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令和元年 第３回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和元年 ９ 月 １０ 日（火曜日）第１号 

 

○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。 

６番、高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：それでは一般質問通告

書に基づきまして質問をさせていただきたいと思いま

す。 

まず１つ目の農業の将来目標についてということで、

１つ目の酪農状況の認識について質問させていただ

きたいと思います。 

基幹産業である酪農も後継者問題、労働力の不

足と他の業界と同じく、少子高齢化の影響を受けて

おります。その中で酪農の後継者あるいは経営者は、

次の目標を持ち施設などの整備を進めようとしますが、

その投資額が莫大なものとなります。投資額につい

ての目安ですが、過去には経産牛１頭当たり９５万円

と言われた時代もありましたが、現在牛舎の建築基準

法が変わると言われても、公共単価の高騰と糞尿処

理、そして乳牛の導入資金も含め、経産牛１頭当たり

１５０万円を超える投資額となります。最近投資をし、

施設整備をした農家の中で１１０頭規模の新築牛舎

及び家畜糞尿処理、搾乳ロボット作業機械、乳牛導

入資金を含めて３億７千万円、経産牛１頭当たりにし

ますと２５０万円となり、国の補助金、補助率が４１・

５％で自己負担が経産牛１頭当たり１５０万円と聞い

ております。現在、乳価も上がり個体販売も若干下が

っていると聞いていますが、酪農情勢が非常に良い

というふうに言われておりますが、今まで長く低迷が

続いた酪農情勢下で失った自己資本の回収はし切

れていないと考えております。いずれにしても持続性

がある酪農経営を継続するには、どこかで投資が必

要になります。 

戦後開拓から現在、第３代目・４代目の経営者に

引き継がれようとしていますが、このままでは若い世

代は足踏みをし、離農を視野に入れた先の無い考え

になってしまいます。この状況を村長はどのように受

け止めておられるかをまずお伺いしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの高橋議員

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。 

私も担い手問題をはじめ、労働者不足、多くの課

題があるというふうに認識をしております。また、個体

などの値段、それから乳価の値段、随時情報収集し

ながら、新規就農者に対して非常に厳しい状況なの

かなというふうには思っております。また、ここ数年乳

価が高値で推移しておりますけども、議員おっしゃる

とおり設備投資をするに当たり、建設コストが高騰し

ている状況を理解しておりますし、酪農は厳しいとい

う状況も理解をしているつもりであります。 

こうした中で基幹産業である酪農業を継続し経営

できるように、村としてもどのような今後支援をしてい

けるのかという部分では、トップ同士の話し合いだけ

ではなくて、私としては今後酪農塾などの若い世代と

もいろいろ話し合いの場をなんとか今年中に持ちな

がら、今後経営もしくは将来にわたって子・孫に引き

継いでいけるような、酪農経営をしていけるかどうか

を含めながら、今後そういうような話し合いの場を設

けながらざっくばらんに協議・検討を進めてまいりた

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）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今、村長がおっしゃった

