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平成２９年 第３回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年９月１３日（水曜日）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、村の観光振興についてお伺いい

たします。 

近年国内はもとより、北海道でも目まぐるしく

進展している観光関連事業ですが、各自治体は現

在、躍起になって観光関連事業を展開しようとし

ています。特に本村を含む道北圏域では、同じ北

海道内でも観光振興は数年遅れをとっているのが

現状であります。 

平成２９年度村政執行方針の中でも述べている

「観光資源の創出及び観光人材育成への着手」に

ついては、人材不足等の影響もあり計画が進展し

づらいのが現状と考えます。この状況を改善する

ための施策として、専門知識を有した人材を外部

から受け入れるのも検討課題ではありますが、過

去にもアドバイザーやコンサルタントを受け入れ

た実例があり、結果として大きな成果はなかった

と認識しています。外部からの意見や知識も重要

でありますが、積極的に女性やシニアの方々にも

観光関連事業に関わりを持っていただくことで郷

土愛を持った観光振興が進められると考えます。

また、それが観光資源の創出にも発展し、官民一

体となった事業展開が実施され、さらに雇用の促

進や健康維持の観点からも検討するべきと考えま

す。また、観光振興には関連団体が中核となり重

要な役割を果たしています。 

今後予想される人材不足にも対処しなければな

らないと考えますが、村としての見解をお聞きし

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。 

観光資源の創出の取り組みとしましては、村の

歴史に関する説明や案内に関する配布物の作成及

び道の駅への掲示を考えており、現在、猿払村の

魅力をＰＲするべく目下資料を作成しているとこ

ろでございます。 

また、観光人材育成につきましては、観光協会

において本年職員１名を新規採用したところであ

り、観光客に対する接遇などを学んでいる最中で

ございます。 

しかしながら、人材育成は時間がかかることも

事実でありますので、議員のご質問にもございま

す、女性やシニア層の方々に観光案内人となって

いただけるようなシステムの構築も考えていく必

要があるというふうに考えております。 

また、関連団体からも意見をお聞きしながら前

向きに取り組んでいきたいと考えておりますし、

近隣市町で取り組んでいるような観光マイスター

だとかそういう部分につきましても、今後検討し

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）：まず、なぜ今日私が

この一般質問をしたかといいますと、本村は皆さ

んご存知のように漁業そして酪農の一次産業の村

です。それがあたり前のことになっておりますが、

その一次産業は私も漁業者ではありますが、決し

て安定しているとは言えないのが現状です。住民

の生活基盤を守りサービスを提供していくという

のは、これは役場として自治体としての責務です

が、主要産業がもし万が一落ち込んだ時に、ほか
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の産業が補えるような基盤整備を構築していかな

ければならないと考えています。 

また、世界最大の産業というのは観光と聞いて

おります。ちなみに、これはちなみにですが、外

国人が年々増えてきておりますが、この外国人の

観光人口というのは２０１４年、この時には  

１３００万人と聞いております。今後迎える  

２０２０年、東京オリンピック・パラリンピック

の年でありますが、この時には２０００万人とな

りピークに達すると予想されております。もちろ

んこれは首都圏だけの話ではなく、日本国全体の

話でありますので、最近、車を運転していて国道

なんか走っていますと、サイクリングをしている

カップルみたいな人がいましてね、よく見ると外

国人なんですね。結構最近そういう人をね見かけ

るんですよね。というのは、やっぱりこういう所

にもそういうものがどんどん浸透と言うのもおか

しいですけども、それだけ人口が増えてきている

と思っております。 

それから観光というのは、これも以前の一般質

問でも申し上げましたが、今まではツアーで３０

人、４０人とほかの地区から来てガイドがついて

決まった所を巡って行くというのはこれあたり前

のことです。今でもそれは続いているようですけ

ども、今後、例えばリタイアした定年になった夫

婦がキャンピングカーを借りたり買ったり、また、

レンタカーを使って自由に移動して歩くというの

がどんどんどんどん増えてきている、これはもう

本村でもそうです。道の駅の所にいますと夏にな

りますとね、レンタカーの数がものすごいんです

よね。というのは、やっぱりほかの地区から来た

人が飛行機なりなんなりを使ってここまで来て、

そして北海道の各地に飛行機で降りて、レンタカ

ーを借りて道内を巡って歩くんだろうなというふ

うに私は見ています。ということは、観光という

のはどんどんどんどん変化をしてきていると私は

思っています。今までのようなツアーを利用した

スポット的な観光というよりも、レンタカーなど

を借りて滞在交流型観光って国は言ってるようで

すけども、その地域の人々や文化に触れて滞在を

しながら巡って歩くというのが、これ今現在主流

になってきていると聞いております。そういった

ことも含めて、これから観光というものを根本的

に見直していかなければならない時期にきている

のではないのかと考えています。 

また、今村長が答弁で言ったように、今後考え

ると言ってますけども、これ考えてすぐできるも

のではないです。最低でも２年、３年かかるんじ

ゃないですか。それができあがるっていう前に、

その時にそれを補っていく人材っていうものが今

現在この村にいるのかと。じゃあ募集をしてね、

ほかの事業のようにほかから募集しますと。今年

ね供用開始する小規模多機能の施設がありますね。

あそこに勤める方たちというのは、言ってみれば

村が運営するわけですから、公務員として来るわ

けですよね。そういう方はたぶん受け入れやすい

と思うんですよ。ところがそうじゃない場合、一

般の人がこの村に来て観光を手伝ってくださいと

言われた時にね、果たして来るのかと、これはも

ちろん来ないとは言えませんけど疑問符ができる

んですね。 

そういった時にせっかくいるシニア世代、今ど

んどん増えてきてますよね。そういう人たちの手

伝いをもらったり、あとは時間のある女性の方た

ちが１日に２時間、３時間手伝っていただけるよ

うなものを構築していくことによって、本当にこ

の村が一体となってその事業を展開しているんだ

というものを見せていけると。 

それから先ほど言ったように滞在型ですから、

その地域に住んでいる人たちが交流をしていける

という場もつくっていかなければならないと、も

ちろんこれは全国的に見るともうそういうことに

取り組んでいる自治体がたくさんあります。それ

が今後どうなっていくかというのは、今後の推移

を見なければわからないことですけども、そうい

ったこともやっぱり考えていかなければならない

と。 

ただ観光、観光と言っても、ただお金を使って

公共事業を繰り返すだけではこれはもう同じこと

を繰り返すだけですので、また新たな視点で今の
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時代のニーズに合ったようなものに取り組んでい

かなければならないと思っています。そのために

は地域のシニア世代だとか女性だとか、もしかす

ると学生もいるかもしれない、その人たちをね育

てていかなければならない。ただやってください

と言ってもね、ただ来た人たちに５人来るんで村

の中を案内してくださいと、ガイドをしてくださ

いと言ってもそれができるもんではありませんよ

ね。それを指導する人材も必要ですし、そのガイ

ドとして育成していくことも必要だと思ってます。

そういったことも含めて、総合的に考えていかな

ければならないということです。 

ただ、それは先ほど言ったように今すぐできる

ことではないです。だけどこれからたぶんおそら

く観光というのは、そういうふうになっていくの

ではないですか。どこの自治体でもそれを、先進

的な地区という言い方は正しいかどうかわかりま

せんけども、取り組んでいかなければならないと

思っています。 

また、これは国の施策として観光ＭＢＡという

ものを聞いたことがある人がいるかどうかわかり

ませんけども、それを新設して観光立国へ向けた

人材育成・強化を図るというふうに国として方針

を述べています。名古屋大学ですか、専門職大の

新設をする計画があって、地方での観光資源開発

や観光業のリーダー育成を図るというふうに述べ

ています。これは８月下旬の答申で認可をされる

というふうに聞いておりますが、それが認可にな

ったかどうか私は確認していませんが、国として

もそっちのほうにもう目が向いているということ

ではないでしょうかね。 

ってことも含めて、観光というものをね見直し

ていただきたいと思っております。金を使えばい

いっていうものでもないですし、もちろんそれを

今私が言ったことをするにも、予算というものは

必ず必要です。しかし、その根本的な部分で観光

ってものを見直していかないと、これはたぶん今

後ね５年、１０年経った時にもう手遅れになって

しまうのではないかと私は考えております。 

観光というものは、これ以前も申しましたけど

文字どおりその地域のね光を見ることであって、

その貴重な人材というものも私は村の宝であって

光ではないかと。これが北海道に来て、その後じ

ゃあ九州に行った時にね、全然生活も違うですし、

習慣も違うですし、人間性も違うだろうし、その

地域の特性というものが住んでいる人たちの性格

にも表れているのではないかと私は思っています。 

いろんな部分で村としても事業を展開して交流を

図ってますけども、皆さん喜んでいますよね。村

長と会うだけでも喜ぶわけですから、この間もた

またま委員会の時にね、議長とここに居て受け入

れたツアーの人が来ましたけども、ここ見るだけ

で喜ぶんですよ。地元の議会に行って見るのとは

わけが違うと、そのぐらい違うわけですから、人

と人のつながりというものは幅広くもっていくよ

うな観光もこれから検討していかなければならな

いと思っています。 

その人材育成という部分でお聞きしますけども、

これ人を育てるという部分で指導者が必要ですよ

ね。その部分、ただ人を育てますと村長は言って

ますけど、どのような形でこれから人を育てると

いう部分で考えていくのか、この部分ちょっと難

しいかもしれませんけども、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

お答えをいたします。 

まず、他所から専門の観光に特化した人材につ

いて招聘もしくは登用していくという部分につい

ては、若干時間がかかるのかなというふうに思っ

ております。また、今提議されていた女性やシニ

ア層、それから今子どもたち、中学生なんかが札

幌なんかに行って猿払村のＰＲをしていただいて

おります。そういうところも含めながら人材の掘

り起こしをまずしていく、そういう形でそういう

方々にどういうことをやっていただくかというこ

とも含めてですね、これから来年度、再来年度に

向けてですねどういう形でやっていけるかという

ところも今後、観光係、企画政策課になりますけ

ども観光も含めながらですね、関連団体ときちっ
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と話をしながらやっていきたいというふうに思っ

ております。 

また、施設整備に関しましては、インバウンド

のお客さん方を受け入れるような看板等も含めて

ですね、まだなっておりませんのでそういうとこ

ろも加味しながら、今後インバウンドのお客様が

猿払村にお越しいただけるような環境整備も含め

て、人材的なことも含めてですねやっていけるか

というところについては、早急に手当てをしてま

いりたいというふうに考えております。 

ただ、議員のご質問のとおり人材育成の部分に

ついて具体的な提案という部分については、今の

ところ案は持ち合わせておりませんけれども、早

急に皆様方と協議をしながらやっていきたいなと

いうふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：早急に検討するとい

う答弁でしたが、人材を今後育成していくという

部分でお聞きしますけども、何をするにもその拠

点というものが必要ですよね。たぶん頭の中にあ

るのは今の公園の中にある道の駅ですか、あの辺

まあ観光協会が入ってますけども、あの辺を拠点

にして人材育成も含めたそのシニアだとか女性だ

とか学生、若い人たちを育てていくという言い方

はちょっとね強制的でありますけども、手伝って

いただきながら猿払の歴史を学んでもらったり、

いろんなことを学んでもらって育成をしていくと

いうことを考えているのではないかと思っていま

すけども、例えば拠点づくりを考えた時に、今の

道の駅の中で何をするのかということを考えてい

かなければならない。何も無いわけですから今ま

で、今までやったことの無いことをするわけです

からこれはもちろん勇気がいることだろうと思う

し、試行錯誤の繰り返しになると思いますけど、

それをたぶんねほかの自治体もこれからどんどん

どんどんやっていくことだと思っています。とい

うか、もうやっているという自治体もあるわけで

すから実際ね。 

今まで経験したことの無いことをするものを人

材を育成していくという部分でね、拠点づくりと

いう部分で、じゃああの施設の中で誰が指導する

のか、じゃあ観光協会の人が指導するのかといっ

た時にどうですか、現状として考えた場合にどっ

からどう見てもね、これは人手不足としか言いよ

うがないんですね。人材不足というか、これは役

場庁舎の中でも言えるかもしれませんけど、どこ

の事業体でもそうです。人手がいなくて困ってい

ると、例えば水産加工場一つにしたって猿払村の

中だけでもまだまだ１００人くらいは必要だと言

われている中でね、拠点をつくってそこでやって

いく時に、観光協会も含めてですよ、体制強化と

いうものをこれから考えていかなければならない、

これはあとからの質問でも出てきますけどもそう

いった部分も実際に今から、もう本当に今から総

合的に考えていかなかったら、ただやりますと言

ったって、これは言ったもん勝ちみたいになっち

ゃうんでね。言っただけで何も進まないというわ

けですから、細かいところまでやっぱり考えてい

かなかったら現実としてね、できていかないんじ

ゃないかと。 

そういうものが事業としてね今まであったわけ

ですけども、一番最初に私が今この質問の中で言

った、一次産業を守っていくんではないです。住

民を守っていくというかね、台風の一つ、二つで

簡単に資源が流出してしまうというような状況で

すよ。今の気候変動もあるかもしれません。最近

なんかすごいですよね、来る低気圧も大きくなっ

てきてるだろうし、気候変動っていうんですか、

今まで我々が経験したことのないような気候がど

んどんこの北海道に関してもなってきてるわけで

すよ。自然を相手にしている一次産業として、も

しそうなった時に産業は独自の努力で何とかして

いかなきゃならないですけども、ほかの住民とい

うのは生活の基盤というものがありますね。 

今この仮にですよ、仮に漁業が落ち込んだ時に、

税収はがくんと減るわけですよね。その時に今の

ままの住民サービスができていけるのかという部

分が、私はこの質問の根本にあるわけですよ。  

ただ観光、観光言ってるわけじゃないです。観光
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がいいから、観光がいいからっていうんじゃなく

