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平成３０年 ９ 月 １２日（火曜日）第１号 

 

◎日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：１番 笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それでは通告に従い

まして、４点ほど質問したいと思います。 

まずその前に、今回の停電によりまして、村外

各所で甚大な被害をこうむられた皆様に、この場

をお借りしてお悔やみ申し上げます。 

お悔みじゃないですね。 

それとですね、今回の村長はじめ、村職員の対

応に対しまして、本当に敬意と、それから改めて

感謝を申し上げます。 

それでは道の駅についてまず質問したいと思い

ます。 

今回停電という事態を受けまして、道の駅の一

部が機能しないという脆弱性を露呈したわけです

が、この点につきましては、次回に質問したいな

と考えております。 

本題に入ります。 

道路利用者への安全で快適な道路交通環境の提

供。地域の振興に寄与することを目的とし、休憩

機能、情報発信機能、地域の連携機能という３要

素を持って、２４時間利用可能な駐車場、トイレ、

休憩場を設置し、大勢のドライバーや観光客に利

用されています。 

また、観光協会等のイベント開催などにより、

一般はもとより、広く住民にも親しまれ、道の駅

としての役割を十分に担っているところですが、

しかしながら、近年のキャンピングカーなどの普

及により、休憩目的というよりは、道の駅を宿泊

場所として利用する車中泊ブームにより、夏期間

は駐車場をほぼ占拠されるような状態が続き、一

般利用者に支障をきたす事態を招いているのが見

受けられます。 

隣の稚内市では、駐車スペースがほぼ満杯の状

態で埋まっていることが、常態化しているという

ような新聞報道も目にしています。 

また、最近のＹｏｕＴｕｂｅやブログ等では、

車中泊者を含め、利用者のマナーやモラルの問題

が取り上げられ、道の駅での車中泊禁止の動きが

あると噂されています。実際、道内では美深、羅

臼、清里で禁止の掲示がなされた経緯がありまし

た。 

国交省の公式サイトでは、道の駅は休憩施設で

あるため、駐車場などの公共空間で宿泊目的の利

用はご遠慮いただいています。もちろん道の駅は

ドライバーなどの皆さんが交通事故防止のため２

４時間無料で利用できる休憩施設であるので、施

設で仮眠していただくことは構いませんとあり、

解釈次第では如何ととれるような内容です。 

そこで、村としてのその辺のお考えをお聞きし

たいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの笠井議員

のご質問にお答えをさせていただきたいというふ

うに思います。 

まず、うちの道の駅の関係についてちょっと振

り返って見ますと、うちの道の駅のさるふつ公園

につきましては、道内５４番目の道の駅として、

平成１０年に登録され、現在２０年が経過されま

した。 

道の駅は、道路利用者への安全で快適な道路交

通環境の提供と、地域の振興に寄与することを目

的とし、２４時間無料で利用できる駐車場、トイ

レ施設の休憩のほか、情報発信機能や地域連携機

能を持った施設として、全道はもとより全国各地

の市町村で整備され、浜頓別町でも現在道の駅を

建設中というふうに聞き及んでおります。 

駐車場は、公共空間の休息の場でもありますが、

議員のご指摘のとおり、近年はキャンピングカー

の普及により、本村道の駅も多くの方に、駐車場

を利用いただいている現状であります。特に、猿

払観光まつり開催中やお盆期間は、車中泊で連泊

して滞在する車両が多いことは私も十分把握して

おり、日によってはパークゴルフ利用者や一般利

用者に支障をきたしている現状であります。 
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他の道の駅でも同様な問題となっているところ

も多く、その対策として駐車場内は車中泊の禁止

をしているところもございますので、他の道の駅

の対策等も参考にしながら、また議員のご意見も

踏まえながら、来年度に向けて車中泊者に対する

対策について検討してまいりたいというふうに考

えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：来年度に向けて対策

するということなんですが、具体的にどんな方向

で対策をして行こうというふうにお考えですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○総務課長（伊藤浩一君・登壇）：ほかでもやって

