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平成３０年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成３０年 ３ 月 ６ 日（火曜日）第１号 

 

◎日程第７ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第７、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。 

通告書に基づき、質問させていただきます。 

まず最初に交流人口促進事業についてお伺いし

ます。 

近年の人口減少に伴い、国や北海道もさまざま

な対策を打ち出し事業を推進していますが、本村

においては人口減少率の大幅な低下は見当たらな

いものの、将来確実に人口は減少していくものと

考えます。 

そのような現状の中で以前の一般質問でもお聞

きした産業振興に伴う廃校の利活用の質問の中で

テレワーク事業でのサテライトオフィス誘致事業

等について前向きに検討するとの答弁をいただき

ました。 

交流人口促進事業は、地域活性化の可能性が見

出せる事業と考えますがそのための拠点づくりや

企業誘致に向けた情報発信等が必要であり、村と

して今後の交流人口の促進についてどのように考

え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）：ただいまの山森議員 

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

まず本村の人口関係について、ご説明をさせて 

いただきたいと思います。 

まず猿払村の人口は、平成３０年の１月末日現

在で今２，７２６人となっております。 

１０年ごとに見ていきますと、１０年前の平成 

２０年では２，８８３人。 

２０年前の平成１０年では３，１２０人。 

３０年前の昭和６３年で３４８９人。 

４０年前の昭和５３年では３，５５９人とここ

４０年間で２３．４％の減少となっております。 

また平成２８年３月に策定した猿払村人口ビジ

ョンでは、平成４２年で２，３９７人。 

平成５２年には２，２６２人の維持と目標して

おり、雇用創出、転入の促進、結婚・出産・子育

ての支援など村としても、現在も引き続き各種施

策に取り組んでいる状況でございます。 

また、テレワーク事業等の取り組みにつきまし

ては、議員のご質問のとおり地域活性化の可能性

を見出せる事業として、村としても捉えておりま

す。 

本年度策定のＩｏＴ推進基本構想、基本計画の

中で本村でのサテライトオフィスやテレワークセ

ンター等の需要や可能性などについての調査・分

析をし、具体的な内容について模索をしてまいり

たいというふうに考えております。 

また、構想の策定にあたっては地域の方々や関

係機関と連携を密にして合意形成を保った上で円

滑に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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁の中

で人口ビジョンとそれから過去とこれから将来の

人口目標なども伺いましたが、これはあくまでも

目標であってね、もしかするとこれよか多いかも

しれませんしその時になってみると目標値よりも

減っているかもしれないし、いずれにしても人口

は減っていくのは目に見えていることであります。 

この交流人口というのは、いわゆる移住・定住

とはちょっと指向が違いましてねまずはそのここ

に来てもらって色んなことしてもらおうというこ
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とが目的の交流事業促進事業、これ国や道も今

着々と事業計画を練って色んな提案なども出てく

ると思いますけども、まだこれ比較的若いという

か、最近本当に出てきたような事業というか、ち

なみに北海道ではまだまだこれを本格的に取り入

れているところは少ないというふうに認識をして

おります。ただこの道北圏内においては、まだ本

格的に稼しているところは一つもないという現状

であります。 

ただその私これサテライトオフィスの誘致の事

業等についての質問で、ちょうどあの１年前の２

９年３月の一般質問でさせていただきました。 

その時に村長の答弁の中で前向きに検討すると

いう答弁をいただきましたけども、この１年間、

サテライトオフィス若しくはテレワーク事業等で

の村としての検討というかどのような話が出てき

て、もし出てきているんであればね、検討すると

言ったからには検討しているんだと思いますけど

どういう話が出てきて練られているのかというこ

とをもう一度お聞きいたします。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていた

だきます。 

昨年来、議会でのテレワーク関係含めた答弁の後

ですねこの部分については、各企業などにもです

ね一部ちょっと働きかけを含めて検討していると

ころでございますけども、一番あのやはりここへ

来て重要なところはやはり地域のまず産業にきち

っと連携をするというか、そこがやはり大事なん

だろうなというところを今重点に議論をしている

ところでございます。 

いわゆる基幹産業である漁業と農業にきちっと

連携をする、あるいはこれからの商業のあり方あ

るいは工業のあり方にきちっと連携をしていける

ようなですね事業者を選定しなければ、なかなか

地域の受け入れがやはりできないんだろうなとい

うふうに思っています。 

改めてこの部分については地域あるいは経済団

体あるいは本当に漁業・農業であればですねこれ

からを担う若い世代の方のご意見も色々頂戴しな

がら、この部分については進めてまいりたいとい

うふうに思ってますし、具体的な計画の部分につ

いては今年度予算計上をさせていただいておりま

すけども、ＩｏＴ推進基本計画策定いわゆる実行

するにあたっての具体的な内容をきちっと盛り込

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）：今副村長の答弁の中

で地域の産業、まあ商工業や農林水産業との連携

という話がありましたけど、もちろんそれは非常

に重要なことであります。 

ただ、このテレワーク、特にそのサテライトオ

フィスというものは必ずしも地域とね密接に連携

しているという、初めからそういうものでなくて

もいいというものである、形態があると思います。 

と言うのはとりあえずはテレワークというもの

が例えば在宅勤務、大きい企業の人が自分の家で

色々仕事ができるというものと、あとはモバイル

勤務、その全国どこでもいつでもどこでもそのパ

ソコン一つでね仕事ができるという部分と、それ

からサテライトオフィス勤務というので、遠隔地

に行ってあるその事務所か拠点となる場所で都市

部の仕事をするという部分がある、大きく分けて

この三つがあると考えています。 

実際ＩＴ関係の企業の中で、日本の企業の中で

２割の人がテレワーカーだという現状がもう現実

にあるわけですよ。 

その人たちが大企業の人がね、こちらに来て農

林水産業だとか商工業の仕事をしろと言ってもそ

れは無理な話でね、それはまた別な話であって今

私が言ってるのは、都市部の人がこちらへ来てね

その拠点となる場所で自分の会社の仕事をすると。 

じゃあそれが何なんだっていうことになってく

るとそこから初めて地域交流だとか地域の人との

ふれあいだとか色んなものが生まれるんであって、

それが交流人口と言われるものだと思っています。 

ただこちらに来てこちらの産業のものを働くん

であればそれはまた別な話であって、テレワーカ

ーというのは、自分の会社の仕事をこちらに来て、
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こちらで暮らしながらやる。 

特に最近増えているのは妊婦さんだとか小さい

子どもがいる方、あとは介護の親をもっている人

がわざわざ地方に親を連れてって介護しながら自

分の住んでいる場所で、自宅で仕事を都市部の企

業の仕事をするっていう方がものすごく増えてい

るそうです。 

というのは、皆さんわかっているように都会に

行くとお金もかかるだろうし、介護するにも預け

るにもお金がかかる。 

でも田舎に来ると、そんなにもう半分以下の経

費でそういうことができてしまう、子育ても含め

てね。 

ということも含めて将来的に移住につながる例

もあるそうです。 

そこで初めて村の人間となるわけですけども、

その一つ前の段階でここに来て、ここの地元の会

社ではないんですけど都市部の企業の仕事をこち

らに持ってきてここで働くというものがこのテレ

ワーカーの考え方なんです。 

そこから次に生まれるのが地域の人の交流だと

か、例えばお祭りに参加するだとか色んな事業に

参加するだとかっていうものが生まれてきてそこ

から初めて地域との交流が生まれてくるわけです。 

それは目指しているものなんですけども、その

社会参加、テレワークの社会参加というのは初め

から考えていることじゃなくってそうなった段階

で生まれてくるというものだと私は考えています。 

ただ、今副村長の言ったことは当然それはもう

しなきゃならないことですし、村のために働いて

もらうということも大事ですけども、例えばここ

に来て住むことによって消費が生まれる、商店の

物が売れてくる、色んなものを利用してもらえる

という部分で活性化が生まれてくるわけですよね。 

その一つ前の段階のことを今私は伺っているわ

けでして、そのことについてどのように考えてい

るかというの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）：ご答弁させていた

だきます。 

確かに今議員言われるようにですね、そういう

テレワークの部分については、やはりモバイル勤

務、在宅勤務あるいはサテライトオフィス勤務、

この３種類があるというところについては理解を

しています。 

あわせてやはり先ほど申したようにですねその

ほかに新規産業というところも含めて基本になる

のはそこの土台二つだと思います。 

いわゆる先ほど申したように基本的には基幹産

業の強化と新規産業の事業の参入というところに

あたるのかなと、今それでテレワークを導入する

いわゆるメリットとしては、やはり企業側にもそ

れなりのメリットがなければなかなか厳しいのか

なというふうにも思ってますし、企業とすればや

はり生産性の向上とかですね、やはりコストの削

減とかそういうところもありますし、村としては

やはりその中で労働力の人口の確保とか地域活性

化とかそういうところもあるとは思います。 

最終的にはやはり今の議員のご提案を含めてで

すねＩｏＴ推進構想の策定の中できちっとその方

向性を示していきたいというふうに思ってます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：わかったようなわか

らないような感じですけども、わかりました。 

村の考えとしてはわかります。 

将来的に地域の産業に関わることにつなげてい

きたいと、でもそれは今のこの質問の中にあるテ

レワークの事業とはちょっとかけ離れているのか

なという気もします。そっち側になってくると産

業振興のほうになってきますので、という気もし

ますけども考えていることはわかります。 

実際にこのテレワークを、例えば猿払村が推進

しようとする時に、当然こちらに来ていただく企

業が必要になってきますね。 

それを推進するために国や道などで仲介してい

るという制度もありますけども、実際に村として、

今こちらに来ていただく企業というか会社という

か、そういう人たちが実際に目に見えているのか

どうかという部分と、そういう働きをしているの
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かという部分、それから北海道の言って良いと思

いますけど北見市と斜里町、これは離れているん

ですよね。 

その北見市と斜里町が一緒になって誰でも知っ

ている世界的な企業を誘致して、６社か８社ぐら

い入っているそうですけども、それでふるさとネ

ットワーク推進事業というものをこれはもう始め

ております。 

新聞等々、ニュースとかでもやってましたけど

この言った部分で別に本村が主体でやってもいい

ですけども、もしかしたらほかの自治体でそうい

うことをやろうとした時にこれは一緒になってや

ることも可能じゃないかと思うんですけども、そ

こまで今考えているかわかりませんけど、色んな

考え方が膨らんでくると思うんです。 

誘致する時に、さきほど言った今考えているの

かという部分で、もし誘致しようとした場合に場

所の選定だとかと言うものは今現在考えているも

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）：まず最初に企業が

見えているかというところでございますけども、

若干その辺を含めて色んなこれ昨年来から、いわ

ゆるふるさとの東京でのフェアとかいわゆる色ん

な会議等に出席した形の中で少し人脈をつくらせ

ていただいて、その中で今のところは水面下では

ございますけども、そういういわゆる希望を示し

ている企業が何社かというところがありますけれ

ども、これについてはあくまでも今段階でありま

して、実際にここにそれが本当に来るのかという

ところについては、まだまだこれから先の話だと

思います。 

しかし、そこには昨年来も含めて国の支援、い

わゆる人材育成機構の人たちともお話をさせてい

ただきながら、今現状の中でどうすればこの辺来

ていただけるか含めて、今協議をさせていただい

ているところではございます。 

ただ、それによってはやはり場所が必要だとい

うところにありますけども、現状の場所としては

ですね旧芦野小学校の校舎あるいはそのグラウン

ドを使うということもその構想の中には一部予想

はされますけども、実際的にその財政的な部分含

めあるいは効果の部分も含めてそこを使うことが

いいのか、あるいは他の公共施設を含めていわゆ

る集約型あるいはその改修しながらどこがいいの

かというのは、これからの議論になってくると思

いますけども、この辺についてもやはり総体の計

画が素案が決まった中できちっと具体的に示して

いければ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）：ちょうど１年前の３

月にこの質問をさせていただいた時にも芦野小学

校の活用という部分で質問させていただいた記憶

があります。 

もちろんそこでそれは決まれば問題はないと思

うんですけど、いろんな方面でね方向で考えてい

きたいということですので、例えばこれね我々か

らすると芦野小学校で良いのかなという方もいる

かもしれませんけども、じゃあ実際にテレワーカ

ーとして、こちらに来る人がいた場合にどこが良

いのかと考えた時に、大都市から来た人は商店が

近くにあるだとか何とかという部分じゃなくて、

中途半端な所は嫌だと。 

できるなら田舎なら田舎のほうが良いっていう

人が大多数だそうです。 

そのために地方にテレワーカーとして来るわけ

ですから、そういう部分では芦野小学校は中途半

端なものには入らないと思うんですけども、良い

と思いますし、もしくは村の事情がねさまざまあ

ると思いますけどもそういう部分で例えばですよ、

これは一つの案としての話ですけども、例えばテ

レワーカーの人にさるふつ公園内のどこか施設に

入っていただくとか、そこでその活性化が生まれ

るわけですよね。次のこと考えた時に、次の段階

のことを考えた時にああいうところに何か施設を

一つつくるだとか、例えば既存の施設の中に入っ

ていただくだとかっていう部分も含めて、そこに

事務所を設置していけば猿払村の人とも交流でき

ますし、あそこに来た観光の人とも交流できます。
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そういう案もひとつ面白いかなという感じがする

