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平成３０年 第４回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成３０年 １２ 月 １２日（水曜日）第１号 

 

◎日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第５号、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。 

それでは通告に従い質問をさせていただきます。 

まず最初に、新たなエネルギーの活用について

お伺いいたします。 

平成３０年度村政執行方針でも表明されている、

新たなエネルギーの活用の中で、風力など新エネ

ルギーの活用に向けた検討について、本村では小

型風力発電施設の建設についてのガイドラインを

策定しています。 

今後、建設業者や個人等に対し、遵守を求めて

いくと考えますが、現在の状況を鑑みても、いつ、

どこに、誰が建設するのかは把握できないのが現

状であります。 

先般、国が公表した新たな電力買い取り価格は、

小型風力発電施設での電力において価格の引き下

げが行われたことを考慮すると、加熱気味だった

風力発電施設の建設は、今後減少していくと予想

されますが、どこに、誰が建設するのかを把握で

きないことに住民の不安を感じているのも事実で

あります。 

また、ガイドラインには強制力は無く、あくま

でも指針であり、より強制力のある条例を制定し、

設置基準等を明確にする必要があると考えますが、

村としての考えをお聞きします。 

○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。 

村では、平成２８年１１月にガイドラインを策

定し、これまで村内で小型風力発電施設の設置を

検討する企業など１０社ほどに説明を行い、景観

や騒音等による住民への影響に配慮するよう求め

ており、その際に口頭ではありますが、設置を計

画している場所についても聞き取りを行っており

ます。 

また、北海道電力とも昨年夏に協議を行い、売

電に向けて事前の協議等があった場合には、ガイ

ドラインが策定されていることの周知と合わせて、

村との協議についても指導していただいており、

これまでに申請されている計画に対しては、ガイ

ドラインの効果が発揮されているものと判断して

おります。 

さらには、今年度申請分から電力買い取り価格

が大幅に引き下げられたことや、蓄電池の設置の

義務化など条件が厳しくなったことにより、議員

のおっしゃるとおり、今後の建設については沈静

化するのではないかと考えております。 

従いまして、今のところ条例の制定までは考え

ておりませんが、北電の指導等を引き続きお願い

しながら、現行のガイドラインの遵守を求めると

ともに、必要に応じて内容の見直しを行い、対応

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：確かにこの部分に関

しては、ガイドラインを策定している自治体がほ

とんどであります。ただ、身近なところでいうと、

近隣の自治体でいろいろと問題が起きまして、

元々ガイドラインになったものを条例まで持ち上

げて成立したという問題もあります。 

それは住宅街にどこの会社かよく分からない会

社が建てるという情報がたまたま入ってきて、そ

れではまずいということになって、細かなものが

必要だと。ガイドラインを強化するという話もあ

ったらしいですけども、それであれば条例を制定
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をして、きちんと決まりを守っていただくという

ことが決議されて、つい最近ですけども条例が決

議されて制定されたという話を伺っております。  

本村においては、そこまで重大の問題はまだ今

は起きていないというのは現状ですけども、実際

に、新しく国道沿いに１つ建ちましたよ。あれも

村が把握していたのかどうか分かりませんけども、

その前に浜猿の方で、大きい風車の横に小さい５

ｋｗぐらいの４本ぐらい建ちましたけども、それ

だって建ってから役場が、ここはどこの土地なん

だろう、誰が建てたんだろうというのを言ってい

るのを聞きましたんで、その辺はきちんとしとか

ないとまずいのかなという気もします。 

確かに建設する業者に関しては、おかしい人は

いないというふうには思ってますけども、一説に

よると海外が絡んでいる業者も近隣の自治体で入

ってきているという噂も聞きますんで、ガイドラ

インはガイドラインで結構ですけども、その辺の

ことをもう少し見詰めて、きちんと細かいところ

までガイドラインとしても持っていく必要がある

のではないかと思うんですけども、その辺に関し

てどういう考えを持っているかお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：どの業者がその場所

にというのはなかなか厳しいところもあるかと思

いますけども、その部分は我々と建設業者のほう

と北電さんも含めて結構やり取り、情報共有はし

ているつもりであります。 

ただ、今までの経過でいくと、一番大きな建設

をさせていただきたいという業者が来たところは、

ふるさとの家の前のところに両方に２０機ほど建

てさせてほしいというお話がありました。その部

分については、村営牧野が隣接しておりますし、

景観上非常によくないということでいろいろお話

をさせていただいて、お断りというかそういう形

の中でご納得いただいて、建設については取り下

げていただいたという経過もあります。 

ただ、いろんな形の中で今我々として危惧して

るのが、風力発電の建物自体、これが果たして２

０年、２５年後経った後に、その会社が果たして

存続してるのかどうか、更新も含めてですね、ど

ういう形でやっていくのかというところが１番危

惧しているところであって、今のガイドラインの

中では民家から何百メートル、いろんな形の中で

ガイドラインを決めてますから、今のところ条例

までですね、制定するというところは考えてなく

て、これがたくさん機数が建ってくるような状況

でありましたらその時点でまた改めて検討してい

きたいというふう考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：確かに今村長のおっ

しゃったように、条例まで持っていくのはちょっ

とどうなのかって気もしますけども、私の言って

いるのは、どうしてもその条例を作れって言って

るわけじゃなくて、そのガイドラインの中にも少

しきちんと細かくやって、審査ってわけじゃない

ですけど、細かいものを盛り込んでいただければ

なというふうに思ってます。 

それと、たまたまふるさとの家の国道沿いに２

０機っていうのは私もお話しも聞きましたけども、

たまたまそういう話が北電を通して入ってきたか

らよかったですけど、それが勝手に進んで行って

も別にこれ問題なんですよ。土地を売ってくれる

方がいて、もしくは貸してくれる方がいて、建て

る業者はそれでＯＫなんですから、もちろん土地

を投げていくよりも、貸して賃貸料をもらったほ

うが、土地の所有者としても良いわけですよ。ち

ゃんと考えてくれる方であれば問題ないんですけ

ど。ただ、貸してそれを金銭にするっていうこと

である方であれば貸すことになんの問題もないわ

けですよ。そこにストップをかけるものが今ない

と、ガイドラインでももちろんないんですけども、

あとはもう緊密に北電なりなんなり他の事業者と

緊密に連絡を取りながらそういう情報がないかっ

ていうのも必要ですし、現実に新聞とかで土地を

売ってくださいっていう広告も以前に出たという

お話も聞いてますし、個人の家に電話がかかって

きて、土地を貸してくれとか、売ってくれだとか

っていうこともあるっていうのも現実にこれある
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わけですから、これ建ってからじゃ遅いんですよ。

建ってしまったらそれでおしまいですから、皆さ

んも分かるかと思いますけども、風車の側に行っ

て音聞いたことあります。全回に回っている時の。

ものすごい音するんですよ。それで低周波がうん

ぬん高周波がうんぬんっていう話しでもめたとこ

ろもありますけども、それで近隣の自治体は問題

が起こったんですよ。そんな近くに建てていいの

かっていう部分で。 

ですから条例とまでいきませんけども、いつ誰

がどこに建てるかってことぐらいは、できる限り

確実に知っておく必要があるってことで、これ言

ってもしょうがないことなんですけども、できる

だけそれに沿ったものを作っていただきたいと。 

ガイドラインの見直しも、もう１回かけて、細

かいところまできちんと示していただきたいとい

うふうに思っております。 

これ今後の課題として、また質問させていただ

くかもしれませんけども、そういうこと申し上げ

て、この質問を終わりたいと思います。 

次に、同じエネルギー活用についての質問です

けども、９月６日に発生した胆振東部地震による

影響での大規模手停電いわゆるブラックアウトは、

道民に衝撃を与えました。 

本村においては、大きな被害等はなかったと認

識していますが、今後、同じ様な事例が起こらな

いとは言い切れない以上、災害時の対応を再考し

なくてはならないと考えます。 

本村には、風力発電施設がいくつか建設されて

いますが、その発電された電気は電力会社へ送ら

れ売電されています。 

しかし、災害時における緊急的な場合、電気を

発電施設から直接村内の公共施設や企業へ供給で

きる様な仕組みを構築することで、被害を最小限

に留められるものと考えます。 

そのためには送電網の整備等、本村単独で行う

には困難なものもあり、広域的に国や道へ要請を

することで可能性が広がると考えますが、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。 

９月に発生した胆振東部地震は、震源地周辺の

甚大な被害とともに道内のほぼ全域が長時間停電

に襲われ、本村においても大きな影響がありまし

た。 

これは研究者などの想定を超えたものであり、

今一度災害への備えを見つめ直す必要もあると考

えております。 

議員がご提案されております、緊急時における

民間の風力発電施設から公共施設などへ電力供給

についてでありますが、現状の風力発電施設は、

停電により風車が停止する仕組みとなっており、

一般的な機種は、運転を再開するためには発電能

力と同等の安定した電力が必要なことから小型発

電機などで再開しないとのことであります。 

さらには、電力の安定のため、蓄電池が必要な

ことに加え、仮に役場など供給先とする１５キロ

ほどの独自の電線整備が必要であります。 

それらの整備に掛かる費用は、膨大であります

ことから電力供給は困難であり発電機などの活用

が効率的かつ現実的なものと考えております。 

しかしながら、近隣自治体も同様な問題を抱え

ていると思いますので、管内首長との情報交換の

場などで意見交換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、先月には私も委員になっておりますが北

海道酪農振興町村長会で有効な再生可能エネルギ

ー創出のために家畜排泄物を原料とするバイオマ

スガスプラント事業の推進などについても経済産

業省に要望活動を行っておりますので、引き続き

風力、バイオガスも含めてですね、関係省庁に要

望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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：確かにこの電気の地

