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◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第５、これより一般質

問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

２番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：おはようございます。

それでは、通告に基づき順次質問をさせていただ

きます。 

 ２項目、３点ほど質問させていただきますが、

まず、この質問はすべて今注目されている地方創

生、人口減少対策へつながるものであります。  

地方創生というのは、今や毎日のようにテレビ新

聞等報道機関で聞こえてくるフレーズではありま

すが、２０１４年５月に日本創生会議が公表した

消滅自治体リストが呼び水となり、急速に機運が

高まりました。地方創生は現在、政府がまち・ひ

と・しごと創生本部を立ち上げてまで取り組んで

いる、国家戦略と言っていいほど重要な施策であ

ります。それに伴い全国の自治体は、今やどの自

治体でも事業の立案、企画などに躍起になって取

り組んでおります。 

ちなみに、日本の総人口の変動は、江戸時代は

２７００から２８００万人ほどでありました。明

治に入り約３２００万人、そして大正時代には７

８００万人まで増加をし、それからわずか１００

年ちょっとで昭和に入り、１億２７００万人とな

っております。しかし、６年ほど前から日本の人

口は減少をはじめこのままでは今後１００年で４

５００から４６００万人にまで減少するであろう

と予測がたてられております。 

近年就職率が低くなっているのも、いわゆる団

塊世代の子供たちの人数が低いこともその要因と

されておりますが、人口減少は日本全体の課題で

あり、地域の将来を左右する最重要課題でありま

す。しかし、それをただ静観していてはもともと

人口が少ない本村のような自治体はその将来に明

るいものは見出せません。人口減少に歯止めをか

けるためには将来を担う労働人口を増やす以外解

決方法はないわけでありますが、そのための施策

を考え実行するのは自治体の役目であります。し

かし、この危機的状況をチャンスをとらえて独自

の観点ですべての施策が一体となるような考え方

が今後必要であると思います。 

そこで通告書ですが、６次産業促進についてお

伺いします。地方創生は今や全国ほとんどの自治

体が総力を挙げて取り組んでいる喫緊の課題であ

ります。その取り組みは多岐にわたるものであり

ます。本村における人口減少の現状や見通し課題

などを踏まえ、危機をどうチャンスに変えていく

かが問われていると考えます。人口減少問題に的

確かつ冷静に対応していくことの必要性とその取

り組みの方法について方向について幅広く住民と

認識を共有し、対応を将来に先送りすることのな

い戦略的な取り組みを推進していくべきと考えま

す。 

現在、本村の基幹産業を支えているのは漁業、

農業といった一次産業でありますが、現在ではそ

の資源量や雇用の場の確保といった課題から鑑み

てもその将来性は限られたものであると考えます。

人口減少対策で最も重要な課題の一つは雇用の場

の促進であり、本村の資源を活用した独自産業の

創出は一次産業を基幹産業とする自治体にとって

最も将来性のある産業であります。しかし、現在

の本村ではその基盤となる企業や事業所団体等が

まだまだ少ないのが現状であり、製品開発に関し

ては既に幾つかの商品販売開発が行なわれていま

すが、今後の６次産業を促進するため、その環境

をさらに整える必要性があります。６次産業促進

について村としてのお考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

６次産業促進の一環としまして、まず乳肉加工

施設乳と肉の館において昨年度より開発を続けて

おりました、ストリングチーズ「ホタコロ」を去

る７月１８日に販売を開始したところでございま

す。この製品のパッケージやネーミングにつきま

しては、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支
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援交付金いわゆる地方創生の先行型を活用し、見

た目においてもインパクトのある商品に作り上げ

ることができたと思っております。本村の特産物

でありますホタテと牛乳のコラボレーションによ

り作られた「ホタコロ」は、現在のところ取扱店

が１社ではありますが、製造販売後に即完売とい

う好調な滑り出しとなっております。更に、７月

２２日から８月４日までの間に、大丸札幌店にて

ディスカバリー北海道と題したオホーツク海の特

産品を扱ったフェアが開催され、この「ホタコロ」

を限定販売したところ、ここでも即完売という結

果となり、高い評価を得たところであります。 

しかしながら、現状といたしましては、限られ

た人員でかつ全てが手づくりということもあるこ

とから、週１回４０箱程度の製造にとどまってお

り、量産ができない現状にあります。このため、

９月１日より地域おこし協力隊員が新たに１名加

わり、「ホタコロ」の増産と新たな商品の開発のた

め携わっていただくことになりましたが、今後に

つきましても、食品衛生に関する有資格者の採用

も視野に入れながら、既製品の安定的な製造と販

売、販路の拡大はもとより、新商品開発に向けさ

らなる努力をしていきたいというふうに考えてお

ります。しかし、新商品の開発に当たっては既存

の乳と肉の館の施設では手狭となっており、開発

は可能であっても製造ができないことも現状でご

ざいます。したがいまして、６次作業を進めてい

く上では、施設の改修も視野に入れながら現在策

定中であります、第７次猿払村総合計画や地方版

総合戦略の中で、現在検討しているところでござ

います。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁の中

のほとんどは「ホタコロ」で終わったかなという

感じはしておりますが、今後、新製品を開発して

いるということでありますが、現在どのくらいの

商品の開発をを進めているのか、また、その商品

を開発する、また、量産するにあたってどのくら

いの設備投資が必要なのか、また、その場所や規

模など、もし今現在検討中であるのであればお答

え願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

山森議員の質問に対してお答えいたします。 

昨年度、開発の中でチーズそれと飲物を皆さん

に試飲等していただいたんですけども、飲物につ

きましては、今も検討といいますか計画の最中で

ありまして、今のところそれまでのことしか考え

てはいませんけども、９月１日からここに来られ

た地域おこし協力隊員さんにつきましては、仕事

が終わった後に私たちと毎回相談をしまして、私

たち北海道民ですから、本州から来ていただく方

の味とかっていうのがあまりわかりづらい存在な

ので、彼女は九州の方から来られたもんですから、

そちらの方の発想を更に生かして今の作っている

部分はもちろんマスターしてやっていただくと、

それと同時に新しい商品を幾つかピックアップし

て１回作っていただいて、試食等なりを私たちの

方にさせてくださいということで今のところお願

いしております。それと加えて、総合計画の方で

は実施計画を今、１０月１４日まで各担当に集め

ていただくということでお願いはしてるんですけ

ども、その中にシリーズ商品に係る規模拡大だと

か施設整備だとかも含めて、今の地場産品開発係

長のほうに新商品を開発しときには、かかる設備

だとかの検討をして、かかる経費について今積算

をしてくださいということでお願をしている途中

でございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君 

○議員（山森清志君・登壇）：今、企画政策課長の

ほうからお答えいただきましたが、製品開発に関

しては現在開発中であるということでよろしいん

ですね。この６次産業の商品開発というものは、

これはもうどこの自治体でも必ずと言っていいほ

どやっているものでありますけども、これはもう

どっちかって言うと、攻めの姿勢でいかなければ

製品も開発できないだろうし、そして将来的に５

年１０年後のことを考えながら、どういう商品が

好まれるのか、また、例えばホタテ、牛乳、その
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商品ひとつひとつに関しても、これいろんなバリ

エーションができてくると思うんですね。例えば、

昆布ひとつにしたって、２０種類も３０種類もい

ろんな物の中身開けてみたら同じ物なんですよね。

ただ、名前を変えて販売することによって、その

いろいろ買う人のね意見も違ってくるわけですか

ら、買う人がどんどん増えてくるということにつ

ながっているというものも、課長も村長もそれは

もう現実としていろんな場面で見ているものと思

います。 

それで、この６次産業のなぜ６次産業にするの

かというと、もちろん産業の発展するという部分

もありますけども、これは１次産業生産者にして

みると、この商品に価値が付くっていうことはも

のすごい大きいんですね。単価が２００円のもの

が５００円にも６００円にも１０００円にもなっ

てしまうという部分で価値が付く。そして、それ

が価値が付くことによって、日本全国または世界

に広がってその物を知っていただくという部分、

いろんな部分で絡み合ってそれが６次産業として

成り立っていくわけですよね。ですから、この本

村の基幹産業で生産される資源を活用した６次産

業というものを今後も将来性のある産業であると

いうものに位置付けるために、今ほんとに企画政

策課では頑張っていただいていると思いますが、

もっともっと頑張ってアイデアを出して、これ同

じものだったら同じ結果にしかならないですし、

もと通ってきた道を繰り返すだけの話ですから、

是非ねその辺のアイデアもね含めて考えていただ

きたいなと思います。そして、その知名度を高め

て販売を促進して本当に産業として自立してでき

るための基盤整備を今ほんとにもう明日からでも

していただきたいなと思っております。そして、

先ほど言っておりましたように地域おこし協力隊

ですか、これがこの人たちができれば自立をして

６次産業を担う事業を展開していただける。実際

に独立して事業をしている自治体というのは全国

を見ると数限りなくあって、ものすごく成功して

るところも実際にあると思います。 

この猿払村は過疎の村です。この過疎の村であ

ってもその資源を十分に活用し、将来性のある産

業を形成できるように、そして、そのための一歩

を踏み出す後押しをするのも、これも行政の非常

に大事な役割だと考えております。そして、この

過疎の村、ここに例えば将来その６次産業に携わ

るために、高齢者や働く人、若い人たち、妻帯者、

いろんな人が来て、ここで子供を産んで育てて、

そして、ここで生涯が終えるぐらいの産業に発展

できるように若い世代のＵターンやⅠターンの促

進につながるようなこともしていただきたいと思

っております。 

そして、もうひとつ私が危惧しているのは、ひ

と昔前のように漁業者の子供というのは、当たり

前のように後継者になっていくとはこれは限りま

せん。現実に後継者であっても、漁業に従事しな

い若者も近年非常に増えてきているのもこれも事

実であります。漁組としては、後継者を１名から

２名に変更したにもかかわらず少子化と事業拡大

と相まって人出不足の事態が起こっているのは、

これも現状であります。消滅自治体に指定されて

いない本村であっても、将来人口は確実に減少し

ていきます。それに少しでも歯止めをかけるため

にも、６次産業の創出をしやすい環境整備という

ものをこれから進めていくべきでありますし、関

係者の意見を十分に取り入れて、是非スピード感

を持って進めていっていただきたいと思います。 

この件について、村長にもう一度答弁願えれば

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）：確かに今まで猿払村

については、日本一貧乏な村から日本一豊かな村

に先人の方々のご努力、または漁業従事者、また

は村民の皆さま方のご協力により、ここまで甦っ

た村だと。そういう部分では、私はこの村は１回

地域創生を１回やってるんだろうなというふうに

思っております。 

また、その部分につきまして、我々行政マン、

議員皆さま方もそうでしょうけども、これからき

ちっとですね未来永劫、猿払村が残っていけるよ

うな形でやっていきたいというふうに基本として
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は考えて、根本としては考えております。その中