んですけど、その辺も含めて今後きちんと検討し

ていただきたいと思います。 

ただ、一番懸念しているのはこれが去年１年経

ってこうですからまた来年の今頃になってまた同

じような状況になると、全く話が進んでいないと

いうことになるのでね。 

計画は練るんだけど、計画で終わってしまわな

いような施策を練っていただきたいと思いますけ

ど、これ多分ほかの自治体も北海道の中のことし

か言えませんけど、国がこれだけ後押ししてるわ

けですから、どんどん補助金等を活用して、ほか

の自治体もこういうテレワーク推進事業というも

のを進めてくると思います。 

これ競争ではないですけど、せっかくこういう

議論になったわけですから、村としてどんどん推

進していってほしいなと思います。 

それから国の事業として、例えばテレワークす

る会社や企業に対して、そこに設置する事務機器

等を含めてそれは補助金の対象になっています、

もう既に。 

だから来る企業としては負担がもの凄く少ない

わけです。 

例えば古い家、空き家にその事業を設置する場

合に、その空き家に対しても補助金は出ています。

今ある小学校の所には出ません。 

ただ、空き家とかに対してその事務所に使いた

い時には国の補助があるわけですから、そういう

ものも活用して何かできないかだとかいろんな部

分でね方面で検討していただきたいと思います。 

産業の新規産業、もしくは既存産業の強化とい

う部分ではこれは別な質問になってしまうので、

私はここでは言いませんけども、それとは別にテ

レワーカーという部分でここに呼び込んで交流人

口を増やすという部分をねぜひとも強化していた

だきたいと。 

というのは、その既存の産業の強化を一緒にや

ってしまうと、絶対スピードが落ちてくると思う

んです。 

じゃなくて、まずここに呼び込むという企業探

しから始まって、そこの部分をねぜひ早急に進め

ていただけると思いますけど、もう一度今の質問

に対して答弁をいただきたいと思います。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていた

だきます。 

先ほど来、最初に村長も申し上げたとおり、村に

とってはいわゆる人口減少対策も含めて、交流人

口の促進を図るということは村としても重要な施

策の一つだというふうに考えておりますので、今

言われた議員のご意見を参考にしながら、計画の

中でより具体的に姿を示していきたいというふう

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）：ぜひ計画倒れになら

ないような施策を打ち出していただきたいと思い

ます。 

では、次の質問に移ります。 

創業支援についてお伺いします。 

創業支援について、本村では補助金制度を設け、

現在までいくつかの補助金の活用例がありますが、

新たに事業に着手する者にとっては、それなりの

覚悟がなければ実施までのハードルは高いものと

考えます。 

創業するには、業種によっては経験や技能など

も必要であり、一方で技能を持っているにも関わ

らず創業するに至らない方が数多数存在するのも

現状であり、村としてそういった方々へ一歩踏み

込んだ独自の支援をすることで将来的に創業に至

る可能性が膨らむと考えます。 

住民へのリサーチを経て、試験的に店舗として

活用できる場所を提供することで自信と経験を養

ってもらい、実際の創業までの支援ができるもの

だと考えますが、村の見解をお聞きます。 

○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。 

昨年商工会が実施しましたまちなか商業活性化

調査分析事業という報告を私どもも受けておりま
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す。 

今後を含めてですねそれを基に今後の消費者の

ニーズ等を踏まえた商店街の機能やサービスの充

実策、再生策を検討することとしておりますので、

ご質問の内容を含めて、今後商工会とも協議を進

めてまいりたいというふうに考えております。ま

た、調査分析の中には空き店舗等の再利用だとか

そういうことも商工会のほうで全部調査をさせて

いただきました。 

ただ、中には商店と今住んでいる所と一体化に

なっている所なもんですから、なかなかその空い

てる商店の所を利用するのはなかなか難しいとい

うようなご報告も受けておりますし、また、今議

員からのご質問にあった、ご提案というかご質問

のあったとおりチャレンジショップ的なものを今

後検討してはどうかというようなお話の中で、こ

の中で商工会からもご提案もありました。 

ただ、このご提案のあった中には短期的なチャ

レンジショップ的なもので恒久的にしていって、

必要なのかどうかということを含めながらですね、

今後商工会のほうともそういうものが必要どうか

ということも検討していきたいと思っております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：関連団体等も含めて

色々検討していかなきゃならない部分もあるとは

思いますが、ただこれね、商工会も色々考えてい

ると思います。 

ただ、実際にね商工会がどこまで把握している

か私はわかりませんけども、住民の中には色々や

ってみたいっていうものが、技能を持っている方

がたくさんいるわけです。 

やってみないかいって言うんですけど、自分で

仕事としてまだという割には、自分の持っている

資格や技能というものを生かしたいと思っている

人がほとんどなんです。 

ただ、自分でやるにはなかなかって言うのは、

経験したことないわけですから上手くいかなかっ

たらどうしようだとか、何とかっていうその不安

要素がもの凄くあるわけです。 

その不安のほうが勝ってしまって、やりたいこ

とというのがだんだん萎んできてしまうというの

でずっと何年も何年も過ごしている方がたくさん

います、実際に。 

その部分は各種団体との意見とは別なものだと

私は思うんです。 

個人的なものですから、その大きなビジョンで

ものを見て、やっていくというのも大切ですし、

必要なものなんですけどそうじゃなくて、住民

個々一人ひとりのそういう気持ちをくんであげた

らどうですかっていう話を私はしているんです。 

その団体がああ言う、こう言うというのはもち

ろん、議論に議論を重ねて良いものをつくってい

ただきたいと思いますけど、そこではなくてもう

ちょっと違う観点から個人的なこうやってものを

考えている人がいるんだけど、そこで商工会で一

緒に色々なものをつくりますっていうんじゃなく

て、もちろんそうやってくると予算も掛かるだろ

うし、いくら掛かるかわかりませんよね、これか

ら。 

場所の選定もあるだろうし、今村長が言ったよ

うに空き店舗では色々使えないと、予算の部分も

あるだろうし、色んな部分もあると思います。 

じゃなくて、もっと簡単にできるようなものを、

これ例えば可能でしたらだよ、できないならでき

ないで仕方ないですけど、役場庁舎の中でどっか

一つ会議室かどっか広い場所でも貸してあげて、

一週間なら一週間限定で何かやらせてあげるだと

かね。やる気になれば可能だと思うんです。 

突拍子もない話ですけども。 

そういう部分も含めて、色んなこと考えていっ

てその人たちが実際に仕事として、それをやって

いけるような環境づくりをしたらどうですかって

いう話をしているんです。 

だから団体の話はそれとは別にまた置いておい

て、せっかくやる意思があって技能があるんだけ

ども、ちょっとした勇気がないことを村が後押し

してはどうですかっていう話をしているわけであ

って、その部分について団体の部分とは別にして

ね、もしできるんならやったほうが良いと。その
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ほうが多分、予算はそんなに掛からないと思うん

です。 

ただ村としてどうお考えなのかっていうことを

私は聞きたいわけでして、その部分についてちょ

っとお伺いしたいなと思います。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：どういう職種の方々

がおられるのかということをまだ私としても把握

しておりません。 

ただ、ラーメン屋をやりたいのか、居酒屋をやり

たいのか、何々をやりたいのかっていうのは正直

言って把握しておりませんので、ただ今ご提案い

ただいたどこかの場所を短期的に貸すと言っても

やはりお試し店舗というかチャレンジショップ的

なものでいきますと、やはりそれ相応の設備を整

えてやらなければなかなか難しいと思います。 

だからそういうこともきちっと把握しながら、

さらに暫定的にそのチャレンジショップを建てる

のか、どこかを貸すのか、恒久的にそこをずっと

やっていくかというところを１か所、２か所だけ

で良いのか、そういうこともやっぱりこれから調

査していかなきゃならないと思います。 

だからある一部の所だけ貸すのはなかなか難し

いので、どういう方々がどういうような目的でお

店というかやりたいのかということも把握してい

かなければなかなか難しいかと思ってますので、

そういう調査も検討というか、そういう方々がど

ういうような目標といいますか、飲食店なのか、

色んなものをやりたいという方々がおられるとい

う議員のご報告もありますので、ちょっと調べて

みて、そういう方々が果たしてどのくらいおられ

て、どのくらいの、やはり財政的なものも掛かり

ますし、本当に空き地というか各部屋ポツンとだ

け貸して、さあどうぞというわけにはいかないと

思うんですね。 

だからほかの自治体でやっているチャレンジシ

ョップというのは、やはり色んな目的を持って、

ラーメン屋出してくれる方はおりませんか、居酒

屋やってくれる方おられませんかという形の中で

募集をかけたり、また家賃を取ったり、色んなこ

とをやってる自治体もありますから、そういうと

ころを参考にさせていただきながら、村としてど

ういうような手助けができるかってこともちょっ

と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）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：それで通告書の中に

リサーチという部分を含めたんですけど、まず多

分私が聞いた人以上にそういう人がいるというふ

うに思ってますけど、まずはその住民に対して、

リサーチした上でやっていただきたいというふう

に言ってるわけです。まあ、リサーチしても手を

上げない人もいるかもしれません。 

でもしなきゃわからないことですし、どうして

も村側としてはきちんとしたものを作りたいとい

う意思があるのはこれはわかります。 

ただ、例えば東京都の墨田区で確か議員全員で

行ったと思うんですけど、障がい者施設があるん

ですけども、そこで作った物を墨田区の区役所の

中で売ってるんですよね。 

１週間に１回ですけど。ワゴンで売り出してま

す。そこで自分たちが作った、例えば猿払のほた

ての貝殻で作った、こんな石けんを中に入れて、

私たちもそこの作ってる人に、少年ですけども会

ってきました。 

色んな物を作って、墨田区の区役所の中の玄関

のロビーで売ってるんです、ワゴンにして。それ

も一つの事業ですよね。 

だからそういうことも含めて、何て言うか、堅

苦しいものじゃなくて。 

そんなに予算なんか掛かりませんから。 

ただ、実際にやる人がいるかどうかという部分

を含めて、例えば、何かイベントがある時にちょ

っとそこに行って、ワゴンじゃないですけど、ち

ょっとした物を売ってみるだとか、何とかってい

う部分でも良いです。 

きちんと拠点を決めて作るだけがその事業じゃ

ないわけですから、それだけで生活している人も

世の中にはいるわけです。 

ですからそういうことも含めて色んな部分で考

えていって、せっかく、やろうとしている気持ち
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を酌んであげたら良いんじゃないかということを

私は言ってるわけで、それがその人たちにとって

は何を作ろうが関係ないです。 

やらせてほしいという気持ちがあるんであれば、

それを酌んであげたら良いと思います。 

その部分で私は今日質問しているんであって、

団体がどうだとか何とかという部分にああだ、こ

うだ言う必要もないです。 

内容はわかりませんから私も言えませんけど、

そこではなくて個人との話です。 

個人がどう思っているか、その個人の意見を拾

ってあげてくださいということを言ってるわけで、

これは検討する価値があると思いますけども産業

活性化だとか、将来地方創生だとかという部分に

繋がる本当小っちゃい種かもしれませんけどもそ

ういうこともやっていく必要が今後あるのではな

いかと思いますけども、この質問についてもう一

度お伺いしたいと思います。 

◯議長（太田宏司君・登壇）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：私は、創業支援とい

う形の中で捉えさせていただいたというふうに思

います。 

当然その方が将来創業したい、お店をやりたい、

ただそこのところで色んな不安だとか色んなこと

があるので、そこで一歩踏み出すために行政で後

押しをしていただけないかというようなご質問だ

というふうに捉えたので、当然色んなものが出て

くると思います。 

ただ、先ほど今議員がおっしゃられた色んな障

がい者の就労支援ではなくて、本当にそのことを

やることによって、将来村の商業振興条例だとか

色んな補助事業を使って就業してもらう、創業し

てもらうっていうところのきっかけづくりだとい

うふうに思ってたんで、本当の簡易的なものでは

なくて、そのために商業振興があるのかなという

ふうに思っているんです。 

だから、そのために１か月なり、２か月なり、

３か月なりそこのチャレンジショップでやってみ

て、自分で果たしてこのお店で自分で創業してい

けるかどうかというところの後押しだというふう

に思っていましたので、そういう形の中である一

定のものが必要なんだろうというふうに考えてお

りましたので、その部分については作る以上は、

行政もやはり創業に向けてきちっと商店なり色ん

なものをやってほしいということをしていかなけ

れば、なかなか個人で色んなものでちょこっとや

って、というところにはなかなか結びつかないと

思います。 

だから行政として後押しする以上は、行政もリ

スク背負いますけれども、やはり個人としての創

業に向けたきちっと出店する方々についても、そ

れ相応の心構えを持ってやっていただかなければ、

なかなか難しいのかなというふうに思っておりま

す。 

◯議長（太田宏司君）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：もちろんそうです。 

もちろんそうですけども、それをそういうもの

をきちっと作るって今言いましたけど、作るのは

いいです、作る前の段階です。 

これも立派な創業支援だと私は思っています。 

ちょこちょこちょこちょこと言いましたけど、

そのちょこちょこが将来、自分で何かやってみよ

うというその勇気というか、その実績に繋がるん

じゃないですか。こういうもの、例えばリサーチ

をして、住民の中に１０人ぐらい色んなこういう

ことしたい人がいると。 

じゃあそのための施設を作りますと言った時に、

それすぐできますか。場所から決めてあれして、

これして、多分２、３年はかかるんじゃないです

か、今の状態で考えると。 

じゃなくて、もっとすぐにできるようなことを

まず始めて、そこから次の段階ですよ、今村長の

言った、その一歩手前の話をしているわけであっ

て、それも立派な私は創業支援だと思います。そ

れで実際物を売ったり、稼いだりするわけですか

ら。そこの部分です。 

何でこういうこと言うかというと、大きいこと

言っちゃうとどうしても計画倒れになっちゃうん

ですよ。半分以上はそうですね。 

やろうとしても何年もかかってしまうと、その
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うちにやりたい人もやる気が失せるわけですよ。 

何でもそのスピーディーにやってほしいという

意味も込めて、私は小っちゃいことから始めたら

良いんじゃないかということを言っているわけで

す。 

それも含めて、ぜひ検討するには値すると思い

ますけども、ぜひリサーチから始めて住民がどう

いう人がどのくらいいるのかという部分もね、こ

れは把握する必要があると思いますけど、ぜひ検

討して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）：建物を建てるという

のは、創業に向けてやはりその方が自分で創業で

きるかどうかという形の中で、やっぱり自信をつ

ける以上は、ある程度のものが必要だろうという

ふうに思います。ただ、議員のおっしゃるとおり

単発的にやるんでしたら、今の一つの案として、

道の駅のイベント広場ありますよね。ああいうと

ころを利用していただいてやっていくということ

も一つの方法かと思いますので、そういうことも

含めながら庁内で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）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：まあそれが聞きたか