産地消ですか、風力に関していうと、ハード面で

ものすごいお金が掛かるというような承知してお

ります。 
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ただ、これみんな同じようなことを考えるよう

で、どこの自治体も同じようなことを考えている

んです。 

ただ、猿払村に関していうと、風力がメインで

すので、それ以上のことは言えませんけども、他

の地域に行くと、バイオマスだとかもしくは、太

陽光だとか、他の発電のものを自分のところに使

えるような仕組みをこれから作っていこうという

ことで、実はこれ国や道もそれに対しての補助金

がもう制定されております。 

例えば、エネルギー庁など予算では、地域の特

性を生かしたエネルギーの地産地消促進事業補助

金とかあと道に関していうと、エネルギー地産地

消スタートアップ支援事業委託業務とかいろいろ

ありますけど、これは今年度のもので公募も全部

終わってますけども、来年度も引き続きこういう

ものが出てくるのではないかと思ってます。そう

いうものを活用して、これ今すぐ作るとかなんか

っていうふうにはおそらくいかないと思うんです

よ。 

ただ、その補助金を活用して、調査をするって

ことは、これは可能なんですよ。もちろん猿払村

だけでも送電網引くだけで、何十億という、もし

くは何百億っていうお金が掛かるかもしれません。

それを要望していくのはほとんど無理だというふ

うには私も思いますけども、どこの地域も同じよ

うなことを考えているんですよ。特に大規模停電

があったあとは、住民も同じようなことを言いま

す。あそこに電力が起きているものがあるのに、

もちろん住民がその停電になるとストップするっ

てことも知りませんし、ただ、いつもあそこで電

気が起きているのに、なんでその電気が使えない

んだと、蓄電するところもないのかと、短銃な事

なんですよ。これ誰でも思うことなんです。それ

と同じように近隣の自治体も、他の全国自治体も

同じような事を考えてます。それに沿った補助金

ということで、この国や道が、こういうものを出

してきたと思いますけども、今これをやっておか

ないと乗り遅れと言ったらおかしいですけど、ど

んどん本気でやろうとしているところに置いてい

かれるって言い方も正解かどうか分かりませんけ

ども、そうじゃないかと私は思っています。 

その時にこういうものができましたってじゃあ

入れてくださいっていうよりも、一緒にものを考

えていきましょうっていうその姿勢ですよ、姿勢。

今すぐこれをやれだとか、電気が起きているもの

を、村の中に引っ張ってこいっていうのは、ほと

んど無理な事ですから。 

ただ、稚内市辺りは、自前で風車を持っていま

す。ただ、あの風車に関し言うと、例えば、水源

地のポンプを動かすための電力だって、限定的な

ものに限られてますけども、他の地域でも自前で

風力を持っているところもあります。そういうと

ころはどんどんそっちのほうに進んでいくじゃな

いですか。 

ただ、本村に関して言うと、他の企業が建てて

いる風車しかないですから、そういうところがこ

れからどうしていくのかと。 

最初の質問の中にもありますけども、電力の基

準が、小型風力っていうものが今無くなったらし

くて、風力発電ということで、小型風力発電の買

い取り価格もがくんと下がったというふうに聞い

てます。 

だからこれから小型風力が本当に増えていくの

かということも懸念されますけども、先ほど村長

も言ったようにバイオマスだとか、他の電力もこ

れから村内の中にできないとは言い切れないわけ

ですから、そのときに万が一のことを考えて、今

からそういう検討も必要になってくると。 

あとは情報網を張り巡らせて、国や道にどんな

予算が下りているのかと。その補助の予算がある

ってことは、その国や道も同じようなようなこと

考えた、自治体の要望に沿ったようなものを作っ

ているっていうことですから、それは他の全国の

自治体の考えてることだと私は思ってます。 

そういうことは情報網を張り巡らせて、職員の

方も一緒にどんなものがあるのかというのを考え

てほしいと。 

まずそこからだと思うんですよ。 

今何もなかったわけですから。 
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そういうことに関してもう一度答弁をお伺いし

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）：全体的な形の中で送

電網を村内もしくは管内のその形でやるというの

は、なかなかの北電の系統連携の部分で非常に難

しいですから、こういう作った電気をいろんな公

共施設等だとか、そういうところに発電能力を持

たせるという部分については、ある一定の莫大な

お金が掛かりますけども可能だと思います。 

そういう部分も含めながら経済産業省、エネル

ギー庁のほうにもですね、きちんとというような

補助金があるのか、それとさき先ほど答弁しまし

たけれども、バイオマスというような補助金があ

るのか、それから風力も含めてですね、いろんな

形で単体ではなかなか難しいので、そこは全道の

首長も含めてですね、要請、陳情、要望も行って

いるという状況でございます。 

そういう部分の行ってきた情報につきましては、

職員のほうにもきちんと情報提供しながら、勉強

しながらやっていきたいというふうに思ってます。 

ただ、なかなか系統連携がうまくいかないとＦ

ＩＴ（フィット）制度の部分が、なかなか認定を

受けられないという状況もありますので、それは

今議員がおっしゃられたとおり、管内的にまたど

ういうような情報をそれぞれの町で持っているの

か、今回認定を受けられた町もありますから、ど

ういうような発電した電力の使い方をしていこう

としているのかも含めながらですね、これから意

見交換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・登壇）：確かに先ほども言い

ましたけども、なかなか難しいというのは現状で

すけども、ただ、１つ言いたいのは、村長答弁は

いつもですけど、聞いていると、はじめから諦め

ているような部分があるんで、そこだけは勘弁し

てほしいと。できるだけ前向きに考えていかない

と、ここで今諦めちゃうともうなにもないわけで

すから、できるだけ可能性を探りながらいろんな

ことを考えていかなきゃならない。 

３年、５年後には、また状況が変わっているっ

てこともありうるわけですから、それも考えて柔

軟に対応して行っていきたいと。 

これはどの質問の答弁にも同じこと言えますけ

ども、できるだけ今この場で諦めないでほしいと

いうふうに私は思います。 

まず、これ言っても同じことの答弁の繰り返し

だと思うので、この辺でやめますけども、ぜひ、

その辺のとこだけはお願いしたいと思います。 

では、次の質問に移ります。 

住宅施策についてお伺いします。 

深刻な人手不足への対応のため政府が外国人受

け入れ政策を大きく転換しようとしています。 

これに向けた入国管理法改正案が国会で審議さ

れています。これは１２月１日現在ですので、こ

れは成立されました。 

この法案が完成すれば、日本で働く外国人労働

者が急速に増加します。 

本村の企業でも以前から技能実習生制度を活用

し外国人労働者を受けていますが、その制度も改

正され働きやすい環境整備が行われます。 

外国人労働者施策として、本村では、産業振興

住宅建設奨励金交付条例を策定し、企業の負担軽

減を図っているところですが、予想以上の速度で

国は制度改正したことで産業振興住宅だけでは対

応しきれない状況が懸念されています。 

また、建築費高騰のため産業振興住宅の建築を

見合わせる企業も多く見受けられており、その場

合の住居の問題が懸念されてます。 

今後、住居が不足する事態を想定し、企業が利

用できる空き家等の活用も検討するべきと考えま

す。 

本村の空き家バンク制度も現状では、ほとんど

活用されていない状況であり、そもそも空き家が

ない状況であることは否定できませんが、今後は

増加して行くものと予想されます。 

外国人労働者技能実習生が空き家等を活用しや

すくするための制度改正を検討すべきと考えます
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が、村としての考えをお聞きします。 

○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。 

出入国管理法につきましては、法改正がされた

ばかりでございますので、また、その詳細は省令

により明らかになるものと想定されていますこと

から、法改正による村内の中小企業者等への影響

については、現在のところ把握をできておりませ

ん。 

議員もご承知のとおり、村においてはご質問に

もありましたとおり、中小企業者等における雇用

の確保を目的として従業員用の住宅整備に対し、

奨励金を交付する猿払村産業振興住宅建設奨励金

交付条例を先の第３回定例議会で可決いただき、

運用を開始したところでございます。 

したがいまして、当面はこの制度を積極的にご

利用いただくことを念頭にその推移を見守ってい

きたいと考えておりますが、その上で法改正の影

響による企業等の雇用状況の変化も見極めながら

制度の見直し等についても、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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：もちろんこれは先ほ

ど村長の答弁の中にもありましたけど、産業振興

住宅建設奨励金交付条例ができたばかりです。 

これによって企業の実習生が住む場所が確保さ

れていくというふうに思ってます。 

非常に良いことだとは思いますけども、ただ、

今後、外国人の労働者がを増えるのは確実です。

そのための条例ですから。確実です。 

ただ、例えばですね、１つの例にとって、今建

設中のものにしてみると、１０戸分ですか、その

１０戸の中で何人住むか分かりませんけども、４

０人ぐらいが住めるんじゃないかと思うんですけ

ども、そこに対して最高で２０００万円まで補助

するというふうな条例が出来上がってますけども、

仮に４０人とします。４０人とした場合に、その

４０人だけで今後やっていけるのかというと、こ

れやっていけないんですよ。まだまだ必要です。

日本人の労働者はもっともっと減っていくでしょ

う。今後は。そうするともっともっと外国人が必

要なんですよ。本来であれば２４時間稼働させて

いくぐらいのものがほしいというくらいまで言っ

てますから、そうするとまだまだ足りないと。そ

れが本当に外国人を雇い入れるのかということも

考えられますけども、でも理想としてはそこまで

持っていきたいというのが、本音の中にあるって

いうのをお聞きしてますから、これから外国人が

どんどん増えてくるということが予想されるわけ

です。 

住む所がないと受け入れも出来ないわけですよ。 

私が言っているのは、また新たな条例を作って

うんぬんって言うんじゃないて、補助率を上げて

みたり、補助金を上げてみたりっていうふうじゃ

ないんです言っていることは、こんな中に言って

いるように、せっかく空き家バンク制度っていう

ものが出来上がっているわけですから、うちの村

には空き家が無い、空き家が無いってなんだって

言いますけども、今はないかもしれませんけど、

今後、出てくる可能性があると。 

空き家が無いわけじゃないですよ。空き家バン

クに登録しているものがないっていうだけであっ

て、空き家が無いわけじゃないんです。 

そこももうちょっと緊密に、難しいことかもし

れませんけど、できるだけ空き家バンクに登録者

もらう。もしくは登録しなくても村が空き家にな

るところに出向いていって、こういうことをしま

せんかと、実習生が住む所がないんですっていう

ことでもいいです。なんでもいいです。事を説明

をして、その家の持ち主の方に理解を得て、貸し

ていただく、もしくは売っていただくということ

を検討していかなきゃなって思いますけど、住む

所がないときにどうするかって言ったら、そうや

って新しいものを建ててもらおうか、もしくは今

言ったように、空き家みたいなものを活用してや

っていくしかないですよ。 

これ、増えて来るから作るんじゃくて、作って

待っていなきゃならないという考え方です、私に
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すると。 

それのことも含めて、空き家バンクの制度がな

にも進んでない訳ですから、それは今後考えてい

く意志があるのかどうか。 

まずそこ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）：一応空き家バンクに

ついては、制度を作りまして、ほとんど空き家バ

ンクに登録していただける方がいない。 

その部分については行政としてのＰＲ不足もあ

るのかもしれませんけども、この部分につきまし

ては、積極的にＰＲをしていきたいというふうに

考えております。 

ただ、なかなか住めるような状況の空き屋が無

いっていうのも正直言って現状でございますので、

空き家無いってことは、提出家がそれだけ少ない

ということも含めて良いことではあるんですけど

も、そういうことも含めながら、今後、空き家バ

ンク制度ももっと積極的にですね、村民の方々に

もし今後なにかありましたという形の中で、ＰＲ

活動もし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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：実際これは、産業振

