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平成２８年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２８年 ３ 月 ８ 日（火曜日）第１号 

 

 

◎ 日程第７ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第７、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）：それでは通告に従い

質問をさせていただきます。 

新商品開発の取組みについてお伺いいたします。 

本村の基幹産業である漁業、農業は地域を支え

る重要な役割を担っており、現在の猿払村そのも

のと言っても過言ではないと考えます。しかし、

過去には乱獲により資源の枯渇を招き、日本一貧

乏な村と言われるほど困窮を極めた歴史がありま

す。今や猿払ブランドのホタテは、世界の様々な

国へ輸出するまでに成長しています。日本の水産

物輸出の第１位はホタテ貝であり、その中でも大

きな貢献を猿払ブランドのホタテ貝が担っていま

す。 

しかし、水産業の弱みは自然が相手であり、い

つ何時状況が一変するか予測がつかないというこ

とであり、仮に現在の好景気が激変する事態が起

きた場合、それが本村の財政状況を直撃するのは

明らかであります。それが住民サービスの低下を

招き、人口流出を加速させ、本村の存続意義が薄

れていくと考えます。仮に現在の状態が継続した

としても、人口減は今後も進んでいくのは明らか

であります。それに少しでも歯止めをかけるため

にも新規産業の創出は不可欠であり、産業振興に

も寄与するものであります。 

将来の本村の安定した行政運営を維持するため

にも、また、中長期的な観点からも新商品の開発

の取り組みは欠かせないものであると考えますが、

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。 

○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。 

新商品の開発につきましては、村では現在、  

企画政策課地場産品開発係にて担当しており、新

商品開発の取り組みに関しましては、「第７次総合

計画」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中

で、向こう１０年間で最低５品目の商品開発を行

うという成果指標を掲げております。考案した商

品については、結果として不採用になることもあ

るかとも思いますけれども、チャレンジ精神を常

に持ち、商品の開発を続けていくよう職員には指

示をしております。 

また、一般企業等による新商品の開発に関しま

しては、今定例会で議案として提出しております、

猿払村企業誘致及び地域企業再生促進条例の一部

改正により、新事業の促進や生産性の向上を目的

とした改正を予定しているところであり、既存企

業はもとより、新規参入企業に対しましても村と

して支援していく考えでありますし、それによっ

て新たな雇用が生まれることを期待しております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：村長は先ほどの平成

