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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）：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
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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

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
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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

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。 
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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

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
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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

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
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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。 

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
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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

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。 
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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

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
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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。 

○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。 
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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

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
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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。 

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。 

 


