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平成２８年 第３回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２８年 ９ 月 １４ 日（水曜日）第１号 

 

◎ 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。 

 それでは通告に従い質問をさせていただきます。 

まずは、公共施設の取り扱いと今後の展望につ

いて。 

本村の公共施設の中には、老朽化に伴い早急に

解体や改修等に着手しなければならない施設がい

くつか存在します。小学校や生活改善センター、

村営プール、農業資料館など改修が待たれていま

すが、さらに、このほかには旧役場庁舎は老朽化

が進行し、安全面からも解体しなければならない

施設であります。 

旧役場庁舎を解体した場合、その後の土地利用

はどのように考えているのか。また、解体に着手

する具体的な計画はあるのかお聞きします。 

○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。 

まず、１点目のご質問の旧庁舎を解体した跡利

用につきましては、現在のところ具体的な計画は

持っておりません。旧庁舎と旧車庫を合わせて 

７０００平米あまりの敷地面積がありますことか

ら、有効に活用できる土地と考えてはおりますが、

どのような活用方法であっても跡地利用には多額

の費用を要すると考えられることから、村民皆様

のご意見やご要望も含め、さまざまな角度から慎

重に今後検討してまいりたいというふうに思って

おります。 

続きまして、２点目の旧庁舎解体の時期につい

てのご質問ですが、これまで内部を使用しており

ました郷土資料館としての展示資料は、８月下旬

までに旧浜猿払小学校体育館への移し替えを完了

しております。また、「さるふつ凧の会」の作業場

としておりました、旧教育委員会事務局が使用し

ておりました部分につきましても、凧の会と調整

を図り、今年中に旧浜猿払小学校特別教室に移転

できるよう準備を進めているところであります。 

この作業が終わりましたら、施設の解体につい

ての具体的な作業に取りかかりたいと考えており、

時期につきましては、今年度末に策定されます公

共施設等総合管理計画の中で優先順位を明確に定

め、解体の時期を決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）：ただいまの答弁の中

に私の次の質問に関わることもございますので、

私の質問はあくまでも、この旧役場庁舎について

質問させていただきます。 

今の村長の答弁の中に、郷土資料館の展示物は

既に別な所に移したということでありますが、そ

の展示物の中には、今では手に入らない歴史を感

じる物もたくさんあるわけであります。今後のそ

の取り扱い、もう既に運んだということですが、

それをじゃあどうするのかと。もし必要な物は必

要、要らない物は要らない、それをはっきりしな

ければなりません。それを誰が決めるのか。その

辺のことも含めて今後計画を練っていっていただ

きたいと思いますが、運んだということは、今後

展示することを前提として考えているのか、それ

ともただ置く所がなくてそこに運んでいるのか。

資料館等の設置に展示するのが理想ではもちろん

あります。 

しかし、これは一昔前まではどこの自治体に行
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っても、歴史資料館だとか郷土資料館だとか何と