で今、議員からのご提案があった６次産業化、海

からあがったホタテ、山からとった牛乳をそのま

ま出荷するのではなくて、やはりそこで付加価値

を付けれるような地域づくりをしていく。そのた

めには当然いろんな人の手を借りなきゃならない

という部分では、やはりⅠターンですとかＣＣＲ

Ｃの部分をですね、きちっと受け入れるような状

況の中でですね、少しずついっぺんに人口ってい

うのは増えていかないでしょう。これから５年 

１０年かけて少しずつ増えていくような施策も当

然考えていかなきゃならないというふうに思って

おりますので、まあその部分については、商品開

発も含めてきっちりやらしていただきたい、やっ

ていきたいというふうに思いますので、その節に

はまたいろいろご協力のほどをよろしくお願いし

たいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今後、是非スピード

感を持って取り組んでいただきたいなと思います。

そして、この人を呼び込む、これはもう非常に難

しいことです。黙っていれば何も難しいものはあ

りませんけども、この人を呼び込むということは、

本当に難しいことです。たぶん、住民、役場庁内

の職員もしくは議員、皆さまたぶんほとんどの人

は、もう増えないだろうと考えてる方もいるかも

しれませんが、今ここで何かしなければほんとに

もうこれはもう待ったなしの状態であります。そ

して、人を呼び込むためには、まずはじゃあこの

村に足りないものは何か、魅力的じゃないものは

何かという部分でありますが、例えば、物をひと

つ買うにも商店がないわけですね。例えば３０分、

４０分、１時間かけて近隣の自治体、市町村に出

向いていかなければ自分で好みのものは食材も変

えない。明日の晩ご飯も買えない。まあ、買うと

ころはありまけど。そういうことが起こっており

ます。そしてもうひとつ、これ非常に重要なこと

ですが、高齢者から若者まで含めて病院機能、こ

の機能を回復しなければいくらこの猿払村にね、

大自然があって良いところだねとかね、何だかん

だいって人が住んでも、もし何かのときにその病

院の機能が十分に機能していなければ、これは何

の魅力もないただの過疎の村になってしまうと考

えてます。そして、高齢者の方が、じゃあ病院に

行くには今行きたいんだと、福祉タクシー呼んだ

んだけど、１時間待たなきゃならない。これじゃ

何の意味もないです。救急車呼んでも来るまでに

２０分もかかる。これも意味がないことです。そ

して、その都合不都合な部分、その部分を解決す

るのはやっぱり公共交通。その部分をもっともっ

と充実していかなければ、今後もっともっと高齢

化は進んでいくわけです。その部分も含めて、買

い物支援や通院、そして見守りを支援するための

組織づくり。そして、生活の足となる公共施設の

充実、これも同時に進めていかなければ片落ちし

てしまうことになってしまいます。ということで、

是非６次産業も含めて、その辺のことも総括的に

考えて進めていっていただきたいなと思います。

これはあのう私が議員になってから、ずっとたぶ

ん３回か４回同じような質問をしていると思いま

すけれども、着実に事業としては進んでいるもの

と思っています。これを更にね、機能的に発揮で

きるようにお願いしたいと思います。   

では、次の質問です。 

地域間連携についてお尋ねします。全国的に人

口減少が進行していく中で、国や道の指針の中に

もあるように各自治体が連携し、相互に補完する

ネットワークを形成する地域間連携がこれからの

地方創生施策には欠かせないものになっていくと

考えられます。しかし、道の認識は現在の地域間

連携の指針である定住自立圏構想は、現在の制度

では道内全ての地域において、多様な取り組みを

進めるのは困難であるとの見解が述べられており

ます。そこで注目されるのは、北海道型地域自立

圏戦略と言われる地域連携であり、道内の各自治

体が持っている特性を生かした取り組みが図られ、

また地域の創意による連携した取り組みにおいて、

国や道に対しての提言にも厚みができていくもの

と考えますが、村としての考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 
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○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。 

現在の地域間連携の指針であります定住自立圏

構想におきましては、議員ご承知のとおり、平成

２３年５月に宗谷定住自立圏共生ビジョンを策定

し、管内１０市町村において多様な取り組みを現

在進めております。その中で、具体的な事業とし

て取り上げた３２事業のうちビジョン策定以降に

連携を進めたものが７事業、連携が進んでいない

事業が約４割の１２事業となっておりますが、平

成２８年度からの次期ビジョンにおける５年の期

間で、これまで連携が進んでいなかった事業を含

め新たな連携を進めるべく、検討が行われるもの

と考えております。 

 一方、道や道内各種団体で構成される北海道創

生協議会は、北海道創生総合戦略骨子を作成し、

その重点戦略のひとつとして北海道型地域自立圏

戦略を定めており、その内容としまして北海道独

自の市町村連携制度の推進、複数市町村による地

域資源を生かした産業の創出、地域活性化、道外

自治体との連携の促進などを掲げております。こ

の北海道型地域自立圏戦略は、地域の活力を維持

しさまざまなサービスを提供することと、地域の

特性や優位性を生かし、創意と主体性に基づいた

地域づくりの取り組みを展開するためにさまざま

な連携を広げていくことが狙いであります。 

 本村におきましても、地方創生の基本目標であ

る、地方に仕事をつくり安心して働けるようにす

る。地方への新しい人の流れをつくる。若い世代

の結婚、出産、子育ての希望を叶える。時代に合

った地域づくり、安心な暮らしを守るとともに地

域と地域を連携する。この四つを柱として、猿払

村地方版総合戦略を策定していきますが、北海道

型地域自立圏戦略の内容と合致する部分があれば、

本村の総合戦略において道内外問わず市町村連携

の取り組みを今後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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この従来ある定住自

立圏構想、これが機能しない状態であるというこ

とと受け取っていいのかと思いますが、自治体単

位、単独で全ての施策を行っていくのか、それと

もそれぞれの自治体が抱えている未開発の分野や、

なかなか進められない施策について、お互いに知

恵を出し合い補完する工夫も今後の地方自治体に

は必要になってくるものと考えています。定住自

立圏構想にもあるような中心市との連携ではなく、

近隣市町村が一体となるような取り組みもあり得

るものであり、国や道にも連携地域として要望す

ることで、その影響力にも厚みが出していくもの

と考えています。互いに事業を奪い合うのではな

く連携して要望を出し、ともに成長するような戦

略的な考えのもと、そのネットワークづくりも必

要であると考えています。 

北海道型地域自立圏戦略は、小規模自治体が多

い北海道において、人口減少が進む中にあっても

地域の活力を維持しさまざまなサービスを提供す

るとともに、地域の特性や優位性を生かし創意と

主体性に基づいて地域の取り組みを展開するため、

さまざまな連携を重層的に広げていく。つまり複

数の自治体による地域資源を生かした産業創出、

地域活性化を目指すものということが述べられて

おります。現在ある定住自立圏構想、この中心地

となっているのは、現在猿払村では、これは稚内

市ということで提携を結んでいることと思います

が、道が示している定住自立圏構想、その中心市

に成り得るという地域は、これは札幌、旭川、函

館この３市しかないと。つまり人口２０万人、も

しくは政令指定都市、その３市がその中心市に値

すると。他のところは、提携してもはっきり言っ

てしまえば機能しないだろうということもこれは

堂々と北海道が述べております。 

今後、この定住自立圏構想に縛られることなく、

地域が独自で例えば近隣の町、ここに声をかけて

何でもいいです。何でもいいですから、ともに何

か事業進めていこうと。お互いに足りないところ

を補てんし合って、そして、いいものを提供し合

う。この部分も少しずつ模索していかなければな

らないものと考えます。これは実際はね、またい
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でいく訳ですから、非常に難しい部分もあると思