て今すぐ取り組める事業として、現在ね何年も、

どんどん本村の観光事業も変わってきてますよね。

この５年、１０年の間で。その波に乗ってきてい

る事業をもっともっと進めていこうという部分で、

私はいろんな角度から質問をしているわけであっ

て、根本にあるのは今の猿払村に住んでいる住民

の方を、万が一の時のことを考えて守っていくと

いう部分があるわけですよ。それも含めて、私は

今この観光というものを取り上げているわけです。 

その辺を含めて、村長としてそこまで考えて取

り組んでいく気概というんですかね、心意気があ

るのかという部分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）：当然、シニア層や女

性層の掘り起こしをまずやっていくという部分に

ついては、当然募集をかけたりしてお手伝いをし

ていただけるという方々については、観光等また

いろんな形で勉強をしていただかなければならな

い、当然そういう勉強をするにあたっては地元の

人方の講義ですとか、それから観光に特化した人

方の講師をお招きをして、勉強をしてもらうとか

そういう形をまず順次やっていかなきゃならない

と思っています。そういう分では担当課もしくは

我々のほうできちっとプロセスをつくった中で、

その観光振興を進めていく中で一次産業のほうに

もどういう波及効果があるのかということも、こ

れは検証していかなきゃならないと思っています。

ですからそのプロセスを、要するに原義をつくっ

てきちっと進めていくという状況の中で、今後は

取り組んでいきたいと。 

その中で議員おっしゃるとおり一次産業がもし、

いろんな形で駄目になった場合については、観光

振興の中でどのくらいの村民が生活を維持できる

かという形の中で、それは我々も日々考えている

ところでございます。一次産業に頼るばかりでは

なくて、第三、第四の地域産業の創出を目指して

いかなきゃならないというところで、今我々も取

り組んでいる状況でございますので、そういうこ

ともご理解いただきながらですね、今後この観光

についてどういうプロセスでやっていくのかとい

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。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の答弁の中でしっ

かりと基盤をつくっていかなければならないとお

っしゃいましたけど、もちろんそうです。今の一

次産業が落ち込んだ時に、じゃあ観光業でどれだ

け補えるのかという部分ですよね。実際に今観光

に携わってる事業者というのがどのくらいいるの

か、言ってみれば本当に指折りですよ。本来であ

ればもっともっといなきゃならない事業者であり

ますけども、昔からの経緯をいろいろ私もお聞き

しましたけども、いろんなことが切磋琢磨あって

今の段階になっているというのは理解しておりま

す。ただし、それで良いのかという部分に関して

言いますと、これは全然良くないですよね。本来

であれば、もっともっとその事業者というものを

掘り起こしていかなければならない、そのための

準備期間という言い方も準備はすでに終わってい

なきゃならないんですけども、いろんなことをね 

本当に考えていかないと、その事業者が観光とし

て生計していけるのかという部分を考えた時にね、

これ難しい、今の現状ではたぶん無理でしょう。

通年でね観光が賑わっているわけではないですか

ら、特にこの道北地区に関しては、冬というのは

閑散としているわけですよね。夏の間にねそれだ

けのものを得ることができるのかと考えた場合に、

たぶんほとんどの人が無理だと言うと思うんです

よ。 

ただ、じゃあやらないのかといった時に、夏は

観光、冬はほかの事業でも良いですよ。いろんな

ことを考えながら、いろんなことやってみたい人

は住民の中にいるんですよ、口に出さないだけで

あってね。個人的に話をすると面白そうだと、夏

だけでも良いからやってみたいという人がいるん

ですよ。もしですよ、もしそういう人たちに事業

が進んでいけるようなね施策を村で打ち出してい

けるんだったら、やってみた時にそこに雇用する
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人も生まれるだろうし、いろんな変化が生まれて

くると思うんですよね。だから住民の意見をきち

んと吸い上げた中で事業を進めていかなければね、

これただ村がやります、やりますと言ったって村

の住民の意思とは反しているものをやってもどう

しようもないわけですから、実際に私も何人かの

人に、昔やろうとしたんだけどなっていう人もい

ます。ただ、やっぱり夢を捨てきれない人も中に

はいるわけですから、掘り起こしってものをね村

としてもやっていかなければならないだろうと思

っております。 

総合的にすべてを含めた、その観光の中にその

いろんなものが詰まってるわけですから、ただ観

光と一言で言ってもこれだけのことをしなければ

ならないというふうに思ってます。その辺も含め

て村長は先ほど検討しますと言いましたんでね、

これ時間はかければかけるだけ、やる気のある人

もやる気が失せていくと、過去にもそういうこと

ありましたよね。ですからアクションは早いほう

が良いのでやっていただきたいと。 

それからこの質問の最後になりますけど、先ほ

ど村長が言ったインバウンドの施策につきまして

も看板等の設置って言いましたけど、これだって

いつやるのかと、来年度すぐできるのかという部

分も含めてね、今すぐにでも検討していかなけれ

ばならないことだと思いますし、やれることはい

くらでもあるわけですから、ぜひ検討すると言っ

た以上は検討していただきたいと思います。この

辺に答弁はいりません。 

次の質問に移りたいと思います。 

地域ブランドについてお伺いします。 

２９年度村政執行方針の中で、地域ブランドに

ついて「商品開発や特産品開発に向けた体制の充

実及び人材育成」と述べていますが、今年度の商

品開発で一品目の新商品が畜産振興公社で生産販

売が開始されました。しかし、生産個数にも限界

があり品薄状態になり得る可能性が懸念される状

況であります。今後、生産体制の安定を図る計画

があるのか、また新たな商品開発に着手する計画

の有無、さらに安定生産には人材の確保も不可欠

と考えますが、人材育成を含めた体制強化の計画

があるのかお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

地域ブランドの確立につきましては、安定した

供給を行う生産体制が必要でありますことから、

商品製造における推進体制は、現在、畜産振興公

社職員並びに地場産品開発係で協働した体制が構

築されておりますが、今後も既存製品の品質安定、

新商品の開発を視野に入れた、製造経験のある職

員の採用を検討しつつ、あわせて民間事業者のノ

ウハウを取り入れた職員育成に努めて生産体制の

強化、安定に努めてまいりたいと思います。 

また、新商品開発につきましては、前の定例会

の時に１０年で５品目の目標設定とご答弁させて

いただきました。現在も試作品の製造を行ってお

りますし、来年度以降も既存製品のブラッシュア

ップとあわせ、新商品開発については、挑戦をし

てまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まず人材の確保とい

う部分で、今現在進行中であるというふうに思い

ますけども、あそこは特殊ですよね、畜産振興公

社というのは。ただ働く人もいれば、技術者も中

にいるわけですよね。それも含めてね、今検討中

であるというのは、ただ職員を募集するという部

分なのか、それとも技術的にいろいろなノウハウ

を持っている方を選定しようとしてるのかという

部分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）：今は技術者の取得に

向けてやっております。一度だけお会いしました

けれども、その方について今後どういう検討をし

ていってもらえるかという形の中で、一応お話を

させていただいております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：技術者の方が今後、
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実際に猿払に来ていただいて勤めていただけると

いうのはこれからのことになると思いますけども、

本当にもちろん一般の従業員の方も必要ですけど

も、技術者というものが本当に足りないと。今あ

そこに１名の方ですか、技術者の方がおりますけ

どもね、あそこに勤めている方に聞きますと、本

当に助かると。いろんなノウハウも知ってるだろ

うし、製品開発にも携わってもらえるというふう

なことを聞いています。 

その辺は今後の推移を見守っていきたいと思い

ますけども、質問の中にありましたけど今年度、

実際に塩バターですか、できましたよね。完成し

てどんどん需要が結構あるようなお話を聞いてま

すけども、これこの間ちょっと聞いた話ですけど、

あの塩バターがどうして生まれたのかという部分

で、突然塩バターって出てきたわけではないです

よね。誰かが何かを言ったから塩バターになった

わけであってね、そのなんかマスコミで騒いだわ

けでもないだろうし、突然なんか塩バターって出

てきたんですよね。 

というのは、今おもてなしツアーだとか移住定

住ツアーに来た方が猿払を好きになってくれてね、

その方がなんか塩バターがあったら良いですねっ

ていう一言から始まったっていう、ちょっとこれ

確認は取れてませんけど、本人に聞いた話です。

言った本人が言ってました。私たちが提案した物

をつくっていただきましてありがとうございます

と言われたことがあるんですけども、本当になん

かその小さいことでね、それは技術者が突然塩バ

ターって言ったわけじゃなくて、本当に猿払住民

以外の方が提案したことが現実にこう品物になっ

たと、どんどんどんどん需要が増えてきてるって

聞いてます。 

そういうことも含めてね、技術者の方も当然こ

れは必要ですし、ほかの人の意見というのをどん

どん聞いて、住民だってねいろんなことを考えて

いると思うんですよ。畜産振興公社に１週間に１

回ですか、２回ですかわかりませんけども、ソー

セージとかハムとかベーコンとか作りに来てる方

いますよね、グループでね。あの方たちだってね、

なんか商品ありませんかって言ったらもしかする

とね、こんなの簡単にできますよみたいなこと言

ってくるかもしれないですよね。もちろんあそこ

にそれだけの生産能力があるのかということは別

にしても、商品開発という部分だけを考えてみれ

ばそういうことも必要ではないかというふうに思

ってます。 

また、あそこは今何人ですか、本当に少ない人

数で製造やってますよね。あの体制で仮に来年度

一人の方が技術者として来てくれたとしても、そ

れで十分な体制を取っていけるのかという部分で

ね、もうこれ計算できていると思うんですよ。今

後、需用がどんどん増えていかなければならない

わけですから、まだまだ人手不足というのは解消

されないのではないかと思いますけども、その辺

の認識というものがあるのかどうかお聞きしたい

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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

先ほど村長が言ったように、技術者の部分につ

いてはですね、今現状２名の技術者がいるわけで

すけど、今あそこで実習をやっている実は村民の

方、いわゆるベーコンを作ったり、いろいろな実

習も含めてやっている経過がございます。今後ど

うしようかということを考えた時に、いわゆる実

習を含めてですね、村民の方にやっぱり夢や生き

がいや希望を与えるというところでいくと、ベー

コン事業とかですねやはり肉製品とか、そういう

将来へ向かってのいろんな六次産品をつくるとい

うところも含めてですね、現状今１名の方に打診

をしている状態ではございますけども、最終的に

は人間がやはり作るわけでありまして、今現状で

は製品を作る段階ではですね、人手という不足に

ついては認識をしておりますけども、これについ

てはやはり施設の規模もあわせて、いわゆる本当

にその今塩バターの形も言われておりますけども、

現状の消費期限、今作った形の中では４カ月程度

です。これをですね今現状、例えば１年まで今冷

蔵品ですけども冷凍をしながらですね、１年まで
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延ばすとかそういうソフト面の試作試験をですね

今現状やってるわけでございまして、販路も含め

ていろいろな製造の保管方法、あるいはその辺を

含めてソフト的にもう少し研究をしながら、何が

一番、本当に施設を拡大することが良いことなの

か、人間が足りなくてその分増やしたほうが良い

のか、保存の方法によっては人員がこの程度で良

いのかというところも含めて、もう少し検証させ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今副村長のほうから