か資料館というものが設置されておりました。た

だ、今現在そういう所に行ってもほとんど来場者

もなく、ただ経費がかかっているという所もたく

さん実際に見受けられます。その展示物を今後展

示するという前提で考えていた場合に、そういう

ものをつくっていいのかということも、これは根

本的に考え直していかなければならないのではな

いかと私は考えております。実際に、さるふつ公

園内にある農業資料館も老朽化に伴って、ずっと

閉館しているのが現状であります。果たして資料

館を設置するのか、設置することが今の時代にあ

っているのか、その辺のことも検証していただき

たいと私は思っております。 

ただ、その場合に残った漁具だとか農具だとか

というものをどうするのか、破棄していいのか。

もちろん破棄すれば、その後きれいさっぱり予算

もかかりませんしね、跡形もなく無くなるわけで

すから。ただ、それをどうするのかという部分、

それは答えは今私も見い出せていませんが、その

辺も含めて根本的なところからもう一度考え直し

ていただきたいと思っております。 

また、今後解体予定である旧役場庁舎、このこ

とに関しても今現在あのように置いておくと、あ

そこは小中学生の通学路にもなっているわけです

から、通学路に近いという部分もあってね、もう

今にも崩れそうなところも見受けられます。その

辺も含めて絶対に立ち入らないようなことをして

いただかないと今後ね、これが１年後になるのか

２年後になるのか半年後になるのかわかりません

が、解体するまでの間、住民に対してね危険が伴

わないような施策を練っていただきたいというこ

とも思っております。 

そして解体した後、その跡の土地利用という部

分も言ってみれば、あそこは本村の中では、まあ

一等地ですよ。その一等地を今後どうするのか。

宅地として分譲するのか、もしくは役場が所有し

てて今後また箱物をあそこに造ろうとするのか。

その辺のことも含めて住民に理解を得るような施

策を練っていただきたいと思いますが、まずはそ

の展示物の今後の取り扱い、その辺も含めてどの

ように考えているのかお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまの質問に

お答えをさせていただきます。 

急きょと言いますか、先月末までにこれまで展

示している場所から浜猿払小学校の体育館のほぼ

全面、置いてみたら全面を覆うような数の資料が

ありました。資料の１点１点の確認、それは台帳

と照らし合わせた中で、資料と台帳がセットにな

っているところまでは作業は既に進んでおります。

この資料を今後どうするのか、担当している職員

もこの部分については専門的な知識という部分で

はありませんので、この資料の整備につきまして

は、今のところ枝幸町に専門の学芸員さんがおら

れますので、そういった方々からの知恵を拝借し

てですね、必要な物と破棄できる物という整理を

今後、今年度中にはそういった作業を進めてまい

りたいというふうに今のところは考えているとこ

ろです。 

それから２点目で、郷土資料館が全道各地にあ

ります。１度行くと、なかなか２度目３度目はな

いというところについてはですね、すべての市町

村で大きな課題として、やはり取り組んでいる内

容の部分であると私も聞いております。ただ、猿

払村にあるもの、猿払村の歴史を知るという意味

では、そういった施設の設置というのは、これか

らの子ども達のためにも私の考えとしては、ある

程度のものは残していきたいという形で今は考え

ております。その一つの方法というのが、閉校に

なった浜猿払小学校の校舎を活用して、その一部

を郷土資料を展示する歴史を紹介する施設にした

いという形で、今いろいろ準備作業を進めている

ところではあるんですけれども、費用的な面、そ

れから専門職員がいないものですから、そういっ

た部分で現在のところは非常に時間がかかってい

るというところが正直なところであります。 

３点目でございますが、資料を移転した後の旧

庁舎の使い方、それからあり方というお話でござ

いました。確かに議員おっしゃるとおり、鬼志別
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地区の通学路のそばに立地した建物ですので、も