いますが、ここら辺もね含めていかなければ、猿

払村の弱い部分というものは、これから強く生き

ていけないものと思いますが、担当課長、担当課

長としてどのような考えがあるかお願いいたしま

す。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

山森議員のご質問に対してご回答しますけども、

猿払村に関しましては、管外の地域といたしまし

ては、今後、地方創生の中で考えていくことだと

は思いますけども、今考えられることで言わせて

いただければ、一応、宗谷管内以外の町村と観光

に関しての連携を進めていこうかということで、

そこの決ったわけではありませんので、町村名は

あえて避けさせていただきますけども、そういう

ことで連携を進めていきたいということで、そこ

の町の役所の職員とはいろいろ連携をとらさせて

いただいております。今のところ、そこまでの状

況となっております。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今、担当課長話さ

れたように、観光の分野というところでですね、

路線を考えたり、足の交通体系を考えたりする上

ではですね、宗谷だけではなくて他の圏域、北海

道内のところから連携するのは大切なことである

というふうに私も認識しておりますし、その辺、

今現在進めているところでございます。 

ただ、宗谷圏域さすがに今７事業、連携が進ん

でない事業が１２事業というような答弁をさせて

いただいておりますけども、やはりこの辺につい

てもですね、宗谷圏域としてきちっと分析が必要

ではないかというふうに思ってます。その上で、

実質村のほうでですね産業を活用した部分でどの

ような体験が宗谷圏域、これからできるかも含め

てですね、そこは分析が必要かなというふうに思

っています。 

それと一方で、先ほど議員仰ったように中心都

市、札幌、旭川というところも言われております。

この部分については、先日来ですね経済産業省の

方からですね、実は村長の方にですね訊ねてきた

経過がありまして、この部分について、やはり旭

川、やはり札幌のその計画の中でですね連携をと

れるものがあればですね、そこを含めてですね、

きちっと連携をした形の中で先ほど質問にあった

ような６次産業化の部分のですね、あらゆる補助

とかですねそういうところも模索してはどうかと

いうようなご提案もありましたので、その辺につ

いてもきちっと今後見極めていかなきゃいけない

かなというふうに思っておりますので、よろしく

ご理解をお願いしたいというふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただいま答弁いただ

きましたが、この観光事業としての連携というも

のもお答えいただきましたが、これ入り口は何で

もいいんです。観光だろうと何でも。観光から連

携して次の事業展開ていうことも、これも勿論戦

略的に考えていかなければならないことでありま

すし、入り口は何でもいいです。何でもいいです

から、とりあえず猿払村の良いものが無ければ、

これは一方的にやってくれ、やってくれ、やって

くれでは、誰も振り向きませんよね。我々は足り

ないものを補いたい。ただし、連携する都市、旭

川、札幌どこでもいいです。が、連携しようとす

るものが猿払村に無ければ、これはただ国や道の

指針に従ってね言うこと聞いただけなんだってい

うふうになってしまいますから、そのひとつとし

て先ほど言ったような６次産業もあるだろうし、

他のものもあります。この猿払村の魅力っていう

ものを前面に押し出していって、その中で提携し

ていかなければならないものであると私は考えて

います。そして、今年提携する石川県内灘町です

か、ていうものも連携提携するわけですから、こ

こも含めてね、ただ、仲良くなりましょうという

のではなくて猿払村に足りないものを補う。あそ

こには大きい病院もありますねえ。病院関係でも

いいです。何でもいいです。観光でも何でもいい

です。とりあえず、ただ仲良くなりましょうじゃ

なくてね、この辺も含めてやっぱり先ほど何回も
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私言っていますように、戦略的にね、ものを考え

ていかなければ猿払村の良いものを発信して、む

こうの良いものをいただく。この方向でね、それ

を忘れないで進めていただきたいなと思っており

ます。 

そして、この地域間連携のうち、もうひとつ最

後の質問です。今、質問しましたのは、道内各自

治体との連携を質問しました。道外自治体、特に

首都圏との連携は全く違った生活環境であるため

に、地域住民にとって相互にメリットのある連携

がとれるものであります。現在、道内幾つかの自

治体は、首都圏の地域と連携し成果を出しており

ます。そのカテゴリーは、産業、観光、文化交流、

災害協定、環境など多岐に渡っています。 

本村には首都圏にはない豊かな自然や避暑地と

しての生活、地域性を生かした企業の保養施設に

適した環境、観光地としての魅力、豊かな食文化

など首都圏の住民には魅力的な地域であります。

また、首都圏には、本村に無い医療機関や観光施

設、更に公共施設運営や企業技術のノウハウなど

連携するに値するものが幾つも挙げられます。そ

れにより新規事業の創出への可能性が生まれ、若

い世代の雇用の場の促進につながるものであると

考えます。首都圏との連携は、今後本村の展開に

必要な情報、企画、施策などその可能性は大きな

ものがあると考えますが、村としての見解をお聞

きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

首都圏との連携につきましては現在、道内２５

の市町村と東京都の１５の区が何らかの連携事業

を行っていると聞いております。そのほとんどが

イベント等の交流、災害等の協定というふうに聞

いております。また、東京２３区の区長で組織す

る特別区長会では、東京を含む各地域が強い信頼

関係のもと、いきいきとしたまちづくりを進め、

ともに発展し成長しながら共存共栄を図っていく

ため、特別区全国連携プロジェクトを展開し、全

国の各地域と産業、観光、文化、スポーツなどさ

まざまな分野での新たな連携を模索し、経済の活

性化やまちの元気につながるような取り組みを展

開しています。 

また、道が進める総合戦略では都市と農林漁村

等連携推進事業としまして、道内市町村が道外の

都市と連携し地域で活躍する人材の育成、確保の

仕組みの構築に向けた取り組みを進めることとし

ております。制度の詳細につきましては、現在調

整中ではありますが、地域ＰＲや企業誘致のほか

人材交流など、地域の活性化に資する内容となっ

ております。これに合わせまして、宗谷管内にお

きましても宗谷町村会が中心となり、東京２３区

のいずれかの区との連携事業の実現に向け、来年

度以降に本格的な相互交流の実施を目指しており、

その内容としましては、修学旅行、スポーツ合宿

の受入れ、食育料理教室の開催、相互支援協定の

締結、パートナー探しの応援などを計画しており

ます。連携相手となる特別区は、連携に参加する

市町村で組織する協議会において決定していきま

すけれども、本村が参加するか否かにつきまして

は、その特異性等の観点から判断させていただき

まして、その後、決定をさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：私が今日この質問を

した理由のひとつには、田舎、田舎というのはお

かしいですね、地方自治体、これが抱える本日の

質問の趣旨であります地方創生、人口減少、これ

はもう全国的に問題になっていると述べましたが、

首都圏には首都圏にも、これも非常に大きな問題

があるわけですね。というのは人口が増え過ぎて

いるという部分で、国の長期ビジョンの中に、  

２０２０年までに首都圏から地方への転出を４万

人増加する。地方から都市部への転入を６万人減

少するという、もう非常にこの勝手な言い分で数

字を決めて国が述べております。つまり人が増え

過ぎていて、その例えば待機児童、これもうすご

い問題になっていますよね、東京都の中では。そ

して、住民とつながりがないことによって孤独死

も非常に増えているということも聞いております。
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猿払には待機児童はゼロです。孤独死というもの

はほとんど皆無に等しいと思っております。これ

は都市の人にしてみるとすごく魅力的なものなん

ですね。 

そして、国の施策の中に同時に施策パッケージ

として地方移住の推進として、希望者への支援体

制の強化が今後図られていくものであるというこ

とも述べております。ていうことは、国や道が後

押しするから、あなた方自治体は自分たちの魅力

を発信して、首都圏の人たちをどうぞ住ませてあ

げて下さいということが、ゆってとれると思いま

す。そして先ほども言ったように、本村には非常

に魅力的な部分がたくさんあります。我々にはわ

からない部分です。裏の山や海を見て、「いや～い

いね！」っていう住民はあまりいないですね。住

んでいる人にはわからないものがあるわけです。

ところが、例えば観光などに来ている首都圏とか、

大阪、関西あたりのいわゆるおばちゃんですね。

おばちゃんが、さるふつ公園に来て「いや～凄い

ね！」って言うんですね。「何凄いの？」って言っ

たら、「何も無いのが凄い」と言うわけです。てい

うことは、それが魅力なんですよ。実際に何も無

いから住みたいということにはつながりませんけ

ども。いい所だという認識は与えてあげれている

のではないかと考えております。そして、人混み

のぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃした中で住むより

もちょっと早めに定年を迎えてね、退職金をもら

って夫婦で、もう子供も独立しただろうし、「どこ

か田舎に行って住みたいね」っていう人がもの凄

く増えているということも聞いております。それ

を含めてこれは、先ほど村長が言ったように宗谷

町村会で来年度からですか、東京２３特別区と連

携を図りたいと。そういう場所も設けられるとい

うことですが、これは自治体が考えるものではな

いんですね。住んでる人がどう考えているかが問

題でだって、住民の見方が非常に重要だと思いま

す。それも含めてもし、本村にその首都圏の自治

体、東京２３区特別区とつながりを持てる部分が

ちょっとでもあるのであれば、そのほんのちょっ

との入り口からその先に見えているものというの

は、ものすごい無限大なものがあると私は考えて

います。宗谷町村会が団体が束になっていって、

向こうの何のつながりもない自治体と連携を組む

というよりも、ちょっとしたきっかけで、その自

治体と何らかの連携が持てるのであれば、その小

さな入り口からその先にある無限大のものを手に

入れるということも、これはもう戦略的に考えて

いかなければならないことだと思ってます。 

先ほど村長も述べておりましたが、東京２３特

別区と連携事業をとっている道内の自治体は２５

市町村、そしてそのカテゴリー数は５０にのぼっ

ています。しかし、何のつながりもない地域と今

言ったように連携はあり得ないものであります。

ほんの少しのつながりがあれば、双方に有意義な

連携をとれるものと思ってます。そして先ほど言

ったように首都圏には、待機児童問題や地域での

孤立など都市部独自の問題も抱えています。子育

てや老後のケア、医療、労働環境など問題はクリ

アしていけば、移住も視野に入るものだと考えて

います。また連携による地域の特性を生かした観

光客の呼び込みにも期待できるものであります。 

今猿払の観光というのは、ホテルさるふつこれ

がメインとなってツアー客などを呼び出しており

ます。まあ本村も独自に呼んでいる部分もあると

思いますが、そうではなくて、もっと違う視野で

ね、そこに住んでいる人たちが、「日本最北の村に

じゃあ行ってみるか」と、いうぐらいの考えを持

てるような施策、そしてプロモーション、これも

今後考えていかなければならないと思ってます。

観光ただ観光といって、何だ観光かと、１次産業、

２次産業が大事だろうと言う人がいるかもしれま

せんが、一次産業は今やもう飽和状態、そして足

踏みをしている状態です。これより先はこれ人口

が増えないものと私は考えています。今までは１

次産業、私は漁業者ですから漁業のことだけ言い

ますけども漁業が先ほど村長が言ったように何十

年も前に、４０年、５０年前に、４０数年前に地

方創生を果たしました。この漁業が踏み台として

猿払村は生き返ったわけですよね。それからずっ

と漁業というのは、言い方が適切かどうかわかり
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ませんが、踏み台となってきました。もちろんそ

