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平成２８年 第４回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２８年１２月１３日（火曜日）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、順次質問をさせていただ

きます。まず最初に定住自立圏についてお伺いい

たします。 

現在では、地方創生という言葉があたり前に使

われていますが、各自治体は地方創生という旗印

のもとで将来の地域ビジョン策定に邁進している

のが現状と考えます。また、地方創生関連予算の

獲得により、人口減少対策のための事業推進の大

きな原動力となっているのも事実であります。 

そのような中で、人口減少による機能衰退に歯

止めをかけ、宗谷圏域の機能強化のための施策と

して平成２８年から５カ年を期間とする「第２期

宗谷定住自立圏共生ビジョン」が策定され、本村

との協定も締結されました。その内容は、生活機

能の強化、結びつきやネットワークの強化、圏域

マネジメント能力の強化など多岐にわたった政策

分野が盛り込まれており、自治体が機能を維持・

強化するためのあらゆる分野を盛り込むことで迅

速に対応できるものと考えます。 

しかし、現実には実施することが困難な政策も

見受けられ、締結ありきの内容と言わざるを得な

いものも含まれています。また、一方で実施可能

な施策も含まれていますが、仮にこの協定での事

業を実施した場合、他の類似した本村単独の事業

に影響はないのか、また、近い将来実施しようと

している事業は存在するのか、さらに事業に必要

な公共施設を建設した場合、維持管理はどのよう

になるのかをお聞きします。 

○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

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まず１点目でございますけれども、基本的には

本村単独の事業には影響ないものというふうに考

えております。また、近い将来実施しようとして

いる事業につきましては、今後の協議によって利

点が期待できる取り組みがあれば、前向きに検討

していきたいというふうに考えております。 

最後に、事業に必要な公共施設を建設した場合

に関するご質問でございますけれども、その維持

管理に関しましては、その構成する市町村の協議

によって決定していくものと考えております。た

だ、現状の定住自立圏ビジョンの部分につきまし

ては、新しいハードの部分を建設するとかそうい

うことではなくて、現状の今あるいろんなインフ

ラ整備、建物をですね、広域の中で１０市町村が

共有できるものを利用していきましょうという形

になっておりますので、極力新しいものの建設と

いう部分については、このビジョンの中には盛り

込まれていないというふうに思っておりますので、

ご理解のほどをよろしくお願いしたいというふう

に思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：それでは、まず類似

した事業への影響はないということであります。

それから、将来実施しようと計画がある事業、こ

れは利点を考えて今後計画を練っていくというこ

とですが、その点について今それではね、このビ

ジョンが策定されて提出されてきたわけですが、

その中でね、今現在実施できるもの、これもあの

う中を見ますとね、できないものもたくさんあり

ます。その中でね、今現在これはやっていけるん

じゃないかなというものをたぶん頭の中では考え

られているものがあるのかと私は思っていますが、
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そういうものは実際にどうですかね企画政策課長、

よろしくお願いします。 

○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

質問にお答えしたいと思います。 

山森議員の質問でございますが、今ここで取り

組みを実施できるという答えにはならないのかも

しれませんが、第３回の定例会でこの共生ビジョ

ンを議決させていただいたわけなんですが、その

後１０月の時にですね中心市であります稚内市の

ほうから、この定住自立圏の各項目について成果

指標を各項目において出すということが決定され

たということで、実現できるできないということ

ではなくて、実現できるようなこの各項目の成果

指標というのを、例えば平成何年までに何かをや

りますよ、例えば何人集めますよとか、そういう

例えばそういう形の数字を今１月から各私達の役

場の担当部署に下ろす予定でございます。１月中

旬までにその成果指標の現状数値と目標数値を設

定してそれを集約して、もう一度１月下旬に管内

の担当課長会議を開催させていただきまして、そ

の後２月にもう一度定住自立圏ビジョンの懇談会

を開催したいというふうに稚内市から言われてお

ります。 

その後、この部分についての改定案をつくりま

して、パブリックコメントを実施した後、この部

分のビジョンの改定をしていきたいというふうに

今スケジュールが来ておりますので、私達のこれ

からの今すぐこれが実現できるとかという事業は

答えること今はできませんが、もう一度各担当課

に下ろさせていただいて、対応できるものは成果

指標を作りながら選定していきたいと考えており

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）：これ１月中旬から目

標数値を設定するということでありますが、まあ

たくさんこのビジョンの中にはあるわけですね。

目標数値を出すのはもちろん当然のことでありま

すけども、その時にね例えば、これ１年後・２年

後・３年後という計画を練るわけですよね仮にね。

その時にね、例えば村単独の事業というものも、

もちろん考えるわけですよね。 

私がどうもこの定住自立圏のわかんないのは、

あたり前のことが書いてあるわけですよね、定住

自立圏というのは。行政としてやっていかなきゃ

ならないことがあらゆる分野に分かれて書かれて

いるんですけども、それは当然自治体としてやら

なきゃならないことです。それを定住自立圏でね

同時に進行していくっていうのはどうなのかなと

いう、そういう疑問が浮かぶんです、どうしても。

大きな目で見るとこれ同じことなんですね。細か

く見ると、もしかすると分かれるかもしれない。

だけど、この出されたビジョンだけ見てみると、

同時進行でいけるものなのかどうかという部分も

あるだろうし、もちろんその予算を獲得する部分

で違う省庁からの予算になるかもしれません。そ

の予算は違うって言われれば、それで済ませるの

かもしれませんけども、そこを言っているんです

よ。だから、その同じ事業をね村でも計画します、

その定住自立圏でもやりますということが、実際

にやっていけるものなのかどうか。じゃあ村のね

単独のものを優先しますと言った時に、協定を結

ぶわけですから単独でないですよね。中心市とね

猿払村がやるわけですから、その時にねうちらは

単独でやっていますからこのビジョンは計画を今

進めてるんですけど、やめますわ、ということを

言えるのかどうかっていう、そのソフトの部分っ

て言うのかな、その部分でどういう考えでいるの

かなということを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）：今の山森議員、村単

独の部分とそれから広域でやる部分と同時並行で

やっていった部分というお話がありますけども、

当然各自治体でそれぞれのやらなきゃならない事

っていうのはいろいろあると思うんです。仮に、

医療、福祉、産業振興、それから観光振興、これ

はそれぞれのいろんな市町村で独自的にいろんな

形で特色を出しながら進めていくという部分もあ

りますけれども、ただ、各単独で自治体でできる
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ものと宗谷圏域全１０市町村でやって、さらに効

果が出てくるものがいろいろあると思うんです。

産業振興にしてもですね、それから医療福祉につ

いても、当然病院一つとってもうちのほうは内科、

国保病院一つしかありませんから、そういう部分

での医師の派遣ですとか、それから観光について

も猿払村だけではなくて、いろんな海のある所も

あれば山のある所もありますし、そういうところ

でのいろんな交流ですとか体験観光も含めてです

ね、それは宗谷圏域で一緒にやっていきましょう

という部分にはなってくると思います。また、そ

ういう宗谷圏域で全体でやることによって財政的

な支援も当然ありますから、地方債のですね形に

なりますけども、これはもう地域活性化事業債を

充当ということで充当率が９０％で交付税の算入

率が３０％という部分での財政的な支援もありま

すので、これは最終的には政治判断になるんです

けども、宗谷圏域の定住自立圏でやっていて猿払

村にさほどメリットがないからじゃあそこの部分

を猿払村だけ脱退しましょうという話には当然な

らないので、当然宗谷圏域でやっていく部分につ

いては非常に有意義なところもいろいろあります

ので、そういう部分で今後この定住自立圏、まあ

議員いわく、できないところがほとんどではない

かというようなお話もありますけども、当然ビジ

ョンですから将来に向けて検討していかなきゃな

らないというところが結構ありますけれども、最

終的には一緒に１０市町村やっていければありが

たいなというふうに思っております。 

ただこれからは、今話題になっておりますＪＲ

の問題がなってくると思いますので、そういう公

共交通の部分をですね、今後どうしていくかと。

これは当然鉄路が走っている自治体だけでは取り

組んでいけませんので、平成元年に天北線がなく

なった猿払村としてもやはりその危機感、なくな

ったことによって相当地域が打撃を受けておりま

すので、それは当然宗谷も含めた上川管内も含め

た中でやっていかなきゃならないということもあ

りますので、それは決して定住自立圏構想のメリ

ット・デメリットという部分についてはですね、

さほど感じていかないのかなというふうに思って

おります。 

村単独でやっていく部分、それから宗谷圏域で

やっていく部分、その部分についてはできるもの

できないもの一緒にありますけども、やはりオー

ル宗谷で取り組んでいかなきゃならないものにつ

いては、オール宗谷で取り組んでいきたいという

ふうに考えておりますので、その部分についても

ご理解をしていただければありがたいというふう

に思っております。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、村長の答弁の中

で公共交通、ＪＲの部分がありましたけれども、

宗谷圏域でねやっていきたいというのがあります

が、これは先日ですかね、今日だったかな、新聞

にある自治体がちょっとフライング系のような感

じで、単独でね意見を出すような感じのものが出

ていたと思いますが、その辺のことも含めてね、

ちょっとまとまりがないのかなという感じもしま

すんでね、ＪＲに関してはこれはまあ我々もね、

実際に廃線になってね身をもって体験している部

分ですのでね、その部分をきちっと宗谷圏域でね

国や道に対して意見を述べていただきたいと思っ

ております。 

それから先ほどの答弁の中でね、その効果が出

るもの、定住自立圏でやっていく事業と村単独で

やっていく事業、効果が出るものというお答えを

いただきましたけども、実際事業をやってね効果

なんてすぐに出るものでないと思うんですよ。そ

れをね、どっちがどっちというふうにはならない

と思いますけど、先ほど村長が言ったようね、村

単独でやるものと定住自立圏でやるものはね、圏

域でやるものであるから違うんだと。観光を例に

出しますと、観光はもちろんそうです。村が出て

いったものは圏域でやらなきゃならないことです

けども、そのビジョンの中にはそうじゃないもの

ももちろん含まれていますね。その部分が私にと

ってはぜんぜん理解できないというか、どういう

ふうにしたらいいのかなという部分がちょっとね

疑問としてあるもんですから、お伺いしました。 



- 4 - 

まあこれ以上村長に聞いてもね、たぶんこれわ

からないと思うんですよね。たぶんどの自治体も

ね、やってみなきゃわからないという部分がある

と思います。私はこれ、定住自立圏がね駄目だと

言ってるわけじゃないですよ。できるものはどん

どんやってほしいと。ただし、この定住自立圏の

ビジョンの中の予算っていうのは、ほんとにごく

わずかなもんです、見てみると。しいて言ってみ

ればね、ファンドをやるとか何とかという部分に

関しては大きな金額になるかもしれませんけど、

それは本村にはちょっとね、不釣り合いなものな

のかなという部分もありますしね。ほかの部分に

関しましても、ちょっとこれはうちの村にはむか

ないかなという部分ももちろん含まれております。

ただ、こう出た部分は５年間はこれでやっていか

なきゃなんないということもありますからね、そ

の辺もきっちり踏まえてね内容を精査して、もう

これ自治体がね単独でやるという部分も中心市に

しても他の町村にしても同じだと思うんでね、こ

れはもう連携してやっていかなきゃなんないとい

う時代ですのでね、やってもらいたいと思います。 

ただ、この作成するにあたって一つお聞きした

いのは、いろんなものが出てきました、これ第１

期もありましたね、第１期があって今回第２期で

すから、その時にね最初に作成する時に、これ中

心市がもちろん中心になって進めていくわけです

けども、本村の意見というかね現状というか、そ

ういうものもね踏まえて、それを作成していただ

いてるのかなという疑問があります。 

その辺は企画政策課長どうですか。 

○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

質問にお答えします。 

第 1期につきましても第２期につきましても、

基本的には役場の中でもんだものを共生ビジョン

を策定する委員会のほうにかけさせていただいて、

それに加えて各市町村長の懇談会も同時に開いて

いるもんですから、そこでの了解を得た上でこの

共生ビジョンを策定させていただいているので、

そういう形で進めております。 

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）：わかりました。 

それと、先ほどの質問の３番目の部分です。 

公共施設の維持管理という部分で、村長の答弁

の中にもありましたが、今ある施設を活用すると

いう部分で、もちろんこれからはそういう時代な

のかなという気もしますが、仮にそれをね共生ビ

ジョンに沿ったものに変えてね、今ある施設を使

うのはいいんです。でもその維持管理という部分

はどういうものであろうが、箱物である以上かか

るわけですよね。そうした場合に、もちろんこの

中には比率があります。中心市がどの位の割合を

出すとかね、ほかのところがどの位の割合を出す

というのがありますけども、そのものによっては

ね、結構な額になるものもこれはあるわけですよ

ね。その時にね、たぶんこれ、やっていけなくな

る部分もねあると思うんですよ。その辺もしっか

り見極めてやっていかなければ無駄なねお金を使

ってしまうことになりますのでね、ぜひしっかり

とやっていただきたいと思います。 

それとこのビジョンの中に民間がね事業をする

場合に活用できるという、いわゆるふるさと融資

と言うのですか、というものも含まれていますね。

地域総合整備資金というものがあります。これは

ですね、定住自立圏構想推進のための地方財政措

置についてというものが道から提出されておりま

すが、その中で地域総合整備資金（ふるさと融資

の取り扱い）という部分があります。これちょっ

とお聞きしたいのは、ほかのね議員の方も一般質

問でよく言いますが、なるべく民間になるべく民

間にというふうに進めていっていただけないかと、

自治体がすべてね請け負うのは負担になるという

ことでありますが、これ当てはまってくるのでは

ないかと思います。もちろんこれはね今後募集し

ていかなければならないことですけども、これを

活用してね、これは結構な額になりますよね。通

常の地域だとね、例えば市町村で１０．５億円が

１６．８億円に膨れ上がるとかね、定住自立圏の

ものを使うとね、よりよいお金を使えると。ただ



- 5 - 

し、金融機関とね提携をして金融機関の協力を得

なければならない部分でもありますが、地元のね

金融機関あたりは協力すると言ってくれているよ

うですし、その辺も含めてね、これ考えてみても

いいじゃないかと。もちろんそれは民間の事業者

がいた場合の話ですけど。ただそれを見い出すの

も我々議員や自治体の仕事ではないかと私は思っ

ております。 

そういう部分で、これちょっと活用してみても

おもしろいかなという部分がありますけども、そ

の辺はちょっと意見としてね、どのように考えて

るのかお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさしていただきます。 

確かに、ふるさと融資という制度の部分につい

てはですね、民間活力をやっぱり利用すると、さ

していただくという形の中では制度としてあるの

は承知しておりますけども、その部分で先ほど村

長も答弁の中にありましたけども、現状では今、

宗谷定住ビジョンの中では、ハード事業の部分に

ついてはですね、なかなか各市町村やっぱり体力

的な状況もありますし、そこまでまだ踏み切って

は議論になっていないと。逆にソフトの事業の中

からですね、既存のものを使いながら有効に活用

して事業を進めていきたいと。例えば学校で言え

ばですね、教育関係であれば各事業所団体のです

ね、いわゆるスポーツの誘致とかそういう大学生

の誘致とかいろいろなところが今現状では話され

るのかなというふうに思っています。 

確かに今後の部分ではですね、やはりそういう

施設の老朽化あるいはその施設の修繕、いろんな

ことが考えられてくると思いますし、もちろん今

これから内容をやはりきちっと精査しなければい

けないというふうにも思っております。その中で

やはり、この地方創生を考える上ではですね、産

学官、あるいは金融との連携というのは最重要な

課題になってくると思いますので、そういうとこ

ろの実際のハード面あるいはソフト事業のところ

が出てきた時にですね、活用を含めて今後検討さ

していただければというふうに思いますので、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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：よくわかりました。 