施設の部分で拡大したほうが良いのか、それとも

現状のままでやっていったほうが良いのかという

部分もありますけども、次の質問にその部分も関

連してますんで、次の質問にいきたいと思います。 

特産品というものはその地域を代表する商品で

あり、地域の特徴を表すものであります。開発す

るには研究推進を図る必要があり、そのための人

材確保も必要であります。また、販売するには安

定生産が絶対条件であり、設備投資も検討しなけ

ればならないと考えます。同時に販路の確保も必

要であり、開発・生産・販売までを含めた体制の

実施計画を熟考しなければなりません。 

特産品の開発について執行方針の中で述べてい

ますが、方針に変わりはないのかお聞きします。 

○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。 

今年度掲げました執行方針に変わりはございま

せんが、議員のおっしゃるとおり開発・生産・販

売までを含めたトータルで考えていかなければ、

特産品開発は成功しないというふうに思っており

ます。 

このことから、誰が、どのような商品を、どれ

だけ、いつ必要としているのかといったようなリ

サーチ活動や各バイヤーへの積極的な営業展開を

行う中で、様々な情報を収集し、様々な条件に対

応できるか否かを判断していかなければならず、

そのためには執行方針で掲げた手法を継続してい

くべきであると考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：特産品というからに

は、商品需要に対して安定的に供給されなければ

ならないですよね。 

ちなみにですけども、国が認定する特産品って

ものがあります。国が知的財産権を認めるという

部分ですけども、地域団体商標制度ですか、この

部分で実際は５３．４％しか認定されないと、そ

れだけ厳しい審査があって、初めて国の認定を受

けて本物の特産品と言われるそうであります。そ

の特産品っていうものの例えば、今現在あるもの

は漁組さんで販売している干し貝柱だとかああい

うものは猿払村の特産品と言ってもいいのではな

いか、あそこまでいくと本当に特産品であると言

えると思いますけども、あれに類似したというか

同じような知名度のあるものを今後、猿払村で開

発していくというふうに執行方針の中で述べてい

るわけですよ。 

先ほど副村長が言った、施設を大きくしたほう

が良いのか、今のままでいったほうが良いのか、

施設の部分で答弁ありましたけど、今の施設を大

きくできないのであれば、これは当然、安定生産

するには機械化するしかないわけですよね、設備

投資をして。その部分を含めて、あの中でその設

備投資を今後行っていくのか、それとも根本的な

ものの考え方をして何年先になるかわかりません

けどもね、新たにちゃんとした施設を今後建設し

ていくのかという部分は、頭の中にあると思うん

ですけども、その辺のこと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）：先ほど申し上げま

したけども、設備の部分の投資については、なか

なか今現状ですぐにということにはならないとい

うふうに認識をしております。 

ただし、先ほど申し上げましたけども、例えば

ソフト面、いわゆる製造期限、いろんなものを試

してそれに基づいて、当然販路も出てくると思い
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ます。その試験結果に基づいていろんな販路を拡

大して、最終的に需要がものすごく延びてくる場

合については、ハードのほうに手をつけていかな

ければいけないというふうに認識はしております。 

ただし、今現状では試験をですねやはりデータ

を取るには１年ぐらいの時間が要するというふう

になっておりますので、その部分のデータが出て

から、検討をしていきたいというふうに思ってい

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）：その消費期限の部分

うんぬんという部分で、もう少し消費期限を延ば

したいという答弁でしたけども、それはもちろん

今ある現状の、先ほど言った塩バターですか、そ

の部分の話だと思いますけど、もちろんそれは当

然のことだと思います。 

ただし、これから開発しようとしている新製品

っていう部分をもし、もしじゃないな、さっき村

長も答弁したとおり開発しますと言ったわけです

から、考えてそこをまた同時に販路を模索してい

きながら、いろいろな部分を含めてね開発と生産

と販売というものをトータルに考えていかなけれ

ば、何もできないですね。製品は開発しました、

でも販路はありません、販路はありますけども製

品がありませんという部分はこれ許されないわけ

でありましてね。 

特産品というものはそれだけハードルが高いと

いう部分も含めて、それだけお墨付きをもらえる

という部分だと思ってます。国の認定を受けるま

でに当然これ特産品という部分を目指すわけです

けども、その中で先ほど言ったように認めてもら

えない商品もあれば、これはオーケーだと認定を

受ける商品もあるわけですよね。簡単に特産品っ

て言いますけど、ものすごくハードルが高い部分

なんですよね。 

ですからその辺も含めてね、先ほどの質問にも

ありましたけども、トータルにこれ同時進行して

いかなければならない部分だと思いますのでね、

今後しっかりと熟考しながら検討していただきた

いと思います。答弁はいりません。 

次の質問に移りたいと思います。 

地域ブランドの開発は、独自の開発であれば早

期開発自体は可能でありますが、ニーズ調査や動

向の先取り等は単独では捉えきれないと考えます。 

執行方針の中でも「食品開発機関との連携強化」

と述べているように、専門機関と連携することで

ニーズ調査や動向の先取りが可能だと考えますが、

現状として専門機関との連携の実施は行われてい

るのか、また、今後計画されているのかお聞きし

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。 

このたび販売を開始しました「塩バター」また、

昨年より販売を開始しておりますチーズ製品「ホ

タコロ」につきましても、製品化にあたり関係機

関からのご意見を参考とさせていただいたところ

でございます。 

今後におきましても、来月に関係大学の方が畜

産振興公社へ訪れる予定となっておりますので、

現在販売している商品等に対するご意見をいただ

く機会を設けることとなっております。 

また、蛇足ではございますが、先ほど議員から

のご質問の中にありました、今回の塩バターの開

発の関係でございますけれども、今現在、移住定

住ハウスのほうに来ておられるご夫婦がたまたま

移住体験ツアーの中で本村にお越しいただいて、

猿払村をすごく気に入っていただいた中で、この

方については海外旅行も含めてですねいろんな所

に旅行されている方で、今海外のほうでは塩バタ

ー、岩塩を含めた塩バターがすごく流行している

んだということで、猿払村については非常に良い

牛乳があるのでぜひ作ってみてはどうかというよ

うなご意見をいただきました。 

また、過去の議員のご質問にありましたとおり、

最北の村と最南端の町や村と連携して何か事業が

できないかという形の中でご意見もいただきまし

たので、猿払村の牛乳とそれからこの塩バターを

作るにあたって、フランスだとかいろんな各地方
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の外国も含めて塩を取り寄せてですね、うちの牛

乳とコラボしながら塩バターの開発に至った経過

でございます。その中でストーリー性を持った中

で、最北の村の牛乳と最南端の沖縄のほうの村の

塩を使った中で今回の塩バターを開発させていた

だきました。そういうストーリー性を持った中で

今回売り込みも含めてですね、そういう形の中で

商品の開発に至ったという経緯でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今のお話の答弁の中

にストーリー性、容器を見てそれがわかるように

なっていましたっけ。なっていました、はい、い

いです。 

じゃあまず専門機関との連携という部分で、ま

あいろいろ村としても模索をしているようでござ

いますけども、これはお話を聞くだとかアドバイ

スを受けるという部分はもちろん当然あって然る

べきだと思いますけども、それをじゃあどういう

ふうに落とし込んでいくのかというか、生かして

いくのかという部分にまで考えているのか、ただ

話を聞いてああそうですか、そうですかっていう

んじゃなくてね、それをどのように落とし込んで

いくのかという部分も、これ考えていかなければ

ならないと思うんですよね。 

連携ということを考えた時にね、それも連携で

すけども商品はちゃんとできあがるまで連携して

いけるのか。大学の教授うんぬんと言いましたけ

ども、たぶんその教授はアドバイスをしただけで

あってね、ちゃんと最後まで面倒という言い方は

ちょっとおかしいですけど、してくれるのかとい

うことを考えた時にね、いろんなところの方のお

話を聞くというのは、当然これ必要なことですけ

ど、最後までちゃんと連携していけるのかという

部分で、お話を聞いただけで終わらないことを考

えていかなければならないと思うんですけども、

その辺のことは考えているんでしょうか。お伺い

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）：今のご質問にお答

えをさせていただきたいと思います。 

来月ですね酪農学園の食品加工の専門的な教授

さんがこちらにお見えになって、いろいろな今の

チーズ、バターを含めた意見をいただくと、そこ

に技術者も含めていろんな意見交換をさせていた

だいて、最終的にきちっとしたブラッシュアップ

をかけていきたいというふうにも思っております

し、江別のほうの食品加工技術センターについて

は、いろんな技術指導あるいは製品の開発指導に

ついてはですね、この塩バターを含めチーズを開

発した時も含めてですね、いろんな技術助言もい

ただき、最終的に製品になるまでの力もお貸しい

ただいたと。今後についてもいろんな新製品がで

きる段階においては、ご尽力をいただけるという

ふうにお話をいただいておりますので、よろしく

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）：今の副村長の答弁の

中に、江別のこれ食加研ですよね。これ以前私も

食加研の話をしたことがあると思いますけど、そ

ういったことがほかにもたくさんあります。 

例えば、中小機構とかいうこれも独立行政法人

ですけども、全国展開しているものがあって、北

海道にも本部があるようですけどもいろんな組織

があって、そういう組織というのは独立行政法人

ですから最後まで面倒を見る仕組みにもなってる

んですよね。食加研ももちろんそうです。だから

そういうところと連携してしっかりとね、商品開

発をして恥ずかしくないものをつくっていただき

たいと。 

なおかつ、先ほどもちらっと言ってましたけど、

どこで、誰が、何を、どのように売るのかという

部分も含めてね、本当に今すぐにでもねこれ検討

していかなければものはできあがってこないと思

います。本気になってやっていってほしいなと思

いますけども、もちろんこれ猿払村には資源とい

うものが限られています。その限られた地域の資

源というものをどのようにこれ生かしていくのか

という部分も、今後考えていかなければならない
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と、掘り起こしてみなければわからない部分もあ

りますのでね、まだ資源として活用されていない

部分もたくさんあると思うんでね、それも含めて

食品ももちろんそうですけども、ほかの部分に関

しても地域資源の掘り起こしというものを今後と

も進めていただきたいと思っております。答弁は

いりません。 

では、最後の質問です。 

任期満了に伴う村政の総括についてお伺いしま

す。 

平成２５年１２月に村長に就任し、村政を担っ

てきましたが、在任期間も残すところわずかとな

り、この４年間の総括をお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

私の４年間の総括について、お答えをさせてい

ただきたいというふうに思います。 

私は「誰にでも やさしい まちづくり」を基本

に、「個性と活力に溢れる地域産業づくり」、「健や

かで夢や希望・生きがいをもって暮らせるまちづ

くり」、「行財政改革の継続」、「人を育み思いやり

の心を育てるまちづくり」、「安全・安心で住みや

すいまちづくり」、「人・もの・情報の行き交うま

ちづくり」の６点を村民の皆様にお訴えし、お約

束をしてまいりました。 

これらの実現に向け、役場内部の機構改革も行

いながら、一定の成果が得られたものと思ってお

ります。当然のことながら、私一人による成果で

はなく、副村長や教育長のサポートもいただきな

がら、村民の皆様をはじめ諸先輩方の助言、そし

て何より職員の頑張りに支えられてこられたもの

と思っております。 

この４年間、その時々の案件に対し、真摯に取

り組んできたつもりであります。議員の皆様から

も時には厳しいご指導もいただきましたが、自分

の進む道を大きく誤ることなく、今日に至ること

ができたものと改めて議員各位に感謝を申し上げ

る次第であります。 

また一方で、地方創生や人口減少問題など新た

な問題に直面しましたが、総合計画ともリンクさ

せ、猿払村の将来像を描きながら各種計画を策定

するなどして、猿払村の発展と立ち位置を明らか

にするための一歩を進められたものと思っており

ます。 

以上が、村民・議会・職員に支えられ、私が担

ってまいりました１期４年の総括のお答えとさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：一定の成果があった

もの、裏を返すと成果の出せなかったものも当然

気持ちの中にはあるのではないかと思っています

が、時代というのは目まぐるしく変わっているわ

けです。それに対応するようにしていっていただ

きたいと思いますけども、今の村長の答弁の中に、

はっきりとした答えはなかったんですけども、こ

れ在任期間もうあとわずかですね。ということは、

４年間の任期が終わるわけです、もう少しでね。

じゃあ次に、次の村長としてもう一度、この村政

を担う気があるのかという部分をはっきりとした

答えで、お答え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）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

任期満了後についてでありますが、多くの皆様

からの問い合わせや激励をいただく中、後援会か

らも次期の動静に対する強いご声援をいただいて

おりますので、自問自答した上で、来る１１月の

猿払村長選挙に立候補し、村民の皆様からその是

非の判断をいただくことを決意といたします。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：一般質問を続行いたします。 

４番、渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：それでは、一般質問

通告書に従い質問させていただきます。 

①酪農業対策について。 

現在、酪農業の状況は生産資材、配合飼料等の

高値安定であり、乳価はある程度上がり、個体価

格は高値が続いていますが、ＴＰＰ協定は今のと
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ころは発効の目途が立たなくなりましたが、ＥＵ

とのＥＰＡの合意により、チーズ等の乳製品輸入

枠が増大される模様であり、酪農後継者にとって

はたいへん不安な状況にあると思います。 

私は、猿払村の酪農を振興するには多くの後継

者が希望を持って継いでもらわなければならない

と思います。そこで現在、酪農業振興基金による

上限２００万円までの条件が生乳増産であります

が、意欲ある後継者に対しては生乳増産の条件は

なくし、経営改善向上に対する投資に対して助成

すべきものと思います。また、牛舎等を新設する

後継者に対しては、増額すべきものと思いますが、

どう考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの渡辺議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

昨年の９月定例会でも答弁をさせていただいて

おりますが、この農業後継者支援事業につきまし

ては、平成２７年度より制度をスタートし、農業

関係者等と協議をした中で、翌年２８年度に制度

内容を一部変更した経過がございます。 

以上の経過から、制度の見直しに関しましては

もう少し状況を見てから判断をしていきたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解のほどをよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今村長が言われまし