し、雪の重み等でですね建物が倒壊となったら、

道路にまで及ぶという危険性はもちろんはらんで

おります。そういったことも含めて今後財政状況

もありますけれども、危険な物についてはですね、

できるだけ早い時期に解体をして整理をしたいと

いうふうには考えております。ただ、すぐ来年と

いうことにもなかなか現状としては難しい状況も

あるようですので、今はまだ「凧の会」の作業場

として活用している関係上ですね、一応、文化祭

の後にそこの部分は開けて引っ越しをしていただ

くということで会のほうとも調整を今進めており

ますので、その作業が終わり次第ですね、冬期間

は除雪をしなければおそらくあそこを入っていく

ことにはなりませんので、入口等をきちっと立ち

入り禁止の表示等も考えながらですね、作業をこ

れからしていきたいというふうに考えております。 

跡の土地利用については、おっしゃるとおり 

街中の一等地でございますので、いろんな活用方

法がきっとあるかなと思います。村の総体的な事

業の取り組みの一つの中で、今後協議していきた

いというふうに教育委員会の施設も含めてですね、

協議していきたいということで考えているところ

でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：あの展示物は今後ど

うするかということは、これから住民も含めてね

納得いくようなものにしていただきたいと思って

おります。 

質問と答弁を繰り返しているうちにどうしても

次の質問に食い込んできてしまいますので、次の

質問にいきたいと思います。 

旧浜猿払小学校は今後の使用目的が期待される

施設であり、委員会等において提案を受けた経緯

があります。また、以前の一般質問においても答

弁を受けており、その中でいくつかの団体が活動

拠点として使用する案や本村の歴史資料館として

活用する案など、いくつかの提案をお聞きしまし

た。また、過去の答弁の中では観光施設としての

活用なども提案されていますが、施設の立地条件

等を鑑みた場合、疑問が残る部分もあります。  

さらに、住民からの要望の中には、体育館をスポ

ーツ施設として活用すべきとの声も聞かれます。 

そういったさまざまな案や声を今一度精査し、

住民にとって納得のいく施設をつくるべきであり

ますが、村としての考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：それでは、ただい

まの質問にお答えをさせていただきます。 

これまでの議会でもいろいろご質問をいただき

お答えをしてきている経過がございますし、常任

委員会においても、当時検討した経過説明をさせ

ていただいております。議員がおっしゃるとおり

ですね、村民だけではなく観光客を含めた村外の

方達にも利用できる施設にとのご意見もあったと

記憶しているところです。 

その後ですけれども、いろんな地域からの要望

ですとか各種団体等からのご意見をいただきなが

ら、教育委員会で跡地利用計画をまとめ上げた内

容というのが、昨年１１月の常任委員会で説明し

た内容でございました。その中でいろんな外部か

らのさまざまなアイデアを取り込もうということ

の一つの手法としてですね、その時に説明したの

が総務省で進めている地域公共施設資源を活用し

た活性化公共施設オープン・リノベーションとい

う事業を活用したいというご提案もいたしました。

この事業を進めるためには、地域公共施設再生ナ

ビというところに登録をしなければいけない。そ

の作業についてはですね、ちょっと時期が遅れた

んですが、８月に登録を済ませております。まだ

１カ月経ってませんけれども、今現在のところ業

者さんからの問い合わせ等はまだない状況であり

ます。建物自体がたいへん国道に近い建物でして、

築２０年の物件です。まだまだ使用するには問題

のない施設という認識でございます。 

ただ、皆さんに説明した後、いろいろ改修費用

ですとか設計業者さんとの協議の中で、おおむね

明るみに出てきた部分としてはですね、学校施設

から不特定多数の方が入場する施設という位置付
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けに変えるとなると、その改修費用だけで結構い

い費用がかかってしまうということが判明いたし

ました。当初、議員の皆さんに常任委員会で説明

した内容で改修を進めようとすると、少なくとも

１億円以上の費用が必要であろうという、おおむ

ね概算ですけれども、そういったところまで調べ

ているところです。さらにですね、その施設を今

後維持していくという部分ではですね、小学校で

例年支出しておりました金額、まあ光熱水費等の

維持経費ですけれども、そういったものも含める

と、あと、指定管理の部分の費用も含めるとおお

よそ１０００万円程度毎年かかっていくであろう

という想定もしております。 

いろいろ作業的にはたいへん遅い進捗状況では

あるかもしれませんが、これまでいろいろ積み上

げてきた内容のもとにですね、何とかあの施設を

直しながら使っていきたいと、有効に使っていき

たいという思いで進めてはきてはいるんですけれ

ども、正直これまで積み上げてきた内容ではござ

いますけれども、まだまださまざま住民の方から

のご意見も委員会のほうに届いておりますし、で

きるだけ安価で住民の皆さんが使いやすい、たく

さん使ってもらえるような施設ということが一番

の目的でもありますし、そういった面も含めなが

らですね、改めて住民の皆さんが納得されるよう

な施設にするために、改修内容のほうも再度精査

をする必要があるなというのが正直なところでご

ざいます。 

この事業につきましても、公共施設等総合管理

計画という中にきちっと位置付けをして進めなき

ゃならない施設というふうに考えておりますので、

今後ですね、もう一度これまでの経過もございま

すが、再度内容を十分あらゆる方面からのご意見

を伺いながら進めてまいりたいというのが現状で

ございます。 

ご答弁になったかわかりませんけれども、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）：今の答弁の中に、学

校施設から通常の施設に改修した場合に１億円以

上かかると。そしてなおかつ毎年の維持経費が 

１０００万円以上かかるということでありますが、

まあ、するもしないも今、答弁の中にありません

でしたけども、実際にこれをやろうとしているの

か。またその場合に、もちろんこれはもう村が単

独の予算で単費で出すというわけにはいくような

スタイルがありませんのでね、補助金が実際にそ

れに付くのかどうか。私自身はちょっと疑問を抱

く部分がありますけども、実際に以前も委員会等

でいろんな提案、リノベーションという部分でも、

その時は確か補助金が１００％出る、うまくいけ

ば出るというふうに聞いておりますが、今現在そ

れが通用するのかどうか。また、この予算をね、

使ってでも今後その計画を進めていくのかどうか、

その辺をちょっとお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：オープン・リノベ

ーション、昨年度から始まった事業というふうに

認識をしております。当初は応募する案件も少な

くですね、総務省の総体予算の中で当時の補助率

も非常にいいほうの部類の補助事業だったのです

けれども、２８年度になりましてさすがに応募す

る件数が非常に増えたということもあってですね、

非常に競争率が激しいというのが正直なところで

す。ですから、この事業に応募したからといって

１００％該当すると、認められるということは現

状としては非常に難しくなったという判断のもと

に、実は建設省、すいません間違いかもしれませ

んけど、別な補助事業の中で空き家対策という部

分がありまして、そちらの事業のほうでもこの事

業が該当にならないかというところで、あわせて

並行して作業を進めていた経過がございまして、

その事業については２分の１補助。ただし、事業

費の上限が６０００万円ということですので、最

大３０００万円程度の補助事業でございました。 

それに合わせた形で事業を実施できないかという

部分も含めて検討は進めていたんですけれども、

総体経費が先ほどお話したとおり１億円以上とい

うことですので、その補助事業がもし該当になっ

たとしても村負担の額が増えるというところで、
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なかなか前に進んでいけないという状況も見えて