しかし今、副村長がおっしゃったようにね、ソ

フトの面を充実したいということでありますが、

これ地方創生という部分を考えた場合にね、やっ

ぱり最後にたどり着くのは雇用という部分にたど

り着くと思うんですよ。まったく仕事がないと、

いくらねこの猿払村にいてくれって言っても仕事

がない人は出て行くだろうし、子育てがしづらい

人は不便だと思うだろうし、そういう部分が根底

にあると思うんですよね。やっぱりソフトも当然

これ進めていかなければならないことであります。

しかしね、ハードの部分もやっていかなければ、

これ雇用というものがなかなか生まれてこないん

じゃないかなと思うんですよね。仕事をつくって

あげなければいくらね若い人にね猿払に来て住ん

でくれだとか、出て行かないでくれって言っても

ね、なかなかこれは難しいものであると。今後ね

ソフトの部分だけではなくて、ハード部分も積極

的にね進めていっていただきたいなと思っており

ます。 

それから、この協定書の中に水産物の高付加価

値化推進という部分があります。これも例えば本

村のね一次産業、例えば漁業にしてみてもそうで

すが、この価値を高めるという部分でね、これも

いろんなことを今まで質問をしてきました。行政

もやっていただいていると思います。その部分も

ね難しいものがあるんですけども、これを定住自

立圏でやろうとした場合に中心市ももちろん漁業

が主力の産業でありますし、本村も一次産業が主

力の産業であります。その中でね、これ一緒にや

っていこうって言ってもなかなか難しいものがあ

ると思うんですよ。その中で道立総合研究機構、

いわゆる道総研ですね、この存在をご存じなのか

どうか、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）：存じております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 
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○議員（山森清志君・登壇）：これ私調べたところ

によると、この道総研にいろんな研究ニーズの調

査というものをお願いできるんですね。その時に

ほとんど道総研内では、ニーズ調査をしていない

という部分です。まあ若干はありますけども、特

に本村の主力産業である漁業に関して、特にホタ

テに関しては皆無であるというお答えをいただき

ましたが、この辺もねちょっと調査というものを

提出してみてはどうかなと。これは私の提案です

けども、おもしろいのではないかなという感じは

します。それをやるために定住自立圏を使うとい

う部分もありますし、もちろん本村単独でやって

みてもこれはいいのではないかと思ってますけど

も、定住自立圏でやった場合もね、中心市だろう

がほかの地域だろうが、例えばホタテがメインの

本村ではありますけども、ホッキを捕っている自

治体もありますだろうし、中心市あたりはね、ま

あタコだとかオオナゴだとか、ほかの部分もあり

ます。もちろんホタテもあります。 

例えば、本村にしてみるとホタテのねヒモ、い

わゆるミミですよね、あの部分はもの凄い量が廃

棄されているという現状もあります。その辺も含

めてねホタテの価値もありますし、そのほかのね

今まで捨てていたものを再利用して価値を付けて

ほかのね商品にして、本村のＰＲにもなりますだ

ろうし、もちろんこれ本村でなかなかやろうとし

てもね、これ前にも一般質問させていただきまし

たけども難しいものがあるんですね。施設の部分

もあるだろうし、なんとか民間のね、ものを活用

してやっていただければいいのかと思いますけど

も、この道総研をね、利用するって言ったらおか

しいですけども活用して研究をね、していただけ

ればすごくありがたいと思うんですけども、その

辺のこともちょっと前向きに考えていただけない

かなと思いますけども、企画政策課長いかがでし

ょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

私としましても、この宗谷圏域で捕れる水産物

のブランド化・差別化についてはたいへん重要な

ことと考えております。現在のところ、圏域内に

おける水産物の高付加価値化に向けた商品開発の

調査・研究に関しての取り組みは進んでいないの

が現状でございます。圏域としましては、まず意

見交換や協議の場がある中で、必要であれば私の

ほうからですね、積極的に宗谷圏域のいろんな特

産物があるかと思いますけども、それを何とか高

付加価値化を付けながら圏域の中で宗谷全体とし

て道内外の方々に売り込みができないかというこ

ともですね、検討させていただくように今後そう

いう場があればですね発表させていただきたい、

協議をしていただきたいというふうにお願いをし

ていきたいと思います。 

また、圏域の中の生活機能の強化というところ

でですね、地場産業の育成という部分もあります。

当然行政同士だけではなくて、そういう民間の活

力・力をお借りしながらですね、そういう部分の

商品開発も進めていければありがたいなというふ

うに思っております。また、なんと言ってもどこ

の圏域もですね人手不足という形が今懸念をして

おります。今、議員のほうからホタテ加工場につ

いてのミミの部分も約半分ほど、ほんとは人手が

いれば商品になるのに水産業の産業廃棄物として

お金をかけて投げている、廃棄してるという現状

も漁業協同組合のほうからお話を聞いております。

なんとかこの部分をですね、ミミ・コッコの部分

をですね、なんとか商品化できないかという部分

に含めて、それと並行しながらですね、なんとか

人手の確保・労働者の確保も今後引き続きやって

いきたいなというふうに思っております。 

この部分につきましてもですね、猿払村だけで

はなくて宗谷全体で労働者の確保というか担い手

の確保を進めていかなきゃならないというふうに

考えておりますので、この部分につきましてもで

すね、協議の場が年に一度ほどありますので、そ

の部分で各組長さんときちっとお話をしていきた

いなと思っておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いしたいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 
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○議員（山森清志君・登壇）：今のお答えいただい

た部分は次の質問に被ってしまっておりますんで、

そのまま次の質問にいきたいと思います。 

定住自立圏協定の中の生活機能の強化に係る政

策分野において、水産物の高付加価値推進の取組

内容が示されていますが、圏域水産業の活性化を

図るため水産物の付加価値を高めることは重要で

あり、事業者の安定経営につながるものでありま

す。水産物の商品開発を進めることは、二次産業

の冬期間の閑散期の経営改善にもつながるもので

もあり、どこにも負けない商品力の開発は喫緊の

課題であります。さらに、高付加価値の商品開発

を進めることで水産廃棄物の減少にも貢献するも

のであります。しかし、このような事業は専門的

な技術も必要であり、圏域として国や道の施設の

設置等も要望するべきであり、同時に民間の専門

機関への要請も進めるべきと考えます。定住自立

圏協定における施策を将来の水産業の発展に活用

すべきと考えますが、村としての展望をお聞きし

ます。 

この部分で今ほとんど私の質問と村長の答弁が

終わってしまったと思うのですが、ここの部分で

言いたいのは、民間業者ですよね。先ほど村長も

今言ってましたけども、何をするにも人手が足り

ないと。人手が足りない人手が足りないと言って

るだけで終わってしまえばそれで済んでしまうわ

けですけども、その辺も含めてね人材確保も含め

て協議・検討しなければならないことではありま

すけども、やっぱり冬の間ね、その働いている人

をどうするのかという部分でありますよね。それ

はやっぱりホタテはあがってないわけですから冬

期間は。今、ミミをね加工している業者というの

は、冷凍していたミミを冬期間の間に引っ張り出

してきて加工してね、なんとか仕事をしていると

いう部分であります。ただし、これは実際に聞い

てみると儲からないですね全然。儲からないけれ

ども、何もしないよりは良いかなという部分でや

っているのも現状であります。その辺も含めてね、

やっぱり商品開発をして、もっともっと民間業者

にね活力を与えてあげるようなことも行政として

ね、やっていかなければならないことだと思いま

す。それも道総研を使っていろんな事をしてみる

というものも、これ私挑戦してみてもいいんじゃ

ないかという気もいたします。 

最後にね、その辺も含めて、これは雇用の創出

にもつながりますのでね、どういう考えであるの

かというものを、もう一度村長にお聞きをしたい

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）：過去にですね、道立

工業試験所というところがありまして、そこのと

ころで昔私が担当していた部署でバイオマスタウ

ン構想をつくる時に、なんとかそのホタテの貝殻

ですとか、それからホタテのウロをですね利活用

できないかということでいろんな調査研究をやっ

ていただいた経過もあります。そういうことも含

めてですね、道総研のほうにホタテだとか牛乳だ

とかいろんなことがありますので、それ一品一品

ではなくてコラボにした形の中で何かできるかと

いうことを含めながらですね、今度ちょっと道総

研のほうにですね、ちょっとお話をさせていただ

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）：ぜひ成果のある事業

を進めていただきたいと思います。 

では、次の質問に移りたいと思います。 

二つ目の地域間連携についてでありますが、こ

れは定住自立圏とは別にね、これは定住自立圏と

いうのは中心市があって、ほかの地域があるとい

うことですが、これはそれは抜きにしてね、ほか

の地域との連携という部分で何度か以前にもお聞

きしましたが、管外地域との連携は、既存の事業

の強化推進や新しい分野での事業計画など地域発

展のための起爆剤となり得る可能性を秘めている

ものであると考えます。 

現在進められている管内自治体と東京都港区と

の連携はどのように進めているのか、また、今後

どのような事業計画を提案していくのかをお聞き

します。 
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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

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

これまで宗谷町村会が主体となりまして、管内

全市町村により連携事業について協議をしてまい

りました。 

去る７月に、私を含め管内町村長が港区へ訪問

し、区長との懇談を行ったほか、８月には各町村

担当者が港区との連携事業推進に係る協議を行っ

てまいりました。その後、数回にわたる管内町村

担当者会議を経て、１２月の港区政７０周年記念

式典に私も含めて管内９町村長が参加をしてまい

りました。そこで各町村の物産展もあわせて開催

をさせていただいております。 

平成２９年度におきましては、既存の港区の 

イベントへの参加としまして、「みなと区民祭り」

「商店街と地方都市との交流物産展」のほか、港

区役所ロビーで宗谷パネル展の開催、情報発信・

ＰＲ事業としまして、「ＰＲ映像の放映」「港区職

員向け広報紙への情報提供」「庁舎ロビーにおける

各種パンフの展示」「ＰＲ物品やチラシ等の作成」

を今後予定をしております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まず物産展うんぬん

という部分がありましたけど、ほんとにもう大昔

からよくあるイベントというかね、お祭りみたい

なものでありますけれども、まあＰＲもしていっ

ていただきたいと思います。もちろんそれはもの

すごぐ重要な事でありますけども、そこで今まで

はね終わってしまったんですよ。ただ行って、物

を売って、知ってもらってという部分で済んでい

たと思います。 

最近ね、東京都２３区もふるさと納税を始めた

というものが新聞にも書いてありました。今まで

していなかったようですけど、東京都もやっぱり

ね地方創生に目を向けてきたのかなという部分は

します。まあそうですよね、東京都もいずれは人

口減少に陥って超高齢化になるという話がもう出

てきてますんでね。その辺の部分で東京の２３区

自体もね徐々にその危機感を覚えているのかなと

いう部分もしますけれども、ＰＲや物産展という

ものももちろん当然必要です。しかし、私が言い

たいのはね、もっと踏み込んだ事業をね今後やっ

ていけないのかと。ほんとにね実のあるというか

ね、お互いにそのウィンウィンていうか、ものを

ね提案していかなければならないわけですし、こ

の港区とのね連携も近隣の自治体がもともと林業

で親交があったものを、我々にもその港区とやら

ないかという部分でそういうふうになったいう話

をお聞きしましたけども、林業でつながっている

わけですからね、私達だって何かの形でねもっと

踏み込んだほんとに村民のためになるようなね、

事業がこれからやっていけると思うんですよ。本

村にはお金はありません。しかしアイデアは生ま

れるわけですから、その辺も含めてね住民の雇用

だとか、その辺も含めていろんな部分をね今後事

業を計画していかなければならないのではないか

と思いますけども、これ宗谷圏域全体でやるわけ

ですから、もちろんみんな足並み揃えて行こうね

というふうになるわけですけども。 

言ってみれば、これ競争だと思うんですよね。

その港区とどんな事業をするのかという部分で、

本村はこういうものがありますと、ぜひ一緒にや

りませんかという部分もね、今後、村長に提案し

ていただきたいと思うんですけども、その辺を含

めてどうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：この地域連携につい

ては、やっと取っ掛かりが今できた段階で、担当

職員同士が本村、宗谷圏域の部分とですね、それ

から港区の職員との交流も含めながら、やっとい

ろんな事業展開がやっとこれから進んでいくのか

なというふうに思っております。 

議員の今ご提案あったとおりですね、今後本村

の魅力だとかいろんな部分を港区の中で発信して

いけるような形で取り組んでいきたい。また宗谷

９市町村がですね、全体的に元気になっていける

ような取り組みをですね、担当者会議も含めなが

ら組長会議も含めて提案をしていきたいというふ
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うに思っております。 