いますけども、看板の設置、それからホームペー

ジ、村とか観光協会の持っているホームページ等

により周知をさせていただきたいというふうに思

っております。 

また、看板の設置については場所の問題もあり

ますけれども、それも検討しながらですね、看板

の設置等も含めてできれば、連泊での車中泊とい

うのは非常に利用者にとってご不便をお掛けして

いるところもありますので、そういうところも検

討しながらきちんとやっていきたいというふうに

考えております。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：実際のところ本当に

利用者のマナーとかモラルとかそういう部分に寄

与する分、多大にあるのかなとは考えてはいます

が、実際本当に６月、８月にかけてはホテルの前

の駐車場ほぼびっしり車で埋まっているという状

況、ホテル利用者や宿泊者がそこに駐車をするス

ペースまで奪われてしまうというような状況が続

いています。それに道の駅を普段利用している方

が駐車しようとしても駐車をするスペースがない

というような状況、車を停められない状況で仕方

がないので、トイレとか使うのに路駐のような状

況で利用をするような現状、その辺をある程度き

ちんと打破する必要があるんじゃないかと考えま

す。 

看板等その辺の設置という対策も十分必要かと

は思いますが、基本的にルールをしっかり作って、

ここの駐車帯におきましては、混雑時には車中泊

等をあるいは、長期滞在等の駐車はご遠慮願いま

すとかそういうなものをきちんとしていくべきで

はないかと考えます。 

またですね、あそこ一応職員も日中は常駐して

いるわけでもございますし、その職員にパンフレ

ット、リーフレットのようなものを作成して、そ

れを利用者にお配りし、ご理解いただいて、実際

にその人達にルールを守っていただけるように、

あと利用者自身がお互いにそのルールを広めあっ

て、猿払村の駐車場のスペースをしっかりと確保

するような方法が必要じゃないかと考えますがい

かがでしょう。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：そういうことを含め

て検討をしっかりとさせていただいて、本当は住

分けできるような形にできれば１番いいんでしょ

うけども、そういうこともなかなかできない、無

料というところもありますので、議員からご提案

あったとおりパンフレットもしくはリーフレット

も利用しながらですね、周知徹底を図ってまいり

たいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：とりあえず円滑に利

用者が満足に使えるようなそんな状況を作り出せ

るようにいろいろ知恵を絞りながら、対策を練っ

ていただきたいと思います。 

それでは次の質問に入ります。 

本村の道の駅は、複数の施設で構成されていて、

大きな案内看板が掲示されていますが、動線に戸

惑う旅行者が見受けられ、ここはどうしたらいい

の、これはどこなのということをよく質問される

ようなことがあります。 

そういう面で情報が少し足りないのかなと感じ

ます。また、道の駅管理棟の窓口業務時間、それ

から施設や、コインランドリーの利用時間を利用

者側の利便性に配慮すべきではないかと考えます。 
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また、道の駅にはごみ箱及び喫煙場所等は設置

