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平成２９年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年６月２７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。 

それでは通告に基づき質問をさせていただきま

す。 

まず一つ目に、公共施設の老朽化に伴う事業計

画についてお伺いいたします。 

本村の老朽化に伴う公共施設の管理及び更新等

については以前から懸念されている案件であり、

平成２９年度村政執行方針の中でも取り上げられ

ています。しかし、執行方針の中で具体的に示さ

れているのは一部の施設の解体に向けた調査の実

施であり、その他の施設の具体案は示されており

ません。 

本村には旧役場庁舎のような解体が必要な施設

や今後の施策が待たれる施設があります。廃校と

なった猿払、浜猿払、芦野地区の小学校に関して

は、今後の利活用の検討課題であり早急な事業計

画が待たれています。また、生活改善センター、

村営プールに関しては多くの住民が利活用する施

設として、改修または建て替えが望まれている施

設であり、今後の事業計画が具体的に示されなけ

れば住民の理解は得られないものと考えますが、

村としての考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

昨年１２月に、平成２９年度から平成３８年度

までの１０カ年を計画期間とした公共施設等総合

管理計画を策定しております。議員ご質問の具体

案が示されていないという部分につきましては、 

 

この公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計

画という形で、維持管理方針とする施設とその用

途を終え除却方針とする施設を整理する作業を現

在進めておりまして、これらの施設の維持管理も

しくは除却に係る概算費用の算出を終えた後、来

年度の予算編成作業時において計画的に進めるよ

うにしてまいりたいと考えておりますので、その

旨ご理解を賜りたいと存じます。 

また、個別施設における現時点での方向性につ

いてでありますが、閉校となった３地区の旧小学

校のうち、旧猿払小学校は除却方針としており、

旧浜猿払小学校につきましては旧庁舎内の郷土資

料館にて展示していた郷土資料の移設を終え、体

育館に一時保管しておりますが、過去の議会答弁

等でも申し上げておりますとおり、空き校舎を（仮

称）生涯学習センターとしての活用に向け準備を

している段階であります。基本的には校舎の現状

の構造をできる限り活用し、各教室において郷土

資料の展示を行うなど、空きスペースの有効利用

を行ってまいりたいと考えております。また、旧

芦野小学校の活用方針は未定でありますが、この

たび文部科学省で行っております廃校情報に関す

るサイトに登録申請をしたところであります。 

一方、生活改善センター及び村営プールに関し

ましては、ご承知のとおり老朽化が著しい状況で

あり、この個別計画におきましても計画期間内で

除却する方針としておりますが、今後のまちづく

りの方向性における中核施設でもありますことか

ら、建替計画そのものにつきましては、平成３３

年度からの第７次総合計画後期実施計画の中で住

民の皆さんとの合意形成を十分に図った上で進め

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁の中
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で小学校３校の部分もあります。それと生活改善

センターですか、答弁もございましたが、まず何

よりも３３年度から実施したいということですが、

まだあの若干年数がこの先があると思いますけど

も、じゃあそれまでの間どうするのか。また、例

えば先ほど答弁の中であったような浜猿払小学校

の資料、それを生涯学習センターとして活用した

いという答弁がありましたけども、それじゃあ 

３３年度からするということですが、それまでの

間あのまま置いておくのかという部分の疑問もあ

ります。それは浜猿払の住民の方からも指摘が多

数ございますけども、それまでの間、じゃあ我々

も見に行きましたけど体育館に一杯足の踏み場も

ないぐらい物を置いてますよね。我々が見に行っ

た時には、学芸員の方に見てもらって、いるもの

いらないもの整理するというお話を伺いましたけ

ども、たぶん恐らくそれもまだ実施されていない

だろうと感じますけども、その辺のことも含めて

具体的にね、３３年度からと言ってますけども、

それまでの間、じゃあ現状維持でそのままもって

いくのかっていう部分を、たぶん青写真ができて

いると思うんですけども、放っておくのかってい

う部分をもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまの質問に

お答えをさせていただきます。 

旧浜猿払小学校の跡利用というご質問について

はですね、議員おっしゃるとおり現状としては、

旧体育館のほうに郷土資料室の資料を移設させて

いただいているところでございます。が、議員も

ご承知のとおりですね、できるだけ有利な補助を

得て何とかあの施設を生涯学習センター的な活用

ができないかという手探りの状況でございます。 

現状としてはなかなか良い補助が見つかりませ

んで、実施ができていないところでございます。

ただ、資料もあのままにしておくわけにはいかな

いということで、今年度中にですねとりあえず各

教室のスペースを活用して、元の庁舎のような仮

展示の形をとることができないかということで今、

内部で調整をしているところです。それによって

体育館のスペースが空きますので体育館、スポー

ツ施設もかなり多くの利用をいただいて、なかな

か時間が空かないという状況もあることから、旧

浜猿払小学校の体育館を何とかそういうスポーツ

施設に活用できないかというお話も多々いただい

ておりますので、それも検討しながら今後は進め

てまいる所存です。 

ただ、浜猿払小学校の体育館、吊り天井がある

ということで、実は閉校が決まっていた関係で芦

野と浅茅野小学校では、吊り天井の材を全部撤去

する工事をさせていただきましたけれども、浜猿

払はそのまま残っているという状況で、今すぐ体

育館施設として使用するというのは、使う方にと

ってはちょっと危険が伴うという関係で、その分

は幾分かの費用、撤去費用がかかってそれを実施

した後でなければ体育館としての使用が現状とし

ては考えられないというふうに我々は考えており

ます。ただ、それに対しても必要な年数がかかる

ということですので、今は現状のスポーツ施設、

月曜日休館にしているところなんですが、その休

館日をうまく移動をさせることによって、使用団

体の利用の希望に沿う形ができないかという面で

今、内部で検討している最中でございます。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：３３年度の関係に

ついてのご答弁をちょっと追加させていただきた

いと思いますけども、基本的に生活改善センター、

村営プールの部分について、この個別計画につい

てですね、平成３３年度までの第７次の後期実施

計画の中で、住民の皆さんと合意形成を図ってい

きたいということでありまして、この部分につい

ては各団体あるいは商工会の部分でもですね、実

はまちなみ活性化推進事業の部分のご意見とかい

ろいろありますし、生活改善センターの跡地とい

いますか、あのところとプールというその場所に

ついてですね、村民の方にとってどういうような

施設をですね、いわゆる建て替えていったほうが

良いのか、あるいは本当に除却だけで良いのかと

いうところも含めてですね、いわゆる合意形成を
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図るにはやはり３３年度からの第７次の後期の実

施計画の中で具体的に詰めていきたいと、それま

でについてはですね、各団体含めたあるいは自治

会等も含めた形でですね、いわゆる合意形成、意

見等を集約していきたいというふうに思っており

ますので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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：教育長と副村長のほ

うから答弁がございましたが、まず最初に、教育

長の答弁の中で旧浜猿払小学校の部分ですけども、

これは確か我々が最初に閉校になる直前だったか

直後だったかちょっと忘れましたけど、聞いた話

ではあの１００％補助が出ると言ってね、あの素

晴らしい写真を見せられて、こういうふうになり

ますというふうに伺って、実はその補助はおりま

せんでしたと、ありませんでしたという話を聞い

てがっかりした部分もあるんですけども、それは

無理だとしても、そのじゃあ代わりの補助がね今、

教育長言ったように手探り状態であるという部分

ですけども、実際その補助が見つかる見つからな

い別にしても、まあ当然これは村の予算だけでや

れるものはありませんしね、その利活用の部分で

もスポーツ団体に体育館を使っていただくために、

その各教室に振り分けるという部分もありますけ

ども、振り分けるにしてもその教室を使うにして

も、いずれにしても予算ってものはたぶん多少な

りかかると思うんですよ。その予算の出所ってい

うのが、例えば村の予算を使ってすべてやるのか、

今、手探り状態であるその補助金を探し当てて使

うのかという部分、手探り状態ですからまだない

ってことですよね。そのなかった場合にじゃあど

うするのかという部分を含めて、もう一度お聞き

したいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：お答えいたします。 

現状で考えておりますのは、補助を活用しない、

現状使える補助がないという判断のもとですね、

できる限り手弁当というか少ない予算の中で、旧

庁舎で行っていたような形の展示方法ができない

かということで考えているところです。 

ほかの立派な郷土資料館、郷土館のように見栄

えの良い展示にはならないかもしれませんけれど

も、現状としても学校の社会見学等でも昔の生活

用品だとか、そういう授業で見学するということ

に使われておりますので、そういった面できちっ

と各教室を使った中で、分野ごとの整理をして設

置をしてまいりたいという考えでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：若干補足をさせてい

ただきたいと思います。 

体育館の関係です。私のほうにも、地域住民等

のほうからですね、体育館は何とか体育館として

我々に利用をさせていただくような方向で考えて

いただけないかというようなご意見もいただいて

おります。その中で、あの先ほど教育長から答弁

させていただきましたけども、耐震化の関係で吊

り天井の部分があるという形の中で、当時は浅茅

野、芦野、浜猿払という形の中で一緒にですね、

補助のある時代に改修をしておけば良かったんで

しょうけど、これは結果論ですけども改修をして

おけば良かったんでしょうけれども、閉校という

形がもう話が決まっておりましたので、担当部局

のほうで浜猿払のほうについては直さないという

形の方向性を出したというふうに聞いております。

その中で、あの不特定多数の方々に一応今の状況

で使っていた現状としては、そのまま何ともない

んでしょうけども、地震等があった場合について

のやっぱりいろんな災害を危惧しますと、やはり

きちっとこうした形でですね皆様方に使っていた

だかなきゃならないということの中で見積もりを

取っている現状の中では、約１５００万円ほどの

吊り天井の改修という部分であの考えております

けども、この１５００万円についてもなかなか補

助が見つからないと、単費でやらなければならな

いという状況の中で来年度以降ですね、あのどう

いうような形でもっと安価でできるかどうかとい

うことも検討しながらですね、進めてまいりたい

というふうに考えています。 
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以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：それと、村長の答弁

のあった吊り天井の部分はまあ理解できましたけ

ども、まあ１５００万円、結構な金額になると思

いますけど、では、その体育館を使えるようにし

たといった場合に、ということは今ある物は教室

に、ある特定の教室に運ぶわけですよね。ところ

が、あの学校というのは結構な数の教室というか

部屋があって、たぶん全部は使わないと思うんで

すよね。生涯学習センターにするってことは、そ

れなりの施設になるとは思うんですけども、じゃ

あその残った部屋というか教室っていうかね、そ

の部分をじゃそのまま物置みたく置いておくのか、

それともね思い切ってその部分を取り壊して、ち

ゃんとした生涯学習センターのみのきちんとした

施設としてつくるのか、あの施設を全部、生涯学

習センターにしてそこに全部物を詰め込むってい

うことが、実際に今あるもので可能なのかどうか

という部分もありますしね、ちょっと疑問がたく

さん湧いてくるんですよね。その部分も含めて、

そこまで実際考えているのかという部分もありま

すし、あれは１年や２年また置いておくと、我々

が行った閉校になって１年後ですか確かあれ、見

に行ったんですけどもそれだけでもあれだけ傷ん

でるってことは、置けば置くほど住宅もそうです

けども建屋っていうのは傷んでくるもんですんで

ね、しかも確か電気が通ってて、まだボイラー室

か機械室が稼働してますよね。置いておけば置い

ておくほど経費もかかるという部分で、地元の住

民もそうですけども、我々もね実際の学校どうな

るのかと、まだねえ１７年ぐらいですか建ってる

年数っていうのは、あんな良いものをどうやって

使うんだという部分をね、村が言ってはいますけ

ども実際に全然何も起きていないという部分が住

民の中でも疑問がたくさんあると思うんですよ。

実際予算もかかると、その１５００万円の吊り天

井を取り壊すという部分でも村の予算を使ってや

ると言ってますけども、まあ体育館を使えるよう

にしたのは良い、ところがその中にある物がね、

教室に詰め込んで生涯学習センターとして開設し

たという部分でも残った教室をどうするのかとい

う部分も含めてね、今現在どういうふうにお考え

なのか、もう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ご心配をいただい

た内容については十分私どもも理解できます。た

だ、あの体育館ほぼ一杯の物でございます。実際

に各教室を利用して展示するとしても、ごくごく

一部になろうかと思います。ですから、展示して

見せる物以外の物のほうがきっと場所を一杯取る

というふうに認識をしています。そのために、同

じような物もたくさんありますので、近隣の学芸

員さんの力を借りて物を整理したいというのも、

実はそこに目的がありましてそういった形で今の

ところは考えている、現状としては恐らく逆に余

るスペースはないかなというような感じで私は受

けとめております。逆に置く場所が足りないとい

うことにならないかというほうが心配をしている

ところです。 

そういうことで、長く閉校になってからなかな

か良い活用方法が生めないという、我々もジレン

マを抱えておりますし、何とかこれからもですね、

良い補助というか財源がないか、あの探ってまた

引き続き行いたいというふうに考えております。 

どうぞ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）：あの、あそこの体育

館にある部分は入れてみなきゃわからない部分と

いうのもありますけども、例えばねこれ１５００

万円を使って天井を直してスポーツ施設として利

活用するという部分で、確かにあの今ねスポーツ

団体なんか、他の部分でたらい回しにされてるっ

ていう部分もね、若干最近はだいぶ良くなったよ

うですけども聞きますしね、そういった施設が足

りないのかなと本村はね、先ほど村長のお話の中

でもありましたようにスポーツに対してね結構な

優秀な成績を収めている団体もあります。入りた

くても入れない子どもがいるスポーツ団体もある

というふうに聞いておりますのでね、そのスポー
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ツに関して力を入れるというのは悪いことではな

いなという感じはしますけども、いずれにしても

先ほど言ったその総合管理計画の３３年度からと

いう部分を前倒ししてでも、浜猿払小学校を利活

用するという部分ではやっていきたいというふう

に私は受けとめましたけども、以前、平成２７年

１２月の一般質問で私も似たような質問をさせて

いただいておりますけども、その中で答弁の中で

観光施設に利用したいという部分も答弁いただき

ました。その部分はじゃあ今はもうそういうふう

には考えないでね、生涯学習センターとして、あ

と、スポーツ施設として使うという捉え方で良い

んでしょうかね。 

お伺いします。 

○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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

当時はですね、恐らくあの浜猿払の浜のほうに

ケーブルの関係含めてそういうような形でバスが

立ち寄ってですね、資料館等にしてですね、ここ

で観光事業に使えていくんではないかなというふ

うに計画を組んでいるところでございましたけど

も、今のところはですね、あの資料に関する物を

先に整理をさせていただきたいと、その上でケー

ブル等の部分も含めてですね、そこが本当に観光

ルートになるかというところについては、改めて

協議をさせていただき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いたします。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：観光の部分に関して

は今後とも協議していくという部分ですけども、

たぶんこれ以上質問しても堂々巡りになってしま

うんでね、この辺で浜猿払小学校に関しては今後

の推移を見ていきたいと思っております。 

それと、先ほども３３年度からといった生活改

善センターとプールに関して質問したいと思いま

すけども、まずプールですけども、これもまた住

民の方からね何とかしてくれ何とかしてくれと、

たくさんの要望なり意見があると、村長もたぶん

それはね聞いていると思うんですけども、なかな

かそれも予算が取れないという部分もあるようで

す。 

しかし、あのこれどっちも確かね１９７０年代

に建設された古いものです。そういった状況がね

たぶん全国各地で、今、たぶん同じようなことが

起きてるんじゃないかと思いますけど、国もねそ

う予算も無いわけではないと、まあ私なりに調べ

た結果ですけども、例えばプールに関しては例え

ば施設の更新とか統廃合、長寿命化の計画は本村

ばかりでなくてほかの自治体でもたくさん色んな

施策が練られてると思いますけども、少しでも財

政負担を減らすために、例えば事業を実施するた

めに予算の確保というのが大前提です。 

その時に例えばプールです。プールの場合は、

スポーツ庁というものがありますね。そのスポー

ツ庁が策定しているスポーツ基本法、これはまだ

案の状態ですけども今年５月に策定をされました。

その中のスポーツ施設のストック適正化ガイドラ

イン、これはもちろん案ですけども、基づいた事

業計画を策定するという選択肢もあるようです。

その中では施設の集約化や複合化というものが含

まれるのが前提であると聞いてます。ということ

は、我々確か昨年ですかね空知管内のある自治体

に行ってプールを見てきました。これ木築のプー

ルを作ったとかという私の一般質問の提案の中で

じゃあ今一番新しいのはそこだということで、見

に行ってまいりました。議員全員で。その中でも

そこも確か生活改善センターに渡り廊下をつけて

プールを併設したんですね。新築の木築でその時

にはもう木築プールを作る予算が７５％あったの

が２５％になってしまったということで、私もそ

れ以上質問はしなかったんですけども、そこは生

活改善センターに常駐している職員がそのプール

のほうの管理もするという部分で人員も削減され

ている。その時に温水プールという質問を私させ

ていただきましたけども、その時にはコストがあ

まりにもかかり過ぎると、確かにその自治体も温

水ではありませんでした。しかし、それを建築し

たことによって前後１カ月間、その運営する期間

が伸びたそうです。そして、ランニングコストで
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すけども私がその中で聞いた中では、もちろんボ

