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平成２９年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年 ３ 月 ７ 日（火曜日）第１号 

 

 

◎ 日程第７ 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。 

７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：４項目にわたって質

問をいたしたいと思います。 

まず１番目に、小学校の閉校についてというこ

とで上げたんですけど、前段で同僚の議員さんか

らは閉校になったあと、どういう利用があるかと

そういう質問がございました。私はそういうそっ

ちのほうの質問ではなくて、本当に、先日、芦野

小学校閉校式に私も参加をさせていただきました。

本当に名残惜しいなとそういう気持ちでいっぱい

でございました。 

また、２年ほど前ですか、浜猿払小学校の閉校

式にも出席をさせていただいております。たいへ

ん本当に名残惜しいなと、また卒業生の方々それ

ぞれに色んな思いがあったなとそんなふうに思っ

ているところでございますし、またそれぞれの地

域でやっぱりその学校、いわゆる地域の灯みたい

な形ですよ。なくなるというのは、本当に寂しい

なとそんな気持ちでいっぱいでございます。 

こういう中でですね、閉校式を取り仕切ったと

いうか、村長さんは今お気持ちをどういうふうに

持たれているのか、それをまず最初にお伺いした

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）：ただいまの野村議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

思いは私も野村議員と一緒の思いでございます。

そういった中で、改めて答弁という形の中でさせ

ていただきたいと思います。 

２年前に閉校となった浜猿払小学校、今年度末

をもって閉校する芦野小学校は、ともにこれまで

様々な教育的成果を上げ、さらには地域のコミュ

ニティや生涯学習の中核施設としての役割を果た

してきただけに、閉校は私としても誠に残念な思

いであります。しかしながら、地域や保護者の中

で十分な話し合いがなされた結果に基づく地域住

民の総意として、より良い教育環境のため、在学

する児童の将来を考えた上での、閉校やむなしと

いう苦渋の決断であったものと拝察いたします。

村や教育委員会といたしましても、学習活動や学

校生活、通学手段等について、今後は十分配慮し

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）：本当に残念な気持ち

だなというのが、気持ちでありますけれども、村

長さんも同じように、それ以上にまた今後のこと

を考えながらも本当に重要な決断をされながら、

しかしまた、今後また地域振興、いろんなことも

考えなければなりませんし、深刻に沈んでいって

いる場合ではないな、そんなふうに思っていると

ころでございます。 

芦野小学校、思い起こせば浜猿払小学校、そし

てもう一つ、その前に猿払小学校、この３校が、

はまなす学級というんですかね、そんなことをし

ていたのも思い出していたわけでございます。そ

ういう中で、ここの３校の中で、何かこの３校を

１つに統合するようなそのようなことも一つは選

択肢でもなかったのかなと思いますが、いろんな

時期、いろんな地域の事情、そんなことで猿払小

学校、浜猿払小学校、そしてこの芦野小学校とい

う形で閉校式を迎えた。そういういろんな地域と

の生活の歴史でもあると思います。 

１番目の問題はお気持ちをお聞きしたわけでご
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ざいますが、２つ目はあとに残っている４校の存

続について、この村として、またこの地域にお住

まいになられている方々、やはりいろんな形での

歴史とその地域風土の違いと、それから皆さん方

の思っている思いがそれぞれ違いになると思いま

す。そういう中で、この４校の存続というのはや

はりもう今スタートをするのではなくて、もう既

にスタートしているんだ、そういった中でどのよ

うな形でこの地域振興に取り組んでいくか、そし

て地域振興に取り組むことで定住促進の促進とい

うことになりますか、ちょうど山森議員と同じよ

うな質問でありますけれども、そういうこともや

はりもう本当に一生懸命やっていかないと、この

浅茅野小学校なり知来別の小学校もそうでありま

すし、浜鬼の小学校だってやっぱりそういういつ

そういう形になるかわからない。ですから、この

地域振興、それから地域とがどうやってこの振興

策を考えていくのか、そういうことが一番最初の

問題ではないかなと。そういう形の中で、村長さ

んがこの地域振興ということで、どういうふうに

考えられているか、学校という役割が十分良い役

割を果たせるのではないのかなと思いますので、

その辺を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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず私が考えるあるべき地域振興策の地域振興