興住宅建設奨励金交付条例ですか、これを活用し

て建築するところもあるようですけども、実際さ

っき言ったように、いくら補助金を出るとは言っ

ても、借金をして作るわけですよ。それも結構な

額の借金をして、そこまで踏み切れない企業もい

るのはこれ現実なんです。 

じゃあどうするのかと。 

もちろんそれは企業の努力でなんとかするしか

ないですけども、片方で新しいもの建てれば補助

金を出しますよと。もちろんこれはすごくありが

たいことですけども、そこまで踏み切れない企業

がいる以上、その企業に対してどういうことがで

きるのかなっていうことを考えていかなければな

らないといけないと思うんですよ。もちろんこれ

は私も言いますけども、これＰＲ不足です。ＰＲ

不足ですけども、現実にじゃあ、村長の答弁の中

にあったように住めるような状態にないっていい

ますけども、これからじゃあ、あそこのご夫婦は

なんか家開けて、どっか地方に行くみたいだよっ

て言った時には、今までそこに住んでいたわけで

すから、住めないわけじゃないですよ。 

ただ、外国人実習生を受け入れるって言った場

合には、改築だってなんなりっていうものが必要

になってくるかもしれません。 

そのときに、村としてどういうことができるの

かってことも考えていかなきゃいけないと思うん

ですよ。そのときになって、なんか補助はないの

かって言ったって、ないことはないですけども、

産業振興条例からすると、微々たるものであると

いうふうになります。 

同じ実習生を受け入れるわけですから、その辺、

優遇措置って言ったらおかしいですけども、とい

うことも考えられないのかなっていうことを伺っ

ているんです。 

もしそういうような状況になった場合に、村と

してどういう対応をとるのかということ、これか

らどう考えていくのかっていうことをお聞きした

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）：当然、これから水産

業だけではなくて、酪農業の担い手、外国人労働

者の受け入れという部分については、これから村

を支えていく上では必要なことだというふうに考

えております。 

その中で空き家が出来て、その部分で買い取り

だとか、色んな形でやりたいという部分について

は、議員おっしゃるとおり微々たるお金かもしれ

ませんけれども、一応産業振興住宅奨励交付金の

中で、改築の部分についても予算を見させていた

だいているという形になっております。 

今後は、行政で全て宿舎等の住宅を建てていく

ということについては非常に困難だというふうに

私は思います。 

その部分については、今後、出入国管理法の中

で全体の大枠の法律が出来上がったわけですから、

今後、細かいことについては、省令で決めていく

という形の中で、国が言っているわけですから、
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これから法務省の中でどういうような住宅関係だ

とかいろんな細かい中のですね、補助制度が今後

出て来るだろうというふうには思ってはいますけ

ども、どうなるか分かりませんけれども、その中

で各企業、水産業、酪農業、法人もありますけど

も、そういう形の中で今後どういうような人数の

受け入れだとか、どういうような形にしていきた

いのかという形の中で、今聞き取りも全然できて

いないような状況でございますので、今後はそう

いう加工業も含めながらですね、酪農の法人でや

ってる方々、外国人が今後どのくらい受け入れる

ような状況になるのか、それを含めながらですね、

今後、意見交換をさせていただいて、その後です

ね、住宅設備についても議員おっしゃられたとお

り、体力の大きな会社については、職員住宅の建

設も可能でしょうけれども、、小さいところになっ

てくると、外国人労働者の受け入れは、ほしいん

だけれども、なかなか自前で住宅建設というとこ

ろについては着手が出来ない、二の足を踏んでい

るというような企業もあるというふうには聞いて

おりますから、そういうようなことも含めながら、

ざっくばらんに今後聞き取り調査をしながらです

ね、意見交換をさせていただきたいというふうに

思います。 

ただ、その後ですね。村のほうも財政的なこと

もありますから、どこまでどういうような形でご

支援をできるかということも含めながら検討して

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：もちろんこれ村長の

答弁の中にあったように、村が建物を建ててうん

ぬんって、これはしてはいけないことです。 

そういうことを言ってるんじゃなくて、私が言

っているんじゃなくて、今できることがなんなの

かってことなんですよ。 

結局、国もものすごい勢いで法案を可決しまし

たよ。それだけ急いでいるということなんですけ

ども、もともとその外国人技能実習生が来ていた

本村としては、外国人が来るということに対して、

そんな抵抗力がないんですよ。 

ずっと昔から辿って行くと、たしかロシア人が

来たと思うんですよ。浜猿の学校の跡ですか、皆

さんも目を瞑ると思い出すと思うんですけども、

あそこにロシア人が最初に来てて、その後にだん

だん中国だとかベトナムだとかってほかの外国人

の方が、それを国が法整備をしてもらって、どん

どんそういうふうになってきたと。今も国がその

法整備をして、また、もう１歩も２歩も３歩も４

歩も前に進もうとして、もうこれ可決しました。 

そうなってくると、たぶんこういう田舎のもの

を見ていないと思うんですよ、国は。 

もっと違う大企業だとかほかところを見ている

と思うんですけども、絶対そういうものは、日本

全国もちろん本村も含めて、こういう田舎のほう

にも影響をおよぼすわけですから、それがどう影

響するのかって、もちろんさっき村長が言ったよ

うに、見極めなければならない部分もありますけ

ども、実際に国がこれから動こうとしたとき、住

む場所がないんであれば補助を出しますって言っ

て、どのくらい出てくると思います。 

大体皆さん職員の方であれば分かると思います

けど、国が出す補助金なんて、なんてって言い方

は悪いですね。村が単独でやる補助金の１００分

の１だとかそんなもんですよ。本当にこんなもの

なのっていう金額が出てこないと思います。 

それで企業の人に何とかしてくださいって言う

のも、これもまた酷だなという感じもします。 

ただ、本当に建てたくても建てれないで苦労し

ている業者が実際にいるわけですから、本来なら

ば借金をしてバンと建てればいいんですよ、２０

００万円補助金があるわけですから、建てればい

いんですけども、そこまでは踏み切れないってい

う人がいる。なんとかしてくれっていうふうに言

うわけですよ。なんとかしてって、最初はせっか

く条例ができたんだから使って下さいって言うし

かないわけですよ。 

ただ、いろんな事情を聞いてくると、そこまで

はどうしてもできないんだと。今でもぎりぎりで

やってるんだから、今後、例えばホタテを加工す
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る業者であれば、今までは景気良かったかもしれ

ないけど、来年、再来年はあまりパッと見込めな

い話も聞いていると。今ここでそういうことをし

てどうなのかって気もするっていうふうには聞き

ます。 

それは企業努力なんとかしていただければなら

ないことなんですけども、今こうやって条例まで

作って、最高２０００万円まで補助を出しますっ

ていうことまでもう踏み込んでやっているわけで

すから、本村はなにもしてないんであればどうぞ

企業の方の努力でやってくださいって言いますけ

ども、片っぽにはそういう力のある業者にはそう

いうことをします。でもそこまでできない業者に

対しては、何もしませんよってわけにはいかない

ですよ。ただ、金を出せばいいってものじゃなく

て、そうであれば空き家バンク制度をもっと充実

にしたものにしてって、さっき村長が言ったよう

にＰＲ不足って言いましたけども、本当にＰＲで

すよ。もっとＰＲをして、空き家が出るんであれ

ば、事前に村のほうに行って、空き家バンクに登

録しますっていうくらいのものを作ってほしいと

いうことなんですよ。そのぐらいはお金掛かりま

せんから、それまず約束していただきたいと。 

今後、ＰＲじゃないですけども、空き家バンク

をもっともっと活用していく。もしくは、新しい

制度を作ってもいいんですよ。空き家に対しての。

本村独自のものを。 

空き家バンク、空き家バンクって言いますけど

も、北海道もでっかい規模でやってますけども、

そこに乗っかるんじゃなくて、本村独自のものを

考えていってほしいと思いますけども、これ以前

副村長にお伺いして、空き家バンクのことは副村

長がいろいろやっていたと思うんですけども、そ

の辺関してどうですか。 

今後、もうちょっと活用していただけるような

方向に持って行こうとするのかどうかというのを

ま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）：ただいまのご質問

にご答弁させていただきます。 

確かに空き家バンク制度を作ってから、今現在

の登録というところは全くないところでございま

すので、その部分については、行政としてはＰＲ

不足なのかなというふうに思っております。 

ただ、今後の部分において空き家バンク、空き

家がですね、出てきた場合においては、そういう

ところのＰＲも含めながらですね、活用の方法と

かそういうところも含めてですね、行政側も個人

のほうにもですね、積極的に関わっていきたいな

というふうには思います。 

ただ、先ほど村長も言っているとおり外国人の

今入管法の改正の部分でございますけども、省令

が出て見ないとなかなかわかんない。 

空き家バンクでですね、登録になかった住宅が

本当に使えるか、居住条件も含めてですね、今後、

情報の収集をしていかなければいけないと思いま

すし、今実際には在留資格の関係だと思ってます。 

外国人実習制度とまた別なですね、在留資格の

１号、２号の関係だと思ってますので、その辺に

ついての在留外国人の部分、実習生の制度との部

分とですね、含めて、今後、省令等を含めてです

ね、情報収集に当たってまいりたいと思いますし、

いずれにしても空き家バンクについては、今後、

積極的なＰＲを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）：今副村長のほうから

今後、前向きにと言っていいと思いますけども、

ＰＲ活動していくということですけど、確かにこ

れできたばかりなので、省令が出次第、考えてい

くということなんですけども、大体分かりますよ。

今副村長が言ってように、１号、２号とかいろん

な区分があって、１４業者がうんぬんっていう皆

さんも聞いてますとは思いますけども、その部分

しか分からないですよ。我々からしてみると、細

かいことはなにも出てきてないわけですから、そ

れを見極めてってことですけど、いずれにしても

外国人の労働者が今後、来やすくなるというのは、

実際の問題ですから、そこをなってからじゃ遅い
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んですよ。企業としても、もっと呼びたいんだけ