れに伴って、漁業者の収入も増えて豊かな生活が

できるようになりました。猿払村もそれなりに自

立してこのようになってきました。今や宗谷管内

この稚内市を除く町村ですか１０町村の中で、猿

払村は私はトップを走っていると。もちろん人口

の数じゃありませんよ。やる気の問題でトップを

走っていると私は思っております。もちろん足り

ない部分もいろいろあります。ですから、この宗

谷を引っ張るためにも今後、猿払村が独自の考え

で、今までの考えだと金太郎飴だとまた国に言わ

れてしまいます。今まで来た道を歩むのではなく

独自の考え、これは今後予算の中にも組み込まれ

ていると思いますが、いろんな部分で提案されて

いくものと思います。ですからね、この新しい産

業、アイデア、これが非常に重要であって何か新

しいことをするっていうのは、すごくエネルギー

がいることです。誰かのやったことをマネすれば、

これはもう簡単ですよ。もっと簡単なことはやら

ないことです。やらない者、反対することという

のは、もの凄い簡単なことなんですよ。ところが

何かに賛成する、何かをつくり出すというものは、

その何倍も何十倍もエネルギーがいりますし、同

意してくれる方もいます。ただ反対というのは一

人でいいんです。だから簡単なんですよ。だけど

賛成というのはひとりではできません。何かをつ

くり出すっていうのは、ひとりではできないんで

すよ。だから住民を巻き込んで、行政、議会、み

んなが一体になってやらないと、みんなが足を引

っ張り合うようでは、これは何にもなりません。

今まで１次産業の漁業、農業はこの猿払村を支え

てきました。これは事実です。誰もが認めるとこ

ろです。しかし、これからという時代は人が少な

くなってくるに伴って、漁業者はそれほど人口は

減らないかもしれません。農業者もそうです。で

すけど、じゃあ他の部分はどうするんですか。役

場職員、役場関係の人、公共施設に従事する人を

抜いたら猿払村に人口いくら残ります。で、これ

以上人が減ってくると２０４０年とは言いません。

もっと先のことを見据えた場合に、これはもう猿

払村は、自治体としてたぶん機能しなくなるでし

ょう。もしかしたら、近隣市町村に合併吸収され

るかもしれない。もしかしたら、その頃には近隣

の市町村も無くなっているかもしれない。これあ

のう消滅自治体というのは、人が居なくなるって

いう部分でなくて、自治体が機能しなくなるとい

う意味ですから。そうすること、もちろん、その

頃に私たちはここにいる全員は、たぶん生きてい

ないと思います。ですけどね、これをちょっとで

も先送りすることではなくね今解決することは何

か、５年後１０年後猿払村がどうなっているかと

いうものを、皆さんひとりひとりが頭の中に浮か

べていただきたいと思います。私は非常にこれは

もう危惧しております。この漁業、たった一つや

二つの低気圧でひっくり返るような事業ですよ。

農業だってそうです。大きな病気が発生したら、

もう仕事どころではありませんよ。それほど１次

産業というのはもろいものなんです。ですけど、

６次産業、他の産業、商工会商工業、この部分も

一緒になってやっていかないと、もうどんどんも

うこれ以上ないじゃないですか。ですから、今こ

こでもう１回奮起してこの猿払村を立て直す。猿

払村は凄いね凄いねと言われますけど、凄いのは

一部分であって、他の部分は何も変わっていない

って言ってもおかしくないじゃないですか。です

から、住民、行政、議会、これが一体となって議

論すべきところは議論する。賛成するものは大い

に賛成する。後押しになって我々議会も私個人と

しても、いいものはいいと、事業を推進してどん

どん企画こういうものを出していただきたいと思

います。 

で最後に、村長にもう一言お願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今議員からの叱咤激

励をいただきましたので、それにめげることなく

職員一同となっていろんな企画等も含めてですね、

発想していきたいというふうに考えております。 

また、道外の地域間連携、東京２３区の部分に

つきましては、町村会として今後どう考えていく

かとどこの区と連携していくかということもこれ
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から検討していかなきゃならないというふうに思

っておりますし、またこの後、ご提案させていた

だきます内灘町との友好町村交流の部分につきま

しても、ご理解いただきたいなというふうに思っ

て、また内灘町のいいところまた、そういうとこ

ろも全ていいところについては、まねをさせてい

ただくというか、いいところをうちの村なりに考

えてですね、取り入れるところは取り入れさせて

いただきたいと、また、うちでご協力できるとこ

ろについては、内灘町の方にいろいろご提案申し

上げて、仲良くやっていきたいなというふうに思

っております。  

また、個別での各村対仮に東京２３区という部

分につきましては、うちのしいて言うのであれば、

うちの方のホタテ貝殻を使った部分で障害者の就

労支援施設で商品を作っていただいております。

これは墨田区になりますけども、そういうことも

鑑みまして、今後高齢者だとか障害者等を含めた

収容、就労の雇用の場の確保や、それと産業と連

携を組み合わせた形でですね、何かかにか内灘町

ということもありますし、また、町村会という東

京２３区との連携ということもありますので、そ

ちらも決しておろそかにすることなくですね、ま

た新たに猿払村独自として、またそういうところ

と連携できるところについては、今後検討してい

きたいというふうに考えています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：それでは最後に、こ

れは答弁はいりません。 

何回も言うようですが、この今日質問させてい

ただいた部分ていうのは、地方創生、人口減少問

題、本当はもっと三つくらいあったのです。あり

ましたが、今日は半分にしておきました。次回に

また質問させていただきたいと思いますが、道外

からの移住促進、これは先ほど言ったようにね非

常にこれはもう難しいものがあります。しかしそ

れをやらないと、これはもっと難しくなってしま

います。ですから官民一体となってこれからどん

どん事業を進めていっていただきたいと思います

し、駄目なものは駄目と議会でも提案いたします。

それは修正をかけて、またいいものを新たにつく

り出していく。この部分もお願いしたいなと思い

ます。 

そして、先ほど言ったように買物支援、高齢者、

もしくは住民全てですよ、商店街の再生、これも

していかなきゃなりません。そして、病院、これ

はもうずっと昔から言われていますね。病院、病

院、病院、病院。大きな赤字を抱えている病院で

すが、これも今後、行政がメスを入れて改革して

いかなければならないもののひとつではないかと、

これからいくんではないかと考えています。それ

から、見守りを支援する組織づくり、これも大切

です。そしてそれに伴って、生活の足である公共

施設、これもう今は公共施設としか言っていませ

んけど、公共施設でなくてもいいです。例えば、

タクシーを運送してくれる運行してる会社がもし

ね間違って現れてくるのではあれば、昔のように

ね猿払村にタクシーがあってもこれはもうぜんぜ

んおかしくない話ですから、その辺も含めて今後

ね一体となって考えていってほしいなと思います。 

そして、よく言う農林水産とか言いますけど、

農業と水産はありますが、猿払村に林業はありま

せん。昔は非常に林業というものも猿払村は活発

でした。そこに苗圃というものもありましたしね。

私もそこに同級生がいましたので、よくわかって

いますけど。この辺も含めて、猿払村に国有地だ

とか村有地がなかなか無いという部分もあるのか

もしれませんが、今道内の自治体はすごくその輸

出木材ですか、これが非常に増えているというふ

うに聞いてますけど。非常になんかその間伐期に

今入っているそうですね、道内の木材というのは。

何十年に１回というふうに聞いてますけど。まあ

その辺も含めて今後検討していただければなあと

思いますし、私も今後一般質問等でその質問もし

ていきたいと思います。 

ということで終わりたいと思います。 

○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
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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

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
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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

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、
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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。 

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
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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

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



- 15 - 

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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



- 23 - 

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。 

○議長（太田宏司君）：昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

一般質問を続行します。 

５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づき質問をさせていただきます。 

前段でお願いですが、私も長い質問をいたしま

せん。先ほどふたりの答弁の中でかなり長い部分

があったので、あまりあのう長い答弁をされると、

こちらもあのう咀しゃくするのに時間がかかると、

途中でわからなくなる可能性があるということで、

できればなるべく簡単にお願いしたいということ

で、始めさせていただきます。まずあのう通告書

に一応２点の５項目について出しておりますが、

まず１番目、これからの村の財政状況等について

ということで始めさせていただきます。 

平成１５年度以降減少を続けていた起債残高は、

２６年度から増加に転じ、２７年度も同様となっ

ております。２８年度は歳出で小規模多機能施設

の施設整備等が行われ、歳入では交付税及び村税

は減少すると思われます。まあこの部分は９日に

書いた部分なんで、その後若干、漁師さんから話

を聞いたりすると、かなり量的には４万トン程度

であがるというくらい。まあ値段も去年よりもか

なりいいということで、漁業者にはそう影響はな

いかと考えますが、それらを含めて今後の財政状

況等について、村の考え方を簡単にお願いしたい

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）：ただいまの森議員の

ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

村では中長期的な財政見通しとしましては、平

成３０年度までの収支見込みを作成しております。

現在のところ、平成２７年の決算としましては、

歳出ベースで６２億３０００万円程度を見込んで

おり、そのうち２６年度からの繰越分約１１億  

６０００万円を除く、平成２７年度の最終予算規

模につきましては、５０億７０００万円程度と現

在見込んでおります。また、次年度以降につきま

しては、歳出ベースで２８年度が４５億円台、  

２９年度、３０年度がそれぞれ４０億円台と見込

んでおります。 

特に、地方交付税の推計にあたりましては、国

の動向に左右されるところも大きく、推計が難し

い部分はありますが、一定程度の減収は避けられ

ないものと見込み、地方交付税と村税収入の合計

を平成２７年と２８年度で比較しますと、約３億

円程度の一般財源の減収が見込まれるだろうとい



- 24 - 

うふうに考えております。また、２９年度と３０

年度につきましては、さらなる村税収入の減収に

より、各年度約１億円以上の財源不足が見込まれ、

今後の財政運営は大変厳しくなることが予想され

ております。 

質問にありますとおり、２９年度からも小規模

多機能型居宅介護施設の供用開始や公共施設の老

朽化対策など、更なるコスト増も予想されます。

長期にわたり安定した財政基盤を維持するために

も、事務事業評価における事前、事後評価の徹底

や既存公共施設のあり方の検討を進めるなど、身

の丈に合った財政運営に努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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいまの答弁によ

りますと、２８年度来年度ですね、５億円程度財

政規模は縮小すると。それから交付税及び村税に

ついては、３億程度の減少ということであります

が、まあ先ほどもちょっと触れたのですが、あの

う漁業のホタテの水揚げの状況、これは先ほども

言いましたが、４万トン位になるのではないかと

いう一部の個人的な意見ですが、そのような形で

聞いております。 

そういった中で、価格も２００円を超えるよう

な状況にあるという中で、実際のところ漁組から

どの程度の情報が入ってるのか、また、今年度ホ

タテ業者じゃない漁業者ですね、それに対してど

の程度の配分になって来年度の税収がどうなるの

かと、その辺の見通しがあるかどうか、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：具体的には漁業組合