ったわけですけども、その辺も含めて、そこから

始めてそれは商売になるのかどうか、創業支援に

なるのかどうかという部分もありますけども、私

はこれ立派な創業支援だと思います。 

そういう人が現実にいるわけですから、ぜひ調

査から始めて色々事業を進めていただきたいと思

います。 

次の質問をしたいと思います。 

子育て世代への支援についてお伺いします。 

本村の出生率は、他の自治体から見ても高い数

値を維持していますが、それは子育て世代が数多

く存在することであります。 

その若い世代から、近年たいへん多くのさまざ

まな意見や要望が聞こえてきています。 

子育てする環境に対しては、本村の施策には大

きな不満はなくとも、現在の村政に対し疑義を唱

える部分があり、中でも高齢者福祉にウエイトが

傾いているという声が聞こえています。 

高齢者福祉は、少子高齢化社会の現代において、

欠かせない施策であると認識しているものの、政

治に対する関心がさほど大きくない若い世代が率

直に感じているものであり、見過ごしてはおけな

いものであると考えます。 

行政は平均所得全国上位と声高々に唱えていま

すが、その高い平均所得を支えている納税者であ

る本当の若い世代はその税金がもう少し自分たち

の痒いところに手が届く、生活を豊かにする使い

方を望んでいます。 

子育てに関してソフト面での不満はなくとも、

ハード面での拡充を望む声が多く聞こえてきてい

ます。特に需要が多いのが、子どもたちを通年遊

ばせることができる施設を設置してほしいという

ものです。 

子育て世代の中には、近隣若しくは車で３～４

時間かけてそのような施設に足を運び、頻繁に利

用しているという方々が非常に多いという事実を

行政として認識しなくてはならないと考えます。 

平成３０年度、行政執行方針で述べている子育

て世代包括支援センター設置計画で実施・検討す

べきと考えますが、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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

子育て世帯への支援につきましては、人口減少

や少子化、そして移住定住対策にも繋がることか

ら村の重要な政策の一つであると考えており、今

年度からは新たに執行方針に掲げたところでござ

います。 

これまでも各地域から子どもたちの遊び場の充

実を希望する声があり、小規模ながら整備をして

きたところではありますが、子どもたちが通年遊

ぶことができる施設の整備については財政面の負

担が大きいと考えられることから設置場所や規模

のほか、日々の安全管理体制も含め、慎重な検討

が必要であるというふうに考えます。 
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これらの住民ニーズを把握するため、平成３０

年度に策定を進める地域福祉計画の中で子育て世

帯の方を対象に子育てしやすい環境整備などをテ

ーマとした懇談会を企画しているところでありま

すので、その中で意見や要望を伺いたいというふ

うに思っております。 

さらには平成３１年度には子育てに関する計画

の更新とニーズ調査も控えておりますので、この

中でも検討していきたいと考えております。 

また、子育て世代包括支援センターにつきまし

ては、平成２９年４月の母子保健法の改正により

設置の努力義務が課されましたので具体的には、

妊娠・出産・子育てに関する各種相談に応じ、健

康保持及び増進に関する包括的な支援を行う体制

を構築するための組織でありますので、平成３１

年度の立ち上げに向けて、現在準備を進めており

ますので、その中でも検討を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

以上です。 

 

○議長（太田宏司君）：昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前 １１：４７分 

再開 午後  １；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。 

山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：それでは、午前中に

引き続き質問させていただきます。 

子育て世代への支援について、先ほど村長から

答弁いただきました。 

村では、３０年度の村政執行方針の中でも子育

て・児童福祉について述べておられます。 

将来の猿払村を担っていく子どもたちを安心し

て子育てすることのできる地域を目指すというふ

うにうたっていますが、この質問の主旨というか、

質問を考えたきっかけですが、例えば同じグルー

プの人たちの中で同じ意見が出てくるならわかり

ます。これが全然関わりのない住民の方々、複数

の人から同じような意見や要望というものをいた

だきました。この質問の中で一番言いたいのは、

高齢者福祉がうんぬんという部分ではなくて、子

育てするのにもうちょっと私たちのことも考えて

くれという部分で、これ多分村長も話を聞いてい

るとは思いますけど、そういうような人たちが３

人も４人もいるっていうことはこれ実際にね住民

の中にはもっとたくさんの人が同じようなことを

考えているのではないかと思っています。例えば、

具体例で言いますと名寄市のサンピラー公園の中

にある児童福祉施設ですか。 

あそこに大きな遊具がありますよね、建物の中

に。 

そこまで毎週通って、子どもたちを連れて行っ

て遊ばせていたとか、近隣の稚内市にも聞きまし

た。稚内市はそんなに大きな遊具は無いんですけ

ど動物ふれあい公園の中にそういうようなものも

あるだろうし、あとキタカラという駅前の施設の

中にも子どもを遊ばせる所はあると。まあキタカ

ラにあるような施設は本村の中にもいくつかある

んですけども、そうではなくてそういう所は知っ

ていると。 

もっとちゃんと年がら年中遊べるような所がほ

しいんだと。 

そして大きい遊具で遊ばせに行くと、子どもた

ちも何時間もそこで遊んでいて何よりも良いのは、

お母さんたちが言うのは何よりも良いのは、お母

さんたちの繋がり合いがあって、そこで話ができ

て色んな輪ができると。 

子どもたちを安心してそこで遊ばせていけるっ

ていうのが一番の言ってる理由だそうです。 

ほかにそういうものが本村に無いわけではない

ですけど、どうせ造るんだったら私たちのために

もっと色んなものを造ってほしいと。 

そしてできるだけ早く造ってほしいということ

を言っています。 

何故かというと私たちが言ってるのは私たちの

子どものことを言ってるのであって、その子ども
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は２、３年するとそういう所で遊べなくなってし

まうと。 

結局今欲しい施設だということを言ってます。 

村からすると、先ほど村長も言ったように財政

面の負担うんぬんという部分もあります。 

ありますけども、これはぜひ、村の要望として

前向きに考えてみる必要はあると思うんですけど

ももう一回その具体的な例としてこういうことを

言ったわけですけど、これから３１年度に向けて

色んな部分を立ち上げていくと思います。 

でもその前に、そういうことをどうしたらでき

るんだろうかという部分も含めて検討してみる値

はあると思うんですけども、それについてもう一

度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）：ただ今のご質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

私も、先日若い漁師のお父さん方とお話し合い

をする機会がありまして、お父さん方からその公

園を造ってほしいというような要望も確かにあり

ました。 

その中で議員のご質問にあったとおり３～４時

間かけて遊びに、それは家族としてのイベントで

毎日ではないでしょうけども、１か月に１回か、

２か月に１回こう行っているんだという話の中で、

ちょっと調べましたら確かに紋別のほうではオホ

ーツク流氷公園だとか、稚内市だと道立公園、オ

ホーツクのほうも紋別のほうも道立公園です。 

あと秩父別のほうにも、ちっくるというような

公園、すごく大きなインドア・アウトドアの公園

があります。 

これは全道的にも有数な公園ですけれども、そ

ういう大掛かりなことはできないかもわかりませ

んけれども、先ほども答弁で申し述べさせていた

だいたとおり、子育て支援計画というのも作りま

すので、その中でワークショップもありますので、

そこの中でうちの村は広いですから、まずどこに、

造るにしてもどこに造るのか、もしどのくらいの

規模で造るのか、そして造った後の今度維持管理

をどうしていくかというところまでやっぱり検討

していかなければなりませんので、この部分につ

きましては複数年、正直言ってかかるかと思いま

す。 

その中で検討はしっかりしていきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をしていただき

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）：この要望に上がって

いるような施設を造るとなると、先ほど今村長が

言ったように予算面だとか、人材の部分も含めて

色んな部分がかかってくるんでね。 

まあ今すぐにというふうにはいかないかもしれ

ませんけども、でもいかないならいかないでその

気はあるんだとということをまず住民の方に示し

ていただきたいと、そして尚且つ住民にきちんと

説明した上で計画を練っていただきたいと思いま

す。 

先ほど村長が言ったようにうちには道立公園だ

とか公立公園だとかという部分が無いので、それ

に付随した施設ってものがなかなかできないとい

うのがこれ現状ですけども、それ言ってもしょう

がないので、実際にほかの地区では道立公園など

にその予算を獲得した上で色んな事業を進めてい

るというのはこれ現実です。 

その公園じゃなくても、色んな部分でその道立

だ、国立だという部分で予算を獲得しています。

ただ、だからできないという理由にはこれならな

いと思うんです。 

で、近隣にそういうものが無いというのもまあ

一つの今言ったような理由かもしれませんけども、

そこをなんとか未来に向けて、これやっていかな

いと村政執行方針の中で将来の猿払村を担ってい

く子どもたちって言ってるわけですから、その子

どもたちのためにも、ぜひとも実現に向けて取り

組んでいただきたいと思います。 

今村長言ってたように、秩父別にもあります。 

これ道の担当課の方からもらった資料ですけど

も、これ道立公園になっているのかわかりません

けども、そこまで調べませんでしたけど建物も全

部含めて５億６，４００万円ぐらいの予算が付い
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てます。 

そのうち一般財源で約１，０００万円、多分こ

れ道立か何かの公園に隣接しているのかと思いま

すけども、でもこれだけの費用でできるというの

は、私としても驚きです。 

これ去年にもう既にできてますけども、今年ま

た野外に大きなその施設をそれに付随して造るそ

うです。 

ほかの自治体のことを言ってもしょうがないん

ですけども、そうやって前向きに取り組んでいる

自治体もあるんで、ぜひともやるということをま

ず意志として、将来的に意志として示してほしい

と思いますけども、村長どうですか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：財政的にも非常に厳

しい状況の中で、第７次の猿払村総合計画中には

この公園の設置という部分については掲げられて

おりません。 

その中で、１０年間の計画の中で５年後に見直

すという形の中でも計画がありますので、果たし

てそこの中で優先順位の中できちっと公園を設置

できるかというところも検討していきたい。 

また、このご質問をもらった時に一つの手法と

して、本年開村９５周年を迎えます。 

１００周年に向けて、何かこうできるようなこ

とがないかという形の中で、検討してはどうかと

いうお話し合いをさせていただいたんですけども、

今すぐ財政的なこともありますから、村長どうで

すかという部分についても、よしわかったと胸を

叩ければ良い村長なのかもしれませんけれども、

この部分については財政的なことも含めて、皆さ

ん方のご意見を色々拝聴しながら、検討していき

たいというところでとどまらさせていただきたい

と思っております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：ぜひともその良い村

長になれるように、検討していただきたいと思っ

ております。 

それと住民への説明、これもしっかり今後やっ

ていっていただきたいと思っております。 

それから財源確保という部分も今村長言ってま

したけれども、それも含めてどういう財源を確保

する方法があるのかという部分で、どうしてもこ

れやっぱり補助金とかそういうものに頼っていか

なければならないと思うんですけど、それにした

ってまだまだ我々の目にしていない補助金もある

可能性もあるわけですから、ぜひ職員一体となっ

てその辺も含めていただきたいと。 

わりとあの、結構補助金が出てくる時もあるん

ですよね。 

ですから目を光らせて、その辺も含めて財源確

保に取り組んでいただきたいと思います。 

では次の質問にいきます。 

最後の質問です。 

人材育成事業についてお伺いします。 

平成３０年度の村政執行方針でも述べている人

材育成に関する方針では、主に学生を対象とした

事業方針になっていますが、近い将来の人材確保

が目的であると考えます。 

しかし、国の制度にも同様な奨学金制度があり、

本村で制度を構築し実施した場合、国の制度との

兼ね合いはどのようになるのか。 

また、国の制度には貸与型と給付型の奨学金制

度があり、本村の奨学金制度を活用した場合の給

付者のメリットはどのようなものになるのか。 

さらに人材育成と人材確保の観点から学生だけ

ではなく社会人の資格取得などへの支援制度の考

え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。 

村政執行方針でも述べておりますとおり、村の未

来を担う人材の育成を推進するため、現在奨学金

の貸付制度の構築に向けて検討しております。 

これは本村出身者の進学を支援することで有用

な人材の育成を図るものであり、日本学生支援機

構や各学校等が行っている奨学金制度を補完する

形での制度構築を考えております。 

利用者が最も多い奨学金制度であります日本学
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生支援機構の奨学金制度に関しましては、議員ご

質問のとおり給付型の奨学金と貸与型の奨学金に

大別されまして、給付型の奨学金につきましては

住民税非課税世帯や生活保護世帯などの経済的に

極めて困難な学生が給付対象となっております。 

また、貸与型の奨学金につきましては、学生の

学力基準と学生の属する家計支持者の所得条件に

より無利子または有利子の貸与が受けられる制度

となっております。 

村の貸付制度の素案といたしましては、貸与型

によるもので国では短期大学からの貸付としてお

りますが、村の素案では高校進学からとし、高校

等で月額２万円、大学等で月額３万円の無利子に

よる貸付、償還につきましては、卒業後一年据置

の８年の償還期間としております。 

また、制度の性質や民間の教育ローンとの兼ね

合いもありますことから一定の所得制限により対

象者を限定したいというふうに考えております。 

また、村内における就業を促進し、人材の確保

と村への定住や移住を促進するため、村内におい

て人材が不足している指定業種に就職または起業

する方を対象に、学生時に借り受けた各種奨学金

の返済に対する支援制度の創設についても、現在

検討しております。 

社会人の資格取得などの支援制度につきまして

は、資格は多岐に渡るものと考えますが、国にお

ける資格取得支援制度の有効な活用を村内企業等

に促しながら、その上で課題と意見を拝聴しなが

ら検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

いずれにしましても、制度構築につきましては

現在関係部署等において調整中でありますが、平

成３１年度からの運用に向け、素案がまとまり次

第、提案させていただ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）：今の村長の答弁の中では、

さまざまな部分で学生も含め、社会人も含めて支

援する制度を構築したいという意志があるという

認識でいいと思いますけど、例えばこれ学生なん

かだとよく聞く話で奨学金もらっちゃうとそこに

帰ってこなくちゃならないんで、あえて奨学金を

使わないという人がいるそうです。 

まあこれは稚内市とか色んな所で聞きましたけ

ど確かにありがたいものなんだけども、帰ってこ

なければならないんでね。 

あえて使わないで、苦しくても奨学金を使わな

いという人もいるそうです。そういう人もまあ今

後この村にいるかどうかわかりませんけど、そう

いう部分もやっぱりあるんで、ただこちら側が一

方的に出します、出しますと言うんじゃなくて、

受け取る側がどう考えるかという部分もあります

から。 

それと国の制度との違いをはっきりさせなかっ

たらならないわけですから、確かに生活が困窮し

ている方に対しては、国の支援は手厚くなってい

ます。 

だからと言ってうちの村にもそういう方がいな

いわけではないですから、その時に国の制度のほ

うが良いから国にいきますと、国にいった場合に

はどこに行っても良いわけですから、そっちのほ

うで利用してますよね。 

そういうことも含めて、実際にじゃあこの今こ

の社会人じゃなくてその学生の部分です。 

学生の部分の奨学金を構築してその事業実施し

た場合に、どのぐらいの学生が集まれるかという

その予測みたいなものができているのでしょうか。 

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）：ご答弁をさせてい

ただきます。 

まず最初にメリットの部分ですけども、今現在、

村として考えている素案としては、先ほど村長が

言ったように貸与型という形で、国の貸与型の部

分でいくとですね、やはり所得制限含めて給付額

も大学の部でいくと３万円から６万円の範囲だと

いうところもありますし、大学院でいくと５万円

から１２万円の範囲だというところもあります。 

先日、３月４日の道新でも出てたと思うんです
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けども、大学のいわゆる進学費用、いわゆる準備、