ど、できないって部分が住宅の部分でもあります

から、他の部分でもありますけど、住むところが

ないっていうのが１番困るんですよ。 

そこの部分で本村としても、空き家バンクもそ

うですけども、さっき言ったようにほかの独自の

ものも考えてもいいだろうし、もしその空き家が

できて、ここに貸してもいいですよとか売っても

いいですよって出た時に、村がちゃんとその部分

に対して、支援をしてやれるかどうかっていうの

がかかってますから、そうでなければ企業も外国

人の方を、今後、もっと受け入れようという気に

はならないと思うんですよ。 

今これからたぶん１つや２つ条例のあったもの

が建築されると思いますけども、そこに関しても

今後条例作りました。最高２０００万円まで出し

ますという部分もそうですけども、そこだけじゃ

なくてもっときめ細かな部分まで、今後、考えて

いく必要があると。 

それは今後やっていかなければわからないこと

ですけども、そういう問題がたぶんおそらく必ず

出てくると思いますんで、それの対応もしっかり

とやっていただきたいと思います。 

この質問は終わります。 

最後の質問に移らさせていただきます。 

住民生活の利便性を高める施策についてお伺い

します。 

本村には冬期間通行止めとなっている村道がい

くつか存在します。 

そのほとんどが交通量も少なく迂回路の確保で

きることができ、通行止めの影響は最小限である

との判断によるものと考えます。 

しかし、災害等の有事に幹線道が寸断された場

合、使用できる迂回路が存在しない箇所が住民よ

り指摘されてます。 

鬼志別、知来別間の村道は、冬期間通行止めと

なっており、国道２３８線が災害等により寸断さ

れた場合、使用できる迂回路が存在しない状況に

あります。 

この事態は、災害対策が実際に進められていな

い状況であり、憂慮する事態と考えます。仮に大

津波警報が発令され、避難所へ避難をしようとし

た場合、知来別小学校では大津波警報での避難に

は適さない施設であり、地域住民は鬼志別方面に

しか避難できないのが現状であります。 

そのため、避難経路の確保は自治体としての最

優先事項であります。 

また、生活圏域としても鬼志別地区には役場、

病院、スーパー、銀行、小売店、飲食店等があり

ますが、地域住民は冬期間には近隣自治体、主に

稚内方面へ出向くことが多いと聞いており、村道

が通年開通されることにより、鬼志別地区が生活

圏域として機能するものであり、利便性を格段に

高まります。 

さらに緊急車両等の時間ロスも軽減され、その

効果は絶大なものになると考えます。 

交通アクセスの利便性は予想以上に住民生活に

直結したものであり、地域活性化につながるので

あります。 

災害対策、地域活性化の施策としての村として

の考えをお聞きします。 

○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。 

村道鬼志別、知来別線は、浜鬼志別を経由して、

国道を通行するルートと比較しますと、距離にし

て約４キロの短縮となり利便性が高いということ

も理解しております。 

しかし、冬期間においては、道路立地条件上、

気象の影響を受けやすく、冬道に応じた道路機能

や設備整備がされていない状況にあります。さら

には、夜間の除雪体制ができないことも含め、総

体的に冬季間の開通は、安全性に欠けているもの

と判断し、やむを得ず通行止めをさせていただい

ておりますことをご理解いただきたいと存じます。 

また、国道は道路の規格や設備が整っているこ

と。また、冬期間の除雪体制も２４時間対応とな

っており、道路状況の情報発信についても充実し

ていることから、冬期間は国道２３８号と道道豊

富猿払線を通行するルートを主要道路として通行
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する方がベターである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）：確かに今村長が最後

に言ったように、ベターなんですよ。 

ただ、私が言いたいのは、以前、大津波警報が

何回か発令されたと思いますけども、その２回目

のときに、あそこの知来別地区の住民は避難しな

かったそうです。 

知来別小学校に逃げろと言われていたので、大

津波警報が来て、あそこ７、８ｍしか標高ないん

ですよ。あそこに逃げてもしょうがないと。家の

窓からずっと海を見ていたそうです。 

それでいいのかと、私は先月その話をはじめて

聞いたわけですけど、そんなことでいいのかと思

いました、正直言って。 

避難経路の確保という部分を今村長触れてませ

んでしたけども、除雪が大変だと。整理がされて

ないということで、除雪をしないという理由でし

てないというふうに言いましたけども、それもも

ちろんそれもそうです。 

ただ、じゃあ、あそこの住民が避難するときに、

どこに逃げろというんだと。 

私が最初聞いた時には、たまにでもいいから投

げておいてくれと。なんかあったときに投げれば

いいって言ったって警報出てから投げるわけがな

いですよ。投げづらいって言っても、投げれない

わけじゃないんですよ。開通できないわけじゃな

いんですよ。しづらいっていうだけの話しであっ

て、そこなんですよ、問題は。除雪しづらい、除

雪に予算が掛かるを取るのか、もしくは避難経路

を確保するために、夜間除雪しないのはここの道

道も同じです。鬼志別、浜鬼志別間の道道だって

夜間やってませんよ。 

同じことなんですよ。同じようなことがなんで

できないのかってことです。 

確かにあそこの道路は低くて、冠水するおそれ

もあるかもしれないけど、冬はそんなの関係あり

ませんから、そこなんですよ。 

どっちの取るかと、投げないから避難は考えな

いでくれということを言いたいかってことを言い

たいのかってことを私言ったんですよ。 

そこの部分です。 

ただ、予算が掛かるから、投げづらいから、投

げづらいんじゃなくて、投げれないなら分かりま

すよ。除雪車が通れないんだっていうなら分かり

ますけども、投げづらいから投げないっていうの

は、これ理由にならないと思うんですよ。投げれ

るわけですから。 

そこです。 

じゃあ非難しなくいていいのかという部分なん

ですよ。 

この話はたぶん、その住民の方も私は何人かに

同じようなことを言われてたんですけども、その

中の１人が自治会長にも一旦お願いしたこともあ

ると。 

役場に掛け合ってもらったんだけど、話取り合

ってもらえなかったと。 

もう自治会長に言えない。 

それで私のところに話が来たっていうふうな経

緯を聞きました。ですから、どこまでそれを考え

ているのかなっていう気がするんですけども、そ

の非難に関してどのくらいのこと考えてます。 

それ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）：まず避難の関係だと

思いますけれども、知来別地区における一時避難

場所につきましては、知来別小学校の裏山という

形と、それから知来別の簡易水道施設の敷地の２

か所と今のところなっております。 

一応海抜につきましては、小学校裏山が４．６

ｍ。 

簡易水道配水池敷地につきましては、２０．４

ｍというふうになっております。 

主要避難場所につきましては、議員おっしゃる

とおり知来別小学校１か所の海抜８．６ｍという

形になっております。 

村では、地域防災計画で定めておりますけれど

も、先ほども説明しました知来別地区の一時避難



- 12 - 

場所及び主要避難場所につきましては、北海道が

作成している津波シミュレーション及び被害想定

調査における津波浸水予想のエリア外であります

ことから、現状津波避難計画上においても避難場

所として設置しているところでございます。 

また、知来別小学校は海の近くに立地している

こともありますが、地域住民の不安感はあるかと

は思いますが、津波被害につきましては、一刻を

争うものでありますので、発令後は速やかに一時

避難場所へ避難していただくことを優先していた

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・登壇）：突っ込みどころ満載

なんですけども、言っていることは分かります。

分かりますけども、大体、あそこに住んでいると

仮定して、あそこに住んでる方が大津波警報を出

て、知来別学校に逃げれって、逃げませんよ。 

行っても同じなんだもん。 

そうですよね。 

仮に、今村長が言ったように災害がないって思

ってますけども、皆さんたぶん思う。ここは災害

が少ないところだから、地震もないし、津波もあ

るわけじゃないしって言いますけども、例えば、

胆振東部地震ですか、しょっちゅうあそこも地震

もあったところですけど、あんな大きい地震来る

なんて、誰も思ってなかったんですよ。 

あそこに友達も同級生もいますけども、震源地

のすぐ近くに住んでますけど、あんな大きい地震

来るなんて、夢に思ってなかったって言いました

から、夢にも思ってないことが起きちゃったんで

すよ。 

ここは活断層もないし、津波も来ないしって思

うかもしれませんけども、その何年の間です。何

百年に１回とか何千年に１回って言いますけども、

生きてる間は来ないだろうってみんな思ってるん

ですよ、現実には。 

近年見てみると、例えば、当たり前のように、

爆弾低気圧なんて昔こんな言葉すらなかったんで

すから、爆弾低気圧だとか、大雨、大雪、それか

ら台風が上陸なんて、ほんと最近ですよ。北海道

に台風なんて来ないって言われてたんですから。

それとか、もちろん地震ですよ。あと竜巻。竜巻

は何年かに１回でっかいの発生しますけども、異

常気象なんて、もうほとんど、テレビの中で見る、

大概の火事みたいな感じで見てましたけども、今

そんなもんじゃないですよ。 

現実にもう明日起こってもおかしくないってい

うふうに思ってなきゃならないって言われてます

けど、本当にそうだと思います。本当に今日だと

思って考えなければならない。 

そうやって思ってる住民がたくさんいるわけで

すよ。 

じゃあ私達は、どこに逃げればいいんだって、

あの地区の方は思ってるんですよ。 

なにもしてくれないと。 

自治会が代表の方に言っても掛け合ってくれな

かったって言われたと。 

そこなんですよ。 

じゃあどうしようっていうんですかと。 

速やかに避難してくれってどこを通って逃げれ

ばいいんですか。 

エリア外って言いますけども、エリア外なのに

なんで警報が鳴るんですか。避難してくれって。

そうですよね。 

万が一のために逃げてくれと、万が一があった

ときにどうするんですか。 

そのときのために村長が言ったように投げづら

いからあそこ投げないからそれを我慢してくれと

いう説明が、その住民に対してできますかってこ

となんですよ。 

私できないと思います。実際そうなんだから。 

そういう地区ってなかなかないんですよ。さっ

き裏山が避難場って、裏山は雪が積もって行けな

いじゃないですか。冬になったらどこに逃げれっ

て言うんですか。 

そのまんまその答弁を住民の方に言えますかっ

てことなんです。 

だからもうちょっと前向きに考えていただかな

いと、これ私だって持ち帰ってそのままその方達
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に説明しなければならないわけですから、なんも

しなかったわと言っていいんですか。 

それじゃ行政として力不足だと私は言えざるお

えないと思います。 

ちゃんと説明がしていただけるんであれば私も

持ち帰ってその説明をちゃんとします。 

その説明にならないですよ。結局そこなんです。 

村として、村長の言っているのはたぶん予算の

面でしょ。投げづらいのは投げれるわけですから。

金が掛かるからできないって言ってるんだったら、

金が掛かるからできないって言ってくださいよ。

答弁の中で。 

でもそうじゃないんですよ。 

お金と人命とどっちを取るんですかって形にな

っちゃうわけでしょ。 

住民がこの放送聞いていたら、思ってますよ。 

きっとそこなんですよ。 

もし村として何千万円掛かるか分かりませんよ。

年間あそこの道開けるだけでどれくらいお金掛か

るか、何百万円か何千万円か分かりませんけども、

掛かるお金が出せないっていうんであれば、じゃ

あ試験的に１年間だけやってみるかだとか、もし

くは奇遇なこというと、道道に確認していただく

とか、避難経路として、そんな道たくさんありま

すから北海道の中に、そのくらいのことまで考え

ていただかないと、これ説明できないです。 

それについて答弁お願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず津波等の災害に

つきましては、１番高いところの知来別小学校に

避難していただくという形の中が１番今のところ

ベストだと思います。 

知来別からあの道路を通って、鬼志別になかな

か避難して来るという部分については、車を運転

して来るという部分については、非常に危険です

ので、１番高いところの知来別小学校に避難をし

ていただくというところが地域の住民とっては、

私は１番ベストだろうというふうに思います。 

それと、この除雪を開けるのが、ただ、お金が

ないから開けない、確かにお金は非常に掛かると

思います。 

そのためには、道路の部分で防雪柵を作ったり、

いろんな形の中でやらないと思います。 

当然、週に２回とか３回でいいんだっていうよ

うなお話も聞きますけども、そうは決してならな

くて、道路を開けてある以上は、車通るわけです

よ。 

そしたらきちんと除雪を、車両が通れるような

道路状況にしてあげないと、事故があったり、い

ろんな形があると、それこそ住民の方々の命を落

としたり、怪我をしたりというところも考えます

ので、ある程度海岸沿いにはなりますけども、４

キロ程度という形なります。 

それとここあと数年、何年というのは、はっき

り分かりませんけれども、国道も今山の上に上が

ってきますので、海岸からは少し離れる状況の高

台になりますから、それこそ明日、明後日もしか

したらその津波災害が起こるかも分かりませんけ

れども、そういう形の中で今後やっていきたいと

いうふうに考えておりますので、ただ、お金がな

いからあそこをやらないだではなくて、非常に冬

期間、あそこを住民の方々が通行してもらえるよ

うな形になるのは非常だろうというふうに思いま

す。 

それは確かに財政的なこともありますけれども、

２４時間体制、あそこの除雪体制がやっていくと

いうところが非常に難しいというふうに私は現状

として考えますので、現状としては、２４時間体

制保っている国道を利用し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・登壇）：冬期間あそこを通る

のは難しいって言いましたけど、それだから村長

の考えですよ。 

住民の要望は通りたいと、開けてくれ、通りま

すから言っているのに、通りづらいっていうのは

これおかしいんじゃないですか。 

私が今質問してるのは、開けてくださいと、鬼

志別まで行きやすくしてくださいと、冬でもいつ
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でも逃げれるようにしてください。もしくは質問