若者の意見も聞きながらというのですけども、やはり

戦後開拓、私の年代が２代目で、次３代目・４代目と

今来ているのですけれども、今回も３年前から酪農情

勢がいいと言われていますけども乳価が上がった、

先程言ったように上がったのは平成２３年と比べて１５

円か１６円ぐらい上がっていると思うのですね。それ

から、個体販売も非常に高い。若干今下がってきて



- 2 - 

いると言っていますけど、そういう状況の中で推移し

てきているということです。ただですね、生産量がこれ

は産業課長にお願いして調べていただいていると思

うのですけども若干横ばい、あるいはちょっと下がっ

ているのでないかなと思っております。 

 で、私が言いたいのは、今これから世の中、日本の

国、ＴＰＰの問題、それからアメリカとのＦＴＡの関係、

どうしてもこの一番最初に影響を受けるのは肉の関

係ですね。そうするに個体販売、あるいはホルスタイ

ン雄の初生犢（しょせいとく）の酪農家いう副産物の

部分になるかもしれません。それから、廃用牛の肉の

値段。そういったものが非常に大きく影響を与えてく

るということです。 

結局、酪農経営の指標になるその収入の部分とい

うのは畜産収入、乳代、畜産、個体販売、それからそ

の他畜産物。その他に収入の中には農外収入です

とか、それから借り入れしたとかといって総体の収入

になりますけども、その畜産収入の中の乳代の占め

る割合というのが今７０％、８０％をちょっと切っている

と思いますよ。 

結局、今の乳価が上がっていいのですけども、次

また先ほど言った国際的な部分でいくと乳価の部分

もチーズ向けの原料乳の関係も出てきます。非常に

そういった部分では、牛乳だけで酪農経営をしてい

るという今雰囲気ではないということがすごく心配して

おります。 

ですから、このことを今の若い子たちは、今目先の

中であるいは我々２代目の年代にしてみても、今まで

考えられなかった新車買おうかなとかバイク欲しいな

とか、そういったちょっとゆとりがあるような部分を味わ

っている分があるかもしませんけども、その中でやは

りこれから今まで投資した分を回収した農家にとって

みたら「またこれから投資してか」という雰囲気になり

かねないという。その部分を何とか先ほどトップ会談

もしながら、あるいは若い人達の話をしながら聞いた

のですけどもそれはそれで大いに進めていただきた

いと思うのですが、猿払村の水産、酪農という部分の

基幹産業に対していろんな取り組みは他の地域でも

やっていると思うのですが、猿払村としての目玉を、

何とか見えるような施策はないのかということを、もう

一度村長の個人的な政治家としての話をお聞きした

いなと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに議員おっしゃ

るとおり漁業・酪農業という部分は、村の根幹を支え

ている産業だというふうに私も理解しております。その

中でいろんな補助メニュー、いろんな形の中でありま

すけども、今議員おっしゃるとおり基幹産業を決して

今後衰退させていくわけにはいきませんので、これか

ら未来永劫続いていかなければならない産業だとい

うふうに僕も思っておりますので、酪農業、それから

漁業はいろんな漁船の部分での近代化資金などい

ろいろありますけども、その中できちんと道東の方で

はこういう酪農業に対していろいろなことをやってい

るという部分もありますので、１回そういうお話をさせ

てもらったのですけども、なかなか酪農家の方からは

補助だとかそういうふうについては今は必要ないとい

うのを当時、お話を伺った経過もあるものですから、

なかなかどうかなと思ったのですけども、今議員さん

のご提案もありますので、村としてどういう今後政策と

して独自性を出していきながら、また新規就農、これ

から酪農をやっている方々も継続して酪農経営をや

っていけるようにするのと、それから新規就農の方が

どうやったらしっかりここに来ていただいて農業経営

をしていただけるのかということも含めながら、独自性

をもってもう１回きちんと話をさせていただきたいなと

いうふうに思います。 

実際、膝を交えてきちんとこの農業関係について、

僕も反省のところなのですけども話をしたことが、正

直言って若い人方を含めてないものですから、それ

で先ほど若い人方、楽農塾というふうになると当然酪

農経営だけではなくてＪＡの職員が入ってきています

ので、そういうところを含めながら今後の酪農経営に

ついてどういうことが果たして必要なのか、彼らはどう

考えているのかということを含めながらしっかりと検討

していきたいなというふうに思って、何とか若い人方と

お話をして、産業課の方に調整を図ってもらいながら

やっていきたいなと思っています。その中でいろんな

ご意見が出た中で、議員の今ご提案の要望にこたえ

られることも出てくる可能性もあるかもしれませんので、
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そういうことを含めてしっかりやっていきたいというふう