今言ったとおり、やっと取っ掛かりができた段

階なんで、これから宗谷管内だけではなくてほか

の圏域もですね港区と連携をしているところがあ

りますので、そういうところもいろんな勉強をさ

せていただきながら今後進んでいければいいなと

いうふうに思っております。今質問にあったとお

り、村の特色も出しながらですね、私も積極的に

進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）：今の村長の答弁です

と、やはりみんなで一緒に足並みを揃えてねやっ

て行こうねというふうにしか私には、もちろん村

長として、ほかの市長や町長さんの部分もありま

すから、そう言わざるを得ないのかなという部分

はありますけど、これはあのう東京都のね港区に

選んでもらうのではなくてね、我々から売り込ん

でいかなければならないと私は思ってるんですよ

ね。そんなものを待っていたってしょうがないわ

けですから、そんなものにお金を使う必要はない

んですよ、はっきり言って。我々からこういうも

のがありますと、ぜひ一緒にやりましょうという

言葉がなければ、たぶん事業にならないと思うん

ですよね。またお金使って終わりかと、補助金も

らってやってるわけですからね。村の税金を使っ

ているわけじゃないって思うかもしれませんけれ

ども。その実にならないと思うんですよ、結局。 

ここまでせっかくね新しい考え方で出てきたわ

けですから、本村から売り込むようなね、なんで

猿払だけそんな事するんだって言われるのかな、

どうかわかりませんけども、それだとね何の意味

もないと思うんですよ。ただやりましたという部

分でね、喜ぶのは北海道ぐらいであって本村の住

民は何も喜びませんから、そんな事をしても。ぜ

ひその東京都港区のね、良いものをこの村に持っ

てこれるような事業展開をねしていただきたいと

思います。 

次の質問です。 

②の部分で、地域間連携は相互の利害が合致し

なければならないものであり、脆弱な部分を補う

ことで地域を発展させなければなりません。 

その中で本村は医療の分野において、専門医等

の不足により住民は多くのリスクを負いながら地

方医療機関へ足を運んでいるのが現状であります。

現在は地方医療機関からの出張診療も実施されて

いますが、今後さらなる専門医、特に小児科など

の医療の充実を図ることで若年層対策の強化につ

ながるものと考えます。生産労働者への対策は、

高齢者対策と同等のものでなければなりません。

若い世代は今後、本村の将来を担う世代であり、

定住促進の観点からも施策の強化は重要でありま

すが、村としての考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：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。 

前段で、現在村の国保病院は、院長と副院長に

よる常勤２名体制で診療を行っております。さら

に旭川医大から毎月２回、それぞれ循環器内科と

呼吸器内科、場合によっては呼吸器外科の医師を、

また毎月１回ですね、眼科医師の派遣協力を受け

ながら、年に数回、札幌から個人の医師にもご協

力をいただいております。これは前に院長をして

おりました山本先生に今現在来ていただいている

ような状況でございます。 

まず、ご質問のですねえ、地域間の連携による

医療充実ということに関しましては、宗谷管内の

北部８市町村の行政・医療の各事務部門で構成す

る「宗谷地域自治体病院等連携検討会議」という

ものがございまして、ここで各医療機関や市町村

の現状について情報交換を行っている会議でござ

います。医師の確保に苦慮しているという共通理

解はあるものの、求める内容がそれぞれ違い、実

を結ぶことには現在つながっておりません。 

議員ご質問の小児科医師を含めた専門医による

医療の充実ということでは、１点目の東京都港区

との連携なども想定されているかと思いますけれ

ども、正直申し上げまして、小児科医師の派遣、

またはこちらの方に移住して来ていただくといっ

た部分については、正直言って思い浮かびません
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でした。 

今後につきましてはですね、連携交流の中で実

現されていく場合には、連携項目の一つとして検

討させていただきたいというふうに思いますけれ

ども、どうしても後ろ向きの回答になってしまう

んですけれども、なかなか医師不足という部分に

ついてはこの宗谷全体ではですね、１０万人に対

してほんとに全道・全国では最低のほうのランク

でございます。この医師確保についてはそれぞれ

の組長さんが非常に苦慮しているところでござい

ますけれども、そういうことも含めながらですね、

専門医の確保と、こういう小さい病院、猿払村で

言いますと小児科医師というのは過去に奨学資金

を出してですね招へいをしようということを試み

た経過もございますけれども、最終的にはですね

卒業する時にお断りをしてきたという経過もござ

います。小児科医師については非常に僕も重要だ

と思ってます。子育て支援する時についてはです

ね、どうしてもうちの村にできれば総合心療内科

医師、循環器医師も含めながら小児科医師という

のは必要なんだろうなと。稚内市の小児科医につ

いても先生方のお話を聞くと非常にお忙しい、苦

慮されているというお話も聞きますので、何とか

ですね中心市、これは定住自立圏のほうになっち

ゃいますけれども、中心市の稚内市のほうにご努

力をしていただくのとですね、我々も医師確保に

ついて今後しっかりと努力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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今現在、出張でね来

ていただいてる医師の方もいますけど、もうだん

だんね年々高齢化になってきてね、いずれは来れ

なくなるんだろうかなという気もいたします。そ

ういうわけでね、私がなぜこの質問をしたかとい

うと、小児科医などのねお医者がいないと、昔か

ら猿払村はそれに苦労してるという部分も知って

います。要は若年層対策、港区との連携がね医療

の部分で駄目だという部分も何となく私にはわか

ります。これはすごく難しいことなんですよね、

医療関係っていうのは。近隣のね実態を見ても、

猿払村はまあ何とかなっているのかなという、ま

あ何ともなっていないんですけども、もっとすご

いところがあるという話もお伺いしています。そ

の辺も含めてねお互いに同類じゃないですけども、

ないんだったらないなりにね、困っている部分は

お互いに地域で連携して、良いところと悪いとこ

ろを連携するのと同時にね、足りないものを一緒

にね連携して良いものを一緒に探そうというアイ

デアも良いのではないかという感じもいたします。 

もちろんね、これからも改善に向けて努力して

いただきたいと思いますけども、要はこれも先ほ

ど村長も言っていたように地方創生なんですね。

若い人がやっぱりね、子供が生まれて小さい子供

を持ってる方は大変なんですよほんとに。夜中に

ね子供が熱出しても皆さんここの病院に連れて来

ないで朝まで待って、それでもうちょっと大きい

病院があるところまで車で連れて行くと。お母さ

んが働いている人はお母さんが仕事を休んで連れ

ていくわけですよ。そういうものをやっぱり見て

きていますのでね。大変だと思います。そういう

ことをやってると、もうちょっといい条件がある

所があるんだったら他の地域に行って働こうやと

いうふうに考えてもこれは当然おかしくないです

よね。どうしてもここに居なきゃならない人だけ

が残ってる状態になってますんでね、そうじゃな

くて猿払村はね、子育てしやすいよと言ってもら

えるような物をつくっていただきたいという部分

も含めて、この質問をさせていただきました。 

そういう努力もね必要ですし、今高齢化が進ん

で本村も施設を建設しています。もちろんこれ高

齢者対策というのは最重要でありますから、しな

きゃいけないことでありますけども、そうなると

我々はどうなんだという意見も若い人の間から聞

くこともたまにはあります。やっぱりそう見えて

しまうんですね。我々はいいのかと、働いて給料

をもらっているからいいんだろうと。年寄りをね

高齢者の人を手厚くねやって、その分俺達にも少

し何か考えてくれないのかなって言う方も中には

いるわけですよ。その辺も含めてね、やはり同時
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に若年層対策というものを進めていかないと、高

齢者はね高齢者として平均年齢を見てわかるよう

に日本は高齢化社会ですけども、いずれはいなく

なる方です。我々ももちろんそうです。高齢化に

なってね、ある程度の年齢になるといなくなるわ

けです。だけどその時に、次の若い人がどのくら

い残っているのかというふうに考えると、やっぱ

りこれは恐ろしくなってくるんですよね。まあ少

なくなれば少なくならないように考えればいいや

という考えもあります。もちろんそうです。だけ

どもやっぱりねえ、努力ってものをねこれからも

していかないと、今していかないと、これ１０年

後はないというふうに私は思ってますんでね、そ

の若年層対策もねしっかりと大会計の予算の中に

含めていただきたいと思いますけども、その辺も

含めて意見を聞きたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに出生、子育て

支援という部分については、非常に重要な課題だ

と思ってます。議員おっしゃるとおり、すべて猿

払村の中で完結ができれば一番いいんだろうとい

うふうに思っております。ただ現実問題として、

私も医者の招へいについていろいろ副村長もはじ

めですね、各学生や各医療機関を回りながらです

ね、いろいろ努力をしている最中でございますけ

れども、専門医という部分では、どうしても田舎

という部分については、やっぱり循環器の医師が

どうしても重要になってくるというところも含め

てなかなか小児科のですね専門医という部分につ

いては、今のところ招へいできてないというのが

現状です。これはもう非常に重要だというふうに

私も思っております。今、議員おっしゃるとおり、

あの子供というのはいつ病気になってしまうかわ

からないという状況もありますので、そういう時

のために、うちの村に小児科の先生がおられると

いうことについては、非常に、もしいればですね、

ありがたいなというふうに思っております。まあ

そういうことも念頭に置きながら、これから医師

の招へいも含めてですね、やっていきたいという

ふうに考えております。 

僕は高齢者福祉ではなくて、当然子育て支援と

か今いろんな部分でも力を入れさしてもらってる

というふうに思っております。その一つとして、

いろんな保育料金だとか学童の部分についての料

金体系の見直しをさせていただきましたし、いろ

んな形で少しずつではございますけれども、なん

とかそういう部分にも力を入れさせていただきた

いというふうに思っておりますし、教育関係につ

きましても、やはりこれからは次世代の子供達に

若い人方にやはり猿払村を背負っていってもらわ

なきゃならないという部分がありますので、当然

そちらのほうにも軸足を置きたい。さらに高齢者

福祉につきましてもですね、やはり今まで一生懸

命猿払村のために頑張ってこられた方々について

も、やはり最後は猿払村に住んでて良かったとい

うような終活を迎えてもらえるような形もしてい

きたいという形の中で考えておりますので、決し

て若い人方をないがしろにしているわけではござ

いません。 

全体的にやはりどうしても基本的に予算配分い

ろんな形で軸足を置くところについては、ちょっ

と差はあるかと思いますけれども、今後のやって

いく中でですね行政運営をしていく中で、またき

ちっと手当てをしていきたいというふうに考えて

おりますので、ご理解のほどをよろしくお願いし

たいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：医療の部分ですけれ

ども、今ね村長が言ったように、ここに来て住ん

でいただいて病院を任せていくという部分は本当

に難しいと思うんですよ。ほかから来てね、ここ

に住んでくれと、もちろん探せばいるかもしれま

せん。ただ確かに難しい、これが現実、これは認

めます、現実です。でもやっぱりね、その中でや

っぱり医療という部分は、これ無くてはならない

ものですからね。出張診療でもいいです。月に１

回でも２回でも１週間に１回でも、ほかの地域か

ら来ていただいてね、できればこの地域間連携で

ね、ほかの自治体も困っているというのであれば、

猿払に来ていただいた翌日はその地域に行って診
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察していただくという部分も、これは自治体との

連携になると思うんですよ。こういう人がいます

けど、どうですかと。これが決してね、それは定

住自立圏ではありませんから中心市は必要ないん

ですよ。これが必要ではないかと私は思っていま

す。 

ただ、その若い世代から聞こえるのは税金を払

っている自分達がね、やっぱりそうではないんで

すよ。村長が言ったようにね、ないがしろにして

いるわけではないです。ただ、そう見えてしまう

のも現実です、これは。どうしても箱物をつくる

とそう見えてしまうんですよ。ただし、目に見え

るものというのは難しいのかもしれませんけど、

ぜひね若年層にも目を向けて、だいじな納税者で

すから、その方達の対策もね今後事業としてきち

っとね予算に上げていただきたいと思います。 

ということで質問を終わります。 

答弁はいりません。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 １１時まで。 

 

休憩 午前１０時４６分 

再開 午前１１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。 

３番、高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：それでは一般質問通

告書に従い質問をさせていただきたいと思います。 

まず１点目の冬期間の防災対策についてお伺い

したいと思います。これから本格的な冬を迎えて、

天候不順により道路の通行止め、あるいは停電に

よる被害がないことに越したことはありませんけ

れども、例年からすると、この冬も数回は荒れる

のではないかというふうに予想されます。その中

でまず、道路交通網についてお伺いいたします。 

道路も国道・道道・村道とあるわけですけども、

それぞれの管理下の中で住民の方々に支障がない

ように、昼夜を問わず状況の把握と維持管理に努

められておられます。 

まず１点目に、国道管理の開発建設部、あるい

は道道管理の土木現業所と村との関係ですけども、

どのような連絡網・情報の伝達の共有を行ってい

るか。また、村から国道・道道への管理者に対し、

どのような権限をお持ちなのかをお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの高橋議員

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

国道・道道・村道の各道路管理者とそれに携わ

る関係機関が毎年協議を行っております。その内

容としましては、普段からの雪害対策はもとより、

緊急時の対策などについても協議を行っており、

宗谷管内関係機関の道路緊急情報連絡体制を構築

しているところでございます。 

また、道路維持につきましては、国道・道道・

村道それぞれの道路管理者が責任を持った中で行

っております。ただし、村としましてもさまざま

な情報や問題に対し、国道・道道問わず情報共有

を行っているほか、気象状況を確認しながら担当

者がパトロールも行っております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ずいぶん昔の話にな

りますけども、国道が通行止めになった場合に、

ゲートの前で人工透析で病院に通う方が車の中で

そのゲートの前に止まっていてですね、開くのを

待っている姿をテレビで見たことがありました。

村民の方の中には通行止めになった時に、そのゲ

ートを管理する方と知り合いがいてですね、直接

電話をして聞いているということも伺ったことが

あります。それからスクールバスを通すために何

時にゲートを開けて、バスの前を除雪車が走り、

その後に続けば通ることができるといった情報が、

職場だとか、あるいは事業所等に入ってですね、

聞きまして行ってみたら、すでにもう閉まってい

て帰ってこれなかったということも私自身も体験

したことがありました。 

ほとんど住民の方は細かい情報がなかなか入っ
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てきません。緊急性のない場合にはですね、自宅