の中にあったように、鬼志別まで買い物などもな

んでも行きやすくしてださいって、そこ通って行

きますから開けてくださいって言っているのに、

通りづらいから開けませんってこれおかしい話で

すよ。 

全然噛み合わないじゃないですか、質問と答弁

が。 

そこなんですよ。 

だから言っていることは分かります。 

村長が言っている、なんでいままで開けなかっ

たかって理由も分かります。 

ただ、住民はそうじゃないですよ。 

なんで開けないんだろうということを考えてる

わけですから、車運転しづらいだとかなんとかっ

ていうのは、そちら側の言い分です。 

住民は車を運転して来るんですよ。 

そこです。 

要望です。 

これ住民の要望に対して運転しづらいから危な

いのかって、住民は車を運転して来るんですよ。 

なんか全然答弁が噛み合っていないと思うんで

すけども。 

この質問に対するちゃんとした答弁をお願いし

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）：最短距離で通りたい

というのは、これは非常に理解できます。 

ただ、本当に地吹雪があったり、いろんな形に

なると常時通行止めを当然していかなきゃならな

いような状況になるとおります。 

それよりは安全性を考えれば国道を通ってきて、

道道豊富猿払線を通って、鬼志別に来ていただい

たほうがより安全だということです。 

全ての幹線道路を開けるというふうになります

と、当然開ける以上は、車両が通行できる安全対

策をしっかり整えていかなきゃならないような状

況にありますので、全ての村道がそういう形で住

民の要望に応じて開けれるかという形になると、

これ非常に難しい問題だと思います。 

ですから、住民の方々の安全性だとかいろんな

ことを考えてやむなくこの部分については、いろ

んな吹き溜まりもできます。春先については簡水

もします。いろんな形の中であえなくそこの部分

については、通行止めをさせてくださいというな

形でお願いをしてきて、現状に至っているという

ふうに私は理解しておりますので、あえてそこの

ところは現状としては、開けないですね。あくま

でも安全のある国道、道道のほうを利用して鬼志

別地区のほうに来ていただきたい。そして冬期間

もし災害がどうしてもあって、時間的余裕があれ

ば知来別と鬼志別からそれこそ、ロータリーなん

でも両方向から行きながらですね、除雪をしなが

らですね、知来別が危ないときについては、鬼志

別に避難していただけるような体制もきちんとと

っておりますので、そういうところを含めてご理

解いただきたいと考えております。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午前 １０時３８分 

 

再開 午前 １０時３８分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁に対

して、お伺いします。 

全ての村道と言いましたけども、私が言ってい

るのは、鬼志別、知来別間の村道だけです。ほか

のところは迂回路があるって質問状の中に書いて

ますよ。迂回路があるからいいんですよ。迂回で

きますから。 

今村長の答弁の答弁の中にあったように、国道

が何年後には、上に上がるっていいましたけど、

全て上がる訳じゃないですよ。どういう事情か分

かりませんけども。村道をなるべく作らないよう

に、除雪体制を維持するために知来別の街中通り

ますよ。最初の計画では、知来別を交わしていっ

て、ずっと向こう側に降りるはずだった国道が、
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知来別の手前から降りると。 

その国道を維持することによって、開発局に除

雪をしてもらうために、降ろしたと私は聞いてい

ます。そうすると海岸沿いを通るじゃないですか。

向こう側とこちら側、加工場を過ぎてから登って

いくわけですから、同じことなんですよ。 

結局はそれが全部ずっと上を通って行くってい

うなら分かりますよ。 

それ違うんです。 

それじゃ同じことなんです。 

その津波に関しては。 

例えば、地震で寸断される、大雨で寸断される

ってどんな状況か分かりませんけども、幹線道路

が止まることによって、例えば、物流も止まる。

いろんなものに影響があるわけですよ。国道なん

ですから。 

それが止まった時にじゃあどうするのかって、

村長がそこまで言い張って、できませんって言う

んであれば、先ほど私が言った中の道道に確認す

るっていう部分も考えていただけないと困るんで

すよ。 

今はできないんだけど、道道に格上げするとい

うことをこれから検討しますと、要望出しますと

いうことまで言ってもらわないと、これ住民に説

明にならないんですよ。できません、できません

の一点張りじゃ。 

そのできない理由を言ってますけども、別に可

能な事なんですよ。 

地吹雪で通れなくなるって言いましたけども、

鬼志別、浜鬼間だって地吹雪で通れなくなるじゃ

ないですか。ああやって防雪柵付けましたけど、

こちら側だって防雪柵付ければいいじゃないです

か。 

同じことなんですよ。 

そこなんですよ。 

さっき村長が言った答弁で、地域の住民は納得

しません。 

それともう１つ、鬼志別の方だってあそこ開い

たら便利じゃないですか。 

鬼志別の人達に聞きましたけども、開いたら便

利なんですよ。 

はっきりしてるじゃないですか。 

救急車だって、例えば、知来別から向こう側で

事故が起きたときに、ここを通って行けば、１分、

１秒を争うって言っているのに、なんでわざわざ

その道をぐるって回って行かなければならないと

いうふうに考えちゃうわけですよ。 

ただ、やらないやらないの一点張りじゃなくて、

じゃあやらないためにどういう対策をするのかっ

ていうことを示していただかないと、これ住民に

説明できませんから。 

ただ、やりません、おしまいってというじゃな

くて、理由を言っている意味も分かりますよ。分

かりますけども、それが本当にできない理由とは

思えないというのが現実です。 

開けるなら開けてみればいいじゃないですか。

１年間本当に地吹雪で通れないのか。そんなこと

も１回やってみないと、それでだめでした、勘弁

してくださいって住民に説明するならいいですよ。 

ただ、想定した範囲の中で言ってる話ですから、

それと今言ったように、村でできないんであれば、

道道に確認する要望を取ってくださいよ。 

その辺に関して伺いします。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 １０時５５分まで。 

 

休憩 午前 １０時４２分 

 

再開 午前 １０時５５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。 

伊藤村長。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず第１点目のご質

問でございますけれども、まず村道の部分につき

ましては、住民の方々がそこを通られる方々の安

全がきちんと通行上冬期間確保できるような状況

を果たして構築できるのかどうなのか、道路の管
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理上、それから住民の安全上も含めてですね、ど

のくらい除雪の体制が構築できるかも含めてです

ね、今後に向けて早急に検討させていただきたい

というふうに思います。 

当然、通す以上は、防雪柵を付けたり、２４時

間体制の除雪体制がきちんと構築できるか、そう

いうことも含めながら、早急に来年度に向けて検

討させていただきたいというふうに思います。 

今年中に１年については、ご勘弁というか、我

慢をしていただきたいと。 

決してお金が掛かるからやめるのではなくて、

その部分については、今のところ安全上確保が非

常に厳しいので、地域住民の方々には我慢をして

いただきたいというお願いをして、通行止めをさ

せていただいているという状況をご理解いただき

たいというふうに思っております。 

それと、村道から道道への格上げにつきまして

ですけども、この部分につきましては、道のほう

に要望をしたいというふうに思います。 

ただ、要望する際についてはこの冬期間の通行

も含めてですね、きちんと通行できるような形で

道道の格上げが可能かどうか、ただ、道に格上げ

になっていいというふうになったとしても、また

道路管理上厳しい、安全上厳しいという形になる

とまた村道と同じような形で通行止めという形に

なった場合については、また改めて村の方からそ

こはきちんと冬も開けれるような形で除雪体制を

してほしいというお願いもしなきゃならないよう

な状況になるかもしれませんけれども、そういう

ことも含めながらですね、また道のほうにはお願

いをし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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：もうこれで質問やめ

ますけども、今村長が言ったように、最終的に村

がこの事業に対して、なかなか難しい部分がある

というのであれば、村長が言ったように、道道に

格上げすることも、ぜひこれ検討課題にしていた

だきたいと。 

これ待ってても仕方ないので、どんどん要望し

ていただきたいと思います。 

道だって災害に関しては、あっち向くことはで

きませんので、その部分に関して、住民が非常に

懸念しているのはそこの部分です。 

それと、あと住民の意見をもっと聞いていただ

きたいと。 

これ何年も前から言っていたらしいです。 

私はつい最近聞きましたけども、その辺の含め

て、なかなか地域懇談会なんなりにも出ている人

数も少ないという部分もありますし、もともこう

も言えないという部分もありますから、たまたま

私のところに話が来ただけであって、いろんな要

望も報道の部分もあると思いますので、地域住民

の要請だとか要望だとかというものもしっかりと

親身になって、すくい上げていっていただきたい

と。 

それとあと避難経路の確保という部分も、本当

に真摯に考えていただかないと。 

今年度は無理でもと、もちろん今すぐこれ開け

るのは私も実際問題、時間かかるかもしれないっ

てことも、その時に住民の方に言いました。 

時間かかってもいいからやれるようにお願いし

てくれってことも言われましたので、最初にそれ

言っちゃうと、今じゃなくていいんだべって話に

なっちゃうわけですから、今改めて言いますけど

も、時間はかかっても構いません。構いませんけ

ども、ぜひともあそこに道があるわけですから、

これから新しく道を作れってわけじゃないので、

できるようなことを、どういしたらできるかとい

う部分で、どうしたらできないかじゃなくて、ど

うしたらできるかっていうことを、考えながらや

っていただきたいと思います。 

これで終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 １１時５分まで。 

 

休憩 午前 １０時５９分 

 

再開 午前 １１時０５分 
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○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。 