たとおり、昨年も私はこの時期だと思いますが同

じ質問をしております。あれから一年経っていま

すけども、私の考えといたしましては、過去の酪

農経験の状況からいって、増産するだけが酪農後

継者が、酪農という字でも楽しいほうの酪農をし

てもらうには、増産するだけが楽しい酪農という

ふうには考えておりません。個人経営で小規模経

営、それから法人経営の大型経営で共同経営する

という方法、これからはどっちかに分かれていく

と思いますけども、それでもまだ猿払村の酪農の

中では個人経営が８割というかほぼ５０軒、残り

３軒ぐらいが法人という形で、ほぼ個人経営であ

りますので、本当に大型の法人経営となれば３軒

かそのくらいですけども、将来的に後継者が法人

化、共同経営をしていくという人も中には出てく

ると思いますけど、やはり大半を占めるのが個人

経営の酪農経営だと思います。 

そうすると、古い今まで使ってた老朽化した牛

舎を使いながら、生産性を上げていくということ

になっていくと思いますので、その中でなにがな

んでも生乳増産しなければ所得を確保できないと

いうことでは、私としてはないと思いますので、

農協さんやほかの農業団体の方々と協議していた

だき、条件を外した支援、後継者を支援していく

ようにしていただきたいというふうに思います。 

また、後継者が育たない産業は必ず衰退してい

って無くなってしまうっていう、酪農に関しては

丸っきりゼロになるということはないと思います

けども、今後ともそういう私の考え方をくんで、

そういう方向に向かっていっていただきたいなと

いうふうに思います。 

この件に関しては答弁はいりません。 

次の質問ですけども、現在、酪農ヘルパー制度

がありますが、近年、酪農ヘルパー要員として必

要な人員を確保できず、農家の要望に応じられな

い状況で、ヘルパー組合、農協等努力しておりま

すが、村としてもヘルパー要員確保に努力してい

ることと思いますが、どのようなことを行ってい

るでしょうか。お願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

人員確保の取り組みとしましては、猿払村農業

担い手育成センターとして就農相談会のイベント

ブースを設け、募集活動を行っております。また、

酪農ヘルパー利用組合でも農業関係の大学に対し、

求人募集の取り組みを実施しておりますが、人員

確保には残念ながら至っておりません。なお、今

年も１１月に就農相談会のイベントに農業担い手

育成センターとして参加することとしており、引

き続き募集活動を積極的にやっていきたいという

ふうに考えております。 
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以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：この点に関しても、

昨年も同じような質問をしたと思います。答弁は

ほぼ昨年と同じ答弁だというふうに思います。ま

た、現実的には一年経っても前に村長さんがおっ

しゃられたとおりにあまり変わってない状況であ

ります。しかしながら、このまま放置して良いと

いうふうに私も思いませんので、いろんな施策を

講じて努力していただきたいというふうに思いま

す。 

これは答弁いりません。 

次に②の小学校閉校後の校舎の利用について、

質問いたします。 

まず１番目に、芦野小学校は今年３月をもって

閉校しましたが、すぐに利用できる計画はありま

せんでしたが、その後、自衛隊が演習の時に利用

しているようですが、どのような条件で貸してい

るのでしょうか。また、今後どのように対応し、

校舎を利用する計画ですか。 

○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

お答えをさせていただきたいと思います。 

陸上自衛隊より、指揮所訓練及び演習の際の宿

営地として、空き校舎を使用したい旨の申し出が

あり、今年の５月から９月にかけて延べ３回・  

３５日間にわたり、旧芦野小学校校舎及びグラウ

ンドの使用について許可をしたところであります。

使用にあたっては、芦野自治会長さんや付近住民

への事前説明を行った上で了承をいただいている

ほか、火気の取り扱いや車両進入時における配慮

義務などの条件を付しております。 

なお、使用料につきましては、財産の交換、譲

与、無償貸与等に関する条例の規定に基づき、国

が行う事業であるため無償としております。その

他、旧浜猿払小学校と合わせ先に文部科学省ホー

ムページの「みんなの廃校プロジェクト・利用用

途募集廃校施設等一覧」に登録し、施設情報を掲

載したところであり、その活用方法や利用希望者

について全国から募っておりますが、あわせて 

ＩｏＴ推進ラボを展開する拠点施設としての可能

性を現在検討しているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今そのような答弁で

ございます。 

今年７月ですね、議員研修で留萌の旧幌糠中学

校視察、それから夕張の旧夕張小学校を視察して

きました。そこで使われている方法としては、農

村支援センターという使い方とそれから地域コミ

ュニティの福祉施設という、夕張ではそういう使

い方をしておりましたけれども、どちらも使われ

方としては地域の産業とそれから福祉向上に向か

って使われていたようです。その中で、校舎のど

の程度、利用料というかねそれをどの程度どうい

う利用でやっているのかということを聞きました

ら、ほぼ、ほぼというか無償で貸しているという

状況でした。その中で自衛隊さんにも無償で貸し

ているということなんですけども、今後ね、やっ

ぱり学校を有償でね貸すという事業というのは、

なかなか私も難しいんじゃないかなというふうに

思います。 

それでせっかくある芦野小学校なんですけども、

これをね、村民にね無償で貸すという方法も、借

りたいという人に無償で貸す方法、地元でもいい

し何かの方法で借りたいという意向があれば無償

で貸すっていうほうが、そしてその環境を維持し

ていくというか、その方法が私としては希望があ

ればそれが良いのではないかと思いますけど、ど

ういうふうに考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：議員のご質問にお答

えさせていただきたいと思いますけども、今芦野

小学校については電源等もすべてお金がかかるも

んですから、多額のお金等がかかるもんですから

電源等を切ってるんですね。それで自衛隊のほう

につきましては、自分たちの自家発電で電気をつ

けていただいているという状況でございます。村

民からいろんな校舎の利活用について希望があれ

ばですね、そういうような形の中で検討をしてい
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きたいと思いますし、今先ほど答弁させていただ

きましたけれども、地方版のＩｏＴ推進ラボの拠

点の一つとしても、現在考えているところでござ

いますので、そちらとの整合性も鑑みながら今後

検討していきたい、地域の方とも検討していきた

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）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：先ほど説明、午前中

に議会始まる前にありましたＩｏＴのいちご生産

の話も聞きましたけれども、可能性としてはあの

グラウンドにハウスをつくっていちごを生産し、

その校舎で製品化というかしていくっていう考え

方も考えました。ただ、それをやるにしてもなか

なか財源、村が持ち出しなしの状態でこれから事

業ができるのかどうかわかりませんけども、やっ

ぱり何らかの形で持ち出しをしていくような形で

やるのかどうか、その辺をちょっと聞きたいので

お願いします。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時 ８分 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 

◎発言取り消しの議決 

 

○議長（太田宏司君）：ただいま渡辺君からの一般

質問会議における発言について、会議規則第６４

条の規定によって、取り消したいとの申し出があ

りました。 

お諮りいたします。 

これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（太田宏司君）：異議なしと認めます。 

よって、渡辺君からの発言取り消しの申し出を

許可することに決定いたしました。 

一般質問を続行します。 

渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：それでは芦野小学校

に関する質問はこれで終わります。 

次に、２の浜猿払小学校は閉校になって数年経

っていて、計画では郷土資料館に利用する予定で

資料はすでに運んでいますが、今後どのように整

備し、いつ開館する予定ですか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさせていただきたいと思います。 

この質問につきましては、本年第２回定例議会

においても同様の質問を、旧浜猿払小学校の再利

用についての一般質問をいただき、ご答弁をさせ

ていただいております。 

教育委員会で、浜猿払小学校の閉校が決まって

からさまざまな使い道について、これまでも計画

を練ってきておりますけれども、委員会で考えま

した事業内容での事業費をざっと算出したところ

ですね、１億５０００万円というちょっと大きな

金額となりました。現在の村の財政状況等を考え

ましても、なかなか単独で実施できる事業ではな

いということで、これまでの議会でもご答弁をし

てきておりますとおりですね、活用できる補助金

がないかということで、さまざまな方面からの情

報の収集と調査を進めてきておりますけれども、 

現在のところ残念ながら該当する補助事業が見つ

かっていないというのが現状でございます。 

旧役場庁舎に展示しておりました郷土資料は、

ご承知のとおり体育館のほうに一時移転をさせて

いただいております。計画どおり郷土資料館とし

て正式に開館というまでには、まだまだハードル

が高くてですね、相当な事業費も必要となります

ことから、今後については現状の建物のまま、極

力予算をかけずに普通教室を活用した中で展示を

したいというふうな考えでおります。 

しかしながら、本村には専門の学芸員もおりま

せんことから、ここは近隣市町の学芸員さんのほ

うに資料整理等の助言をいただきながら作業を進

めていかなければならないということもありまし

て、今年度まだ半年残っておりますが、今年度か
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ら来年度にかけてこの資料の整理と展示について

ですね、作業は実施してまいりたいというふうに

考えております。具体的にいつ頃お見せできる状

況になるかというところまで残念ながら目途が立

っていないということで、少なくとも来年度中の

開館をというか、皆さんにお見せできる体制を取

るような形で現状としては進めているというとこ

ろで、計画報告となりますけれどもよろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今の答弁で来年度中

に何とか開館したいというような答弁でございま

したけど、私も去年でしたけども、視察、村内視

察研修で議員研修の中で、浜猿払小学校の現状を

見てきました。その中で感じたのは、学校が思っ

た以上に荒れていると。このまま資料を置いて置

きっ放しにするような状態が長く続いたら、やっ

ぱり学校をもとに戻すにまた余計なお金がかかっ

てしまうというふうに感じましたのでね、その今

教育長さんから答弁ありましたけども、自分たち

でできる範囲で少しずつ展示をして、できるだけ

早く開館して補助金は後々何らか対象になる補助

金があれば、その時は補助金を利用した改修とい

うか展示にするということも考えるとやれると思

いますけど、今のところなかなか補助金をあてに

した状況で展示するのは難しい状況だと思います

ので、自ら管理を含めて、学校の管理を含めて、

人があそこに入ってやっぱり実行して開館すると

いうのが、学校を傷めないで村民から寄贈いただ

いた展示物も傷めないで、皆さんに見てもらう方

向で私もぜひとも持っていってもらいたいなとい

うことで、今回の質問をしたわけです。できるだ

け努力していただきますようにお願いいたします。 

それでは次の質問に移ります。 

猿骨川の下流域の改修についてでございますが、

猿骨川の改修は私が小学校の頃、上流部が改修さ

れたままの状況であると思いますが、流域が開発

され、草地として利用されていますが、近年、少

し多い雨が降ると冠水し、刈ったばかりの牧草や

ロール牧草が流されるという被害が発生している

状況です。早期に改修が必要と思いますが、河川

管理者と協議し、実施すべきだと思いますが、村

長としてはどう考えますか。 

○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

お答えをさせていただきたいと思います。 

猿骨川の左岸側は、築堤がすでに整備されてお

りますが、それだけでは草地の冠水が防げないこ

とから、現在、国営農地事業により草地の嵩上げ

と排水路整備が進められているところでございま

す。また、右岸側につきましては、地形的に草地

の背後近くに土手がある状態で、築堤を建設しま

すとダムのような役割となってしまい、背後から

の表面水流入など悪条件が重なり、今以上に冠水

の頻度が増すおそれがありますことから、左岸側

と同じく用地を嵩上げする方法と合わせ、排水路

整備など農政側の面的な整備も含め、河川管理者

の北海道とも早急に協議をしてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：確かに村長さんが言

われたとおり、ポロ沼防災事業によって草地開発

が進み、そのことによって逆に言うと、ちょうど

私の家から豊里に来る道路の所が、毎年のように

春に冠水する所です。あの部分ですけれども、ち

ょうど豊里川、狩別の上流、猿骨の上流と豊里か

らくるエコペ川だったかな、あの川が合流する所、

ちょっと下の所で合流するんですよね。そこで合

流して、その下が改修されていないもんですから、

ちょうどその部分に水が溜まるような状態であり

ます。そして防災事業の中でその部分が嵩上げと

いうか、草地を盛土をするというかね、そういう

事業に全部がなってないというか、その一番ひど

い所がその事業の対象になっていなかったという

のは、これ私のせいと言えば私のせいなんですけ

ども、ここは私が使っていた所なんですよね、現

実に。しかし、使っていたというより貸してたん

です。貸したんですけども、そこを欲しいという

人が出てきて売ったわけですよね、私としてはね。 
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まあそれをわかって買ってくれたんだとは思い