の姿としましては、地域の資源を有効に活用して

持続的な発展をすることだというふうに思ってお

ります。そのためには、産業振興における担い手

の問題や雇用の確保など、課題解決に向け引き続

き最重要課題として、関係機関と引き続き強力に

連携を密にしながら取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。 

また一方で、結婚や子育てを担っていく若い世

代に対し、今まで様々なアンケート調査等をして

まいりましたけれども、改めて彼らが描く未来へ

の期待と不安などについてマーケティングを進め

ていきながら、できるだけニーズに合った支援策

を提案していきたいというふうに考えております

し、現在行っております、保育料金の軽減策や子

ども医療費助成など既存の取り組みにつきまして

も、予算の確保をしながら継続して行ってまいり

たいというふうに考えております。 

また、移住定住政策につきましても、若い世

代に特化した形での検討もしていきたいというふ

うに考えております。この政策については、結果

が出るまで時間がかかるかもしれませんけれども、

先送りせずに試行錯誤しながらでも進めてまいり

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）：先ほども地域振興と

いうことにかけましては、前段で山森議員も相当

突っ込んだやり取りをしておりますので、ぜひで

すねこの閉校というか、これからこの４校をどう

いう形で残していくのか。それから村全体の振興

をどうするんだ、もうとっくに始まってるわけで

すよ。これを改めてこの閉校ということが、我々

に投げかけてくれた問題ではないのか、それをや

はりしっかりやっていくということしかないので

はないか。それと、それは村単独だけでやること

ではなくて、やはり地域と手を取り組んだそうい

う形でやはり畑をおこして、そして水をやって種

を植えてそして芽が出てくるのを待たなければな

らないのではないのかな。そういう工程のどれか

一つでも怠ればですね、やはり学校というものは

脆くも崩れ去ってしまうということが、今回の閉

校からもうかがえるのではないのかなとそんなふ

うに思うところでございます。 

小学校の閉校という問題については、やはり

我々に大きな問題を投げかけてくれたのではない

のか、改めて考える機会を、真剣に考える機会を

くれたのではないのかという提起をいたしまして、

次の２番目の産業の振興についてお聞きをいたし

たいと思います。 

近々ですね、非常に水産加工場の人手不足、こ

ういうのが深刻化して、水産加工場の人手不足が

どういう原因で起きているか私なりにというか、

これは皆さん方の答えも同じだと思いますけど、
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やはり働いている人方の高齢化、いわゆる若い人