でじっとしていて下さいと言えるんでしょうけど

も、例えば今日、病院の通院日で薬がなくなるだ

とか、あるいは子供が熱を出して病院に連れてい

きたいとかっていう、そういう事情もいろいろあ

るというふうに思われます。その時の状況にもよ

りますけども、いつ開くのか開かないのかを知り

たいですし、その情報によってある程度自分で判

断することもできるというふうに思います。 

緊急の場合にはですね、村長にお願いをして村

長自ら指揮をとっていただけるというふうに思う

んですけども、できるだけ細かな情報を伝達でき

るように、その体制をとっていただきたいという

ふうに思っております。そういった場合にですね、

どこに電話をすればいいのか。そういったものを

役場の中でですね、体制をとっていただきたいな

というふうに考えているんですけども、これ村長

でよろしいでしょうかね、お聞かせいただきたい

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）：災害対策の部分につ

いては私がトップになって、非常時の場合につい

てはトップになって連携をとってやります。 

役場にですね、どこに電話をかけてもきちっと

その連絡網が今後伝わるように、連絡をされた住

民の方々に伝わるようにやっていきたいというふ

うに思います。最終的には電話がくるのが総務課

のほうになるかと思いますけども、最終的には総

務課の防災情報係のほうとですね、それから建設

課のほうの道路のほうもありますので、そちらの

ほうときちっと情報を共有しながらですね、皆様

方にきちっと正確な交通網が伝達ができるように、

きちっとしてまいりたいというふうに考えており

ます。最終的には総務課のほうにですね、ご一報

をいただければ、きちっと正確な情報を伝達でき

るように今後していきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：わかりました。 

国道それから道道の管理の部分については、毎

年協議を行っているっていうことでわかりました。

ただやはり先ほども言ったように、どこにかけて

もどうなるかわからないじゃなくて、だいたいの

予測でもいいんですけども次の判断をできるよう

な、これ全村民の方が対象じゃないと思いますけ

ども、その時に緊急性を感じるだとか、買物に行

こうと思ったけども今日は止めるといったことで

あればいいんですけども、そういったところの先

がちょっと見えるような体制づくりをお願いした

いというふうに思います。 

次の２番目ですけども、停電の場合に過去にも

復旧までに長期化することがありました。猿払村

では今、「ほっとメール＠さるふつ」ということで、

推進拡大したい旨の方針をお聞きいたしました。 

また、農協のほうでは、農家に対して「家畜総

合管理システム事業」で、全戸にタブレットの配

置を進めているというふうにも聞いております。

それらも含めて緊急時の対応に活用できればと考

えておりましたが、その進捗状況についてお伺い

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

お答えさせていただきたいと思います。 

ＪＡ東宗谷に確認しましたところ、この「家畜

総合管理システム」により、全農家にタブレット

端末６２台をですね、配布済みということでござ

いました。緊急情報等メール配信サービス「ほっ

とメール＠さるふつ」につきましても現在使用可

能となっておるというふうに聞いておりますので、

ご理解を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）：ほっとメールと言い

ましても、高齢の方だとか携帯を持っていないと

か、特にご高齢の方については停電の場合にです

ね、ストーブもつかずに寒い中で、避難場所にも

行こう行きましょうと言っても、なかなか布団に

入っているからとか、もう少し我慢していればつ

くんじゃないかと言う方もおられるというふうに

聞いております。 

前回の時もですね、役場の職員の方々が除雪も



- 14 - 

されていない道をですね、一軒一軒歩いて情報を

伝えておりました。次の質問にもちょっと関係し

てくるんですけども、この停電の時にですね、北

電なんかにも電話しても浜頓別にはつながってい

ないようで、どこかのオペレーターにつながって

いきます。結局どこの現場でどうなっているのか、

なかなかわからないという状況になります。こう

いった事も先ほどの通行止めの関係もですね同じ

なんですけども、これらについても一緒にですね、

対策というか対応の仕方を考えていただきたいな

というふうに思っております。 

その次の三つ目の停電についての３番目の質問

ですけども、猿払村の送電線の回路というのが、

浜頓別からの１回線というふうに聞いております。

緊急時の場合にですね、浜頓別の場合は２回線あ

るというふうに聞いておりまして、どちらかが１

本駄目になってもですね、もう１本の回線から復

旧できるというふうに聞いておりますが、猿払村

も北電に対して沼川経由ですとか、あるいは宗谷

岬経由ですとか、そういった要望ができないもの

かなというふうに考えます。その必要性について

村長に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

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

私もあの４年前の全村的な大規模停電事故を振

り返りますと、ほかの送電ルートがあればという

思いはあります。新たな送電網の整備を要望して

はどうかというご質問でございますけども、現状

では議員おっしゃるとおり、本村への送電ルート

は浜頓別方面からの１系統しかない状況でござい

ます。ほかのルートからとした場合は、稚内方面

もしくは曲渕方面からのルートが考えられますが、

北海道電力に実現可能性について確認しましたと

ころ、今後の老朽化対応や事故の状況等を踏まえ、

更新時にその可能性はあるものの、現在のところ

具体的な計画は持っていないということでござい

ました。 

なお、北海道電力からは、４年前の停電事故が

送電線同士がからみ合って起こったことがその原

因であることから、その教訓を踏まえ、電線の間

隔を広げたり、支持物の強化などの対応をいただ

いているほか、村内での停電時における速やかな

情報提供などもしていただいていることを申し添

えておきます。ただ現在のところ、今後そういう

形の中で更新していくという部分については、な

んとか浜頓別経由だけではなくて、あとの２系統

の部分もなんとか検討していただけるようにきち

っと北電のほうには要請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）：ぜひともそういった

要望をですね考えていただきたいと思いますが、

今、私が聞いている範囲ですと風力発電の関係、

それから再生エネルギーの関係で売電をするため

に、中川町から稚内に３０万キロワットの送電線

を装備させてもらうような要請が今、市町村にも

お願いしてやろうとしている話を聞いております。 

これから村長のところにもいろいろな説明がある

のかと思いますけども、３０万キロというのは今

の現状の送電量プラス３０万キロ、要するにその

分は風力発電というふうに聞いておりますけども、

その中に１万キロワットの再生エネルギーが通れ

るような内容の要請をこれからしていこうという

動きがあるようです。 

その再生エネルギーというのは１万キロの再生

エネルギーというのは、猿払村に先ほど村長も言

われました樺岡の方からとか線がもしつながれば

ですね、猿払村の酪農家でバイオガスやったとし

ても全戸網羅できる容量だというふうに聞いてお

ります。このことは将来的に考えますとね、いろ

んなそのエネルギーの使い方、活用の方法も含め

て猿払村の電力というかエネルギー含めて、いろ

んな選択肢ができるのかなというふうに考えてお

りますので、ぜひとも今のうちから農家にしても

廃棄物の処理にしても、そこから出てくるエネル

ギーを利用できるといったそういう選択肢ができ

る環境整備にもつながるのかなというふうに考え

ておりますので、ぜひともそういった話になった
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時にですね、一緒に今の停電も含めて対策として

はいい方向に進むんじゃないかなと思っておりま

すので、ぜひともご検討いただくようにお願いし

たいというふうに思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

２番目の基幹産業及び地元企業とのコミュニテ

ィーについてお伺いしたいと思います。猿払村の

財政を考えた時に少子高齢化・住民の減少、ある

いは既存施設の存続か廃止など、課題は山積みさ

れているというふうに感じております。 

税収が減少しても、子供の教育と保健福祉とそ

れからライフラインの維持管理というのは、最低

限守らなければなりません。既存の施設等の改

修・修繕、あるいは除却等のそういった優先順位

もあります。案件によってはですね、住民の意に

添わない英断をせざるを得ない場面も出てくるん

ではないかなというふうに思われます。 

住民の意向を聞くために現在、まちづくり懇談

会等も開催し、住民サービスに努めているところ

でありますが、猿払村の経済を支える第一次産業

の団体、あるいは土木・建設業、各種法人経営者

の皆さん等との懇談・それから意見交換も必要で

はないかなと思います。村長がその必要性につい

てどのようにお考えか、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いうふうに思います。 

議員おっしゃるとおり、限られた財源の中で行

財政運営を進めなければなりませんけれども、村

政における課題は少子高齢化や公共施設の老朽化

など山積している状況でありますので、地域住民

はもちろんのこと、さまざまな団体との懇談や意

見交換の場を持つことは、村政を預かる者として

大事なことと認識しております。これまでも個

人・団体を問わず、できるだけ多くの方々からの

意見をくみ取り、村政運営に反映させてきたつも

りではございますけれども、今後におきましても、

定期的なトップ同士の意見交換会の開催など手法

を検討しながら、村政執行に生かしてまいりたい

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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ほかの市町村を見て

ますと、経済懇談会だとか新年会だとかいろんな

取り組みをやっていると思います。今、村長が言

われたようにですね、いろんな課題を共有すると

いう意味で大事だというふうに思いますし、やは

りその地域で経済を支えているという意味でも、

逆に言うとですね、村長の思いを伝えるという場

面にもなるのではないかと思いますし、そういっ

た面での支援体制だとかも協力をお願いするとい

う場所にもなるかと思います。ぜひ総務課長、予

算を組んでできるように実現できるようにですね、

ご努力いただきたいというふうに思います。 

次の３番目の公共牧場についてお伺いしたいと

思います。 

猿払公共牧場につきましては現在、指定管理契

約の中で農協が受けて育成牛の預託事業及び牧野

管理として動いております。この公共牧場は、猿

払酪農の発展に多大な貢献をしてきたというふう

に評価をしております。現在、牧場では１６００

頭の育成牛の預託を行っておりますけども、それ

が今限界でありまして、農家ではまだ待機牛が控

えているという状況になっております。原因とい

うのは、収容スペースがないこと、それから建物

の老朽化にあるというふうに聞いております。 

これらの公共牧場の更新計画について、村の考

えを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）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

第７次猿払村総合計画実施計画におきまして、

平成２８年度から３２年度までの各年度で老朽化

に伴う牛舎等の修繕を計画しております。 

また、国や北海道が重視する農業農村管理計画

では、平成３２年度以降に道営事業で育成舎の建

設について現在要望しているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：今の更新計画と言い
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ますか、２８年から３２年までの間に考えている

ということですけども、これ指定管理の中で動い

ていますので、いろんな制約もあるのかなという

ふうに思いますし、村がやることですから、いろ

んな補助事業等の導入も視野に入れていることだ

というふうには理解できますけども、建物が非常

に老朽化してるのは現実でありまして、その中身

については担当の課で把握されているというふう

に思いますけども、これ今１６００頭といいます

と、猿払村の経産牛の１年間の更新牛、要するに

入れ替えしなければならない、年をとったから廃

牛になるとかという分の頭数に匹敵する頭数なん

です。ですから、これが事故がないとか、あるい

は寿命が少し１年延びますと相当な生産力につな

がってくるというものがあそこに預かっていると

いうふうに考えていただきたいと思います。です

から、それもまだ入りきらない牛がいるというこ

となんで、ぜひとも緊急性を持ってですね、その

対策に当たっていただけたらなというふうに思っ

ております。 

先ほども言いましたように指定管理を受けてる

中での話なんで、いろんな制約もあるかもしれま

せんけども、海岸縁でですね塩害のこともありま

して、いろんなことで、それから昔からの建物と

言いますか、非常に労働力の面だとか作業の省力

化等も含めてですね、検討しなければならないも

のがたくさんあるというふうに思います。ぜひと

もこれ緊急性を持ってですね、対応していただけ

ますようにお願いしたいと思います。 

②番目の質問ですけども、この牧場関係で公共

牧場の管理面積なんですけども、現在約３００ヘ

クタールというふうに聞いておりますが、さるふ

つ公園あるいはパークゴルフ場を設置した時に、

その分減った分は、村が責任を持って対応すると

いうふうに聞いておりました。公共牧場としては、

やはり村が責任を持ってその土地を確保すべきと

いうふうに思いますけれども、そのお考え方をお

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

お答えさせていただきたいと思います。 

過去からの村営牧野の用地につきましては、限

られた面積の中で道営事業等で草地更新を行い、

粗飼料を確保してまいりましたけれども、預託事

業で管理する育成牛の頭数も増加しておりますこ

とから、新たな用地の確保が必要であるというふ

うに認識を持っております。 

そのため、指定管理をお願いしている東宗谷農

協と粗飼料を確保するための土地の関係について、

現在協議をしているところでございますけれども、

なんとか跡地利用と離農跡地をですね、本当は指

定管理をさせる以上は、やはり村がきちっと土地

を確保して指定管理をしていただくというのが原

則であるというふうには認識はしております。 

現状は、農協のほうで離農跡地を契約をして借

りているという状況は、当然認識はしているとこ

ろでございます。なかなか離農跡地をですね、村

が買い取ってですね、指定管理料にきちっとやる

という部分については、財政的な部分もあって非

常に難しいところもあるんでございますけども、

先の自民党の移動政調会の中ですね、前段で組合

長ともお話をさせていただいて、移動政調会の中

で道議会議員、国会議員の方にですね、なんとか

離農跡地をですね村が買い取った場合の補助とか、

そういう部分をなんとか構築していただけないだ

ろうかというような要請もしております。 

今後も引き続きＪＡ東宗谷のほうとですね、こ

の部分についてはきちっと協議をしてまいりたい

というふうに考えておりますので、十分な答弁に

はならないですけども、ご理解のほどお願いした

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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：土地の関係につきま

しては、そういったいろんな取り組みをこれから

お願いするということなんですけども、ご存じか

と思いますけども牛の管理というのはやはり草が

中心で、やはり良質な安定的な粗飼料が基本にな

ります。仮に不足分をですね、ほかから買ったと

してもですね、ほんとに良いものばかりを買って
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食わせるということにもいかないということもあ