ますけど、しかしながら上流、要するに草地開発

が進みその部分がちょうど水が溜まってくる状態

です、はっきり言って。一番低い所でね。そして

こっち側、さっきの答弁の中でありましたけれど

も、左岸側は堤防が無いんですよね。その堤防が

無いばかりに、いきなりそこの中に溜まってくる

と、そして道路が逆にダムみたいな状態になって

て、水の流れが滞ってしまうと、そうするとちょ

っとした雨の中でもすぐ冠水するということでね、

できれば手前側にも堤防をつくって水門を設けて

もらって、もうちょっと下のほうに水が畑に流れ

込まない、上からきた水が流れ込んでくるわけで

すから、流れ込んでこないような対策をやっぱり

講じるべきだというふうに私は考えますので、河

川管理者と協議していただきたいなというふうに

思いますけども、お願いします。 

答弁をもう一回お願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今議員おっしゃられ

たとおり、ちょうどあそこの部分についてはポロ

沼事業、国営の防災事業のところがちょうど抜け

てる部分が若干ありますので、左岸側ではなくて

右岸側のほうのですね、用地の嵩上げという形の

中で、今後改修できるかどうかというところも含

めながら、河川管理者である道のほうとですね改

めて協議をきちっとやっていきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今、これ発言するこ

とによって答弁はいりませんけれども、その３０

年ぐらい前ですね、私があそこで実際に草地で使

ってた時にまあ冠水するもんですから、今ほどじ

ゃないけど冠水するもんですから、何とか改修し

てくれないかというふうに要望していたことも何

回かあったんですよね。それでもなかなか進んで

いかないし、まあいいやということで、私はいい

やということでね、諦めていたわけですけども、

私の立場として、今その所有している人が大変な

思いをしているわけですから、何とか改修しても

らいたいなと考えますので、努力をお願いしたい

と思います。 

次の質問に移ります。 

高齢者福祉について。 

今年も９月１８日に敬老の日がきます。他町村

で敬老祝い金等の報道がされていますが、本村も

過去に記念品、祝い金を贈呈しておりますが、財

政難を理由に現在は実施しておりませんが、私は

何らかの形で実施すべきと思いますが、どう考え

ますか。 

○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

お答えをさせていただきたいと思います。 

この敬老会の祝い品につきましてはですね、現

在も８８歳と１００歳という方々にお祝い品とし

て、村のほうから贈呈をさせていただいておりま

す。また、この敬老祝い金につきましてはですね、

過去の答弁にも毎年平成２７年、２８年とご質問

をいただいておりますけども、私の考えといたし

ましては、その時々の財政状況に応じて祝い金を

やめたりまた始めたりというような状況ではなく

て、できれば高齢者福祉全般のためにその祝い金

を使っていきたいという考えのもとで、今回福祉

タクシーですとかそれから通院支援タクシー、そ

れから新しくできました楽楽心の食事の提供です

とか宿泊だとか、いろんな全般の中での現物給付

を広く高齢者の方々に感謝の気持ちとして届けて

いきたいなというふうに思っておりますので、改

めてこの場で、高齢者に対して祝い金を感謝の気

持ちとして差し上げるという形については、今の

ところ私は考えておりません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：過去にも同僚議員さ

んが質問をし、今のような回答をいただいたとい

うふうに記憶をしております。 

しかしながら、私としては新聞を読むたびに、

猿払村ももう少しなんとか今以上にね、もう少し

なんとかできないもんかなと。財政も厳しい時が

ありまして、その時にいろんなところで村民に負
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担を、補助金の削減で我慢してもらったというこ

とですけども、今のところその成果が出て財政的

には国の定める基準をクリアして健全財政自治体

ということになっていると思います。それで状況

によって財政状況が変化するのは、これ当然あり

得ることですけども、その時は、その時と言った

らおかしいんだけど、その時は何とか工面してで

も続けるというような考え方を持っていただいて

ね、やっぱり７５歳になったらやっぱりその気持

ち程度の祝い金と、それが多額でなくて良いと思

うんですよね。祝い金とそれから７７歳になれば

記念品ね。 

過去にうちのおふくろも、座布団一枚もらった

んですよね。やっぱりこれが残ってると、うちの

おふくろが元気な時に、元気な時というか、村か

らもらった物だというふうに感謝の気持ちが私と

しても出てくるわけですよね。今はそれがやっぱ

り何も無いとね、何も無いとは言わないけど、  

８８歳と１００歳ということで、８８歳というと、

大体男の人はようやく８０歳になったばかりです

ね、平均寿命が。８８歳というと、もう女の人で

も平均寿命が８５．７歳ですからほとんど半分以

上の人があたらないであの世に行っちゃうと、天

国に行っちゃうというふうな状況ですのでね。や

っぱりもうちょっと早い段階に記念品それから祝

い金ね、多額でなくてもいいと思います。そんな

に５万円とか３万円とかってそんなになくてもい

いと思いますけど、気持ち程度のやっぱり１万円

かそこらと、やっぱり７７歳ぐらいに記念品ね、

これをやっぱり増やしていただいて、それから 

１００歳となるとほとんどの人が、猿払村では 

１００歳超える人ってまず滅多にいないと。稚内

ではなんか今年１０人ぐらいいたって言いますけ

ど、猿払村の場合は５年に一人いるかいないかだ

と思いますのでね、この辺もただの記念品ではな

くて、祝い金も多少ね贈呈するよう考えていただ

きたいなというふうに思います。 

いかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私の主旨としては、

敬老祝い金がほかの自治体でやってて、これは決

して否定的な意見ではなくて、それぞれの自治体

の考え方がありますでしょうから、悪いとか悪く

ないとかってことには言及したくないと思います

けども、ただ、その敬老という部分を考えると、

これは屁理屈かもしれませんけれども、やはり過

去にはですね、やはりこれ、僕の記憶では兵庫県

のどこかの村だと思いますけれども、まず年寄り

の日という形の中で決めてきてね、要するに年寄

りを敬って、そして年寄りの知恵を借りて村づく

りをしていくんだというところが発祥だというふ

うに記憶しております。またその後、いろんな年

寄りという言葉がなかなか相応しくないというこ

とで老人の日になり、そして敬老の日になってい

った。今、海外では敬老の日ではなくて祖父母の

日という状況の中で、感謝の気持ちと、それから

食事をするとか花束をプレゼントするとか、何か

をプレゼントするという形の中で僕は敬老だと思

っています。 

過去がどうかというのは別として、敬老金を出

すのではなくて、先ほどの答弁の繰り返しとなり

ますけども、広く全体に、その敬老祝い金を個々

にではなくて、全体の高齢者福祉の政策の中でで

すね使わせていただきたいなというふうに僕は考

えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：村長の考え方はわか

りました。でも、私としてはうんと言うわけには

なかなかいきませんので、やはりいろんな人のね、

年取った人の意見も多少は聞いて、再考をしてい

ただければ良いかなというふうに思いますので、

これで答弁はいりませんので一般質問を終わりま

す。 

○議長（太田宏司君）：７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：３項目、５点につき

まして、質問をいたしたいと思います。 

８月１６日、日刊宗谷にＩｏＴ推進について、

経済産業省から猿払村が指定されたと、そういう

日刊宗谷の報道がありました。その後の社説の中
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にもですね、中頓別町のぶどう栽培のこと、猿払

村が次の産業にいちごを取り入れたということで、

猿払と中頓別町が日刊宗谷の社説の中ではたいへ

ん賞賛をいただいております。 

しかし、そのような賞賛されることがですね、

なんか私だけが日刊宗谷の報道だけで知ったのか、

それとも庁内全体で決定されたことがこういうふ

うになられたのか、その庁舎内での経緯というの

はどういうふうに決定されたのだろうか、そんな

疑問を抱くようになりました。少なくともですね、

やはりこういう大きな事業、先ほどもこの議会の

事前に、初めてＩｏＴ推進ラボの事業の目的ある

いはこういう形でこの経済産業省に応募したんだ

というような説明がありましたけれども、まず庁

舎内でどのような議論があってどのように捉えて、

そしてその最終決定がなされて、経済産業省に応

募されたと思うんですけど、その詳細について経

緯をご説明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。 

まず前段で、近年、各産業におきましてＩｏＴ

技術を活用して、革新的サービスの創出や効率性

の向上が図られております。また、全国的におき

ましても、地域課題の解決とともに地域の経済発

展を推進していくことが期待されております。 

村におきましても、漁業・酪農業の基幹産業の

さらなる発展のための基盤づくり、新産業の創出

など、行政報告でもさせていただきましたが、猿

払村ＩｏＴ推進ラボの取り組みを国へ提出し、選

定を受けたところでございます。 

ご質問の庁舎内での決定の経緯でございますが、

基幹産業を所管する産業課との協議を踏まえ、企

画政策課で原義を作成し、関係団体の意見をいた

だきながら計画を取りまとめたところでございま

す。この具体的な計画の実行につきましては、こ

れからとなりますが、詳細計画、事業費などが見

えてきた段階におきまして、事業所管課並びに庁

舎内事務事業評価委員会での評価にて、議論する

こととなっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今後庁舎内でやって

いくってことですか。今までは企画政策課だけで

決定して走られたということで、理解をして良い

んですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：質問にお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

当然いろんな事業を行う上では、所管課が主体

となっていろんな事業計画を策定していきます。

その段階で関係団体がその事業に関わってくるの

であれば、その関係機関もしくは関係課、所管と

のほうと協議は進めてまいります。 

事業一つにとって、この事業がすべて出発点か

ら職員全部が共有事項かという形につきましては、

なかなかそうはいかないという形の中で、ある一

定のたたき台ができた段階で職員全部が共有して

いきながら、事務事業評価を経て、進めていくと

いうような状況になっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：最初の説明のほうに

ですねスマート漁業、それから酪農ということで、

生産量５％増あるいは酪農のほうでも計画して

５％収益を増加する、あるいはまた労働時間を

５％削減する、あるいは酪農法では４．１６％削

減するんだと。それはＩｏＴですか、インターネ

ットそれからその技術、そういうものを重ね合わ

せていった中で、今はただ現場でやられてる人方

には、本当にやっぱり一日決まった仕事というの

はあるかと思いますが、しかし、やはり全体とし

てそういう取り組みをすることによって、この情

報の効率化とかそういう新しい技術が入ってきて、

そこが省力化に役立つんだというような形の中で

ね、省力化になるんだと思いますけども、しかし

ながら、今までも議会の中であるいはこれは村長

さんも一番頭の痛い問題じゃないのかなと思いま

すが、やはり後継者の不足とかやっぱり全体的な
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就業する方々の、特に水産加工場それから村のほ

うも福祉関係が新しく１カ所開設する、あるいは

既存のそういう所でもたいへん就労人口が募集し

ても集まらないと。そういった点にはどういうよ

うな形でこれがなっていくのかですね、その前に

もっとそういう不足している労働者あるいは就労

者をどういうふうにするんだと、そういうことが

大前提じゃないんだろうか。今は確かにこれをや

っていくということでね、それはそれで私は悪く

はないと思いますけど、ここの中に就労者が増加

して増えるというものは入ってくるんですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然漁業の加工場で

すとかそれから酪農も含めてですね、就労人口の

増加につなげるという部分については、これは並

行して引き続き積極的に取り組んでいかなきゃな

らないというふうに思っております。 

ただ、これからのあらゆる産業について、うち

で言いますと漁業・酪農業が主でありますけれど

も、こういう部分についてはどうしても人手不足

もしくは今の働いている人方の労働条件だとかそ

れから労働時間の改善ですとか、いろんなところ

をやっぱりこれから改善していかなきゃならない

と。人口減少に対して、就労人口の減少に対して

取り組んでいかなきゃならないというところは、

必ず将来的にくるわけですから、そういう部分で

はやはりＩｏＴだとかＡＩ、ロボットだとかいろ

んな機械を使いながら、将来的にはそういうとこ

ろにも頼っていかざるを得ないだろうというふう

に僕は考えています。そういう状況の中で、今か

らできる限り並行しながら、そういう機械化に向

けた部分と、それから人的労働者の確保を含めな

がらですね、これはもう並行してやっていきたい

というふうに考えております。 

ただなかなかですね、今の状況の中では漁協さ

んとお話をする中でも、貝むき一つについても今

いろんな機械が出てきておりますけども、やはり

そういう実験もしながらですね今後進めていかな

ければなかなか難しい時代にはなってくるのでは

ないだろうかというような、今後協議を進めてい

きたいというふうに考えておりますので、改めて

これをやるから新しい雇用の創出、人手をたくさ

ん確保できるのかという形にはなりませんけれど

も、人手がいないからこそ今のこのＩｏＴとか 

ＡＩを活用した中で、今の産業をまだまだ発展を

していかなきゃならないと感じておりますし、ま

た並行しながら就労者の確保もこれはしていかな

きゃならな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）：ＩｏＴを推進しなが

ら、やはり就労のほうの不足にもやりながら対応

していくとそのような村長さんの答弁ですけど、

しかしずっと言われていることについて、直接的

に何かやっぱり注射を打たないといけないのでは

ないかとそういう感じはします。 

それとですね先ほど同僚議員も質問しておりま

したけれども、やはり村民とともにと言うのか、

いつも私も何かの話になればやっぱり村民ととも

にやっていくんだといった中で、やはりそういう

計画もやっぱり関連する方々ともう少し情報を共

有するような方法をとっていくことがですね、相

手に対して協力いただける、そういうものが積み

重なっていくのではないかなと。それがやっぱり

観光でも農業でも、やっぱり漁業でもそういうこ

とが一つ一つ意識を共有できるようになって、そ

ういうものが完成されたあかつきが、やっぱり花

が咲くのではないのかなと。 

農業もですね、酪農業だって戦後、本当に冷涼

な気候の中で、最初は酪農ではなかったはずだと

思います。最初は畑作で中には米も作った人もい

たそうですけども、米はさっぱりできなかったと、

そして芋になったと。そして芋からこの冷涼な所

はやっぱり酪農だという形で、それもやはり今始

められてから６０年を経過しようとしている中で、

やっと今少しいろんな社会情勢が酪農の基盤をで

すね、基盤ができたところに今そういう時代がき

たなと。 

また、漁業だってそういうことで採る漁業から

当然育てる漁業に変わられて、これをずっと延々
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とやってきて、資源管理ですとかいろんなものを

