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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 

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（太田宏司君）：日程第５、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。 

４番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：通告の順に従いまし

て、質問をさせていただきたいと思います。 

最初に公営住宅の建設計画について。 

既存の住宅は、大変建設年度の古いものが多いと、

そういう印象を持っております。耐用年数を超えてい

るものも見られるように、私自身は感じております。 

ちょうど浜鬼志別は宅地造成ということで既存の公

営住宅の跡地のすべて公営住宅を、相当年数が経

っておりましたし解体をしたところでございます。他の

地区につきましても、知来別地区あるいは浜猿払地

区、それから鬼志別地区においても相当数そういう

建設年度が耐用年数を経過しているものが見られる。

その上で今、民間アパートが年度によって２棟、ある

いは３棟みたいな形で建っていますけど、公営住宅

の方はここ５年間ぐらいの間に２棟、あるいは３棟ぐら

いしか実績がないように見ているところでございます

が、この実態というのはどのように把握されているの

か。実態を教えていただきたい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの野村議員

のご質問にお答えをさせていただきます。 

まず、耐用年数を超えているものも相当数あるとい

うことで、実態はどうなっているのかということにつきま

しては、公営住宅法による耐用年数は、木造で３０

年・ブロック造りで４５年となっておりまして、村営住宅

の全体の管理戸数は現在２２８戸、それに対して１３０

戸、率にして５７％の住宅が耐用年数を経過している

という状況に至っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、全体で２２８戸の

うち１３０戸が耐用年数を経過している。５０％以上と

いうかたちになります。 

これから村はどういうふうにこの公営住宅の建設を

されていくのか。ここ何年かの経緯を見ていますと、

役場の職員住宅と申しますか、役場の職員さんが多

く入っていると言った方がいいのか、単身者向けの住

宅をここ２年ぐらいの間に２棟ないし３棟ぐらい造って

おりますけれども、そしたら民間アパートもどんどんど

んどん増えてきている状況にある。しかし、民間アパ

ートは家賃がやっぱり少なくとも５万５千円以上、それ

に電気代、水道代、そういう燃料代とか、それとやっ

ぱり固定費で７万円あるいは冬場になると８万円を超

えるようなそういう維持を擁する費用になって、それに

耐えうる年収のある方ばかりだといいのですけれども、

そうでなければやっぱりなかなか民間アパートに移っ

ていけない世帯も数多くいると。そういうふうに認識を

しているわけですけど。そういう対策は村として必要

ないという考え方なのか。これからどういうふうに展開

を考えているのかお聞きをしたい。 

○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

お答えさせていただきたいと思います。 

村の今後の公営住宅の建設計画ということで、答

弁をさせていただきたいというふうに思っております。 

現在、村では平成２４年度から令和３年度までの１

０年間を期間とする公営住宅等長寿命化計画を現在

策定しておりまして、耐用年数を経過する住宅ストッ

クが増加していくことを見据え、効率的な管理運営を

進めてまいりました。この計画に基づく昨年度までの

実績につきましては、新規建設を公営住宅１４戸、単

身者向け１６戸の計３０戸を実施した他、長寿命化改

修工事を５４戸、解体を４０戸それぞれ行っておりま

す。また、本年度から令和３年度までの計画では、現

在、公営住宅の新規建設はなく超寿命化改修工事４

０戸、解体工事２４戸。それぞれ計画をしているという
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状況になっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：平成２４年から令和３

年までの公営住宅の建設計画の中で、改修あるいは

解体したものの数字は今お聞きいたしましたが、これ

からもまだ残り２年間で、解体と改修はあるけど、それ

に伴う新たな建設はないという考え方でよろしいでし

ょうか。それと必要があるのかないのか。そのことも含

めて村長の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）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

一応、１０カ年の計画の中で、令和３年度までにつ

きましては新築の公営住宅の建設の予定はしており

ません。その後、村内の住宅需要・供給によっては、

その計画の中で必要かどうかということを残りの３年間

で、計画策定の準備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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：新築の予定はないと

