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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。 