イラーでね灯油で動かすわけですけども、   

１１７０万円ちょっとというふうに聞いてます。

その時に私が答弁の中で聞いた話では、もっと 

３０００万円とか４０００万円かかるのでないか

と言われてましたけど、全然そんな金額ではあり

ませんでした。そのくらいなら猿払村でもできる

んじゃないかという感覚で私はそこの視察を見て

きたんですけども、そういったようにその複合施

設として施設を二つくっつけたことによって予算

を出すという、その国の施策も出てきてますんで

ね、その辺のところもまだできたばかりのもので

すけども、あの調査してやっていただきたいと思

っておりますけども、住民のね、例えば小学生あ

たりは今もプールはここでオープンしてるのは何

日ぐらいあるのかなっていう感じですけども、場

合によっては稚内市まで連れて行ってそしてまた

連れて帰ってくるという、小学生はそれで良いか

もしれませんけども、じゃあ大人の人が泳ぎたい

時に稚内まで行ってくれと、せっかくここにプー

ルがあるのにね、稚内まで行けっていう話もない

と思うんですね。 

例えば、お年寄りの中にはね半身浴で歩いてっ

ていう福祉施設もあるようですけど、そういうこ

とも利活用して、空知管内の自治体のところもそ

ういうような通常のプールのほかにね歩けるスペ

ースも確かに同時に併設されておりました。含め

て、子どもだけではなくて、全住民のための施設

ですからね、公共施設として成り立っていけるの

かというふうにもあります。 

まあ思い切って壊せば良いのではないかって言

われますけども、今時ねプールの無い自治体って、

なかなかこれ聞いたことがないというのがありま

してね、どうせやるんだったらその複合施設とし

てやったら良いんじゃないかと、これはいろんな

委員会でも同僚議員からも意見がたくさん出てま

すけども、それも含めてね、その３３年度からっ

て言ってますけども、まだ期間はたくさんありま

す。その中でね、もしこれからやるんであれば、

今からそれをやっていかないとねえ駄目だと思う

んですけども、青写真というのはプールに関して、

もちろん生活改善センターも含めてですけどもで

きているのか、どのようにこれからもっていきた

いのか、予算が決まってからなんていうこと言っ

てないでね、どういうものをつくりたいのかとい

うのをまず住民の方にね示していただきたいと思

いますけども、答弁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）：プールの関係でござ

いますけれども、確かに私のほうにも温水プール

に近いようなことも含めながら、ぜひ建て替えを

していただきたいという希望の話は耳にしており

ます。ただ、過去にもですね温水プールについて、

いろいろ議会の中でも議題となりながら議論を重

ねてきたところでございます。先ほど、一つの例

として光熱水費の問題だとかいろんな形の中で、

本村については積雪寒冷地という形もありながら

ですね、やはり水温をですね、ある一定の温度ま

で上げるというふうになると、相当金額も膨らむ

という形の中で当時で約１８００万円という形の

中で算出したと思います。その中で、今、議員か

らご提案あった高齢者福祉という部分の中で、こ

の高齢者の方々にもご利用いただくという形とな

るとさらに一般の方々より２度ほど水温を上げな

ければ、やはり高齢者としての対応ができない、

また、それに２度上げるという形になるともうち

ょっと光熱水費はかかるという形の中で、なかな

かランニングコストも難しい、そして、何レーン

にするのかまたどのような作りにするのか先ほど

議員からあった野幌の話、南幌ですかね、南幌か

どこかのお話かと思いますけれども、そういう形

の中でどうなんだろうという形の検討はこれから

していかなきゃならないと思います。 

先ほど副村長から答弁ありましたとおり、商工

会からのまちなみ活性化という部分での青写真と

いうか協議を、ちょっと提案をしていただいた経

過もあります。あそこのゾーンをどういうような

形で今後まちづくりをしていったら良いのかとい

うお話も聞いておりますので、そういうことも含

めながらですね、今の改善センターと村営プール
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という形の中でやはり財源確保するというのは正

直難しいと思います。学校プールという形になる

と、また文科省だとかいろいろなところの補助金

だとかいろいろな形であるかと思いますけれども、

非常にその財源的な部分についても難しいですか

ら、あの今議員のほうから各自治体でプール無い

地域が無いんじゃないかというようなお話もあり

ましたけれども、これからは近隣の市町村で持っ

ているそういう公共施設を定住自立圏の関係もあ

りますからね、利用していただくということも視

野に入れながら、さらに本村でもそういう施設が

果たして必要かどうかということもきちっと精査

をしながら、平成２８年度から始まりました総合

計画は１０カ年ありますので、そこの５カ年で中

間年で見直しをかけるという話になっております

から、平成３３年のところで１回見直しをして、

平成３３年度以降、今の改善センターとプールの

部分についてどうしていくかという部分について

はこの残りの３年間の間にですね、きちっと皆さ

んの意見を聴取しながら進めてまいりたいなとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：このプールに関して

は先ほども言ったようにね、小学生、中学生また

あの高齢者、そして私これたぶん２、３回同じよ

うなプールに関して一般質問してると思うんです

けども、あの漁業者の中で泳げない人がたくさん

いるというのは皆さんご存じかどうかわかりませ

んけどもいるんですね。これなぜ泳げないかとい

うと、泳いだことがないからなんですよ。確か小

学校とか中学校の時にプールに行ったかもしれま

せんけども、その中で泳ぐのを覚える前に学校を

出てしまったという部分もあるだろうし、あのた

くさんいるんですね。そういう人のためにもね、

例えば前にも言いましたけども、漁業者がね実際

事故にあった時に転覆事故や沈没事故があった時

に、服を着たまま泳げるかとかね、長靴を履いた

まま泳げるかとかね、水の中で長靴を脱ぐにはど

うしたらいいかとかね、これやってみたことない

人はわかりませんけどもね、もの凄い大変なんで

すよ、泳ぎながら何かをするっていうことが。そ

れを私は教えられたことがあるんで言えますけど

も、やったことない人にはねそんなものと思うも

しれませんけど、水圧がかかって何もできないん

ですよね。その中で、例えば着ている上着のカッ

パを救命胴衣代わりに使う方法とかねやり方があ

るんです。空気を入れてこうやるとかね、ってい

うのがあって、それを実際にやる場所が無いとい

う部分もあってね、研修とかそういういろな部分

も含めてそれがもしできるとなった時に、今のプ

ールでもできないわけじゃないですよ。できない

わけではないんだけど、行く気がしないっていう

今のプールだとね、いつやっているかわからない

だろうし、夏の忙しい時期じゃなくて、もっと違

う時期にやりたいってこともあるだろうし、あの

いろんなことが新しくね改修なり新築なりした場

合にこっち来ると思うんですよ。そういうことも

含めてね、これは相乗効果とかたくさんあると思

います。 

それから、村長言ってたように財源が見つから

ないと、予算が確保できない補助金が無いって言

った時に、定住自立圏を利用して近隣の自治体に

行くということを言ってますけども、そのプール

とかね公共施設に関して、ほかのところを使わせ

てもらうということ自体がね、ほかのものはもち

ろん助け合わなきゃならないという部分はありま

すけども、わざわざ１時間かけて稚内市まで泳ぎ

に行くかって思うんですよね。子ども達は連れて

行ってもいいですよ。大人とか高齢者をね、その

運んで行くのかっていう部分も含めてね、これは

あの明日とか来年からすぐやれというんじゃない

んですよ。先ほど村長も言ったように３３年度か

ら実施したいという部分は理解できます。理解で

きますけども、その間にねその予算をなんとか確

保するっていう部分も含めて、もしくは基金を積

んででもね何とかするという部分もこれ考えてい

かないとね、猿払村プールやめたんだとさって思

うわけですよね、ほかのところはね。 

本村に関しては、この宗谷管内でもまだまだ頑
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張っている地区だと思いますよ。人口もさほどま

あ減ってはいますけどね、ほかのところよりも減

少率は少ないって村長も自分でおっしゃっている

じゃないですか。ほかのところまで行って、そこ

も含めてましてや今、全国の所得４位ですか。な

ってね、ほかからも注目されて取材やら何やら撮

影やらたくさん来るようですけども、その中で含

めてその公共施設を削減して１時間かけてほかの

所まで利用しに行くっていうのは、これはね住民

から理解はされないと思います。ですからね、な

んとかね実現に向けてのね施策みたいなものをね

今後絞り出していただかないと、これは住民の理

解は得られないと思いますけども。 

その辺のことも含めて答弁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）：僕は全くやらないと

言っているわけではなくて、３３年総合計画の中

にですね、きちっと当然財源的な事業とですね、

財源のことを１０カ年計画の中できちっとうたっ

ていってるわけですから、そして５年後に見直し

をかけますよ、ローリングをしますよという形の

お話をしているわけであって、この残りの年数で

後期のですね残りの５年間の間に、その改善セン

ターだとかプールの部分についてどのような形で

できるかという形の中で、今残されたこの前期の

総合計画の中で住民の方々と色々な団体と話をし

ていきたいと。その中で一つの案として定住自立

圏の中で、近隣の稚内市の温水プールのほうも利

用していった場合、どういう問題、課題があった

りどういうものがあるのかということも案として

ですね出しながら、皆さんに、住民の皆さん方に

こう提示をしていく、そういうような方向性をと

りながらその中でもう絶対本村についてはプール

が必要なんだというような形でいろんな形の中で

話があればですね、最終的には財源をやることは

やるという形のメリハリをつけながら、どこかで

予算をきちっと今、議員から提案があったとおり

スポーツ庁でこれから今やろうとしてるところの

予算を見ながら、まして一般財源も見ながらです

ね進めていけるような方向で検討させていただき

たいと。その中で、今プールとかその部分につい

ては早急に建て替えますという部分については、

答弁については今は申し訳ないですけどもはっき

りした答えは私のほうから出ないです。 

ですから、残りの５年の後期の総合計画の中で、

今残りの年数の中できちっと皆さん方と話をさせ

ていただきたいというふうにお答えをさせていた

だきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：あのまだ期間はね若

干ですがあるようですけども、これ早急にやっぱ

り検討していかないと、いつまでたってもこれ同

じようなことを繰り返すんじゃないかという感じ

もいたします。 

それと、統廃合ですか、例えば仮にですよ、仮

に生活改善センター、プールが同じ場所にありま

すよね、くっついてね。そこでじゃああそこの土

地を活用するのかどうかわかりませんけども、仮

に活用して複合施設を作った場合にね、例えば生

活改善センターももう老朽化して考えていかなき

ゃならない時期に入ってますよね。それも含めて

ね、一遍にできるかどうかこれわかりませんよ。

補助金をどうやってね持ってくるかという部分も

ありますし、それ自体があるのかという部分も疑

問もありますけども仮に統廃合した場合にね、例

えば村が以前から言ってるように、その村有地が

無い村有地が無いと言っていますよね。統廃合し

た場合に、例えばこれ旧役場庁舎ももちろんこれ

解体の方向に進んでると思うんです。解体する場

合にあそこの土地も更地になるわけですよね。そ

の後に何を作るのかもまだ決まってないといった

場合にね、あそこはもちろん村有地ですよね、そ

ういった場合に村有地の確保にも繋がるんではな

いかと、で、統廃合したことによってこれからは

たぶんもうそういう時代になってくるんだと思い

ます。どんどんどんどん人口が減っていってね、

あの施設も縮小しなければならない、したけども

機能はねそのまま残しておきたいという部分も含

めてね、議会ももちろんそうですけども、住民も
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含めていろんな意見を聞いてね、先ほど村長言っ

たように商工会の意見も聞いているようですけど

も、住民意見もたぶんあると思います。 

そういうことも含めてね、いろんな人からお話

しを聞いて決めていかないと、しかもなるべく早

い時期にこれあの期限、今３３年度からと言って

ますけども、これだってもしかするとね、先伸ば

しになるかもしれないじゃないですか。予算が無

いからという理由で。ですからね、きちんと期限

を決めてやっていかないとこれできていかないと

思うんですよ。例えば今ね、今年、公共施設とし

て完成しますけども、１０月ですか、小規模多機

能居宅介護施設がオープンしますよね。あれだっ

てね、村長がどうしてもやるんだという意識を決

意みたいなものを持ってね、あそこにやったから

できたんじゃないですか。同じようにプールとか

改善センターとかね他の公共施設、これからもっ

とたくさん出てくると思います。やっぱりね、決

心して決意をもってねやらないとね、これ職員に

も伝わらないだろうし、期限をきちっと決めてね

やって欲しいと思うんですけども、これあの公共

施設に関してはちゃんとしたものを置いておかな

いと、これあの今ねどこの自治体もやっています

けど、地方創生、地方創生って言って、いろんな

ことほかの自治体でもいろんなものが提案されて

ますけど、もうこれ直結するもんですよね。例え

ば、ここに移住定住してくださいと声を高くねあ

の村が言っているにも関わらず、例えば、いや村

にはプールは無いですと、１時間かけて稚内に行

ってくださいっていうふうになっちゃうのかとい

う部分なんですよね。地方創生、地方創生、移住

定住、移住定住って言ってる割には、その子育て

とか子どもの部分だとかね高齢者のいろんなとこ

ろを利用する公共施設という部分を充実させてい

かないと、自信を持ってね、ここに住んでくださ

いって言えないんじゃないかと思うんですけども、

このところについてはもう一度、ちゃんとしたね

決意をもって期限切っていただきたいと思います

けども、答弁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）：同じ答弁の繰り返し

になるかもしれませんけども、あの残りのですね、

前期の総合計画の中できちっとお話をさせていた

だいて、議員からご提案あったとおり各諸団体、

また住民の方々からいろんなご意見もらった中で

それをまとめてですね、残りの５年間でどういう

ような形でできるかという形の中で進めていきた

いなというふうに考えております。 

ただ、あのこういう今、公共施設等がですね建

って相当年数が本村についても他の自治体もそう

でしょうけども、これからどうしていくんだとい

うところがやっぱりきちっとやっぱり方向性を出

していかなければならないと思ってます。本当に

全てが公共施設も含めながら、全てのものがこの

村になければですね本当に駄目なのかというとこ

ろもきちっとですね、住民の皆さん方と話をして

いかなければならない時期がくるんではないかと。

今、何億もかけて仮に建ったとしていろんなもの

を建て替えしながら建てていったという部分につ

いても、やっぱり将来的にですね本村といえども

人口が右肩下がりになっていく、これは避けられ

ないことだと思ってはいます。だからそこのとこ

ろは我々一生懸命ですね、何とか人口を右肩下が

りにしないような形でこれから取り組んでいかな

きゃなりませんけれども、そういう状況の中で、

本当に建てた後のですね、ランニングコストも含

めながらきちっとやっぱりその部分も出しながら

ですね、皆さん方とご協議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）：この公共施設に関し

ては、もちろん今、村長の答弁であったようにラ

ンニングコストがかかると思います。ただこれは

公共施設っていうのは公共施設なんですよ。住民

がね、誰でも使える施設だということですよね。

必ずそれが全てが揃ってなきゃならないという決

まりはどこにもありません。ありませんけどね、

これあの猿払の住民としてね、使いたい時にもの

が無いっていうのはまたおかしな話であってね、
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必要無いものは無いんですよね。 

その辺も含めてね、何かと言えばそのコストが

かかるからというふうになっちゃいますけども、

もちろんそうですよ、予算っていうものが必要で

すしね、莫大なお金がかかるのです。それをね、

例えば北海道や国などの出しているものを引っ張

ってくるわけですよね。これははっきり言って競

争みたいものですよね、他の自治体とのね。それ

も含めてやっぱりそれやっていかないと、何をす

るにも同じことになっちゃうと思うんですよ。例

えばこれは大したいるもんじゃない、これはすご

くいるもんだとかという部分のその振り分けはど

こでするのかと、そうであれば何も無いわけです

よね。皆よそに行ってくださいというふうになっ

ちゃうわけですよ。例えば今はね、少子高齢化社

会と言われてて、その高齢化施設がね必要だとい

うことで今の施設を建築してるわけですよね。じ

ゃ子ども達とか若い人達がね、来る時にどこを見

てこの猿払村に移住しようと考えるのかっていう

部分もやっぱり考えるわけですよ。その移住して

くる身として考えてみればね。ですから、そのラ

ンニングコストも必要です。それは必要なわけで

すから、それはどういうふうに押さえてどのよう

にこのね、例えば人口が減ってくるという部分も

踏まえて、どのくらいの規模のものが必要かとい

う部分もやっぱりこれちゃんと具体的にね出して

いただかないと、我々もあの聞いてる側でその答

えようがないですし、必要だ必要でないという部

分だけで、単純な答えだけでね言われちゃうと、

ですからね、きちんとしたものを出していただき

たいとは思います。それで判断するものは判断す

る、早急にできるものであればできる、削減する

という部分も含めてやっていかないと、何も決め

られないものになってしまうと思うんですよね。 

ですから前に戻りますけども、その小学校の部

分、それから今出てきた生活改善センター、プー

ルの部分それから旧役場庁舎の解体の部分、まあ

この解体はもう目途は立ってると思うんですけど

も含めてね、きちんと実行できるようなものをつ

くっていただきたいと思います。これに関しては

答弁はいりません。 

次の質問に移りたいと思います。 

地域防犯施策についてお伺いします。 

近年では都市部、地方に関係なく犯罪傾向が多

様化してきており、それに伴い住民の防犯に対す

る意識も高まっていると考えます。 

先日、本村でも不審者が家に入り込む事件が発

生し、類似する事件は過去にも幾度となく発生し

ており、その都度住民は不安な日常を過ごしてき

ました。 

住民の防犯意識の向上に協調した施策を行政と

しても打ち出すべきであり、犯罪の未然防止や犯

罪の速やかな認知等に効果的な街頭防犯カメラの

設置の検討や戸別の住宅への支援等を検討するべ

きと考えますが、村としての考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

現在村では、平成１９年に猿払村生活安全条例

を制定しており、快適な日常生活の実現を目的に、

村と防犯協会を中心に必要な施策を講じていると

ころでございます。また、犯罪件数は全国的に減

少傾向にあると聞いておりますけれども、その内

容は多様化していると感じており、本村で発生し

た事案につきましては、私もたいへん憂慮してい

るところでございます。村としましてもこの状況

を重く受けとめ、防犯協会と連携し防犯活動や運

動を強化しており、具体的には、青色回転灯装備

車による村内巡回パトロールを既に今月上旬から

実施しているほか、一般住宅や倉庫等の施錠の状

況、駐車車両のドアロック・キー抜きの状況を点

検する防犯診断につきましては、今年度は、対象

地区を３地区の知来別・浜鬼志別・浜猿払に増や

し、秋に実施する予定としております。また、昨

年度までに全村の防犯街路灯をＬＥＤ化にさせて

いただきました。合わせて、増設も行ったところ

であります。 

議員ご提案の街頭防犯カメラの設置も含め、今

後、各家庭における効果的な防犯対策について、

全て検討を進めてまいりたいというふうに考えて
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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）：この質問の中の確か