がいない、加工場もですね毎年来ている顔ぶれの

方々はあまり変わらない、そしたら１０年前は平

均年齢が５０歳くらいだったのは、まぁ１０年後、

今であれば６０歳近くなっちゃって新しく増えて

いる人方はほんの尐し。そして定年を迎えるとい

うか、相当猿払村もですね、地元だけでは当然取

り込めない。それで遠いところでは中頓別あるい

は浜頓別から、今は豊富からもですね本当に仕事

のできる人、そういう人を、もうあの手この手で、

本当に、こちらへ来ていると。 

そうするとですね、猿払村内で働いている人方

もですね、村の施設だって相当数、募集とかをか

けていても軽度な仕事でも誰も来ないと。必然的

に賃金も上がっていく。水産加工場さんはまだ今

現在ですね、賃金は相当高いようですけど、いわ

ゆるその、何て言うんですか。パートさんでなく

て、東京のほうからどんどん人を入れてですね、

やはり時給は普通の１．５倍くらいかかるという

ふうに言われておりますけど、それもですねやっ

ぱり３月とか４月とか、まだ閑散期の時に入れる

とやっぱりそんなお金にもならないから、向こう

では相手にしてくれない、やはり本格的な漁にな

る５月内から９月いっぱいくらいまで、いわゆる

季節で集めている、そういうようなことですけれ

ども、それでもやはり地元の人方あるいは近隣の

人方、もうこれだけでは足りないと、こういう形

で村長さんも色々考えてはいると思うんですけど、

こういうことについて具体的にどういうふうにお

考えになっているのかお聞かせ願います。 

○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。 

議員おっしゃるとおり、本村の基幹産業である

ホタテ、漁業を補完する役割であります水産加工

施設における人員不足が、私もたいへん深刻な問

題というふうに捉えております。また村内外の雇

用者の確保につきましては、それぞれ各事業所で

の対応に現在任せておりますけれども、村としま

しては、特区制度の見直しなどを大きな括りの中

で、関係機関とともにですね国のほうへ要請を現

在し続けております。こればかりは、一首長がど

うのこうのという問題には非常になりませんけれ

ど、宗谷オホーツク沿岸、また、全国各地で特区

制度を受けて人員、働き手を確保している首長団

体がですね一緒に特区制度の改正について申し上

げているところでございます。状況としてはまだ

はっきり決まっておりませんけども、今３年間の

研修実習という部分をですね、これを５年間にな

んとか延長していただけないかという状況の中で

今進んでいるようでございますけども、今のとこ

ろは日本人の雇用者を確保するという部分につい

ては、これといった早急な打開策としては、私と

しては非常に持ち合わせておりません。たいへん

申し訳ございません。 

ただ、その特区制度を今やっている段階の中で

そういう外国人研修生、実習生の人方に頼らざる

を得ないという状況でございますけれども、そう

いう状況の中で今後進めて人員の雇用者の確保を

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）：今この特区制度の変

更、今現行では研修生、実習生の制度は３年から

またさらに３年伸びて、ごめんなさい。６人です

ね。１年間に６人なんですけど、ちょうど２年だ

ったのが３年に増えて、一つの加工場で最大限雇

用できるこの１年間の人数というのは１８人とい

うふうに聞いております。それが５年になると６

人ですから３０人、そうですね。そういうふうに

なります。それもたいへん大事な話でありますけ

れども、やはりこの猿払村にこの加工、あるいは

またこの所帯を持った旦那さんがほかの職業に就

きながら、女性の奥さんのほうがそういう加工の

ほうの仕事ができないか。そういうこともやはり、

あるいはまた一人、単身の方々のそういう方々も

猿払村に来て、最初は季節で帰られるかもしれま

せんけれども、やはり長い年月をかけていくとあ

と猿払村に居住するという可能性はあるわけです。 

ただ非常に短期的では、一番効能のあるのはそ
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の特区の延長という形で、それはすぐ効果は出る

と思いますけれども、しかしこの移住定住と申し

ますか水産加工員がやはり日本人である、あるい

はそういうことによって猿払村に定住してくれる

可能性がある、そういうことを念頭にそういうと

ころには尐しずつでもですね、やっぱり資源を投

下していく。今はねお話を聞くとそういう答弁は

ありませんでしたから何もしてないと思うんです

けど、する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）：現在これで２年間進

めてまいりましたけれども、移住体験ツアーまた

は、まるごとフェアのブースにおきましてですね、

各協賛企業のほうから時給ですとか雇用体系を含

めた中で、いろいろご提案をいただいております

ので、移住体験ツアーの時にですね村内にはこう

いう事業者があって時給はこのくらいで、どうい

う形でという形の中できちっと説明をさせていた

だいております。その中で見合った職業の中にう

ちのほうで体験住宅を利用しながら、短期就労を

していただく。そしてそれが通年、移住定住に結

びついていただいて、そこで雇用していただける

という形の流れになれば一番よろしいんでしょう

けども、ＰＲはさせていただいております。ただ

なかなかそれが女工員のところまで結びついてい

っていないというのが今の現状でございますので、

その分も含めながらですね、きちっと水産業のみ

ならずほかの商工業も含めながら、なんとかうち

のほうにですね移住をしていただいて、そういう

ところに就労してもらえるような方向もきちっと

今やっておりますので、引き続き強力にそういう

ところも含めてやっていきたいなというふうに考

えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：特効薬はないという

ことでありますけれども、やはり工場がですね、

やはり今は季節ですから、３月から４月まではホ

タテの工場であればいわゆる間引きっていうんで

すか、前の年の取り残しの分ですから当然やっぱ

り尐ないわけですよね。それとやっぱり時化とか

もちょっとやっぱり多いと。本格操業になるのが

５月の連休明けから、それもですねやっぱり時化

のあんばいだとかなんとかありまして、大体、年

間操業するのは１２０日くらいというふうに聞い

て、私自身も記憶しているところでございます。

これをですね何かの力を加えてあげることによっ

て、通年加工体制というのはホタテの今は原貝か

ら加工する仕事ですけれども、何かそういう製品

をつくって通年体制でラインみたいなものができ

てですね、そういう仕事ができるとやはりずっと

通年でやってなかなかこれは企業として、大変で

しょうけれども、初期投資だとかそういうところ

に相当お金はかかるかなと思いますけれども、や

はり村としてもですね、やっぱりそういう定住し

ていただける人方を、やはり来てもらえると、そ

してそういう方々が最初はやっぱりすぐは定住に

はつかないでしょうけども、やはり尐しずつ尐し

ずつやっていくことによって定住につながってい

くのではないか。 

そういうことによってですね、例えば、猿払村

では子育てが良いですよ、たいへん子育てのしや

すいところですよ、そういうものを売り込みにし

てですね、やはり現実の問題としては、いろんな

町村のそういう移住されているところと、あるい

はまた、たまにニュースで何ヶ所も働いてですね、

そして子育てをしているような家庭も見受けるわ

けですよね。それであれば、猿払村に来れば１ヶ

所できちっと８時から５時まで加工場で仕事をし

て、そして子どもはちゃんと預かってくれると。

そういうことが条件であれば、そしてあるいはそ

ういう子育ての期間中、そういう特典を与えるこ

とによって住民になって、そしてまたそういう子

どもさんがいればですね将来また巣立って、また

そういう夢も広がってくる。猿払村として、やっ

ぱりそういう人達が住んでくれて猿払村で生活し

ていただいたことは将来につながっていくのでは

ないのか。しかし今のこの特区だけのやり方でい

くとですね、もう今の日本の国と同じことですよ

ね。オリンピック終わったら今これガターンで終

わりですよ、特区やっていてね。建設業者足りな
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い、人足りない、ですけど実際に子ども達が増え