りますし、また経費ももちろんかけられないとい

う状況もあります。 

しかし、預けている農家の方にとってみますと、

適正な管理のもとで牛が成長し帰ってきて牛乳を

きちっと搾れる、そういった事を目的で預けてお

りますので、ぜひとも要望に応えれるように牧場

の土地の整備についてはですね、早急に検討願い

たいというふうに思っております。 

③番目のことなんですけども、この公共牧場も

含めまして基幹産業だという農業に対し、これか

らの行政の支援対策は、やはり猿払酪農の目標と

いうのが必要だというふうに思います。この農家

のほうも先ほども申し上げましたけども、高齢

化・労働力不足、それから後継者の問題で減少傾

向にあるというふうに思います。 

村の基幹産業として今後どのような予測で、ど

のような目標を持っておられるかを、お聞かせい

ただきたいというふうに思っております。 

○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

お答えさせていただきたいと思います。 

農家の高齢化や後継者不足により離農が進み、

農家戸数が減少していくんだろうと予測はしてお

ります。ただ、この現象をですね何とか現状維持、

もしくは上向きの状態にしていかなきゃならない

というのは、当然これは行政と農協との役割がき

ちっとあると思います。簡単なことではございま

せんけれども、猿払酪農を維持するためには、や

はりこの後継者不足の解消が急務であるというふ

うに思っておりますので、この担い手対策の部分

についてしっかりと重点を置きながら、今後進め

てまいりたいというふうに考えております。 

また、その手法としましては、現在、ヘルパー

組合とかいろんなところの担い手協議会とかいろ

んな所で実施しております。今後はですね、なか

なか都会に札幌とか東京に農業フェアとかに行っ

てもですね、なかなか担当者としては役場職員と

しては、なかなか具体的な提案ができないという

状況がございますので、今後はそういう法人です

とか個人の農家の方々が実際来ていただけるよう

な、具体的な条件が出せるようなですね形で今後

一緒にですね、そういうところに赴いてですね、

行けるような対策を今後構築していきたいなとい

うふうに考えておりますので、ご理解の程をお願

いし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）：今、農業のことで言

いますと、本来この公共牧場の取り扱いについて

もですね、目標をその猿払村酪農の目標を達成す

るためにその村としての施策で扱うべきだという

ふうに思うわけです。村が受益者じゃありません。 

先ほど村長が言われたように担当者がどうだこ

うだと言うのは、それはやっぱり農協だとか地域

の若い者だとか、そういった考え方を持って行っ

て一緒になって目標に向かってやるというのが理

想かなというふうに思うんですけども、やっぱり

１軒１軒の農家については、これは自営業であっ

て我々とやかく言える立場ではないというふうに

思っております。しかし、農業も猿払村の基幹産

業であると言うんであれば、その施策を村として

強力に進めるべきだというのは同意見だというふ

うに思います。ただし、村としてはやはり受益者

が誰なんだと、地域としての目標を立てるのは誰

なのよってことがしっかりしないとですね、村長

がいくら応援しようと思っても、「そんなもんいい

わ、放っておいてくれ」って言われる可能性もあ

ります。 

ですから、これは農業に限ったわけではないん

ですけども、やはり大きな目標を立てていただい

て、それに向かって何をどうすれば一番いい成果

があるのかということを、いつも頭に置きながら

ですね、進めていかなきゃならないんだなという

ふうに思いますし、我々もやはりそういった共有

の情報というか目標を持ちながら、いろんな部分

で協力できるものはしていかなきゃならないし、

駄目なものは駄目だというふうに言わなければな

らない場面も出てくるのかなというふうに思いま

すので、そういった意味でこの目標というものは、

産業課の課長さん、ぜひとも農協と地域なり、い
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ろんな面でいろんな意見交換をしていただいてで

すね、きちっとした目標を何年後にどうするんだ

っていうことを持っていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

次に最後になりますけども、④番目、移住定住

促進事業についてお伺いしたいと思います。 

移住定住促進事業もすぐには結果は出ないが、

アクションを起こし、少しずつでも住民が増える

よう雇用の場を含めて推進しようと動き出してお

ります。担当課の職員の方も丸くなって走り回っ

ているのも理解しております。 

それで、この前委員会でも話がありましたけど

も、移住定住を希望される方々を地域として、あ

るいは村としての受け皿が大事だというふうに思

います。各自治会の役員の方々、あるいは各種業

界の代表者の方々、こういった方との交流の場を

作る必要があるのではないかというふうに思いま

すが、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと

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。 

都会から本村に移住定住をして、来ていただけ

る部分については、いろんな医療サービス・行政

サービス・福祉サービスとか、いろんな行政サー

ビスがございます。そのことも含めながら、地域

の方々がいかに移住をして来てくれる方々を、ど

のように受け入れるかというところが非常に大事

なんだろうというふうに思っております。 

そういうことで、各種業界の団体代表者の方々

との関わりという部分につきましては、移住体験

住宅を利用するにあたり、原則就労体験を現在し

ていただくことになっておりますので、そこに関

わる事業所の代表者や職員の皆さんと、この体験

を通じてつながりを持っていただいております。 

次に、各自治会の役員等との関わりという部分

につきましてはですね、利用者の希望によっては

自治会町内会との交流を望んでいる方も今後出て

くるというふうに考えておりますので、利用者の

選択肢の一つとして、今後、各自治会とはお話し

合いをさせていただいた中で選択肢の一つとして

検討させていただきたいというふうに考えており

ます。また、今後そのすそ野が広がって代表者の

方々だけではなくて、いろんな地域に入り込んだ

中でですね交流をしていって、将来的にはいい村

だなという形の中で、猿払村に今後住んでいこう

というような方々を見出していければいいなとい

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）：この移住定住につい

ては、本州の方のお話を聞いていますと、受け入

れ先の住民の方々との人間関係が増えているとい

うふうに聞いております。それはその人間関係は

いいんですけども、先に移住された方とのネット

ワークが広がっていって、増えているというのを

聞いています。そのことはそのことでネットワー

クを使っていろんな方々とつながるのはいいんで

すけども、やはり住民の方となんとかそういう人

間性も含めて人間関係を作っていただいて、猿払

村の魅力を発信していただいて住んでいただける

という、そういう機会をつくりながら受け皿とな

って、きちっと受け入れをしていったほうがいい

んでないかなというふうに思います。 

これきっとですね、いずれいろんな事が起きる

のかなというふうに思っているんですけども、村

がすすめて入ってきました。それで公営住宅だと

か水道だとか、そういった公共料金が払えないだ

とか、その時にはいろんな契約上のあれがあると

は思うんですけども、隣に暴力団が入ってきたと

か、後でわかったとかですね、そういったことが、

これ村としては拒否できないというふうに思うん

ですね。 

やはり、ここに住んでいる住民の方と人間関係

があって、こう入って来ていただけるような、そ

ういった取り組みのほうが私はいいんじゃないか

なというふうに思っておりますので、ぜひとも今

先ほど申し上げた自治会ですとか、地区の役員さ

んだとか、いろんな方々とですね、人間関係を作

っていただく場所をですね提供していただいて、
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そして住んでいただけるように、ぜひ推進をして

いただきたいというふうに思います。 

以上で質問を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）：１番、笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それでは通告に従い

まして、１項目３点ほど質問したいと思います。 

この質問については、３．１１を受けての現議

長の質問とほぼ被っている内容なんですが、５年

経過したということもあり確認の意味合いも込め

て質問したいと思います。 

昭和３６年に国民の生命・身体及び財産を保護

するために災害対策基本法が制定され、道におい

ても防災計画を策定し、平成２１年４月に災害対

策基本条例を制定し、２７年に一部改定がありま

したが、災害対策に取り組んでいるところでござ

いますが、ここ１年をとってみても４月の熊本地

震、１０月鳥取中部、１１月福島沖と相次いで大

きな地震が発生し、また１０月の阿蘇山噴火等た

び重なる台風被害等により多くの生命・財産が奪

われました。 

北海道においても、８月、９月の台風１０号、

１３号により道路・交通・水道・電気等のインフ

ラが分断され、また記録的な降水により５０年に

１度の災害を想定していた河川ももろくも決壊し、

農地や市街地に多大な損害を与え死者・行方不明

者４名の尊い犠牲を払う甚大な被害をもたらしま

した。身近な所でも稚内市において、大雨による

土砂災害や河川の氾濫による浸水被害をもたらし、

避難勧告も発令されたところです。 

このように異常気象や想定を超えた災害がいつ

我が身に降りかかってくるかもしれない現状を踏

まえ、日頃の防災対策が重要と考えます。 

そこで、現在の村の対応状況を１点目、２点目

合わせてお聞きします。いざ災害発生時の行動マ

ニュアルの作成状況や避難勧告等の発令基準につ

いて、それが現況にそぐうものなのか。また、災

害時要支援者対策の策定状況と更新及び情報の共

有化は図られているのか。それから、それらは逐

次見直しは行われているのか。２点目の、 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。  

笠井君、ここは一問一答でやってますんで、一

つずつ質問していただけますか。 

 

休憩 午前１１時３５分 

再開 午前１１時３６分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

笠井君。  

○議員（笠井哲哉君・登壇）：はい、とりあえず最

初の問題について質問いたします。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの笠井議員

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。

それでは、最初に片括弧１の①・②・③という形

の中でお答えさせていただきたいというふうに思

っております。 

まず本村では地域防災計画を策定しておりまし

て、最終改定は平成２６年３月に行っております。

その中で、地震津波災害及び河川氾濫等の一般災

害ごとに「自主避難」「避難勧告」「避難指示」の

判断基準を定めております。そのほか村職員用と

しまして、防災初動マニュアルを作成し配布をし

ております。 

次に、避難行動要支援者対策としましては、地

域防災計画に基づき平成２６年３月に避難行動要

支援者の避難行動支援プランを策定し、名簿を作

成しております。対象者は、身体・知的などの障

がいをお持ちの方や６５歳以上の高齢者のうち、

避難の判断や避難行動を自ら行うことが困難な

方々となっており、福祉担当の保健福祉課が随時

名簿を更新し、防災担当の総務課との間で情報を

現在共有している形で管理をしております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ただいまの答弁の中

で、要支援者に対する対策として、総務課の中で

一応管理しているということなんですが、実際の

避難要請等を行った場合、その情報についてどこ

まで広げているのかという部分を、その辺をもう
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一度お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：ただいまの要支

援者名簿の関係のご質問かと思います。お答えさ

せていただきます。 

名簿については今、村長の答弁で申し上げまし

たとおり、対象者としては、今１３０名程という

ふうになっております。この後の作業といたしま

しては、個人別の行動計画というのを作成しなけ

ればなりません。ひとりごとにですね。 

それをですね、最終的に自主防災組織ですとか

消防団ですとかに手に渡るまでには、本人の同意

というものが個人情報があるものですから、本人

の同意が必要になります。その同意を取る作業を

これから保健福祉課のほうが中心となって進めま

して、一応年度内にはその作業を終えるというこ

とで、その後、各関係機関にも個別計画を配布し

共有するというような流れで考えております。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：一応理解しました。

とりあえず、現状ではまだでき上がっていないと

いう認識でいいということですね。 

それでは続きまして次の質問になるんですが、

災害に対するハザードマップについて、現在どの

程度まで村としては用意しているのか、その辺に

ついて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）：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。 

ハザードマップの作成状況でございますけれど

も、平成２７年度に猿払村防災ガイドブックを作

成し、村内全戸配布を行ったところでございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ハザードマップの内

容についてなんですが、私の記憶では土砂災害、

それから津波による浸水等を想定していると、そ

の２点についてできていると記憶しているんです

が、その辺についてはいかがですか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

ハザードマップにつきましては、津波災害を想

定したハザードマップというふうになっておりま

す。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：津波だけに対応した

マップということなんですね。 

猿払村はかつてですね、水害に非常に悩まされ

続けてきたという歴史がございます。春の雪解け

水や家屋の浸水、それから堤防の決壊等によって

草地などに莫大な被害を及ぼした過去がありまし

て、また現在では、河川の管理が５０年に一度の

災害にも耐え得るように改修されてはきましたが、

去年・一昨年の堤防の決壊とか大規模な被害が出

ておりまして、それは５０年という想定を超える

ような災害が今現在見えているところでありまし

て、国土交通省も河川の浸水域についてのマップ

も更新し、想定を広げて対応してるところでござ

いますが、村としては河川災害に対応したマップ

を制作するという予定はあるのでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさしていただきたいと思います。 

現在、村のほうとしてはそのマップについては、

存在していないというのが確かでございますけれ

ども、防災計画の中でいわゆる地すべりの危険箇

所、あるいは崩落危険箇所、その他土砂危険渓流

とかっていうところについてはですね、ある程度

おさえているというふうに思ってます。箇所番号

も含めて掲載をしてますので、その辺について今

後の作成についてですね、随時検討してまいりた

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。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：一応理解しました。 

あとですね、そのハザードマップを全戸配付し

ているということなんですが、村のホームページ

上で確認するようなことはできないものかと考え

ていますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 
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○総務課長（中山 誠君・登壇）：想定津波シミュ

レーションのホームページの公表の部分でござい

ますけれども、北海道の北海道防災情報というホ

ームページがございまして、そちらに掲載されて

おりまして、村のホームページからは直接たどり

着けないような状況になっておりますので、リン

クを張るような形でそのページに飛ぶような形で、

今後速やかに検討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）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：そういうことで、と

りあえず一刻も早く誰しもが村民以外の人間が来

た時にも確認できるような、そういうハザードマ

ップの対策というものをとっていただきたいなと

思っております。 

続きまして、村内の避難場所についてなんです

が、猿払村は道の防災計画の中では、大きな地震

被害についての想定はなされていませんが、例え

ば紋別沖を震源とした場合の津波被害では、浜鬼

志別、浜猿払の一部で最大４メートルから５メー

トルの津波が予想されております。 

そこで、浜猿払地区の避難場所が海抜６．７メ

ートルということで海岸線からも非常に近く、決

して安全を担保できるような場所ではないと考え

ますが、それについてどうお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：３番目の質問の中で

村内全体的な避難場所の関係ということで、ご答

弁をさせていただきたいというふうに思っており

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。 

まず、避難場所等がすべての災害に対応してい

るかというご質問でございましたので、まず本村

の指定の避難所につきましては１５箇所ございま

す。その中で地震被害に対しましては、旧耐震基

準による建設で耐震診断を行っていないため、生

活改善センター・スポーツセンター・老人憩いの

家の３箇所が対応できない状況になっております。 

また、津波被害におきましては、津波時の浸水

の可能性があることから、議員がおっしゃいまし

た浜猿払交流センターが、土砂災害では土砂災害

危険箇所に指定されていることから小石交流セン

ターが、それぞれの災害時における避難所として

の対応ができないという二つの現状がございます。 

以上でございます。 

○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。 

 

休憩 午前１１時４８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。 

笠井君。  

○議員（笠井哲哉君・登壇）：午前中の質問では、

ちょっと私自身想定外の事態に陥ってしまい、質

問がちぐはぐになったことをお詫び申し上げます。 

それでは質問を続けさせていただきます。 

先ほどの答弁の中で避難所の件なんですが、村

内１５箇所あり、その中には津波やそれから地震、

耐震強度を満たしてないとか、それから浸水の恐

れがある、土砂災害に適用していないとかという

施設があるということなんですが、住民はいった

い災害ごとに想定した場所に移動しなければいけ

ないのか、その辺のことをお聞きします。 

○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

問にお答えさせていただきます。 

まず先ほど村長の答弁で申し上げましたとおり、

耐震性の部分につきましては、鬼志別の３箇所が

耐震性を満たしていないと言いますか、耐震診断

を受けておりませんので耐震性が不明だという言

い方が正解かと思います。 

地震の場合にはですね、やはり耐震性の部分を

確認できませんので、代替の施設と言いますか、

そういったところで鬼志別地区に関しましては、

生活改善センターとスポーツセンター・老人憩い

の家が耐震性が不明ということでございますので、

代替の施設ということで計画にその旨は載ってお
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りませんけども、想定しております部分といたし