の方からお話は聞いておりませんけれども、あの

う来年、再来年度とあまり漁場の方が良くないと

いうお話を聞いております。ただ、単価につきま

しては、この宗谷オホーツク管内について昨年か

ら今年度にかけた春の爆弾低気圧によって、量が

少ないという形の中で単価が突出しているという

部分は否めませんけれども、ただ、来年度につき

ましては、今後３カ年という形の中で近隣のオホ

ーツク沿岸の漁業の市町村についても、非常に厳

しいという状況がありますけれども、まあ単価が

どのように動くかというところについては、非常

にまだ組合、漁組さんの方もですね、はっきりと

はそういうお話は、私のほうも聞いておりません。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：そうすると単純推計

ですが、来年における村税は、影響は大してない

というような考えでよろしいかなと思います。た

だ、まああのう特に来年ですね、漁場に関しては

相当場所的にも悪く、今までも水揚げが落ち込む

ような漁場でありまして、まあ、その漁場がどの

程度の影響受けているのか、来年になってみない

とわからないということ。それを勘案すると、来

年より再来年の方がはるかに財政的に厳しくなる

のかなというふうに考えます。 

そうした中で、行革はもう終わったわけではな

いと思いますけれど、今後において更なる行革等

の推進をしていかなければならないかと思います

が、その辺の今後の取り組み、何か考えているこ

とがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：先ほど来お答えし

てますけども、財政シミュレーションについては

２８から３０年度という形で試算をしております

けども、その中で２８年度については、２８年度

決算見込みで村税で１億程度の減収という形で、

この漁業の部分についてですね、まだ把握はして

おりませんけども、厳しい状況でという当初のお

話だったのでですね、なるべくシビアな形でみる

という形で１億程度の村税減収というところもご

ざいます。 

それで、先ほど来あのう行革の部分については

ですね、やはり単年度だけじゃなくてですね、向

こう今後２８年度から総合計画も策定され、向こ

う１０年間、そして１２月までにはですね約５年

間の実施設計の部分、実施計画も策定の予定でご

ざいますので、行革については何年度、何年間で、
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単年度で終わればいいという問題でもありません

ので、１０年の総合計画に合わせた形でですね、

財政推計をきちっと立てながら、その中で何を縮

減していけばいいのか、あるいは何が必要なのか

というところはですね、やはり行革の縮減だけで

なくて、逆に住民に対してですね、必要な部分に

ついてはそこを広げていかなきゃいけないという

ところもございますので、その辺の推定について

はですね、きちっと総合計画と整合性をとりなが

ら、行革の推進を図ってまいりたいと思います。  

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今、住民に対して必

要な部分に関しては進めていくというような形。

それは是非そういった形をとっていただきたい。 

しかしながら、２９、３０年度は１億の財源不

足ですか、それが予測されるという部分。まあこ

の辺はあまり今、先の話を突っ込んでも仕方がな

いかと思うんですが、財政についてはこんな形で

いいかと思いますが、続いて地方交付税、これに

ついて、若干お話しをしたいと思います。 

確か小泉政権下でしたか、あの頃三位一体改革

ということで、交付税がどんどん引き下げられた

という中で、村としては行革と言いながらどんど

ん金を使ったという中で、起債をなくして、いや

起債じゃないな、えーと、基金を取り崩しながら

仕事をしていったという経過があります。 

そうした中で、その後の民主党政権になって交

付税が戻されたと。一定程度の交付が増えたよう

な中で、かなり村として村だけじゃなくてどこで

もそうでしょうけど、全国において一定程度の交

付がされたので、財政運営がかなり楽になったと

いうような形があります。 

そうした中で今後、消費税が増額されます。そ

れの影響もあるでしょうけれど、まああのう新聞

かネットか何かでチラっと見たのですが、この後

において、交付税ついては削減していくよという

ような話があったかと思うんですが、その辺は何

かおさえているところがあるでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：地方交付税の部分

についてはですね、今現在その情報、的確な情報

というかですね詳しい情報については、まだおさ

えていない状況でございます。 

しかしながら、いずれにしても今、地方創成事

業が始まって、地方創生の新型交付金も恐らくで

きてくるんだろうと、その辺の兼ね合いからして

ですね、地方交付税の部分については、国もかな

りのその交付税としてですね、財源が消費税が増

えるとは思いますけども、財源的には限られたも

のである限りはですね、やはり、地方創生資金等

交付税の方で、振り分けが出てくるんだろうなと

いうふうに考えております。 

その上で、やはり地方創生についてはですね、

やる気のある自治体について、きちっとその配分

をするというような国の方針も出ておりますので、

交付税が逆に削減というかですね、減額をされる

ところはですね、しっかりと創生の考え方を村と

してはまとめてですね、財源の確保に努めてまい

りたいというふうに思ってますので、よろしくご

理解をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：地方交付税につきま

しては、最終的に知財計画が国から示されて、そ

れによってある程度、一定程度の確定はできるか

と思います。そういった中で、今の段階でその辺

の見通しは難しいと。交付税に代わる地方創生の

交付金ですか、そちらの方にどんどんまわって行

く可能性があるということでありますね。 

まあそうした中で、今、次期総合計画を策定し

ているという中で、地方創生にあわせた形で新た

な総合計画を組んで実行に移していただきたいと

いうことをお願いして、この部分は終わらせてい

ただきます。 

次に、起債の残高について若干質問したいと思

います。今年度までにつきましては、一応起債は

あのう予算書なり、あと決算書、それを見たらわ

かりますが、今後どのような形で推移していくの

か、ちょっとその辺をお聞かせください。 
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○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。 

村債残高につきましては、平成１５年度にピー

クを迎え、一般会計で約８８億円の残高に達して

おりましたが、議員もご承知のとおり、地方交付

税の削減等に伴う行財政改革の実施により、投資

的経費を大幅に圧縮するなど財政健全化に努めた

結果、平成１６年度から２５年度までは減少を続

けておりました。 

平成２６年度につきましては、一般会計で元金

償還額５億４０００万円に対しまして、起債発行

額が８億３７００万円余りとなり、差し引き２億

９７００万円余の残高が増加し、当該年度末にお

ける村債残高は約４６億６９００万円となってお

ります。 

残高が増加した要因としましては、懸案であり

ました、ふるさとの家大規模改修事業や漁船上架

施設整備事業、消防救急デジタル無線設備整備事

業など大型事業の実施に伴うものとなっておりま

す。 

また、今年度につきましても元金償還額５億 

１０００万円に対し、起債予定額が９億１０００

万円と見込まれており、４億円程度の残高の増加

が予想されますが、このうち約３億円は漁協が事

業主体となります総合加工場建設事業に対する転

貸債でありまして、実質１億円程度の増加と考え

てよいのではないかというふうに思います。 

来年度につきましては、第７次総合計画実施計

画の策定中のため、小規模多機能型居宅介護施設

や地域優良賃貸住宅建設事業など、現時点で見込

まれる事業を中心としたおおよその推計でありま

すが、起債発行額８億７５００万円、元金償還額

４億６０００万円をそれぞれ見込み、残高としま

しては、４億１５００万円程度が増加する見込み

となっております。 

以上のとおり、２６年度から２８年度にかけま

しては、起債残高の増加が続くものと見込んでお

ります。 

起債の発行に当たりましては、これまでも過疎

債や辺地債などの地方交付税措置率の高い事業を

中心とし、後年度の財政負担ができるだけ軽減さ

れるよう努めてきましたが、村民生活の向上のた

め、一時的に建設投資が集中してしまうことはや

むを得ない部分もあると感じております。 

しかしながら、２９年度以降は事業費の平準化

を念頭に置いた執行に努めるとともに、起債発行

額の上限を当該年度の償還額まで、また、実質公

債比率については当面１０％を目標とした形で考

えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと

いうふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほどの質問で、あ

のう今後の起債残高ということを質問しまして、

今の答弁の中で２６年、２７年この辺の説明をさ

れまして、この分は次にあらためて聞こうと思っ

てたことなんですが、その辺が先にされてしまい

ましたので、この後どう質問していいのかちょっ

と作戦に迷っておりますが、今の段階で２８年で

すか、これがだいたい８億７０００万円ぐらいの

起債の借り入れという中で、４億１０００万円程

のプラスになると。 

で、２９年度は事業費の平準化を行うというこ

となんですが、小規模多機能は２７年度で終わる

という事業でしたっけ。その辺ちょっと詳しい説

明は私受けてないんで、まああのう、今回は確か

三つに分かれていて、その第１段が２８年度にや

られるということなんで、そうするとあと残りの

二つの事業があるかと思うんですが、その辺で起

債発行が増えるようなことはないんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいま質問にお

答えをさしていただきたいと思います。 

まず小規模多機能の部分についてはですね、 

議員仰るとおり２８年度に建設を予定し、２９年

の４月から開始をという形での計画をしています。 

その後の部分についてはですね、今の構想とし

ては生活支援ハウス、障害者の支援的なハウスと

いうところを含めてですね、基本的な構想は今持
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っておりますけれども、その部分については今後、