２８年度の村政執行方針でも述べているように、

新たな商品開発の体制整備と特産品のＰＲ強化と

して、本村の基幹産業である水産業と酪農業の産

品を活用した新たな商品展開をさらに拡大すると

ともに、生産体制の充実を図り、継続的な商品の

安定生産に向けた開発、研究を行い、販路の創出、

拡大に努めていく。そしてさらに重点項目として、

商品開発や特産品開発に向けた体制の充実及び人

材育成、そして安定生産に向けた開発、研究の積

極的推進と技術の向上という方針を打ち出してお
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ります。 

新商品の開発と一言で言っても、開発するにあ

たっては、それなりの人材や環境や施設等が必要

であります。また、新製品開発は新規事業をつく

り出す可能性があり、新規産業創出に寄与するも

のと思います。簡単に新規産業と言っても利益を

追求する企業にとっては、まずは、官民一体とな

った取り組みが絶対条件であり、行政としてやる

気のある企業の後押しをするのは当然と考えます。

これは単純なようで並大抵のものではないと思っ

ていますが、また昨年、地方創生担当大臣と接見

した際も、猿払村は６次産業が極端に弱いと指摘

をされております。 

政府の方針が地方創生を後押ししている今だか

らこそ推進すべきであり、二の足を踏んでいる時

ではないと思っています。そのためには、それな

りの予算の割り当てが必要でありますが、政府の

平成２８年度の当初予算にも地方創生関連だけで

１０００億円以上の予算の割合があるようであり

ますが、こういった予算の活用も絶対条件であり

ます。予算を獲得するのは、行政の人間として腕

の見せどころではないかと考えております。また、

そのような予算を十分活用できるような事業を展

開すべきであると思いますが、この点についてお

伺いをいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

商品開発の部分につきましては、技術担当者と

いうことで昨年１１月に新規に技術者を一人採用

させていただきました。その中で今、牛乳と肉の

館の中で商品開発を進めているという現状でござ

います。 

また、確かに議員仰られたとおり、昨年、国の

方に出向きまして、石破大臣のほうとお会いをさ

せていただいて、移住定住関係の部分についても、

交付金の利用を是非させていただきたいというお

話をさせていただいた中で、猿払村は非常に人口

の流出も少なく、減少も少ないというお褒めの言

葉をいただいた一方で、６次産業化に向けた取り

組みが若干弱いだろうというお話をいただきまし

た。 

その中で、先ほども答弁させていただきました

けれども、第７次の猿払村総合計画の中で最低向

こう１０カ年で５品目をつくってほしいというこ

とで職員には指示をしております。そして現在、

バター、今プレーンバターが１種類ありますけれ

ども、このバターの種類、味ですけれども、これ

を増やした中で今現在、商品開発を進めていると。

それと、あの地場産品を生かした中でのスイーツ

を今商品開発をしているという状況でございます。

この部分につきましては、なるべく早いうちに商

品化に向けた取り組みを進めていきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をしていただき

たいというふうに思います。 

なかなか牛乳と肉の館の施設整備も含めてです

ね、非常に難しいところもありますけれども、今

後、地方創生事業の一環として交付金等がありま

したら、積極的に予算の交付金の獲得に向けてで

すね、一丸となって私も努力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）：山森君 

○議員（山森清志君・登壇）：今、村長のほうから

予算の獲得を目指したいということでありますが、

予算というのは待っていても来ないわけでありま

して、まずは事業計画、これをきっちりと打ち出

して、それが国の意思と合致すれば、予算はおり

てくると私は思っております。 

今もバター、その他品目について村長から伺い

ましたが、まずはスピード感を持ってこれに取り

組まないと、１品創り出すのに２年、３年とかか

ってしまう。それが、もし良ければ売れるでしょ

うが、もし万が一、これが人気のない商品だった

場合には、また違うものを創り出していかなけれ

ばならない。これは一般の企業では当たり前のこ

とですが、次から次と新しいものを打ち出してい

かなければ、こういったものは成功しないのでは

ないかと私自身は思っております。是非ともスピ

ード感を持って予算の獲得、そして新商品の開発、
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この辺も含めて行っていただきたいと思っており