に思っております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今の村長の答弁の中で、

余計なことなどをしなくてもよいという農家のご意見は

私も聞いています。ただ、やはり今猿払村の基幹産

業として１０人中９人が「もうやめるからいいわ」と言わ

れて「はい、そうですか」と１人だけやります。その若

い１人に対して、村はやっぱり精いっぱいの支援をし

ていただきたいな。そういう方向で進めていただきた

い。そのためにいろんな話し合いをしていただいて、

辞めようかなと思っていたけど、やっぱりやってみよう

かなとそういった方向に持って行っていただけるよう

にお願いしたいなと思います。 

２番目の猿払酪農の目標についてでございますが、

猿払村では現在、ポロ沼周辺の防災事業、村営牧場

の施設整備など及び牧野管理、そして道営事業によ

る投資整備などの基幹産業としての酪農に支援をし

ております。村長の考えておられる猿払酪農の目標

というのはどこにあるのか。先ほどからいろいろ言わ

れますけども、できれば数字だとか戸数だとか就農人

口だとか、それにまつわる人間の数だとか村民の数

だとか、そういった部分を個人的な考えで結構です

ので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

ご答弁させていただきたいというふうに思います。 

まず、生乳生産量の目標という部分については、

一応４万５千トンという形の中で目標を掲げておりま

す。ただ、今ほど議員がおっしゃられたとおり最近は

横ばい程度と、この４万５千トンを確保していけるかと

いう部分については、若干ちょっと厳しいところもある

かなというふうに思いますけども、４万５千トンの生乳

生産量の達成のためには当然農地整備だとかそれ

から今年度やらせていただきました村営牧野の施設

整備なども含めて、しっかりと進めていきたいというふ

うに思っております。また、今現在農家数、だいたい６

０戸近くあるかと思いますけれども、その中で今議員

からあったとおり経営が不振だから排除するとかそう

いうことはなるべくしないで、しっかりとこの農家戸数

を維持していけるような政策にきちんと取り組んでい

きたいというふうに思っております。 

また、農家人口につきましては正直、把握しており

ません。しっかりと。来年度、国勢調査がありますので

そこのところで各就業などの人口も出てきますので、

それに対して私もあと残り２期目が後２年となりますけ

れども、その中で今後の村政執行も含めてどういうよ

うな対応をしていかなければ、産業も含めて子育て

支援、それから高齢者福祉も含めてどういうような対

策を掲げていかなければならないかなということで、

来年の国勢調査をしっかり見据えながら検討してい

きたいというふうに思っています。 

また、この各漁業を含めて、酪農も人口は減らさな

いような形で、農家戸数を減らさないような形で今後

政策に取り組んでいきたいなというふうに考えており

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：最近の広報さるふつで

したか、中に昔の農協の組合長、小尾光秋さんがき

っと１万トンぐらいの時に話した内容だと思うのですけ

ども、書いてあったのが。目標５万トンだと言っていた

のです。村長４万５千トン。ちょっと寂しくないですか

ね。私はやはりそういう、組合長に言っても、きっと５

千トンぐらいなら１戸法人作り上げればいいのだろうと

言うと思います。じゃあ、早くやってくださいと言いた

いのですけど。なかなか進んでいないですけども。や

はりそういう花火を打ち上げておかないと。何と言っ

たらいいか、暗い今の猿払村の予算の中身を見たら、

見たとおりもう先送りされたものを今どうしたらいいだ

ろうという課題が山積みになっている。そういう状況に

陥って、これいつまで続くのかなという、そういう不安

になってしまいます。基幹産業という部分を、それに

ぶら下がる世帯を何ぼ増やすのか。それは基幹産業

ですからそういった努力をやはり村長は政治家とし職

員は忘れて頭の中から外して、できない部分は職員

を教育していただいて。そして、向かっていただきた

いなと。まだ２年もある。ですから、頑張っていただき

たいと私は思います。 

続いて、これもちょっと酪農関係と重複する部分も
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あるかもしませんけども、企業誘致について質問させ