不審者が立ち入るって、４月１７、１８日くらい

だと思いますけど、私の家の近所で起こったわけ

ですけども、それ以前にたくさんあるんですね。

私の家にも２度ほど入った形跡がありました。た

ぶん３０年経ってないかってくらいの時にも、う

ちの近所の所に寝ている部屋に入っていて、数十

万円持って行かれたという話も聞いてます。それ

から全部うちの近所なんですけども、うちの近所

でその日中に、知らない人が入ってきた形跡があ

ったと、知らない靴が置いてあったという話も聞

いて、その人は、犯人ですね、犯人は翌年、士別

市で逮捕されたと自供の中でそれが出てきたとい

う話も聞いております。その４月１７日の事件も

犯人が逮捕されたと聞いております。苫小牧だと

か小樽だとか忘れましたけどというのがあります。

これは、ほとんどって言ったら良いのかな、海岸

沿いの地区なんですね。というのは漁業者の居住

区という部分で景気が良くなってくるとそういう

事件が起きるのかなって私は思ってましたけど、

やっぱりそういうことが起きたわけですよね。あ

の皆さんはわかりませんけど、浜の人間って鍵を

かわないんですよね。最近はうちもかってますけ

ども、本当に誰が入ってきてもわからないんです

よ。家もそれなりにたくさん大きな家もあります

し、子ども達がみんな独立してってね、家の中に

夫婦２人だけいるんだけど、家だけが大きいみた

いなところがまだまだたくさんあって、その誰が

入ってきてもわかんないんですよね。たまにあの

知らない人が寝てる時もありますから、朝起きて

本当そうなんです。鍵かわないんでね、入ってき

ちゃうんですよね。で、まあ近所の人だから笑っ

ていられますけども、あの本当にこれね、最近で

は犯罪も凶悪化してくるなんてニュースもいろい

ろ聞きますけども、もしこれがばったりでくわし

た時にどんなふうになるのかなって考えたらね、

これ恐ろしいわけですよね。 

で、あのせめてね防犯カメラの話ですけども、

街頭防犯カメラというのもあります、それはあの

例えば都市部なんかに行くと公園とかねそういう

ところに付いてて、あと駅前とかに付いてってい

うのもありますけども、例えばこういう何もない

ところの道を照らすっていうカメラ、なかなかこ

れ正直言って聞いたことがないんですよ。だけど

も、あの公園とか駅前とか自治体が設置するカメ

ラというのは、例えば都市部じゃなくても自治会

に役場なり役所が補助を出すんですね。自治会が

各自治会、地区の自治会がそれを取り付けるとい

うことがたくさん全国ではあるようです。それが

できるのかどうか、まあこれいろんな難しいもの

あるんですよね。例えば設置した時に条例を制定

しなきゃないですし、要綱だとかその対象地区だ

とか目的だとか運用規定だとかあと画像の目的、

プライバシーが侵害されるんでね、使用禁止の条

例をつくるだとか安全管理をするだとかという部

分でいろんなものがカメラを一つ付ける段階で起

きてくるんですよね。法律で決められたことです

んでね、ハードルはなかなか低いものではないと

いう感じはしますけども、そうじゃなくって、戸

別で付けたい人がいた時に、役場としてそれを助

けてあげられるのかどうかという部分も考えなけ

ればならないです。本来であれば、各交差点にそ

の３６０度見渡せるね、その防犯カメラを付けれ

ば非常にこれ、例えば犯罪が起きた時にね、犯人

を特定することにも繋がりますよね。が、できれ

ば、できないわけではないですけどもできればそ

れでいいんですけども、それをねどういうふうに

実施していくのか、もしくは、その今ね村長が言

ったようにカメラが無くてその防犯に対する意識

を高めてもらうためにいろいろ戸別を回ってやっ

てくださいって、私もずっと前に家に車のキーを

ね、ドアロックをしないで家の前に置いておいた

んですよね。防犯協会の方が来て駄目だ、駄目だ

というのがあってそれから鍵をするようになりま

したけども、それももちろん大切なことです。し

なきゃならないことですけども、例えば駐在さん

が猿払村には２名ほどおりますよね。駐在さんが
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うちに来て事件が起きた後に、カメラがあったら

ね、せめてカメラがあったらどこかにちょっとで

も映っていればわかるんだよね、車で来たのか歩

いて来たのか、服装だとかもわかるんですよねっ

ていうのを聞いて、そうだよなという感じもして

この質問に至ったわけですけども、これからの時

代ね何が起こるかわからない時代ですから、いろ

んな部分でそういったものが必要となってくると

思うんですよ。 

活動自体は昔からやってることですからもちろ

ん重要ですけども、実際ねやる気があるのかどう

か、私の今の質問の中でね出したようなカメラを

取り付けて防犯活動しようという意思が今の村長

の答弁ではあるような気があまりしませんでした

けども、実際にねそういうことしてるほうが良い

という住民もいるわけなんでね、そこまで踏み込

んで防犯に対する意識があるのかどうかというの

をね、もう一度だけちょっと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）：まず一番必要なのは、

それぞれの各住民の方々が自分達で自己防衛をす

るというところが一番大事だと思います。ですか

ら、外出する時については必ず施錠をしていく、

それは住宅のみならず倉庫、特に漁業者の場合に

ついては、倉庫にはたくさん冷凍品だとかいろん

な物も置いてあるというふうに聞いております。

過去にそこの冷凍庫からいろんな物も盗まれたと

いうようなお話も聞いておりますので、まずは自

分で自分の身を守ってもらうような形の中でやっ

ていただいて、我々としても、防犯協会と含めそ

の部分については広報・公聴も含めながら、この

啓蒙・啓発をしっかりやっていきたいというふう

に考えております。また、防犯街路灯につきまし

ては、これだけ村内的に広いですから１カ所、２

カ所を付けて、本当にそれが効果的なものになる

のかどうなのかというところは若干疑問符が付き

ますけれども、各家庭にですね防犯カメラをこう

安価な２、３万円で付くというようなお話も聞い

ております。それは録画する程度だと思いますけ

れどもそういう形の中で今後各自治会がですね、

取りまとめをしながらですね、やっていっていけ

るような状況であればですね、行政のほうから各

自治会のほうに補助金を出して自治会の中で、自

治会の中でお話し合いをしてもらって補助を一般

の方々に出していただくというようなあの議員の

ご提案もありましたから、そのような方法は可能

だと思いますし、今後そういうことも含めてです

ね、ちょっと検討していきたいなというふうに思

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）：やはりあの街頭防犯

カメラに関してはいろんな高いハードルがあるな

という気もしますけども、例えば保育所だとか福

祉施設だとかという部分に関して、ちょっと確認

したいんですけども、今、現在ねカメラみたいな

ものが付いているのかどうかというのをちょっと

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、お聞きしました

のでお話しさせてもらいます。 

病院のほうは職員玄関のほうに１カ所、それと

浜鬼志別保育所に１カ所、という形の中で付いて

おります。過去に道の駅にですね、キャンプ場が

あります。そこで料金を取ってるんですけどもあ

そこが閉鎖した後にですね、いろんな人方がこう

入ってきたりとかいろんな悪さではないんですけ

ども、いろんなことをするんで防犯カメラを付け

ようかという協議もしたこともありますけども、

ちょっとその時に金額が相当張ってしまったので

断念した経過はありますけども、現状として今、

公共施設としては２カ所付いてるという状況です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これ行政がいろんな

ものを事業をする場合、やっぱり割高になるんで

すよね、どうしてもね。あのそれは村の単費とい

うか予算の中だけで済ませて付けたんだろうと、

ですよね。思いますけどもほかにも公共施設は先

ほどの話じゃないですけども、ありますよね。高
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齢者だとかそういう部分に関しては保育所だとか、

福祉施設だとかに関して補助が出るようです。あ

りますけども、あの例えば先ほど村長が言ったよ

うに、戸別の住宅に付ける場合に補助金出します

と言ってますけども、カメラの値段がピンからキ

リまであるんでね、どのぐらいのものをあてるの

かという、これから検討するんだと思いますけど

も、それをね例えばどのぐらいするのかな、２万

円とか３万円とかで付けれるんですかね。工事費

も含めてっていった時に、例えば５千円とか１万

円とか半額とか出すんですか。それを１万円とす

る時に何軒家があるのかわかりませんけども、結

構な金額になると思うんですよ、予算としてね。

それを出すのかそれとも、もう一歩踏み込んでね、

業者さんを斡旋するとかという部分もあるわけで

すよね。以前あの音声告知放送の部分でその２階、

２世帯で２階に住んでるところには聞こえないと、

音声告知１台しか無いんでっていった時に私が提

案したのは、無線で飛ばせる機械があるよと、テ

レビの音声とかジャックにつないで、うちは付け

てますけどもという部分があってね、確か消防か

どこかでね広報の中でご案内をしてそれを見て、

住民の方がたくさんそれを、いろんな人が仕入れ

たというふうに聞いてますけども、そういうこと

も含めてね、こういうことをこういうとこに、こ

ういうものありますみたいなものをやっぱり斡旋

するのも必要でないかと、実際、高齢者の方がね

どこでこのカメラ買えるのか、電気屋だってね大

したあるわけでないしという部分も含めてね、ど

こにも足が無いんでどこにも行けないし、買えな

いしみたいな人もいるかもしれませんよね。それ

も含めてそこまでやっぱりやってあげないと浸透

していかないと思うんですよ。これ何か起きてか

らではねこの犯罪というのは、やっぱりどうして

も何か起きてからでないとことが進んでいかない

というのはもちろん現状ですけども、起きるわけ

ないと思ってるのが起きるのが事件ですから、ぜ

ひねもう一歩踏み込んで戸別の住民の方にね斡旋

することも考えて欲しいと思うんですけども、そ

れも含めてもう一度答弁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）：本村にはＡＬＳＯＫ

さんも現状として常駐しておるような状況ござい

ますが、役場庁舎はＡＬＳＯＫさんにやっていた

だいてる関係もありますけども、そういうような

形も含めながら今議員からご提案あったとおり補

助金もですね、録画する程度の防犯カメラ等２万

円から３万円というようなお話も聞いております

し、後はこう駆けつけ警護という形の中でも防犯

という形もいろんなメニューがあるかと思います。

その中で金額に対して、まあどのぐらいの形にな

るのか、一遍に１０００何世帯こられてもこれは

当然困りますんで、あとは自治会等とも含めなが

らですね話をさせていただいて、計画的にですね

やっていくような方向しかないのかなというふう

に思っています。その中で、その業者さんのです

ね、もし戸別に待ってられないから自分で付けた

いという部分についてはですね、業者さんの斡旋

というか、そういうところも含めながらですね、

検討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）：まああの一遍に来な

いとは言い切れないわけですからその辺も含めて

ね、きちんと整理をして斡旋もしていただきたい

と思います。 

それから先ほど言いましたようにね、あの猿払

村には例えば公園もまあ小さいですけど、いろん

な子ども達が遊ぶような場所も点在してますよね。

せめてそこにだけでもカメラを付けるという方法

もこれあるんですよね。それに対する補助金はあ

るのかどうか、これ調べてみないとわかりません

けどもせめてそのぐらいをするとね、もしかして

万が一の時にってあった時に役立つんではないか

という気もしますけども、その辺も含めて防犯と

いう意識がね住民の中でも少しずつでも広まって

いるようですけども、もし起こった時にその予防

だけじゃなくてね捜査だとか鎮圧にも繋がるわけ

ですから、例えば防犯カメラを設置してますよと

いう案内板ですよね、があるだけで全く違うって
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いうんですね。犯罪する側にしてみるとなるべく

そこに映りたくないという意識が出てくるわけで

すからそれも含めてね、安心して住民が生活でき

るような環境というものをつくっていただきたい

と、時代は刻々と変化していくわけですから、こ

の田舎にそんなもの起こるわけないって思うかも

しれませんけども、実際にいろんなことが起こっ

てるわけですよね。これからもっともっと違う犯

罪も増えてくる可能性だってあるんですからね。

近隣の自治体はわかりませんよ、わかりませんけ

ども猿払村がいち早く防犯に対し意識を高めてい

るんだっていう部分もね含めて、胸を張ってでき

るような施策を打ち出していただきたいと思いま

す。 

ということで、質問を終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、２項目、５点について質問させていただ

きたいと思います。 

まず一つ目、移住定住施策についてということ

で、この質問についても私もこの場で約３回目に

なるかと記憶してます。 

平成２７年、２年前にさるふつ公園内にありま

す移住体験住宅を建設し、ちょっと暮らし体験を

していただきながら、移住定住を促進するという

ことでそのようなメニューで体験施設ができまし

た。あの時もこの議場の中、また、委員会の中で

さまざまな議論があり皆さん前向きな意見ではあ

るものの、中のメニューについてはさまざまな意

見が出されたと記憶しております。 

これまでの利用状況、実績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）：ただいまの小山内議

員のご質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

平成２７年度は１組１名、平成２８年度は１５

組２３名で、延べで１８０日間の稼動でありまし

た。今年度は、現在のところ１１月末までの予約

を含めまして６組７名で、延べ１７０日間の稼働

を予定しております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：平成２７年度につ

いては確か完成が２７年１１月ということで、冬

期間の１２月から３月までと４カ月ということで、

北海道の冬を考えれば１組１名、２８年度が本格

的に１年間稼働したのではないのかなというふう

に理解しております。その中で、１５組２３名、

１８０日の稼働日数、利用状況。また、２９年度

については予約も含めながら１７０日ということ

で、約２年間で３５０日の利用状況。３６５日と

考えれば約半分の利用状況と考えますが、この利

用状況について村長、率直な意見、まあ２番目の

質問に行きますが、まだ結果の出てない事業と私

は考えておりますが、村長のこの３５０日の利用

を予約も含めてなので実績とはなりませんが、利

用状況について今の感想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）：あの今まで移住体験

ツアーだとか、まるごとフェアという部分で本村

と東京のほうでこういう事業を開催させていただ

いています。また、その方々がですね、この移住

体験ハウスを利用しながら、うちのほうに就労体

験に来ていただいているという形の中で１回だけ

ではなくて、２回、複数来ていただいている方も

おりますから、本格的に猿払の移住についてです

ね、考えていただいている方もおられるのかなと

いうふうに思っておりますし、日数については、

２年間で約半分ぐらいという形の中でそこそこ実

績はこれから出てくるんだろう、出てきているん

だろうというふうに今のところは考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。多少

２番目にかかり質問してしまって申し訳ありませ

んでした。 

このさるふつ味覚まるごとフェアと含めながら

この施策については、２番目の質問ですが、北海



- 15 - 

道でもさまざまな移住施策を促進している自治体

がある中でも非常に特徴のある施策ではないかな

と考えておりました。ただ、先ほども言いました

が成果がまだ出てない。１件も移住定住者が出て

ないという認識であります。また、最初、条例等

で決められた使用料や日数、就労体験や対象者な

どを再考しなければならないと考えております。

理由としてはですね、やはり２年前の１２月の定

例議会で私が質問した時に、村長の答弁の中に他

の自治体では若い世代の方々を中心に移住促進を

図っていますが、猿払村としては若い世代の方か

らシルバー世代の方々まで幅広く募集をしたいん

だという考えがある中、そうなれば退職を受けて

リタイアをした方が移住体験をするのに、またさ

らに猿払村に来て働くというのが現実的なのかな

と、先日も日刊宗谷のほうで稚内で移住体験をし

ている方々の記事が載っておりました。旦那様が

退職した後に北海道内を旅行して、稚内を気に入

ったとなってました。その中では、体験として観

光を主に考えられていくというような中身でした。 

そのようなことを考えれば、今ここで条例改正、

使用料や日数、就労しなければならないというこ

とを再考しなければならないと考えますが、村長

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）：２７年度に現在の移

住体験住宅を設置する際にですね、各方面からい

ろんなご意見を拝聴しながら検討してきた結果で

ございますけども、全道的に設置状況を調査した

ところですね、観光拠点での利用だとかそれから

レジャーのための利用、避暑地としての利用とし

た目的が非常に多いというようなお話を聞きなが

ら、なかなか移住に繋がらないという事例報告が

なされておりました。この使用料につきましては、

そのことも鑑みながらですね、住宅を考えている

方々に広く利用していただけるように改めて言い

ますけども、１日５００円、日数は猿払村を満喫

していただきながらかつ体験住宅が１棟しかない

ことから、より多くの方々に利用していただくた

めに一応１４日から３０日間の間、就労をしてい

ただくということを決めさせていただいたところ

でございます。特に、就労体験につきましては、

この条件を付することで利用者の減少に繋がるの

ではないかというような懸念もありましたけれど

も、移住のために働くことは必須であるというふ

うに体験者の方々から声も聞いておりますし、ま

た、自分の特技や能力を生かせるなどということ

も高評価として繋がっているというふうにお聞き

をしております。 

このようなことから、私としては一定の成果が

上がっているのではないかというふうに考えてお

りますけども、現在、今のところこういうような

決めごとを含めながら移住体験者のほうからです

ね、不満などの声を一応聞いておりませんので、

今後ご意見とかありましたらですね、再考も含め

ながら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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、移住体験者の

