
- 1 - 

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。 
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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
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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。 