ます。 

関連していますので、このまま次の質問に移り

たいと思います。 

②ですが、６次産業は製造、販売、流通をすべ

て一括で事業化するものでありますが、今や６次

産業の振興はどこの地域でも推進しており、国が

推し進める地方創生の大きな役割を担う事業とな

っています。 

本村には、６次産業振興に不可欠な資源が豊富

にあり、さらに今まで廃棄していた水産物や開発

途上の農産物などもあり、このような豊富な資源

を活用した製品開発がすぐにでも行える状態であ

ると考えます。このような事業は、本来、民間事

業者が行うことが望ましいものでありますが、そ

のためには村が政策を打ち出して事業者を募集し

なければならず、現在の状況を鑑みても厳しいも

のがあると考えます。 

本村では、新商品開発の取り組みの一環で村が

主体で開発し、昨年「ホタコロ」を販売開始しま

したが、今後、さらなる製品開発をするべきであ

り、また将来的に民間企業に移行させていくべき

と考えますが、そのための基盤づくりを今は村が

先導し可能性を示す必要があります。 

また、現在製品開発や製造をしている施設に関

しても農産物が主体のものであり、今後、水産物

の開発、製造する施設に転換していく必要があり

ます。新商品開発の取り組みには施設整備の充実

も視野に入れなければなりませんが、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。 

○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、

先ほどの答弁とダブるところはあるかもしれませ

んが、ご容赦をお願いしたいと思います。 

現在、乳肉加工施設ですけれでも、牛乳と肉の

館では、牛乳、乳製品及び食肉加工の製造販売を

行っており、水産加工物の開発や製造は取り扱っ

ておりませんけれども、今後におきましては、酪

農業や水産業を含めた幅広い分野での商品開発を

検討するとともに、製品化につながった段階で施

設の整備も進めていきたいと考えております。 

また一方で、村で整備する施設は、開発、研究

を目的としたものに特化し、製造、販売について

は他の民間業者で行う形式も検討しなければなら

ないというふうに思っております。 

また、新たな商品につきましては、先ほども言

いましたけれども、ある程度の試作品ができまし

て、私も試食をさせていただきました。この部分

については僕も非常に美味しいということで、こ

れからの商品化に向けてですね、鋭意、地域おこ

し協力隊も含めながら地場産品開発係のほうで前

向きに検討してスピード感を持った形でやってい

きたいというふうに思っております。 

また、拠点となる所については、牛乳と肉の館

の施設が拠点となるかと思います。その部分で水

産業の資源物を活用した中での商品開発という部

分については、どうしてもいろんな水質汚濁だと

か、いろんな部分の施設整備が相当数必要だろう

というふうに考えておりますので、こういう形の

中で水産物、それから酪農業の産品を活用した中

で商品開発をしていく中では、引き続きどうして

も必要な場合については、施設整備の検討もして

いかなきゃならな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）：ただいま村長より施

設のことに関して答弁がありましたので、そのこ

とについてお伺いしたいと思いますが、現在の施

設は先ほど村長も述べたように、チーズやバター

や乳製品という部分が主体でありますが、万が一

これを水産物の物を加工する施設に変えるとした

場合、その施設は今のままでは持続できないとい

うふうに私は、先ほどの村長の答弁から察しまし

たが、もしこれを水産物や農産物そういった物全

て、まあ他の物もありますね、これから出てくる

いろんな資源を活用して、それを商品に開発する

という部分で総合的に考えていかなければならな

いと思っています。 

もし万が一、じゃああそこで水産物の物ができ
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ないとなった場合に、じゃあ新しく水産物の物を