ないわけですから、人口は今去年から減尐してる

わけですから。猿払村は毎年減尐してますけどね、

日本は去年から初めて減ったわけです。子どもが

生まれない、高齢化になってきて高齢者は寿命が

ずんずん延びてきて、しかし、子どもの数は尐な

い。減りますよ。近い将来すぐ１億割るだろうし、

我々の目の黒いうちはどうかわかりませんけれど

も、そういうことを一つずつやっぱりやっていか

ないと、やっぱりここに住む人は増えないのでは

ないでしょうか。どうですか村長さん。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：僕もそのとおりだと

思います。なかなか子育て支援のほうにきちっと

軸足を置きながら、子ども達が将来結婚して出産

をして子育てできるというようなきちっとした環

境を整えてやってこそ、きちっとここで子ども達

がどんどんどんどん増えていくんだろうというふ

うに思っております。当然、子ども達がいなけれ

ばここの産業は漁業・酪農業も含めですね衰退の

一途をたどるという状況にありますので、そうい

う部分については、今後ですね取捨選択をしなが

らきちっと政策のほうに盛り込んでいきたいなと

いうふうに思っております。 

また、３番目の質問はまだですね。という形の

中で進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：考え方をきちっと強

く持っていただいて、そういうことをやっぱり庁

内の中であるいは当然これ受益者、加工関係の会

社の方々、あるいはその原貝を供給していただい

ている漁協さんも同じですけど、やはり皆、三者

一体でやっぱり漁協さんもたくさんの従業員さん

抱えてますけど、やっぱりもうすぐそういう状況

に陥ってくると思います。それとやはり村内の水

産加工屋さん方も人手が不足だと、例えば、人の

いるところに工場を移設するような動きになって

しまってはですね、やはり猿払村としてせっかく

これだけの原料、原貝がありながら、やっぱりほ

かに原料をどんどん持っていって村内の加工を減

らす、そういうことにならないような、生産者も

考え方同じだと思うんですよ。自分達は高いほう

に売って、そういう考え方で今までもやってきて

ますけど、全然そんな考え方では漁業者、生産者

から聞いたことありません。やはりこの地域で皆

さん方と一緒にやってきたんだと、そういう意識

でございますから、ぜひ村あるいはまたその水産

加工関係、そしてその漁業者、生産者、やっぱり

そういう部局で産業の振興と人手不足、こういう

ものをやっぱり解消する。これはやはり村長さん

から旗を振らなければなかなかついていけないと

思うんですよ。 

そして３番目、通年加工体制にするということ

は、ラインをつくるということなんですけど、や

っぱりそういうこともですね視野に入れて、そう

いう生産者との話し合いをしていかないと、それ

とやはり村内に住むということになれば、やっぱ

りそういう住宅、住処の供給ですよ。そういうこ

とはやはりインフラ、やっぱり村がいろんな形で

インフラを整備していかなければならない、そう

いうふうに思うのですが、それに対して村長の考

え方はいかがでしょう。 

○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。 

この通年加工体制と、２番目の質問、前段の質

問にも係ってくるんですけど、この部分につきま

しては、それぞれ事業者の考え方がありまして、

特に経営面からなかなか冬期間も豊富な日本人の

人手を雇用しながら経営していくという部分につ

いては、どうしても１１月いっぱいで原貝の供給

が終わってしまうという状況の中で、さらに中国

人の実習生の部分の仕事も当然継続してやってい

かなきゃならないというところで、非常に難しい

というところもお話を聞いておりましたけれども、

一つの方法として、これは漁組さんの話ですけれ

ども、ミミ、残渣として当然ミミとかウロが残っ

てきます。その中で、ミミは一部珍味だとか色ん

な部分で、冷凍しながら出荷をしているというふ

うに聞いております。半分はですね産業廃棄物と
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して今焼却、投棄、なげているという形でお聞き

