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◎ 日程第５ 一般質問 

 

○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

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。 
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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。 

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。 
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○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

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
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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

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、
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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。 

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
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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

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、
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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。 