ていただきます。 

地域の活性化あるいは地方創生の観点から企業

誘致も念頭に置いて進めたいと、過去の定例会にお

いて発言がありました。現在の活動、具体的取り組み

についてお伺いしたいというふうに思います。このこと

の質問の中身なのですが、企業誘致というのは新た

な企業を猿払村に引っ張ってきたいというふうに私は

頭の中でありました。ただのテレワークというのもあり

ます。その辺の状況を含めまして、今の状況をお伺

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）：ただ今のご質問にお

答えさせていただきたいというふうに思います。 

まず、平成２９年の第４回定例会の一般質問の中

で IoT 推進ラボについてのご質問がありました。その

中で、企業誘致も含めて検討してまいりたいというふ

うに発言したところであります。その後の具体的な取り

組みとしては、今年の３月には IoT推進構想を策定さ

せていただいて、その中で企業誘致を目的としたテ

レワークセンターの設置を目指すものとしております。

現在、設置場所や利用企業者なども含め具体的な

部分には現在至っておりませんが、引き続き可能性

も含め、現在検討しているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：企業誘致すると言って

もテレワークにしても、そう簡単に猿払村に来て何か

やるということは難しいかなというふうに思うのですが、

村長、昔の苗畑団地の森林組合のところにある建物

の中に三菱マテリアルの社員が夏の間来て、今の地

質調査をやっているのをご存じでしょうか。そういった、

村に来ていろんなことを今やっておられるという部分

について、実は太田議長はお会いしているのですけ

ども、村長はそういう人達と会った中で、今ホテルに

泊まって最近ちょっと顔をみていないのですけども、

９月いっぱいは猿払村に居ると。３人ぐらいが入れ替

わり立ち替わり来ていまして、そういう末端の職員・社

員と言ったら失礼かもしれませんけど、技術屋さんだ

と思うのですけど、せっかく来ておられるんだから村

長も会われたらいいのではないですか。ひょっとした

らもう会われているかもしれません。わからないです

けど、その中で東京に行った時に社員が猿払村に来

ていただいている。そういったきっかけづくりも、必要

ではないのかなという気がしています。地質を調べる

研究者、博士号を持っている方だと思うのです。要す

るに石炭の中から窒素を取って、どうのこうのという話

を聞いたことがありますよね。それを今度掘り出すの

に機械班というのかな。作業工程を考える人間も来て

試算をしたい、していたらしいです。今はあまりやって

いないということなので、これからそういったきっかけ

をつくりながら、テレワークを含めて人を増やすという

部分、あるいは猿払村の活性化に繋がるという部分

で活動していただけたらなというふうに思っています。

去年一昨年でしたっけ、議員でも大船渡に視察させ

てもらった時にテレワークをやっていましたよね。あそ

こでは、他の企業は１社しか入っていなかったですけ

ども、そこを運営管理する企業があって、そこで今の

YouＴubeのスタジオを作ったり、３Ｄのプリンタで名札

を作ったり、そういったものを市民の方にやり方を教

えているだとか、そういったことも含めてやっているの

です。要するに市民、村民を含めてかかわりを持た

せて、そういった事業を進めているということに私はち

ょっと感動しました。で、またそこから地元の状況を全

国に発信しているという場所にしているという部分も

あります。そういった部分が、いろいろ考えていけば、

いろいろあるのかなと思いますので、そういった部分

も含めてお願いしたいなというふうに思います。 

②の企業誘致・基幹産業の支援についてということ

で、先ほどと同じなのですけれども、これは農業に限

ったことではないということはもう皆さん共通認識だと

思います。やはり、目玉の政策が必要ではないかと

いうふうに思います。村長、もう１回聞きます。大きな

投資をした場合、農業、商業、工業、農業は無いか。

水産。あるいは建設業、土木、今猿払村にある企業、

すべて含めた中で次に前に進みたいという企業に対

して、何か目玉商品をつくるお考えはないでしょう

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
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お答えをさせていただきたいと思います。 

本当に議員からそういうご質問もあって、嬉しいとこ

ろであります。何かやろうとすると、必ず財政面のこと

が必ず話に出てきます。当然、お金のことですから非

常に大事なことで私もしっかり考えていかなければな

らないということもあります。 

ただ、リスクを負うという部分については大変勇気

のいることだと思います。ただ、私としては村民にメリ

ットがしっかりあるのだということであれば、また、当然

議員の皆様方としっかり議論をした上で前向きにきっ

ちり取り組んでまいりたいというふうに思っております。

その際にはいろんな行政、それから議員さんからの

いろんなご提案などもあると思いますけれども、しっ

かりとその辺は行政と議会という形で話をした中で前

向きに進めていきたいなというふうに思っております。

こういう逃げの答弁ではダメでしょうか。もっとしっかり

と政治家としてやれという形なのかもしれませんけれ

ども、その部分についてはざっくばらんに今後協議を

していきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いします。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：ダメだわ。やはり、１つ。