出願する費用とかですね、学校納付金とか教科書

代、単純にその部分、引っ越し代も含めて平均１

７０万円というふうにも言われてます。 

これを含めて道内の保護者については、意見等

で四苦八苦をしていると。 

その中にはとても道外に行きたいという学生も

いますけどもそんな余裕が無いと、いわゆるでき

るだけ夢を叶えてやりたいというそういう意見も

載っていました。 

村としては、やはりこの国の支援制度だけでは

ですね、なかなか進学したくてもできない人も中

には出てくるのかなというふうにも思ってます。 

そういう意味で補完としてですね少し上乗せを

しながらしかも国の大学からじゃなくて、村には

高校もありませんので高校から支援をして、最終

的には貸与型ですから、戻してもらう制度にはな

りますけれども、できればその２本目の部分を含

めて、いわゆる村内に帰ってきていただいて、い

わゆる専門的な技術も含めて身に付けていただい

て、村内で仕事に就いていただいて、将来の村の

村づくりを担っていただければという意向も兼ね

て今現在２つの制度をいわゆる貸与型と給付型、

村内での就職を前提とした、民間企業に勤めたり

色んなところで手助けする部分で給付型というと

ころも現在考えておりますけども、いずれにして

も先ほど村長も言ってとおりあくまでも素案の段

階ですから、でき次第ですね議員の皆さんにもご

相談をさせていただきたいなというふうに思って

ます。 

素案がやはりできないとＰＲもできないという

ところもありますので、現状としては早急に素案

固めをして人数固めも含めて、これは財政的な面、

費用の面も当然予算の面もあると思いますので素

案の段階できちっとこうある程度の費用がどのく

らいになるのかっていうところも含めて提示して

いかなきゃいけないというふうに思ってますので、

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）：せっかくこういう仕

組みを作るわけですから、ぜひ仕組みを作っても

利用する人がいないとなってくるとこれは全然計

画倒れになってしまうのでね。 

ぜひやるんであればきちんとした計画を練って

使っていただくと、そういう制度を使っていただ

くということを進めていただきたいと思います。 

ただ、もう一つちょっと疑問なのがこれ村の奨

学金使って尚且つ国の奨学金って、ちょっと基本

的なものですけど、使えるものなんですかね。 

重複できて使えるものなのかというのをお聞き

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）：ご答弁させていた

だきます。 

現在でも色々な町の奨学金と、あるいは国でい

う日本学生支援機構の奨学金と併設しながら借り

るところも、実際には生徒もいますので、その部

分については問題ないというふうに認識をしてお

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）：そうしますと、重複

した場合にこれ今、村の場合はまだ素案ですけど

も、今、村の考えているその奨学金の金額ですよ

ね。 

と、その国の奨学金を使った場合のその最大奨

学金の金額というのはどのぐらいになるか今おわ

かりですか。 

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）：ご答弁させていた

だきます。 

ちょっと国のほうはその幅がありますので、最

大限６万円としても大学に行った場合については

７２万の４ですから、約３００万円くらいになる

と思います。 

それで村の予算としては一応今高校でいくと２

万円なので年間２４万ですか。 

それの３年間、高校でいけば３６万円。 

大学でいけば３万円なので、３６万の４年です
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から、１３０万円くらいです。 

総体で合わせると１５０万円を超えてきますし、

国の部分でいくと、いわゆる２００万円、約３０

０万円近い金もなりますけど、まあ借り方にもよ

ると思いますけども、これはやっぱり家計の考え

方でですね、最終的には学生が返していかなきゃ

いけない、あるいは親が返していかなきゃいけな

いというところもありますからその借り方の部分

についてはご家庭の中できちっと協議をしながら

ですね最大限どのくらい借りられるのかというと

ころは議論になってくると思います。 

ただし、村としてはその部分で最大限間口を広

げた中で、国の制度にプラスするような形の中で

準備をしたいなというふうに思ってます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：やはり国の奨学金で

すから、それなりの金額になると思いますけど、

最大、借りるとなると結構なものになると思いま

すけど、制度を作る側としては、関係ないのかも

しれませんけども、返済に困ってうんぬんという

話も、最近あんまり聞きませんけど、ちょっと前

まではありましたよね。 

もう奨学金全然払えないという人もいるようで

すんでね。 

それは今この場で議論することではないのでや

めますけども、ぜひとも使いやすい制度を作って

いただきたいと思います。 

それからもう一つの質問にあった社会人に対し

てのその資格取得うんぬんに関して、先ほど村長

言ってましたように考えているということですけ

ども、何故これ今言ってるかというと人手不足に

関して、例えばですよ、例えば大型の免許を取り

に行ってくださいと、これ一つの例ですけどね。 

行ってくれたら村も施設で働けますよだとか、

その村に関わる事業の中で、そういう免許を取る

ために出すっていう、取得資金ですか。 

出すっていうことを考えないものなのかなとい

う気はします。 

と言うのは、例えば今民間の加工場なんかでは

免許を取りに行けと言って、旅費から宿泊費から

全部含めて、小型車しか持ってない人に中型車取

って、尚且つ同時に大型車も取ってもらって重機

の大特の免許も取ってもらってという、全部出し

てやるからまず取りに行ってくれと、そして離職

しないようにうちのところにいてくれよという部

分も含めてそれはもう実際に民間で始まってるん

です。 

その行政版と言ったらおかしいですけど、そう

いう似たようなことをやって人材確保をしていく

っていうことも考えられないのかなと思いますけ

ども、それについて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。 

まず、第１点としては、国の制度にあります支援

制度がありますので、これはキャリアアップのた

めに各企業が申請をして受けるような制度があり

ますので、多分そういうの各企業さんのほうでな

かなかご存じない方もおられるかと思いますので

１回ハローワークのほうと相談をして、誰かに来

ていただいて、そういうような勉強会というのも

必要なのかなというふうに思ってます。 

また、社会人に対してというよりは、村として

はできれば企業に勤めていただいて、その企業に

補助金を出してそして色んな免許の取得をしてい

ただくような形のほうが私は良いのではないかと

いうふうに思ってますので、今議員のご提案あっ

たとおり個人に重機だとか大型を取っていただい

てどこかに勤めてもらうというよりはどこかの企

業に勤めていただいて、その企業に対して従業員

のスキルアップのために、キャリアアップのため

にどうだいというところで今後検討していきたい

なというふうに考えております。 

◯議長（太田宏司君）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：確かに国などでそう

いう制度、確かにあることはあります。 

ただ、私がなぜ今こういうこと言ったかという

と、その企業に出しちゃうと後々ね問題点が色々

出てくるんじゃないかという気もして、逆に私の
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ほうが控えめというか抑え気味に質問したんです

けども、本当はそこまでやっていただければ全然

問題ないんですけども、せめてその村に関わるこ

とであればということで質問させていただきまし

た。 

逆になんか質問者と答弁者が逆になったような

気もしますけども、そこまでやっていただけるん

であれば、その気があるんであればそれをやって

いただきたいと思いますけども、結構免許がなく

て仕事を辞めるとか何とかっていう話もたまに聞

きますし、それも含めてこれだけ人が減ってどう

するんだって話になってるわけですから、役場庁

舎の中もそうですし民間企業の中でもそうですし、

この奨学金制度も含めて、その資格取得の支援制

度ってものを今後できるだけ早く進めていただき

たいと思います。 

補助金をやっぱり使うことになると思うんです

よ。 

国や道の補助金使うことになると思いますけど

も、その辺のこと今村長言ったような補助金もあ

ります。 

ありますけども、今年度もう実際に使えるのか

どうかっていうのもあります。 

その担当課としてどの辺までそれを把握してい

るのかというのを聞きたいんですけども、いかが

でしょうか。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきます。 

国のほうの、民間いわゆる企業への資格支援と

しては、先ほど村長もスキルアップのための部分

というふうなお話をされましたけど、一つには教

育訓練給付金というところもあると思います。こ

れについては基本的には求職者だけじゃなくて今

の働いている人たちのスキルアップも含めた旅費

も含めた形の中で、そういう訓練給付金というの

もございますのでその辺も含めて今年度も国のほ

うの部分は、道庁のほうにも確認をさせていただ

きましたけれども、基本的には国のほうの制度は、

これは継続されてあるということなんで、この辺

のＰＲはしっかりして最終的には企業のほうにも

いわゆる費用を掛けないような形でハローワーク

の人たちも、そういうような講習会を村内で開い

てもらったりとか、例えばほかに行くとなればや

っぱり企業の旅費の負担とかも当然出てきますの

で、できれば国のほうにお願いしてそういうよう

な支援制度をこの村内でいわゆる研修みたいので

きないかというところも含めて働きかけていけれ

ばなというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

◯議長（太田宏司君）：山森君。 

◯議員（山森清志君・登壇）：検討したいというこ

となんで、了解しました。 

本日これ一般質問として、大きく分けて４つ質

問をしましたけども色々議論ありましたけども、

ぜひやると言ったからにはぜひスピード感を持っ

て、役場一体となって進めていただきたいと。 

またこれが来年の今頃の一般質問で出てこない

ように私も願いながら、質問を終わりたいと思い

ます。 

◯議長（太田宏司君）：５番、森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づきまして、質問いたしたいと思います。 

今回の質問については１項目、平成３０年度予

算編成と今後の財政推計についてという題目でご

ざいます。 

平成３０年度の予算編成にあたりまして、財源

不足の補填のため９，５９０万円の財政調整基金

の取り崩しを行っています。 

以前の私の一般質問で、財政状況に関する質問

の中で基金に頼らない財政運営、取り分け財政調

整基金の取り崩しの必要としない予算編成をお願

いしてきたつもりであります。 

昨年の３月定例議会でも一昨年と代わり映えの

しない「必要な財源は一般財源の創意工夫により

できるだけ捻出する」との答弁がありましたが、

平成３０年度の予算案では、ついに財政調整基金

に手を付け出したという形になっています。 

つきましては、下記の事項についてということ

で答弁を願いたいと思います。 
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４項目あげておりますが、似たような質問にな

っておりますので、途中で行ったり来たりするか

もしれませんので、その辺はご了承いただきたい

と思います。 

まず１つ目、平成３０年度の予算において、一

般財源の創意工夫はどこに表れているのか、この

説明をお願いします。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの森議員の

ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

平成３０年度の予算編成にあたりましては、昨

年１２月に予算編成方針を示した中で各課からの

予算要求を取りまとめ１月中旬から下旬にかけて

経常経費と投資的経費に分けて、予算査定を行っ

てきたところでございます。 

予算編成方針につきましては、総合計画に沿っ

た施策の展開やまちづくり懇談会をはじめとした

地域からの要望事項に対する対応など村政運営に

おける課題が山積していることを踏まえ、予算要

求を指示したところでありますが、予算査定前に

おける状況では一般会計歳入総額４３億２，７０

０万円に対しまして、歳出総額が５０億２，４０

０万円程度となり、差し引き６億９，７００万円

の財源不足という状況でありました。 

このため事務事業の優先順位の明確化と計上経

費の縮減を重点に置き予算査定を実施したところ

であり、具体的には各科目において前年度以下の

計上額を原則としたことや公共施設照明設備のＬ

ＥＤ化による電気料金の縮減など経常経費の縮減

を図ったほか、ふるさと寄附の増収に向けた取り

組みとして、各種媒体への広告費の増額計上など

の取り組みを行ったところでございます。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁を聞いた範

囲では、単に予算編成において査定の状況でしか

ないですね。 

実際にどこにどう表れたか、その辺の質問をし

てるわけなんですよ。 

この辺はまた改めてやっていきたいと思います

が、取っかかりとしてちょっとくだらない質問を

したいと思いますが、当初予算編成の資料を見ま

して、一番に目に付いたのが当初予算の概要の中

の基金残高の推計という表ありますね。これに目

が行ったんです。 

２９年度予算については、２７～３１年度、こ

ういった５か年ですか。これを示されています。

ですから２９年度にて３０、３１年の推計もして

ます。 

ところが今回の資料では、２８年度から３０年

度となっている。今後の基金の推移は示されてい

ない、この意図はどこにあるのかな。これも一つ

の工夫なんでしょうか。昨年度はとりあえずある

ことありましたが、福祉のまちづくり基金におい

ては、３０年度と３１年度は見込みの２分の１の

計上とこれしかしてない。 

大した変わりはないんですが、何故このような

状況にしたのか説明できればお願いしたいと思い

ます。 

◯議長（太田宏司君）：中山務課長。 

◯総務課長（中山 誠君）：お答えさせていただき

ます。昨年度、今おっしゃったように推計の分も

含めて載せておりましたけども、当該資料につい

てはあくまでも当該年度の予算概要ということで、

推計という部分の要素を入れるべきではないとい

う判断のもと、今年からその部分については削除

しております。 

それとは別に、あとの質問でも出てくるんで先

に出てしまいますけども、財政推計を作っており

まして、その中で一応平成３３年度までの基金の

推移については資料として作成はしているところ

です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：これでさっきの当初

の村長の答弁に戻りますが、平成２９年度におい

て普通交付税の算定誤り、これにより財源不足に

陥ったと。 

その際、歳出を削減して収支の均衡を図った経

緯があります。 

３０年度において、そのようなことがあると考

えられると思いますが、今回の予算編成において、
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一体どこまで踏み込んだ予算査定を行ったのか、