まいりました。 

そういうことも含めて、ほかにもこの事業に当

てはまる補助事業がないか調べながらですね、何

とか補助が採択されるようなものを見つけながら

何とか進めていきたいというところで今がんばっ

ているところでございます。現状としては、残念

ながら良い条件の補助がまだ見つかっていないと

いうのが現状でございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今現在はまだ補助を

探してね、先ほど言ったような計画をもし補助が

出るようなのであれば進めていきたいというふう

に理解していいのかなというふうに思いますけれ

ども、私はそれができればもちろん、それはそれ

で良いかもしれませんが、その後にかかる毎年 

１０００万円以上の経費、この中には入っている

かどうかわかりませんが、例えば冬期間の水道光

熱費、それから除雪費などももちろんこの中には

入っているとは思いますけれども、その辺も含め

てね毎年これだけの金額がかかってしまいます。 

それをするっていうことは、先ほども何回も言

っていますけれども、観光ももちろんこれは含ま

れているわけですよね。地元の人間がそこに何回

も通うわけでもありませんしね。その時に観光と

考えた場合に、観光バスをそこに入れるためのあ

そこのスペースをね、冬期間もやるとしたら、や

るとしたらですよ除雪を、毎日毎日あそこで除雪

を広い駐車場を作ってね、除雪をする。それに伴

う観光施設としての利用が、本当にその費用対効

果としてあるのかどうかという部分が、本当に私

は疑問でならないんですよね。もちろん成功すれ

ばそれでいいです。ただ今の時代にね、そういう

のをつくって実際に観光としてね、まあ利益とい

うんじゃないですけども、はっきりわかりやすく

言うと損をしないようなね事業ができるのかどう

かという部分で、理想は理想として高く掲げるの

はぜんぜん問題ないと思います。しかし、現実問

題これ今の時代にね、それが合致しているのかど

うかという部分も含めて、もう一度ね、今一度立

ち止まって考えてみるべきではないかと私は思っ

ております。 

それから、先ほども言っていたように各種団体

があの中に入ろうとしているという話も伺ってお

ります。団体が入ろうとしているということは、

今ある拠点施設からあそこに移ろうとしているわ

けですよね。それをじゃあね、１年、２年、３年

と待たせていいのかと。村にある団体というのは、

常日頃活動してるわけですよ。できることであれ

ば、もっと広くて良い所で活動しやすい所でやり

たいということで、あの施設を利用したいと言っ

ているのだと思います。なのであれば、その別な

ところに二の足を踏んでいるのではなくてね、も

うちょっと現実的に村内のその団体に対して、ス

ピーディーなね対応をしていただきたいと私自身

は思っております。 

せっかくあの施設、築２０年ですか、まだまだ

使える施設でありますから、なおかつ学校ですか

らね、いろんなものが教室もたくさんあるだろう

し、体育館もあります。もし可能なのであればね、

そのリノベーションもいいです、いいですけども、

一つのものとしてあそこを活用するのではなくて

ね、二つとか三つに分けても別に私は問題ないの

ではないかと考えてます。先ほども質問の中でも

言いましたが、スポーツ施設として使えないのか

なという意見も村民の方々から聞いております。

しかし、それも例えば先ほど言ったように冬期間

の暖房費はね、どうするのかだとか、誰が管理す

るのかだとか、除雪はその時どうするのかだとか

という部分も予算の中に入ってきます。それも含

めてじゃあつくればいいのかと、根本的な部分で

もう一度ね、これは住民が納得するかどうかわか

りませんが、今一度立ち止まってあの施設がどう

使ったらいいのかという部分から、もう一度入っ

ていっていただきたいなと私は思っております。 

あそこに観光施設をつくっても、おそらくうま

くはいかないのではないかということも考えられ

ますのでね、あれだけ大きな施設を二つとか三つ

とかに分けて分離して、冬期間だけはここ使うだ

とか、例えば冬期間はまるっきり使わないだとか
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という部分もね考えていただきたいなと思ってお