されていませんが、その辺の対応についてのお考

えをお聞きいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず１点目の、現在、

道の駅管理棟正面に公園内の案内看板を設置して

おりますが、公園全体が広大な面積であることな

どから視認性が悪く、十分な効果が発揮されてい

ないものと私も感じておりますので、設置場所や

内容などについて、今後検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

確かにちょうど公園の前にありますので、入っ

てきた中で今新しい施設もできておりますので、

そういう形の中でしっかりと皆様方に見てわかる

ような形の看板を考えてまいりたいというふうに

考えております。 

また、道の駅管理棟の窓口営業時間は、現在９

時から５時３０分までで、コインランドリーの営

業時間は、午前９時から午後３時までとしており

ますが、受託者であります一般社団法人さるふつ

観光協会と期間的な窓口業務時間の延長などにつ

いて、今後検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

また、コインランドリーにつきましては、ソロ

プチミスト様から寄贈していただきました。 

洗濯の浴槽のほうはスムーズにできるんですけ

ども、乾燥機の方は、どうしてもガスはなく、電

気という形の中で、非常に乾燥時間に時間が掛か

るという形の中で３時までという形にさせていた

だいております。 

また、道の駅のごみ箱の設置につきましては、

以前に、缶専用のごみ箱を設置しておりましたが、

缶以外にも家庭ごみや持ち込みごみを投棄する方

もおり、処理に大変苦慮した経過もありますこと

からごみ箱の設置については考えておりません。 

また、喫煙所につきましても、分営施設に新た

に整備をしなければならないことや、公共の施設

であることから、現段階では設置する考えはもっ

ておりません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：看板については、本

当に村長もそうやって感じておられるということ

なんで、本当にしっかりした改善をしていただけ

ると、本当に旅行者にとってもありがたいのかな

と思います。 

それとですね、窓口業務についてなんですが、

現在は、業務委託という形なんですか。 

一説によると、とりあえず半分、そのまま契約

もなにもなしにやってもらっているという話も前

には聞いたんですが、その辺の契約とかそういう

のはしっかりしてやっておられるのかと、もしそ

ういうことで契約きちんとして、委託業務として

やっていただいているのであれば、やはりその時

間的な融通というのも利便性をよくするためには

時間を長くするという必要性もあろうかなと考え

ております。 

一般の他の道の駅見てもですね、あるいはキャ

ンプ場を併設しているような道の駅につきまして

は、営業時間というのは結構長い８時から１８時

とか、そういうところ結構多いので、その辺にや

っぱりきちんと対応していただけると、本当に利

便性も困らないんじゃないかなって思うんですが、

その辺どうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

笠井議員の質問についてお答えさせていただきま

す。 

現在、道の駅の窓口業務については、猿払村観

光協会一般社団法人のほうに委託契約をしており

ますが、内容についてはですね、さるふつ公園野

外設備使用料及び備品使用料、売払収入徴収事務

委託契約という形で結んでおりまして、金額につ

いては、委託料は無料と、無償という形になって

おります。 

この辺についてもですね、来年度に向けて一般

社団法人猿払村観光協会とこの契約内容について

ですね、検討をさせていただいて、窓口業務のこ

の時間だとかそういった分についても、この契約

内容に謳ってないものですから、その辺について
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も当然、時間が延長という形になれば、当然、人

件費も増えるという形になるものですから、その

辺も含めてですね、来年度に向けて一般社団法人

猿払村観光協会との協議をさせていただきたいな

というふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：その委託の件につき

ましてなんですけども、私が前に道の駅を防災拠

点にしてはいかがという質問したことはあるんで

すが、その時点で契約は結ばれていないので、早

急にきちんとした契約を結んで対処しますという

去年の話なんですが、それがまた今年も同じよう

な状況だったということなんで、残念なんですけ

ども、来年しっかり結んで、臨機応変に、本当に

対応していただければと思います。 

あとですね、コインランドリーの問題なんです

が、営業時間これは２４時間そのまま回しっぱな

しってことにはできないんでしょうか。 

その辺はどうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

笠井議員の質問についてお答えさせていただきま

す。 

コインランドリーについては、先程もお話した

とおり９時から３時ということで、観光協会のほ

うにもご相談させていただいたんですが、例えば

時間外に何かトラブルがあった場合については、

あそこは無人ということでですね、その対応につ

いて、どうするかという協議もあるものですから、

その辺について営業時間内に人がいるときまでの

間ということで、今のところは営業時間内という

形の方向にしているということでございますが、

これがまた営業時間外２４時間という形になれば

ですね、いろいろなトラブルだとか、故障だとか、

その対応について、なかなか苦慮をするという形

になるものですから、その辺についても、今後は

観光協会との協議をさせていただいて、例えば２

４時間する場合は、どういう対応にしなければな

らないか含めて協議させていただきたいと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：実際のコインランド

リーにつきましては、本当に旅行者の方、一番困

るのがやっぱり洗濯、それからごみの処理という

ことを伺ってますが、どうしてもランドリーを１

回使うと、１時間半からそこら時間がかかってし

まうので、できるだけ、自分が休んでいる間に処

理できるものであれば処理したいという考え方が

多い。 

また、あれだけの人間が駐車場いっぱい来るぐ

らいの車中泊者がいる場合、その人達全部に対応

するには、その営業時間内では到底３件、あるい

は４件の利用しかできないということになります

ので、相当不便掛かるんじゃないかと思います。 

最近はキャンプ場にも２４時間対応のコインラ

ンドリーとか備えているところも結構出てきてい

ます。 

猿払というか、北海道も結構地域が広くて、ま

たそのコインランドリーがどこにあるのかってい

うのもなかなか少ないということなんで、この辺

でいえば稚内とか浜頓とかそこら辺にしかないと

いうなんで、やっぱりあったら、そこで利用した

いというのがあったり、常にだと思うので、どう

にかその２４時間対応できるような形で検討して

いただきたいなと思います。 

それでですね、先ほどちょっと言いましたが、

ごみの問題なんですが、あそこ一応自動販売機設

置されているわけなんですよね。自動販売機が設

置されていて、当然そこでいいんだよとかなんか

ドライバーとかライダーの方が飲んで、その空き

缶をどうしたらいいのかというふうな感じで、持

って歩いてるっていうのをよく見る。 

最終的にはその人達はどうしているのかったら

自販機の前にぽんと放置して行く、あるいは、道

の駅の施設の中、あるいはトイレに措置していく

ような状況が結構あります。 

最低限の空き缶のリサイクルの観点からも空き

缶なりペットの回収ボックスみたいなものを外に

置くとどうしても余計なごみの混入とかっていう
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ものもあって、撤去しなきゃならないという以前