方々からもこのメニューの不満も聞いていないと

いうことなんで、たぶんこのメニューに不満のあ

る人は来ないと思うんですよね。であれば、たぶ

んやはり村としてこのメニューどうなんだという

形で、村外に向けてアンケートなり、まあ北海道

でもさまざまなＮＰＯ法人だったり、道庁でも移

住促進をする協議会を持ったり各市町村で全道的

に動いている状況にあります。 

やっぱり今ひとつ成果が出てないという原因と

いうことを率直に村長がどう考えているか、あと、

村のホームページでもトップページで案内がいま

いちわかりにくい、直接は入っていけないような

形になっている。この場でよく言うことですけど、

やはり情報をいっぱい発信することによって情報

って入ってくると思うんですよね。やっぱり情報

不足が否めない。 

当初ここで話したとおり、私は北海道の中でも

非常に特徴のあるただ移住定住を促しているだけ

でなく、私達、観光協会も兼ねながらさるふつま

るごとフェアっていう東京に足を運んで一つの自
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治体だけでフェアを行う、その中で今年で３年目

になる事業だと思いますが、その中で人と人とが

知り合える、まあホームページ上で知り合えない、

猿払村に来なければ知り合えないことが、東京関

東圏の首都で知り合えることが非常に良いことだ

と思いますが、その成果の出てない原因について

村長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）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

まず１点についてはですね、移住体験ですとか

それからの都会の方々からお話を聞く中で、実際

にですねうちの村に移住をして来たいという方々

から声を聞きました。その中でやはり住宅問題が

ですね一つの問題点であろうかと思います。そう

いう中で、今後、あのほかの議員さんも含めなが

ら質問も出てくるかと思いますけども、そういう

施策の中で空き家バンク制度という形の中で、今

年の４月からですね制定をさせていただいたとこ

ろでございます。また、非常に住宅もですね民間

企業さんのお力をお借りしながら、どんどん建て

てはいるんですけども、いまだにこの住宅不足が

続いてるというところが一つの原因だろうという

ふうに思っております。それから、媒体等を含め

てですねそういう情報発信が不足しているんだろ

うというところも考えております。 

また、今あのまだ公にできないですけども、青

田刈りも含めて、言葉は悪いですけどもシルバー

世代の移住定住という部分についてもこれは積極

的に進めていきますけれども、青田刈り、超青田

刈りも含めてですね全国的にですね進めていこう

と、その中で、今、猿払に来た場合についてのパ

ンフレットを担当のほうに作成をさせております。

まああの猿払村に住む条件として、出生から要す

るにゆりかごから墓場までどういうような政策で

猿払村は今取り組んでいて、猿払村がいかに住み

良いところかというところも含めながら、さらに、

就労していただく場合については各企業さんの協

力を得ながら、人件費というか給与だとかそうい

うことも含めて、そして、公営住宅についてはだ

いたいこのくらいかかりますねっていうシュミレ

ーションもきちっと作った中でですね、パンフレ

ットを作りますので、これを今ですねまとめた中

で全国にいろんな形の中で利活用していきたい。

さらにいろんなところとですね、いろんな企業と

か団体とお話をさせていただいて包括的にですね、

きちっとこの部分をＰＲ、都会の方にきちっと 

ＰＲさせていただくような算段を考えております

ので、明らかになり次第、また議員さん方のほう

にこういう形で、移住定住に向けて取り組んでま

いりたいという形の中で協議をさせて報告をさせ

ていただきた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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のほうから先

にやっぱり住宅不足が大きいのではないのかなっ

ていう答弁をいただきましたが、先日行われまし

た宗谷総合振興局の移住定住推進連絡協議会、猿

払村も行ってるかと思いますが、この中でも住宅

不足が課題だということで記事になっておりまし

た。 

ここで３番目の質問ですが、移住体験住宅は現

在さるふつ公園内に１棟のみです。猿払村でも空

き家バンクを創設したんですね。ということも考

えながら、村内の各地域においても、空き家が多

数存在していますので何とかこの空き家を利用し

て、移住定住体験住宅に利活用するようなことを

まず考えられないのか。主にやっぱり行政がメイ

ンで進めている事業ですから、なかなか民間が就

労体験を受け入れてる企業さん、農家さん等あり

ますが民間と行政が連携してですね、この使用日

数だとか就労期間だとかっていう縛りをですね外

して、春から秋までだとか快適に猿払村で住める

期間を長く、当然就労しなくても趣味を生かしな

がら宗谷管内すべてトレッキングをしながら歩く

だとか、釣りをしながらこの猿払村で過ごしてい

ただくだとか、何とか受け入れる側の目線よりも

ですね、こっちに来ている利用する側の目線に立

って移住メニューが必要かなと考えられます。ど

うも今までやっぱり生産人口というか働く方が本
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当に本気で猿払村に来てくださる方を選んでこう

メニューを村で作っていた感が否めないので、何

とかフリーな形で猿払村に移住定住をしていただ

けるということを前提にですね、もう少し柔らか

く、１棟しかなければ先ほど村長の答弁のとおり、

本気でここで就労体験をして猿払村に住みたいと

いう方を最優先させるべきだと考えますが、空き

家を利用して２棟、３棟というふうに利用できる

んであれば、そのような方から外れても今まで募

集した中でも、３組が同時に、４組が同時にって

ことはそんなにそんなにあることではないですし、

前段の同僚議員の質問にもあったとおり、今、使

用できる廃校となっている浜猿払小学校、芦野小

学校とかをですね、ちょっと暮らし体験、浴室と

かそういうシャワー施設が無いからなかなか長期

間住むっていうのは非常に大変かもしれませんが、

そういう方々に猿払村で趣味を生かしてちょっと

住んでいただくと、法整備だとかいろんなことあ

るかと思いますが、先ほどの答弁でもなかなか使

い道が決まらない廃校の問題であります。各地域

もそうですがそこをちょっと法整備して、１週間、

１カ月校舎を利用しながら住んでいただいて趣味

をしっかりしていただくっていうのも一つの案で

はないかと思いますが、新しいメニューについて

の計画変更等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）：先ほども若干お話を

させていただきましたけれども、本年度から空き

家バンク制度というものを創設をさせていただき

ました。この後、他の議員さんからのご質問あり

ますけども、今のところはですね１件も問い合わ

せがないといいますか、今のところは売りたい側、

貸したい側、借りる側と今のところ問い合せは１

件もないんですけども、この部分についてはです

ね、空き家バンクの所有者に対する登録をまた引

き続ききちっと進めて、できるだけ呼びかけを進

めていきたいなというふうに思っておりますし、

また、あの議員さんのほうからいろんな今ご提案

をいただきました。その部分もですね、きちっと

精査をしながら進めてまいりたいというふうに考

えておりますし、また、猿払村についてはその産

業がですね、どうしても通年でなかなか雇用でき

ないという環境がなかなかある主要産業でござい

ますから、２地域間のですねそういう居住だとか

そういうことも提案をさせていただきながら、夏

の猿払村のこの繁忙期の忙しい時に猿払村に来て

いただいて、就労してもらって住んでいただいて、

また、冬期間はまた地元のほうに戻って行っても

らうとかそういうようないろんなニーズを聞きな

がらですね、そういうような形も含めながら、今

後、あの移住者の方々に進めてまいりたいという

ふうに思っておりますし、また、いろいろな議員

さんからご提案がありましたので、移住について

は多様のですねメニューも今後庁内の中で皆で検

討していきたいというふうに思っております。 

何はともあれ我々の目線ではなくて、来ていた

だく方々からの目線に立った形の中で今後メニュ

ーもきちっと定めていきた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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長から前向きな

答弁をいただいたんですが、これもやはり早急な

対策が必要だと思われます。条例改正も必要です

し改正するとなれば、年に４回しかそういう場面

はないので担当課と打ち合わせもしながらですね、

早急な施策が必要だと考えます。 

空き家バンクを利用するにしてもやはり、情報

提供が足りない、まだ１件も問い合わせもないし

契約もない。やっぱり村民に対しても村外に住ん

でる方々にしても情報提供が必要だと考えます。 

新しいメニューの提案なんですけど、北海道の

ある自治体では移住をしようとする方々にとって、

期間を限定して空き家はただで貸す、そこの町は

１年間ですが、それプラスこの施策が良いかどう

かはちょっと微妙なんですけど、月１０万の現金

を支給する。本当に斬新というか月１０万で空き

家があれば生活に普通には困らないような田舎で、

住むんであればみたいなそんなような施策をして

いる自治体もあります、道内です。プラス、今、
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北海道で１番移住先としてランキングが上という

か人気なのが、皆様ご承知のとおり、たぶん東川

町じゃないかなと。自然環境も良いですし旭川と

いう大都市にも近い、水も水道ではなくて大雪山

の湧水でっていうようなそういう謳い文句で人を

集めてってというのがありますが、２位はなかな

か皆さんわかってないかと思うんですが、そのい

ろんなアンケートの仕様がありますので、これは

すべて全部合ってるとは言いませんが、２位は幌

加内町です。で、考えれば猿払村に比べればちょ

っと悪い言い方をすれば、産業もどうなのかな、

一次産業といってもたぶん頭に浮かぶのは農業の

そばぐらい、観光といっても人造湖のある朱鞠内

湖があって、私が口に出すとあれなんですけどイ

トウが釣れてみたいなところなんですけど、幌加

内町が２位になる要因というのが、ちょっと私調

べてみたらやはり支援体制がしっかりしてること、

情報発信ができていること、関東だとか移住先に

そういう支援情報を流すこと、それと支援策をあ

の国でやっている総務省がやっているふるさと回

帰支援センターだとかを利用しながら、人間が足

を運んでいるというような解説がありました。 

確かにこの土日、２４日、２５日ですか。土日、

本気で移住フェアにうちの職員が２日間、まあ１

日しか日にちがなかったようです。また、秋には

前回質問したと思いますが、名古屋と東京と京都

と大阪でしたか移住フェアが行われます。それに

も予算の問題等もいろいろありますが、たぶんそ

ういうフェアには一つでも多く人間が行くこと、

本気で役場職員が行くのが良いのか、私達、経済

人が行ったり本当の話をしたら良いのかそういう

メニューもありますが、その辺のことも考えなが

ら一つでもいいからそういうところと顔と顔を合

わせて、膝を突き合わせながら移住をしたいとい

う方と話をすることが私は大事じゃないかなと思

います。 

その点について村長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）：私も議員のおっしゃ

るとおり同感だと思います。今、議員からおっし

ゃられたとおり今、職員を２名派遣して東京に派

遣をして移住フェアのほうに参加をさせていただ

いております。また、各大都市のほうで今後、移

住フェアがあるというふうにお聞きしております

けども、予算の関係上もありますので、全てのあ

のところに、あの出席をさせていただけるかどう

かそれは今後、財政当局とも含めながらですね担

当のほうときちっと話を進めてまいりたいと思い

ます。 

まあ確かに、情報発信がですねやはり何より大

事なんですね。そういう形の中で村独自のですね

移住体験、あの移住者に対しての施策が打ち出せ

るかどうか、まああの議員からの一つの例として

いろんな形で今、ご提案いただきましたので僕は

あまり現金っていうのはあまり好きではないんで

すけども、それは置いておきましてですね、村独

自のですね形としてやっていけるかということも

鑑みながらですね、今後進めてまいりたいという

ふうに考えています。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のお考えのと

おり情報発信が非常に大事なんで、東京に行って

担当者が話したとか何とかっていうのはなかなか

難しいこともあるんでまず一つ、村のホームペー

ジ、トップページにはすぐでもバナーを載せられ

ると思うんでワンクリックで移住定住のところに

行ける、他のホームページ見ても猿払村の移住定

住窓口ということで、ワンストップ窓口があって、

担当者も電話番号も全て書いているところに行け

るんですけど、それがトップページから行けない

というのはやっぱりちょっと残念なことなんで、

そこはお約束していただけるでしょうか。 

○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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

この後、関係者担当部署を含めてですね、その

ようにするように指示をいたしたいと思いますの

で、よろしくご理解をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 
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○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは一つ目の

質問終わらせていただいて、２番目に入りたいと

思います。 

１番目についても２番目についても、ちょっと

関連がある質問なんで、人を呼び込む施策につい

てということで２項目目、猿払村の就労者不足に

ついてということで質問をさせていただきたいと

思います。 

日本国内では人口減少や地方の過疎化、高齢化

率の急速急激な上昇によってですね、生産人口は

どこの地方でも著しく減少してるのが現実です。 

猿払村においても一次産業の堅実な維持により、

他の地域に比べると人口減少も緩やかですし、高

齢化率も高くないというのが現実にありますが、

生産人口の減少は顕著に表れていると考えており

ます。 

水産加工業の就労者不足に代表されるように、

村内の事業所に関しては業種に関わらず、就労者

不足の企業がほとんどです。行政においてもです

ね、医療機関や高齢者福祉機関では慢性的な就労

者不足が生じていると考えています。 

この村の現状について、民間、行政を問わず村

長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思います。 

猿払村の基幹産業であるこのホタテ漁業を補完

する役割であります、水産加工業における就労者

不足につきましては、現在、外国人研修生や実習

生に頼らざるを得ないという状況であります。た

いへん深刻な問題であるというふうに私としても

捉えているところでございます。雇用者の確保に

つきましては、各事業所での対応にお任せしてお

りますが、村としましても特区制度の見直しなど

大きな括りの中で関係機関とともに、国への要請

を継続的に行っております。 

この特区制度につきましては、全道でもいち早

くあの本村は水産業の部分についても特区制度の

認定をいただきながら進めております。また、こ

の３年間という特区の括りの中で現在これを期間

延長の５年間という形の中で、国のほうにもきち

っと要請をしているところでございます。 

また、行政部門における専門職種の確保に関し

ましては、医師をはじめとする医療資格職員全般

については、その確保が難しいものと感じており

ますけれども、現在、医師の部分については何と

か目途が立っている状況でございます。また、特

に看護師は出入りが多い職種でありますことから、

以前から病院のホームページで募集を継続してお

りますけれども、村外からの問い合わせはあるも

ののなかなか採用までには至っていないというの

が現状でございます。また、小規模多機能型居宅

介護施設・地域交流施設の楽楽心につきましては、

１０月のオープンに向けて介護職員や調理員等の

募集を計画的に現在進めているところでございま

す。専門職の確保策にこれまで十分ということで

はございませんが、専門職種の確保に関しまして

は医療等職員修学資金貸付制度の積極的なＰＲや

継続的な道内外の学校訪問等を行うなど、鋭意努

力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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のおっしゃる

とおりに、特にここ数年ではなく昔からですよね。

水産加工業の人手不足は非常に深刻な問題だ、問

題だと言われ続けて、今まで民間においても行政

においてもなかなか施策が打てなかった事例だと

考えます。 

先ほど一次産業が堅実な維持によりと私もお話

しましたが、決して一次産業が堅実かなと考える

と、人手不足の面からいくと漁業という面では人

手不足は生じていないという認識ですけど、水産

業全体を見るともう人手不足まっただ中、また酪

農業においても話を聞く限りやはり人手不足は否

めないということでございます。 

今、実習生や派遣をなくしてはうちの村の水産

加工業は動かない現状じゃないのかなと、先日も

ある水産加工業関係者の方とお話ししましたが、

いろんなところで機械も開発されて機械の導入も

考えなきゃいけないなということもお話をしてお
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りましたが、やはり村が維持していくっていうこ

とは、やはりここに人間が住んでいる、やっぱり

人口減少に歯止めをかけなければ村の繁栄、村の

継続、維持もないと考えます。機械化して効率が

上がって、水産加工業の人手不足が解消された。

それはそれでよろしいんでしょうけど、やはりあ

の実習生や派遣に頼るような企業運営よりは、や

はり先ほどの質問にも絡みますが、何とか猿払村

に人口を増やす移住定住のあのアンケートの中で

も、ちょっと言い忘れてたんですけど、２年前ま

では自然が豊かだとか自然環境が良いとかってい

う目的が１位だったそうです。それが今２０１６

年のアンケートでは、就労がしっかりしているこ

と、就労機関があること、その場で移住して働け

ることというのがアンケートの１位になったとい

うアンケート結果もあります。 

今、特区制度を考える、その他のことを考える

という村長のご答弁ありましたけど、やはり他地

域からここから出て行った大学生の就労の助成金

とかもういろいろ施策として考えていただいては

おりますが、何とかですね近いうちに派遣だとか

に頼らないような形での施策が、行政ともに必要

と考えますが、その点についてお答えをいただき

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）：私はあの議員さんの

質問内容ですけれども、そのとおりだと思います。

あの生産効率を一次産業、水産業ですけども人が

いなくなって生産効率を考えると、やはり人がい

ないということになれば、機械からどんどんどん

どん進めてって生産を上げていく、それが経済効

果にも繋がるという形の中では大事なんでしょう

けども、ただ、やはり今議員さんおっしゃられた

とおり、機械化をしてって人がいなくなればそれ

で良いのかという部分にはやっぱりちょっと直結

しないと、人がいて、そして生産の向上という部

分の中で、その補助として雇用者の補助として機

械化がどんどん進んでいくというところについて

は、やはり両輪で進んでいかなければならないん

だろうなというふうに考えております。 

ただ、現状としてやはり加工の女工さんとかそ

ういう方々がだんだんだんだん高齢化してきて、

若い人方がなかなかそう入ってきてくれないとい

う現状も過去からずっとあります。その中で移住

者も含めながらですね、先ほども話しましたけれ

ども、現実にこういう就労場所があって、こうい

う賃金体系があって、こういうサービスがあって

っていうことをきちっとやっぱり口頭ではなくて

ペーパーとかパンフレットにした中で、いろんな

形で情報発信するのも一つの手法だろうと、今回

の移住フェアに行く時もやはりある程度の村に住

んでもらうためのシュミレーションというか、そ

ういうのを思い描いていただけるようなパンフレ

ットをきちっと配付をしていく。それも全国発信

をしていくというところが大事なんだろうなとい

うふうに思っております。 

できればあの本当に高齢者シルバー世代だけで

はなくて、若い人方がこう来ていただいてうちの

ほうの産業衰退しないような形でやっていける、

正直これといって今のところは手段はありません。

根気強くですね、地元の子ども達も地元で就労を

してもらう、また、都会の人方から猿払村に移住

定住を含めながらですね、この基幹産業を支えて

もらえるような方向性を考えていかなければなら

ないというふうに考えております。このままいき

ますと、やっぱり猿払村は水産業、酪農業が良い

と言いながらもやはり担い手がいないというとこ

ろは危惧されるところでございますし、その部分

で生産能力、経済が衰退していくというところに

結びつきますので、即急な対応策は持ち合わせて

おりませんけれども、着実にですね、きちっと一

歩ずつやっていければいいなというふうに考えて

おります。非常に急がれる問題がございます。そ

の部分で合計特殊出生率も良いという状況の中で、

なんとかこう残ってもらえるような施策、新たな

施策ってことを皆で考えていかなきゃならないだ

ろう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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のおっしゃる
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とおり一朝一夕でいくような問題でもないですし、