その辺を具体的に示していただけるんであればお

話願いたいと思います。 

◯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

ただきたいと思います。 

今回の査定については、あくまでも先ほど言っ

たように経常経費と投資的経費、できるだけ財源

不足が当初６億９，０００万円ほどありましたの

で、一項目ずつきちっと各課の部分を含めて聞き

取りをしながら精査をしていったというところで

ございます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：大したことはやって

ないというふうにしか考えられないです。 

続いて２番目、平成３０年度の予算編成にあた

り収支の均衡は取れておりますが実際の財源不足、

これはどの程度とお考えでしょうか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

平成３０年度の予算におきましては、基金繰入

金として４億５，０２０万円程度の計上を行って

おりまして、内訳としましては先ほどもご質問に

ありましたとおり、財政調整基金で９，５９０万

円、その他特定目的基金から３億５，４３０万円

程度となっております。 

実際の財源不足額として考えた場合、設置目的

から見ますと財政調整基金のみとなりますが、広

く捉えますと福祉のまちづくり基金からの人件費

充当分も含まれるものと考えております。 

福祉のまちづくり基金からの繰入金総額１億６，

８００万円のうち、人件費相当分は６，８００万

円程度でありますので、これらを合計しますと平

成３０年度当初予算時における純粋な財源不足額

が１億６，４００万円程度と認識しております。 

なお、普通交付税につきましては、正式な交付

決定が７月となるため未確定要素でありますが、

当初予算策定時では６，２００万円程度の留保額

として算定しており、この部分を除きますと１億

円程度の財源不足が生じるというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

◯議長（太田宏司）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと交付

税が６，０００万円程度、留保があるという中で、

大体１０億円ですか。 

間違えたかな。１０億円程度の赤字という考え

で良いんですよね、１０億円ですよね。１億円、

１億円。 

かなり私の考えている数字と違ってきているん

でちょっと意外ですが、ではここで質問したいん

ですが、プライマリーバランスという用語があり

ますが、この意味どなたかお答えできます。 

いなければいいです。 

これは基礎的財政収支という考えで、これの内

容につきましては、借入金ですね、要は借金を除

いた税金等による正味の歳入と借入金返済のため

の元利払いを除いた歳出の収支、これがプライマ

リーバランスということなんです。 

収支が均衡してれば財政が健全であると、これ

を簡単に言ってしまいますと、起債借入と利息を

含めた返済、これの収支になると思うんです。 

単純に借入、村で言えば起債ですね。 

それに国と違って村は基金の取り崩し等を行え

ます。ですから村で言えば、これに基金の収支を

含めるという形というふうに思ってます。 

それから昨年と今年もありますが、北海道市町

村備荒資金組合からの借入がありますね。 

これも当然借金として考えなければいけない。 

この備荒資金組合の車両譲渡なり備品の譲渡と、

そういった形で譲渡となっていますが、これは単

に借金で５年の年賦払いという形になるんですね。 

猿払村は実際どうなのか、私の計算では明らか

な赤字運営となってます。 

３０年度の予算で言えば、起債でいう借金、こ

れが１億５０６万８，０００円ですか。 

それから基金の取り崩し、これが３億４，５０

０万円程度。 



- 19 - 

そして備荒資金組合から４，０６０万円借り入

れてる。合わせて４億９，１００万円、これが純

然たる赤字というふうに私は捉えているんですが、

これについてどうお考えになるかちょっと説明、

答弁願います。 

◯議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

◯総務課長（中山 誠君）：ただいまのご質問にお

答えさせていただきます。 

今の議員のお話ですと起債を起こした部分、そ

れから備荒資金組合の借り入れ部分という部分は

赤字要素ではないかということでございますが、

ここら辺は考え方の部分あると思いますけども、

地方債というのは単なる借金という要素も当然あ

るんですけども、世代間の公平負担という意味合

いもありますので先ほどの村長の答弁のとおり、

そこら辺については赤字としては考えていないと

いうような整理をさせていただいております。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の総務課長の答弁

によりますと起債は借金じゃないんだと、単なる

後年度負担、要は赤字を単なる繰り延べしてるに

過ぎないというふうにしか捉えられませんよね。 

確かに交付税で後年度負担が出てきます。 

過疎債であれば７割ですから、元利の７割が交

付税で補填されます。 

だから仮に例えば今回１億借りたということは、

将来的に７割は交付税で返ってくる。 

ところが、その返ってくる時に対して当然交付

税その分の補填があるんですね。 

てことは、例えば１０年後に交付税が１億あり

ました、そうするとその中に入ってる要は起債償

還分、それが１，０００万円だとするとそのうち

の７割はあとで返ってくるんです。 

ですから、その今言っている現在の、例えば今

年の起債が１億円増えたと、それで単純にこの分

を借金として考えなくていいのかったら、そうに

はならないと思うんです。 

あくまでも借金は借金。 

当然返していかなければならない。だから総体

的に、起債の後年度負担が大体４割前後になるか

と思うんですけど、そういった分で必ず借金とし

て残って返さなければいけない。 

ちょっと質問を変えます。 

一般の企業において大幅な赤字が継続して見込

まれると、こういった場合はどのような手立てを

講ずるか。 

まず徹底した経費の削減を行い、リストラ、役

員及び従業員等の給与等の削減、それから不採算

部門からの撤退ですね、これはもう簡単に行いま

す。 

それから収入アップのためには商品代金の値上

げ、これが行われると思うんですが、村としては

簡単にこういった商品代金の値上げという部分は

あり得ませんね。 

住民負担の引き上げですね。今年の１０月に予

定している上下水道料の値上げ、こういった分で

しかない。 

猿払村は物を売って儲けるような形ではない。

まあ当然、地方公共団体ですからそういったこと

はあり得ないんですが、そういったことがありま

す。要はこの先、歳出の増額があっても歳入は増

えない、人口が増えるということも考えられませ

んよね。将来推計で減っていくと、そうすると人

口が減る以上は交付税自体も減ってくると、税収

も減る可能性があります。 

そうなるとこの先見えてきますか。 

このままずるずると基金を取り崩し、財政運営

を行っていくとすぐに基金は底をつくと、その後

はどうするんでしょう。先ほど３３年までですか、

財政推計が出てると言いましたが、その財政推計

の中でその分っていうのはどういう判断をしてる

んでしょう。 

ちょっとその辺考えて答弁を願いたいと思いま

す。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：結果的に平成３０

年度財政調整基金取り崩しとなっているというと

ころについては、この後の財政運営については、

やっぱり恒常的に財政調整基金に頼る財政運営で

はないということはもちろん承知しているわけで
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ありまして、今後の徴税の動きや国・道の補助金

の制度、村税収入の状況を見ながら判断していか

なくてはいけないと思っておりますけど、基本的

には行政改革の推進をしていかなければならない

ものというふうには考えております。 

例えば、先ほど言いましたように収入の確保に

ついては使用料の見直しの検討あるいは現在制度

としてある自主財源を確保できるようなふるさと

寄附金の増収に向けた取り組み、あるいは歳出で

あれば最終的には補助金の見直しやら病院改革プ

ランの推進、あるいは公共施設の維持管理の見直

し、公共事業の見直し等を現状でいけばやはり交

付税の動きを見ながら判断していかなくてはいけ

ないんだろうなというふうに思ってます。 

しかし、この部分についてはいずれにしても村

民生活、産業あるいは地域経済に大きな影響を及

ぼすというふうにも考えておりますから、慎重に

考えていかなくてはいけな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）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今、副村長から色々

な説明がありました。行革の推進、収入の見直し、

自主財源の確保、補助金の見直し、施設整備の見

直し、これらでどれだけ財源が生まれるんですか

ね。 

今年度の歳出を見ても後年度以降減らしていけ

る支出ですね、減らせる可能性のある部分という

のは本当無いんじゃないですか。 

だからこういった３０年度予算、こういった編

成になったと思うんですけど、来年度以降も今と

同じような形で行政を進めると当然歳入欠陥とい

うことはないですけれど、財源不足、こういった

ことに陥る。 

これは明らかに目に見えた現実ではないんでし

ょうか。 

その辺再度お願いします。 

◯議長（太田宏司君）伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）確かに今後、人口が

減っていくという状況の中では、当然議員ご指摘

のとおり地方交付税も減っていく、住民税も減っ

ていくだろうというような想定の中で、限られた

歳入の中で当然これから行政運営をしていかなき

ゃならないというところがあるというふうに思っ

ております。 

その中で最終的には、大鉈をどこかで振るわな

きゃならないところが来るんだろうというふうに

思っております。 

ただ、副村長が今言ったとおり病院会計にして

も、補助団体であるやすらぎ苑にしても、これは

なくてはならない施設であります。 

そういうところもこれからいろんな改革プラン

をしながら、各法人だとか色々な特別会計の中で

縮減をしていくような形で頑張っていかざるを得

ないだろうなと。 

その一方で、新しい産業の創出だとかいろんな

基幹産業のさらなる発展を目指していきながら、

そこにもやっぱり当然投資をしていかなきゃなら

ない、後押しをしていかなきゃならないというと

ころもまた行政の宿命だというふうに思っており

ますので、またその辺のバランスを取りながら、

これからしっかりと将来に向けて猿払村がつぶれ

ないような形で財政運営をしていけるような方法

でいきたいというふうに考えております。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：何かすごい他人事み

たいな答弁ですね。どこかで大鉈を振るう時が来

るだろう、いつなんですかね。もう当然この段階、

今やらなくちゃどうするんだと、そういう状況に

差し迫って当面してる、そうじゃないですか。 

まあ投資も必要だ。バランスを取る、いいです

よ。しかしながら、財政調整基金を取り崩します。 

いくらあるんですかね財政調整基金。 

３０年度の見込みでは６億９，８００万円、こ

れもあとでまた触れようと思ってたんですが、最

終的に２９年度決算、これがある程度まとまった

段階で剰余金が出てくると。 

それから来週には特別交付税が確定するという

中で毎年度、特別交付税についてはかなり流動的

であって毎年１億円前後かな、そのくらいの剰余
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金が出るはずなんですね。 

ましてや今回補正第十何号だったかな。今回こ

の後、上程される補正予算の中で除雪費で７，０

００万円という計上がされてますね。この部分に

ついては、確か２月くらいの新聞だったと思うん

ですが、国のほうもその手立てをすると、大雪に

対する手立てをすると、それが交付金になるのか

特別交付税になるのか、その辺がわかりませんが、

そういった中で入ってくる可能性がありますよね。

その辺は総務課長のほうが詳しいでしょうけれど。 

そうすると、当然この部分で２９年度の剰余金

が出ると。そうすると、その剰余金については専

決予算により各基金に振り向けるか、それとも翌

年度に繰り越して２分の１を財政調整基金に積み

立てるという形になりますが、ついでと言っては

悪いんですが、今の除雪費ですね。その辺の情報

はどの程度まで入ってるのか、ちょっとそれだけ

わかる範囲で説明願います。 

◯議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

◯総務課長（中山 誠君）：お答えをさせていただ

きます。 

正式な文書等での通知は今のところありません

けれども、過疎地域全国組織の団体からのメール

マガジンの中でですね３月に除雪費の特別交付金

が措置される見通しであるという情報はキャッチ

をしております。 

ただ、猿払村が該当するかどうか金額も含めて

詳細な把握は今のところしておりません。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：とりあえず総務課長

の答弁では、情報はあると。 

ただ、猿払村が該当するかどうかはわからない

と、それはさておきまして当然さっきも言ったと

おり、２９年度の決算において、剰余金が間違い

なく発生しますね。 

そうした中で若干の剰余金については基金に積

まれる、そういった形には必ずなります。 

だから単純にはいきませんが、財政調整基金が

６億９，８００万円、これが７億円と考えます。 

このまま単純にですね積立をしないような考え

でいきますと、約９，０００万円ですから７年、

７年あれば財政調整基金はなくなると。 

まだ４番の質問の将来推計ですね、財政推計で

すか。この資料できれば順番が逆になりますが、

出来ているのならちょっと事前にもらえないかと

いう話を事務局を通してお伝えしたかと思うんで

すが、その辺はもらっていないのでどのような推

計がされているかわかりませんが、財調がどの程

度までもつのか、その辺の考えはありますか。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていた

だきます。 

議員おっしゃるとおり、現状の９，５９０万円を

取り崩すと、６億９，０００万円、約７億円、積

み立てが平成２９年度剰余金があればおそらく７

億円くらいになるんだろうというふうに思ってま

す。 

単純にこれをどんだけもつんだというところで

はございますけども、やはり先ほど来言うように

やはり歳出、平成３０年度においては特に執行段

階においてもやはり鋭意知恵を絞らなきゃいけな

いというふうに思ってます。 

その上で交付税の動きもございますし、村税の

動きもありますので今どれだけこの財政調整交付

金が何年間もつんだというところについては、定

かというか、はっきりは言えないと思ってます。 

できるだけこの財政運営をしっかりするにはや

はり歳入が欠陥しないようにいわゆる行政改革を

しながらでも歳入の確保をしなきゃいけないし、

一方でふるさと寄附金の制度が今現状ではござい

ますから、その辺も含めて力を入れていかなきゃ

いけないんだろうなというふうにも思っています。 

以上です。 

 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：歳入確保うんぬんと

いうことでふるさと寄附金に触れましたが、この

件を質問するつもりはなかったんですが、今ふる

さと応援基金を出されたんでまたちょっと触れた

いと思いますが、平成２９年度１億８，０００万
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円、１億９，０００万円近くまでいくのかな。 