漁民さんが皆で共有しながらやってきたのが一つ

の今の事業になっているというそういうことから

してですね、やっぱり新たな事業をやるというこ

とについては、本当に村民の多くの皆さん方のそ

ういう協力をいただくという姿勢が必要ではない

かと。そういった中でね、やっぱり議会の中で重

要な項目を人手が今非常に不足しているんだと、

そしてそれがこのＩｏＴだけでやりながら解決し

ていくんだと、だけどそこの手段としてね、やっ

ぱりもう少し、この本当の特定の一方だけで決定

をして一気に走ってしまうっていうのはどうなの

かなとそういうふうに思うところです。 

この事業採択で農業や漁業がどのように進化、

成長されるのかそれについてね、具体的にしたら

この５％漁獲量を増やすとかそういうのは、やっ

ぱりある程度たたいていると思うんですよね。こ

れの根拠というのはどのような形になっています

か。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

再開 午前１１時４７分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

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。 

先ほど議員からご質問がありました５％削減だ

とかその部分については、２回に分けてご答弁を

させていただきたいと思います。 

まず漁業におきましては、これまで育てる漁業

の確立のため、資源調査に力を入れており、   

ＩｏＴやＡＩ技術を導入することにより、より精

度の高い資源調査からきめ細かい資源管理の展開

が期待され、労働時間の短縮、生産性の向上につ

ながるものと考えております。 

一方、農業に関しましては、広大な草地を生か

し大規模化を進める方がいる一方で、放牧をメイ

ンとした酪農を営まれている方もいるなど、多様

性が見られている状況でございます。 

現在はスマート酪農を目指し、家畜統合管理シ

ステムの導入を行ってきておりますが、ＩｏＴや

ＡＩ技術を導入することにより、後継者不足に直

面している中、作業負荷の軽減、生産性の向上、

収益性の向上、担い手への技術継承など効率的な

経営につながるものと考えております。 

また、いちごを活用したまちづくりを展開する

ことで、通年の雇用創出や特産品としての活用な

ど地域活性化への可能性が広がるものと考えてお

ります。 

また、このような取り組みが本村における基幹

産業の安定化はもとより他地域との差別化となり、

対外的なＰＲにつながるほか、高品位な品質を武

器に国内市場や国際的なマーケットへの安定供給

の確保などが期待されるというふうに考えており

ます。 

先ほど議会の前に説明しました数字の根拠につ

いて、また説明させていただきたいと思います。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：私からは、先ほど

の重要業績指標のいわゆる目標数値の部分の根拠

について、ご説明させていただきます。 

まず最初に、労働時間の部分でございますけど

も、漁業については出港から帰港までの時間を一

日平均約５時間として、１５分の短縮を目指すと

いう形でございます。それと酪農については、搾

乳に限っての時間でございますけども、一日の労

働時間を６時間として、１５分の短縮をするとい

う目標について、４．１６％の削減という形で数

値を計算したところでございます。 

漁獲量いわゆる生産量につきましては、今の現

在の漁獲量・生産量をもとにですね５％増を目指

したいという目標を立てたところでございます。

この数値の部分については、関係団体のほうの職

員にですね打合せをしながら、この目標について

は数値を決定させていただいたところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 
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○議員（野村雅男君・登壇）：目標が達成されると

いうことを願いたいと思います。 

①の３番目、このいちごの生産拠点、２社の企

業誘致となっておりますけれども、いちごはあち

こちの地域で相当いろんな地域おこしの材料にな

っております。本当にいちごは成功したらすごい

ハウスがたくさんできて、それとエネルギーとい

うんですか、やはり猿払村は特に寒冷、冷涼です

からいちごは暖かい温暖な所で育つということで

温室、そしてまた夏はそんなに暖かくないですが、

ハウスの中は暖かいのかな。生産にはたいへん適

しているのではないのか。 

ただ、非常に消費地から遠いという難点もあり

ます。ただ酪農とかは非常に牛乳の本州市場と北

海道の生産地と、それから消費地のそばにある農

家とは非常に昔からこの分配の関係でですね、や

はり北海道は工場に近いですから、同じく酪農を

営んでいても取り分が少ない。消費地の近くはや

はり飲用に向きますから、飲用で生産されて、そ

のまま市場に流通されるので手取りが高いという

方式もあります。そういう南北の農家同士の争い

というんですかね、そういうのもありますし、今

またＴＰＰが全体としては破棄になって、ヨーロ

ッパと、なんていうんですかね、ＴＰＰじゃなく

てあれなんですけど、地域間でやると、そしたら

今度チーズが、ヨーロッパのたいへんコストの安

いチーズが入ってくる。北海道もやっぱりチーズ

向けにも相当加工原料には回っているわけですけ

れども、それもやっぱりチーズが売れなくなるの

ではないかというような心配もあります。 

そういう中でですね、やっぱりいちごもいつも

そういう危険性にさらされている商品ではないの

かなと思いますが、いちごを選んだ理由といいま

すか、そういうのはどういうところからきたのか

単純にお聞きをしたいと思います。 

○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５４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。 

一般質問を続行いたします。 

伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：午前中に引き続き、

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。 

議員もお仕事柄いちごのことについてお詳しい

ので、質問の中にちょっと私の答弁のほうがぶつ

かっておりますけども、答弁をさせていただきた

いというふうに思っております。 

まず、専門家にご意見を拝聴し、いちごは１８

度から２５度が生育適温であることから、暑すぎ

る場所は適地と言えません。また、極端に寒すぎ

ても適地とは言えませんが、気温を下降させるよ

り上昇させるほうがコストはかからないことから、

冷涼な気候はいちごにおいては強みとなります。 

本村における気温の推移で検証しますと、４月

から１０月にかけては太陽光だけで栽培できると

想定されますことから、この間は熱エネルギーを

要さずに栽培できる可能性が高くなっています。 

また、気温の低くなる１１月から３月にかけて

も、風力発電や地熱エネルギーを活用することに

よって、低コストでの栽培を実現できる可能性を

秘めています。加えて、いちごの甘みは花が咲い

てから収穫までの期間が長ければ長いほど甘みが

増すということで、収穫までの期間が長くなるに

は気温が低いことがポイントとなります。 

以上のことから、これまでのデメリットと捉え

ていた北海道北部の気候が強みとなり、適地適作

と考えている次第でございます。 

また、将来的に軌道に乗った場合につきまして

は、輸出ということも考えてございますので、先

ほど議員のご質問にありましたＴＰＰ問題、それ

から近隣のサハリンに向けての輸出ということも

視野に入れてございますけれども、その部分につ

きまして、若干我々のほうで調べたところがござ

いますので、副村長のほうから答弁をさせていた

だきたいというふうに思っております。 
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○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今いちごの関係の

部分でですね、日本国内での果物の動きというか、

いちごの動きというところについてはですね、い

ちごの国内生産量については、約１７万トンとい

うふうに承知をしています。また、輸入について

はですね米国がほとんどですけども、４０００ト

ン規模だというふうにも捉えております。この 

４０００トンの輸入があるということも含めて、

ほとんどが輸入している部分については６月から

１１月を中心に輸入をされていて、国内では１１

月から１月に国産は出回ると、いわゆる時期的な

棲み分けがなされている状況もありまして、こう

いう部分ではＴＰＰの合意影響については限定的

な形だというふうにも言われております。 

ただ、いろんな専門にいちごを育てている方の

意見をいろいろ今伺っている最中でありまして、

やはりいちご栽培については相当専門の技術者が

きちっとした管理をしていかないといけないんだ

なというふうに言われております。また、このい

ちごを選定した部分については、周年栽培の可能

性もあると、それと先ほど言われた販路の心配で

すけども今言ったように棲み分けがなされており

ますし、いわゆる一部では苗を売って全買い取り

というような企業もあるようにも聞いております。

あるいはその販路については、最終的には可能か

どうかわかりませんけども、ロシアサハリン州へ

の稚内航路を使った輸出というところも、可能性

としては将来的に出てくるのではないかというふ

うにも思われます。 

また、採算規模でございますけども、大体個人

で２０アール、企業で５０アール程度の面積で済

むのではないか、採算性の部分ではそのくらいの

規模があれば良いんじゃないかというふうにも言

われておりますし、長野では約３０アール、年間

１０００万円というような売り上げを目指してい

るようにも聞いております。それといわゆる村の

メリットといいますか、最終的には雇用の創出も

できる部分があるのではないか、あるいは高齢者

が輝ける場づくりにも使えるのではないか、ある

いは障がい者が働ける職場づくりにもあたるので

はないか、さらには観光の拠点としての可能性も

あるのではないか、あるいは先ほど来、牛乳と肉

の館でアイスクリーム作りもしている関係上、六

次産業化への原材料としても可能ではないかとい

うことも含めてですね、このいちごというところ

の可能性を今探ってみたいなというふうにも思っ

ています。 

実際に国内でいう一例ですけども、現在のいち

ごのキロあたり単価としては１１８３円くらいだ

というふうにも承知をしておりますし、一例です

けども白菜であれば１キロあたり６５円くらいな

んだなというふうなデータも出てますので、とり

あえずいちごでですね、可能性を今探ってみたい

なというふうに思っている次第でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：たいへん詳しく説明

をいただきました。 

計算上はいろんな形でやっていくと、栽培は非

常に可能で有望であるとそのように受け止めるわ

けですけども、やはりこの商品の構造というんで

すかね、そういうのがまあ過去にも猿払村でえの

きを作っていたこともあります。ただ、たいへん

やられた方々は非常に熱心でたくさん製造量を増

やしてやられていたんでしょうけれども、やはり

消費地から遠いということが非常にネックになっ

ていたように私は記憶をしております。その辺が

ですねやはり一番気にかかるところでありまして、

非常にいちごも敏感な商品でございますので、今

確かに保冷とあるいは稚内空港とかそういう方面

もありますから、これはやっぱり実際にやってみ

ないとわからないと。挑戦するという意味では非

常に私は良いのではないのかな、そのように思い

ますが、それをずっと継続してやっていくという

ことがやっぱり一番のことだろうと思います。 

そういうためにですね、やはり本当に万全の体

制を組んでやっていかないとですねやっぱり大変

だろうな、そのように思うところでございます。

せっかく採択をされたわけですから、どのように
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この骨組みあるいはまた地面にですね杭をどのよ

うな形で、そして盛土をどの程度やっていくのか、

どう育てていくのか、そういうことが重要視され

るだろうと、そういうふうに思うところでござい

ます。 

いろんな形で午前中も質問の中でお話しました

けど、やはり人を育てるという、そういう作る人

もですねやっぱり企業の風土はもちろんあります

けど、やっぱり中に働く人、周りの人方の理解と

いうのは基本的に一番大事なことかなとそんなふ

うに思いますので、その辺を村長さんも率先して

やっていただいて、この事業が成功されることを

祈るところでございます。 

次に大きな２番目、障がい者の自立支援につい

てということで、猿払村にこの障がい者の法人、

ななかまどの会が設立されまして３年になるとい

うふうにお聞きをしたところでございます。たい

へん活発にパンをお作りになったりですね、それ

をまたもちろん障がい者の方も一緒に手伝ってま

たボランティアの人もあわせてですね、この夏は

毎週、毎週作られて公園の中に売店もあります。

あるいはまた、いろんな猿払村で大会があった時

もそういう場に持ち込んで、一生懸命売られてい

る姿も多々拝見をいたしているところでございま

す。 

しかし、実際にななかまどの会が設立されて３

年、今後ですねどのような方向でいくのか、この

障がい者の方々の生活というものをどういう方向

に導いて、やはり村としてどのような計画を立て

てやられていくのか、その辺をですね村長さんか

らひとつお伺いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

私としましては、障がい者の自立支援につきま

しては、障がい者自らの意思で働き続ける力を育

むことが大切であり、住み慣れた地域から近いと

ころで就労などができることが望ましいというふ

うに思っております。 

また、一般就労できる人のためには、村内の事

業所などを中心とした雇用拡大を目指す必要があ

り、既に障がい者雇用に着手している事業所など

を交えて事業主の理解と受け入れを促す働きかけ

を引き続き協議してまいりたいというふうに思っ

ております。 

また、一般就労に向かない人には、自立支援法

の施設となる地域活動支援センターなどを利用す

ることになりますが、この支援センターは社会と

の交流促進を目的に創作活動や余暇活動などを通

じ、障がいのある人たちが地域で自立した日常生

活や社会生活を送れるような支援をする施設でご

ざいます。 

村では現在、第７次総合計画でこの地域活動支

援センターを村内に設置することが目標となって

おりますので、現在、その設置に向けた協議をし

ております。設置後には、基礎的事業を推進しな

がら将来的には機能強化事業へと進め、障がい者

の方々の自立支援または就労支援をしてまいりた

いというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：障がい者の中でも一

般就労が可能な方につきましては、村内のそれぞ

れの企業さんに勧めることは当然可能であります

から、それはそれでそういう方は心配ないと思い

ますが、やはり障がいの程度によって一人ずつ作

業とか能力とか考え方がやはり違うと思いますし、

今具体的に人数がどの程度なのか私は把握はして

おりませんけれども、一定の数がいることは承知

をしているところでございます。その人方が学校

を卒業されて社会人となって、自分たちが今まで

育ってきた所で、近い所でやっぱりそういう活動

ができれば一番良いのではないのかな、それは私

も同じ意見でございます。 

ただ、私たち議会も今年は留萌市の幌糠旧中学

校跡地にですね、手切り大根と申しますか、切り

干し大根を作る施設、建物の中に乾燥機を取り入

れてそれを障がい者の皆さん方で作業を分担しな

がらやっていると。それともう一つは花卉栽培を

近くの旧グラウンドであった所で温室を建ててや
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っていると。それもまだ年度的にはまだ２年とか