ります。 

本来であれば、あそこに施設をつくって、あそ

この住民の方に雇用を提供して欲しいんですよ。

例えば漁師の人が６０歳で定年になって船を降り

た時に次にする事がないと言っている人もいます。

せっかくあそこの地区にあの施設があるわけです

から、住民が働ける場所というものをつくってい

ただきたいと、それが私は最終目標だと思ってお

ります。ただ施設をつくって、こんないいものが

出来ましたというのは、言ってみればつくった人

の満足でしかないわけですよ。あそこに住んでい

る人間がそれで満足するのかと。働く場所があり

ますよと、何でもいいんです。草刈りでもいい、

観光施設をつくるのであれば、観光ガイドを育成

してもいい。そういうものを最終的に考えていた

だけるような、流れを持ったね施策を考えていた

だきたいと。ただつくるつくらない、これが補助

金で出る出ないという部分だけを取り上げている

ような気がするんでね、その先にあるものは住民

に対するそういうサービスだということを忘れな

いでいただきたいと思っております。 

まあ今、教育長からいろいろ答弁をいただきま

したが、村長としてどのように考えているのかお

聞きます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えさせていただ

きたいと思います。 

私も先日移設をしたということで、浜猿払小学

校の方を見てまいりました。確かに相当な物が体

育館一面にあると、その中で教育委員会のほうで

目的別にきちっと蓋を立てて分けているという形

でございます。そして、結構物が無くなるとすご

く広い印象を受けました。それで体育館の部分に

ついては、いろんな団体から皆様方にご説明させ

ていただいた後にですね、体育館として利用させ

ていただきたいというような言葉も伺っておりま

すので、体育館としてはまだまだ十分利用できる

んだろうというふうに思っております。また、あ

との展示物については、各教室に先ほど教育長が

話しましたとおり、専門家のご意見をお聞きしな

がらですね各教室の方に展示物を時代ごとにわか

るのかどういう形になるかわからないけれども、

そういう形でやっていければなというふうに思っ

ております。 

非常に雇用という部分については、今後ですね、

あの施設を観光だけではなくて、いろんな子ども

達の社会科の勉強にも十分なると思うんですよね。

僕もリサイクルセンターをつくらさせていただい

た時についても、学校の社会科の教育の一環とし

て３、４年生のごみの流れというか分別の仕方、

それからリサイクルの仕方というものをあそこを

見学をしていただいて勉強に生かしていただいた

という経過がありますので、そこにですね今、議

員のご提案があったとおり６０歳以上になるとだ

いたい過去の歴史というのもわかるでしょうから、

観光ガイド的なものもですね付けながら子ども達

にこう説明してあげるだとか、観光客、まあ寄っ

た方についてこう説明をしてあげる方がもし居れ

ばですね、そういう形で雇用の場もつくっていき

たい。ただ、どういう形であそこを指定管理にす

るのか、自治会のほうに委託をするのかという部

分については、これはまたいろいろ協議をしてい

かなきゃならないところはあるかと思います。 

ただ、今後時間はちょっとかかるかもわかりま

せんけれども、全部ですね、お金をかけて中も外

も全部綺麗にするのではなくて、逆にここは学校

だったんだなと、学校跡地だったんだなというと

ころもですね見せながら、いろんな形でそんなに

お金をかけないでやっていける方法も実際僕見た

感じではあるのかなというふうに思っております。

ただ築２０年以上が経ってますので、外壁だとか

そういうところは塩害だとかいろんな部分で直さ

なきゃならないところもありますけれども、改め

てこう綺麗なものにしなくても、ほんとに古いも

のでここは本当に学校の跡だったんだな、そして

当然子ども達が卒業した時のですね、いろんな物

が飾ってあります。そういうのも別にそのまま置

いておいても僕は十分施設としてはいいんだろう

なというふうに考えておりますので、どういう位
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置付けという部分については、これから先ほどか