ましては、保健福祉センターですとか役場の交流

センターですとか消防庁舎の２階のスペースです

とか、そういった部分で鬼志別地区の住民に関し

ては、カバーできるものというふうに考えており

ます。 

それから津波被害に関しましては、浜猿払交流

センターということで指定避難所になっておりま

すが、先に議員もおっしゃいましたとおり、海抜

が低く６．７メートルという部分でございまして、

浜猿払地区内への非難というのは困難ということ

でございますので、別に津波避難計画というもの

を定めておりまして、その中で浜猿払地区につき

ましては、基本的には第１優先としては、浅茅野

小学校の方に非難をさせるということで想定をし

ております。万が一、浜猿払・浅茅野間の道路が

寸断されてるという事情がある場合は当然避難で

きませんので、その場合は、別な猿払方面ですと

か芦野方面ですとか、近隣の避難所への誘導を迅

速に行っていく必要がある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）：ただいまの答弁です

と、避難所については誘導して、そちらの方に移

動してもらうという考え方なんでしょうか。それ

とも住民自身が自分で自己判断のもとに避難する

場合は、最初からどこに行っていいのかという戸

惑いが当然出てくると思うんですが、その辺はい

かがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：避難誘導の部分

かと思いますけれども、まずは連絡網という部分

が防災計画に定められておりますので、各町自主

防災組織と言いますか、自治会長さんへの連絡、

それと音声告知端末を利用してですね、地区別に

周知をして避難を促すと。職員が出向いて、職員

なり消防団が出向いてということも当然その中に

ありますけども、職員が出向く場合は役場から遠

方という可能性もありますので、基本的には地域

住民の方に指揮を取っていただいて、避難誘導し

ていただくということで想定をしております。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：とりあえず、そのよ

うな形で避難するということは想定して考えられ

るとは思いますが、中にはその場所じゃなくて、

行ってはいけないような場所に分散して避難して

しまうというような状態も考えられると思うんで

すよね。その場合の安否確認に時間がかかったり、

確認をきちんと取れるかどうかという部分でいろ

いろ問題があると思うんですが、その辺の対処に

ついて、きちっと詰めていってもらわなければな

らないと思います。 

それと村の責任としてはですね、住民一人ひと

りが避難行動をとる判断ができる知識と情報を提

供することであり、住民はその情報を参考に自ら

の判断で避難行動をとることになる。このため、

村や関係機関に提供される情報の具体的内容のみ

ならず、村が発令する避難勧告等がどのような考

えに立っているか周知し、情報の共有化を図り災

害が発生する恐れがある場合等に住民が適時的確

な判断ができるよう、居住区域等において災害の

リスクがどんな災害のリスクがあり、いつどんな

時にどのように避難行動をとるかについて、日頃

から周知徹底を図る取り組みが重要と考えます。

ですから村としては、極力住民が戸惑いがなく避

難行動をとれるような情報を十分提供する必要が

あると考えています。 

それとですね、情報の伝達手段でもある先ほど

高橋議員からもおっしゃっておりました「ほっと

メール＠さるふつ」、この端末の加入状況を促進し

ていただいて、より多くの方が情報をすぐ入手で

きるような積極的な啓蒙活動を十分にすべきと考

えております。 

それでは続いて、次の質問に入らせていただき

ます。 

自主防災組織についてですが、阪神淡路大震災

以降、地域住民による救助活動・消火活動などに

よりその必要性が注目され、東日本大震災におい

ては、避難活動や避難所運営等それらの活躍が注

目されているところであります。 
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そもそも安心・安全とは、宗教やイデオロギー

を超えたコミュニティーの核となり求心力と成り

得る共通理念で、そのもとに住民が自主的に自分

達の地域は自分で守るという自覚、連帯感に基づ

き、自助・共助・公助が有機的につながることに

より、被害の軽減や予防を図る隣保協同の精神に

根差した組織であると思います。災害現場におい

ては、見回り・情報の収集・発信・伝達・出火防

止・初期消火・避難誘導・安否確認・救助活動等

多岐にわたり活躍が期待され、日常においては、

防火計画の策定や地域の見守り、危険箇所の把握、

防災知識の普及、訓練の実施、独居老人などの見

守りと地域コミュニティーの中核を担う存在です。

猿払村の地域防災計画の一役を担う重要な組織と

考えられます。 

それと、災害に対する知識や心構えを身に付け、

普及啓蒙活動や防災活動を担い地域防災組織の中

心となり、災害時にはリーダーとして活躍が期待

される北海道地域防災マスター制度があり、村で

は現在３名の方が認定され活躍しているところで

す。防災に対する意識・知識の高い人材が地域に

数多くいることによって防災の意義や必要性を広

め、自主防災組織の円滑な運営や活動の幅を広げ、

そのネットワークを利用して他地域との情報共有

化や村との橋渡し役として期待される防災・減災

に寄与し得るものと思われます。 

そこで、村の組織の現況や活動状況、また防災

マスターの増員等の考えはあるか、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

お答えをさせていただきたいと思います。 

ご質問の内容は４項目かと思いますけれども、

４項目に絞って答弁をさせていただきたいという

ふうに思います。 

猿払村の自主防災組織につきましては、鬼志別

地区を除く９地区で組織化がされております。活

動状況としましては、今年度行った「北海道防災

総合訓練」で浜鬼志別自主防災会が避難所運営訓

練などを実施したほか、猿払地区におきましても

今年度、地域住民を対象とした防災訓練を実施す

る計画があるというふうに聞いております。 

これまで行ってきた行政の支援としましては、

各地区の自主防災組織の設立時において、災害備

蓄品整備に対する補助を行ったほか、地域担当職

員も含めた防災訓練の運営支援を一部地域で行っ

ております。今後におきましては、避難所運営の

中心となるべき自主防災組織を対象とした「避難

所運営マニュアル」を作成したところであります

ので、各地域へ説明に出向き共通理解を図ってま

いりたいというふうに考えております。 

続きまして、組織率１００％への取り組みにつ

いてでありますが、先ほども申し上げましたとお

り、現状では鬼志別地区のみが組織化されておら

ず、人口ベースでは約６割の組織率となっており

ます。鬼志別地区は、町内会組織が４区に分かれ

ていることや、村の災害対策拠点として役場内に

備蓄品が整備されていることなど、他の地区と異

なる部分がありますけれども、鬼志別連合町内会

とも今後協議を進め、１００％の組織化を目指し

てまいりたいというふうに考えております。 

次に、防災マスターの増員についてのご質問で

ございますけども、北海道ではボランティアによ

り地域の防災活動に取り組み、また災害時には、

地域の防災リーダーとしてご活躍いただく「北海

道地域防災マスター」の育成に取り組んでおりま

す。この防災マスターの認定を受けるためには、

道が主催する認定研修会の受講が条件となってお

り、本村在住者では現在、議員のほうから３名と

ありましたけれども、１名転出をされてしまいま

したので、今現在は２名の方が認定をされており

ます。 

増員に向けた取り組みは現在のところ行ってお

りませんけれども、地域の防災活動の担い手であ

ります各地区の自主防災組織の役員さんに対しま

して、本制度の周知と合わせ受講のお願いを進め、

防災意識の高揚に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

最後に、災害備蓄品の更新に関してのご質問で

すけれども、村では平成２４年度より各地区自主
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防災組織の設立に合わせ、災害備蓄品の整備を行

ってまいりました。今後は更新が必要となる部分

としましては、特に備蓄食糧の賞味期限切れへの

対応が考えられますことから、これらの更新に対

する補助制度を設け、対応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）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：十分に理解しました。 

それでですね、防災マスターについてなんです

けれども、道の研修を受けなければならないとい

うことなんで、当然札幌なり出向かなければなら

ないと考えています。その旅費等あるいは費用に

ついての村としての補助、あるいは負担してもら

えるのか、その辺のことも含めてお伺いしたいと

思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：このマスターにつき

ましては私も大事だというふうに考えております

ので、これから村内の方々に、このマスター認定

をという形の中で進めていきたいと思っておりま

すので、その都度旅費等については今後検討して

まいりたいというふうに考えておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ぜひとも、ほんとに

地域の防災活動を担う上では、マスターの力が当

然必要不可欠になろうかと考えますので、その辺

の補助なり負担なりそのものを促していただくと、

よりボランティアとしての活動ですので、より多

くの人間が参加してもらえるのではないかと考え

ます。 

それとですね、災害備蓄品は村のほうで一応補

助してもらえるということなんで、一応現状では

管理は、その自主防災組織なり自治会が担ってる

ものと思うんですが、その使用方法・更新の申請

等のその辺の実際の管理は、村がやるのか、それ

ともやっぱり当然防災組織が担っていくものなの

か、その辺をちょっとお教えください。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：備蓄品の管理の

部分ですけれども、基本的には村が購入するもの

ではなくてですね、村が購入費を支援すると、そ

ういった関係にございますので、管理につきまし

ては、各地域の自主防災会イコール自治会になろ

うかと思いますが、そういった形でお願いをして

まいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ということは、実際

自主防災組織の中で管理することによって、当然

更新時期が来たものに対しての代替品を購入する

とかその辺の補助については、村に支援を仰ぐこ

とによって受けられるということで理解してよろ

しいですか。わかりました。 

事実、猿払村に現在あるその自主防災組織も、

基本的には本来であれば自分自ら立ち上げていか

なければならない組織とは考えますけれども、村

の行政のほうから、こういうような方法でやって

くれないか、というような指導のもとにやってい

るのが現況かと考えられます。ですから、本来の

自主防災組織としての活動ができるようにですね、

行政のほうとしても今後ずっと支援をしていって

いただいて、確固たる組織としての確立を・・（聴

取不能）いたしたいと思います。 

以上をもちまして、質問は終わります。 

○議長（太田宏司君）：７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：観光について、敬老

施策について、住宅・民間アパートについて、  

３点を質問させていただきたいと思います。 

最初に、観光について。 

観光については、この観光行政、今、猿払村観

光協会が創立されて４４年になろうとしていると

ころでございます。従って、猿払村の観光行政と

いうものが始まったのも同じくらいの年代が経て

いると、そういうふうに推測をしているところで

ございます。猿払村の一つのこの開拓になった歴

史もですね、今、内灘との交流もありますけれど

も、内灘の漁民さんが海を開拓して１２０年程で

ある。ですから、本州あるいは日本全体としては
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非常にまだ歴史の浅い地域である、そういう認識

でいるところでございます。 

しかしながら、この中でも相当な時代の変遷が

あるということの中で、やはり歴史の変遷をきち

っとした形でこの猿払村に来訪する方々に間違い

のない情報を提供していく必要があるのではない

のかと。もちろんですね、今、観光行政もやはり

村内の産品、それとまたその産品の中から新商品

を開拓をして開発をして売っていこう、あるいは

また、当村にたくさん来ていただこうと、宿泊の

ほうも皆さん方それぞれ鋭意努力をしているとこ

ろでございます。 

しかし、そういった中でですね、答えられる、

ご案内される方々によって少しずつ違った情報が

伝えられている。それではやはり観光に来られた

方々も戸惑いまではできないでしょうけど、やは

り正確なそういう情報を提供するということが必

要になってきていると思います。そういった中で

ですね、やはりきちっとした、この統一された、

ある程度統一された、そういうものがやっぱりあ

って、そういうものをやはり皆さん方共有してで

すね説明、いろんな立場にいる人がいらっしゃる

わけですし、いろんな方々がたくさんの方々が来

られた、そういう時にですね、やっぱりそういう

説明をすべきではないのかなと。 

それともう一つですね、そういう歴史に基づい

た、そういうきちっとしたものをやっぱり伝えて

いく必要があるだろうということで、そういう認

識について、ひとつ村長さんはどういうふうにお

考えか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：野村議員のただいま

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まずここ数年、本村への観光客の入り込みとい

うのは、だいたい２０万人に迫る勢いでございま

す。そのうち、道の駅さるふつ公園への入り込み

数におきましても１０万人弱を達成しております。 

安定的に観光客の入り込みが推移する中で、 

議員のおっしゃるとおり、本村の歴史や産業に関

するある程度の冊子と言いますか、資料的なもの

をまとめて観光客へ周知をするとか、配付をする

とか、そういうことが必要だろうというふうに考

えておりますので、今後は、本村も村史１、２と

いうものもありますけれども、そういうところか

ら抽出をしながらですね、わかりやすく小冊子的

なものを検討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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、統一されたそう

いうものを整理をして作っていくというお答えを

いただきました。 

それと相まってですね、道の駅、あるいはまた

今、エサヌカの道路も国道等からきちっと入るよ

うな案内、それはいつ頃からできたのかと。それ

からそこには樺太通信のゆかりの地もある。ある

いはまた、ふるさとの家・さるふつ公園の下には、

かつて旧国道があったというようなことや、今、

浜鬼志別・知来別、それからこの稚内市から入っ

てくる所には大勢のたくさんの家があって、そこ

がやはりホタテのそういう修羅場の歴史であった

と。たくさんの人が生計を営んでいたんだ、そう

いうものがやはり説明も確かにそうですが、実際

にやっぱりこの案内、史跡ですね、そういうもの

もやっぱり村内の各所にいろんなものがあった時

代があったわけですから、そういう旧跡もそうい

う形でここにこういうものがあったんだというこ

との名残りを残せるようなものも、実際にこの視

界に入る範囲での案内というのも必要ではないか

なと思いますが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○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）：野村議員

のただいまのご質問にお答えいたします。 

議員がおっしゃられたように、さまざまな歴史

がございまして、まだまだ我々も知らないような

ものですね、村史の中で先ほど村長が答弁したよ

うにいろいろと抽出していきまして、その場所に

あったような、そぐうような案内物だとかそうい

った物もですね、今年度以降徐々に検討していき
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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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いろいろ調査をして、