３年目とかそういうものでございますけれども、

たいへんまた大根も体育館等に秋の収穫で運び込

んで、筵をかけたりして保温しながら、それを辛

抱強く作業されていると。そしてなんか１回乾燥

機をかけると２日くらい回すんだそうですね。そ

れも乾燥機が２機あって、やっぱりできる量が決

まってくるわけですね。そこからまた出して、そ

してまた袋詰めをする。 

また、何年か前に浦河の「べてるの家」ですか

ね、そこも見させていただきました。障がい者の

施設の中ではほかの仕事もされておりましたけれ

ども、日高特産の昆布をですね、手切りでこう細

かく切って、そしてそれをまた小さい布というか

紙ですね、出汁パックとして発売をしている。最

初は漁師さんから委託をしていただいてそれを手

作りして販売をしていた、そして今はもう買い取

ってそして製品にして売っていると。しかし、や

っぱり普通そういう製品を作り、一般に販売する

ということになると、コストの面とかそういう面

も考えられる。コストの面で考えますと、一般の

店ではちょっと販売もできないですし、数もいっ

ぺんに大量に注文が入ったら対応できないという

面もあります。ですから毎日、毎日こつこつとそ

れを作っていくと、そういう作業のようでござい

ます。それとその「べてるの家」のほうから同じ

浦河の町内に一般の民家というか、商店跡だった

と思いますけども、そこで食堂を開設をしている。

そういうところも視察をさせていただきました。 

猿払村もまだななかまどの会が設立されて３年

ですけれども、障がい者というのはずっと昔から

そういう形で人数は少ないかもしれませんけど、

ずっとここにいらっしゃったんだと思います。 

しかし、今の村長さんのお話ですと、これから

７次の計画に載せてその支援センターをつくって

いくのも何年になるのかもわからないようなお話

でございますが、やはりもう少し根本的なやっぱ

りそういう人方の対応がですね、もう十分に社会

に出てきてる人方がたくさんいる中でですね、も

う少しきちんとした進め方ができないのかなとそ

んなふうに思いまして、質問をさせていただきま

した。もう少し具体的にね、今止まっている理由

は、今はななかまどの会さんはあそこの公園のと

ころの施設をやって、今なんとか体制が整ってき

たのではないのかなとそんな時期ではないのかな

と思いますが、今後そういう形で、やっぱりこれ

はななかまどの会さんだけでできることではない

ので、村も真剣にそういうものを立ち上げていか

ないといけないという責任からですね、もう少し

具体的な説明・計画があっても良いのではないの

かと思いますので、もう一回答弁をお願いいたし

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、この地域活動支援センターを早急に設置

をしていかなければならないと思っています。こ

の部分については、ななかまどの会が受けていた

だけるのか、もしかしたら受けていただけなくて、

行政のほうで主導的にやらなきゃならないのかと

いう部分だと思います。まずこの地域活動支援セ

ンターを設置するにあたっては、いろんな技術者

も当然おりますから採用していかなきゃなりませ

んので、そういう人的な確保もしていけるのかど

うかというところが、具体的な部分だと思います。 

それと就労支援の部分につきましては、当然就

労支援の形態があると思います。就労支援Ａだっ

たり、就労支援Ｂだったり、多機能型の就労支援

だったりいろんな形がありますから、どういう形

の中で取捨選択をしていくのかという部分があり

ます。 

また、ななかまどの会については、どの障がい

の方々を対象としてやっているのか、当然行政と

しては三障がいを対象にやっていかなければなら

ないというふうに思っておりますので、まずなな

かまどの会とこの活動支援センターについて今協

議をしておりますけれども、また改めて協議を早

急に進めていきたいというふうに思っております。 

また、決してこの障がい者の就労支援について

はストップをしているのではなくて、将来的に今
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抱えております平成３１年に生活支援ハウスとい

うところの建設予定をしておりますけれども、そ

この部分につきましては、共生型の住宅という形

の中で、高齢者ですとか、障がい者も一緒に住ん

でいただけるような住宅の建設の方向に向かって

いきたいなというふうに思っております。そうい

う中で、将来的に一般就労できる方、それから就

労支援Ｂとしていろんな法人からそういう職場の

ほうに派遣をしていけるような方法、また多機能

型の就労支援もありますから、そういうところも

可能かどうかということも決めながらですね、や

っていきたいなというふうに思っております。 

僕もその分については非常に問題視しておりま

すので、早急にこの部分については取り組んでい

きたいと思っておりますし、決して足踏みしてい

るような状況ではございませんので、担当課のほ

うと含めてですね、早急に地域活動支援センター

の設置に向けて協議していきたいというふうに思

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）：視察に行ってきた場

所の紹介もしましたけど、宗谷管内でもですね 

豊富さんとかは非常に今、パン屋さんですかね、

たいへん注目を集めていて、それもやっぱり障が

い者と健常者とあわせてそのパン屋、それもかな

り早く、最初はやっぱり障がい者と普通にパンの

技術もない方々でパン作りを始めたんですけど、

なかなか思わしくないと。そして平成１４年くら

いと言ってましたかね、視察に行った時にお聞き

した時に、その今の技術を持ってる人を雇い入れ

て、最初からパンの生地から作り始めたと。そこ

からずんずんこう良いものができあがってきて、

今ではもう本当にちょっとしたら早い時間に売り

切れてしまう。稚内市辺りからも買いに来ていた

だけるというようなことで、豊富の町の中もやっ

ぱり、この後継者がいなくてお店を閉めている所

もあるんですけど、やっぱりそこの障がい者の

方々が働いているパン屋さんが起爆剤となって、

あちこちからやっぱり人が入ってきているという

お話も聞いております。 

枝幸も非常に障がい者の活動が活発になってき

ていると。内容は視察とか見ておりませんので詳

細についてはわかりませんけれども、しかしやは

り猿払村もですねどのような形でやっていくのか

というのは、やっぱり運営する人次第によってや

っぱり相当変わると思いますし、やっぱり村長さ

んの考え方で、相当やっぱりこう展開も変わるの

ではないのかなと思います。 

今、非常にそういう意識を持ってやっていきた

いというご答弁がございましたので、ぜひですね

どういう形で今後やられていくのか、強い気持ち

を持ってひとつやっていただきたいなとそういう

ふうに思うところでございます。 

３番目、防災について。 

旧芦野小学校は、小学校としての機能はこの３

月３１日で終えられましたけど、今までですね防

災の避難所として登録をされてきたわけでござい

ます。 

浜鬼もですね浜鬼志別小学校、高さが１１メー

トルですかね。芦野小学校、高さが１０．６メー

トル。しかし、今現在は芦野小学校ではなくて芦

野地域集会所、高さは３．２メートル。それから

駅前の猿払については３．１メートル。浜猿払の

交流センターは少しなんぼか高いですね、６．７

メートルあるんですかね。ですけど芦野の小学校

の役割というのがあの辺でやっぱりそういう低い

所がある地域からですね、やっぱり一番近い避難

所として、やはり災害が及んだ場合に、やっぱり

避難所として意義のあるものだったなとそういう

ふうに思うわけですけれども、今後この避難所を

解除してね低い所になったと、その辺は今まで果

たしてきた役割というのはどんなものだったのか、

はたして今の避難所が芦野集会施設でいいのだろ

うか、そんな疑問を持ってちょっと質問をいたし

たところでございます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

芦野地区の収容避難所につきましては、これま

で芦野小学校としておりましたが、本年３月末を
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もって閉校となり、施設跡地の利用計画も先ほど

行政報告でしましたけれども、はっきりとまだ決

まった当面の方向性がないことから、自治会及び

消防団のご理解もいただき、やむを得ず本年５月

より芦野地域集会所に変更することといたしまし

た。 

議員さんからのご説明もありましたけれども、

旧芦野小学校の海抜１０．６メートルと比較しま

すと、芦野地域集会所は海抜３．２メートルと低

地に位置しておりますが、津波浸水エリア外にあ

り、また昭和５８年の建設で耐震基準もクリアさ

れていることから、地震・津波災害における避難

所としては問題無いものと考えております。 

新たに避難所指定となった芦野地域集会所につ

きましては、先の第２回定例会におきまして、女

子トイレ１基を増設する内容の補正予算の議決を

いただいておりますことも含めまして、避難時の

利用に支障を来たさないよう配慮してまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：資料をいただいてお

ります。猿払村芦野小学校、一時的な収容人数は

１００４人。芦野集会所１４０人。浜猿払交流セ

ンター２７５人。猿払集会所１８１人。この一時

的な収容人数からするとですね、相当低い数字に

なってしまいます。ただ、芦野地区の高台地区は

そんな避難をするような必要はない高台にあると

思いますが、しかし下のほうはやっぱり津波ある

いは時々大災害と申しますか、北海道ではもうあ

ちこちであったようにですね、水害がやっぱりこ

このところ増えております。近間では去年稚内市、

礼文町、あるいは利尻、歌登は最近ここ１０年ぐ

らいの間に２回ぐらいもう川が決壊寸前までいっ

たというようなそういう報告も聞いております。

稚内では裏山の崖崩れもあり、あるいはまたその

地区では線路の所の橋が小さくて抜け切れないと、

その辺が水浸しになったというような災害もある

そうでございます。 

鬼志別も何年か前にこちらの小学校の下と申し

ますか、その地区で水がしばらく抜けないと。た

くさん水に浸かったわけではないんですけど、そ

れは地形的な問題もあるのかわかりません。芦野

もですね、やはり会館の周辺は非常に低いわけで

す。それから駅前の猿払地区についても、同じよ

うに低い。猿払地区の会館あるいはまた芦野地区

の会館だけでそういう方々が収容人数ももし何か

あって、長期間にわたればまたいろんな形で猿払

村内の施設という形もあるかもしれませんが、短

期的にいっても非常に狭い空間だと思いますが、

その辺について十分だと言えるのかどうか、その

辺をもう一回お聞きいたしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君）：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ます。 

収容人数については資料をお持ちということで

ご存知かと思いますが、一時的な収容人数１４０

人ということで、計算上は住民の部分をカバーで

きるかと考えておりますけれども、事態がいろん

なパターンが想定されますので、状況に応じて最

寄りの集会所に集まるというのが基本になります

けども、状況に応じては他の避難所に移ってもら

うだとか、そういった部分は柔軟的に対応してい

けるのではないか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）：非常にちょうど秋、

９月でもありますし、台風のシーズンでもありま

す。ただ、猿払村は非常に天気が良い時期がきて

おります。あまりそういう災害の大きなことがな

いように祈っているところでございますが、災害

は本当にいつやってくるかわからないということ

で、やはりそういう視点からもですね、やっぱり

常に見つめ直すというのかそういうことも必要か

なと思います。しっかり村民の安全を守っていた

だきたい。お願いをしまして質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：１番、笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それでは通告に従い

まして、２点ほど質問いたしたいと思います。 

１９９３年に道路交通の円滑化と活力ある地域

づくりへの寄与を目的に、道の駅制度がスタート
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し、快適な休憩のたまり場空間を定義し、休憩機