ら説明しております委員会の中で、職員の委員会

の中で現場だとかそういう所もきちっと見ながら

ですね、みんなで真剣に話し合っていって優先順

位を決めていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まあ、いずれにして

も何をするにも予算というものがついて回るわけ

でありますが、今、村長が言ったようにね、金を

かければ良いというものじゃないということは私

も同じ考えであります。ただ、あの施設を維持す

るためには、毎年毎年予算は計上されるわけであ

りますから、その辺をどのようにね少ない予算で

やっていくのかという部分も含めてね、それと住

民に対してきちんと説明をしていただいて、納得

のいくものをこれからつくっていただきたいと思

っております。 

やっと何か事業が動き出したかなという部分で

ありますが、これからですのでね、どんなもので

も出来るわけですよ、今から始めるわけですから。

ただ、先ほども何度も言ってるようにね、住民の

理解を得なければ何もならないわけですから、そ

の辺のことも含めてね、今一度やっていただきた

い。それからあの体育館の話も出てまいりました

が、今スポーツセンターなり学校の体育館とかも

各種団体が利用しておりますが、だんだん手狭に

なってきてね使用できなくなっているという話も

別な部分で聞いております。それも含めせっかく

あそこにね、ああいう施設があるわけですから、

その辺のことも含めて総合的に考えていただきた

いと思っております。 

まあこれを言っても終わりがないので、次の質

問に行かせていただきます。次に、観光振興につ

いてお伺いします。 

観光は今や全国どの自治体も可能性を見出すた

めに苦慮をしながら発展していると認識していま

す。特に北海道は観光大国と言われるように、観

光客数は年々増加をし、昨年度は実人数で   

５４００万人あまりに達しています。本村も例外

ではなく観光客は年々増加をしていますが、観光

の形態も変化をし、以前のような団体でのツアー

より個人での観光客が主体となってきているのが

現状であります。 

本村の観光拠点の施設は、ほとんどがさるふつ

公園内に集約されています。しかし、観光地とし

て訪れる場所にはエサヌカ線や電気通信ゆかりの

地、カムイト沼などがあります。今後の観光振興

の発展のためには周遊ルートの計画策定やそれに

伴う環境整備が必要であり、そのためには観光ガ

イド育成などソフトの面でも充実を図らなければ

ならないと考えます。また、観光に訪れた方々が

また来てみたいと思えるような自然を生かした観

光振興を行わなければなりません。さらに雇用の

提供ができるものをつくり、住民の理解を得なけ

ればならないと考えます。 

本村観光の将来像をしっかりと見据えた施策が

必要と考えますが、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）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

猿払村の景勝地につきましては、道の駅などで

配布しております観光パンフレットに明示はされ

ておりますけれども、まだまだ周知方法としては

十分とは言えないというのが現状であるというふ

うに考えております。 

このことを踏まえまして、現在本村の自然を生

かしたネイチャー体験の計画を今現在練っている

最中でございまして、安全性の検証や効果的な周

知方法など、現在、関係機関との調整や体験者に

対する法的な対応策などについて協議を行ってい

る段階でございます。 

このネイチャー体験ということにつきましては、

比較的穏やかな流れであります村内の河川を散歩

をするおおむね１時間程度の沢歩きで、通常リバ

ーウォークと呼ばれているものでございますけれ

ども、道南や道東、また本州の比較的森の多い地

域ではポピュラーなネイチャー体験であり、本村

の環境をＰＲする上で非常に有効的な体験メニュ
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ーであるというふうに今考えております。 