いうことですね。建設はゼロだという考え方のようです

が、もう少し見通しというのですか。村内でも非常にこ

の各事業所、それから村関連のそういう仕事をされて

いる方を募集しても、今まではなかなか来なかった。

しかし、やはりそういう中で住宅等を整備した中でそう

いう募集をしていかないと、来られる方も住宅のない

ところにはもう来ないと思うのですよ。条件が良くても、

です。 

村長さんのおかげで子育て、そのいうものにつきま

しては、非常に理解があってそういう面では大変村の

評価は上がっていると思いますが、実際に住む段階

になって、住む住宅もない、また今年度は令和元年

度ですけど、あと２年の中でこの計画を改めていくと

いうことも私は必要ではないのかな。前向きに考えて

いって。これは改めて考えていっていただきたいとい

うことで。今は、村長さんはまだ令和３年までは建設

計画ないということなので。それで１つの提案です。 

だいぶ前にも私提案したことがございます。木造一

戸建て、公営住宅の構想について少し以前になりま

すけど、たぶん７年くらい前、この猿払村の民間アパ

ートのこういう構想が始まる前に十勝管内の更別村と、

それから東川町などの民間アパートの、現実にやっ

てどんどん建てられている様子を視察してまいりまし

た。大変印象に残ったのは本当に、東川町ではこれ

からもいわゆる鉄骨ＲＣ２階建ての１棟４戸、そういう

公営住宅はもう建てないと。建てても３５年もかかって

やっぱり維持経費も掛かって、しまいには壊さなけれ

ばいけない。そういうような部分を民間アパートに切り

かえていくのと、それとこれからは木造一戸建てで将

来耐用年数、木造の民間の住宅であれば耐用年数

は大体法定で１８年。今木造の公営住宅の場合は、

耐用年数３０年というふうに聞いておりますけど、民間

の普通の我々がやっている税務上の簿記につきまし

ては、耐用年数１８年ぐらいで計算をしていくと。そう

いうものから見ていたら、やっぱり１８年ぐらい経った

時点でその時に住んでおられる方が希望すれば、売

却も可能で、そうすることによってそのまま買われて

住まれる方もいらっしゃるでしょうし、あるいはまた入

らなくてそのまま借りても、買った場合も村の方で営

繕費、維持費は掛からない。そして、最初からそうい

うものを目的にしてお借りをした段階で、入ろうとする

のであれば入られる方も丁寧にお使いいただいて、

周りの環境もきれいにしていただいて、そうすることに

よって次にまた自分たちが取得したものはまたそれな

りに自分達で手を入れるなり、住んでいただけるので

はないかなと。 

村の公営住宅の長寿命化計画の何とか今なされ

ておりますけれども、１棟４戸で１４００万円という金額

も掛かって、それで少し寿命は短くなりますけれども

あくまでもそれは目安であって、やっぱり木造で３０年

経ったら耐用年数は来ますよね。ですから、そういう

意味からいったら木造１戸建て。考え方としては土地

をもう少し効率的に、まだまだ宅地化できるところはあ

るのではないのかな。猿払村、結構広いと思うので

す。 

また、鬼志別ばかりではなくて知来別、浜鬼志別と

かそういうところに、あるいは浅茅野とか浜猿払とかそ

ういうところでも一戸建てが通用するのではないのか
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な、そんなふうに考えているところです。 

村長さんはこれに対してどのようなご意見をお持ち

か、お聞きいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○議員（野村雅男君・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。 