早急に解決するような問題ではないと考えますが、

ただ民間の企業は民間だけで考えて企業努力にお

いて人を集めましょう、行政は行政で大学を回っ

てますよ、各医療機関回って集めますよというの

もそれはそれでよろしいんでしょうけど、やっぱ

りもうそろそろチームを組む時期かなというふう

に考えます。 

村長も東京出張等行った折に、コンビニに行っ

てもほとんどが、あの大都会でさえ外国の方々が

働いている、飲食店に行ってもアジア系の顔で日

本人の方かなと思えば、やはり外国の方だったり

というのはやはり首都圏でも現実です。 

そういう面も踏まえながらこの猿払村でその生

産人口の方々を増やすということは非常に難しい

というのは私も自負してます。そこでまず民間企

業だとかですね行政機関が一緒となってですね、

今、省庁はちょっと忘れたんですけど、北海道で

はワーキングホリデーという制度、ワーホリ北海

道という制度で期間の良い時だけ、それと、繁忙

期だけ本州の方々だとか首都圏の方々から働きま

せんかっていう施策を行ってます。これは行政と

民間の業者が一緒になって、近いところでは剣淵

町の農家さんだったり、鷹栖町の農家さんだった

り、ほか上富良野だとか約２０社ほどそういうの

も情報収集していただいて、地元の企業さんに情

報提供するっていうのも一つの案なんではないか

と考えます。 

２番目の質問ですが、先ほど言ったとおりもう

民間とか商工会でとか行政だけにおいて動くので

はなくですね、就労者不足はもう現実的にここに

きてるんで、これからの猿払村においても非常に

懸念される重要な課題と考えてますので、一般企

業、民間、商工会、自治体、行政というバラバラ

な形で動くのではなくてですね、猿払村がひとつ

になって官民一体でプロジェクトチーム等を作っ

てですね、早急にこの対策を練らなければ本当に

先ほど言ったとおり一朝一夕できるような施策で

もないですし、すぐそれが動いたからといって来

年の４月から人、５人も１０人もこの村に来てく

れるってことは考えにくいので、地道な対策を練

りながらですね対処策を実行できるように体制づ

くりが必要と考えますが、その計画とその実効性

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）：前段で、私も東京出

張する時にたまにコンビニに寄ったりしますけれ

ども、コンビニの張り紙見るとですね、時給   

１４００円とか１５００円なんですよね。都会の

方々というのはたぶん支出も多いから、それだけ

収入もたくさんもらわないと生活はしていけない

んでしょうけども、うちの時給とちょっと計算し

た時に、都会でこんなに１４００円、１５００円

もらってて本当に田舎に来てくれ来てくれって、

僕もシュミレーション作った時に来てもらえるも

のなんだろうか、そのためにはやはり田舎は所得

は少ないけども、収入は少ないけども支出も少な

いというメリットもありますから、そういうこと

も含めながら今後パンフレットを作りながらです

ね、情報発信をしていきたいなというふうに考え

ております。 

それでは答弁をさせていただきたいと思います。 

まず就労者の対策につきましては、すでにあの

商工会もしくは関係団体との間で協議組織を立ち

上げる準備を現在進めております。体制づくりや

今後の取り組みに関しまして、定期的な意見交換

の場を持ちたいというふうに考えております。行

政のほうもですね、横断的にですね職員を出して

ですね、また、関係団体の方と就労者対策、また

移住政策につきまして包括的な形で検討させてい

ただきたいというふうに思っております。 

また、今月末ですね、ある団体の役員会がある

というようなお話も聞いておりますので、それが

終わり次第ですねそちらのほうとですね、行政の

ほうときちっと相談させていただいて、来月から

第１回目の協議会を進められるかどうかというこ

とも含めて早急に担当のほうに話をしております

ので、協議を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。 
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○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１項目についても

２項目についても、やっぱりあの移住定住だとか

人口増だとか絡む質問で、村長おっしゃるとおり

先ほど時給の話もありましたが、お金だけ時給だ

け上がれば人が来るというもんでもないですし、

やはりここに猿払村に住むとなれば、トータル的

なサポート、お金の問題、医療の問題、教育の問

題、住居、その他もろもろの環境があると思うん

で、やはり横断的な施策が必要と考えます。 

あの団体の総会、会議が終わった後にというこ

となんで早急なチーム、一つ目の会議を持つだけ

でも私はチームを作って、実際動くというんでは

なくて、お互い実際、噂では私も水産加工業が人

材不足だ、女工さんの不足だとか聞きますが、実

際本当にどのくらい不足してるのかというのはた

ぶん行政側でも実測を計ってないと思いますので、

その情報を共有するだけでも一つ目のスタートか

なと考えますので、ぜひそのようなプロジェクト

チームの立ち上げに向かってですね前向きな施策

を希望して質問を終わります。 

○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５０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。 

７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：移住対策について質

問をいたしたいと思います。 

午前中、小山内議員さんも移住対策ということ

で質問されましたけど、また違った観点からです

ね、この移住対策について質問いたしたいと思い

ます。 

今現在ですね、小山内議員さんからの質問につ

きまして、村長さんからもいろいろ答弁ありまし

た。一生懸命やられているなという部分について

は、たいへん理解をしているところでございます。

なかなかこの移住というのは、本当に難しいなと

そういう事業ではないのかなと、そういうふうに

つくづく感じているところでございます。村外か

らの移住、現役の世代、働く若い世代、また、シ

ルバーの世代という形でいろいろな形で村のほう

も考えていらっしゃると思いますけれども、今、

本当に一生懸命進められているんだと思いますけ

ども、まだ午前中の小山内議員さんの答弁でも何

をどういうふうな形で進められているのか、私達

は少しは理解しているつもりですけれども、一般

の村民の方々については何をどういうふうに進行

されてるんだろうか、そういう疑問を持たれる方

が多数いらっしゃるんでないのだろうか、その辺

が村も重要な政策の一つでありますから、やっぱ

り懇切丁寧にですね、住民の方々の意見をいただ

きながら、あるいはまた、そういう施策をきちっ

と説明をしてですね、そういう理解をしていただ

いた上でまたいろんな場面でご協力をいただくと、

そういう場面も出てくると思います。 

そういうことからですね、基本的にどのような

こういう村民の方々に協力を求められるのか、あ

るいはまた、基本的にどういう進め方をされてい

くのかですね、改めてかぶる質問のところもある

と思いますけれども村長さんからご答弁をいただ

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）：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。 

移住体験ツアーや味覚まるごとフェアなど、移

住定住施策の取り組みにつきましては、事業終了

後に広報さるふつやフェイスブック等を通じて、

広くその内容を周知させていただいております。

議員ご指摘のとおり、これだけで非常に不十分だ

というご意見もいただきましたので、ことあるご

とに地域に回った時に、今のこういう取り組みに

ついて住民の方々に懇切丁寧に説明をしてまいり

たいというふうに思っております。 

また、特に移住体験住宅利用者の就労体験では、

就労先のご理解のもと、受け入れをしていただき
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ながら、移住者の方々の体験の方々からは、村民

の方々の優しさや温かさが素晴らしいという声も

多く寄せられている現状であります。 

また、今後におきましても、移住施策に関わる

情報につきましては、広報誌をはじめ各種媒体に

よる情報共有に努めてまいりますし、今後は村民

の皆様との交流の機会もあろうかと思いますので、

その際にはご協力をいただきたいと思います。 

また、移住体験ツアーでは、２泊３日というこ

とで、猿払村に今来ていただいている事業もあり

ます。この実際２泊３日といいましても、村内に

在住していただく期間についてはほとんど１日半

くらいだという形の中で、いろんな酪農業や漁業、

そういうところの視察だとか、地区踏査も含めな

がらですね、このツアーの方々についてはその村

を知っていただく形で事業展開をしております。

ただ、この短い期間の中でなかなか猿払村を全て

理解していただくという部分については非常に難

しいというふうに考えてもおりますので、移住体

験で来ていただいた方々に２週間から１カ月以内

という期間がありますので、その中で、猿払村の

村民の方々にご協力をいただけるような形で今後

進めていければいいか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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今ここに６月２１日

の日刊宗谷の社説「移住定住促進へ悩み多し」と

いう社説が掲載をされております。管内の移住促

進連絡会議が開かれたと、そういう中の中身をそ

れから本当にこの移住問題という難しい問題に対

して、どのように対処していったらいいのだろう

かとそういう記事が出されております。 

管内でもですね、移住をされて例えば、利尻島

や礼文島にはですね漁師さんの移住体験、それを

通じてやっぱり応募して来られた方がいて、それ

はやはり先輩漁師さん方、あるいはまた、お世話

してくださる漁師さん方の先導をいただきながら、

また、ご指導を仰いでその上でまた漁師の道を選

ばれたと検討されてもう何名もいらっしゃるとい

うふうな形も聞いております。 

また、管内のもう一方の産業であります、新規

就農、酪農への就農ということで、やはり就農先

にあるいはまた、その地域の人方、そういう方々

とやはりいろんな形で協力をしていただきながら、

こう指導していただきながらここに決めて就農さ

れたと、そういう場合も多くあるのではないかと

受けとめているところでございます。 

また、猿払村の場合は、やっぱりそこまで新規

で移住定住への絞り込みがなされていない、そう

いうこともありまして、やはり少しは絞り込みし

ながらやる場合にはそういう方法もやっぱり模索

をすべきではないのかな、まだ３年目であります

けれども、まだ成約件数が１件もない、やはりこ

れは大きな課題であろうと。どういう形でこれか

ら絞った形でやっていかれるのか、もしそういう

考え方が少しでもあるのであれば、それをご説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：ただいまの

野村議員のご質問にお答えいたします。 

施策の内容については、まだはっきりとは先ほ

どの村長答弁でこれは何っていうことはまだはっ

きりとは決まってはおりませんが、対象者を現在

はふるさと納税の方がメインでありまして、それ

以外ですと、ホームページを見られただとか、ま

してや村民の方から紹介していただいたとかさま

ざまなパターンがございますが、今後は、先ほど

職業のことに特化してお話をしておりましたけれ

ども、今度はふるさと納税の方がメインの状況を

打破するためにさまざまな、例えば、例えばでご

ざいますが、猿払にいても仕事のできる方だとか

そういった方も含めてですね、猿払に来ても働く

ことができるような職業の方達に対しても働きか

けを行っ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）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：補足説明をさせてい

ただきます。 

全体の移住体験の部分につきましては、決して
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ふるさと納税の方々を対象としているわけではご

ざいません。ただ、移住体験ツア－とかまるごと

フェアの部分につきましては、これはふるさと納

税をしていただいた方々を対象にさせていただい

ております。また、移住体験ツアーの時にですね、

村内の各企業の方々から色々なご協力を得まして、

ここに来た場合についてはこういう就労体験がで

きますよという形の中で、日給・時給も含めてで

すね、彼らにきちっと説明をさせていただいて、

村のＰＲも含めてやっております。 

また、まるごとフェアのところにつきましては、

移住定住のブースを設けまして、そこのところで

も同様な説明をさせていただくという形にさせて

いただいております。そういう方々が先ほども答

弁させてもらいましたけども、猿払村にもう一度

来てそういう就労体験をしていただく、したいと

いう方々が何件か来ておりますし、またホームペ

ージ等を見ていただきながら、移住体験、就労体

験を含めてですね来ていただいてるという形の中

で、就職は何件もあります。普通の一般の建設業

だとか土木業だとか、また加工業だとかいろんな

企業からご協力を得て、こういう形でうちの村で

就業体験のメニューがありますよという形の中で

やっております。他の自治体では、それに特化し

た形の中でなかなか人手不足という形の中で、漁

業とか酪農等特化した形でやられてるところもあ

るかと思いますけども、うちとしては結構なメニ

ューの形があるか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）：なかなか一生懸命や

っていらっしゃるなという熱意はすごく感じられ

ます。ですけども、まだ２年ちょっとくらいです

か、ですからあの結果が出てないというのはこれ

はわかります。しかし、先進地と申しますが先ほ

ども前段の議員、小山内議員さんの質問の中にも

実際に成功している事例というのが、やっぱり全

国各地にあるわけです。そういうところを見ると

ですね、やはり仕事ですよね。あるいは、次に仕

事ができて、次には子育て、そして、この住の問

題ですよね。そこにはですね、やはりそこにやっ

ぱり住んでいる人方のやっぱり協力体制と温かみ

だとかやっぱり金銭面と申しますか、その経済的

なメリットですよね。 

先ほどの村長さんの、東京行ってコンビニいっ

たら１４００円の時給の張り紙があった。しかし、

ここでそんなに出せるほどですね、コンビニも含

めて１４００円の時給を払っていらっしゃるとこ

ろがないと思います。しかし、生活の場というの

はすごくやっぱり良いわけでありますから、住居

費ですとかいろんな意味で、都会には勝るとも劣

らないものがいっぱいあるわけです。しかし、肝

心なのは仕事そして住居、子育て、福祉そういう

ものがきちっとやはり提示をしていかないとです

ね、ただふるさと納税だけで来てどこを本当に真

剣に、やっぱり生活が真剣でなければ移住定住に

は繋がらないわけです。 

そういう観点からするとですね、今、猿払村の

メニュー自体を大幅にやっぱり絞ったものにして

いかないとですね、多方面ばかりのものではいか

ないのではないのかな。ですからやっぱり就職先

のこともですね、やっぱり綿密な連絡を取り合っ

て、あるいは産業の形態もですね、この産業だっ

たらこういう人方が欲しい、そういうものをきち

っとやっぱり作らないといけないんではないのか

な、そんなふうに思いますが、それについても一

言考え方を述べていただければと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：移住定住をしていた

だく部分については僕も議員さんと同じ意見です。

当然住むところがあって就労先があって、将来、

医療・福祉・介護も含めてですね、心配がないと

いうような条件の中で子育てなどを含めてですね、

そういうところがあればですね、それは移住して

いく方々についても非常に安堵できるのかなとい

うふうに思っております。 

また、就労につきましては、議員さんのほうか

ら何点かに特化した形で進めていっていくのも一

つの手法かなというようなご意見かと思いますけ

ども、逆にいろんな各企業さんからですね募って、
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いろんな各企業の条件を得ながら先ほども答弁し

ましたけれども、人件費、時給だとか日給だとか

そういうのもありますので、多様な職種の中から

移住体験の方々に選んでもらうというのもこれ一

つの方法かなというふうに考えておりますので、

今のところはそういう形でちょっと進めさせてい

ただいて、また進めていく中でこれにもうちょっ

と力を入れていくべきじゃないかというようない

ろんな意見が出てきたら、また方向修正もしなが

らですね、力を入れていくところは力を入れてい

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）：ぜひともですね、太

い柱にしてですねこの移住定住促進を繋げていっ

ていただければなと思います。 

そういう中でですね、６月の１６日の日刊宗谷

「宗谷の町村職員確保作戦」これは移住定住では

ありませんが、しかし最近なかなか若い人方もや

っぱりいろんな仕事が景気の良いせいかなかなか

地方には戻ってこないと、公務員も例外ではない

と。それで、面接会場あるいはＰＲということで、

やっぱり町村職員の確保という形でこういう形で

書いているんだと思いますが、実際には成功され

た、ですからある程度確保された、これをやっぱ

り民間に移したらですね、やっぱりそのくらいし

たら私はある程度確保されるのではないのかな、

これはもう完全にやっぱり町村職員の成り手を探

しに行っているわけです。ですからこっちは移住

定住ですから、猿払へどうですかという形で皆様

方と話して、やっぱり生活のいろんな心配ごと相

談ではないですけども、そういうメニューをやっ

ていくとやっぱり猿払村に来てくれる人が目を向

けてくれるのではないかとそういうことを一つ提

案して、まず一つ目の質問はこれで終わりたいと

思います。 

２番目、移住するには住む家が必要であると、

昨年完成した単身者向け２棟１６戸もすぐ満室状

態、中身はあの新しくできる小規模多機能施設の

職員さん方がかなり応募をなさったと、役場の職

員の採用となった方１２戸入られたとそういうふ

うに聞いております。それと家賃もですね、今ま

でですと暖房ですとかお風呂とかそういうものも

含めて２万８０００円から２万９０００円ぐらい

払っていたものが、今度は１万９８００円ぐらい

ですか、安くなったと。それとですね、その中身

も役場の職員さんですと、またそれに、さらに１

万９千円なにがしでなくてさらに助成があるんで

はないですか。公営住宅、単身のアパートを借り

ても安くなるのではないかと。それと一緒でね、

やっぱり外から移住定住をするということでもで

すね、やっぱり一定のそういう住宅しかも民間の

アパートであればやっぱり５万円とか、今５万 

５千円ぐらいですよね。公営住宅につきましても、

所得のやっぱり制限の一杯でお支払をしなければ

ない。一定の間ですね、移住をしてきた方々、そ

ういう方々に対して、２年とか仕事にももちろん

よると思いますけど、やっぱりそういう具体的な

政策もですね必要ではないのかな。 

その点についてどういうふうにお考えでいらっ

しゃいますか。 

○議長（太田宏司君）：３番でいいってことですか。

３番ですね。 

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。 

公営住宅につきましては、低額所得者向けの住

宅であるということで、公営住宅法に基づく所得

に応じた家賃設定となっておりますので、補助金

等を行う必要はないものと考えておりますし、建

設時に国費が投入されていることも含め、制度の

導入はできないものと考えております。 

一方で、民間アパートは入居者の所得水準もさ

まざまでありますが、公営住宅家賃との均衡に配

慮しつつ、例えば一定の要件を満たした子育て世

帯に対する支援策等についてですね、今後可能性

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）：すいません、先に言
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ってしまいましたので、３番の質問をそのまま続