地域おこし協力隊の隊員の皆さん方のご協力も

得ながらですね、こういった取り組みを通じて、

本村観光振興策の将来像につなげてまいりたいと

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）：今の答弁の中には、

ネイチャー体験しか出ておりませんでしたが、ま

あそれはそれでよろしいのではないかと私は思い

ます。ただ、それがねこれから始めるわけですか

ら、ほんとに小さな規模で始めていかなければな

らないと、それがね、好評なのであれば規模をど

んどん拡大していくということも考えられます。

道央だとかね、道東なんかに行くとネイチャー体

験している施設がたくさんありますね。まあそれ

はそれでいいです。 

都会から来た人はね、大自然を見て感激するわ

けですから、やっていただきたいと思いますが、

それだけではなくて例えば、あそこにある直線の

エサヌカ線ですよね、あそこは皆さんも地元の人

間なのでわかっていると思いますが、あの場所に

行くと夏場の観光シーズンにはね、たくさんのラ

イダーの人だとかレンタカーを借りたご夫婦だと

かが路肩に駐車をして、挙句の果てには寝っころ

がってね道路の真ん中に、記念撮影だとかをして

います。まあ気持ちはわかります。しかし、どう

も我々にしてみると危険極まりないというかね、

突然走って出てきたりもしますから。ぜんぜん周

りを見ていないんですよね。それで危険がやっぱ

り伴うわけですから、できることであればね、ち

ょっとやっぱり村のほうでもそれを考えてあげれ

ばいいんじゃないかと。たいしたお金のかかるも

のでもありません。 

私の提案するのは、例えば直線道路の北側にな

るのかな、浜猿払側には民間企業の所有地がある

はずです。結構大きな規模ですけども、そこを利

用してちょっと使わせてもらってね、整地をして

駐車帯を作ってあげて、そうすると、あそこから

写真を撮っても邪魔にならないわけですよね。真

ん中あたりに作っちゃうと、農地という部分もあ

りますから農地にはそういうものは出来ませんか

らね。不可能なわけですよ。ただそっちの北側の

ね部分にそういうものを作ってあげると、利用し

やすいのではないかと。そこに大きな観光の看板

でも作ってね観光のＰＲをすると。本当はね理想

を言うと、そこに小さい売店か何かを夏の間だけ

ね、どこかのおばさんが開いてあげればね、おば

さんの小遣い稼ぎにでもなるのではないかなと、

いろんな事を思いましたけれども、そういう所は

やっぱり観光先進地には必ずあるんですよ。その

思いやりというか来た人に対してね、気持ちをや

っぱりわかってあげるという部分で、本村にもあ

そこはもうライダーの聖地と言われるぐらい今は

もうライダーの間では知らない人はいないという

くらい有名な話だそうです。私はあのう地元の人

間なのでね、ネットを見ると出てます。そのぐら

いライダーの人がね、あそこを楽しみに来るわけ

ですから、おもてなしの気持ちを持ってね、そう

いうことも考えていただきたいと。民間企業もた

ぶん嫌とは言わないのではないかというふうには

聞いております。 

それから質問の中にもあったように、あそこも

含めて周遊ルート、今いろんな観光のツアーの中

でもやってると思いますけども、あのエサヌカ線

も含めてねやっぱり都会、都会と言ったらおかし

いですね、都心から来る人っていうのは感激する

んですよ、あんな所を見たことがないと。人工物、

建物が何も見えないわけですから、こっち側から

見るとね。そういう所に来てね感激するんですよ、

私達はそこにいても「ん～」としか思えませんけ

ども。やっぱりね見たことないもの、日本にもこ

ういう所があったんだね、という声も聞きます。

そういうところも含めて、例えば近隣に農地があ

りますよね、農地があるということは酪農家さん

がそばに居るわけですよ。酪農家さんのほうに、

つながる道もあそこに整備をされております。そ

の辺も含めて周遊ルートにして、一説の話により

ますと、そこでソフトクリームとかねアイスクリ

ームを売ってもいいんじゃないかと言う方も居る
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そうであります。実際にあの地区に住んでいる農

家の方でね。その辺もやっぱり含めて話をきちん

と聞いてね、できるのであれば整備をねきちんと

していただいて、もちろんあそこを行くとね牧場

もきちっと整備されてすごい綺麗なんですよね、

建物も新しいですし。まあ、その周遊ルートを作

って、できるのであれば地元の人をね、育成して

観光ガイドか何かにするとね、またそこで雇用が

生まれるのではないかというふうな感じをしてお

ります。 

それから、今年オリンピックがありました。  

４年後には東京で開催されます。こんなね日本の

北の最北の村にオリンピックは関係ないだろうと

いう方もいるのかもしれませんが、間違いなくオ

リンピックがあると本村にも外国人がたくさん来

ます。これは断言できます。というのは、外国の

人というのはね、日本人と違って２カ月、３カ月

休みをとって来るんですよ。そうすると日本中を

見て歩くという人がたくさんたぶん出てきます。

間違いなくそういう方も本村に来るはずです。 

それも含めてね今から少しずつ整備をしていくと、

もしかすると猿払村もワールドワイドになってい

くのではないかという気もしていますんでね、 

いろんなことも含めて考えていただきたいと。 

その周遊ルート、それから民間企業に協力を得

てあの辺に休憩所をつくってあげるという、これ

私の一つの案ですが、その辺はまあ可能かどうか

わかりませんが、その辺のことを二つ含めてちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（追久保敦君・登壇）：ただいま

の山森議員のご質問にお答えしたいと思います。 

まず、エサヌカ線の民間企業の土地に関しまし

ては、手前どものほうでもですね、今その界わい

の調査を行っておりまして、農家の方々とのお話

がまだ残ってる状況の中で非常に今年においても

ですね、ライダー、最近では自転車の方が非常に

多い状況となっております。あわせまして外国人

の方々、通常インバウンドと呼ばれますけれども、

インバウンドの方々の自転車についても非常に多

いように感じております。 

このことから、今、議員がおっしゃったとおり、

その土地の方との話をですね、今後進めさせてい

ただきまして、整備というのではなく、ちょっと

その期間だけお借りさしていただいて、そこでち

ょっと使わしていただくといったような感じのこ

とをお願いしながら、また、今の農家さんのほう

にも回ってですね、そのソフトクリームだとかそ

ういったことも含めてですね、聞き取りを行いな

がら前向きに対応させていただきたいというふう

に思っております。 

続きまして、周遊ルートに関しましては、実は

５年前からですね、猿払村以北の市町村で構成さ

れております北宗谷観光推進協議会の中でフット

パス及び周遊ルートというものを作成しながら作

っておりますが、なかなか現在においても定着し

ていない状況でございます。先ほど村長のほうの

答弁の中で、リバーウォークを来年から行う計画

で現在調整を進めておりますが、その中の一つと

いたしまして、リバーではない、ただのウォーキ

ングも含めた周遊ルートの開拓もなお進めていか

なければならないというふうに考えておるのと、

７月にですね、包括協定を行いました北星学園大

学観光担当の教授との間で現在、周遊ルートの猿

払村らしいところ、氷河時代の土地の形成がまだ

猿払村には残っているものですから、その辺を 

一望できるものも含めて一緒に対応していきたい

というふうに考えております。 

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）：今答弁をいただきま

したが、聞いているとね、これは予算がたいして

かからないものです。私の言っていることも同じ

ですけども、ただ、先ほどこれは私が直接その方

から聞いたわけではありませんけども、いろんな

物を販売してみたいという方に対してね、例えば

事業を始めるわけですから、それに対するおそら

く補助金等も猿払村には用意されているのではな

いかという気もしますが、それも含めてねご本人

とこれから会うということですが、提案をしてい
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ただきたいと。できるだけ住民の方がね、そうい