２９年度のところで起債の部分の発行にはなりま

すけれども、その辺を含めてですね、今後の総合

計画の中で事業の優先順位を付けながらですね、

起債の発行額については平準化を図っていきたい

というふうに思っておりますので、よろしくご理

解をお願いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：小規模多機能施設に

つきましては、第２弾以後につきましては、まあ

あのう、実質何時からやるかというのはまだ決ま

ってないというお話、そういう理解でよろしいん

ですね。 

当然起債の償還はだいたい２６年度一般会計の

決算書を見ると５億４０００万円程という形にな

ってます。まあこれがあのう、このまま減り続け

るのか。 

ただ今回ですね、２６、２７、２８ですか、こ

の辺で借り入れが超過をするという部分がありま

すね。この辺の影響ってのは今後出てくることが

あるんでしょうか。減り続けている限り影響はな

いかと思うんですが、今回３年ほど超過しますよ

ね。プライマリーバランスが逆転するという形に

なるので、その辺の影響が何時かの時点で出るか

どうかという、その辺の予測なり試算はできてい

るのでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：ただいまのご質

問ですけれども、今後に影響するかどうかという

ご質問かと思います。 

起債残高につきましては、先ほども村長の説明

にありましたとおり減少を続けておりまして、ま

あ一時的に増加する形になります。で、具体的に

何をもって判断するかと言いますと、現状では実

質公債費比率の数値をある程度参考にしたらいい

のかなというふうに思っております。で、議案で

もあげておりますけれども、２６年度の実質公債

費比率につきましては１１．０％ということで、

制度開始当時と比べましても約半減しているとい

うところでございます。 

これが影響するかという部分につきましては、

一定のシミュレーションはしておりまして、今後

ですね５年程度は、今１１％ですけども、１０％

弱程度の推移で当面いくのかなと。あのう小規模

多機能の発行の部分を見込んだ中での数値という

ことで、だいたい１０％弱ぐらいで推移するので

はないかというふうに見込んでおります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の説明でだいたい

は理解はしましたが、まああのう、今後突発的な

ことがない限りは実質公債費比率も１０％程度で

推移すると。まあこれが極端に増えることはない

という考えでよろしいかと思います。 

次に、３番の基金残高という形で進めていきた

いと思いますが、現在までの基金の推移について

は、決算資料その他資料でわかっておりますので、

今後どのような形で推移するのかということで、

あのう質問がちょっとぼやける部分もありますが、

ある程度どのような形で推移するのか、その辺を

簡単に答えていただいて、また新たに質問をした

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。 

基金残高の見込みでございますけども、現状の

収支見通しで推移した場合、平成２６年度と３０

年度の見込みで比較しますと、財政調整基金で 

１億円弱の減少、特定目的基金では、ほぼ横ばい

と見込んでおります。 

近年は収支不足による基金の取り崩しは行って

おらず、積立額も増加傾向にあります。特に公共

用施設維持補修基金や地域情報通信施設基金にあ

っては、今後の更新計画も控えており、有効に活

用していかなければならないというふうに考えて

おります。 

ただ、不測の事態に備え、財源に余裕のあると

きは積極的に積み立てを行ってまいりたいという

ふうに考えております。 

以上です。 



- 28 - 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁によります

と、３０年までで、財調１億ほど取り崩すという

考えでいるということで間違いありませんか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にお答

えしたいと思います。 

議員の仰るとおり、そういう形で１億程度の部

分の取り崩しを見込んでいるということでござい

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：３０年度までに財調

１億を取り崩すという今の答弁ですが、まあここ

数年かな、もう１０年前後になるかと思いますが、

財調を取り崩さない財政運営をという形で進めて

きました。当然財源が無くなれば財調を取り崩す

と、まあそのための財調ではありますが、極力こ

ういった形で財調を取り崩さない形、そういった

形での今後の財政運営をまずお願いしたい。 

それから特定目的基金につきましては、一定程

度というような話がありましたが、まあ毎年取り

崩しを行ってるものとしては、ＪＲ天北線代替輸

送確保基金、それから老人福祉資金などがありま

して、まああのうＪＲにつきましては、毎年   

２０００万円前後そういった形で取り崩し、積み

増しはしてないと。これにつきましては将来的に

無くなる可能性がある基金。それから老人福祉に

つきましては、その都度積み増ししているので、

ある程度確保はしているかと思います。 

そういった中で、先ほど出ました公共施設維持

補修基金、これは今だに使用がされていませんが、

６月議会において、同僚議員によりまして施設の

維持補修等に関する質問がありましたが、その中

で公共施設の維持補修につきましては、これから

取りまとめをするような答弁だったかと私は記憶

しておりますが、３年、４年前に一定程度その公

共施設の維持補修にかかる経費というのを取りま

とめしたような経過があると記憶しておりますが、

その辺どうでしょう。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えをさしていただきます。 

公共施設の維持補修基金についてはですね、あ

る程度一定程度、議員の仰るとおり計画を組んで

という形での部分はございますけども、最終的に

２８年度の総合計画を見据えてですね、それと今

総務課で行っておりますけども、公共施設のあり

方、管理計画をきちっと定めてですね、その部分

で必要な公共施設、あるいは修繕をしてまだまだ

使う施設、あるいは廃止する施設なども含めてで

すね、総合計画と公共管理施設の計画をきちっと

リンクをさせながら、現状で最終的な総合計画を

作り上げてその上で、財源的な部分でですね、何

年度に取り崩しが必要なのか、あるいは取り崩さ

なくていいのかというところの推計自体をそこで

して行きたいなというふうに思っております。 

一方であのう、地域情報通信施設基金について

もですね、今積んでいるところでございますけど

も、その部分についてもどんどん機器の更新等古

い形が出てきますので、２８年度以降で若干の 

２０００万円程度になるのかもしれませんけども、

その取り崩しの部分についてはですね、もしかし

たら取り崩さないと機器の更新ができないという

ような財源状況になった場合についてはですね、

やはりこの部分については、テレビ等のあるいは

防災無線等での部分の必要性も考えた形の中で、

取り崩しが発生する可能性もあることについては

ですね、ご理解をしていただきたいなというふう

に思っています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいまあのう公共

施設維持補修基金に触れましたが、その中でこの

基金を作った当初は、役場庁舎これのボイラー取

替等そういった部分をメインに考えていたという

ことで、その後条例改正を行なって、他の公共施

設にも対応できるような形にしたかと思います。  

そうした中で、６月議会において同僚議員が質

問した公共施設維持補修に関して、その時触れて
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いなかった部分というのがあるかと思うんですよ。

まああのう維持補修じゃなくて、旧猿払小学校な

ど解体を要する費用が施設が、何施設かあります

よね。ここでいけば、そこの体育館なり、あと具

体的に出していいのかわかりませんが、当然旧役

場庁舎、こういった物も解体費用が出てくるかと

思います。この辺のあのう解体、今通告もしてな

くて、どの程度かかるのかって言ったらまあ難し

いでしょうけれど、まあ当然１０００万円、   

２０００万円、そういった数字が簡単に出てくる

かと思います。 

ここでひとつ提案なんですが、公共施設維持補

修基金、この中に不要施設の解体、これまで含め

るような形でできないものかなというふうに思っ

ているんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：先ほど来も答弁し

てますけども、不要なと言ったら変ですけど、解

体せざる得ないような公共施設の部分も含めてで

すね、条例の部分も考えながらですね、その辺も

含めて検討してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今、公共施設維持補

修基金、これについて解体も含めて検討するとい

うことなんで、まあ当然現状の３億５０００万円

程度ですか、これではたぶん足りないと思うんで

すね。そうした中で、解体も含めるということに

なると、これから剰余資金が出た段階でこちらの

方にもまわすような形、これをどんどんとってい

ただきたいというふうに考えて、１番目の質問を

終わります。 

それから二つ目の特別職報酬等審議会等につい

てということでいきます。 

特別職報酬審議会は、平成１７年２月に開催さ

れたのを最後に１０年間開催されていない状況に

あります。まあその後、職員給料は１８年度の給

与構造改革、２７年度には給与制度総合的見直し

などにより、特に５０歳を超える職員の給料が大

幅に引き下げられていると、そういった情勢の変

化がある中、特別職の報酬につきましては、まあ

定期的な審議会の開催を行い、審議をすべきでは

ないかと考えておりますがどうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：答弁を申し上げる前

に、ご質問の内容がはっきり正直言って中身がよ

くわからないんですね。 

今後の開催の有無についてということなんです

けれども、当然あのう、特別職報酬審議委員会の

方に諮問する場合については、あのう我々特別職

の給料、まあ議員の給料も含めて報酬も含めてで

すね、上げるのか下げるのかという答申だと思う

んです。 

それで、ここの部分で、今後開催の有無につい

てということについては、村長の給料が高いから

下げるように審議委員会の方に諮問をすべきでは

ないかというようなご質問なのかと、どちらなの

かということをちょっとご確認させてから、答弁

をさせていただきたいというふうに思います。 

すいません。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今あのう仰ったこと、

そのとおりかと思いますが、先ほど村長の答弁に

もありましたとおり、特別職の報酬につきまして

は審議会の諮問について答申を終えて、村長が最

終的に決定するというものですが、審議会への諮

問が無ければいつまでも開催がされないと。 

まあ別に上げろ下げろ、こういうんじゃなくて、

まああのう、その辺の社会の情勢なり職員の給料、

そういった分を勘案しながら一定程度議員さんじ

ゃない、審議会の委員さんたちに審議をしていた

だくという形が必要ではないかと。 

ですから、あとは水道等の使用料につきまして

も、上げる上げない関係なく５年に１回見直し作

業を行うというような形もとっていると。そうい

った中で、１０年を超える中で一度もその辺の審

議がされないということは、どうなのかなと。 

だからこれについても一定程度、例えば３年な

り５年、そういった中で一定程度の審議をする必

要があるというふうに考えての提案であります。
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質問であります。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：あのう、現在の特別

職報酬等審議会条例の中ではですね、所掌事務の

中に、村長は議会の議員の議員報酬の額、並びに

村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例

を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当

該議員報酬等の額について、審議会の意見を聞く

ものとするという部分にあります。 

ですから、諮問の仕方として、今、村長の給料

が現状でいいのかどうなのかという諮問の方法で

はなくて、村長及び特別職、議員の給料、報酬を

上げるのか下げるのかという形の中で諮問をさせ

ていただくような条例になってると思います。 

ですから、今の村長の給料が現状でふさわしい

のかどうなのかという諮問の仕方ではなくて、上

げるのか下げるのかという諮問をするような条例

の体系になっているというふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：まああのう、この場

でですね、村長の給与が高いから下げろ、低いか

ら上げろ、そういった論議はこの場ではできない

と思うんですね。一般質問のそうなると一般質問

の趣旨からそぐわないというような形になるかと

思います。ですから、この場ではその辺は言えま

せんが、ある程度今の給料が妥当なのかどうなの

かという、ある程度判断基準は示せるかと思うん

です。 

そうした中で、最低限、報酬審議会を一定程度

の間隔で開くべきではないかという私の質問でご

ざいます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ええと、今のご質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