加工する施設を研究、開発する施設を作るのかと

いう話にもなってきます。そうなってくると、先

ほども村長が言ったように、いろんな問題が起き

てきます。予算もかかるでしょう。万が一、国や

道からの補助が受けられたとしても、それを持続

するという部分では難しいものがあると思います。 

できることならば、水産物も農産物もその他の

商品も含めて一括して同じ施設で研究、製造、販

売するというのが望ましいものであると思います

が、どれも予算がなければ成り立たないものであ

ります。その辺も含めて今後どういった形でそれ

をもし万が一、水産物を研究、製造する物、施設

を作るとなった場合に、これからどのぐらいの施

設の規模にするのか、あのままのたぶん規模では

成り立たないと思います。増築も含めて計画を練

らなければならないと思いますが、そこまでやる

意思があるのかどうかお伺いします。 

○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。 

新たな施設を建設することについては、非常に

難しいだろうと。これから現在抱えております公

共施設の営繕、修繕関係も含めると非常に厳しい

だろうというふうに考えております。 

拠点としては、現在の牛乳と肉の館が拠点とし

て、そこで製品を開発したり製造したりという形

になっていきます。あそこの経営体系につきまし

ては現在、猿払村とＪＡ東宗谷が出資をしている

建物でございます。村が約８割、ＪＡが２割とい

う形の中でそこを村の物としていく部分について

は、ＪＡ東宗谷のほうと協議検討をしながらです

ね、課題について解決をしながら将来どうしてい

くべきかという部分については、ＪＡのほうとき

ちっと協議をさせていただきたいと。その上で、

乗り越えるところは乗り越えながら商品開発を進

めながら販売も含めてきちっとやっていきたいと

いうふうに思っています。 

その段階で、新しく水産物を利用した中での商

品開発をしていくんだということで、どうしても

施設が手狭だという部分については、増築をする

なり、いろんな機器を導入するなどしながらです

ね、進めていきたいと。その時についてはまた、

議員各位にご説明をさせていただきながら進めて

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：本来であれば、こう

いった質問は６次産業という部分で質問したかっ

たのでありますが、先ほど私が述べた「ホタコロ」

に関しては、これは６次産業ではありません。  

６次産業というのは、例えば漁師の人が自分で獲

ってきた魚や貝を自分で加工して、そして販売ル

ートに乗せるっていうのがこれが６次産業です。

今の「ホタコロ」は６次産業ではありません。た

だし、理想というか、本来であれば、こういった

ものは６次産業化して販売しなければならないも

のであると私は思っております。 

ただ、いまの時点では、その６次産業というの

は例えば、漁業協同組合で製造・販売している干

し貝柱だとかソフト貝柱がまあ製品のひとつです。

そういうものは、たぶん６次産業になるのではな

いかと。ただこれを漁組なり農協さんにお願いを

して、またつくってくれということはこれはちょ

っと今の時点では酷ではないかと考えております。 

まずは、行政が道筋を付ける。そして、最終的

には業者さんを探す、若しくは出てくるかもしれ

ないですね。そういう人達が６次産業に向けて取

り組む。これは漁組さんがやらなければ６次産業

にならないわけですから、これは非常に難しい。

というのは、今の形態からしてみると、例えばホ

タテに関して言うと、これは企業体という形でや

ってますから、それを企業体の中で６次産業の物

をつくっていくのか。例えばじゃあ漁業協同組合

の中で６次産業、干し貝柱、ソフト貝柱というの

は必然的にできた製品ですから、新たに別なもの

を考えてつくっていく、これは不可能ではありま

せん。ありませんが、今の形態では非常に難しい

壁があると私は思っております。 

しかし、これ将来的には、ずうっと村があの施

設で物をつくっていくのかという部分に関しても
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疑問を持っております。というのは、先ほども言

ったように本来は６次産業、これを推し進める、

これが最終目標という形で村は考えていかなけれ

ばならないと。ですから、今これから先ほど村長

が言ったような施設を作るんだと仰いましたけど

も、その施設も将来わかりませんよ、何年後にな

るかわかりません。５年後、１０年後、２０年後、

わかりませんけども、その時に６次産業の業者が

その技術を用いて製品化していくっていうことを

していかなければ、これは初めからそれを考えて

やっていかなかったら、その時になってまたバタ

バタになってしまうということも起こりますので、

やる時には初めからそれを念頭に入れた形で施設

を作っていくべきではないかと考えています。 

それから先ほど村長が言った、今の施設はＪＡ

東宗谷さんが負担が２割で村が８割であるという

こと。じゃあここで水産業をやりますといった時

に、じゃあ漁組さんも何割か出すのかと、これは

当然なってきますよね。ただ先ほども言ったよう

に、それは非常に難しいという部分があります。

で、この際思い切って８割、２割をね、村が１０

割にするのかということもこれ、実際問題考えて

いかなければならないことだと思っています。そ

うすることで全ての資源が製品ができる。水産業

も農産物も含めて達成できるのではないのかと私

は思っておりますが、今後そのような計画を考え

ることをするのかどうかお伺いいたします。 

○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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