けさせていただきたいと思います。 

家賃ですね、そういう形でやっぱり安心してま

ず生活ができる、それはやっぱり移住してきた

方々だけに限って言えばね、やっぱりそういう一

定程度の期間のそういう家賃の低減、そういうの

はやはり私は必要ではないのかな。メニューの一

つとして２年なら２年、ある程度そういう形で生

活が落ち着いた場合にまた元に戻すとか、２年が

妥当かどうかということも含めて、反面こういう

ことも言えると思うんですよね。実際私達もそれ

なりの年代なってきました。仕事がある方、持ち

家のある方でもですね、やっぱりそろそろ健康に

自信がなくなってきたな、あるいはまた家を借り

て家賃を払っている、そしたらやっぱり月に１回

病院にちょっと行かなきゃならない、そういった

場合にですね、多少家賃払って今住んでいる方も

ですよ、そういうふうに考える方々もぼちぼち出

てきているという状況ですよ。そういうのが私達

も、一般の皆さん方とお話ししている中でたまに

そんな話も出ます。 

しかし、やっぱりこっちへ住んでくるという人

にしたらですね、都会から見たら家賃はぐんと安

いですよね。その分やっぱり今までどういうお仕

事をされていたかわからないですけど、やっぱり

賃金体系もやっぱり全然変わる、環境も変わる、

そういった中でやはりそういう支出が抑えられる、

あるいはやっぱりここからその大きな病院へ行く

のには１日とか交通費とかそういうのもかかる。

住んでいる人も同じですからかかりますよね。そ

ういうものにやっぱりこの住宅制度の家賃もです

ね、やっぱり一つの考え方にやっぱり入れていく

べきではないかなと思います。 

村長も１回は答弁されましたが、もう１回そう

いう広い観点からですね、村長さんはどういうふ

うにお考えがあるのか、導入のお考え方がないの

か、もう１回質問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）：今、議員さんからご

提案をしていただきました。 

我々のほうもですね、今、議員さんと同じよう

な考え方の中で移住者向けの住宅環境については、

現在、普通財産として管理しております村有住宅

を一定程度改修し、移住体験住宅よりも長期間で

利用を想定した移住促進住宅としての活用に向け

て、今現在検討しております。この部分につきま

しては、議員さんからのご提案があったとおり、

家賃設定だとかそういうことも検討を今現在して

おりますので、ご理解を賜りたいというふうに思

っております。 

また、今補助金を出して民間の方々にアパート

を建設していただいております。この建設助成制

度が本年度末をもって失効することになりますの

で、引き続きですね村内における賃貸住宅が依然

として不足傾向にあるという状況も鑑みまして、

引き続きこの本制度を延長しながら民間活力によ

る建設促進を図っ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）：２番目の質問に移行

します。 

移住するためにはすぐ家が必要である。昨年完

成した単身者向け１６戸、また、２８年度末まで

に完成した民間アパート、これがもうほとんど満

室と言ってもいい。また、苗畑の単身者向け住宅

も満室状態であるというふうにお伺いをしている

ところでございます。今後ですね、やはり優良な

住宅の提供というのもなければですね、ちゃんと

きちっと少し用意をしないとですね、そういう

方々が入ってきた時に住宅がなくてやっぱり来ら

れる方はちょっと待ってくださいという場面が

多々出て、そういうふうになったらやっぱり来る

人も二の足を踏んでしまう。もう１年待ってくれ

という状態ではないと思うんですよ。 

そういうことも含めてですね、今後の単身者向

けあるいは全体の民アパ、それから公営住宅です

ね、やっぱり少しこう改修をして耐震ていうか少

し長持ちさせる、長寿命化計画もあるようですけ

どもそういうのでやっぱり確保をしていかなけれ
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ばいけないと思います。 

そういう計画をどのように考えているかお聞き

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）：先ほどの答弁とちょ

っとかぶる、重複する部分はございますけれども、

先ほども言ったとおり移住定住の方々に向けてで

すね、今役場のほうで普通財産として管理してい

る住宅をですね、まず直しながら提供していける。

また、先ほどから言っています空き家バンク制度

もこれはまだおりませんけれども利用した中で、

移住定住の方々に提供できるような方向で考えて

いきたいというふうに考えております。 

また、民間アパートにつきましては、先ほど答

弁させていただきましたけども、今年度末をもっ

てその補助制度が失効するという状況の中で、来

年度以降もですね、このことを継続していきたい

というふうに考えております。民間アパートにつ

いては今年度については、浜鬼志別に４戸、それ

から浜猿払に４戸の建設というふうに聞いており

ます。 

また、公営住宅の部分につきましては、今年度

浜鬼志別に２戸、来年度に知来別地区において２

戸の建設という計画になっております。また、古

い公営住宅等も年数がありますので、その部分は

担当部署と入居者の方々と協議をしながらですね、

悪いところについては随時、修繕をさせていただ

く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）：住宅につきましては

ですね、建てて満室ですから、本当に空いている

なんていうことはないですから喜びではあります

けど、やっぱり満室となるとまた次の方が入れな

いというこれまた嬉しい問題もありますけど、こ

の辺はですね、やはりどんどんやっぱり推し進め

ていただいて、やっぱり少し余裕があるものをも

っていないとですね、やっぱり移住の方々も来て

すぐ入れるというわけにはいきません。ですから、

これはもうぜひもう少し力強い形でですね推し進

めていただければとそういうふうに思います。 

次に移ります。 

広報さるふつのこの「むらに一言」ですね。  

４月の広報、これで匿名での「むらに一言」を受

け付けないとすることを４月号に、広報さるふつ

にそういう記述があります。このどのような形で

こういうふうに決定されたのか、少数意見は聞か

ないという、聞く耳を持たないということなのか、

その辺ですねひとつ村長さんにお伺いをしたいと

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

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず最初に、少数意見は聞かないというような

形ではなくてですね、少し目的がずれてきたとい

うところもありまして、できた当初のちょっと説

明をですねさせていただきたいなというふうに思

います。 

平成１４年から広報さるふつに掲載しておりま

す「むらに一言」は、開始から１５年が経過し、

その間、村民の皆様方からさまざまなご意見をい

ただき、まちづくりに反映させてまいりました。 

しかし、村への意見、要望の伝達方法として定

着した一方で、いくつかの問題点を過去から抱え

ておりました。まず、申し込み受理のタイミング

にもよりますけども、広報の紙面上で回答をする

ことから回答までに時間をまず要すること。次に、

匿名による投稿の場合に、個人への攻撃的表現や

誹謗中傷といった無責任な内容があることや、個

人情報保護法により掲載できない事案である場合

に回答するすべがないことであります。これらの

問題点を解決するため、メールかファクシミリで

受け付けることにより随時回答することができる

ほか、お名前や連絡先をご記入いただくことでス

ピーディーな回答が可能になること、また、情報

を詳しく聞き取ることができ詳細な回答が可能と

なることなどから、匿名でのお申し込みをお断り

させていただくということで判断をさせていただ

きました。 

以上でございます。 
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○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私は非常に、残念に

思っております。今、いろんな形で、このメール

ですとかＳＮＳですとかいろんな形で、今ですけ

ど正直私、電話するかしないかくらいしか受ける

かしか使い道がないので私自身は使えませんので、

ですけど、そういう方々も含めてですね、やっぱ

りあの本当にごく少数意見かもしれません。やっ

ぱり私は聞く機会をもって維持してあげるべきで

はないのかなとそんなふうに考えるところです。 

ただ、やっぱり今、村長さんもおっしゃるねや

っぱり個人への個人情報であったりですね、個人

を誹誇するというのは本当にこの上なく良くない

ことですから、それはもう当然お断りして結構だ

と思います。しかし建設的な、あるいは本当の小

さな望みですとか、私達もこの地域にいてですね、

いいかげんな年をとっておりますから、しかしや

っぱり年齢をひらくとやっぱりそういう相談もこ

う受けられないという場合があって、やっぱりそ

ういうやはり直接ですね、今の方々はやっぱりそ

ういう小さな要望でもそういう投稿をされていた

ような、過去に経緯はあるような気がいたします。

それをもですねやっぱり閉ざすということになる

と、今は本当に、これＳＮＳとかメールとかねそ

ういうふうになれば当然、誰が発信したのかこう

いうわからない問題があって返ってきたのか、そ

うなるとやっぱり投稿される人もですねやっぱり

投稿しづらいのはないのかな、そんなふうに思う

んですよ。 

そしてあと、いろんなわからない部分がたぶん

やっぱりあると。やっぱり判断する方も大変だと

思います。しかし、やはりそこはやっぱり広報さ

るふつを発行しているわけですから、実はこうい

う投稿があったんですけど、こういう点について

もう少し詳しく投稿していただきたいとかってい

う超親切な方法もあるのではないのかなと思いま

す。 

私はこれわかりませんけど、まだ２、３カ月で

すかもわかりませんけど、そしたら一切何もなく

なったら、私達もこういう広報のそういう小さな

投稿からはっと気が付くことがあると思うんです

よね。やっぱり小さい望みであってもですね、こ

こには必要なんだというものがやっぱり過去にも

あったような気はします。 

ですから、ぜひともこれもですねもう少し庁内

で検討していただいて、残す方法はないのかな、

そんなふうに考えますけども、再考はいかがでご

ざいましょうか。 

○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。 

４月号の広報の中で「むらに一言」の申込方法

の変更についてという形の中での掲載をさせてい

ただきました。その時には、提出方法としては一

応メールとファクシミリという形の中で掲載をさ

せていただきましたけれども、今後、前と同じよ

うなペーパーでですね入れ込んだ中で「むらに一

言」を受け付けるという形にさせていただきたい

と。ただ、条件としましては先ほどもありました

とおり、匿名という部分についてはやはりいろん

な形で問題、弊害が出てきておりますので、ここ

は記名をきちっと記名と連絡先をきちっとしても

らった中で「むらに一言」をいただきたいという

ふうに考えております。 

議員おっしゃるとおり、小さなことの問題をこ

う村長切り捨てるのかというところもあるかもし

れませんけども、決してそういうことではなくて、

僕は広報・公聴というところを大事にしておりま

して、結構村長室にすべての方ではないですけど

も、村長室にいろんな子ども達や諸団体の方々が

来ていろんな相談をさせてもらったり要望を聞き

ます。この部分は、公聴という部分については僕

も大事にしていきたいというふうに考えておりま

すし、そういう部分で決して閉ざすわけではあり

ませんので、「むらに一言」をする方についてもで

すね、やはり建設的な前向きなですね、自分がま

ちづくりに参加しているんだというような意識を

持った中で「むらに一言」をいただければありが

たいなと、その中でやっぱり記名をきちっとして

いただくことがやはり大事なのかなというふうに
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考えて今回こういう変更をさせていただいたとい

う状況でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんの答弁

は「むらに一言」を残しますと、ですけど匿名で

はなくてきちっとお名前を書いてください、こう

いうことなんですけど、私はお名前でなくて匿名

であっても私は受け付けてあげて欲しいなと。や

っぱり今までもそういう匿名の中でもですね、た

いへん良い意見あげれば枚挙がありませんので、

やっぱり名前を書くようになるとですねやっぱり

なかなか思い切って投稿をされる方がしぼんでし

まうような形にもなるのではないのかな、そんな

ふうに危惧しているところでございます。 

本当に非常に情報が氾濫しております。日本全

国ですね、本当に小さいニュースでも大きなニュ

ースでもくだらないニュースでも携帯開けると入

ってますよね。ですけど、やっぱり私は猿払村と

して小さい意見も少数意見も取り上げてもらえる

場合があるんだよということをですね、ぜひ何か

の機会にもう少しこう皆さん方、村長さんの考え

方ですからあれですけど、私はちょっとその匿名

でも良いのではないのかな、そういうことをもう

一回再度考える機会をつくってもらって、これで

質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

１時５０分まで。 

 

休憩 午後 １時４０分 

再開 午前 １時５０分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づき、２項目、４点について質問いたします。 

１項目の福祉のまちづくり基金についてです。 

先の３月定例議会におきまして、小規模多機能

施設の今後の財源手立てについて質問をした際、

村長より、この部分は議事録の抜粋そのままです。

基金は基金として積みながら、寄附を受けたりい

ろんなところで積みながらですね、この老人福祉

基金にきちっとあてがいながら、３０年度以降も

継続して運営できるような形の中で予算、一般会

計の予算編成を組んでまいりたい、との答弁があ

りました。この答弁に際し、すぐ再質問すれば良

かったのですが、別の質問を行いその後に先ほど

副村長ですかと、寄附について質問をしましたが、

副村長はそのような答弁をしてないとのことで質

疑の取り消しを行い、その後一般質問を終えてい

ます。 

議事録を確認した際、前出のとおり確かに寄附

についての答弁が村長からされていたということ

がありまして、改めて村長に質問いたします。  

基金に積み立てる寄附金はどのような寄附金があ

るのかお答えをください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの森議員の

ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

当時の答弁の主旨としましては、基本的にはふ

るさと寄附金を念頭に置いたものでございます。

ふるさと寄附金を積み立てておりますふるさと応

援基金では、寄附金をされた方の申し出に基づき

まして六つの区分に積み立てておりますが、その

一つとしまして、高齢者の生活を支援する地域づ

くりに関する事業という項目がありますことから、

そのように答弁をさせていただいたところでござ

います。 

また、このほか小規模多機能型居宅介護等施設

の建設にあたり、高齢者の方々から多額のご寄附

もいただいておりますことから、これらも含め、

有効に活用させていただきたいというふうに考え

させていただいております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私が３月で質問した

部分につきましては、老人福祉基金についてです

ね、その基金の手立てをどうするのかという質問

に対して、その答弁に対して寄附金を積むと、寄
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附金を充てるというような回答でした。というこ

とは、今の村長の答弁ですと、私の質問に対する

回答ではないですよね。 

その辺はどうなんでしょう。私はあくまでも質

問したのは、まあ重複しますね、ということで、

私の質問に対する答弁ではなかったということで

よろしいんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：その部分については、

私もちょっと勘違いしてたのかもわかりませんけ

れども、老人福祉基金につきましてはですね、決

算の出た状況の中できちっと老人福祉基金に積み

立てるものは積み立てるという形の中でやってい

きたいというふうに考えております。 

ただ、あの老人福祉基金、ふるさと福祉基金に

つきましてはですね、病院もあります、それから

やすらぎ苑もあります、そして新しくできる小規

模多機能もあります。この部分につきましては、

当然、新年度の予算編成時にきちっと充てるもの

はあてがう、そして予算編成時にどうしても足り

ないものについては、そういう基金の中で積み立

てたものは基金の中から充当をさせていただきた

いというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私はあくまでも老人

福祉基金について質問したのであって、そういっ

た答えは私は求めていないということです。 

今、村長が言いました決算剰余金ですか、この

辺を基金に充てるというような形であります。こ

れにつきましては２８年度ですか、剰余金を集め

て、確か３月で８５００万円、これを老人福祉基

金に積んだと、その後に特別交付税、この確定に

より４４７４万５千円ですか、これが補正で積み

立てを行っているとこういった部分、２８年度は

できたと。しかしながら、こういった傾向が今後

も可能かどうかというような不透明な状況がある

かと思うんですよ。たまたま特別交付税が予算よ

り多く交付されたというような状況でありますが、

特別交付税につきましては全く見込みがつかない

ような、だいたい前年並みと考えれば良いような

傾向があるかと思いますが、はっきり言って不透

明、確定はしてないと、そういった中でそのほか

に何かあるのかってことでちょっとお聞きしたい

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

に答弁させていただきます。 

基本的には基金ありきでこの事業を計画したわ

けではありませんので、単年度、単年度の事業の

私も３月の議会で答弁させてもらいましたけども、

いわゆるその全体予算の中できちっとこの事業に

ついては必要だという認識のもとにですね、全体

予算の中で確保をしていくということでございま

すので、よろしくご理解を願いたいというふうに

思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：前回と同じく、予算

の中で確保していくというような答弁でございま

すが、２９年、３０年度ですね、来年度これにつ

いては、確か１億６０００万円程度見込まれるよ

うな話でしたよね。で、単純に２８年度では老人

福祉基金、まあふるさと福祉のまちづくり基金で

すか、これに２８年度は約１億３０００万円です

か、３０００万円弱これだけ積み立てができたと。

しかしながら、３０年度は１億６０００万円です

か、その程度は財源不足というか基金取り崩しが

見込まれるようなお話でしたよね。そうすると、

間違いなくこのふるさと福祉のまちづくり基金は

目減りしていくと、仮に今年度と同じくですね、

２８年度と同じく２９年度も決算剰余金なり特別

交付税の確定により、１億円程度積めるとしても

間違いなく目減りしていくわけです。 

この辺は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）：基金の目減りという

ところではなくて、予算の根本的な策定だと思い

ます。当然、予算策定時にあたっては、当然議員

もご承知かもしれませんけども、入ってくるお金、

歳入は当然ある程度、目標を立てて決まってくる

わけですから、そこの中で出ていくもの、やらな
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きゃならない事業というのは優先事項として必ず