私としましては、私個人の給料の額が高い低い

という観点ではなくて、猿払村における特別職の

職責に対しての給料として考えた場合には、現状

では妥当な水準ではないかというふうに判断して

おります。 

平成１５年から平成１７年度まで、一極して 

１５万円の給料の削減を行っております。 

その中で、議員のご質問にあるとおり、今後、

審議会の開催の有無という部分に関しましては、

この給料の額が村長の給料が妥当ではないという

住民や議員皆様方の意見が多数という状況であれ

ば、その声を真摯に受け止めて、見直しに向けて

検討をしていくという考えは持っております。 

ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の村長の答弁でい

きますと、次の２番の答弁にもつながるという中

で、２番はじゃあ割愛というかあらためてしませ

んが、ここまでちょっと言いたくなかったんです

が、平成１４年かな１４年の特別職報酬等審議会

の中で、失礼、ちょっとお待ちください。この中

で、ええと審議会に書かれた資料を見ますと、管

内の市と町の給料、これの資料、それから一般職

員との比較ということで比較対照しております。 

まあこの時の職員の給料が単純で５０、４６万円

かその位の水準で、その中で給料を下げた、村長

報酬を下げたと。その前段で言わしていただけれ

ば、あのう当初の１０年かな８８万から下げて、

先ほど言いました１５万下げたと言いますが、 

この８８万ってのは確か聞くところによりますと、

前前々村長ですか笠井勝雄さん、彼が８期３２年

やったという中で、どんどん引き上げを行ったと

いう中で、突出まではいかないけど管内的にはか

なり高かったという状況があり、そういった中で

の見直しをしております。 

それから１７年ですか、これにつきましては、

行革等が行なわれた中で、村長給料の見直しを行

ったというような形であります。 

そうした中で、まああのう村長給料だけでなく、

職員に関しても削減を行い、独自削減という中で

１０％の手当のカット。それから、それに合わせ

て管理職手当も１２％だったのが１０％にし、こ

の段階で確か８％ぐらいまで下げたんですよね。

そうした中で、管内的に比べてもその分はかなり

低い水準であるというようなことがあります。 
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まあ村長が、自分の給料は妥当だよというので

あれば、それはそれで結構です。そうした中で、

今言った部分、その辺の見直しがされるべきでは

ないのかなというような形で考えております。 

最終的にあのう最後の質問の答えがもう出てし

まいましたので、とりあえず、まあ村長の意見が

聞けましたので、この辺で一応かなり時間はあり

ますが、私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（太田宏司君）：一般質問を続行いたします。 

１番、笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それでは私の方から、

高齢者福祉対策についてとアライグマの対策につ

いての２項目について、質問させていただきたい

と思います。 

過去数名の同僚議員との質問と重複しますが、

村長の重点施策の一つにあげられます高齢者福祉

政策の中で、目玉と言える小規模多機能型施設、

地域交流施設でございますが、村民の関心の高さ

の割には認知度が非常に低いように感じられまし

たので、あえて取り上げさせていただきました。 

はじめに、高齢者対策のほうで人員構成、部署

についてご質問します。 

少子高齢化が叫ばれる中、国及び地方公共団体

は団塊の世代が全て７５歳の後期高齢者となる 

２０２５年を目途に地域ケア包括システムの構築

を実現し、高齢者が重度の要介護状態になっても、

自らの意思で住まいと住まい方を決め、自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けられるよう求めら

れています。 

都市部と地方では高齢化の進み具合や構成に大

きな地域差が生じるために、一元化されたもので

はなく地域の自主性や主体性に基づき、実情に合

わせてつくり上げていくことが必要です。つまり

猿払バージョンでなければなりません。 

地域包括ケアシステムの構築とは、生活の場の

整備と考えられ、人の生活を支える家族、地域住

民、交通、商店、自治会、ＮＰＯ、ボランティア

といった様々な社会資源を同一の目的のもとにつ

なぐために介護医療、保健の分野に留まらず、ま

ちづくりの視点での取り組みが必要と考えます。 

猿払村におきましても、地域包括支援センター

を立ち上げ、既に取り組んでいるところではござ

いますが、第６期猿払村介護保険事業計画、高齢

者福祉計画の中で、詳しく述べられてる施策の実

現に向けての取り組み、基本理念の健やかに暮ら

せるふるさとづくりを実施する上での組織の体制

についてお聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの笠井議員

のご質問にお答えをさせていただきたいというふ

うに思います。 

議員の仰るとおり、特別養護老人ホームへの入

所基準が原則要介護３以上となったことを踏まえ、

更なる在宅サービスの充実が必要との考えに及び、

小規模多機能型居宅介護施設を建設する計画に至

りました。来年度建設を予定しております、小規

模多機能型居宅介護施設及び地域交流施設につき

ましては、今年度、用地の造成と本体施設の実施

設計を実施しているところでございます。 

事業の準備作業につきましては、企画政策課が

主体となって現在進めていくこととしております

が、他の関係機関とも連携しながら必要な職員数

等についても精査を進め、現段階では２６名の職

員の予定をしております。併せて開設に向けた諸

課題について検討してる最中でございます。 

施設の運営にあたりましては、責任者、管理者

等の設置が必須となることから、今後は新たな体

制での運営を行うこととなります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：私がちょっと聞きた

かったのがですね、地域包括支援センターについ

てのその体制ですね。 

現在も立ち上げて活動なさってるとは思うんで

すが、その体制が現状でいいのか、それともこれ

から増える小規模多機能交流施設等の設置される

施設の運営も含めた上での体制なのかという部分

なんですよね。その辺のところをちょっとお聞か

せしてほしいなと思います。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 
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○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えいたします。 

新しい施設、小規模多機能型居宅介護地域交流

施設につきましては、今の現在の地域包括支援セ

ンターとはまた別な体制で、この事業を行ってい

くことにはなるんですけども、最初、開設時最初

につきましては、まああのう事業の慣れとかって

いうとこもありますし、あと今、地域包括支援セ

ンター等で行なっている、保健センターでやって

おります介護予防教室その他の事業につきまして

も、新しい地域交流施設の方に移行していくとい

う考えではありますので、その部分については、

あのう地域包括支援センターの方々の協力も得な

がら、その事業をやっていくという考えでは今の

ところの思いであります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：地域包括センターの

機能が現状のままで、計画がすべて実行されてい

くのかという部分についてなんですよね。現状の

体制でいくと何か弱いっていうような気がしてる

んです。それでですね、その支援センターの役割

というものをもっと認識して、機能強化、それか

ら村民に対する啓もう、啓発というのを図ってい

ただきたいなという提案なんです。 

地域包括ケアシステムの考え方には、自らが働

いて生活を支え健康を維持する自助、家族や親族

友人、地域の人々などの助け合いである互助を基

本とし、介護保険や医療保険などの共助、生活保

護などの公的扶助や社会福祉などの公助が補完す

るとされてますが、都市部では核家族化で地域と

のつながりが希薄になり、地方では過疎化が進む

中で自助や互助を基本としたシステムは成り立た

ないとは思います。そこでセーフティーネットと

しての公助、つまり村が主体となってですね、そ

れが基本となって必要に応じて自助、互助、共助

が組み合わされたもの。そんなシステムが必要で

はないかと考えます。 

大部分の自治体においても、人材面では厳しい

のが現状であろうと思われます。そこで少ない人

員でも対処できるような各々のスキルアップを図

り、キャリアを重ねることだけが肝要であると、

主任ケアマネジャーの育成においても、座学だけ

ではなく地域に出て行き、指導やケアマネジメン

トにあてるプロセスの設置が求められ、生活を支

える視点を持った看護職や医療的マインドも持っ

た介護職を育てていくことによって、看護、介護

職が同じ職場で協働し、ＯＪＴ職場の中での研修

実施による、直接的な教育の機会の設定が有効で

あり、また、内閣府によって介護現場のＯＪＴ推

進を企画した介護キャリア制度が創設され、これ

をＯＪＴツールとして活用して、質の改善向上が

望まれるところであります。 

地域ケア会議や個々の利用者に対するケアカン

ファレンスもＯＪＴの要素も更に持ち、多種の研

修を通じた職員のスキルアップが図れるものと考

えます。 

その辺の取り組みについて、具体的にどんなふ

うなものを考えているのか、研修をどのように利

用していくのか、その辺のことについてお聞かせ

ください。 

○議長（太田宏司君）：佐藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤克敏君・登壇）：ただいまの

質問にお答えします。 

まず今、笠井議員が言われていたケアマネージ

ャー、ケア会議等地域包括ケアシステム構築のた

めの作業につきましては、今言われたことは全て

やっております。 

まあその中で、地域包括ケアシステムの更なる

構築のために、包括支援センターと小規模多機能

を合わせた形で充実させていきたいと考えており

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：取り組みについては

理解いたしました。 

点在する地域で高齢者が在宅での生活を維持し

いくためには、高齢者の尊厳自由を保つケアマネ

ジメントの質の向上、現在提供されている介護サ

ービスの訪問介護、定期巡回、随時対応、夜間対
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応を全て整備することで、２４時間の援助を支援