の状況もあったようなんで、道の駅の中にそれを

設置して監視できる範囲には、オープンにしとい

て、職員が帰るときには中にしまうみたいなそん

な対応っていうのはできないものでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに前はですね、

外に缶のごみ箱を置いてあったんですけれども、

当然ごみ箱があるというふうになると、そこは缶

だけではなくて、先ほども答弁しましたけれども、

一般の車に積んであるごみだとかそういうのも一

緒に置いていく、その始末が非常に大変だという

ことで、撤去をさせていただきました。 

今、議員のご提案にあったとおり、施設の中に

もし缶が投げたい人については、こちらのほうで

お預かりをして投げてもいいですよという形のス

タンスがとれるんであれば、そういう形が１番い

いんだろうと思います。 

いろんなコンビニチェーンもですね、外にごみ

箱を置かないで、お店の中に持ってきてください

とか店の中にごみ箱を設置してあるというような

そういうお店もありますので、そういうことも含

めてですね、検討させていただきたいというふう

に思っています。 

そうなれば道の駅の中にですね、２４時間トイ

レのところ開いてますから、事務所の中で時間内

に受け入れることは可能なのかどうなのかという

ことも含めてですね、観光協会のほうともちょっ

と協議をさせていただきたいと。 

あそこにお店を出している出店者の方ともちょ

っと協議をさせ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）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：あと喫煙所の絡みな

んですが、喫煙所まで必要はないと私も考えてま

す。 

現在、公共施設においてほぼ全面禁煙にすると

いうようなそういう動きも加速しているわけでご

ざいますから、それはそれで、理解できるんです

が、しかしながら喫煙者にとったら、外でたばこ

を吸う分にはいいだろうというような形でたばこ

を吸われているんですが、灰皿がないということ

で、結局、ポイ捨て状態ということで、結局吸い

殻が散らばっているという、ましてや道の駅の正

面真ん前のベンチとかそういうところに散らばっ

ているような現状を見ますと、どうにか灰皿、吸

い殻入れぐらいを設置して、吸い殻だけを処理す

るような方向で利用者に働きかけるというのもあ

りかなと思うんですが、その辺はいかがでしょう

か。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

笠井議員の質問についてお答えさせていただきま

す。 

吸い殻のほうについては、私も道の駅いろいろ

利用させていただくんですが、たしか近隣でいけ

ば美深の道の駅のところに灰皿がありまして、あ

とはほとんど名寄の道の駅も最近になって灰皿を

撤去したというふうに思っております。 

灰皿を付けることによって、逆に言えばガムだ

とかいろんな部分だとかのごみをですね、投げる

部分もありますし、その辺についてはちょっとい

ろいろと他の道の駅のほうにもいろいろ聞きなが

ら、いろんな部分で検討させていただきたいと思

うですが、今東京オリンピックの関係で、自動喫

煙法の関係で、さらに喫煙者の部分のやっぱり分

煙という形になっておりまいて、果たして私の考

えとしては、今別に灰皿を設けて、どっか違うと

ころに設けるべきかどうか、非常に悩ましいとこ

ろがあるんですが、それについても他の道の駅の

事例も含めて、検討させていただきたいと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：わかりました。 

一応村としては、公共施設については、別に禁

煙ですとは言ってないんですよね。 

謳ってはいないんですね。 

ただ、道の駅の中に入りますと屋内は禁煙のマ

ークとか結構あるんですけども、その辺はどうな

んでしょう。 
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外については自己処理で、喫煙なさって構わな

いというそういうスタンスでいいのかな。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私も喫煙者の１人な

んでございますけども、これからの法といっても、

受動喫煙だとか、いろんな形の中でこれからの公

共施設、施設内もしくは敷地内という形の中で当

然、禁煙と。これは健康を害するという形の中で、

これからいろいろ包容していくようなことが出て

来るかと思います。 

そんな中での、その法整備を受けて、我々公共

施設も含めてですね、禁煙のほうにもっていきた

い、そういう状況にある中で、先程の担当課長の

説明もありましたけれども、公共施設の一環とし

てある道の駅のほうも改めて、これから灰皿を設

置していく、屋外とはいえ、その近くに灰皿を設

置していくのかという部分については、時代の流

れと逆行しているのではないかというふうに思い

ますので、極力設置しないような方向で私として

は、考えていきたいというふうに思っております

ので、ご理解をしていただきたいというふうに思

っております。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：その点につきまして

は、私も一応理解しているつもりでいますので、

相手する必要もないのかなと実際は思います。 

それと、先程も触れましたが、旅行者にアンケ

ートと言いますか、お話をいろいろ聞いたときに

ですね、やっぱり旅行者は本州からきて長期北海

道を周遊しているとかそういう方々が、ごみにつ

いてですね、どうしているんだろうということで、

お伺いしたんです。 

そうしたらですね、その人達は、生ごみは、申

し訳ないけれども、川とか海に廃棄しているそう

です。 

一般ごみあるいは飲料の缶とかそういうものに

つきましては、こっそりとコンビニあるいはスー

パーのごみ箱に捨てているのが現状だと言ってま

した。でないと当然ごみでっていう車の中が生活

ができないぐらいの状態になってくると思うんで

すよ。 

そこでですね、現在の観光まつりの時に一応そ

ういう旅行者向けに１部ごみ袋等を販売して、分

別して、収集しているような状況が見受けられた

んですけども、その辺は村としてはキャンプ場の

利用者に対してごみ袋を斡旋して収集していると

いうようなごみを旅行者から回収して斡旋して、

分別して投げるというようなそういうサービスと

いうものを考えてもいいじゃないかと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えさせていただきます。 

