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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）：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

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
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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

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、
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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

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。 
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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

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
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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。 

◯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
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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

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。 
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◯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。 

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
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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

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。 

 


