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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）：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
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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

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
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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

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。 
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○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

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
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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

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
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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。 

○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。 