観光協会のほうの窓口ですね、現在分別のごみ

袋を有料で１枚いくらという形で、ちょっと金額

までは私も把握していないんですが、そういう形

で販売しているというふうにお伺いしております。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：一応販売していると

いうことなんですけれども、それが周知されてい

るのかなという部分でどうなんでしょう。 

どこにもなにも書いてないので、口コミで知っ

ている方だけが利用しているというような状況な

のかもしれないです。 

全てのごみを回収して処理するということにな

ると莫大な費用と、それから労力が必要とは思い

ますが、その辺も含めて観光客に対する村として

のサービスという一貫で、猿払村に来ると処理で

きるよみたいな、そのような対策というのは、常

態化できないものでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今担当課長から話し

がありましたけれども、キャンプ場を利用される

方については、窓口でキャンプ場の使用料も払い

ますし、ごみ袋も買って行かれる方もおられます。 

ただこれが猿払村の道の駅に行くと、すべての

ごみを、回収していただけるというような話にな

ってしまいますと、非常にごみ処理をするのにも、

袋の値段以上に処理費が掛かってまいりますので、
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オープンにですね、猿払の道の駅でいろんなごみ

を持ってくると処理をしていただけるような周知

方法は極力さけていただいて、あくまでも旅行者

の方々の自己処理にお任せをしたい。 

今議員の方からお話あったとおり、生ごみにつ

いては、河川に流すとか、それから燃やせないご

み等については、それぞれのスーパー、コンビニ

でこっそりと投げる、これ自体もいかがなものか

なというふうに非常に思いますので、その部分は、

旅行者の方々のマナー、モラルに守っていただく

しか方法ないのかなというふうに思っていますけ

ども、ただ先ほども前段で話しましたとおり、う

ちの道の駅の中ですべての旅行客の方々のごみを

回収して処理をするという部分についての公な周

知というのは、あまり大きくしたくないなという

のは私の本音でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）： 暫時休憩いたします。 

１１時１５分まで。 

 

休憩 午後 １１時０３分 

 

再開 午後 １１時１５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。 

笠井君。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：旅行者のゴミ問題な

んですが、やっぱりある程度の全部が全部って言

ったらなかなか大変だと思うんですが、ある程度

個人に分別していただいて、そのルールを守った

うえで、例えばごみステーションを開放して捨て

るというようなそういうような方法もあろうかな

と思いますんで、いろいろ検討してみてください。  

それでは次、キャンプ場のあり方についてお伺

いいたします。 

オープン以来、大変古い施設にもかかわらず、

たくさんの旅行者に利用され評判も上々の様です

が、前述で言いましたが、車中泊者や釣り人の水

場の無断使用等が横行しているのが現状で、一応

料金をきちっと正規に払って、キャンプ場を利用

されている方、その整合性というのを、その辺を

どのようにお考えですか。 

また、施設もちょっと時代遅れ感のある施設な

ので、その辺の改修をするような考えがあるのか

どうかお伺いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

まず第１点目のキャンプ場利用者以外の車中泊

者によるキャンプ場内の炊事場の無断使用及び水

の持ち出しについてでありますが、これらが横行

していることにつきまして、私ども大変苦慮して

おりましたため、その対策の１つとして、先月の

初めよりキャンプ場利用者以外の炊事場の利用及

び水の持ち出しをご遠慮願うということを記した

簡易的な看板を炊事場に数箇所掲示したところで

ございます。 

当面は、その動向を注視することとしますが、

他の市町村の対応等も参考にさせていただきなが

らさらなる対策について検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

また、２点目のさるふつ公園内のキャンプ場、

炊事場、トイレ、バンガロー、野外ステージは設

置から２０年が経過しておりますので、各施設の

老朽化が進んでいる状況にあり、今後は計画的に

修繕を行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）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：そのキャンプ場の問