５番 森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づき質問をいたします。 

私の質問は、移住促進事業についての３項目で

あります。 

国の交付金事業の採択により、これは正式には

地域活性化、地域住民生活と緊急支援交付金とい

うものですね。 

これによりまして、移住促進事業として移住体

験ツアーや味覚まるごとフェアを開催してきまし

たが、今年で４年目となっております。 

その財源は、当初の国の交付金から、その後地

域づくり総合交付金ですか、それからふるさと応

援基金の基金の取り崩しへとシフトし事業を継続

しています。 

そうした中、今後これらの事業をどのように展

開していくのか、移住促進事業の中で特に書いて

おりませんでしたが、移住体験ツアーこれを主と

して答弁していただきたいと思います。 

まず、１項目。 

移住促進に係る成果が出ているのか。 

この辺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）：まず、議員のご質問

にお答えさせていただきたいと思います。 

本年度で議員のご質問にあったとおり、４年度

を終了したところでございます。 

この４年間のちょっと総括も含めてですね、ど

のような形で、どういう方々が来ていただいたか

というところも含めながら、説明をさせていただ

きたいと思います。 

まず、移住体験ツアーとそれから味覚まるごと

フェアにつきましては、これまでに事業規模の縮

小や内容変更等しながら、４年目に向けて実施を

継続してきております。 

これまでの成果としましては、この２つの事業

に参加された方のうち、延べ１６組２６名の方に

移住体験住宅をご利用いただき、村内企業等への

就業体験をはじめ、やすらぎ苑でのボランティア

活動、英会話教室、小学生を対象とした体操教室、

それからイベント等のお手伝いなどに携わってい

ただいております。 

そのほかにも、プライベートで再度来村されて

いる方もおりますし、友人や知人の方々へ猿払村

のＰＲをしていただくことにより、ふるさと納税

の増加や村の知名度アップに繋がっているものと

考えております。 

１番の議員のご質問の内容ですけども、これら

事業により現在移住した方はまだおりませんけれ

ども、交流人口、関係人口の拡大に結びついてい

る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）：ただいまの答弁で、

交流人口の増加とふるさと寄附に対するＰＲがで

きているというようなことですが、実際に移住さ

れた方はいまだに出てない。 

この移住者の現れない現状、これをどのように

とらえているのか。 

その辺村は何か説明できるようなことがあれば

お願いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○総務課長（伊藤浩一君・登壇）：この４年間で移

住体験希望者につきましては、数名の方々が実際

におりました。 

その中でこちらの方でまず就労していく、就労

の部分につきましてのこちらで生活する年収等に

ついて、なかなか合致できなかったというところ、

その分につきましては、移住体験ツアーの中でい

ろんな担当職員のほうから企業就労に向けての説

明をさせていただいておりますけれども、なかな

か実際こっち側に来たいというような形の中でお

りましたけれども、なかなか実際来ていただくと

きになりますと大都会と田舎との所得の格差とい

うところがネックになったというところと、それ

からすぐ来たいという方については、先ほどの議

員のご質問にもありましたとおり、住宅の確保が

難しかったというところが課題として残っている
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状況でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：前の村長の答弁にあ

ったとおり、移住者が猿払村に選択をしない原因

としての１つには、当然、一家として生活ができ

るだけの職がない。収入を得る場所がないという

にも１つだと思いますし、猿払村に移住に当たっ

て、まず第１に、自分の住む場所、それを確保し

なきゃいけないっていうのはあるかと思います。

それが確保できていない。 

先ほども同僚議員の部分でもありましたが、そ

ういった中で住居の確保、これが第１なんです。

かといって村が住居を建てるということはできな

い。 

そうした中で、先ほど同僚議員も言いましたが、

空き家の利用というのもありますが、そうした中、

猿払村で所有する職員住宅、これがあちこちで空

き家になってる部分がある。これは事実です。 

そうした住宅を、内装をある程度直すことによ

って、使用は可能になるんではないかと思います。 

たしかかなり前ですが元の助役の住宅。これは

もう村としては使えないというような中で、取り

壊しを予定していたところ、ある企業ですね。共

済でしたっけ。そちらが内装を改装するんで、貸

してくれというような話の中で、改装して、いま

だにまだ進んでおります。 

そういったことは可能だと思うんですよ。 

住宅として形がある以上、一定程度のお金を掛

ければ居住可能になるというようなことがありま

す。 

その辺で村として、今空いている職員住宅、こ

れを改装するというような形の中で移住体験につ

いては、浜鬼の公園の中でしかやってないという

こともあります。 

そうした中で鬼志別市街の中にそういった移住

体験もできる。 

将来的には移住した時に居住できるという、そ

ういった住宅は考えておりませんか。 

○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

ご質問についてお答えさせていただきます。 

森議員さんが言うとおり、今実際にはさるふつ

公園のところに、移住体験住宅ということで、１

棟しかございません。 

先ほど村長からの答弁のとおり、私も体験に来

ていただいた方について、いろいろ話をさせてい

ただきました。 

その中では、当然、先ほど言ったとおり、住む

住宅がないという部分もありますが、また、冬の

季節。これについても非常に厳しいということの

不安がありました。 

また、住むところもそうですけども、住宅の部

分の関係については、今考えてるのが職員住宅。

今空き家の職員住宅をリフォームしてですね、中

のリフォームをしまして、外の部分も含めて、新

年度に向けて今検討してる最中でございます。 

それについても先ほどの森議員さんの言ったと

おり、さるふつ公園ではなくて、鬼志別の今の職

員住宅なんですが、空き家でかなり老朽化してい

る部分なんですが、実際には新築住宅建てるとい

う部分にはならないと思いますので、それをリフ

ォームしてですね、それを活用しながら鬼志別に

も体験ではなくて移住促進住宅という形で検討さ

せいただいて、今移住体験住宅は１か月までとい

う形になっているんですが、移住促進住宅という

ことで、いろいろ中身を検討しながら整備をしま

して、もうちょっと長期な部分の移住促進住宅と

いう形で、新年度に向けて検討をしているところ

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）：ただいまの答弁で、

鬼志別にある職員住宅、これをリフォームして、

移住促進住宅にするというような計画をしている

ということですが、実際、何棟程度をしようとし

ているのか。 

その辺の答弁願います。 

○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
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のご質問ついてお答えさせていただきます。 

今考えてるのが、１棟、１戸ということで考え

ております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：とりあえず新年度に

向けて、移住促進住宅１棟、１戸を整備をすると

いうことの予定、あくまでも予定です。 

これに向けて、ぜひ来年度以降に実際に取り組

まれるということを要望して、この件は終わりま

す。 

続いて、２番目。 

３０年度の支出の内訳について。 

この件につきましては、先に村の移住体験ツア

ー、これの資料をもらっておりますので、その中

で委託業務の中の旅行代金、６０４万４０００円

という形で計上されていますが、この内容につい

てお知ら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）：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。 

旅行代金６４６万円の内訳ということでござい

ますので、まず、添乗員経費として、２４万８４

００円。 

それから申し込み受け付け及びウェブ手数料と

して、９９万３６００円。 

それから消耗品費として、２８万３２９９円と

なり、さらに参加者負担金が１人１万円となり、

旅行会社に直接支払う形となるため、参加者、今

回は２６人定員で、２ツアー行いましたので、延

べ５２名分で、総額、７４６万５２９９円掛かっ

ておりますから、ここから参加者５２名分の５２

万円を差し引く形となっております。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の私の質問は、３

０年度のツアーのうち委託業務費総額についての

質問ではなく、旅行代金、６０４万４０００円と

いう形ですよ。 

この内容について説明願いますという、これ事

前に課長にも話してたと思うんですが、その分の

説明をお願いします。 

○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。 

まず、企画費でございます。 

飛行機代につきましては、往復一人６万５００

０円の５２名３３８万円。 

貸切バス貸切代金、これが２台、２ツアーなも

のですから、２台で５０万円×２台で１００万円。 

これは３日間×２ツアーという形になります。 

続きまして、宿泊費なんですが、２万７０００

円、１泊１万３５００円の×２日分×５２名とい

うことで、１４０万４０００円。 

これについては、夜の夕食の２日分の夕食代も

入っております。 

続きまして、昼食代ですが、こちら５２名分の

５０００円の２６万円。 

また、搭乗者の人件費、こちらが９万円の１８

万円。 

搭乗者の経費として、２万５０００円の２人分

の５万円という形になっております。 

それとツアーの規格の立案で、４０万円という

形になっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいまの説明で一

応内容については分かりました。 

続いて、３番にまいります。 

３１年度以降の事業実施計画、これの有無につ

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）：ただいまご質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

来年以降の事業計画につきましては、村内各団

体で構成するこの団体と言いますのは、漁協、農

協、商工会、観光協会でございますけれども、構

成する移住促進事業実行委員会において、これま

での事業効果に対する検証も行っているところで

ございますので、その結果を踏まえ、内容の見直

しも含め、事業展開を３１年度以降を進めてまい
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りたいというふうに考えております。 

なかなか移住定住政策につきましては、短期間

で成果が出てこないということも感じております

ので、私としましては、長期的な戦略を持って事

業展開を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと、実

行委員会の中で、精査をして決めていくというよ

うな答弁ですが、村として来年度以降も実証して

いくという考えでよろしいんですね。 

再度確認したいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今年度で一応４年度

が終了させていただきました。なかなか移住定住

という部分につきましては、短期的な効果が出づ

らいと、本当は効果が出れば１番いいんでしょう

けども、そういう部分では、長期的な視点に立っ

て今後も続けていきたいというふうに私は考えて

おります。 

当然、団体のほうもそのような考え方で、共通

認識でいると考えておりますけど、その辺も含め

ながら協議会のほうとも検討していきたいという

ふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：じゃあ今までの答弁

を踏まえまして、実施をするという方向で４番目

に行きたいと思います。 

３１年度以降の財源について、これはどのよう

にお考えか答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず１点目。 

味覚まるごとフェアにつきましては、北海道の

地域づくり総合交付金の対象が来年度までとなる

ことから、平成３１年度については、地域づくり

総合交付金とふるさと応援基金を財源に実施して

いきたいというふうに考えております。 

また、移住体験ツアーにつきましては、地域づ

くり総合交付金の事業対象が今年度限りとなりま

したことから、来年度に関しましては、ふるさと

応援基金を財源としていきたいというふうに考え

ておりますが、その後につきましては、これまで

の事業効果や新たな事業計画について、多角的な

検討を行った上で事業を展開していきたいという

ふうに思っております。 

先ほど担当課長の方から説明がありました、住

宅の関係、この部分につきましては、移住体験ツ

アーと２泊３日で現状やらしていただいておりま

すけれども、今後は、長期的なスパンに立った事

業を展開、いろんな職種も考えながら、そこで１

週間、２週間ではなくて、もっと長い形の中で移

住体験事業も検討していきたいというふうに考え

ております。 

その中で何かしら交通費だとか、そういうとこ

ろと助成も進めながらですね、長期的な形の中で

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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今は村長の答弁され

た部分でいきますと、財源については、はっきり

答弁されませんでしたが、移住体験ツアーにつき

ましては、当面基金でいくような考えになるかと

思うんですが、それで間違いないのかどうか。 

それとあとで付け加えてできました、移住促進

住宅。これの体験についても、補助をするという

ような答弁ですが、事業自体は同じとしても、実

際のやること、移住体験ツアーと移住促進住宅へ

の体験、これは全く別のものになるんではないか

と思うんですが、その辺の答弁お願いします。 

○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

だきたいと思います。 

移住促進体験と移住体験ツアーという形の中で、

今回の実行委員会の中でもですね、移住定住につ

いて、今回民間の商工団体の方達も実行委員会で

言った部分の経過を踏まえて、反省点としては猿

払村のＰＲとしては、宣伝効果が課題であるとい

うところがまず１点。 

それと今後の移住を目的とするのであれば、目
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的や対象に絞ってすることも必要じゃないかとい