しております。あとの残りの半分は今の職員の

方々の中で処理をしていると聞いておりますので、

せっかくとったものが商品価値としてあるものが

半分、産業廃棄物としてお金をかけてなげている

という状況中で、その半分をなんとか冬期間の間

に利用できるような状況の中で通年雇用をしてい

ただくような方向で今後進めていけないかという

ことで、漁組さんのほうにもいろいろお話をさせ

ていただいております。 

この部分は健常者のみならず、障がい者の雇用

という部分も含めながら検討していきたい、して

いただけないかという形の中で進めていっている

状況でございます。また、この定住の部分に結び

つけるという部分については、当然住宅、先ほど

から話がありました住宅等の確保についても、非

常に重要だろうというふうに思っております。こ

の部分については、漁業のみならず農業の担い手

という部分につきまして、もし村と漁業、農業等

の三者でですねなにかしらの住宅政策という部分

で打ち出していけるような方向になれば、村とし

ても支援をしてまいりたい、協議をしてまいりた

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）：なんとかですねこの

移住定住につながるような、そしてこの産業、こ

の水産加工関係の人手不足が尐しでも解消になる

ような、そういう政策をやっぱり急いで構築をし

ていただければとそういうふうに思います。 

３番目、海岸浸食について。昨年、実施した議

会の村内行政視察で灯台の下、また漁協のホタテ

加工場、またササキ商事さんのスタンドと漁協の

作業場の間、その辺を海岸侵食の現場として、あ

まりにもひどかったので、急きょそこに議会の視

察で議会の皆様方に見ていただきました。本当に

短期間で相当な浸食が進んでいることを目の当た

りにしたところでございます。 

その後ですね、今はササキ商事さん、それから

漁組さんの作業場のところはそのあと早急に応急

処置をして作業場が戻って、埋め立てをされて戻

っております。そして今、この年明けてからです

ね、灯台の下、猿払鉄鋼さんのところは一回、一

昨年ですか、行ったテトラというんですか、それ

を置いたのを一回全部よけて、そして下を新たに

また整地をして、床っていうんですか、大きな石

を入れてまたそこに埋め戻しをして、さらに距離

を広げたとそういう工事をしております。また漁

協さんの奥のほうの加工場のほうも、テトラを入

れて海岸浸食をやっている、戻しをしていると、

こういう現状でございます。 

私はですね、今もう海岸浸食はどこもひどいで

す。ここ急にやってきたわけではありません。そ

れでこのままやってると、こういうただやられた

所にただやってるだけでは全然防ぎようがない。

よく私も考えてみますと、今ちょうど猿払鉄鋼さ

んの辺りは昔は鬼志別川のちょうど河口であった

ということで流れがありますから、当然いろんな

形で土砂がそこから出てた、ですから昔で考えた

らそんな浸食をされるような場所では全くない。

昭和５４年に今の鬼志別川が切り替わって浜鬼の

街からちょうどスポンと海に出るようになった。

そこにもですね、やはり潮の流れがありますから

導流堤を相当出してはいるんですけれども、すぐ

川が加わってしまうような、冬期間になるとです

ね、そういう時化が多い、しかしその砂をですね

また全部牧場の奥のほうの、あるいは知来別のほ

うもですね、そういう形で港湾、港の土砂もそち

らのほうに全てなげていると。しかし砂は海岸に

は戻ってきませんよね。そういうことでどうした

ら海岸浸食が防げるんだ。 

これはやっぱり離岸堤ではないか。それは近い

所では知来別の東浦寄り、離岸堤の設置した場所

にはやはり丘のほうに砂がついているというよう

な、最近あまり通らなくなりましたけれども富磯

も富磯の街の入っていってすぐ向こう側の海岸の

ほうは、やっぱり波がぶつけてずいぶん海岸浸食

があった。しかしそのあとに海のほうにテトラを

入れて、そして今はそういう心配はなくなって砂

がついている、そういう状況でございます。そう
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いうふうになればですね、海岸浸食という心配が