題なんですが、例えばですね、これ極端な例なん

ですけども利用料を無料にすると、ただで貸し出

しますよと、そうすると、当然そのＲＶ車とか車

中泊者も無料であるなら、そちらを利用するとい

うような願望で、そちらに入ってくるというよう

なことも可能かなとも思うんですが、また、他の

方法としてですね、ＲＶパークというキャンピン



- 8 - 

グカーオーナーや車中泊ファンのために、快適に

安心して車中泊ができる場所を提供するために、

日本ＲＶ協会というところが推進しているシステ

ムで、駐車場の一部に車中泊専用の有料宿泊エリ

アを設けて、そのエリアで一般的な駐車場に比べ

るとゆったりしたスペースを確保し、１週間程度

の長期滞在も可能な２４時間利用可能なトイレや

１００Ⅴの電源供給設備やごみ処理を引き受ける

というようなそういうシステムもあります。これ

も料金が発生しまして、結構高い料金なんですけ

ども、フルコースでいくと大体５０００円ぐらい

というような一応聞いております。 

またですね、熊本の震災の後ですね、熊本県と

それから長崎県の道の駅や観光施設がですね、駐

車場７箇所を車中泊と呼ばれるサービスの実証実

験を去年の１１月から始め、テントの貸し出しや

あるいは、その場で調理器も貸し出したり、車中

泊用の駐車スペースを設け、時間を区切って有料

で貸し出すというような、実証実験も行われてお

ります。 

そのようなキャンプ場にエリアを作っていいん

ではないかなと、そうすることによってある程度

の車中泊者がそちらのほうに流れていくというこ

とも考えられるんじゃないかと思うんですが、い

かがでしょう。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：一昨年オホーツク観

光のほうからの土地の取得をさせていただいたエ

リアがあります。 

あそこのところを住み分けをして、車中泊もし

くはいろんなキャンピングカーの人を置けるよう

なということも実際検討したこともございます。

ただ、あそこをきちっと成長をするにはですね、

土木のほうにちょっと担当のほうにいろいろ算出

していただいた経過があって、ちょっと莫大にお

金も掛かりますし、当然、有料という形の中でお

金を取るという形になると、今議員からおっしゃ

ったとおり電源の供給、それから水の供給、そう

いう整理をしていかなきゃならないというところ

で、費用的に莫大な費用が掛かるというところで

足踏みをしたという現状が正直言ってあります。 

今後はあそこ道の駅を観光の拠点としていくう

えで、今、議員のほうからご提案のあったような

ことも過去に妥協をしたとはいえ、継続的にです

ね検討していくのも必要だろうというふうに考え

ておりますので、できるかできないかわかりませ

んけれども、そういう形の中で継続的に担当課と

我々のほうも含めて、観光協会も含めてですね、

ちょっと検討させていただきたいと思っておりま

すので、ご理解いただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：実際このようなＲＶ

車に対応した施設というのは、北海道でもまだ３

箇所ぐらいしか対応してないです。 

ただ、その辺はほとんど民間の施設ということ

なんで、民間対応ということで、広い土地があっ

て、プレハブ建てて、トイレ作ってというような

そういう形で対応しているようなんですが、これ

だけ車中泊人口が増えますとそれなりにせっかく

この人達が楽しんで安心して過ごせるような場所

を提供するのも本当に１つの案かなと思います。

ましてや猿払村には結構長期滞在する旅行者いら

っしゃいますので、その方もそれなりに村に対し

てお金も落としていただけますし、その人達はや

っぱり利便性もある程度図ってやって、観光振興

という部分に繋げていくという方法もあろうかと

思いますので、しっかりと検討してほしいなと考

えます。あとですね、トイレ棟なんですが、結構

中の施設、アナログでして、すべて手動で行うと

いう、水を流すのも、それから顔を洗う時にも水

を出すのも、すべて手動で行うというような状況

なんですが、今の旅行者の方々はほとんどですね、

自動の施設、手を洗うにしてもセンサー付きで、

水が自動的に流れてくる、それからトイレに行っ

ても水が自動に流れてくる、それからウォシュレ

ットが付いている、快適なトイレにどこでも今設

備している、そのような状況になっています。 

その辺利用者の利便性というのも、もう少し考

えてですね、早急に対応していくべきではないか
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と思います。 