可能とするフルサービスの体制構築が必要と考え

ます。そのために、高齢者が尊厳個別制の尊重を

基本に、可能な限り住み慣れた場所で在宅を基本

とした生活の維持を支援することを目指すという

理念を具体的に行動するかになると思います。で

すから、猿払版地域包括ケアシステムの構築とい

うものに向けて、村民に情報をもっともっと発信

していってお互いコミュニティーを図りながら、

情報を共有して包括的に進めていく取り組みが必

要と考えます。 

次に、小規模多機能施設について質問します。

人口における高齢化率は着実に上昇傾向を示し、

介護保険総費用も１０兆円を超え、法制施行時の

２．８倍にまで膨れ上がってまいりました。国は

膨れ上がる医療保健福祉の費用を少しでも抑えよ

うと施設介護から在宅での介護にシフトしてきま

した。 

猿払村におきましても、直近の人口に占める 

６０歳以上の割合は２４．３％。そのうち高齢化

率は５３．１％で、半数以上が後期高齢者という

ことになります。平成１２年に介護保険法が施行

されて以来、３年前の見直し改正を経て、２６年

改正で特別養護老人ホームについても要介護度３

を支える機能に重点化されたところでございます

が、このことにより、今までやすらぎ苑でショー

トステイ等の介護サービスを受けていた要介護１、

２の高齢者は、原則サービスを受けられなくなる

か、制限されることとなりました。 

そこで、その受け皿として注目されるのが、小

規模多機能型居宅介護施設だと思います。平成 

１７年の介護保険法改正により生まれたサービス

類型で、そのルーツは認知症ケアの先駆者により

展開された宅老所と言われています。通う、泊ま

る、訪問してもらえる、この三つの要素を柔軟に

組み合わせることによって、支援を受けることで

環境の違う馴染みの場所で馴染みのスタッフによ

る支援を受けることで、環境の違う場所での受け

るリロケーションダメージ を抑えることでも有

効性が実証され、また泊まりを利用するいうこと

で、介護している家族のレスパイトにも効果がう

かがえると思います。高齢者を住み慣れた地域、

家での生活を持続的に支援する上で、理想的な施

設だと思われます。しかしながら、利用者が限定

される。それから、事業性が低く多くの事業者で

はサービス付き高齢者向け住宅や認知症対応型グ

ループホームも併設して、収益性を高め経営にあ

たっているのが現状です。 

しかし、そのような施設を併設しない村独自の

生活支援ハウスを併設するという、高齢者を人の

住み慣れた地域で支えるこの施設の持つ理念文化

に対するフィロソフィーにかなったものと考えま

す。 

現在、本村で計画中の小規模多機能複合型施設

について、次年度以降には生活支援ハウス、その

次には障害者支援施設を増設する予定とのことで

すが、福祉の核施設と位置付けられるこの施設に

ついて、概略をハード面、ソフト面合わせて簡単

に説明願います。 

○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、この小規模多機能型居宅介護施設

についてはちょっと住民の説明が不足じゃないか

というようなご意見もいただきましたので、若干

今までの取り組み状況について説明させていただ

いた後、ご答弁をさせていただきたいと思います。 

この小規模多機能型居宅介護施設、地域交流施

設に関しましては、議会、自治会長研修会、ふれ

あい学級、また、７月下旬から８月上旬の間で各

地域での住民説明会を行ってきており、これまで

の説明内容としましては、現状の課題に対して理

解をしていただくことが大切と考え、施設の必要

性を中心に説明をさせていただいたところでござ

います。今後につきましては、１０月から各老人

クラブでの説明会の開催も予定しており、今後も

継続して丁寧な住民説明をしていきたいというふ

うに考えております。 

それでは施設の概要につきまして、ご答弁をさ

せていただきたいと思います。 
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前年度行いました基本設計に基づき、来年度に

小規模多機能型居宅介護施設、地域交流施設の建

設を行う予定としておりますが、その後、高齢者

など居宅での生活に不安がある方に対し、居住部

分を提供し、援助を行うための生活支援ハウスの

建設を計画しております。更にはその後の状況を

見据え、障害者居住支援施設の建設も計画してお

ります。 

施設の利用条件としましては、小規模多機能型

居宅介護施設におきましては、要介護認定者、要

支援１から要介護５までの方が対象となります。

要介護認定になった場合は、高齢者一人一人さま

ざまなサービスのニーズがございます。やすらぎ

苑で行っているサービスの利用が望ましい方もい

らっしゃいますし、新しい施設でのサービスの利

用が望ましい方もいらっしゃいます。このすみ分

けに関しましては、ケアマネージャーがやすらぎ

苑、地域包括支援センターにおりますので、本人

やご家族の方と相談をしながら、どのサービスが

一番良いかということを決めていただきたいと考

えております。 

地域交流施設に関しましては、年代を問わず誰

もが利用できる会話や、食事を楽しみながら交流

していくプログラムを作り、現在、保健福祉総合

センターで行っている介護予防事業、健康づくり、

閉じこもり防止のための事業を地域交流施設に移

行し、実施することを今予定しております。その

他にも体操教室やレクリエーション、子どもとの

交流事業などを行っていきたいと考えており、現

在、事業の内容の検討を進めているところでござ

います。 

施設の経営形態につきましては、昨年度より

様々な面での検討を行ってまいりましたが、介護

職員の人材不足が深刻化している中、１０年後に

は全国で約３７万人、道内でも約１万２０００人

が不足すると予想されております。今後は、介護

職員の買い手市場が続くことが予想されます。こ

のことに加え、介護職場は職員の出入りが比較的

激しいことから、安定的に人材を確保するため、

施設の運営は直営で行うことが望ましいだろうと

いうふうに判断をさせていただきました。 

また、人材確保のための対策としましては、昨

年度に医療等職員養成に伴う修学資金貸付条例の

改正により介護職員を対象に加え、現在は３名に

対して貸し付けを行っておりますが、開設時まで

の職員確保もさることながら、現在、管内に在学

中の高校生に対しましても、この制度の周知に努

め、高校卒業後に就学資金を利用してもらい、猿

払村で働く場所を増やしていくことが、人口流出

を少なからず止めていくことにつながるものと考

えております。 

最後に、施設経営の費用についてでございます

が、経費の圧縮を年頭に現職員や村内におられる

有資格者、また本村への移住者も含めて人員配置

の検討を行っている最中でございます。一定の見

込みができ次第、実施設計の内容とともに、議会

や住民の皆さんにお示しし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）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：村長の丁寧な説明に

より、私の聞きたかったこと全部引き出せました

んで、これ以上の質問しても無駄なことと思いま

す。とにかくこの施設は私も大賛成で、本当に早

く早期に実現すべきであろうと思います。 

で、この施設単体ではやはり機能として成り立

たない。ですから、生活支援ハウスというものも

早急にやっぱり整備していく必要性があろうかと

思います。その辺の真摯な取り組み頑張っていた

だきたいと思います。 

次に、アライグマの対策について質問いたしま

す。 

昭和３７年に愛知県で確認をされて以来、昭和

５５年には北海道恵庭市で５４年に飼育してた個

体１０頭が逃げ野生化し、自然繁殖が確認されま

した。以降生息域を拡大していき、平成１２年の

全国調査では愛知県の７１％、本道においても 

４８％、８６市町村で確認されています。５キロ

メッシュでは８．５％の分布ですが、その時点で

豊富町も生息域に含まれていました。広い北海道
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を考えれば、かなりのスピードで拡大していった

ものと思われます。 

その後、近隣に拡大し平成１９年まで唯一確認

されていなかった空白地帯であった本村にも生息

が確認されたところです。 

しかしながら、実際に村での目撃情報は極めて

稀で、村民の噂になるところもありませんでした

が、今年に入り、村内市街地各地の目撃情報が寄

せられ、親子連れの動画も確認されて、着実に増

えているものと思われます。 

実際の被害状況については定かではありません

が、近隣自治体では農産物、家畜等への被害が確

認されているところでございます。 

アライグマは平成１７年に施行された、特定外

来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律（外来生物法）により指定され、北海道にお

いても平成１５年３月策定、２１年２月改正のア

ライグマ対策基本方針により、アライグマによる

生態系の被害を防止するために、野外から排除を

目指すとあります。 

そこで、本村においての具体的な対策ついて、

お尋ねします。 

○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。 

アライグマにつきましては、キツネやエゾシカ

などを駆除する場合と違い、特定外来生物による

生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき

対処することとなっているため、銃器を使用せず

に、できる限り苦痛を与えない方法による殺処分

が基本とされております。 

本村においては、近隣町でのアライグマの出没

状況から、平成２４年に外来生物の防除計画を策

定しておりましたが、笠井議員の仰るとおり、最

近村内でもアライグマの目撃情報や家庭菜園を中

心とした被害の報告もありますので、新年度予算

において、苦痛を与えない方法と言われている炭

酸ガスによる殺処分機器の整備を検討してまいり

たいというに考えております。 

その上で、有資格者によるワナで捕獲した後も、

ガスによる殺処分を行っていく方法をとっていき

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）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：これから対策を実行

していくということなんで、その辺よろしくお願

いします。 

アライグマはメスで１歳、オスは２歳で成熟し、

２歳以上の妊娠率はほぼ１００％と言われていま

す。妊娠期間は６３日から６５日と言われ、平均

３、４頭の子供を産み、１歳未満の初期死亡率も

３５から４８％と比較的低く、非常に繁殖力が高

く、寿命は野性で１３から１６年と言われていま

す。一夫多妻制で、１度繁殖に失敗しても２度目

の発情があり、高齢になっても繁殖力が衰えない

ということで、短期間に急増する傾向にあります。

１頭のメスから単純に５頭に増え、次の年には 

１７頭、その次の年には４６頭と確実に増えてい

きます。 

行動半径も１キロから３キロで、環境によって

は変わるんですが、餌が豊富な市街地では留まる

傾向があり、住民との接触機会も増えていくので

はなかろうかと思われます。自ら巣を作ることな

く、木やキツネの放置巣穴や、岩の隙間、家屋、

廃屋、畜舎等に積極的に利用して子育てすること

で知られています。そして、マイナス４度以下で

は代謝を落とし、半冬眠状態になるなど寒さにも

強い耐性を持っています。 

また、日本では主だった外敵はなく、同類のタ

ヌキやキツネよりも優位に立っていて、雑食性で

トウモロコシやイチゴを好み、雑穀飼料を求め牛

舎等に出没する機会が増えることが予想されてい

ます。 

人間との接触機会も増え、ご承知のとおり、見

てくれは大変愛くるしいペットとして飼われたく

らいですが、性格は非常に悪く、特に発情期２月

から３月と言われてます。出産期は６月ですか、

その時期には非常に凶暴さが増し、人的被害を及

ぼす恐れがあります。 

甚大な被害を及ぼす前に対策を講じる必要があ
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ると考えています。地域住民に対する周知、情報

収集を図り、積極的に防除する必要性があります。 

過去に、野幌の森林公園で計画的な防除対策を

講じたところ、園内からの排除に一時成功しまし

たが、次の年から近隣の流入により結局元に戻っ

たという経緯があり、そのことからも近隣自治体

と連携しての対策が求められると考えています。 

本腰を入れての対策を期待して質問を終わりま

す。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

 