その中で、実際に１億円を超える部分が確か委

託費として出ています。 

そうした中で、仮に２億円、３億円になったに

したって半分以上、手数料なりで消えていくと、

基金に関してはこのふるさと応援基金、これに積

み立てて毎年このまま推移すれば８，０００万円

前後で推移すると、同じ金額でいけば８，０００

万円くらいは積み立てになるという中で、今年で

４，３００万円ですか、取り崩しやりますね。こ

の程度の取り崩しであればなくなることはないで

しょうけれど、ほかの基金も当然減ってきます。

今年の基金の取り崩し、何度も言いますが４億５，

０００万円ですね。 

３０年度末の見込みで２２億円ですか。単純に

この２２億を４億５，０００万円で割ったらいく

らになります。 

まだ財政推計が手元にないというか示されてい

ないので、はっきりしたことは言えませんが本当

に来年度以降ここまで基金を取り崩さない財政運

営ができるとお考えですか。 

答弁願います。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をいたした

いと思います。 

来年度以降の再三申し上げますけども、地方交

付税の動きいわゆる国の補助金の動き、そういう

のも見極めながらですね現状では考えようと思っ

てますけども、基金を全くゼロで例えばふるさと

応援基金にしてもいわゆる公共施設の維持の基金

にしても、全くゼロで推移できるというところで

は現状ではないというふうには認識をしておりま

す。 

ただし、住民に直結するような事業があれば、

当然ふるさと応援基金を使わせていただくことに

ついては視野に入れなきゃいけないですし、公共

施設の補修があれば、公共管理計画も含めて今個

別を作成中、申し訳ないですけど遅れてますけど

も作成中でありますし、その辺の推移を見ながら

やはり直さなきゃいけない、維持しなきゃいけな

いものについてはやっぱり維持をしていかなきゃ

いけない、そういう時には最終的には基金を取り

崩さなきゃいけないというところも現状ではある

ものというふうには思っておりますけども、最終

的な予算編成の中では基本的には先ほど申し上げ

ているとおりやはり基金に、議員もおっしゃると

おりできるだけ基金に頼らないような財政運営を

していかなければならないということは村として

は考えていると、それは認識として当たり前に思

っているということでございます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の副村長の答弁で

できるだけ基金に頼らない財政運営と確かに言い

ましたよね。それで４億５，０００万円ですか。

何かつじつまが合わないですよね。これが去年よ

り多少でも減っていればまた言い方も変わります

よ。何か質問に窮するところがありますが、本当

に将来的なこと考えてるんですか。お答え願いた

いと思います。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君）：当然、予算編成時について

は財政調整基金、それぞれの目的基金があります

けれども、最初からこの基金ありきで予算編成を

決して組んでるわけではございませんので、最終

的にどうしても住民直結するサービスだとか、ど

うしてもやらなきゃならない事業についてはこれ

はもう財政調整基金若しくは目的基金を取り崩し

てでも単年度でやらざるを得ないというところは

現状でございます。ただ、事務事業評価の中で本

当は平成３０年度にやらなきゃならない部分につ

いても、全体的な財政的な支援を見て取り止めを

するとか、先送りする、先送りするということは、

その分また後年度以降の歳入歳出が増えてくると

いう可能性はありますけども、そういう状況で創

意工夫をしながらやっていってるという状況でご

ざいますので、決して無駄なお金を使ってるわけ

ではないというような形の中でご理解していただ

きたいというふうに思っております。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 
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◯議員（森 克彦君・登壇）：今村長から先送りで

きない事業と、そういった部分があるということ

は、来年からなくなる事業があるんですか。今年

で終わる事業ってどんだけあるんですか。その説

明を願います。 

◯議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２：０５分 

再開 午後 ２：２０分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

一般質問を続行いたします。 

眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

質問について、今年度で終わるような事業とい

うことの解釈をしております。 

本数的には何本かあるので、大まかな大きな総

事業費のところだけを言わせていただければとい

うふうに思います。 

ご勘弁願います。今年度の部分でいくと、知来

別小学校の大規模改修事業、旧役場庁舎解体工事、

地域情報通信基盤屋外拡声器更新工事、その他主

要事業一覧表の中の３５から３９、教育委員会関

係の学校関係のトイレの改修とか小学校の遊具の

設置工事あるいは高圧引込ケーブルの改修工事と

いうのが主なものになってくると思います。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の副村長の答弁で

は、知来別小学校の大規模改修、旧役場庁舎の解

体、それから屋外拡声器でしたか、こういった分

が大きな事業となっておりますが、まず一つは知

来別小学校の大規模改修、これは起債事業ですね。

単費はほとんどない。 

旧役場庁舎、これは公共施設維持補修基金これ

は全額、それから屋外、これについては市町村備

荒資金組合の譲渡かな、これになってたかと思う

んですよ。 

そうすると、これら全くなくなっても単費どれ

だけ減るんですか。 

微々たるものですね。その辺を踏まえて再度答

弁願います。 

◯議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２：２４分 

再開 午後 ２：２８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。 

眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁を申し上げ

たいと思います。 

単純に一般財源の部分のご指摘だというふうに

も思ってますので、今年度でというところについ

ては小さいですけども、乳牛感謝の碑とかふるさ

との家レストラン入替工事、ふるさとの家厨房備

品購入とかそういうところだと思ってます。 

総体的には主要事業一覧表の一般会計財源、一

般財源１億１，１４９万５，０００円の中の部分

だというふうに考えております。 

この部分で昨年できて、いわゆる今年に基金を

入れなきゃいけないというところの部分について

は、大きな要因としては今現行で推計しておりま

す地方交付税について、１億４，３００万円ほど

の減収が大きな要因になるというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：さっきの質問の答弁

とかなり違いますね。 

特別、今年度だけというのがほとんどないと、

一般財源の部分がですね。 

主要の事業一覧これを見ると、で交付税が１億

４，０００万円減ったと、それで９，５００万円

ですか、これの財政調整基金の取り崩しという結

論です。 

これでよろしいんですね。その前にですね先ほ
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ど総務課長から４番の質問の将来推計ですね、こ

れの資料が、財政推計の資料をいただきましたの

で、これ順番的に最後にしようかと思ってたんで

すが、先にやっちゃっていいですか。 

それで１ページなんですけれど、財政シュミレ

ーション、これの下段のほうにありますが、一番

下ですね。 

財政調整基金繰入なしの場合ってことで、３０

年度で９，５９０万円。三角ですね。３１年度は

載ってない。 

３２、３３で１億２，０００万円、２億７６０

万円というような数字が載ってますが、これはあ

くまでも推計だと思いますが３１年度は財調の繰

り入れがなくても財政運営はできると。 

３２、３３は１億円、２億円合わせると３億８，

０００万円、この程度の財調の取り崩しが必要に

なってくるという推計でよろしいでしょうか。 

◯議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

◯総務課長（中山 誠君）：お答えさせていただき

ます。下段にある財政調整基金繰入金なしという

場合、額については端的に言いますと財政調整基

金を入れないと、収支均衡がとれないという意味

でございます。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：そうしますとですね

仮に全く積み立てをしないとした場合、ほぼ半分

ですか。これだけ財調が減ってしまうと。 

このとおりにはいかないだろうと思いますし、

３１年度も本当に財調の取り崩しをせずに財政運

営できるのか、今から見通せというのもちょっと

無理があるかもしれませんが、はっきり言って２

０年度で９億５，０００万円足りない、３２年度

で１億２，０００万円足りなくなる、なぜ３１年

度はゼロで収まるのかな。 

まず交付税は先ほども言っているとおり増加の

見込みがありませんよね。 

村税も増加の見込みがないとした場合、果たし

てここまでの数字でいいのかなと思うんですが、

その辺の答弁をちょっと村長にでもお願いしたい

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）：当然そのような形で

努力をしていくという形の中でしか現状お答えで

きません。 

当然基金は議員のおっしゃるとおり使うなと、

借金はするなという状況の中ではなかなか行政運

営はしていくような形では非常に難しいかと思い

ますけど、そういう財政調整基金を極力またはそ

の他の目的基金も使いながらですね、ある程度、

財調は取り崩さない中で行政運営をやっていきた

いと、その部分については当然毎年そういうよう

な心構えで予算査定をやってきておりますし、職

員もそういうような気持ちの中で事業執行はやっ

てきているというふうに思っておりますので、今

後そういうような形で取り組んでまいりたいと思

っております。 

ただ、使わないかどうかという部分については

今、来年度の平成３１年度の予算については、ま

た先送りした事業等もありますけども、またそう

いうことも検討しながらなるべく財調のほうには

手をつけないような状況の中で予算編成をしてい

きたいというふうには考えております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：全く、こういう言い

方していいかどうかわかりませんが、言ってるこ

ととやってることが一致しない。かなりな矛盾が

あるというふうに考えております。 

ちなみに、財政基金条例、これは村で昭和３９

年の条例第８０号ですが、処分ということで第６

条に規定があります。 

第１号で経済情勢の変動等による場合、それか

ら第２号で災害発生に伴う経費の支出、それから

第３号でその他特別の事情による経費、これらに

より財政が著しく不足する場合に処分することが

できるとありますよね。 

実際のところ、この１号から３号どれに該当し

て９，５００万円なんですか。 

答弁願います。 

◯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）：ご答弁させていた

だきます。 

いわゆる地方交付税の落ち込み等を含めるとい

うところになりますと、国の経済状況の部分とか

いろいろな状況があると思うのでいわゆる経済状

態だというふうにも思っておりますし、その他ど

うしても今年度ですね、やはり住民サービスの低

下を招かないような執行をするような部分も含め

てそれは財政調整基金で最終的には賄ったという

ところでございます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の財政事情うんぬ

んと言いましたが、この変動ってどこまで変動と

いうふうに考えるのか、この交付税の減額っての

はもともと見込まれていたような状況ではないか

と思うんですよ。 

国の財政事情、先ほど言いましたプライマリー

バランス、これは真っ赤っ赤、好転する要素を全

くないという中で交付税を増やすというような要

素がない。 

一時、自民党政権が民主党政権なりですね、そ

の前段で小泉内閣が三位一体改革ということで交

付税をどんどん減らしだしたと、その時に猿払村

も金がなくなって財政調整基金なりほかの基金を

どんどん取り崩し２０億円を超えた基金が確か８

億円かそのくらいまで減ったような状況があった

と思うんですね。 

その後に自民党政権が崩壊し、民主党が政権を

取ったと、そうした中で一気にまた交付税を増や

してくれたと。 

そうした中で猿払村の基金も９億円を下るよう

なところから２０億円を超えるまで基金の積み立

てができたという部分です。 

そうした中でこれからは一気にこの基金を取り

崩しながら財政運営をしていかなければならない

ような状況になったと、この部分が財政状況の変

動という著しい部分に当たるというお考えでよろ

しいんですか。 

◯議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

◯副村長（眞野智章君・登壇）：答弁をさせていた

だきます。 

基本的には交付税の落ち込みというところにつ

いては、想定されるところもありますけども１億

４，０００万円ほどのところまで落ち込んでいる

というところについては、やはり国の事情もいろ

いろある部分があって最終的には１億４，０００

万円を最初からこれだけ落ちるという見込みはな

かなか立ちづらかったのかなというふうにも思っ

ておりますし、国の制度として、いわゆる地方創

生交付金のほうへ財源等の部分については相当数

回っていってるのかなというふうな気もしており

ますので、やはり事務事業の執行にあたっては、

そういう交付金を含めた使い方は取ってくるとい

うような発想も含めて、知恵を絞らなきゃいけな

いんだなというふうに思ってます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の副村長の答弁で

財政運営に知恵を絞るというような言い方をされ

ましたが、果たして本当に、何回も言いますがど

こにその部分が反映されているのか。今回の９，

５００万円ですね。 

この取り崩し、単に歳出が超過した、そのため

財政調整交付金に手をつけたとそれ以外に私とし

ては考えられないんですよね。これがまた来年も

続くのかと思うとぞっとします。 

これ以上言っても答弁は同じような回答しかな

いと思うんで、この辺をやめて最後に３番目の福

祉のまちづくり基金の取り崩しの増加の要因につ

いてということで記載しておりますので、この辺

について答弁願います。 

○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。 

福祉のまちづくり基金からの繰入金につきまし

ては、平成３０年度は１億６，８００万円程度を

計上しており、前年度と比較しますと２，０５０

万円程度が増加しております。 

平成３０年度と平成２９年度の比較におきまし
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ては、楽楽心の運営費に対しましては、介護報酬

等の収入が通年となったことにより管理経費に対

する基金充当額が１，９１０万円程度の減少とな

りましたけれども、一方で職員の新規採用に伴う

給与費への基金充当額が２，７７０万円程度増加

したほか、社会福祉法人猿払福祉会やすらぎ苑へ

の運営費補助金に対しまして、介護報酬の引き上

げ改定の影響などにより約９６０万円が増加した

ことが主な要因となっております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の村長の答弁で介

護報酬等の改定ということで、やすらぎ苑のほう

については増えるというような形になっているの

かと思いますが、確か今年の４月に向けてまた介

護報酬かな介護報酬というかやすらぎ苑の措置費

ですか。そういった分の改定があるような話をち

らっと聞きました。 

その部分ある程度反映されていると思いますが、

下手すると今回の計上をしている以上にまたやす

らぎ苑に対する補助金が増えるかというふうに思

います。 

実際のところ昨年の１０月に楽楽心を開設して

運営したということで、その辺のやすらぎ苑と楽

楽心、前回もちょっと質問しましたが、大して影

響はないような話もちらっと言われたような気が

するんですが実際のところ開けてみてやすらぎ苑

に対する今回３００万円の補正ですよね。 

そういった部分、その分も含まれてるのかどう

か、その辺だけとりあえず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）：ご答弁させていた

だきます。 

やすらぎ苑への影響の部分については、社会福

祉法人猿払福祉会のほうからの資料をもらってお

りますけども、収入ダウンの部分については、約

２２２万円ほどだというふうに聞いております。 

この部分については今年度の経常経費補助金の

中に含めた形で算出をしているということでござ

います。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。    

○議員（森 克彦君・登壇）：ちょっと聞き取れな

かったんですが、今の２２２万円というのはやす

らぎ苑の収入が減った部分というふうな考えでよ

ろしいんですか。 

それと楽楽心の影響、その辺をお聞きしたかっ

たんですが。 

◯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。 

収入の減、先ほど言った２２０万円の部分につ

いてはデイサービス、訪問事業の部分でのそれぞ

れの収入減ということになってます。 

これについては小規模多機能施設への移行とい

うふうに聞いております。 

それとその部分については人数的な部分で言う

とデイ２名と訪問１名の計３名分が減少というふ

うになってます。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと、楽

楽心の影響でやすらぎ苑に関しては２２０万円程

度の減収になったと、その分は当然、楽楽心のほ

うの収入になるかと思うんですよね。 

同額になるとは限らないと思いますが、そうい

った意味でそう差はないのかなと思います。 

しかしながら、間違いなく影響は出てきたとい

うような形ですね。 

この先猿払福祉会、こちらのほうの運営、どう

なるかというそういった見通しがあるのかどうか、

その辺をお聞かせ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）：今後、介護報酬等の

改正等もあるかと思います。 

また、そこに勤めていただいている従業員の人

件費等も鑑みますと、人件費は当然上がっていく

だろうと、さらにそこの施設及び備品等について

も老朽化していくと当然更新という形の中で出て
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くるだろうという形を鑑みますと、今現状で補助