それにですね、今手動にやっているばっかりに

ですね、うっかりとですね、慣れてない方、蛇口

を開けっ放しにずっと一晩水が出しっぱなしとか、

結構そういうような事例がありますので、その辺

を早急に対応すべきではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。 

キャンプ場の施設の中にトイレ棟、あと炊事場

等がありまして、２０年前ですので、当然、自動

も当時なかったという部分で手動の蛇口という形

になっておりますが、それを自動にするという形

になればですね、かなり経費が掛かるという部分

では全体のキャンプ場の整備の部分を、中身をで

すね、全体構想を検討しながら、その辺改修時期

になったときにですね、改めてその自動化という

部分を含めて検討させていただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ほんと、早い対応を

望みたいと思います。 

それとですね、キャンプ場利用している方に聞

くとですね、この猿払の環境というのは、なにも

ない。ただっ広いとこなんですが、何がいいのっ

て聞くとですね、あの人達はなにもないからいい

って言うんですよ。 

実際本当になにもない、他のキャンプ場と比べ

ると騒々しくもないし、静かだし、すごい広大な

大地に自分がいるというような感じられるという

ような良い感想も聞いております。実際にそうい

うソロキャンパー等が多いのかなと思うんですが、

その人達のですね、受付時間を過ぎて当然、宿泊

する場所がないので、テントを張るということで、

夜中に入ってくるという、テント張って、野営し

ましたよという方がいまして、そういう人の中に

は、キャンプ場を利用したので、料金を払いたい

んですけども、どうしたらいいでしょうねってい

うことなんですけども、窓口開いてない時間、当

然、なかなかそういうわけにいかない、だからも

し、可能であるんであれば、安全面とかそういう

部分ではいろいろと配慮しなければならない部分

とかあると思いますが、キャンプ場の中にですね、

料金収納ボックスみたいなものを掲示して、そこ

で自発的に住所名前を書いた受付を置いておいて、

入れてもうと、利用者のデータを取るとか、そう

いうような方法もあろうかなと思うんですが、そ

の辺はいかがでしょう。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：１つの例としてよく

道路縁にある野菜売り場なんかあって、自由にど

うぞ、５０円とか１００円とか入れるようなスタ

イル型式なんだろうと思いますけれども、ただ無

人の中で、記帳台帳と料金箱を設置するというこ

とは、やはりお預かりをした料金をきちっと管理

をしていかなければならないという観点から見ま

すと、やはりそこで名前はあったけど、現金がな

いとか、いろんな形のことも考えられますし、確

かに入る気になればどこからでもうちのキャンプ

場は入ることが可能です。 

ただ、きちんとしたキャンパーの方については、

事前に電話をいただいて、遅れるんだけれども、

５時半過ぎちゃうんだけれどもという部分につき

ましては、事務局のほうで極力残ってですね、ち

ゃんと受付をしていただくと。今そういう方ばか

りではなくて、どうしても着く時間が８時、９時、

１０時になってしまうんで、きちんとした方でも

泊まったのでやっぱりお金を払いたいという方々

もたくさんおられるかと思いますけれども、極力

それぞれの地域にいろんな各自治体にキャンプ場

がありますけれども、できれば時間内にですね、

キャンプ場の方に入っていただいて、きちんとし

た手続きを踏んだ中で宿泊をしていただければあ

りがたいなと、特別に改めていま料金箱を設置し

て、記帳台を置いてという部分については、今段

階では非常に難しいところがあるのかなというふ

うに思っておりますので、ご理解をしていただき

たいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：わかりました。 
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あとはもう１点なんですが、一応キャンプ場の

