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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）：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

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
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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、買い物に

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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、

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。 

 

 