うところも踏まえてですね、先ほど担当課長も言

いましたように、住むところがないと目的を絞っ

た体験もできないんだろうというふうに思って、

今そういう計画を組んでいるところでございます。 

また、全体の促進の関係で、体験をしてこちら

に来てですね、見ていただく体験ツアーと、今村

長が申し上げた移住の促進、いわゆる目的を絞っ

た対象にした、いわゆるこっちへ移住を現実的な

ものにしてもらうような促進のこの２種類を含め

た計画をですね、全体の今の体験型のツアーの予

算の枠以内の形の中でですね、いわゆる事業を変

更したというか内容をですね、もう少し見直した

形の中で、行っていきたいなというふうに思って

ますので、その分で例えば、加工業とか、酪農業

に特化して、こちらで移住促進住宅を使ってです

ね、体験をしたいという人がいればですね、こち

らに来る費用のある一定程度のものを補助として、

目安をつけていきたいとかそういう所の整理を今

しているところでございまして、この移住につい

ては２種類を今計画としては、想定をしていると

ころでございます。 

現状で先ほど村長の答弁の中で言われたと思い

ますけども、財源については、ふるさと応援基金

を財源として、現状では考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：とりあえず今の答弁

で移住体験ツアー、今までやったツアーと平行し

て促進住宅に係る部分、そういった事業を展開し

ていくということですが、そうした中で、その移

住促進住宅これは１頭しかありません。 

今回は長期的な仕様を可能にするというような

中で、どの程度の長期を想定するか分かりません

が、仮に２か月、３か月とした場合、利用できる

人間は限られてきますよ。 

それはそれで進めてくださって結構だと思いま

すが、余計な事をやめて本題に戻ります。 

３１年度からの財源については、ふるさと基金

これを利用するということで間違いないかと思い

ます。 

そうした中で、ふるさと寄附につきましては、

３１年度以降どの程度の寄附になるのか想定でき

ませんが、移住体験ツアーに係る財源をふるさと

寄附金に頼り、継続することには疑問を持ってい

ます。 

実際に参加した人達がどの程度の村に対する寄

附を行っているのか。 

これちょっと調べておりませんが、その他に参

加者に一部負担。今年あれば１万円を求めていま

す。 

実際のところ寄附金以上に旅行代金は村が負担

していると。その財源は、ふるさとを寄附になる

と大きな疑義を生じえません。 

３０年度では５２名の参加者に対し、総額７４

６万５０００円。これも掛けていると。 

飛行機代は６万５０００円ですか、宿泊は２万

７０００円。 

たかだか１万円前後のふるさと寄附をしたこと

により、１人当たりでいくと単純計算では、１４

万７０００円ですね。これだけ掛かっています。 

それも３１年度で行うとなれば全てふるさと寄

附金を出すと。 

実際の参加者が、来年が５２名になるかどうか

分かりませんが、一部の人間に対して他から集め

たふるさと基金、これを使ってしまうっていうの

はどうなのかと思います。 

４年経っても成果は変わらず、もう廃止すべき

だと私は考えてます。 

来年１０月には、消費税が２％上がって１０％

に上がるはずです。 

そうした中、村の住民のために何か手だてを講

ずると。それがふるさと寄附の趣旨に合った使い

方ではないか思うんですよ。 

それ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）：議員のおっしゃるこ

とも、もっともだというふうには思います。 

ただ、せっかくここまで移住体験という形の中

で進めてきた状況でございます。 
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やっと東京県内の方々についても猿払村の認知

度というところが非常に埋まってきて、また今年

も来ていただけたという形の中で、交流人口、関

係人口が増えていった状況の中で猿払村の認知度

がどんどん上がっていくというところで、そうい

うところにお金を使うのではなくて、もっと地域

住民のためにというようなご意見もございますけ

ども、もう少し時間をかけてですね、じっくり猿

払村をＰＲして来たいというふうに考えておりま

す。 

また、東京都のほうもですね、東京２３区に５

年住んでいる方々、１都３件になりますけども、

こういう方々が地方に就労したり、それから起業

をする場合については、地方創生の戦略の一環と

して、１００万円。 

それから起業する人については、３００万円の

寄附を出すので、一極集中から地域の方に出向い

ていってくれというようなこともやっております

から、これから移住体験、移住定住も含めて、そ

ういうところと抱き合わせをしながらですね、

我々も進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

今後、議員さんのようなお考えがございますけ

ども、もう少し長期スパンに立った形の中で、私

は進めていきたいとというふうに考えております

ので、ご理解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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私の質問が長すぎて