村長も答弁したようにですね、この牛乳と肉の

館の部分でまず、建物自体は平成４年に建設をし

てもう２４年が経過したと。当初の目的としては、

やっぱり酪農振興とですね、酪農のイメージアッ

プとそういうような形で今も現在、実習並びに乳

製品を作りながら運営をＪＡ東宗谷とですね、村

との共同出資により第三セクターとして運営して

いるということでございまして、その部分で議員

ご質問のようにですね、じゃあ水産業がやる場合

どうなんだろうかというところについてはですね、

やはりしっかり今の出資母体のＪＡと村と協議を

しながらですね、今のほんとに全体を考える上で

やはり、猿払村を支えているのは漁業と農業の 

一次産業が柱となっているわけでございますから、

この辺の部分を含めてですね、新製品をやはりつ

くっていくのが本来の姿かなというふうにも思っ

ておりますし、国としてもやはり地方創生加速と

してですね、やはり新３本の矢として希望を生み

出す強い経済ということも言われておりますので、

やはりここは村が主導権を握った形でですね、新

規事業の促進など民間企業と合わせて継続してい

くというかですね、促進していくことが妥当だろ

うというふうにも考えますし、２７年度の牛乳と

肉の館のふるさと納税の取扱高もですね、   

２８９４件の１７００万円以上の売上があるとい

うこともございますので、この辺もう少し水産業

を使ったですね新製品を考えることによってです

ね、もう少し幅も広がるものかなというふうにも

思っております。 

いずれにしても今の先ほども村長が答弁にあり

ましたけれども、施設の部分で新しく建設すると

いうところはですね、非常にハードルも高いのか

なというところもございますので、今の生産環境、

いわゆる後は並びにですね施設整備等の部分もで

すね、今の検証した上できちっと今後考えていき

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。 

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）：今後、前向きに検討

したいということでありますので、よろしくお願

いいたします。 

それから、先ほど言ったような事業形態を変え

ていくということになると、今までやってきたも

のを変えていくわけですから、もしかすると弊害

が起きるかもしれません。それに関しましても、

他の団体等も含めて円滑な方法でそれを移行して

いただきたいと思っております。 

この新商品の開発という部分の私の最終目標と

しているのは、当然皆さんも同じだと思いますが、
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住民の生活を安定した生活をさせる。もっともっ

と向上させた生活を住民にしてもらう。これが目

標であります。そのための一つが新商品の開発で

あり、雇用を増やす、地場産品を増やして雇用を

増やすということがこの質問の趣旨でありますが、

これは先ほども村長も述べていたように、地方創

生にもつながっていくものではないかと思ってお

ります。 

昨年、本村では地方創生、これは関連したこと

ですので質問をさせていただきますが、先行型交

付金を受け取りました。その、まあ知っている方

もいると思いますが、全国６７の自治体で応募が

あったそうです。先行型でいう部分に関してはね。

総数１１５３件、２３６億円が交付をされました。

そのうち、北海道だけでみるとわずか５５市町村

だったそうです。そのうち、１３億円が２３６億

円から支払われました。ただし、その中で本村の

ような単独の事業というのは、僅か３８件だった

そうです。北海道の中で。率にすると、全国の率

にすると６２パーセントだったそうですが、その

６２パーセントの中に本村の先行型交付金が与え

られました。これは、本村の事業が優れた事業で

あったと認められた証しであります。同じスター

トラインから事業を計画、立案したアイデアと実

行力はこれは私は賞賛に値するものと思っており

ます。 

しかしこれは、どんな事業計画でも同じであり

ますが、新商品を開発するということは、アイデ

アだけでは製品化することはできません。それに

伴う研究、開発が不可欠であり、先ほど言ったよ

うに施設整備も重要であります。本来であれば、

生産、加工、販売という完全独立産業化が望まし

いものでありますが、先ほど言ったようにホタテ

貝だけに関してみると、それはもうちょっと先の

話になるのではないかと。そのための道筋という

か後押しを本村としてはしていかなければならな

いと考えております。是非とも円滑な方法で事業

を移行し、計画立案していただきたいと思ってお

ります。これは答弁はいりません。 

では、最後の質問です。 

どのような優れた事業計画も最終的には優秀な

人材が必要であり、その確保が最重要課題であり

ます。新商品の開発にも人材確保が重要課題であ

り、現在は、職員とともに地域おこし協力隊が製

品開発、製造に携わっていますが、隊員には３年

という期限の縛りがあり、今後任期満了に伴い他

の地域への転出、または村内に留まる意思がある

場合でも新規雇用先を探さなければなりません。 

人口減少対策のみならず優秀な人材を確保する

という意味でも雇用創出を図るべきであり、その

ためにも新商品開発を専門とする部署、またはプ

ロジェクトチームを設けるような施策も今後必要

であると考えますが、村の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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