トイレの施設の中には、コンセントが付いている

んですよ。 

コンセントは１箇所ずつ付いてるんですが、そ

こをスマホとかそういうノートパソコンとかその

辺の充電に使うという方が多々見られるんです。 

別に本来は今まで禁止してたと思うんですけど

も、でも今の時代、チャリンコで、旅行をしてい

て、充電はどうするんだろうといったら、やっぱ

りそういう施設に入って充電しなきゃならないと

思うんですよ。その辺も結構フリーに充電させて

あげてもいいのかなって考えなんですが。キャン

プ場の料金にそれが含まれてるんだっていう考え

でも構わないんだろうと。莫大な電気料が掛かる

訳でもないので、その辺はもっと広く対応しても

いいんじゃないかなって考えます。 

それとですね、夏休みになると家族連れがキャ

ンプ場に入ってきます。キャンプ場で家族でやっ

て来る定番となるとバーベキューをそこでするわ

けなんですが、炭を起こして、バーベキューを楽

しむ、でもその後にその炭の処置をする場所がど

こにもないんですよ。あのキャンプ場。 

最終的に処理に苦慮したあの人たちはどうする

かといったら、水場に行って流しだけのところに

捨て、冷やして置いていく。あるいは、自分のキ

ャンプを設営した場所に水をかけて、そのまま散

らばすというそのような状況が見受けられるんで

す。その辺そんな費用も掛かるものではないので、

その炭の処理ボックスみたいなものも設置しても

いいんではないかと。 

そうすることによってごみをそこに捨てられる

気もそこで出てくるんですが、その辺はキャンパ

ー利用者の良心に任せてやってみるのも必要では

ないかと思いますが、いかがですが。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：そのとおりだと思い

ます。 

私もその部分を把握しておりませんでしたので、

炊事場の近くにですね、ドラム缶かなにか炭の置

き場所というか使った炭をそこに入れていただい

て、水をかけていただいてというような形の中で、

なにか対応を考えてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：とりあえず規制ばか

りじゃなくてですね、利用者自ら自発的に気持ち

よく使っていただけるようなそういうキャンプ場

の運営を目指していってほしいと考えます。 

最後の質問に入ります。 

最後の質問なんですが、パークゴルフ場のエリ

アについてなんですが、風車塔やそれから農業資

料館とかがあり、一応写真撮影の観光のポイント

としてなんか突発的にみんな人気があるようで、

ネットを見ても、さるふつ公園に行って来たよと

いうと必ず風車と資料館が写っている。かつては、

乳牛感謝之碑も写ってたわけですけでも、いずれ

にしても、その施設も、老朽化が激しくて現在、

実際に使われないような状態になっているわけで

すが、今すぐ倒壊とかそういうような恐れはない

ので、その辺は村の公共施設の管理計画の中で検

討していただければと思いますが、とりあえず今

あるトイレなんですが、これは現役で有効に使わ

れているわけです。それで若干の傷みが屋根とか、

それからサッシまわりとか目立つので躯体として

は立派なものなので、まだ修理改善することによ

って、ずっと長期的に使えると思いますので、そ

の辺を改修する必要があろうかと思います。 

またですね、遊具が設置されている部分なんで

すが、ずっと芝生の広いエリアができたわけなん

ですが、そこにですね、新たに子供達の遊び場と

して、遊具等を増設するような、そういうような

考えはあるかどうかその辺を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）：まず１点目のパーク

ゴルフ場があるエリアには、風雪の塔や農業資料

館がございますが、風雪の塔につきましては、さ

るふつ公園のシンボリック的な存在でありますこ

とから、修繕、点検をしながら残していきたいと

いうふうに考えておりますが、農業資料館につき
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ましては、老朽化が著しいことから除却施設とい

うふうに考えております。 

また、トイレ棟につきましては、昭和６２年に

建設され、パークゴルフ場の利用者等の利用頻度

も多いことから、これまで数回にわたり改修をし

てまいりましたが、議員ご指摘のとおり、老朽化

が著しいことから、改修をするのか、新設をする

のか、来年度に向けて現在検討中でございますの

で、ご理解をいただきたいというふうに思ってお

ります。 

また、遊具施設の増設等につきましては、さる

ふつ公園全体の計画も鑑みながら、今後検討して

まいりたいというふうに考えております。 

現段階ではあそこにいろいろな要望の中で、子

供の遊び場という部分もいろんなお話もお聞きし

ていますので、そのことも視野に入れながらです

ね、今後検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：その要望のことにつ

いては一応村長も把握しているということなんで、

実際、本当に村の若い子育て世代からはですね、

子供達を安心して遊ばせられるようなそういう施

設を作ってほしいというような要望、多数上がっ

てきています。 

これから村で子供を育てて、そして村を担って

いくという方々の要望でありますし、その辺はや

っぱり十分に検討し、やっていくべきだと考えま

す。それとですね、本当は去年の４月に秩父別で

オープンして、週末になると近隣から１２０００

人近くが訪れるという キッズスクエア ちっくる 

という屋内の大きな道内最大級の遊戯施設、無料

で開放しているところがあるんですが、そういう

ようなところを、本当は作ってもらえればと思う

んですけど、なかなかお金も掛かることなので、

難しいとは思うんですが、そこの秩父別のその施

設も道の駅あるいは、キャンプ場だとか、そうい

うパークゴルフ場、その辺すべてリンクしてホテ

ルも総合的な遊具施設ということなんです。本当

に素晴らしい施設でいいなと思うんですけれども、

なにせ金が掛かることなんで、なかなかおいそれ

とはいかないとは思いますが、将来的にはそうい

うことも検討し、視野に入れていかなければなら

ないのかと思います。 

最後に現在の旅行者のほとんどがスマホやタブ

レット等を利用して情報収集や発信、インスタグ

ラムとかそういうもので行ってるわけなんですが、

道の駅さるふつ公園もホームページやフェイスブ

ック、ツイッター等を頻繁に更新して、見ている

と実際にとんでもない、去年、一昨年の記事が載

ってるとかそういうような状況ですので、新しい

ものにどんどん更新していただいて、ＩＣＴを活

用して、３次元バーコードにスマホをかざすとそ

この施設の情報がスパッと出てくるとか、そうい

うようなものを考えて、リアルタイムで情報、現

況あるいは、災害情報などが誰でもが簡単に入手

できるような施設にしていってほしいなと考えま

す。 

それとですね、実際ＳＮＳや口コミによって、

この施設はという評価下されています。 

猿払村の公園についても、星が３．２ぐらい付

いてます。これがもっと増えて、なにもないけど

猿払はいいところだというようなぐらい施設充実

するよう、ソフト面でもハード面でも叶えるよう

な本当の観光の窓口というのが道の駅となること

を期待して、私の一般質問終わります。 

 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

 

 