なくなりますし、道路もちゃんときちっと通れる

と。今道路は知来別と加工場の間が今、山のほう

に移行されようとしておりますけれども、そんな

お金かけるんであれば離岸堤に出したほうがよっ

ぽど良いと私は思いますよ。やっぱり根本的な工

法をやっていかなければですね、私はそういうこ

の海岸の侵食っていうのは防げないのではないの

か。この辺は村長さんの考え方はいかがでしょう

か。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

議員のほうからいろいろご提案をいただきまし

た。どうもありがとうございます。海岸侵食対策

につきましては、毎年村長としてまたは漁業協同

組合の理事、もしくは幹部等ともですね宗谷総合

振興局や北海道水産部、建設部及び国の水産庁に

伺い、現場の深刻な状況等を説明した上で陳情書

を提出するなど、早急かつ強力な陳情活動を現状

としても行っております。 

また一つの例として、議員のほうからおっしゃ

られた総合加工場の裏の産業廃棄物の置き場所と

いう所についても、非常に低気圧の関係で侵食が

ひどかったという形の中で、道のほうにお伺いを

して補正予算を組んでいただいて、１２月に浜猿

払にあるテトラをですねそちらのほうにきちっと

移していただいてそこを守っていただいたと。そ

してさらには、この３月に新たに補正予算を組ん

でいただいて、加工場の裏のほうに３０メートル

の消波ブロックをきちっとつけてもらえるような

形で補正予算を組んでいただきました。これはあ

くまでも臨時的な対応というふうに私も捉えてお

りますので今後は恒久的な対策として、陳情書に

も載せておりますけどもそういう形の中で、振興

局とまた国のほうにきちっと要請をしております

ので、平成２９年度についても引き続き村の現状

を訴えながら陳情をしていき、早急に対応してい

ただくようお願いを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）：私も前段で質問申し

上げましたけれども、いわゆるやられてからやっ

てもらうだけではもうこの侵食は防げない。もう

当然直してもらった所もおそらくまた今年、一年

後にね秋口というかその辺で見るとまたどこかこ

ういうふうな沈みかかっていたりそういうことに

なるのではないのかなと。 

例えば、灯台下のところの今年はテトラを一回、

去年、明けたから一昨年ですね。やったんですけ

ど、工事を見てると全部一回取ってそしてならし

て、そしてまた大きな石を下に入れてそこにまた

戻しているという状況です。最初の年は村長さん

就任した翌年です。もう２月、５月、村勢懇談会

があって私が申し上げたんではなくて、周りの人

方があそこひどいなというお話になっていろいろ

対処していただいて、その年の秋に石籠ですか、

石籠を１２個くらいいっぺんにバーンと入れてく

れたんです。しかし、石籠も一冬過ぎたら何もど

こか砂の下になって、明けたから一昨年になりま

すけど、一回目のそのコンクリートの工事あった

際には石籠だってもうどういうふうになってたの

かわからないですよね。ちゃんとしたのは１個も

なかったそうです。かなりの部分やっぱり壊れて

いたそうでございます。ですから、そしてそれが

また１年経って、今年の工事が本当は去年の秋口

か１０月頃の工事だったんですけど、年明けてか

ら始まりました。それが全部一回撤去しなかった

らきちっと置かれないとそういう状況になって、

工期が遅れたんだというふうにも聞いております。 

ですからこういう陳情ですね。ただ普通に陳情

していたらいつまで経っても、そしてまだほかに

もいっぱい海岸侵食の激しいところはありますよ

ね。その辺をですね、やはり総力を上げて我々も

ね、したら議会として皆さん方に、議会の中で見

ていただいて、議長はじめですね陳情でもどこで

もやっぱり行きますよ。そういう形でやっぱり大

きなその力、流れを持ってきていただいて、何も

そんな富磯さんもあるいはまた知来別さんも過去
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にやった経緯もあることでございますから、成功

