
- 1 - 

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。 