現在、牛乳と肉の館におきましては、現有の職

員体制では食品衛生管理や新商品の開発などを進

めることが困難であったことから、昨年１０月に

地域おこし協力隊１名と昨年１１月に有資格者で

ある村職員として１名をそれぞれ採用させていた

だいております。 

議員仰るとおり、地域おこし協力隊には３年間

という期限があるため、任期を終えた後は村を離

れる可能性もあるわけでございますけれども、大

変優秀な人材であると評価しております。そのた

め、私としましては村に残っていただき、任期満

了後も何らかの形で村のために頑張っていただき

たいというふうに考えております。 

新商品開発にそのまま携わっていきたいという

ことでありましたら、畜産振興公社の職員になる

か、または村の職員として勤務していただくかは、

今後本人とも相談をさせていただきながら検討し

ていかなけばなりませんけれども、いずれにしま

しても、村としてできる限りの支援を行ってまい

りたいというふうに考えております。 

また、今は牛乳と肉の館内の職員の独自性を期

待し、新商品の開発を進めていただいております

が、役場職員などの若者が中心となるなど、外部

からの視点からの新商品開発のアイデアを出して
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いけるような仕組みづくりにつきましても、今後

検討してまいりたいというふうに考えております

し、私もこの新商品開発という部分については力

を入れていきたいということで、就任当時に商品

地場産品開発係を創設させていただいて、今そこ

のところで一生懸命やっているという形でござい

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）：昨年度、国勢調査が

ありました。１９２０年の統計以来で初めて日本

の人口が減ったというところは皆さんがご存知の

ところでありますが、しかし本村のような地方の

自治体にとって人口減少は、今や当たり前の現象

であります。 

既に取り返しのつかない状態となっている自治

体も存在してるのが現状と考えております。現に、

宗谷管内では昨年１２月からの３カ月で２９３人、

この１年では９６５人、約１０００人もの人口が

減少しています。本村の減少率は依然低く移行し

ておりますが、一人でも多くの住民を村外へ流出

させないような地域づくりを継続的に行っていか

なければなりません。そのためには雇用の促進が

絶対条件であります。 

地域おこし協力隊の方々は、３年間の生活の中

で本村の魅力を発見し、今後も住み続けたいと希

望する方がいるかもしれません。３年間の活動の

中で様々な知識を吸収した優秀な人材を流出させ

るわけにはいかないと私は考えております。この

地に生まれ育った者にはわからない本村の魅力と

可能性を隊員の方々は知っていると私は思ってい

ます。隊員経験で養った知識を生かした雇用体制

が一番力を発揮できるものであります。 

新製品といっても水産物や農産物の商品だけで

はなく、観光資源も実際、地方の自治体にとって

は貴重な資源であります。地域おこし協力隊は、

本村の魅力を発信するという役割も兼ねています。

このような様々な新製品に関した雇用促進につい

て、例えば観光、これも商品と言っていいのでは

ないかと思いますが、それについて考えをお聞き

します。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：観光につきましても

当然地方創生の地域おこしの一環として、私も力

を入れていきたいというふうに考えております。 

昨年、移住定住の方々が１２０名ほど本村に来

ていただきました。その中で私たち村のいいとこ

ろをいろんなＰＲをさせていただいたんですけど

も、現実に私たちもＰＲはさせていただきますけ

れども、地域おこし協力隊の方々が実際に東京と

か長崎からうちの村に来ていただいて、その中で、

うちの村のいろんなところのＰＲをしていただく。

そちらのほうが逆に説得力があったんじゃないか

なという形の中で非常に僕も喜んでおりますし、

実際そういう方々もですね、新商品開発だけでは

なくて観光の部分もいいところでいろいろ彼ら一

生懸命に努力していただいておりますので、今後

その観光の部分もですね、一緒にこれから地域、

全道、全国の方々にですね発信していっていただ