例はあるわけですから、ぜひともですね、そうい

う形で強力な陳情をしてそういうふうに食い止め

ていただかないとですね、やっぱりもう限界がき

てるんでないか。やがてもう道路にいきますよ。

やってない所から道路にくるんじゃないかな、そ

ういう心配をしている。もう１回、村長さんの強

い答弁をお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：陳情要請につきまし

ては、ただ行って名刺を置いてくるだけではこざ

いません。きちっと陳情書という形の中でつくっ

て図面を貼りつけて、文言をつけてきちっとその

担当部長もしくは水産庁長官のほうにきちっと席

上で説明をさせていただいております。その中で

私が答弁不足のところについては、漁業協同組合

の幹部の理事、代表理事を含めて理事の方々に補

足説明をしていただきながら、きちっとその辺は

陳情していっているような状況でございます。 

これは水産業のみならず、農業関係についても

道・国のほうへ赴いたところについては、生産局、

それから農村局等についてもきちっとそういう形

の中で陳情をしてきているつもりというか、して

きております。今後、そういう形の中で私が足り

ないところについては、そういう関係機関の方々

と一緒にあわせて陳情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）：はっきり離岸堤と言

ってお願いをしているわけですが。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今の臨時的な部分に

ついては一応、消波ブロックという形の中でやっ

ております。ただ離岸提が良いのか、またどうい

う形が良いのかという部分については、それぞれ

の漁業関係者、幹部の方々がそれぞれ私よりずっ

と優れている方々でございますから、どういう形

にすれば一番前浜に砂が着くのかという形の中で

今現在進めております。 

産業課長から説明をさせます。 

○議長（太田宏司君）：小林産業課長。 

○産業課長（小林智司君・登壇）：ただいまの質問

にお答えをしたいと思います。 

陳情内容につきましては、漁協さんのほうとい

ろいろ打ち合わせをさせていただいて、今おっし

ゃるような形で根本的な整備が必要だということ

もございましたので、選択肢はいろいろあるかと

思いますけども、エサヌカのほうでやってます潜

堤とかっていう形も一つの選択肢としてどういっ

たことが良いのかということも踏まえて、北海道

のほうでそういった漁業関係のプロのほうの目で

見て、どれかどういう対策が一番有効なのかとい

うことを踏まえまして、私達のほうからは要望と

して一つの選択肢として、こういうこととこうい

うことがあるということは書面に残して陳情させ

ていただいているという経過でございます。 

離岸堤という言葉については、その文言の中に

は入れてはいないんですけども、根本的なそうい

うなどということの一つの言葉の中の等という中

に含みで書かさっているというか、含みで入れて

るといった形にしかなっていません。離岸提とい

う言葉については、文言としてはその陳情書の中

には入っていないです。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：どうなんですか、私

もだいぶ説明しましたけど今の状況で消波ブロッ

クだったりコンクリートであったり、石籠であっ

たりといういろんな、今浜猿のエサヌカの海岸に

ついては潜堤という形で説明を受けましたけど、

今のその対処療法、いわゆる侵食がひどくなった

からブロックを入れるんだと、あるいは石を入れ

るんだ、それはやられたからやってもらうだけで、

そしたらそれをやられないようにどうするんだと

いう考え方はないのかって聞いてるんですよ。 

現実に知来別だって相当昔は、私、佐藤義雄さ

んと今の堀井さんのお宅のところの裏へ行ってみ

たら、本当に波返しがすぐ下にあったんですよ。

相当深い下にあったんですよ。しかし今、沖のほ

うにブロック置いてから、あそこ本当に砂がいっ
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ぱいありますよ。それと苗太路というか今の警察