この前、村長とちょっと話したことがあったのですけれ

ども、例えば大きな投資をしたときに、後から固定資

産税が入ってくるのだから３年なり５年なり優遇するだ

とか、あるいはどこかの市町村で、ある法人に対して

１千万円出したとかそういったこともありますし、先ほ

どの固定資産税どうのこうのと言うと交付税に関係し

てきて、どうのこうのという話がありますし、それは大き

な投資をしたとか、額をどこに線引きすればいいとか

というのがあると思うのです。 

私がそこで感じているのは、猿払村というのは交付

金がなかったり、やっていない。現実はそうですよね。

総務課長も大変な思いをしながら予算をつくったりし

ていると思うのですけども、この交付金をいつまでも、

どこまで、国がちょっと手のひらを替えたら大変な思

いをするこういう田舎で、そういうことにならないように

今、村がリスクを背負って前に進まなければならない

のかなというふうに思うのです。それにはこの議会が

あって提案した時に村民の立場でいろいろ考えます

よね。それは目先ではなくて、将来こういうものに向か

っている途中なのだとか、経過なのだ、そのために今

やるのだと。 

それで予算を組んだのだと言っていただけると

我々も村民に対して一緒になって理解を求めること

ができるのではないかなというふうに思うのです。そ

れには職員の方も大変だと思います。専門的なもの

もあるだろうし、人も何かだんだん、増えていないよう

な気もするし、人を集めるにしても来ないという話も聞

きましたし、もっとやはり全体の中で先ほど言ったよう

に村長が花火を打ち上げないと難しいのではないの

かなという気がしています。 

これ企業誘致についてという部分でちょっとずれて

いるような気もするのですけど、何せ共通の課題、少

子高齢化・人手不足、どこも同じだという中で、猿払

村は違うぞという部分をこれはやはり村長さっき２年も

あると言っていたのですから、考えていただきたいと

思います。ぜひ、これは答弁をもらっても仕方ないな。

止めます。 

次の質問に移らせていただきます。 

小中学生の海外研修についてということでお伺い

します。友好村と学童交流について、平成２年１２月

ロシアサハリン州のオジョロスキイ村と猿払村は友好

姉妹村の正式調印を交わし中学生の学童交流事業

も長年続いてきましたが、最近訪問もオジョロスキイ

村からの受け入れも行われておりません。友好姉妹

村と学童交流事業を切り離す考えはないのか。そし

て、今後の学童交流事業の見直しをあわせてお伺い

したいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまご質問にお

答えをさせていただきたいというふうに思います。 

昨年度実施のオジョールスキイ村への学童交流事

業は、航路の運航が不透明な状況にあったことから

特例的に空路による訪問を行いましたが本年度につ

きましては、運行が見送りになったことによりオジョー

ルスキイ村側より、訪問を断念する旨の意向が示され

ました。この事業は航路による相互訪問が基本であり

サハリン航路の安定的な運行が前提となることを鑑み

ますと、再開の見通しは困難な状況であるものと認識
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しております。オジョロスキイ村との友好姉妹村の関

係は、これまでの歴史の積み重ねによるものであり航

路の運休いかんで左右されるものではありませんが、

航路の不安定な状況が次年度以降も続くようであれ

ば今後の事業のあり方について先方と協議する場を

設け休止を前提とした提案をせざるを得ないものと現

在では考えております。 

しかしながら、友好姉妹村の関係を閉ざすことのな

いよう国際交流協会員の皆様のお考えも伺った上で

はありますが、空路による一般訪問事業の実施など

についても、今後、模索を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）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今、村長が言われたと