予算をつけなければならないわけですよ。当然、

やすらぎ苑の運営費補助、病院会計への補助金だ

とか負担金も含めて、あとそのほかの特別会計も

そうですよ。そういうところまで優先的にきちっ

と予算の中で確保をして、そして歳出の部分で優

先順位をつけて、事務事業評価もありながら、優

先順位をつけて総体予算を作っていく、どうして

も優先順位をつけていく中で来年度予算でやらな

きゃならないところについては、申し訳ないけれ

ども、基金からの財源を充当させていただくとい

うような考え方で予算を組んでいきたいというふ

うに思っております。 

あくまでも副村長からも答弁ありましたとおり、

基金を最初からあてにした予算策定は決してして

ないというところでございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：何も、私は優先うん

ぬん、それにこだわっているわけではありません。

当然やらなければならない、当然出てきます。そ

うした中で、要は予算編成にあたり、どのような

部分で削減をしたか、そういった部分が見えてこ

ないっていうことを私は言っている。何も基金を

取り崩しては駄目だとそういう言い方をしていま

せん。 

ですから、例えば仮にあの１億円足りなくなり

そうだと、予算編成をやってその部分が１億円足

りない、単純に基金を取り崩しに回すとそういう

ことではなく、どこかほかに最低限削れるところ、

それからどんどん探していって最終的にどうしよ

うもない部分、その部分は基金取り崩し、それは

やぶさかではないと思うんですよ。ですから、そ

の辺のプロセスが見えてこないってことを私は言

っているんです。 

その辺について、一言だけお願いをします。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問に答弁

をさせていただきます。 

予算再編成にあたってはですね、各課いろいろ

な施策の事業が上がってきているのは議員もご承

知のとおりだというふうに思っておりますけども、

その中で基本的に我慢できるもの削れるもの、そ

れを全てですね、ある程度財政担当含めてですね

精査をしながら、２９年度の部分も含めてですね、

予算の策定にあたってはですねきちっと毎年毎年

ですね、その部分については何も無駄遣いという

かですね、必要な事業であってもやはり先に村民

の方に理解をしていただいて、我慢してもらうも

のは我慢してもらうというところを含めてですね、

予算の編成はしっかり行ってきているというふう

に考えておりますので、ご理解を願いたいなとい

うふうに思ってます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：答弁に対し、何かに

つけてご理解を願いたいというような言い方をさ

れますが、実際のところ３月にも言いましたが、

介護サービス事業ですか、あれの不足分、あれは

ほとんどまるまるですね基金取り崩しを行ってい

るというそういった部分、そちらへしわ寄せがい

ったのかもしれませんが、そういうふうに見えて

しまうというのがあるんですね。 

ですから、もっとちょっと手法なりやり方を考

えて予算編成をしていただきたいということでお

願いして、とりあえずこの分は終わりにさせてい

ただきます。 

２項目のふるさと寄附金についての質問をいた

します。 

平成２８年度のふるさと寄附金は１億９１３８

万９千円。この寄附に対し、基金積立は７４０７

万７千円。その割合は３８．７％となっています。

前年度の２７年度では、寄附金１億４８５２万円。

これに対し寄附積立額は、７３５３万３千円とな

りその割合が４９.５％となっています。２８年度

中途、６月からですか委託処理となったことが大

きいと思われますが、これらを踏まえて質問をい

たします。 

まず一つ目として、業者委託のメリット、デメ

リットについてお答え願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 
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○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

メリットといたしましては、委託前まで事業主

が行っていた送り状の作成や村への報告などの業

務が、委託によるシステム導入により大幅な作業

量の軽減が図られたことや、寄附者の方々への商

品受け取り期間が数カ月であったものが数週間へ

と大幅に短縮され、利便性が高まったことなどが

挙げられます。また、道内３０自治体などに実績

のあります業界最大手企業による管理システムの

導入やインターネットサイトを活用することによ

り、寄附の受け入れ窓口の拡大やセキュリティー

対策の強化に繋がるほか、委託前は職員が行って

おりました寄附受領書の発送作業など日々の業務

が軽減されるなど、業務委託のメリットは多大で

あり、今のところデメリットはないものと考えて

おります。 

議員のおっしゃるとおり、寄附金に対する積立

額の割合は低くなっておりますが、全体の寄附額

の増加により積立額も伸び、また返礼品の発注量

の増加により地域経済にも大きく寄与しているも

のと考えます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいまの答弁です

と、委託により寄附金が増えたと、積み立ても増

えたというような話ですが、積み立てはほとんど

変わってないですね。実際２７年度と２８年度で

は、寄附額が４２８７万９千円ですね。これだけ

が増加になっています。積立額は５２万４千円し

か増えてない。２８年度は村が直接受けた寄附額

は、たぶん１９７６万９千円だと思います。この

分に対するシステム使用料等があったと仮定する

とその分だけで単純計算ですが、１３０万円ほど

と推計されます。村にかかる費用、これらはまた

別にあるかと思うんですがこれらを考慮すると、

逆転現象が起こると思われますが、このことにつ

いてどう思いでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

２時２０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時 ８分 

再開 午後 ２時２０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。 

追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：ただいまの

森議員のご質問にお答えいたします。 

おっしゃるとおり、寄附金額の増額に伴って 

２８年度につきましては、４月・５月が直営でや

っていて委託じゃないものですから、それを委託

に直しますと積立額が逆転するということだとい

うふうに思うんですけども、この寄附金額の増額

に伴ってそれに係る経費、経費と申しますのは返

礼品の金額の増崇がありまして、単純に一概に 

２７年度と２８年度の返礼品の単価が違ってくる

もんですから、そういった意味で一概に比較する

ということにはならないのではないかと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと、返

礼品の単価が２８年度で上がっていると、ですか

ら単純にはいかないというような形ですが、私は

その分は考慮に入れないで単純計算したわけでし

て、今の返礼品うんぬんについてはこの後の質問

で出てくるはずですよね。私の言い方もちょっと

悪かったんでちょっと理解できなかったかと思い

ますが、単純にシステム移行して委託にして実際

寄附額は増えた。しかしながら、最終的に村に残

る積立金、基金については何ら変化がないと、こ

の辺がはっきり言ってメリットがあるのかどうか

それを私は疑問に思います。 

それを踏まえて次に行きます。 

返礼品の増嵩についてということで、これにつ

きましては２７年度決算と２８年度委託分に関す

る比較ですが、返礼品割合が２７年度は４６．３％、

単純に委託に係る部分、これの返礼品割合が   
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５４.５％と増加しています。 

その辺の理由、改めてお答えいただきたい。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：先に述べま

した返礼品の金額の増によるものというふうに考

えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の返礼品の増とい

うふうにお答えをいただいたというふうに考えて

間違いないでしょうか。金額、単価ね。単価が上

がったということですが、約９％上がったってい

うこと、そこまで単価が上がったのかどうか、特

にホタテ、確かホタテも返礼品に入ってたと思い

ますが、ホタテが上がったのはわかります。しか

しながら、他の製品がそこまで上がったのかどう

かその辺を改めてちょっと確認させてください。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：申し訳ござ

いません。それについての資料は手元に用意して

ございません。申し訳ございません。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：返礼品の種類別集計、

これがあればどのような傾向があるかお知らせい

ただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：資料手元にありますか。 

眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご質問にお答えを

させていただきます。 

資料については、今、手元にございませんけど

も、決裁上の中ではほぼ７割から８割がホタテの

玉冷とか貝柱とか、そういうところの産品だとい

うふうに理解をしております。そのほか牛乳とか、

バターとかそういうような形だというふうに理解

していますけども、詳細の部分の明細については

ですね、後ほど提出をさせていただきたいという

ふうに思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁で７割から

８割がホタテ関連だということであれば、ホタテ

は昨年かなり値段が上がったということで推計は

できますが、以前にこの辺の集計をお願いした、

余計なことは言わないほうが良いよな。 

とりあえず、この辺の種類別の集計、これは後

ほど出していただくとお願いしてこの部分を終わ

らせていただきまして、３番目の総務省の返礼品

３０％というような通知が出てると思いますが、

村は５０％を超えてると、これに対するお考えを

お示し願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：村の主力返礼品であ

りますホタテ冷凍貝柱は、内容量の変更など対応

が難しく、当面は３０％を下回ることは難しいも

のと現状では考えておりますが、総務省通知の主

旨に基づき、事業者に対して内容量の見直しなど

の対応について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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今のご答弁から推察

しますと、内容量等を変更して５０％を下回ると

いう形、そういった形にしていくということでよ

ろしいんですね。返礼品割合につきましては、イ

ンターネット等を見ますと１００％から８０％と

かかなり返礼割合が高いというそういった分も出

ていますよね。そういった割合がネットで公表さ

れています。中には返礼品が無いというようなと

ころで全く返礼品をやめるというような部分も出

てきているはずです。別に私は３割にこだわって

いるわけではありません。当然、地場産品が当然

使われてるわけですから、当然その分は村の業者

さんの収入になるといったことで村の産業の促進

にも繋がるというふうには思っております。 

５月１３日のネット配信ですかね、所沢市が返

礼品の返送やめたら寄附金ゼロとなっても良かっ

たというようなことで、返礼品をやめたところも

実際にはあります。当然、返礼品をやめればふる

さと寄附金はほとんど集まらないだろうと。前に

も村へ来ている方にアンケートうんぬんと話しま

したが、アンケートはいろいろとったというよう
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な話があります。しかしながら、実際のところで

ふるさと寄附をどこにするか本来は自分の愛着の

ある出身地とかそういったところが主旨だったと

思いますが、今、ふるさと納税をされてる方、ほ

とんど返礼品、これで選んでいるというふうな傾

向にあります。ネットのサイトによりますとやっ

ぱりランキングというのがありまして、上位にラ

ンキングされているところはやっぱり和牛ですね。

そういったところがほとんど。それこそ、ちょっ

と遅れると、返礼品がありませんというような、

そういったサイトが結構あります。そうした中で

猿払村が選ばれてる。それは猿払村に愛着がある

と、それ以前に要は返礼品ほとんどはホタテ、７

割、８割がホタテ関連ということがありまして、

たぶんホタテ目当てだと思います。そうした中で

一気に３割を切るようなホタテの量に減らすとい

うことは、私は別に今のままでも結構だと思いま

すが、極力せっかく寄附をしていただいたのにそ

の分がもので消えてしまう、猿払村で実質基金と

して収入を蓄え事業に使える金が極力減らないよ

うな形、これを取っていただきたいと思います。 

今までこの辺を踏まえまして、実際にシステム

会社に委託する前と委託した後、当然寄附金が残

る、基金、これの金額が変わってきてます。そう

した中で実際に業者に支払うシステム使用料、手

数料これらを考えた場合、仮にですね、直営で一

人雇って、村で一人、人件費を確保してそれで処

理をすると、そうした場合仮に寄附額が１億９千

万でなくて１億になったにしたって実際に村に入

る寄附金、それから最終的に残る基金この部分が

まだまだ増えるのではないかというような形があ

ります。先ほど村長のデメリット、メリットこの

中でデメリットはないと、メリットは発送が早く

なるそういった部分がありますが、今までは総務

係が業務の傍らやってたという中で専門にやる職

員がいることによって、そういった分がもっとス

ムーズにすんなりいくような形になる可能性はあ

りますよね。その辺はちょっとどうでしょうか。

一人雇ったほうが逆に村としてのメリットは出て

くるような気がします。その辺のお考えをお聞き

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

にお答えさせていただきます。 

この事務の部分については、臨時職員を１名例

えば雇ったというところについては、いろいろな

受付業務、あるいは寄附金の受領証の発送あるい

は苦情の電話処理、この辺が多々ありますので基

本的には１名ではやはり無理だというふうには思

っておりますし、メリットとしてはやはり先ほど

答弁にもしていただきましたとおり、このクレジ

ット決済とかもありますので、その辺についての

情報はですね少し遅めに直営の場合は入っていた

と、いわゆる今システムを委託することによって

瞬時にですね発送業者のほうへ返礼品の発送業者

のほうへデータが渡り、返礼品の発送の部分につ

いてもですね、相手方の寄附者のほうへですねス

ムーズに発送が送られるというところもいろいろ

なメリットがあるというふうに思いまして、直営

ではやはり現状では一人では無理ではないかなと

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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今、副村長から臨時

職員一人というようなお考え、答弁がありました

が、臨時職員じゃなくていいんですね。正規の職

員一人雇ったって、年間４００万円か５００万円

その程度でできると、苦情処理うんぬんと言って

もその専任職員一人でやる必要はないし、総務課

なら総務課の中で対応できる分は対応すれば良い

んです。２７年度は実際それでやってましたよね。

できてたんですよ。その分で時間外がどの程度発

生したのかその辺はわかりませんが、実際に２７

年度までやってたとそういった実績があります。

そうした中で、仮に業者に１０００万円を超える

手数料等払うよりは、４００万円、５００万円か

けて直営でやったほうがはるかにメリットがある

んではないかと、当然クレジット決済とかそうい

った分なくなるデメリットはあります。しかしな

がらそういった手立てをせずに２７年度は１億４
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千万円集まってます。 

この辺はどうお考えでしょうか。ちょっと聞か

せてください 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに２７年までに

ついては総務課の職員のほうで担当させていただ

きました。この部分につきましてもですね、相当

あの今、議員からご指摘があったとおり時間外も

ですね相当多いわけでございまして、納税通知書

の発送時期になりますと職員が総務課全員がです

ね、夜中までかけてですね、封書詰めしながやっ

ていくということもあります。先ほど答弁でもし

ましたけれども、職員の勤務の軽減という形も含

めますと、やはり今の流れとしましては、業者の

ほうに委託をさせていただく。それから、今はふ

るさとチョイスというところからですね、ホーム

ページ等で入ってきますので、そういうところか

ら今はそういう納税をしていただくというところ

を考えます。そうするとまた職員が村のホームペ

ージをまた更新しながらそういうところを操作を

して考えながらですね、やっていくというところ

よりはそういう業者委託をしながら、職員の勤務

の軽減をしていくだとか、そういうことも必要な

んだろうというふうに思っております。また、   

２７年で１億４千万円ほど職員のやっていく中で

伸びてきたというような話もありますけども、相

当件数がですね２８年度に、２９年度これからで

ありますけども、相当件数も増えてきております

ので、それにかかる業務の量というのも相当かか

ってきますので、今の流れとしては民間のほうに

ですね、ノウハウを持ってるところに委託をきち

っとさせていただいた中でこの事業については進

めさせていただきたいというふうに考えておりま

す。ちょっと１億４千万うんぬんかんぬんという

ところから外れるかもわかりませんけども、現状

としたこの状況の中で事業を実施させていただき

たいなというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：まああの職員の業務

量軽減ですか、この辺はわかります。ですから私

は専任とりあえず一人専任で雇うと。で、足りな

い部分は周りの職員が手伝うという状況で十分対

処できるんではないかと思います。私が思うには

システム使用料それからその業者に払う手数料、

これで１０００万円以上はかかってるんですね。

せっかくふるさと納税という形で一般の方から寄

附をいただいたと、そういった部分で返礼品は当

然お礼として良いかと思うんですが、この支出に

係る部分、この部分が全く消えてしまうんですよ。

仮に寄附者が１万円を寄附しました。ところが寄

附したところは返礼品は別としてそのだいたい２

割か１割ですか。１割以上それが消えてしまうと。

その辺がはっきり言って無駄ではないかという形

でしか私は考えられないんですね。ですから極力

こういったロスをなくするという方法、これを何

とか取っていただけたらという形で今回質問して

おります。それがする気はないんならそれは、言

い方悪いですね。今のまま現状で進むということ

であればそれはそれで良いですけれど、実際に  

２９年度はどうなるのかとその辺が非常に不安な

んですね。せっかくです１億９千万円これが若干

増えて２億円になりましたよ、寄附が増えました。

しかし、基金積立分が６千万円しかありませんで

した、こういうふうになるんじゃないか、その辺

だけは不安なんですよ。今年はホタテが若干下が

っているという中で返礼割合が現状でいけば減る

可能性がありますね。しかしながら、５０％くら

いにはまだなるのかと、先ほど村長言いました量

的な部分、それの対応が業者のほうで可能かどう

か、ホタテであれば漁業協同組合さんなり各加工

場さん、そういったところが該当するかと思いま

すが、そういったところがそういった３０％から

４０％に抑えた、そういった量での製品化が対応

できるかどうかっていう、それは非常に難しい部

分があるかと思いますんで、その辺、極力僕は３

０％にこだわりません。しかしながら極力ふるさ

と納税という形で全国の皆さんが納めていただい

た寄附金、これをいくらかでも有効に活用する、

そのためにはやはり余計な経費をかけないほうが

良いというふうに思ってます。その辺を最終的に
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はまた来年ですか、その時に改めてまたその辺の

質問をしたいと思います。 

これをもちまして、とりあえず私の質問は終わ

ります。 

○議長（太田宏司君）：３番、高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：通告書に基づきまし

て質問させていただきたいと思います。 

まずはじめに、小規模多機能型居宅介護施設に

ついてであります。今年１０月にスタートする居

宅介護施設は、高齢者の方々が元気なうちに利用

していただくために、この運営についてさまざま

な対応を検討、あるいは具体的な計画が進められ

ております。この施設の大きな目標は、多くの高

齢者の方々がいずれ訪れるだろうと予想する介護

認定の度合いを何とか少しでも低いレベルで推移

していただきたいという思いであり、この施設の

有効利用を期待しております。こうした福祉施設

の運営については、都会では民間企業も参入し不

足する運営費を自治体が支援する形になっている

ことが多いのではないかと思われます。猿払村で

は福祉法人猿払福祉会への補助、そして、居宅介

護施設が加わり村の負担も増えるわけですが、そ

の運営方法についてお伺いいたします。 

運営に係る目的は、サービスの向上と利用者の

満足度を高めることが現場での第一優先ではない

かというふうに思われますが、いずれに誰もがお

世話になるものであり、ならざるを得ないもので

あり、そうした意味では若い人達の理解を得られ

るような対応も必要だというに考えております。

こういう努力もしながら運営している、そういっ

た形を、見える形で理解を求めていかなければな

らないのかなというふうに考えておりまして、こ

うした運営に対するコスト低減に向けた対応策に

ついて、どのようにお考えかをお伺いしたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの高橋議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