金と出しているやすらぎ苑のほうについては、減

少は多分しないだろうと、ある程度少しずつ増額

していくだろうというふうに考えますけれども、

そこの中で法人としてやはり運営については鋭意

努力していただけるようにお願いをしているとこ

ろでございます。 

◯議長（太田宏司君）：森君。 

◯議員（森 克彦君・登壇）：とりあえずやすらぎ

苑についても今後補助が増えていくというような

形、来年度以降を見た場合ですね交付税は増えな

い、税収は増えない、それ以降の経費については

徐々に増加していくと。 

まあ村の職員についても人件費が上がっていく、

この先確かそうそう定年退職者は出てこないと、

途中退職者はかなりいるようですが、そういった

分の人件費の影響は退職による分はなくて増えて

いくと。当然定期昇給の分、こういった分がある

んで増える。それからほかの分の歳出ですね。例

えばホテルさるふつですか。そちらの分も指定管

理料が増えていくと。 

ほかにも増える要素はあっても減る要素がない

というふうにしか考えられないんですね。そうし

た中で、今後の財政運営を考えた場合、どっから

財源を出すのか。今年行った基金の取り崩し、４

億５，０００万円ですか。それから財政調整基金

９，５００万円。これが減る要素が果たして本当

にあるのか。 

財政推計では、来年度は財政調整基金は取り崩

さないというような財政推計ですが、果たして本

当か。ましてや３１年、３２年については合計で

３億円を超える財政調整基金の取り崩しが出てく

る。基金がどんどん減っていくんですね。 

増える要素といえば、ふるさと納税による基金

増。まあそれは１億円を下らないだろう。この先

ふるさと納税がどっと増えるという要素も早々な

いような気はするんです。猿払村が何か特別な要

素を打ち出せば、増える要素はあります。 

そうした中で本当に将来、この財政推計は３年

先です。５年、１０年先を考えた時、猿払村がど

うなるのかその辺をしっかり考えて財政運営をし

ていただきたい。 

この件に関しては答弁いりませんので、これで

一応時間もかなり経過しましたので、私の一般質

問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

３時まで。 

 

休憩 午後 ２：５０分 

再開 午後 ３：００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。 

野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：３点につきまして質

問をいたしたいと思います。 

一番最初に自然エネルギーについて、風力発電

の可能性を探求すべきではないか。 

平成３０年度、この猿払村内に民間事業者が村

内に９機の風力発電を開始する計画が昨年に浜鬼

志別の会館で説明がありました。 

私もちょっとびっくりはしましたけれども非常

に可能性のあるものだなというのと何か非常にあ

たふたという感じで売電の価格がこれ以上になっ

たら今度下がるのでもうとにかく３０年度中に稼

働するというような、たいへんあたふたな説明で

ありました。しかし考えるにですね、今原発、日

本の中で動いてるのって何基動いてますか。ほと

んど止まってますよね。 

これから今、石狩湾だとか天然ガスですとか、

いわゆる油ですとかそういうものがやはり高止ま

りになってる。 

それとこの何て言うんですか、車の社会も、２

０４０年度くらいになるとヨーロッパを中心とし

て、そしてまた今爆発的に経済が発展している中

国やインドでもやはりこの油ではなくてＥＶ、電

気エネルギーにシフトしている。そうすると非常

にこのバッテリーの寿命といいますかね、そうい

うものが新しく開発されてきて、今あわててどう
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のこうのするということではなくてですね、やっ

ぱり近い将来に向けてこういう猿払村内でやっぱ

り私はこの風が強いという印象がありますし、ま

た近く稚内市でも昨年は増幌地区ですか、民間の

業者が大型の風力発電を９基くらい稼動させてい

る。 

猿払村もそういう安定的なエネルギーを自前で

持つこと、全然風が吹かないで地形がそういうこ

とで風が無理だっていうんであれば話は別なんで

すけど、そういう資源があるということはやはり

検討していく価値があるのではないのかなと、そ

の辺についてひとつお尋ねしたいと思います。 

◯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。 

皆様ご存じかと思いますけれども、現在村内に

はどちらも民間ではございますけれども恵山辺地

区におきまして大型風力発電施設１カ所と小型風

力発電施設１カ所の２施設が北海道電力への売電

を目的に稼働をしております。 

また、新たに北海道電力への売電に向けた小型

風力の申請件数は議員おっしゃられたとおり９基

あります。 

その後確認したところ、今年度分につきまして

は３０基ほどと聞いております。 

その後、各企業が経済産業省の審査・認定を受

け、建設に進んでいくものと考えております。議

員ご質問の地域発展のための風力の活用について

でありますが、平成２８年に村が所有する遊休地

２カ所を民間に貸し出し、各種風力データの採取

やそのデータの小中学校での活用と視察の受け入

れ、また街灯への電力の利用など村への協力を求

めながら小型風力発電施設建設の協議を行った経

過があります。しかしながら、建設目前で予定機

種のトラブルが発覚し、計画が取り下げられてお

ります。小型風力発電施設は建設費などで３，０

００万円程度が必要とされており、北海道電力へ

の売電が有効でありますが、その買い取り価格が

来年度申請分から大幅に下がる方向で協議されて

おりますことから、売電以外の効果的な活用方法

を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）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：今村長さんのほうか

ら平成２８年ですか、風力データを取ったとそう

いう答弁でございました。 

値段がこのままだったら今の引き取りの値段だ

けだったらどうなんですか。値段が下がったから

しない、ほかの民間のところも駆け込んでやって

るんですけど、値段がそのままでしたら村として

は小型風力でもどうですか。参入するというよう

な考えはありませんか。 

◯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。 

村として、独自に小型風力発電を建設して参入

していくというところではなくて、あくまでも民

間の方々にお任せ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）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：民間の方々が入って

いただくということもたいへん結構なことだと思

います。 

ただ、値段が安くなるというのはひとつの国の

政策の中でやっぱりエネルギーの価格が不安定だ

ということからだと思います。 

しかし私はですね将来的にやはり油それからガ

ス、そういうものはやはりもっと高止まりになる

だろう。 

一番手近なガスそれから油、そういうものがや

っぱり大きな人口を有している中国やインドなど

そういう所となかなか対等に値を張ってやるとい

うことに関してはこの国際的に大変なことだろう

とそういうふうに思うところであります。 

それはそれとして、風力の可能性がある地域だ

けにやっぱりそういうものを伸ばしていけるよう

な施策を施していくべきではないだろうか、そん
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なふうに考えるところであります。 

村長さんは民間に開放すると、こういうことで

ございますが、発電をやはり考えていっていただ

きたいなとそんなふうに考えるところでございま

す。 

それからもう一つの自然エネルギー、２番目の

堆肥による発電プラントの村内での増設の可能性

というのはたいへん今この猿払村の産業は今は１

基だけでありますけれども村営牧場や、また大型

の経営体が今出現してきていると、あるいはまた

そういう大型の経営体同士の近隣でそういう発電

のプラントができないだろうか、そういう可能性

があるのではないかと、それも一つですね猿払村

の産業の構造から見てやはり身近なそういうもの

を十分にエネルギーとして変えられるのであれば

非常に良いことだなというふうに思いますが村長

さんのお考え方はいかがでしょうか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

議員おっしゃるとおり、家畜糞尿を原料とする

バイオガスプラントにつきましては、村内で１基

が順調に稼働しております。 

議員もおっしゃるとおり本村のように酪農地帯

においてバイオガス発電の可能性は大きいと考え

ており、北海道電力などと情報交換を行っており

ます。 

一方でプラント設置には多額の費用が掛かりま

して北海道電力への売電が経営安定の前提となり

ますが酪農家周辺における電線の空き容量が非常

に少ないことから売電のため連携困難な状況とな

っているのが現状でございます。 

今後は、送配電線の増強などによる連携の可能

性やまた道内でも研究されている水素ガス製造の

実証化なども推移を鑑みながら考えていきたいと

いうふうに考えております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：北電に送電をされる、

それが非常に難しいのではないかというお話でご

ざいますが、去年の秋ぐらいの朝日新聞にですね

非常に京都大学の教授さんの記事だったと思うん

ですけど、２面ぐらいにたいへん大きく今の北海

道内の送電網の整備、あの使用範囲というのがで

すねまだまだ相当量な空き容量があるとそのよう

に新聞に出ておりました。 

ですから、私はそれは北電さんのあれの計算の

方法はもう何でも全部全て最大値にとって、そし

てその空き容量が無いと言っている、その教授さ

んの考え方はですね。 

そういうふうに言っているようですけど、実際

は空き容量はもっともっとあるというようなお話

でございました。 

ですから、そういうのもやはり一つの地域エネ

ルギーの持っていき方としてお勉強もされて、私

たちも一緒に勉強しなければならないと思います

けれどもやっぱり原料をやはり生かす、そしてま

たそういうものを経営の糧として使えるのであれ

ば生かす、そういうところにやはりまだ規制が入

っている、それを少しずつでも破ってそういうと

ころに入っていく努力は必要ではないかと思いま

すがそれにつきましては村長さんの考え方はいか

がですか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

平成１８年に本村において地域新エネルギービ

ジョンというものを策定させていただきました。 

さらに、平成２１年か２２年だと思いますけど

も、バイオマスタウン構想というのも策定しまし

た。その中で家畜糞尿を利用した発電という中を

うたっております。 

その中でいろいろ種々検討をしながらこれは酪

農家さんの協力を得なければなかなかできない、

どういうような手法でやるのか、大型な法人にお

ける酪農家さんでやっていただくのか、それとも

いろんな農家さんが拠点をつくっていただいて拠

点回収をして堆肥を集めてバイオ発電をしていく

のか、いろんな種々検討をしてきたんですけども、

なかなかそこのところには上手くいかなかったと
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いう状況の中で当時、委員さんでありました北の

大地さんで自発的に自分のところでぜひ取り組ん

でみようというような考え方の中で数年経ちまし

たけども、やっていただいたという経過もありま

すので、今後こういうことも含めながら家畜糞尿

の処理の部分というのは今後堆肥場も含めて必ず

問題になってきておりますので、どういうような

形でいくのかということも含めながらＪＡさんと

も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）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：今１軒やっていらっ

しゃる北の大地さんの売電の今の状況、収支の状

況みたいのは村のほうでは把握とかあるいは情報

収集等はそういうのは努められておりますか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：現状としては把握は

しておりません。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：現状把握していない

んならこれ何も質問しても何も答えが出てこない

っていうことでないの。 

こういうことを書いてあるということは、当然

そこまで質問いくんじゃないですか。 

産業課長さんとかも聞いていないんですか。 

◯議長（太田宏司君）：小林産業課長。 

◯産業課長（小林智司君）：ただいまの質問にお答

えをしたいと思います。 

現状の今の施設についての売電の価格という話

については、こちらのほうではまとめてはおりま

せんが、当初の計画の案というものについては、

当初の計画書の計画の中では大体家畜糞尿の１あ

たりのトン数的に３８トン、そのうち発電機用の

発電について約２４００ｋｗくらいの発電の量が

出るような形になってます。 

当時の買い取り価格につきましては、３９円ｋ

ｗアワーという価格が計画書のほうになってござ

いますので、現在これがどのように稼動してるか

っていうところまでは押さえてません。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：計画のとおり２４０

０ｋｗ、３９円であればかなりの金額になるんで

はないですか。 

この小型風力発電のこと３０年度に私説明を聞

いたところでは９基の説明だったんですけど、大

体１基３，０００万円ぐらいするそうです。 

そして、その売電収入が約４００万円ですか年

間。７メートルの風、そして年間４００万円の想

定をしている。 

２０年間８，０００万円、それで１年に１回、

２５メートルぐらいの高さですから倒して、何日

間かはそのメンテナンスにかかる。また、こう戻

してまた回すと。 

ただし、電柱よりあまりにも遠いところになる

と非常に引込の関係からコストが掛かると。 

ですからやはりできるだけ電柱に近い所あるい

は施設というんですか。 

やっぱり工事をするのに道路に近い所というよ

うな制約があるそうでございますが、儲かれば何

でもやるのが今の世の中かもしれませんけども、

しかし今度それが儲かるとなると、ばらばらばら

っとやって、そして一気に今度値段が半分の２０

円になると。 

こんな、私ちょっと馬鹿な、馬鹿なと言ったら

おかしいですけど、一つの国のエネルギーの施策

が４０円から２０円に変わる、しかし、私たちが

消費する電力ってのは値段変わりませんよね。 

高くなっただけですよ。そういうことからです

ね、村としても安定的なこういう地形、背景にあ

るわけですから、そういう安定的なものをやっぱ

り村としてもつくっていくということも私は必要

ではないのかなと思います。プラントにつきまし

ても、堆肥のプラントにつきましても、これは農

家の方々がいろいろな形で研磨されるわけですか

ら、もしそういう方たちが出られましたらですね、

これ村も力をあげて後押しをするべきではないの

かなとそんなふうに思うところです。 

次、２番目の福祉施策について。 

１番目、楽楽心へ、先日の議会のふれあいサロ
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ンへの出張をした時の私がちょうど担当して座っ