うことをせっかく思ってくれているわけですから、

できる限りのね、サポートをしていただきたいと

思います。 

予算をかければこれはそれで済むわけですよ。

ただ、たくさん予算をかければ、ものすごくいい

ものはもちろん出来ます。ただやっぱりね今、国

や道からの補助金が先ほども村長の話の中であっ

たようにね、減額されて困っているという状況の

中で、金をかければ良いという時代ではないわけ

ですから、どのようなね知恵とアイデアを振り絞

って最小限の予算で最大限の効果が出るようなね、

ものをつくっていただかなければならないと。 

私もいろんなことを提案させていただきました

が、３、４年前はとにかくもう「つくれつくれつ

くれつくれつくれ」と言っていたような気もしま

すが、現実にそれはもう無理な話ですのでね、こ

の観光に対しては、お金をかけなくてもね、これ

からもっともっと猿払村が幅広く認知されて、観

光客の方に来ていただけるようなねもの、そして、

それに伴って観光客が来るだけではこれはもうど

うしようもないわけですから、地元の雇用もね、

どんどん増やせるようなものをつくっていただき

たいと。観光産業ってものを本当に定着するとい

うことは、地元の雇用がなければ大きくならない

わけですから、ただ役場が観光事業をやりました

といって観光客が来ても、これ何もならないです

よね。ただやった人間が喜ぶだけです。それと来

たお客さんが喜ぶだけです。じゃなくて、観光に

対して夏場だけでもいいんですよ。こういう働き

口がありますというものを住民に示していただき

たいと思っております。 

地方創生とね言われて久しいですが、これはあ

る大臣が言っておりましたが、やりっぱなしの 

行政と、それから頼りっぱなしの民間、それから

無関心の住民、この三つが三位一体となったら地

方創生は失敗すると。その時にはイコール地方自

治が崩壊するという言われています。というのは、

もうこれたぶん起こってきているのではないかと。

思いあたる節は、無いわけではないと思います。

我々は見ててそう思いますし、民間の立場として

私も言わしていただければ、頼りっぱなしの部分

もたくさんあります。もちろん行政もやりっぱな

し。やったらもうそれでお終い。事業計画を練っ

て事業が完結したらそれでお終い。次の事業に行

ってしまう。そして無関心。これも本村にも、お

そらく当てはまる部分もたくさんあるのではない

かなという気もしています。ということはもう崩

壊が始まっていると言っても過言ではないと思い

ますんでね、ぜひそういう事が本当に起きないよ

うに、実際にそれが起きている自治体もあるとい

うふうに伺っておりますのでね、質問は三つくら

いさせていただきましたが、これ全部一つのつな

がりとしてね、考えていただきたいと思っており

ます。 

ぜひあのう、これから始める事業がたくさんあ

るわけですから、住民の意見もしっかり聞いて、

それから先走りしないような事業をしていただき

たいと思っております。最後に総括して村長に答

弁を伺いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

今、大きく３点ほどのご質問をいただきました。

その中ですべて関連性があるというふうに捉えて

おりますので、なかなかこういう小規模自治体で

ありますと、なかなか民間のほうの方々に頼って

すべてという形にはならないかもわかりません。

これはある一定のところまではやっぱり行政が主

導的な立場で引っ張って、けん引役をやっていか

なきゃならないというところもこれは仕方ないと

ころかなというふうに思いながらもですね、今、

議員からのご提案があった部分につきましては、

今後担当部局も含めながら我々でしっかり少ない

予算の中で最大の効果が生めるような施策をこれ

から展開をしていきたいというふうに肝に命じて

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長のひと言で

最後ですが、少ない予算で最大限の効果という部
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分もありました。それから、民間、先ほど私も言

ったように頼りっぱなしの民間だと言いましたが、

村長も今、答弁の中にあったようにね、最初はや

っぱり後押しという部分が必要です。特に本村の

ようなね民間業者があまり居ない所では、なかな

かその最初の一歩が踏み出せないんですよ。さっ

きのソフトクリームの話ではないですけども。こ

ういう補助金がありますと、ぜひやってください

というひと押しがねやっぱり必要だと思いますの

でね、ぜひ住民のために今後、少ない予算を使っ

ていただきたいと思います。 

ということで終わりたいと思います。 