おり、私もそのように思います。 

友好姉妹村とはやはりこれ長年続けてきたことで、

まだ継続してやるべきだと思いますし、村長も船旅が

大好きだということなので毎年行かれた方がいいと思

いますし、ただやはり子どもの関係については聞いて

いると、向こうのオジョールスキイ村からもこっちに訪

問させる部分についてもちょっと足踏みしているよう

なふうに聞いておりましたので、この際、切って、この

２番目の質問の海外研修、海外体験についてという

ことでこれに持っていっていただけたらなと思ってお

ります。この質問の中に文部科学省が発表した英語

教育改革実施計画では、２０２０年、来年から小学校

３年生から英語の教育がスタートするとしています。 

中学校では、英検準２級の合格を目指すというふう

にとなっているようであります。猿払村もＡＬＴ事業を

早くから取り組んでいるというふうに認識しております。

猿払村に住んでいると小学校か中学校で必ず１回海

外研修に行けるという事業を創出できないかというふ

うに考えております。このような事業を進めるということ

を言うと、必ず相手先の学校と交流してとか行ったか

らにはこちらも受け入れしなければならないとかそん

なことではなくて、子供たちに１度海外研修を、海外

旅行というのかを経験されて自分で買い物させるとか

相手国の紙幣の交換とか入国出国の仕方だとかそう

いった経験することで、その子供たちの将来の希望と

か一度経験者ことがあるという自信につながらないか

というふうに思います。それは猿払村の子供という財

産への投資だというふうに考えます。 

こうした取り組みを行う考えはないか、村長にお伺

いしたいというふうに思います。 

○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いうふうに思います。 

本村におきましても、初等中等教育段階における

英語教育の充実が叫ばれていることに対応するため、

平成３０年度から外国語指導助手いわゆるＡＬＴを１

名から２名に増員し、１名が小学校の外国語活動担

当として現在活躍をしていただいております。 

議員のご質問にあります海外研修事業についてで

ありますが、かけがえのない村の子ども達という財産

に投資していくという考えに対しては私も同感であり

ますし、貴重な経験は子どもたち自身にとっても財産

となりこれからのグローバル化に対応するための人材

育成の一環としてよい取り組みになると考えていると

ころであります。私自身としましては、本村における子

どもたちの海外研修事業について前向きに検討を進

めたいと考えているところでありますが、取り組んでい

る自治体も多くない状況にありますし、実施に当たっ

てはさまざまなリスクや課題はもちろん財政的な負担

も伴いますので単発ではなく継続性を持たせた取組

みとしていくことが何より重要であるというふうに考え

ております。同様の事業を近隣自治体が実施してい

る事例も承知しておりますので、それらを参考にし、

また主催する総合教育会議という場がありますので

教育委員さんの意見も伺いながら実施に向け検討し

てまいりたいというふうに考えております。 

また、蛇足になりますが、先日中頓別の町長と、中

頓別町が今ハワイの方で研修を６泊８日で研修をし

ているというようなお話を聞きましたので、先日中頓

別の町長ともいろいろお話をさせていただいて、その

実態ということもいろいろお聞きをしましたので今後

中頓別町さんのやってることも参考にしながら検討し

てまいりたいという考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 
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○村長（伊藤浩一君・登壇）：ぜひ前向きに考えて

早期に猿払村にいると海外旅行に行けるよ。村長も

何度か海外へ行かれたと思うのですけども。え、行っ

ていないのですか？行っているでしょう。嘘でしょ。行

って来たほうが良いですよ。行ってくるともうちょっと

英語を勉強していたら良かったなとか、今度来るまで

に少しは勉強しようとか、あるいは昼食を自分で読め

ないメニューの中から写真だけ見て食べてみようかな、

そういうのを子ども達に経験さしあげたいなと。きっと

こういうことを言うと教育委員会の方々はどういうふう

に思うか、私はちょっとわかりませんけれどもいろんな

リスクが伴いますよね。当然。向こう行って安全かどう

かとかこうだとかいろいろ出てくると思いますし、その

経費の部分もあるかもしれませんし、父兄にしてみた

らその準備だとか負担もかかるのかなと思ってみたり

しますけど。 

私、今ＡＬＴで来られている外人の方々のどちらで

もいいんですけども、生まれ故郷に子ども達を連れて

ったらいいのではないのかなと思うのです。見て、行

って各施設はホテルなり取って上げてその街中を自

分で自由に歩いてくる。あまり凝り固まった変な教育

と言う訳ではなくて、子供の自由にさせれる。 

要するに体験させるのですから大人で言う観光で

もいいですし、こういう所見て来たよでもいいですし、

何人かグループ作って買い物してきましょうでもいい

ですし、そういった経験させてやってほしい。 

ぜひ、村長。村長が一番最初について行かなきゃ

ダメです。先頭を切って子ども達を連れて行ってやっ

てください。そして、継続してやってください。ぜひと

もお願いしたいと思います。 

３番、最後の質問になります。この３番目、最後の

質問については、割愛させていただきます。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

 昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

 

 