た時の話でございます。 

お座りになった方々は鬼志別の方が２名、男の

人が１名、それからあと浅茅野台地の方々の女性

の方々がほとんどでございました。 

そうすると楽楽心へ通所するには、大体座って

いる方々を見ると７、８人くらいいらっしゃいま

した。そして１回で行けないんだよねと、それも

福祉タクシーで来てもらって２台目来て、今度お

互いに乗って、そして着くのも時間差がある。 

そうすると乗ってる間にいろんな話をしたりし

て、何か行ってから話が共有できない、そんなん

でそういうちょっと大きな乗り物を出してもらえ

ないだろうかというようなお話でございます。そ

のような１回で乗れるような対応はできますでし

ょうか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

多分全員で乗れるような車両の確保をしていた

だきたいというようなご要望かと、ご質問かと思

いますけれども、現在福祉タクシーつきましては

楽楽心の開設に伴って高齢者の移動が多くなるこ

とから昨年１０月に１台を増台させていただいた

ところでございますが、新年度からはデマンドバ

スとの一体化した効率的な運行体制を図ることに

より、さらなる利便性の向上に努めることとして

おりますので、当面では福祉タクシーの利用によ

り対応していただきたいというふうに考えており

ます。 

この部分につきましては、７人乗りの車両とい

うふうになっておりますので、そういう形の中で

順番に利用していただきたい、できれば１０人乗

り、２９人乗りというようなバスも検討していき

たいところでございますけども、なにぶん運転手

の確保がなかなか難しいという状況の中で、今鋭

意努力をしておりますので確保次第、もうちょっ

と充実した車両体系といいますか利用していただ

けるような、高齢者のみならず子どもたちも利用

していただけるような体制にしていきたいという

ふうに考えておりますので、現状としては少しま

た大きくした車両が１台増えますので、その中で

当分の間、我慢をしていただきたいというふうに

考えております。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：ちょうど皆さん方、

台地のほうの方だったんですけど、そしたら朝の

通学バスでもどんなもんだろうねと、それは何か

なんて言うんですか。 

浅茅野はちょうど共和地区というんですか、そ

っちのほうへ行くと浜頓別のほうの管轄になるも

んですから、そっちのほうは通学バスも前もって

予約しておくとお年寄が一緒に乗って行ってそし

てまた帰りの時間に必ずしも乗ってくるのではな

くて朝そういう形で浜頓のほうは利用できるんだ

よねというお話だったので、あえてですねその７

人乗りのバスでもまたもし通学バスのほうでも足

の確保ということでは同じかなって、その辺はま

た村のほうの判断に任せるような形にして、でき

るだけそういう形でそういう要望があったという

ことは私もお話をしたいし、村長さんもそういう

形で４月からはデマンドという形でお答えいただ

きましたからやはり皆さん方が利用しやすいよう

な施策を一つ取ってあげていただきたいな。 

それからもう一つ、非常にこの何て言うんです

か、ちょうど来てる人方は楽楽心になってから、

その前にふれあい学級のほうにも来てたんでしょ

うけど、あまり福祉のほうのお世話になる人じゃ

なくてあまり保健福祉のほうの教室には来てなか

ったのかな。 

だけど何かさっきからずっと保健福祉のほうに

来ている人方が６人ぐらいいらっしゃるそうでそ

ちらのほうの人方は完全に送り迎え付きの、それ

からまあ１か月に１回ぐらいなのか稚内のほうへ

買い物のツアーもあるというようなお話でござい

ました。 

たいへん羨ましくて、そして私たちも入れてと

言ったんだけど人数の関係でできないってそのよ

うなお話もございました。 

それについてはどのようなお考えでしょうか。 
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◯議長（太田宏司君）：山田地域交流課長。 

◯地域交流課長（山田正俊君）：ただいまの質問に

ついてお答えさせていただきます。 

まず、保健福祉でやってた６人程度の方という

のは、毎週火曜日に機能回復訓練っていう、ごめ

んなさい。 

機能訓練教室といいましてもともとは包括支援

センターで高齢者全員をチェックリストというも

のに分類させていただきまして、その中で訓練が

必要な方をピックアップさせていただいて保健セ

ンターのほうで機能訓練教室というのをやってた

んですけども、これを１０月に楽楽心が開設する

にあたって楽楽心のほうでこの事業というのをや

らせていただいてまして、基本的には以前からこ

ういう方々につきましては送迎を原則してます。 

この部分については、そういうチェックリスト

に載ってきた段階でそういうお誘いも含めて本人

の意向も含めて訓練が必要であればそこに入れて

いただくというか足していくというか、加わって

いただくということは可能性としてはあると思い

ます。 

それともう一つは買い物ツアーの件だったんで

すけど、僕の予測ではありますけども小さなコミ

ュニティーとして３年ほど前からいきがい農園と

いうのをやってるんですが、それは浜鬼の村営牧

野で一時期やらせていただいたんですが、今年度

から楽楽心の開設に伴って楽楽心の横に畑を作っ

て、そこで農作物を栽培して、その栽培したもの

を例えば楽楽心の食材に使ったよとか道の駅まつ

りだとかで販売させていただいて、そういう活動

をしていただいて生きがいに繋げているという事

業なんですけども、成果としてその売り上げたお

金を皆さんで次の作付の種とかも含めた中で余っ

たものに対して、稚内とかで例えば買い物に行き

ましょうだとかっていう時にその時は職員が１名

若しくは２名が付いて行ってるという経過があり

ます。 

そういう部分については多少なりとも手助けが

必要なのでその辺では一緒に付いて行ってるとい

う状況であります。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：機能回復訓練という

のが楽楽心の以前からあったと、それをこの１０

月から楽楽心は引き継いだということですね。そ

してまた、ちょうど私もそんなに詳しくわかりま

せんけれども、もしそういう方の中で例えばそう

いう機能回復訓練が必要な方とかあるいはまた何

ていうんですかね、農園のほうとかそのお手伝い

になられるような方がいればそちらのほうに入る

資格ができるという認識でいいんですか。 

◯議長（太田宏司君）：山田地域交流課長。 

◯地域交流課長（山田正俊君）ただいまの質問に

お答えします。 

機能訓練教室に関しましては、先ほども申し上

げましたとおりそれぞれの体の状態だとかそうい

う部分も含めてチェックをさせていただいて、こ

の人が例えば訓練が必要な方だとしたら、本人の

意向も踏まえて利用するかしないかを決定させて

もらってます。 

ただ、健康な方が訓練必要だからって言っても

そこはなかなか難しい状況でありまして、総合的

に必要だっていう判断をした上でお誘いというか

来ていただいているような形になっております。 

あと生きがい農園に関しましては現在、地域お

こし協力隊の隊員も生きがい農園のほうで手伝い

をさせていただいてまして、その隊員も一緒にそ

の農園を手伝っている状況です。 

あと地域包括支援センターの職員も農園を手伝

っていますけども、まだ団体としてはなかなか不

完全なところがありますので、そこは多少なりと

も私たちが手伝いしながら運営しているという状

態でございます。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：いずれにいたしまし

ても、いろんなまだ期間的に非常に開設して短い

中でですねたいへんいろんな仕事をこなさなきゃ

いけない、メニューもこなさなきゃいけない。 

おそらく今まで、何て言うんですかね。もうい

っぱい、人が入ってきている、いわゆるその職員
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の方々も全く初めての方々もたくさんいらっしゃ

いますでしょうから、今少し半年くらい経ってき

て少し慣れてきたかなというような状況で、何で

もかんでもできるわけではないので少しずつでき

るようになってから、いろんなことで対応してい

ただきたいなと思います。 

それでですね楽楽心は村内のお年寄りの方々あ

るいはまた村内の施設の方々、そういう方々を楽

楽心の施設の中で集合して来ていただいてそこで

いろんなメニューに携わってもらいながら、その

健康な毎日を過ごしてもらうとそういうような仕

事ではないのかなと思いますけども、もっと健康

な人といいますか、何年か前にちょうど浅茅野自

治会さんの関連で私もちょうど保健福祉センター

の浅茅野自治会さんのそういうサロンの実態につ

いてお聞きをしました。 

お勉強もさせていただきました。たいへん素晴

らしいな、浜鬼でもできればなとそんなふうに思

っておりますけど、未だに実現はしておりません。 

この今地域サロンの実態というのはどのような

実態なのか、それについてお伺いをしたいと思い

ます。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一・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。 

現状では本村では浅茅野地区、小石地区、浜猿

払地区の３地区で地域サロンが開催されておりま

す。 

活動状況としましては、月１回程度で具体的な

内容としましては、お花見、ゲーム、軽運動、健

康相談、お料理会、忘年会など地域ごとに特色が

あるようですが、この活動を通じ仲間づくりや閉

じこもり予防、介護予防に繋がるものと考えてお

ります。 

各地域における地域サロンは設立までの経過も

さまざまで地元有志の方による呼びかけや老人ク

ラブが母体となったケースがあるというふうに聞

いております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：その浅茅野さんのそ

ういう発表会の時も本当に気持ちが良かったです

し、暮でしたかね、ちょっと私が配達に行きまし

たところ浜猿払もその地域サロン、寺子屋さんで

すかね。 

忘年会というか地域の人も結構集まってちょっ

とだけ物を置いてきただけなので中身は見ません

でしたけど、結構な人が集まっておりました。 

羨ましいなと思いながら、自分のところ浜鬼志

別はないので羨ましいなと思いながら見てきまし

た。 

それで何て言うんですかね、サロン開設という

か何かそういうような村のほうのメニューの中に

開設に何かお手伝いしますよみたいなメニューは

ないですかね。 

◯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。 

地域サロン開設のための相談や支援は村の社会

福祉協議会を窓口に行っております。 

具体的には情報提供、助言、レクリエーション

器具の貸出、送迎のほか、経済的な支援について

も実施をしております。 

また、村では保健師や地域包括支援センターの

職員が運営などに協力もしております。 

今後におきましても多くの地域でサロンが開設

されることを私も願っておりますが、地域の自主

性や主体性に基づき地域の特性に応じて作り上げ

ていくことが大切ではないかというふうに感じて

おります。 

ぜひ浜鬼志別でも立ち上げていただければ、あ

りが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）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：先日もあるお年寄の

家庭に配達で上がりなさいと言うんで上がらせて

いただいて、やっぱりちょっとお話が長くなりま

して１時間ちょっとぐらいお話をしまして、昔の

話から最近のお話からいろいろなお話になりまし

た。 
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本当に人懐っこいというのか、やはりなかなか

今自分たちの年では何人かもう同級生もいらっし

ゃったけど亡くなって、何かそういう機会がなか

なか自分では作れない、そういう境遇にあると思

いましたし、私たちももう本当に何年もないうち

にそういう状態に一歩足を踏み止まるのではない

のかな。 

そんなことから地域の中で少しずつ私たちのよ

うな年代でもお手伝いをしながら、少しずつ始め

ていこうかなとそんなふうに先日思いました。そ

してまたなかなか私たち遊ぶとかあまりこの頭の

中に無いもんですから、そういう何かこう楽しさ

とかですね、そういうものをちょっと伝授するよ

うな道具とかそういうアイデアも一つ出していた

だければ、開設するにしても少し楽しくできるの

ではないのかなとそんなふうに思った次第でござ

います。 

サロンについては以上です。 

３番目、防災について。 

非常に異常なほどの大雪であります。しかし、

大雪は、表のほうはですね、今道路でありました

り、あるいはまた浜のほうの地域では、やはり隣

近所機械を持っていらっしゃる方々がいて、それ

ぞれ無い方の中の所も、本当にありがたいな、本

当に頭の下がる思いでございます。 

ただし、これだけ雪が深くなるとですね裏側は

どうなっているのだろうかとやっぱりついつい心

配してしまいます。 

自分の裏も見てみましたら相当な高さになって

おりますし、屋根もちょっと危ないなとそんなよ

うな状況でございます。 

今はある程度、表とか開いておりますけれども、

もしこれがですねやっぱり猛吹雪の中で、例えば

そういう火災とかあるいはまたその病人だとか救

急車が必要だとかそういった状態になった時にこ

れどうしたらいいんだろうか。あるいはまたそう

いうことにはならないだろうとは思いますが、や

はり我々ももう７０手前ですよ。 

でしたらそういう体の不自由な人方を助けて連

れてあげられるような体力はあまりもうないと思

いますし、そういうものを地域の中でふれあいと

いうか若い人方あるいはそういう連携を取りなが

らですね地域をつくっていかなければならないの

ではないのかな。 

これはうちだけでなくても知来別でも鬼志別で

もですねやっぱり他山の石ではないと思うんです

よ。 

これについては村長さんはどのようにお考えを

しているのかお伺いを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。 

まずもって今の議員さんおっしゃるとおり、昨

年度から本日まで異常な大雪の状況でございます。 

その中で共助という部分で隣近所がいろんな形

で高齢者等の除雪も含めてですねいろいろご協力

をいただいておりますことに非常に感謝とお礼を

申し上げたいなというふうに思っております。 

村職員につきましてもですね包括支援センター、

消防、保健福祉センター、また時には職員が人手

を出しながら高齢者等老人世帯にですねなるべく

不都合にならない程度にベランダの雪かきだとか、

また学生の高齢者住宅の除雪も含めてですね協力

をしていただいてるという状況でございます。 

それも含めまして答弁をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

防災につきましては、自助・共助・公助の３つ

の柱とこれらの連携による協働が基本であり、か

つ重要であるということは言うまでもありません。 

しかしながら、行政が担う公助という部分につ

いては限界がありますので、自らの身は自分で守

る自助の精神と、自分たちの住んでいる地域は自

分たちで守る共助の精神が根づいていかなければ、

地域の防災力の強化には繋がっていかないものと

いうふうに考えております。 

したがいまして、平時における村の役割としま

しては自助・共助に対する理解を高めてもらえる

よう、防災訓練の実施に対する支援や講習会の開

催など防災に関する啓蒙活動、地域防災のリーダ

ーを担うべき人材育成が重要であると考えており
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ますので、防災につきましては、村民と職員がと

もに考える機会を引き続き設けることは私も非常

に有用なことというふうに考えております。 

具体的な手法につきましては今後の検討課題と

なりますが、このほかにも防災に関する意識の啓

発を図るため、広報誌等を活用するなど村民の

方々にわかりやすく、かつ定期的に情報提供がで

きるように努めてまいり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たいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんおっしゃら

れるようにやっぱり自助・共助そして地域間の中

でお互いに手を繋ぎ合う、そしてまた人材育成、

そういうことが本当に大事なことであろうとそう

いうふうに思うところでございます。 

それにしましてもですね、冬期間は非常にこの

危険でございますからそういう時にその力が発揮

できる、そのような体制を普段からそういう形で

こうお話をする機会が必要だなとそんなふうに感

じるところでございます。 

私たちも地域に住みながら、そういうことを感

じながらぜひまたそういう防災の一員となってお

手伝いをしていきたいなと思います。 

以上、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。 

 