議員おっしゃるとおりサービスの質や利用者の

方々の満足度を高めることが、私も第一の優先事

項だと考えております。しかしながら、サービス

の質は上げても経費の面におきまして、常にコス

ト意識を持たなければならないというふうに考え

ております。施設管理につきましては、以前から

議員の皆様にもご説明しております、地中熱ヒー

トポンプシステムの導入により、光熱水費の圧縮

に繋がるものと考えております。また、ほかの費

用につきましても、コスト面での点検を随時行い

見直すべきものがあれば見直していくという姿勢

で臨む必要があるというふうに考えております。

ただ、全体的にはまだ供用開始となっておりませ

ん。１０月から供用開始という形の中で、半年間

の様子を見ながら職員全員がコストカットに向け

ながら、サービス優先、経費節減できるところが

あればきちっと経費を削減をしていくという心持

ちの中で施設運営を図ってまいりたいというふう

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）：確かにこれからスタ

ートする部分でありますので、先ほど申しました

ように若い人達が自分も自分達もいずれ訪れるん

でしょうけれども、負担をかかっているような雰

囲気にならないような方策をやはり見えるような

形でやっていただきたいというふうに考えており

ます。 

次にですね、このサービスについては個人差が、

個人の負担といいますか、その中でいろんなメニ

ューがありまして、個人個人違うんだろうという

ふうに思います。実は私ごとで恐縮ですけども、

私の父母もたいへんお世話になってですね、去年

２人とも天国に行きましたけども、その間に起き

たことがいろんなサービスを受けるために提案と

いうか説得しようとしてもですね、なかなか理解

してもらえない。そのことによって保健課の職員

の皆さん、あるいはそういった支援をする方々に

たいへんご迷惑をかけてお世話なったという経過

があるんですけども、高齢者の方、料金の面でい

ろいろ出てきますとなかなかうんと言わなかった
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りですね、ただ、我々としては家族にしてもそう

いったサービスを受けて、そういうことによって

少しでも介護度合を上げないようにというか、本

人のためにも良いんだろうというふうに思うわけ

ですけども、なかなかそういった部分では最終的

には個人の負担で、個人のメニューの選択という

ことになると思うんですが、できれば職員だけで

なくて家族はもちろんなんですけども、ひょっと

したら家族も理解をしてもらうためにということ

もあるのかなっていうものも感じます。それで職

員だけでなくて、その方の友人だとか、隣近所の

方々とか、そういった方々も含めてこういったメ

ニューを受けたほうがあなたのためになるのです

よと理解してもらえるような、そういった方法論、

方策といいますか、そういったことをお考えかど

うかを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）：サービスというか利

用者さんですね、その方がどのような状況でって

いう形の中で、近隣住民の方々にご理解をいただ

くかというところについてはそれぞれ難しいとこ

ろもあるかと思いますけれども、一番僕が望まし

いのは、やはりその方がどういうような状況に今

置かれているのかという情報もですね、近隣の

方々が情報を一緒に共有していろんな形のお手伝

い、お助けをしていただけるような状況になれば

一番良いかなというふうに思っております。そう

いうことも含めまして、今後地域、村全体がです

ね、そのような気風になるような感じの中で、福

祉行政を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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：今の村長の答弁のと

おり、私本当にそういうふうに思います。皆で地

域ぐるみで自分達もそういうふうになると思いま

すので、そういった環境づくりといいますかそう

いうのも非常に必要だと思いますし、先ほどのコ

スト面についても、まだスタートしてませんので

内容精査もいただき、できるだけ多くの方が多く

の対象者の方が利用できるようにお願いしたいと

いうふうに思います。 

二つ目の質問ですけども、小規模多機能型居宅

介護施設を利用する上で現在持ち家の方が独居に

なった場合、あるいは老夫婦で持家を処分し、公

営住宅に入り施設を利用していきたいと希望され

ている村民の方がおられると聞いております。 

猿払村では４月から空家バンク制度がスタート

しておりますが、その進捗状況についてお伺いし

ます。ということでしたが、先ほど同僚議員の方

から質問がありまして、利用者はいないというこ

とでありました。それで空家の仲介といいますか、

このバンク制度も物件によって対応が異なるとい

うふうに思われます。土地しか資産価値がなくて

建物は廃棄としなければならないとか、あるいは

建物の資産価値が多少残っていて、リフォームが

可能であるとかそういった物件としての評価方法

はこれからどのように行っていくのかということ

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）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

前段の答弁につきましては、ご質問につきまし

ては、先の議員さん方のご答弁の中で代えさせて

いただきたいと思います。 

実は現在のところ利用相談についてはですね、

１件受け付けをしている状況でございます。今年

４月から制度がスタートしたばかりでございます

ので、まだまだＰＲが不足してるというふうに感

じております。今後引き続きですね、広報や回覧

また、空き家所有者に対する登録の呼びかけも含

めて本制度の普及促進にまい進してまいりたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：今、村長もおっしゃ

ってましたけども、ちょっともう少し広報活動を

広めていただけたらなというふうに思っておりま

す。ある程度年齢になってですね、考えておられ

る住民の方がいらっしゃるというふうに聞いてお
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りますので、ぜひとも広報活動のほうをよろしく

積極的に進めていただきたいと思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

将来の財源確保についてということで、現在、

猿払村に山積している各種処理事項といいますか

既存施設の修理、改修あるいは利用方法の集約化、

廃校後の利用方法、または施設の廃棄等の判断な

ど、これらは村の財政等を精査しつつ優先順位を

つけて進めていくんだろうと理解しております。

また、自治体として国の施策と連携した教育ある

いは福祉については、収入源である税収及び交付

金等の変動によって、そのサービスの低下するこ

とのないように最大限努力をする、執行する自治

体の側の責任があるというふうに思っております。

最初に質問したこの福祉に関する案件につきまし

ても、この運営上すべて村民サービスであり、村 

１００％あるいは補助によって運営されておりま

す。そこからの収益は望めません。これらの将来

の財源確保のために基幹産業の拡充、推進が必要

であると誰しも考えるところであります。その支

援策及び推進策についてお伺いしたいというふう

に思います。 

過去にも同じような質問しておりますけども、

大きな柱となる猿払村の基幹産業について、どの

ような目標と支援策あるいは推進策をお持ちかを

お聞き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

お答えをさせていただきたいと思います。 

村の基幹産業は言うまでもなく、水産業と酪農

業の２本柱であると考えております。まず、水産

業につきましては、漁業協同組合の事業計画で猿

払産ホタテのブランド化を推進し、安全・安心、

安定を図りながらホタテ貝の資源管理型の育て獲

る漁業をはじめ、サケマス放流事業等による資源

管理などによる漁業経営基盤の確立を掲げており、

村といたしましても計画を共有していきたいとい

うふうに思っております。さらに、酪農業におき

ましては、昨年度に酪農生産の近代化に関する方

針や生乳の生産量及び乳牛の飼養頭数の目標等を

定め、今後１０年を見据えた猿払酪農近代化計画

を策定したところでございます。 

村といたしましても、漁業、酪農業のそれぞれ

の計画を達成するための取り組みを協議し、情報

共有を共に密にしながら優先順位を決め、これま

でと同様の支援策を図っ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）：それぞれの産業の目

標を掲げているというのを村長は共有されている

ということで、我々も一緒になって、将来的な目

標に向かっての目標は共有すべきだというふうに

考えております。単年度の予算の中で議論をして

いると後で禍根を残すものではないかと心配をし

ているところでありまして、盤石な強硬な基幹産

業の発展の上で、行政のサービスの向上と優先順

位を検討することが大事ではないかというふうに

考えております。移住定住の促進にしましても、

雇用基盤がなければ人口減少の歯止めにはならな

いと、先ほど同僚議員からのお話もありました。

ぜひ今後とも、そうした基幹産業の目標を常に掲

げて行政の執行をされるよう、希望したいという

ふうに思っております。 

先般もお話しいたしましたけども、ＪＡではタ

ブレットを全戸に配布した事業について、村とし

ての緊急時の対応という利用はできないかといっ

たお話しをしました。水産農業問わずにＩＴ化の

時代が進んでおります。そうした時代背景の中で、

猿払村として取り組む新たな事業の計画がないか

どうかをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にお答

えをさせていただきます。 

確かに議員おっしゃるとおり、ＩＴいわゆるイ

ンターネットを使った情報的なものについてはで

すね、ものすごく今、発達している状況でござい

ます。それで従来は例えば、インターネット回線

と機器を接続するだけで自分だけで情報を習得す

るものが、今はものとものを繋ぐというかいわゆ
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る情報と情報を繋ぎそれをお互いに共有しながら

ですね、一方ではそれの技術を支援していただく

とか、そういうところも含めて現在進化をしてい

るものだというふうに思っております。現在、計

画は村の計画はないのかというご質問でございま

すけども、６月の２３日付けでですね、実は猿払

村のＩＯＴ推進ラボ計画というのを策定をしたと

ころでございます。これの意味はですね、いわゆ

る先ほど申しましたように物と物を繋ぐと、いわ

ゆる酪農業、漁業あるいは新たな６次産業を含め

たものをですね、いわゆる情報を瞬時に習得しな

がら資源管理に役立てたり、あるいは精密農業を

したり労働力の省力化を含めた形で計画を今、組

んだところでございます。効果としては先ほど言

っているようにインターネットを通じたいわゆる

起業支援を含めてですね、どういう技術を生かし

たほうが漁業に良いのか、酪農業に良いのかそう

いうところをですね実際に技術支援をしていただ

いたり、あるいはそれに基づく規制がかかってい

ると、その規制に対する意見をですね、直接国の

ほうへですね、こちらから出すといったような計

画を含めて、最終的には企業の財政支援、あるい

は国の財政支援その辺を含めた情報が瞬時にして、

この計画を認可認定されるとですね、その辺のメ

リットが出てくるだろうというふうに思っており

ます。いずれにしてもこの人口減少の部分につい

て、やはり産業をきちっと漁業、酪農業の１次産

業をしっかりとした基盤をつくっていかなくては

ならない、あるいは６次産業、新たなものを模索

していくことが最終的にこの人口減少対策にも繋

がると思っておりますので、この計画が採択され

た時にはですね、改めて議員の皆様に目的と効果

とどういうような財政支援があるのか含めてご説

明させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

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）：ただいま答弁の中で

猿払ＩＯＴラボ計画って言いましたっけ、いずれ

詳しい中身についてはお聞かせいただけるんだと

いうふうに思いますけども、まさに今のそういっ

た事業というのは一つの産業あるいは一つの事業

単独では前に進まないということであり、総合的

な事業ということでは非常に良い事業ではないか

なと思っております。今後の推移を見守りたいと

いうふうに思います。水産、農業、林業、観光そ

れから環境保全ですとかあるいはまた、６次産業

化の発掘だとかすべて連動するものだというふう

に考えております。そのためにはですね、企画す

る職員の方の教育も大事ではないかなというふう

に思っております。また１課だけの問題ではなく

て、役場内の横の連携の中で、事業の企画、申請、

採択が行わなければならないというふうに思いま

す。各担当課や部署に留まらないといいましても

専門分野もありますし、各種事業内容の精査にし

てもスーパーマン的な人材はいないと申しません

が、なかなか難しい話だというふうに思っており

ます。何かの事業の検討、あるいは採択に向けて

の準備には職員の教育あるいは勉強の和も必要で

あるというふうに思っております。緊縮財政の中

で予算に組んでいないから、あれは駄目これは駄

目ではなくて必要であれば、補正を組んででも職

員の教育をすべきと考えておりますが、執行者の

お考えを伺いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきます。 

議員おっしゃるとおり職員の教育、いわゆる人

材育成については本当に重要なことだというふう

に考えております。これについてはですね、基本

的には年度当初に職員の研修計画、あるいは当初

予算の計上時にですね各課から研修項目をいろい

ろ出していただきながら予算編成を組んでいると

ころでございますけども、昨今やはりこの時代の

流れによって、中途でですねやはり国の政策、い

ろんな補助政策のところがやはりどんどんどんど

ん出てくるというところでございます。それにつ

いては必要があればですね、適宜精査をしながら、

補正予算を組みながらですね行っていきたいとい

うふうに思いますので、この部分についてはご理
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解をお願いしたいと思いますし、職員の中でです

ね横断的な部分というところでございますけども、

昨今まち・ひと・しごと戦略本部の下部の組織と

してですね推進部会という、係長単位の中でいわ

ゆる組織をさせていただきました。その中で今回

２回ほど会議を行っているという話をお聞きしま

すが、その中ではやはり雇用対策とか住宅対策だ

とか子育て支援とか先ほど午前中にもご質問のあ

りました複合施設だとか、いろいろな部分につい

て横断的に若い係長の中で意見を集約する部会を

ただいま進行中でございますので、その辺につい

ても合わせて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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：本当に人を育てると

いうことは、一般企業の方々の話を聞いてまして

も大変だというふうにはわかります。そういった

機会を与えてあげて、あとは管理職の方々、村長、

副村長が目標が何なんだということを、常に掲げ

てまい進していただきたいなというふうに思って

おります。前回の定例会でですね、同僚議員より

産業振興を推進するため、一定の専門知識やネッ

トワークを有した人材も今後必要であると、道が

導入する北海道創生プラットフォームや総務省が

支援する外部専門家制度など、地域力を高める制

度であり導入を検討するに値すると考えるが村長

どう考えるかという質問に対しまして、村長の答

弁は、外部人材制度の導入について有用だと考え

ている、前向きに検討させていただきたい、とい

う答弁をされておりますが、その後の取り組み、

あるいは進捗状況についてお話ししていただけた

らな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）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

先般、まち・ひと・しごと総合戦略事業という

部分を立ち上げさせていただきました。その時に

大学の教授とか民間の人方、それからＮＰＯの人

方との連携が非常に繋がりが強くなってまいりま

した。まず、副村長とお話をさせていただいて、

そこのところをまず強固なものにしていこうと、

その後、専門的な事業を進める時については、総

務省だとか北海道のプラットフォームの人材登用

の部分をですね招聘をしながら考えていきましょ

うというような話になっておりますので、総務省

だとか道の部分で人材派遣の部分にやっている部

分についてはまだ進んでおりません。ただ、今の

そこの大学教授ですとかそれからＮＰＯ、それか

ら民間企業の人方のまず繋がりを強固なものにし

てから、最終的に何か専門的な事業を立ち上げる

ところについては、道・総務省からの人材登用に

ついて検討していきましょうというような話で、

今、収まっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：一遍にあの各分野の

専門家をということでなくて、コンサル的な仕事

でも良いのではないかと思いますし、そのことに

よって、まずは職員のレベルアップになるのでは

ないかというふうに期待しております。経費の面

もあるかもしれませんけども、精査の上、ぜひ前

向きに早期にご検討いただきたいというふうに思

っております。 

次の質問に移らせていただきます。 

農業振興、商業振興の支援策の中に村から直接

申請者個人への支援策が条例として制定されてお

ります。村として個人はもとより、産業の振興と

しての支援策であるならば、最終的には個人に繋

がる支援策の相手方としては、不備があるように

感じております。具体的に申しますと、商業では

新たな開業開店に対し助成をする、農業では新規

就農者に対して支援をする。非常に良いことだと

いうふうには思いますが、商業であれば商工会か

らの申請に基づきとか、農業であれば地域集落の

振興会、あるいはＪＡからの申請に基づき申請す

るといったほうが、行政として産業への支援策と

して適切ではないかというふうに考えております。 

条例改正のお考えはないかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 
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○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。 

商業振興の支援策でございますけども、商業振

興条例に該当する助成金につきましては、個人事

業者が村に直接申請する形となっておりますが、

申請時には商工会からの推薦書を添付することと

なっております。また、農業振興の支援策であり

ます、新規就農者誘致条例に該当する補助金につ

きましては、申請者である農業経営者から東宗谷

農業協同組合を経由して申請する形となっており

ます。従いまして、個人経営者と村との直接のや

りとりだけではなくて、関係団体とも関係してい

ることから、産業振興策として機能しているもの

と考えております。そのほか、村内の経済の拡大

発展を図るための産業に関する諸施策並びに育成

に対し、産業に関する各種団体に補助を行う産業

振興補助金の制度がありますので、この制度も活

用しながら、産業振興に対する支援を進めていけ

るものと考えておりますので、現段階では条例改

正の必要はないものと考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：今の推薦状あるいは

申請の許可申請ですか、そういう経過については

私も理解しておるんですけども、村がその産業振

興のために金銭的な支援をすると、その事業効果

あるいは費用対効果を求める場合ですね、一般に

は支援した側が支援を受けている側にその効果を

求めるのではないかというふうに思います。要す

るに村が出して言われた、受けた側からこういう

計算し提出してくださいということになるんだと

思うんですが、そうした場合に相手が自営業です

とか個人事業主ですと、産業振興という枠からの

計算はできないのではないかなと、要するに１軒

だけが儲かっていれば良いとか、２軒が所得があ

れば良いとかっていうんじゃなくて振興策ですか

ら、産業振興策ですからそういう１軒だけでなく

て、例えば農家の方が集落で１軒離農されました、

その１軒分がこの地域にとってはこれだけの影響

を受けました。それが１軒入ることによって、そ

して、村からの支援を受けることによって、これ

だけの効果が上がってますよというふうに考える

べきでないのかなというふうに思います。村から

費用対効果を求めたという話しは聞いておりませ

んし、きっとやっておらないと思います。国の場

合ですとそういったことはあるというふうに思う

んですけども、一つの産業の全体の枠組みの中で、

個人の活動があるんだということにより、その支

援策の効果があるというふうに繋がっていくとい

うわけで、そういった考え方というのは村長はど

ういうふうにお考えでしょうか。 

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）：確かにそのとおりだ

というふうに、改めて言われてそういうふうに思

います。 

今後ですね、そういう形の中で含めて検討させ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：あの地域においては、

個人が先か地域が先かという話もきっと議論の中

はあるのかもしれませんけども、一人では産業に

はならないんだということをですね、これから支

援する場合にそういったことを各関係機関にもで

すね理解していただいて、そういったことも支援

を受ける方にも伝えていただけるような取り組み

をしていただけるように希望して私の質問は終わ

らせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