これからそういうものを確認しながら進めていき

たいと、そういう答弁でありましたけれども、や

っぱりそういう資料があって、やっぱり実際にそ

ういう場所があって、そういうものができた段階

で、やはり一つのそういう教科書って言うんです

か、そういうものがあってそれをやっぱりきっち

り皆さん方がお勉強していただく、いわゆる観光

マイスターと言うんですか、稚内市なんかも観光

マイスター制度を利用して、そしてそういう人方

が観光客のご案内役を買って出られているという

話も新聞誌上に載っているところでございます。 

そういった中でですね、こういう時代にきて少

しずつ熟した観光、そういう形になってきた中で

マイスター制度を導入して村内のそれぞれの各位

の方々の中にも、そういう思考を持った方々がい

らっしゃるのではないのか。そういう方々にぜひ

ともですね、こういうマイスター制度という中で

勉強していただいて、そういう観光の案内の先頭

に立っていただけるかどうかは別にしてマイスタ

ー制度を導入して、そこからそういうまた別な観

光の切り口、そういうものを広げていく、そうい

う方向に進める必要があるのではないのかなと思

いますけど、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

この観光マイスター制度につきましては、議員

おっしゃるとおり、稚内市が現在進めております。 

内容につきまして、少し勉強させていただきま

した。３段階に分けられた検定試験があるそうで

ございます。合格者が授与される称号でありまし

て、今年度につきましては、受験者数や合格者数

を比較しますと、初級や中級合格者はだいたい６

割から７割程度というふうにお聞きしております。

上級者については合格者がいなかったということ

で、非常に難易度の高い資格制度となっていると

いうふうに聞いております。 

このことから、試験内容や要領、観光資源の詳

細を抽出するなど、制度のスタートまでには若干

の時間が必要かと思われますけれども、まず先ほ

ども答弁させていただきましたとおり、関連資料

のまとめからスタートさせていただきまして、観

光協会と関連団体への協力を得ながらですね、観

光客へのサービス向上に今後も努めてまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：観光のほうの、この

マイスター制度もですね、いろんなやり方がある

と思いますが、いろいろ勉強なさってですね、や

っぱり猿払らしさ、そういうものが出るようなそ

ういう制度、そして村民の方々にもですね、たく

さんまたそういう勉強される方、あるいはまた観

光協会等のホームページでもですね、やっぱり村

内外からアクセスしていただいて、そしてまた、

「ああ、猿払村というのは、こういう所なんだな

あ」って、そういうようなものがこれからやはり

大事になってくるのではないのかな、そんなふう

に思っているところでございますので、ぜひその

点につきましてもご配慮いただいて、進めていた

だければなと思います。 

次２点目ですが、敬老の施策について。 

本年９月の定例会で行政報告の中で敬老会を実

施するにあたり、本年１００歳を迎えられる方が

２名いらっしゃるとの報告があったように記憶を

しているところでございます。私の浜鬼志別も４、

５年ぐらい前に一人１００歳を迎えられた方がお

りまして、見せていただいたら、内閣総理大臣  

野田佳彦さん、その額縁は村のほうからだったそ

うでございますが、銀杯ですかね、それが一つ付

いてお祝の品が送られたと、そういうふうに実際

にそれも見せていただきました。 

ですけど、私１００歳というのは、本当に希少

稀な方ではないのかなというふうにいつも思って

いるところでございまして、村民あげてお祝いを

してあげるべきではないのかな、そんなふうに考
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える一人ですが、前にもそういう質問を伊藤村長

さんではないと思いますが、質問した経緯はあり

ますが、今、伊藤村長さんはこの１００歳を迎え

られた方について、どのようにお考えか、そうい

う村からの記念品というのは考えていらっしゃら

ないのかどうか、その辺をお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

議員おっしゃるとおり、今年度１００歳を迎え

た方が鬼志別に１名、浅茅野地区に１名というこ

とで、お二人とも国保病院のほうに入院をされて

おります。私のほうで、ご家族の方々に病室まで

来ていただいてですね、その場で表彰状を読み上

げて、また記念品の銀杯をですね、ご家族の方に

お渡しをさせていただきました。もう１名の方に

ついては自宅でいいという形でしたので、自宅の

ほうに持って行ってお祝をさせていただいたとこ

ろでございます。 

この１００歳という部分、一つの区切りではご

ざいますけれども、非常に今まで猿払村を、日本

を、北海道を支えてきた方々でございますから、

非常にたいへんご苦労されてきたというところに

ついては、たいへん私から敬意を表したいという

ふうに思っております。 

この１００歳に対して村長はどう思うんだとい

う部分についてのご質問でございますけれども、

たぶん私は１００歳まで生きられないだろうとい

うふうに思います。この１００歳を生き抜いて、

激動の時代を生き抜いてこられた方々については、

ご家族の方々の健康管理、また自分の健康管理も

含めて非常に素晴らしい方だというふうに感じて

おります。また先ほども答弁しましたけれども、

本当に１００歳という部分については、大正です

ね、大正・昭和・平成と生きてこられた方々、中

には明治という方もおられるのかもしれませんけ

れども、非常に日本を支えてこられた方々ですの

で、改めて敬意を表してお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）：暫時休憩します。  

 

休憩 午後 １時３５分 

再開 午後 １時３５分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

伊藤村長。  

○村長（伊藤浩一君・登壇）：答弁漏れがあったよ

うで、たいへん申し訳ございません。 

私の時に同じような質問を野村議員のほうから

いただきました。平成２６年だったと思います。

その時につきましては一応７７歳、８８歳、   

１００歳を迎えられた方々に品物をお祝い品とし

て贈呈をさせていただく、これは敬老会の日に出

席された方々については記念品としてお渡しをさ

せていただいて、ご出席されなかった方々につい

ては、ご自宅のほうに持って行ってお祝いをさせ

ていただいたという形の中で、今のところは７７

歳、８８歳、１００歳の方々に記念品を贈呈をさ

せていただいております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、今までの施策を

変えないということで、そういう答弁だと思いま

すが、たいへん残念な答弁だなって、そういうふ

うに感じているところでございます。 

やっぱり１００歳というのは、まあ何回言って

も同じですから、やっぱり私はちょっと残念だな

って、たくさんのお祝い金をあげるわけではない

ので、稚内市とか、それから宗谷管内ではあと枝

幸町とか利尻町とか、そういうところは１００歳

を迎えられた方に１０万円ほど、やっているとい

うのが新聞誌上で報道されているところでござい

ます。しかしその位のですね、お祝い金を今この

村の予算５０億なんなんとする予算を組んで、今

財政比率もですね、公債比率１０％位の段階でで

すね、そのくらいの気持ちを捻出できないのかな

と非常に残念に思うところでございます。 
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次の質問に移ります。 

また、この敬老会が毎年９月に迎えられている

んですが、今すごく平均寿命も延びて長寿になっ

ていると、そういうふうに世の中はなっておりま

すけれども、しかしやっぱりその人の寿命と申し

ますか、やっぱり７０歳に到達されないで亡くな

る方もいらっしゃる。７５歳の前にもそういう方

もいらっしゃる。先ほども７７歳、８８歳の方々

にはお祝いを出してますよ。しかし、そこにも到

達できない方もいらっしゃいます。到達できた方

は本当に幸せな方ですよね、健康な方ですよね。 

私ももう３年程したら７０歳になりますけど、

そんなに元気でいられるかなと思って、そんなふ

うに自分自身で感じていますけど、どうですか、

村長さんの中に、この敬老会の対象年齢というの

を７０歳に引き下げる、そういう考え方はないで

すか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問の

答弁をする前に先ほど私、７７歳、８８歳、   

１００歳というふうに記念品をお渡し贈呈してい

ると言うところでございました。答弁の中でちょ

っと若干誤りがありまして、７７歳ではなくて、

８８歳と１００歳の方々に記念品を贈呈としてい

るということで訂正をさせていただきたいという

ふうに思います。 

続きまして、敬老会の対象年齢の引き下げとい

う部分のご質問でございます。この対象年齢につ

きましては、平成１５年の３月にですね、村の老

人クラブ連合会に敬老会のあり方についてという

ことで、議論をお願いした経過がございます。そ

の時に、対象年齢を７５歳以上とする旨のご意見

と言いますか、結論を出していただいた経過がご

ざいますので、私としてはこのご意見に基づきま

して１３年程経っておりますけれども、これまで

どおり対象年齢をですね、７５歳以上として実施

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：１００歳の方に村で

お祝い金をいくら出しているんですが。今出して

るという答弁でしたよね。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お金ではなくて、品

物として記念品として贈呈してるというふうにお

答えをさせていただいたというふうに思っており

ますで、ご理解をお願したいと思います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：記念品ということで

すね、わかりました。 

敬老会の対象年齢７０歳に引き下げる考え方は

ないか、１３年程前に自治会連合会のほうに年齢

についてこれでいいかどうかという形で諮問され

たと、その答えが７５歳以上だという、それはそ

れで尊重いたします。 

しかし、私も今前段でお話したようにですね、

やはり時代の流れというものは確かに長寿になっ

ておりますけど、個々の人方のそういう年齢の中

でですね、やはりなかなか７５歳でも到達できな

い方がいらっしゃるという中で、やはり７０を超

えてですね、やっぱりそういう対象年齢を引き下

げることによって記念品等をですね、やっぱり支

給というかお祝いを差し上げたらいいんじゃない

のかな。例えば敬老会に参加をしなくてもですね、

７０歳、６０歳は還暦ですよね、ですけど今７０

歳、稚内市も７０歳が敬老会に参加しております

よ。まあ７５歳というところもほかにもたくさん

あると思いますが、猿払村の中で敬老会の参加は

なくても記念品程度を差し上げてはいかがかな。 

そういう考え方もないのかなと、もう１回、村長

さんの考え方をお伺いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前にも同じような答

弁をさせていただいたと思うんですけれども、景

気のいい時と言いますか、いろんな状況がありま

すけども、その時々でいい時は金品、いろんな物

を対象者の方々にお配りをする、景気が悪くなれ

ば財政状況が悪くなればそれを止めてしまうとい

う形ではなくて、やはり敬老という意味を込めれ

ばですね、やはりこれはずうっと続けていかなき
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ゃならない事業だというふうに考えております。 

そういう意味でもですね、年齢を引き下げると

いう部分については、僕としてはまだまだ７０歳

で老け込んでいてはこれは当然困るわけですから、

一つのけじめとして例を出しますと後期高齢者と

いう形になっちゃいますけれども、これから平均

寿命がですね、今女性では７６歳、男性では８１

歳という形の中で世界第１位と第４位ですかね、

そういう形の中でやはり７５歳という部分の一つ

の基準と言いますか、そういう形にはならないと

思います。 

ただ、いろんな自治体では７０歳というところ

もありますし、まだ７５歳というところもあるか

と思います。それはそれぞれの自治体の考え方、

市町村の考え方があるかと思いますけれども、私

はやはり、いい時悪い時という差を付けるのでは

なくて、全体的にですね、ずうっと敬老という意

味も含めて実施していきたい事業だというふうに

考えておりますので、その部分をおくみ取りいた

だいて、ご理解をしていただければというふうに

思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：あのう相当昔と言い

ますか、ホタテの漁が非常に再開されてからです

ね、漁協さんから多額のご寄附が福祉の関係で使

っていただきたいということで毎年寄附された、

ずうっとそういう時代がありました。 

そういう時代はですね、やはり積み立てていっ

て金利等も非常に高かったので、そういうふうに

理解をしておりますけれども、その金利から発生

した利息をですね、お年寄りにお小遣いとして、

お盆、あるいはお正月に２回に分けたのかどうか

ちょっと私定かではないですけど、そういう時代

もありましたよね。しかし、それはその時の考え

方で、やはり財政が厳しくなった平成１０年台半

ば以降はですね、やっぱりほんとに大変な村政の

運営を相当な苦労をされたと思います。 

そういった中で、やっぱりそういうところもカ

ットすべきでないところまでカットせざるを得な

かったというのが実態で、気持ち的には村長さん

の今言ってるですね、今財政が良くなったから、

ばんばんやれとか言ってる話ではなくてですね、

やはりそういう気持ちを伝えるというのが一番大

事な事で、それで果たしてきちっと気持ちが、そ

の敬意を表す、そういう金額なのかどうかという

ことですね。もう１回答弁をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かにホタテの景気

のいい時の部分につきましては、漁業協同組合さ

ん等からの寄附金をいただいて、老人福祉基金に

お金を積んでですね、その利息で老人医療費の無

料化だとか、当時は７０歳以上についてはこれは

国の医療費の無料化、６８歳については道の無料

化、さらに猿払村は６５歳以上を村老として医療

費の無料化を進めてきた経過があります。 

そういう部分もありますけれども、現状として

はやはり今、お金だけをですね、一定のそういう

高齢者の方々にやるという部分についてはそれぞ

れの考え方があるでしょうけれども、私としては

そういうお金をただお祝い金として配るのではな

くて、老人福祉全般としてそういう部分を使って

いきたいということも含めながら前回もこの答弁

をさせていただきましたけれども、福祉タクシー

の値下げですとか、そういうところに全体的に使

っていきたいというような形で考えておりますの

で、今のところは気持ちはすごくありますけれど

も、お金でやっていくという部分につきましては、

当分の間というか私の考えとしてはやらないで、

そういうところに全体的に高齢者の方々に使って

いただけるようなところにお金を配分してまいり

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：次に移ります。 

住宅・民間アパートについて。 

民間アパートの助成、この制度がつくられまし

て、これは時限立法でありまして、来年度末で終

了するところでございますが、これまでの実績に

ついて教えていただきたいと、今年度の分も合わ

せてお願いをしたい。 
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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