能・情報発信機能及び地域の連携機能の三つを担

う沿線の拠点施設とされ、本村も１９９８年４月

に道内５４番目の道の駅として登録され、数多く

の旅行者や村民に利用されているところです。 

一方、現在ではこの三つの機能に様々な機能を

プラスするという取り組みがなされています。中

でも注目されるのが防災機能で、２００４年の新

潟県中越地震において、被災地や周辺の道の駅が

避難所や災害復旧拠点等として活用されたのを機

に、国土交通省は２００７年より防災拠点化を進

め、２０１３年の国土強靭化政策大綱で道の駅の

防災拠点化が示されております。 

北海道においても、２０１３年３月のオホーツ

ク管内を襲った暴風雪時には、周辺の道の駅が避

難者を受け入れ、効果的に機能しました。それを

受けて、土木研究所が災害時の避難場所等につい

て調査した結果、避難経験のない人の２０％が道

の駅、コンビニと答え、避難経験のある人の４３％

が道の駅と回答し、実際に被災した時の避難場所

とはとの問いに、道の駅と回答した人が８６％に

上ります。理由として、情報の提供、トイレ、駐

車場と答え、また滞在も長時間に及ぶこともあり、  

防災拠点化の有無に関わらず道の駅に対する避難

所としての期待は大きなものがあると考えており

ます。 

北海道では道東を中心に現在２６の道の駅が防

災拠点として整備されていて、今後、防災拠点化

を検討している自治体も多数あるとのことです。

ここ数年の大規模な自然災害により、なお一層、

そのニーズは高まってきていると考えられます。 

ここ猿払においても、昨年２月の暴風雪により

道路が封鎖された時、多くの通行人が道の駅に避

難した経緯がありました。また、道の駅さるふつ

公園は駐車場が村の一時避難所に指定され、北海

道コカ・コーラボトラーズのＣＳＲ活動による災

害対応型自動販売機も設置され、開発局による災

害備蓄品も常備されています。さらにホテルも併

設されているということで、条件的にはたいへん

整っていると思われます。 

そこで、村として道の駅を防災拠点とする考え

はあるのかお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの笠井議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

道の駅さるふつ公園につきましては、その駐車

場エリアを指定緊急避難場所にしておりますが、

指定避難所は長期間の避難も想定されることから、

基本的に地域住民を対象としているため、道の駅

は現在のところ、その指定をしておりません。 

しかし、道の駅は多くの観光客が集まる場所で

あり、宿泊施設もございます。また、平成２４年

には北海道開発局が公園内に備蓄倉庫を設置し災

害備蓄品を常備しており、避難拠点としての機能

は十分に兼ね備えているものと考えております。 

以上を踏まえ、指定避難所としての位置づけに

ついては、現時点では難しいものと考えておりま

すが、滞在する観光客等の一時的な避難所として、

宿泊施設でありますふるさとの家を利用させてい

ただくことを念頭に、指定管理者とも協議を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

また、過去にあそこに駐車をしておりました車

数台の方々が生き埋めになるという状況もござい

ました。その時にはふるさとの家の指定管理者の

方が食料とか水とかいろんな部分で手助けをして

いただいた経過もありますので、また改めて指定

管理者の方にお願いをしてまいりたいというふう

に考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ただいまお答えのよ

うに、指定管理者が十分気を使っていただいて、

旅行者その他に配慮してくださっているというこ

とは十分にわかりましたが、村として、指定管理

者に対して災害時対応の協定もしくは規定を盛り

込んでいるのか、その辺をお尋ねします。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 
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協定については、現在のところは締結しており

ません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：協定については結ん

ではいないということなんですけれども、将来的

にはどうなんでしょうね。実際いざそういう有事

があった場合には、やはり協定とかその辺の取り

決めによって物事がきちんと動いていくのではな

いかなと考えますが、いかがでしょう。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

ご承知かと思いますけども、北海道とですね北

海道ホテル旅館生活衛生同業組合というところで

災害協定、宿泊施設の活用に関する協定を行って

おります。その中にはですね先ほどの道の駅のホ

テルさるふつについては、旅館業組合に加入され

ていないということで含まれておりませんので、

別にですね村と指定管理者との間で協定を結ぶよ

うな形で、どういった被災者を受け入れるだとか、

費用負担をどうするだとかっていうルールは決め

ていかなきゃならないのかなというふうに考えて

います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ただいまのお答えで

一応宿泊施設について、要するにホテルさるふつ

については一応そのような対応をしていくという

ことでわかるんですが、とりあえずあそこは道の

駅としての機能を持っているわけでして、管理自

体を現在たぶん観光協会がなされていると思うん

ですが、その辺の災害時の対応の仕方とかそうい

うものがきちんとできているのかどうか、その辺

もお聞きしたいと思います。 

○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）：笠井議員の

ただいまのご質問にお答えいたします。 

先ほど村長からのお話でもあったように、災害

時の対応については、観光協会のほうではいろん

な訓練を行っていまして、それに対応していただ

いておりますけれども、今現在無償で管理を行っ

てもらっている状況なもんですから、その契約書

の中にさらに盛り込んでいきたいというふうに考

えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：現状については一応

理解いたしました。 

あとですね災害備蓄品のコンテナが設置されて

いるわけなんですけれども、その鍵の管理とかそ

れから運用基準とかそういうものについてはどう

なっているのかお聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えいたしま

す。 

鍵については、村と開発建設部それぞれ保有し

ております。運用についてはですね、災害発生時

に村が開発建設部のほうに申し出をすることによ

り、備蓄品は貸し出しをしていただけるというよ

うな内容でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ということはですね、

村のほうでは勝手に備蓄品について使用するとか

そういうことはできないということになっている

という理解でよろしいんですか。はい、わかりま

した。ということになりますと、管理全体におき

ましては、開発から委託を受けている営業者さん

がおそらく確認されていると思うんですが、当然、

動作確認とかその辺も含めてきちんとなされてい

るのかなという部分でどうなんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：防災備蓄倉庫に

保管している資材関係なんですけども、多種にわ

たっておりまして、私どものほうでは日常点検と

いうのを行っておりません。開発建設部のほうで

されているのかどうかも含めて、今のところ確認

はできていない状況です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：確かに建設部のほう
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では一応毎日、中の備品の現認確認というものは

行ってるようなんですが、実際外に物を出して動

作確認をしてるかどうかっていうのは、なかなか

疑問な部分もあると思いますので、その辺はしっ

かり確認を取っておいてほしいと思います。 

それとですね、先ほどホテルを旅行者等の一時

避難所として利用した経緯もあったんですが、こ

れからもそのようにして利用するということなん

ですが、ホテルが、ホテルというか、万一停電時

ですね、その際にホテルで対応しきれるのかどう

かという部分はどうなんでしょうか。 

○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

笠井議員のご質問にお答えいたします。 

ホテルに関しましては、自動発電機がございま

して、４時間まで一応電気が通電するようになっ

ておりますが、ただ条件といたしましては、２号

館の山側の２階と３階側の面だけで、とりあえず

暖を取ったりすることが一応可能ということで、

４時間まで、すみません、６時間です。申し訳ご

ざいません。６時間まで一応発電しますが、その

後、燃料が入ればさらにまた、６時間分の燃料が

あるということですから、それを入れていけばず

っとその間はその部分については、暖を取れたり

照明をつけたりだとかすることは可能でございま

す。 

そのほかに照明に関しましては、厨房の一部に

ついても電気が通電して、食料だとかお湯を温め

てカップラーメンだとかそういうものを提供でき

るような用意はされてございます。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：これは私の記憶違い

かどうかわからないんですけれども、ホテルの水

の供給なんですけれども、自然水圧で供給してる

わけじゃなくてタンクに一時貯水して、その後ポ

ンプか何かで水を使ってると思われるんですね。

その分についても十分対処できるのかどうかとい

う部分はどうでしょうか。 

○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）：水に関しま

しても、建物内部の屋上にありました貯水タンク

については、すでに撤去している状況でございま

して、建物１号館のほうにあるタンクと外側にあ

るタンク１２トン分についてですね、自然流下で 

一応流れるような状況にはなっております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：一応現状は概ね理解

いたしました。本当はもうちょっと聞きたかった

んですが、道の駅が無償で管理してるということ

なんで、指定管理されている方が、その人たちに

どうのこうのというのはまだまだあれなんで、実

際にきちんと指定管理になった時点でいろいろ対

応をお願いしたいなとは考えています。 

実際に防災拠点とする場合には、設備の見直し

や増強も必要であり、人的負担も必要なため、簡

単には行われないと考えます。また、現況での想

定される災害は風雪害が主なものと思われ、その

場合、事前に大概を予想することができるため、

ある程度対応も取れると思われます。それ以外の

場合でも多くの人々が避難所として、または情報

を求めて道の駅に駆け込んで来ることが予想され

ます。道の駅の機能が十分発揮できるよう、日頃

よりしっかりと対策を講じられることを期待いた

します。 

では、次の質問に移ります。 

最近の朝鮮半島情勢の先行き不透明感が増し、

米朝関係の緊張の高まりから北朝鮮による軍事的

挑発は続き、その脅威はますます高まりつつあり

ます。その矛先は日本にも向けられ、８月２９日

の早朝、けたたましいサイレン音とともにＪアラ

ートが発せられ、北朝鮮からミサイルが発射され、

上空を通過するとのことでした。災害時以外のＪ

アラートの発信をほとんどの村民、私も含めてで

すが想定していなかったために、たいへん驚いた

ことでした。あのサイレン音とミサイルという言

葉に戦争体験者はもとより、我々未経験者にとっ

ても底知れない恐怖を覚えました。 

そこで、地震・津波等の自然災害を想定した避
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難対策は練られているとは思いますが、このよう

なミサイル等による軍事的脅威に対しての避難等

の対策についてはどうなのか、お聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

はじめに、当日の状況について説明をさせてい

ただきたいと思います。 

８月２９日、火曜日の午前５時５８分頃、北朝

鮮から弾道ミサイル一発が発射され、午前６時５

分頃から７分頃にかけて、北海道渡島半島及び襟

裳岬の上空を太平洋に向けて通過し、その後６時 

１２分頃に襟裳岬の東約１１８０キロの太平洋に

落下するという事案でありました。 

これに伴い、同日午前６時２分にＪアラートに

よる発射情報が、午前６時１４分には通過情報が

北海道ほか１１の県に伝達され、本村においては

音声告知端末及び屋外拡声器からの自動通報が行

われました。 

今回の村の対応としましては、第一報の受信後、

私と副村長と連絡を取りながら副村長及び総務課

職員が役場庁舎に、消防支署職員が消防庁舎にそ

れぞれ参集し、情報収集や関係機関との連絡調整

及び住民対応に備え待機をしておりましたが、報

道等により着弾が確認され、かつ、二次災害のお

それもないことを判断し、午前７時頃に解散して

おります。 

しかし、弾道ミサイルの発射に伴いＪアラート

が起動した場合の初期対応については、これまで

特段定めておらず、昨今の緊迫する北朝鮮情勢を

見ますと、今後も同様の事案が発生するおそれも

考えられることから、発射当日に総務課と消防支

署でミサイル発射時の対応についての協議を行い、

対応マニュアルを作成したところでございます。

基本的にはＪアラートによる第一報を確認後、家

族や自分自身の身の安全を確保した上で、総務課

防災担当及び消防職員については、速やかに参集

させるとともに、その他の職員並びに消防団員は

自宅または職場待機とし、二次災害のおそれがあ

る場合については、状況に応じて対応させること

としております。 

また、今回の事案は早朝であったため、児童生

徒の登下校への影響はありませんでしたが、同様

の事案に備え、小中学校及び保育所向けの安全確

保マニュアルを教育委員会及び保育所で作成し、

保護者に配付しております。 

弾道ミサイルは発射から短時間で着弾してしま

うため、その対応にもおのずから限界があるとは

思いますが、万が一の事態に備え、屋外にいる場

合はできるだけ頑丈な建物に避難すること、建物

が無い場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭

部を守ること、屋内にいる場合は窓から離れるか、

窓の無い部屋に移動することなどの行動を促すた

め、広報等で再度周知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）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：次の質問でその対応

について聞こうと思ったのですが、村長に今お答

えいただきましたのであれなんですが、実際やっ

ぱり行動指針というものを知らない人間というの

は、かなり多いと思うんですよね。そういう部分

をやっぱり本当にしっかりとした文書、チラシな

りをもって村民に周知する必要性があろうかと考

えております。 

それとですね避難行動、要支援者についてなん

ですが、時間的な余裕がないというこのような事

態の場合にはなかなか難しいと思いますんで、そ

の人たちに特定した行動指針の対応というものを

迫られるんじゃないかと思いますが、それについ

てはどうお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：ただいまのご質

問にお答えさせていただきます。 

このたび、村長の今答弁でありましたけれども、

対応マニュアルを作成いたしましたけれども、時

間帯ですとか状況が様々で、一定の１パターンの

行動パターンがなかなか決められないというとこ

ろでですね、我々もまだ手探り状態のところもあ

ります。 



- 31 - 

要配慮者の部分につきましても、そこまで現状

では対応をどうするというところまではまだ及ん

でいないというか、検討ができていない状況です

ので、今後ですね消防署とも協議をさせていただ

きながら、より細かい、今後もこういったミサイ

ルの発射がなされることが想定されますので、そ

の辺は総務課の防災担当と消防署とのほうでまた

随時、協議を進めて方向性を煮詰めていきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解のほどお

願いします。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：たいへん急なできご

とになり得るような状況なもんですから、なかな

か対応としても難しいものがあろうとは思います

が、いずれにしても国民保護の観点から、政府も

村も住民を守る義務があるわけですから、必要な

対策をしっかりと講じて、今後に対応していただ

きたいなと思います。 

これで質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