署の前のほうもですね、いっときは本当に砂が取

られたんですよ。しかし離岸堤を離したことによ

って、ずっと砂がついたとこういう現状ですよ。

今、ただこの対処療法だけでやっていくともうあ

ちこちとられるだけですよ。ですからもっと先に

何かそういう形で離岸堤を一つ、できないのか。

人も住めなくなるし、ササキさんの後ろだって相

当波が常時ついてる形ですよ。どうですか、その

辺の判断を。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほども申し上げま

したとおり、１２月、３月で補正を組んでいただ

いて消波ブロックを置いたという部分については、

これは暫定的な部分であります。当然これから爆

弾低気圧、どんな低気圧が来るかわかりませんけ

れども、もしかしたらその部分で対応し切れない

部分もあるだろうというふうには思っております。

ですから平成２９年度以降に、これは予算の関係

もありますから、きちっと今の総合加工場、ササ

キさんのスタンド、それから山田鉄鋼所さん、そ

の辺をきちっと財産を守っていただくような形で

やっていただきたいというふうに、これは陳情で

きちんと申し上げております。 

たまたま今、エサンベの部分については農地海

岸の部分で潜堤という部分で経編もございます。

その中できちっとどういう形が良いのかというの

は二転、三転をしながら最終的にはつくっていた

だいて、そして今、前浜が尐しずつ現状に復元し

つつあります。そういうことを含めながら最終的

に前浜を元に戻す、そして今ある現状の施設もき

ちっと財産を守っていただくというような、恒久

的な対策を立ててほしい、つくってほしいという

形の中で、これは道のほうにきちっと要請をして

おります。ただ、道のほうとしても全体的な予算

がありますので先駆的に猿払でどうのこうのとい

う部分についてはまだはっきり話はなりませんで

したけれども、２９年度以降についてもきちんと

あそこは守っていただくという形の中で、約束を

していただいておりますので、今後も含めてです

ねきちんと要請をしながらあそこの財産を守って

いただくような形で進めていきたいと、お願いを

していきたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：予算がついて、今は

臨時的にですね海岸保全という形で取られたとこ

ろを直していただくと。そこについては色んな形

で予算もしてるし村長さんもはっきりそういう形

で陳情している。ですけど、離岸堤をつけてくだ

さいとは言ってませんよという答弁ですよね。で

すからそこに、別に私要望しないけどね、村長さ

んの考え方はどうなんですかというお聞きをして

るんです。ここまでやってね、やっぱりもっとも

っと来ますよこれ。現状この海岸見てったら。で

すから近いうちにもう、そういうふうにいかない

とですねもうあちこち取られてくるところは出て

きますよということです。 

まあ次４番目について、敬老会についてを議題

といたします。敬老の日の記念品、私もずっと気

が付かなかったんですが年末社協さんの共同募金

会から決算という形で、これは回覧になりました

ので皆さん方もご承知されている方が多いのかな

と思います。そしたら、その歳末助け合いの中で

募った募金の中から敬老会にという形で５０万円、

記念品が支出をされていると。募った金額は  

１００万円を超して１１０万円には満たないと思

いましたけど、約半分の金額が敬老会の記念品と

いう形。 

先日、事務局のほうに確認をいたしましたら、

昨年までで１０年間支出をされて、私もちょうど

自治会長になったのが８年になりますけど、８年

前、自治会長になって敬老会が自治会主催であり

ました。しかしその２年後、やっぱりこれは村に

戻さなきゃいけないということで、当時の巽村長

さんの決断で主催は村に戻ったところでございま

す。お手伝いは今も自治会で続けておりますけれ

ど、自治会連合会ですね、連合会で続けておりま

すけれども、しかしこの記念品ですね、やはりそ

の１０年前というなかなか正確に皆さん方の中、

携わった人の中でなかなか聞いても思い出せない
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のかわかりませんけど、やはり相当財政的に詰ま

ってきた時期だったといったような中で、共同募

金のほうから老人敬老会の記念品を支出するよう

になったと、そういうふうに聞いているところで

ございます。今ですね色んな意味で、財政は今も

苦しいのには変わりありません。それはもういつ

の時代になってもなかなかそんな財政が潤ってど

うのこうのということはありませんけれど、しか

し当時の１０年前から見れば数段に財政的には好

転していると思いますし、どうですか、これ村長

さんのほうで社協の共同募金のほうからでなくて

村のほうから記念品を差し上げて、その共同募金

のほうもですねやはりそっちに支出することによ

って、本来の歳末助け合いのほうの予算のほうに

向かっていないのではないのか。私、委員でもあ

りませんしわかりませんけど、そのような気がい

たしております。その辺について、一つお伺いし

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いうふうに思いま

す。 

社会福祉協議会からの敬老会の対象者への記念

品の寄贈につきましては、私としてもたいへんあ

りがたく感謝を申し上げるところでございます。

議員のご質問では、村からの記念品とすべきとの

ことでありますが、これはあくまでも社会福祉協

議会からのご厚意によるものでございますので、

相手方のご判断に今後はお任せしたいというふう

に思っております。 

なお、村ではこれまで敬老会出席者の方々に記

念品をお配りしており、平成２９年度も同様にお

配りをしたいというふうに、感謝の気持ちを込め

てお配りを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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それではですね、ち

ょっと突っ込んで聞きますけど、１０年前、共同

募金のほうから敬老会のほうになぜ５０万円とい

う予算がいくようになったのか、そういう経緯に

ついてお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：佐藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤克敏君・登壇）：ただいまの

ご質問にお答えいたします。 

１０年前はですね、協働まちづくり推進課で一

応、自治会連合会を担当してましたので、その中

で自治会連合会に声をおかけして敬老会を開催し

ておりましたけども、最初の当時は社協のほうか

らの記念品はありませんでしたが、社協のほうか

らの申し出で記念品を配るという形になったと考

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）：それではですね、別

に村長さんとか課長さんとかという形でなくて、

当然、歳末助け合いという運動の中で皆さん方に

ご厚志を募っているのではないのかなと思います。

そういった中でやっぱり歳末助け合いというのは、

やはり生活の困った方、やっぱりそういう子ども

さんもいて恵まれない年の瀬を尐しでも温かな気

持ちで過ごさせてあげられればなと、そういうの

が歳末助け合いの趣旨ではないのかな、そんなふ

うに思うところでございます。それがですねやは

りそういう賛同されて参加された、参画をされた

方々との気持ちが尐し乖離されているのではない

か、そんなふうに危惧しますけれども、その点に

ついては村長さんはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：これは最終的に村の

社会福祉協議会が決めることであって、平成２９

年度も敬老会の時にですね、対象者の方々に記念

品を贈呈する、贈呈しないはこれは私がやってほ

しい、やってほしくないという形じゃなくて、こ

れは社会福祉協議会の中でご判断をしていただけ

ればありがたいなというふうに思っております。 

また北海道の共同募金会の中では、敬老会の中

にそういう形で記念品を贈呈するという形は、だ

めだという形は当然うたっておりませんから、多

分そういう趣旨を踏まえた中で、社会福祉協議会

の中で１０年前にそういう形の中で賛同いただい
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て、敬老会対象者の方々に記念品を贈呈していた

だいたんだろうというふうに理解をしております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