わからなかったと思いますが、先ほど言ったのは

ふるさと寄附を財源に移住体験ツアーを行う。 

３０年度でいけば１人あたま１４万７０００円

掛けている。 

同じ様な質問になりますが、どの程度の寄附を

してるか分かりませんが、大体１万円前後になる

かと思うんですよ。 

そうした中で１万円を負担して１４万７０００

円で帰ってくる。それもふるさと寄附。 

だからふるさと寄附の本来の目的は、自分が住

んでたふるさと、それに寄附をするというのがそ

もそもの目的で、寄附をしてもらった市町村が有

効に使う、そういうことだと思うんですよ。それ

が実際に３０年度でいけば、大体積立て８３００

万円ですか、１億８０００万円かそのくらいの寄

附をもらって、その中で８３００万円、これだけ

の収入がある。それを１割近くこういった形で寄

附者に還元する、実際還元ですよ。 

それがどうなのか、その辺の考えをお聞きたい

んですよ。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：議員のおっしゃるこ

とはもっともだというふうには思います。 

ただ、その還元というところでございますけど

も、ただ、非常に村として知っていただく、実際

ふるさと納税をしていただく、本当は趣旨、目的

から若干最近ずれているというところもあります

けれども、そういう形の中で総務省は通達を出し

てきましたけれども、せっかく寄附をしていただ

いたふるさと納税の部分については、地域住民の

方々に当然、有効に活用させていただきたいとい

うところが本来趣旨でございますけども、ただ、

現在、猿払村としては、いろんな形の中で移住体

験だとか、いろんなことを含めてですね、その寄

附だけではなくて、寄附していただいた方々に移

住体験のツアーに参加していただいて、いろんな

形で猿払村に見たり、聞いたり、食べたり、飲ん

だりしていただいて、帰ってもらって、その方々

がよりさらに伝書鳩代わりになって、もっと近隣、

友人やいろんな方々に猿払村をＰＲしていただき

たいという部分についての波及効果というのは十

分にあると思います。 

現状としては、担当課の努力もありますけども、

蛇足になりますけども、担当課の努力も含めて、

今現在は、昨年は、１億９０００万円ほどのふる

さと納税がありましたけれども、現状としては、

２億円を超えてきているという状況もございます。 

そういうところも含めながら、今後そういうも

っと裾野を広げれるような事業の一環として、こ

の移住体験がやって効果は十分にあるんだろうと



- 23 - 

いうふうに私は理解をしております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁ですと、ま

るでふるさと寄附を集めるための宣伝に使ってる

と、その程度でしかないような感じに受けられま

す。 

確かに２億円近くが集まるかもしれません。で

も実際に２億円集まって、前の一般質問でも言い

ましたが、４割程度しか村に残らない。 

あと村の宣伝と言ってますが、寄附者に対する

返礼品、これがありますよ。これでかなりな村の

アピールになるかと思うんですよ。そうした中で

なおかつこういった形で猿払村に呼び、せっかく

村にもらったふるさと寄附。これの基金を充てる

ってどう考えてもおかしいと思うんですよ。 

再度答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私の答弁が悪かった

せいかあれなんですけども、けしてふるさと納税

を集めるためにやっているという形ではありませ

ん。 

結果として増えていく部分については、これは

歓迎をさせていただきますけれども、ただ、移住

体験ツアーと寄附をしていただいた方、そして返

礼品をお返しする。 

ただ、その方々だけではなくて、移住体験ツア

ーに来ていただいた方々が猿払村はどういうとこ

ろに寄附していたんだろうと、ほとんど来ていた

だいた方は猿払村に来たことがありません。 

ただ、ネット上でうちの産品を食べたい、取っ

てみたいっていうような状況なんだろうと思いま

す。 

そこのところを我々は移住体験の方々に通して、

いろんな形で猿払村のＰＲをしていただいて、さ

らに皆さんについては、お戻りになられてから猿

払村の良いところ、悪いところ、いろんなところ

を友人や家族やいろんな方々に広めていただきた

いというお願いをしております。 

そういう波及効果もあって結果として、もしか

したらふるさと納税が増えてきたというところも

ありますし、また、担当課としてほかのところの

そういうところと組んでですね、ふるさと納税を

集めていただいているという努力もしていただい

てるというふうに思ってますので、けしてふるさ

と納税を集めるだけでやっているのではなくて、

ふるさと納税を集めるのであれば、本当にもっと

もっと商品開発、いろんな商品をあちこちから取

り寄せてやるというのも１つの方法なんでしょう

けども、けしてそうではなくて、あくまでも、繰

り返しになりますけど、どういうところに寄附を

していただいたのか。 

さらにうちの村に来ていただいて、見たり、聞

いたりいろんな地域住民と交流をしていただいて、

そしてできればうちの村に移住定住をしていただ

きたいというところを見越した中で、実施してい

る事業だということ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。 

けして僕は無駄なことでは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）：移住体験をしてもら

って、猿払村に移住をしてもらいたいということ

ですが、先ほどの質問に戻りますが、なぜ猿払村

に移住者が出てこないのか。その中でまず生活で

きるだけの職がない。なおかつ住宅もない。 

そうした中で連れてきて、どうやって移住して

くれって。 

なんか矛盾してませんか。移住するところもな

い。定住するところもない。 

なのに来てくださいっておかしいと思いません

か。 

全く矛盾してると思うんですよ。 

その辺の説明願いますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かにこの４年間進

めてきた中で、先ほど課題、反省というところで、

この移住体験ツアーと住宅、就労というところを

並行して進めていかなきゃならないような状況で

あったものが、どうしても移住体験ツアーのほう



- 24 - 

によって、こっちの住宅だとか、就労の部分につ

いて進めてこなかったというところは、反省をし

なきゃならないというに考えております。 

その中で３１年度、先ほど説明したとおり、移

住促進住宅というものも改修をさせていただきな

がら、その部分に特化をしながら今後、進めてい

きたいというふうに考えております。 

確かに議員の言ったところの矛盾というところ

については、これは私としてもしっかり反省して

いかなきゃならない、今後の事業展開に向けてや

っていかなきゃならないところだというふうに思

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）：はっきり言わせても

らいまして、移住促進住宅、これは素晴らしいこ

とだと思うんですよ。 

今まで猿払公園の片隅に住宅があり、そこでし

か生活ができないという中で、鬼志別市内ですね、

どこの住宅を予定しているか分かりませんが、と

りあえず周りに住民がいると。そういった中で移

住体験ができる、これは素晴らしいことと思いま

す。かなり前進したかなと思いますが、何度も言

うように移住体験ツアーこれについては、はっき

り言って無駄だと思います。 

ちょっと話変えさせていただきますが、皆さん

の中でふるさと寄附金、これやった方います。 

ネットで見てもわかるかと思うんですが、やめ

たほうがいいですか。 

ちょっとだけ喋らせてください。 

ふるさと寄附をするのは、ネットで見て返礼品

を見ます。 

まず、返礼品の良いところ、ですからランク付

けされてますよ。見た方はわかるかと思いますが、

たしか北海道では、どっかの肉がトップにランク

されてるような感じなんですが、そういった程度

の寄附者がほとんどなんです。 

そうした中で、実際に猿払村を選んだその理由

ってのはアンケートを取ったようなお話を聞きま

したが、なぜ猿払村が選ばれたのか。それは猿払

村が素晴らしい、住んでみたいとか、そういった

ことではなく、返礼品で選ばれたのが多数ではな

いかというふうに思ってます。 

そうした中で戻ります。 

猿払村に実際に移住体験ツアーがある。これに

乗ってくる。当然、１万円の負担が出てきますが、

自分の都合さえあえば、１万円で１４万７０００

円分の実際は違いますけど、１０万円くらいです

か、そのくらいの旅行ができてしまうんです。 

移住体験と言いながら、実際にホテルに泊まる

と。移動もバス。そのどこが移住体験なんですか。 

就労体験もやってるかもしれません。 

酪農業を見て、ホタテ漁業を見て、しかしなが

ら移住しようとした場合、それらの仕事には就け

ないですよ。 

ポッと来て、猿払村で酪農をやる。ポッと来て、

猿払村で漁業をやる。これは、ほぼ不可能に近い。 

よくテレビでやられてる移住体験なんかでは、

住宅は空き住宅があると。そこで野菜を作り、米

を作り、そうして中で半自給的な生活をするって

ことはありますが、猿払村ではそれができない。

一家が生活できるだけの職がないってのもそうで

す。 

一番手っ取り早いのは、加工場等の職がありま

す。言って悪いですけれど、こういう場でいうべ

きかどうか分かりませんが、その程度であれば、

簡単に職に就くことは可能だと思います。 

当然、人が足りないと言われてるんです。です

が、そこでははっきり言って一家で生活できるだ

けの収入を得ることができない。 

そこに移住をしろと、してくれって、その本当

に移住してもらうための事業なのか。 

実際に移住ができる環境にあるのか。 

その辺を考えると、また元に戻りますが、この

移住体験ツアーはっきり言って無駄な事業だと思

います。 

それだったら移住促進住宅、これをもっと増や

して、そこに移住体験をしてもらったほうがはる

かに身になるのではないかと思うんですよ。 

その辺について答弁願います。 



- 25 - 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：移住体験ツアーのプ

ログラムについては、さまざまな事業展開をさせ

てもらっています。 

ただ、その中で、決して酪農家をやれとか、漁

師をやれとかそういうことではなくて、各商工業

を含めてですね、各企業さんのご協力をいただい

て、ＡとかＢとかＣとかある企業さんについては、

自給とか月給とかそういういろんな福利厚生を含

めて、いろんな形で移住体験の方々に説明をさせ

ていただいている場面を設けながらやっていただ

いております。 

その中でご検討いただいて、そういうことをき

ちんと理解をしたうえで、猿払村のほうに移住、

定住をして来ていただけませんかというようなお

願いをしてます。 

ただ、その中で取得の関係で、実際に来たい、

ここで起業もしたい、いろんな形であるんですけ

ども、どうしても実際じゃあって踏み切ったとき

に、今東京都にいる方々の所得と猿払村で得る所

得の部分の格差が非常に大きい。 

ただ、都会っていうのは、支出も多いから収入

もそこそこなければなりませんけれども、こうい

う田舎だと、なかなか支出はそこそこなので、収

入もそこそこの部分であれば十分生活していける

ようなお話もいろいろさせていただきます。 

実際それで検討された方々もおりますので、今

後はそういう形の中で、移住体験、移住促進住宅

も絡めながらですね、進めていきたいというふう

に考えております。 

ただ、やめるのは簡単だと思います。 

ただ、続けていく、財源を見つけながらいろん

なところで猿払村として移住定住も含めながら人

口減少という部分を考えると、人がいなくなると

いうのが一番辛いところですから、根気強く、長

くやっていくというところが私は大事なんだろう

と。 

ただ、こっちがだめだからすぐやめる。なにか

また新しいことやってすぐやめる。 

そういう形じゃなくて、ある一定の成果が出る

かどうか、いつになったら出るのかって聞かれる

と私もクエスチョンが付くとこありますけれども、

そういうところの財源を見つけながら、我慢をし

ながら事業としてやってきた以上は、継続的に頑

張ってやっていくというところが大事なんだろう

というふうに私は思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今継続は大事だと言

われましたが、実際にさっきの答弁にもあるとお

り、猿払村の移住できて、生活できないってそれ

が見えているんですよ。 

そうした中で継続する意味がどんだけあるんで

しょう。 

６５歳を過ぎて、リタイアして、年金生活、そ

ういう方であれば、十分生活はできますよ。 

猿払村だから生活費が安いんだというような言

い方をされましたが、実際のところ食料品等に関

しては、都会よりはるかに高い。都会は便利だ。

田舎の場合は、ちょっと出かけるにしても歩いて

行けるところは限られます。 

周りに全ての物が売っているかといえば売って

ないんですよ。最低限稚内まで行かないといけな

いって、そういった人達がかなり多いです。 

バスで行けばいいですけれど、車も必要になる

かもしれません。そうなると車の維持費が掛かる。 

そういった部分で、生活費は東京よりもしかし

たら掛かるかもしれない。 

安いのは居住費くらい。それ以外はすべて高い

はずなんですよ。 

そういった来づらい状況にかなりあると思うん

です。来づらいというより、来れない理由のほう

が多かと思うんですよ。 

そうした中で、継続と言いながら、じゃあいつ

まで続けていくんですかっていうことになってし

まいます。 

いずれやめるんだったら早くやめたほうが無駄

な金を使わなくて済みます。 

基金だってほかに回すことだって可能ですよ。 

それこそ今商品券、２割増しで出しますが、そ
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れを３割なり４割にするという、そういった形で

住民に還元するほうがはるかに有効だと思うんで

すよ。 

そうすることによって住民に還元できる。 

ふるさと寄附をしてくれた方にばらまく必要が

あるんですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：どうも議員さんのご

質問をお聞きしていると、猿払村の悪いところだ

け頓挫して、じゃあ猿払村の今後の移住定住につ

いて、議員として、村長としてどう思うんだって

いうところの思い入れがどうもよくわからないん

ですよ。 

猿払村は住みづらい、就職しづらい、買い物す

るところもない、じゃあそこをどうするんですか

っていうところは、我々がきちんと知恵と汗と絞

ってですね、考えていかなきゃならないんじゃな

いですか。 

だからそこの部分を我々職員も議員さんも一緒

になって、猿払村の移住定住も促進をしていこう

というふうに一緒になってやっていかなきゃらな

いんじゃないですか。 

そこのところで猿払村は買い物もしづらい、な

にもない、悪いところばっかり上がって、先がな

いんじゃないでしょうか。 

だから我々職員も含めてですね、どういう形で

猿払村の人口減少もやりながら、きちんと猿払村

を維持存続していけるかというところもこれは考

えていかなきゃない。 

確かにある議員さんのご提案のあったとおり、

移住定住に掛ける、ツアーに掛けるお金があるん

だったら、商業振興券の部分で、もっと２割でな

くて、３割、４割、１，５倍くらいにしてもお金

掛けていいんじゃないか。そういうところに地域

住民に還元していってもいいんじゃないかという

ところもあるかというふうに思いますけれども、

ただ、長い目で見ると、人口減少、いろんなとこ

ろの人がいないというところが最後は１番ネック

なんだろうというふうに思いますので、ここのと

ころは今の人口を維持していけるような努力を

我々が共にやっていかなきゃならないんじゃない

でしょうか。 

私はそういうふうに思います。 

ただ、議員さんのご提案はご提案として、きち

んと我々も検討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）：昼食のため午後１時まで休

憩いたします。 

 

休憩 午前 １２時５５分 

 

再開 午後  １時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。 

森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほどの村長の答弁、

なんか私の質問に関する部分はかなり離れたよう

な気がします。 

私が言ったのは、村長は事前に都会より田舎の

方が生活費が掛からないというそういった言い方

をされたので、それに対する私の再質問で、猿払

村のほうがそういった生活に掛かる経費は高いん

だよっていう言い方はしたと思うんですよ。 

なんか答弁が全然違いますよ。 

今までなにか答弁に危惧すると、付与されてな

い反問権の行使。これで３度目です。それはさて

おいて。 

私が今回、質問の中で触れているのは、猿払移

住体験ツアーこれについてでありまして、味覚ま

るごとフェア、これについては一切触れてない。 

こちらも３１年度においては、地域づくり総合

交付金、これが道から交付される。 

しかしながら３２年度は、そこまでやってるか

どうか分かりませんが、３２年度については、こ

の交付金もなくなり、やるとすれば全額ふるさと

応援基金になる。そうすると総額２つの事業を合

わせると、１０００万円を超えるんです。 
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３１年度、３２年度がどういう事業になるか分

かりませんが、そうした中で何度も言うようです

が、基金の無駄遣いに当たると。 

ですから私は、移住体験ツアー、これをやめた

ほうがいいという言い方をしてます。 

もっと使い方を考えた方がいい。 

この後、実行委員会の中でどういった話になる

か知りませんが、最低限、来年度に向けて内容の

見直し、それから規模、これらをじっくり考えて、

来年度予算編成をしてほしい。 

実際にこの体験ツアーをやめることによって、

村内に対しても影響が出てくると思います。 

しかしながら、それはまた別個の対応ができる

というふうに思ってますので、その辺も考えて実

際の予算編成をしていただきたいと。 

これに対して言うことがあれば聞きたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほどのご質問の中

で答弁としてお答えをしておりますけども、この

移住体験ツアーについては、短期的に結果が出る

ものではないというふうに感じておりますので、

中長期的な展望に立った中で、今後、事業展開を

考えてまいりたいというふうに答弁をさせていた

だいておりますので、改めてその答弁を繰り返し

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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：結局はその答弁しか

出てこないということでしかないんですね。 

村長がどう考えるか分かりませんが、一般住民

もこの移住体験ツアー、無駄だと思って方が結構

いるみたいなんですよ。 

そういった声が村長には届いていないみたいな

ので、なにかにつけて住民の要望がある。それが

結構、答弁等にも村長言いますよ。それが村長の

耳に入ってないって、おかしいです。 

そういった不平を言っている方々とお話をした

ことがない、そう言ってしまえば終わりですが、

そういった住民の意見があるってことを念頭に来

年度の予算編成をしていただきたいということで、

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。 

 


