこ

とは、それぞれを別々に利用するための端末を整

備したり、新たなネットワーク配線環境の整備な

どを行う必要があり、完全にインターネットを分

離するためには費用が発生するばかりでなく、イ

ンターネットを利用し業務効率を図ってきたこれ

までの流れに逆行し、非効率化となってしまうこ

とは避けられないというふうに思っております。 

現在は安全なＩＴ環境を構築しつつ、業務効率

の低下を最小限に食い止めるための方法を模索し

ている最中ではありますが、今後、その対策のた

め予算計上も想定される事案でありますので、そ

の際にはご理解を賜りたいというふうに思います。  

答弁が少し長くなってしまいました。 

よろしくご理解を賜りたいというふうに思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：先ほども言ったよう

に、セキュリティーの問題というのは、非常にこ

ういう世界では重要なものかなというふうに思い

ますけども、昔と違うのはシステム開発するとい

うものが、このクラウドを利用するということの

ツールはできちゃっているので、その利用料金だ

け。まあ先ほどあのう、デメリットの通信費って

いうのがありましたけども、それはこれからこう

いう業界の中での競争の中でかなり下がっていく

んでないかなということもあります。 

何せですね、議会の中でもこの、あの資料１枚

差し替えたら、とんでもない量ですね捨てなきゃ

ならないんですよね。それを何とかね議員さんと

も協議して、進めていけたらなというふうに思っ

ていますので、その時はまたよろしくお願いした

いと思います。何せこの問題は世の中が黙っても

進んでいきますので、是非活用する方向で考えて

いただきたいというふうに思っております。 

次、最後になります。職員教育についてお伺い

したいというふうに思います。 

現在、地域おこし協力隊の隊員として、猿払村

のイベント、観光協会などにご協力をいただき、

猿払村の良いところをアピールする活動が行われ
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ております。なかなか地元に住んでいて、良いと

ころを感じずにいて他から来た人に気付かされる

ことも多々あるというふうに思います。そういっ

た面では、この地域おこし協力隊の活動は有意義

なものだというふうに評価したいというふうに思

っております。 

これからの猿払村をどのような村にしていくか、

村民と共に考えていかなければならないというふ

うに思っております。そのためにはですね、猿払

村に奉職されている職員の方にもより一層今後の

猿払村の姿、課題となるものの共有をしていただ

きたいというふうに思っております。それには、

各部署におけるプロを育てる必要があるというふ

うに思います。国内国外を問わずにですね、こう

した教育研修の場を整備する必要があるのではな

いかというふうに考えますが、村長のお考えをお

伺いしたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず前段では、現在、村で行っている職員教育

についての説明をさせていただいた後、また今後、

その職員教育等についてどう進んでいくのかとい

うことも含めて答弁をさせていただきたいという

ふうに思います。 

私も職員の教育は非常に重要なものであると感

じており、複雑多様化する現在の自治体業務にお

いて、政策形成能力などの問題解決力や内外に対

する説明能力の向上等は職員に欠かせない要素で

あり、ひいては自治体経営力の底上げにつながる

ものと確信をしております。 

村で定めております職員の人材育成計画では、

「何事にも意欲的に取り組み、実行力に富む職員」、

「社会経済環境の変化を的確に把握し、地域間競

争に負けない職員」、「住民との相互理解を心がけ、

住民サービスの向上に主体的に取り組み信頼され

る職員」、「問題を見出し、それを的確に分析改善

し、制度を作ることのできる職員」、「多様な情報

収集と整理、情報の公開、行政の透明性、効率化

を高める情報を活用できる職員」の５項目を目標

とすべき職員像と掲げ、その達成に向けて毎年度、

職員研修計画を策定し、職員研修、職員計画に取

り組んでおります。 

その内容としましては、接遇や地方自治制度な

ど自治体職員としての基礎的な知識を習得させる

ことを目的とした宗谷町村会等の主催による職務

経験に応じた職員研修や、新任の管理、監督者研

修への参加のほか、業務上における専門知識の習

得を図るための専門研修などに受講させておりま

す。 

更には、職員自らが課題と調査目的を考え提案

する、国内先進地研修を実施しております。昨年

度の実績としましては、保育士による保育先進地

視察のほか、ふるさと納税の先進地である道内の

自治体を訪問するなど、その取り組みを実際に視

察先の職員から説明を受け、それぞれの部署にお

いて先進地から学んだ要素を日々の業務に生かし

ております。 

その他にも、村や地域の課題を村民と共に共有

し解決するための手段として、地域担当職員制度

の活用も人材育成計画に位置付けており、職員に

は積極的な村民との対話を求めております。 

以上が現状における取り組み内容でありますが、

今後の職員研修、職員教育の大きな柱となり得る

要素としては、人事評価制度の実施があげられる

というふうに思います。この制度は、職員の任用、

給与、分限、その他人事管理の基礎となるもので

あり、地方公務員法の改正により来年４月までの

実施が必須となっていることから、本村でも現在、

実施に向けた準備を進めております。 

地方自治体における人事評価の実施にあたって

は、その業務が公務、公共サービスであるという

性格上、売り上げやノルマといった指標がそぐわ

ないため、客観的な評価は非常に難しい問題では

ありますが、公平性の担保を図りつつ職員の業績

や能力の評価といった項目について、猿払村に適

した制度の構築を検討しているところであります。 

この人事評価の導入は、単に評定の結果を人事

管理の基礎とすることだけが目的ではなくて、評

価制度を職員の人材育成につなげていくことを主
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の目的に掲げております。評価は単に評定表を作

成し評定するだけでなく、職員個々が自分の業務

に対して目標を設定し、その達成度を図る目標管

理、課長職などの評価者と評価を受ける職員が直

接面談する人事面談といった手法を用いることを

検討しております。業務に対する意識の改革、職

員の新たな能力開発、希薄になりがちなコミュニ

ケーションの確保など、これらは皆重要なことだ

と認識しつつも、多忙な日常業務の中ではおざな

りになりがちな事項であります。これらを評価制

度の仕組みを活用し計画的に実施することで、職

員の人材育成、職員教育を充実させていきたいと

いうふうに思っております。 

私としては、全体として優しさと温かみのある

職員づくりも引き続き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（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ありがとうございま

した。 

どんな職場でもですね、今あのう若い人たちを

育てるということは非常に苦労しているというふ

うに思います。 

特に今、人事評価のことが出てきましたけども、

これは難しいなというふうに私は思います。ただ

やはり、役場職員の方々がやる気を起こしてもら

えるような、やる気を失くさないような人事評価

の仕方を希望しています。 

ということで、私の質問はこれで終わらしてい

ただきます。 

ありがとうございました。 

 

 