いて、また聞いた方々が伝書鳩のように猿払村を

またＰＲしていただけるような施策も含めて検討

していきたいと、積極的に進めていきたいという

ふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただいま村長の答弁

の中で、おもてなしという部分で首都圏から  

１２０人ですか、本村に来村したということであ

りますが、私も漁業者の一人として漁港など付い

てまわった一人でありますが、非常にびっくりし

たのが、こんな田舎にと思っている住民もいるか

もしれませんが、あのう素晴らしいと。何も無い

のがいいんだって言われて、褒められているのか、

けなされているのかよくわかりませんでしたけど

も、本当に首都圏の人はそういったものをただ見

たいだけで、観光の人もまあ３分の２ぐらいいた

かもしれませんが、残りの３分の１くらいの人は

おそらく就活ではありませんが、将来仕事がね、

何もなくて首都圏はもういいと、人混みの中はも

ういいという人が本当にここに住んでくれるんじ
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ゃないかというぐらいの勢いで皆さん語っておら

れました。私もいろんな人とその時話させてもら

いましたが、ほんとにびっくりしたのが、素晴ら

しいという一言に尽きると思います。 

何十人もの方がこの猿払村に来て、見た所はた

いした箇所はありませんでしたけども、例えばホ

タテの加工場に行ってね、木箱に入ってる干し貝

柱を手掴みでね、もらえるなんて普通の住民でも

あり得ないことです。組合員でもあそこには入っ

ていけないわけですから。そこに行って、そのよ

うなサービスをね、漁組さんの協力も得てやって

もらったという部分に関しても感謝をしたいと思

いますが、それがあったからというわけではあり

ませんけども、そういった部分でもこれからね、

人口増につなげていけるような施策もできるので

はないかと。それの一環として観光資源というも

のもひとつの商品であると私は考えております。 

この新商品の開発というのは、物だけではなく

夢や希望もその中に含まれているのではないかと

考えておりますので、いろんな分野でのもの、こ

れからおそらく事業計画を先に進めるのであれば、

事業計画をきちっと練って、そして他の団体とも

うまく取り持っていけるような形で議会のほうに

提出をしていただきたいと思っております。最後

に、村長にもう一言答弁をいただければと思って

おります。 

○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

お答えします。 

最近は地方創生という言葉が少し薄れてきまし

たけれども、そういう部分にはしっかり力を入れ

てですね、これから移住、定住、それから観光資

源という形の中でしっかり力を入れながら計画を

きちっと作って、また、先行的な地方創生の交付

金等がこれからたぶん随時出てくるかと思います。

その部分については敏感に反応させていただいて、

きちっと計画を作る。その中で議員、また議員各

位のほうにご説明をさせていただいて、賛同を得

られるような計画づくりをして、将来の猿払村が

少しでも人口減少がならない、少しでもなだらか

になれるような施策に今後職員一丸となって取り

組んで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）：この事業を計画する

ということでございますが、最初に言ったように、

これには予算というものが必要であります。村の

予算を全部使って単費でやるというのでは、これ

は計画はすぐできるはずでありますが、そういう

わけにもいかないという状況でありますのでね、

是非とも予算というものは、さっきも言ったよう

に地方創生関連だけで平成２８年度、１０８０億

円の予算が付いております。これを少しでも１円

でも多く獲得するための事業計画というものは、

これは私たちではなく皆様方、職員の仕事であり

ます。それを議会に提示していただく。これが絶

対条件でありますので、是非とも素晴らしい事業

計画を練っていただきたいと思います。 

答弁はいりません。終わります。 

○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。 

 