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

本助成事業につきましては、猿払村民営賃貸住

宅建設促進助成条例に基づきまして、平成２４年

度から事業を実施しております。 

ご質問がありました、これまでの建設事業実績

につきましては、平成２４年度が２棟８戸、平成

２５年度が２棟８戸、平成２６年度が４棟１６戸、

平成２７年度が３棟１２戸、平成２８年度、今年

度でございますけども現在建設中でありますが、

２棟８戸となっております。これまでの５年間の

合計で１３棟５２戸が建設されております。なお、

建設はすべて鬼志別地区となっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：１３棟５２戸ですね。

たいへん需要が多く、新しい住宅が供給されて快

適な住まいをされている。そういうふうにほんと

に、この民間アパートの制度ができて本当に良か

ったな、そういうふうに思っているところでござ

います。 

しかしながらですね、民間アパートをつくるに

あたって、鬼志別地区では用地確保に苦労されて

いる。そのようにお聞きをしているところでござ

います。なかなか民間の土地も手に入りづらい。

そしてやっぱり村のほうで、そういう新しく用地

を開発をしてですね、民間アパートの用地という

ような形で開発をして、あるいはまた、まちづく

りの観点からもですね、やはりあちこちに散らば

るのもそうですけど、「こういう所が民間アパート

の用地がいいな」、あるいはまた、「一般の住宅の

用地がいいな」、あるいはまた、将来的にここの地

区には、やっぱり村のそういう公共用地として用

意しておこうと。そういう形の中で、民間にそう

いう用地の供給をするような体制の構築はできな

いのかな。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現在、鬼志別地区で

村が確保しております住宅用地としましては、苗

畑地区にアパート用地１区画とですね、それから

個人住宅用地６区画程度を現在保有しております。 

しかしながら、個人住宅用地につきましては、

民間で分譲しております住宅用地が若干あるとい

うふうに把握しておりますので、その売却が確認

され次第ですね、分譲を開始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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：さらなる民間アパー

トの用地の確保については、答弁ありませんでし

たけど、村としてどういう見通しを持ってるのか、

それについてですね、やはり考えを示していただ

かないと、次の展開に入っていけないのではない

かなと思うんですよね。 

村長さんは、この民間アパートの事業をですね、

これは平成２９年度末で終わりですけれど、まだ

需要があるという形で私もそういうふうに確認を

しているところでございます。村長さんは２９年

度末で終了でこれで終わりでいいのか、そういう

お考えではないと思いますが、その点が今、答弁

がなかったので、もう１回お聞きをしたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にご答弁さしていただきます。 

各民間の人達、今まで建ててくれている人達に

は、この場をお借りして村の施策としてはたいへ

ん感謝をしているところでございます。 

今の苗畑地区にですねアパート用地がまだ１件

あるというところについては、先ほど答弁をした

ところと同じでございますけども、将来的な部分

で申しますと、鬼志別地区にはですね、生活改善

センターの裏、あるいは消防の裏の職員住宅用地、

そういうのがさまざまな活用の仕方を今後検討し

ていかなきゃいけないというところだと思ってお

ります。 

その中に、やはり土地のですね利用計画をやは

りきちっと村としても、今後どのようにそういう

職員住宅用地がですね、今入っていない職員住宅
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がありますし、当然除却もしながらですね進めな

きゃいけないですけども、これについてはやはり

公共管理計画も含めてですね、土地利用のどうい

う土地にどういうものを建てたらいいのかという

ところも、きちっとやっぱり整理をしなかったら

いけないというふうに考えております。 

現状ではやはり、そういうその市街地、そうい

う所にですね、そういうものを建設できないかど

うかというところも含めてですね、鬼志別地区で

あれば、町内の関係の人達も巻き込んでですね、

やはりそういうところの議論をしていかなきゃい

けないというふうに思っておりますので、将来的

な部分でいくと今現状で浮かぶところで申します

と、そういう公営住宅跡地とかですね職員住宅跡

地とか、そういう所の活用になってくるんではな

いかなというふうに考えております。ご理解をお

願いしたいと思います。 

それとですね、今の促進条例の中の部分ですけ

ども、先ほど２９年末というところなんですが、

その部分で切れますけれども、基本的にはですね

え、まちづくり懇談会の中でも各地域の中で次の

質問にも出てくるとは思いますけども、例えば、

浜鬼志別地区の公営住宅用地の所をですね、今後

どうするという活用のところも含めると、やはり

そういうところでも民間のアパート用地というと

ころも当然視野に入れていかなきゃいけないとい

うところにおいてはですね、これをやはり２９年

度で終わりということにはならないというふうに

村のほうとしては考えておりますので、よろしく

ご理解をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ひとつですね、この

用地確保というのを前向きに早めに進めていただ

ければですね、やっぱり着工等を考えておられる

方もですね、やはり前向きに考えられてくると思

いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

それと、副村長さんもそれぞれ村長さんも村政

懇談会で村内各地を歩かれた中で、浜鬼志別地区

ももう何年も前から要望しておりますが、他の地

区でもですね、民間アパートという要望があった

というふうにお聞きをしているところでございま

す。今現在ですね、今まで自然な形で業者の方々

が民間アパートをつくっていただいて、それが集

中的に鬼志別にできてしまった。そういうところ

でございます。しかし、１３棟５２戸ですから、

鬼志別の中から古い住宅からですね、移転されて

る方々も相当数いらっしゃると思いますが、村内

の中から鬼志別以外の所から流入されている人口

もやっぱり件数も結構な数にのぼるのではないの

かな。 

その一つがうちらも浜鬼志別地区もですね、い

わゆる民間アパートの用地がない。個人の用地は

それぞれありますけど、なかなか民間アパートに

はちょっと使わせてくれるような雰囲気ではない

のが、今の浜鬼志別の現状であろうと言っていい

のですけども、昔の浜鬼志別公営住宅団地ですね、

そこが今取り壊しを急いでいただいて、その一部

をこれから民間アパートの用地にしようと、そう

いう形で村長さんは言って下さっておりますけれ

ども、この全体としてですね鬼志別以外がゼロ、

こういう状態でその要因というのは、どのような

要因だとお考えでしょうか。私が今言った用地が

無いからだけなのか、村としてはどのような抑え

方でいらっしゃるのか、それをひとつお聞きをし

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。 

先ほども答弁しましたけれども、民間アパート

については、鬼志別地区に建設が偏っているとい

う現状でございます。まちづくり懇談等、他の地

域における建設促進のためにいろんな聞き取りを

行なってまいりました。議員おっしゃるとおり、

建設する土地が不足しているという問題もあると

いうふうに認識もしております。 

また、先ほど副村長のほうから答弁ありました、

しいて言えば浜鬼志別地区につきましては、今公

営住宅が建って、一部取り壊して一部建っている。

その所については、まだ３、４件の方が入居され
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ているという形の現状もございます。今年は公営

住宅が浜鬼志別の方に建設になりますけれども、

そちらのほうに移っていただけるようなですね形

で指導というか、お願いをしていきながらですね、

そこの所を取り壊して半分は民間アパートの用地、

半分は個人住宅の用地等ですとか、それから公営

住宅のさらなる建設という形の中でですね、今後

進めていきたいなというふうに考えております。 

また私のほうからも、過去からのまちづくり懇

談会等でやっぱり浜鬼志別、他の地域もですね含

めてですね、なんとか民間アパートを建ててもら

えないだろうか、これから漁業関係者も含めてで

すね後継者が増えてきたという部分もあって、な

かなか所得の面から公営住宅には入りづらいんだ

というところのお話もお聞きしたんですけれども、

最終的にはいろんな業者さんにお願いしていく中

でですね、やはり持ち家率が非常に高いと、だん

だん何年かして稼いできますとですね、やはり個

人住宅を建てて民間アパートが空き屋になるんで

はないかというようなことも危惧されてるんだと

いうこともお聞きをしておりますので、今後はで

すね、さらに漁業協同組合の職員様ですとか、そ

れから郵便局の職員様だとか、いろんなニーズが

ありますので、一気に８戸・１０戸という形には

ならないのかもしれないですけども、根気強くで

すね建設していただける業者さんのほうにはです

ね、なんとかほかの地域にも建設をしていただき

たいという形の中で要請をしていきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をしていただけ

ればありがたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ぜひですね、村政懇

談会でもほかの地区からも村内の各地区からも、

そういう民間アパートの要望が上がってるという

ことを踏まえていただいてですね、少し前向きな

形で、確かに土地がない、それとやはり何年か入

って所得が上がってきたら持ち家の志向が強い、

そういう中で空き家になるリスクがある、そうい

うこともあるのでですね、建てて安心ではないん

ですけど、そういうリスクを何か少しでもですね

空き家のリスクが一番大きいんでしょうけど、そ

ういうものも何かこう担保できるような方策でち

ょっと最初のほうのはしりをですね、最初に建て

ていただける人方というか、地域としてそういう

必要な財産だと思うんですよね。ただ、民間アパ

ートで家賃をとって償却すると、そういう形では

なくて、建てていただくことは地域の財産で共有

財産みたいなもんだと思うんですよ。そういう中

でやっぱり村のほうも、もう少し一歩を踏み出し

て考えていただけるような、リスクを少しでも和

らげるような施策が考えれないのか。そのことに

ついてはですね、やはり今どうのこうのと言って

も、やっぱりこれひとつ前向きに考えていくこと

でどこか解決できていくのではないのかな、そん

なふうに思っているところでございます。ぜひそ

の辺も考えていただきたいなと思うところでござ

います。 

それからこの次に一般住宅、ちょうど２０１８

年の４月ですか、この消費税増税ということが控

えておるところでございます。しかしやっぱり、

本年、気の早い人は昨年あたりから、やはり今年

は結構皆さん方、一般の持ち家の人方はかなり建

てられて、また来年度平成２９年度もですね、や

っぱりかなり駆け込みがあるのではないのかな、

私の個人的な感想ですけれども、そう予想してい

るところでございます。 

このことについてはですね、どうですか、ここ

５年ぐらいのですね、一般住宅のこの建設の推移

というのは、建築の確認申請が出ておりますから

わかりますよね。それちょっと教えていただけま

すか。 

○議長（太田宏司君）：高松建設課長。 

○建設課長（高松伸浩君・登壇）：ただいまの野村

議員の一般住宅の過去５年間の建設戸数ですが、

ちょっと私の手元に用意している資料では、ここ

３年間の資料を用意しておりまして、申し訳ない

ですが、平成２６年からちょっと説明したいと思

います。 

平成２６年の民間件数としましては、合計で 
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９件、一般住宅建設されております。それのうち、

村内業者による建設が５件、残り村外が４件でご

ざいます。続きまして、平成２７年は全戸数で  

５件、そのうち村内が３件、村外が２件となって

おります。今年２８年まだ途中なんですが、合計

としましては６件建設されております。そのうち、

村内については村内業者さんにつきましては、あ

りません。全６件が村外となっております。総計

としましては、３年間で村内が８件、村外が１２

件、全戸数が２０件でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：もっと建っているか

なと思ったんですけど、今年は６件ということで

すね。それで村内業者はゼロでいいですね。消費

税増税前に建てておこうと来年も恐らく今年以上

に増えるのではないのかなという気はしておりま

す。ですけど、２６年度が９件で、去年は５件で、

今年６件ですからそんなに、私もちょっと数字を

聞いてあんまりちょっと力がなくなったんですけ

ど、ですけど村内業者は今年はゼロだと、地元業

者もたいへん仕事の量が多いというふうに村の仕

事やらですねそういうものが、あるいはまた工場

等とかそういう形で手が回らないで断られたとい

う人も一人聞いたところでございます。 

それでですね、どうしてもこの北方型住宅の建

設の要件を満たさなければ駄目なのか、私はです

ね、これほんとに民間の村内業者の方々にはたい

へん申し訳ない気持ちでおりますけれども、しか

し今、今年、来年につきましてもですね、やっぱ

り建てる人につきましてはですね、やっぱり２６

年度で９件のうち５件、２７年は５件のうち３件

ですよね、そういう方々が村内の業者に建ててい

ただいて北方型住宅を選んでやってるんですけど、

しかし、頼みたくても頼めれないというのが今年

の状況かなと。そしたら次年度はどうなんだろう。 

そういった中で、やはり消費税増税前ですけど、

やっぱり建てる人方にもう少し均等な形で助成の

制度というのをつくられないのかな、そういう考

え方はないのかな、それをちょっと１件お伺いを

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いうふうに思います。 

最近の傾向としましては、建設業のみならず他

の業種にも言えることではございますけれども、

特にこういう地方での労働力不足などの原因が建

築事情にも影響が出ているというふうに聞いてお

ります。 

また、一般住宅の建設では、今年は村外業者の

建設件数が非常に増えているということで今報告

したとおりでございますけれども、村としまして

は、猿払村の地域経済の発展と将来の担い手の育

成を念頭に置きましてですね、この「猿払村快適

な住まいづくり促進条例」を制定した経緯もござ

います。また、この条例では長期にわたって安心

して快適に暮らすことができる住宅づくりのため

に、先ほどらい出ております北方型住宅仕様によ

る建設を条件としておりますことから、今のとこ

ろはこの前段で申し上げました地域経済の発展と

将来の担い手、それと北方型住宅仕様という部分

を念頭に置きたいというふうに考えておりますの

で、今のところは特例等を設ける考えは、私とし

ては持っておりませんので、その旨ご理解を賜り

たいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私もですね、やはり

基本的にはやっぱり地元の業者がですね、やっぱ

りたくさん受注をしていただいて、やっぱり地元

で仕事をしていただきますから、やっぱり地元の

活性化は、やはり地元の業者が仕事を受け取るこ

とが一番だと、それはもう１番頭に染みていると

ころでございます。しかしですね、今年はたいへ

ん皆さん方地元の業者さんも本当に仕事が多いと。

村もいろんな形で大きなものが今やっておるとこ

ろでございますので、そういう面でいったらです

ね、地元の業者も忙しい、たいへん喜ばしい、そ

ういう状況だというふうに理解をするところでご

ざいます。 

しかし、やっぱり村民さんの中にはですね、建
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て主さんでございますから、そういう北方型住宅

を、やはり我々もひとつはなんて言うんですかね、

しかし、やはり一般の民間の村外の業者のですね、

いろんな大きな住宅メーカー、そういうところも

ですね、やっぱりそれに遜色ないものを持ってき

て耐久性のあるものをつくっているわけですから、

やはり建て主さんの考え方、村民個人の考え方と

しては、我々はそしたら村内の人ができないのに

我々は選択のしようがないじゃないかと、そうい

うような考え方もあるのではないのかな。 

これはですね、堂々めぐりになりますので、ひ

とつですね特例と申しますか、今年度は２８年度

ですけど、２９年度いっぱいで、３０年ですか、

４月からですか、消費税の増税は、まあそういう

駆け込み需要みたいな時にですね、やっぱり村民

の側に立った、しかし地元業者をですね選択なさ

って地元の業者さんがまたできるというのであれ

ば、それもですね、たくさん抱えてもですね、そ

ういうものを予算化できるような、やっぱりそう

いう予算をもう少し柔軟に使えるような、そうい

うことをひとつ考えていただきたいなというのを

要望いたしまして、私の質問はこれで終わります。 

どうもありがとうございました。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