一戸建てという部分で限定をした中で答弁させて

いただきたいと思います。公営住宅を一戸建てとした

場合については、議員がおっしゃるようなメリットもあ

ると思います。その反面、建設コストや入居者家賃の

上昇につながるなどのデメリットもあるというふうに考

えております。 

また、行政財産という住民の共有財産でもあること

から、既存入居者への特定での売却制度というもの

については、現状は難しいのではないかというふうに

考えております。ただ、１棟２戸・１棟３戸という形の中

で公営住宅を建設しておりますので、それが一戸一

戸になると、どうしても最初に入った方々が占有権を

持ってしまうという形になるので、それが行政財産か

ら普通財産で耐用年数を過ぎて売り払いをするという

場合については、やはり公募をするという形にしてい

かなければならないというようなことも考えられますし、

今も答弁させてもらいましたけど建設コストがやはり

高くなるのだろうなという状況もありますので、今のと

ころ非常に難しいなと考えておりますが、先ほど答弁

したとおり令和３年度までの計画がありますので、そ

れまでにこういうことも可能かどうか、財政的なことを

含めながら検討させていただきたいというふうに思っ

ております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんから答

弁いただきましたけど、確かに一戸当たりだと建設コ

ストは高いですね。ですが、大事に使ってもらって維

持コストが安くなればそれもいいと思いますし、法的

な問題があるようですが、村の方も勉強をしていただ

いて、あるいはそういう制度が国として受け入れてもら

えないと。やはり公営住宅も、村は単独の資金ばかり

ではないと。そういう状況もございますので、ぜひい

いお話だなと。それは真似ではないですけど、東川

町で実際やられているというふうに聞いておりました

ので、ぜひまた勉強してデメリットの部分、あるいは公

平性を欠く、そういう部分はひとつまた勉強されて検

討いただきたいと思います。 

２番目に移りたいと思います。 

海岸侵食対策について。これも以前にお聞きした

質問でございます。猿払村の海岸は約３０ｋmあるとさ

れております。昔のホタテ漁の全盛期の頃から比較

すると、たぶん相当著しく後退している。そういう現状

にある。これは何が原因かと申しますか、世界的・地

球的な規模で潮位がだいたいここ１００年くらいで１０

ｃｍ。千年ぐらい前で１０ｃｍ。ですから急激にここ１００

年ぐらいで潮位が上がっているとそういう記事を見た

ことはあります。南の方の島も大変環境に良い島で

すけど、やっぱり潮位が上がってきて生活が脅かさ

れている。そういうテレビの光景も目にします。ただ、

やっぱり猿払村もあるいは北海道や日本全体がそう

だと思いますが、海岸線の後退が本当に年を追うご

とに大きくなっている。 

１０年ぐらい前に私はそれまでなかなか自分の仕

事もあって手伝いをできていませんですけど、自治

会長という立場にもなったので猿払村の海岸のごみ

清掃に初めて参加するようになったのが多分１０年前

だと思います。ちょうどホタテ工場のところから浜鬼志

別側に向けて歩いて、その頃はホタテ工場の裏も普

通にちゃんと砂浜があって結構、何人か歩いていて

漁師の３輪のバイクみたいので来てちょっと大きいご

みみたいのがあったらそれに積んで持って行ったりし

て、我々はただ歩いて、ちょっと拾うと言ってもみんな

先に行って拾ってくれるという状況だったのですけど。

しかし、それも３年ほどしたらもう全然後ろに行けない

ですよね。そして、生コンさんの裏側、波消というので

すか。波返し、防波堤ですね。それももうその後、ちょ

っと機会のあった時に見てももうバンバン波が来てい

て、あるいはまたそこの猿払鉄工さんとこのあとでブロ

ックが積まれ、そして新しくホタテ工場が建設されたと

ころも本当に全部長くコンクリートブロックが入って、

今年の夏、ちょっとエサヌカ海岸を、海岸通りの方を２

度ほど通らせていただきました。そうしたら、ちょうど

小松さんが前に生活をされていたとあるいは川谷さ



- 4 - 

んの場所、その２箇所に離岸堤が設置をされておりま

す。その川谷さんの前の方の浜は、もうブロックがび

っしり入っておりまして、ですけどそのブロックの入っ

ているところは逆にブロックが沈んでいる状態、ある

いはまた端っこと端っこの方は逆に砂がそぎ取られて

いる。そのような光景を今年の夏見て参りました。で

すけど、その離岸堤のあるところ、川谷さんの立て場、

あるいはまた本間さんの立て場のところの離岸堤の

ある場所は、やっぱり離岸堤があって、そしてそれに

向かって砂浜がこっちに付いていって、出て行って

いるのを目の当たりにさせていただいたところでござ

います。 

一番ポピュラーなのは知来別の港を過ぎて、市街

地からの向こう側です。そこも離岸堤ができてそして、

かなり波を叩いていたのですけど、離岸堤ができて

からは砂浜がどんどんどんどんついた。それから最

近は通らなくなりましたけど富磯海岸ですね。あそこ

も相当この波消しを叩いていたのですけど沖の方に

消波ブロックを積んでいたらしまいに砂が全部付いて

いった。東浦の海岸も見ましたし、それから声問の町

の中を少し湾に突起して出ていますよね。そこは全

部もう海岸ブロックですね。それから、稚内の港過ぎ

て、はまなすの海岸は全部ブロックですね。それから

西稚内海岸も、それから恵山泊の方も全部ブロックが

入ってる。沖合にです。ですから、ブロックを積んだら

良いのか。あるいはまたその離岸堤にした方がいい

のかとまたいろいろあるのでしょうけどやっぱりこれだ

け砂浜がなくなってる。インディギルカ号の下のところ

も昔は本当にあそこでキャンプやあるいはバーベキ

ューをたくさん置いてやったこともありますけど、今は

跡も影もありません。そして、岬から手前の方も実際

はインディギルカ号が遭難した時は神 源一郎の家

も確かにあって、あの下が昔は国道だった。エサンベ

へ向かう中の国道だったということも明快にしるされて

いるところです。今はその国道さえも波に取られて行

っているそういう状況でございます。 

それで前にそういうお話をしたことはありますので、

村長さんもいろんな機会あるごとにまた国の方とかそ

れから代議士さんですとか、そういう方々にお会いす

ることがあると思いますけど、村長さん自身がこの海

岸の浸食についてどのようにお考えになっているの

か。それから今後また、どのようにこの海岸保全をどう

して行きたいのか。そこをひとつお聞きをしたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

まず始めに、毎年議員さんには前浜清掃にご協力

いただきましてどうもありがとうございます。引き続き、

どうぞよろしくお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

それでは、海岸侵食の対策につきましては、私も

議員と同様に、早急に対策を進めていかなければな

らないというふうに当然、認識をしております。この事

から毎年、北海道建設部に対し整備に関する要望書

を提出している他、漁協関係者とともに宗谷総合振

興局や北海道建設部、水産庁に出向き、陳情活動

により実情を訴える中で、早急に対策を進めていた

だけるよう毎年数度にわたって要望活動などを続け

ているのが現状でございます。 

なお、村内の海岸は建設海岸・漁港海岸・農地海

岸にそれぞれ区分されておりますが、議員ご指摘の

箇所は北海道が管理する建設海岸となります。国管

理の農地海岸であるエサヌカ海岸とは異なりますが、

道が行う建設海岸の侵食対策では、費用対効果の

面から即効性のある消波堤の整備が順次行われて

おりますが、住民の財産を守ることはもとより、漁業に

も影響の少ない手法について、引き続き道とも協議

を進めながら事業の進捗も含めて要望活動をしてま

いりたいというふうに思っております。 

また、エサヌカ線の農地海岸というところにつきまし

ては、今年度は僕も農地海岸の協議会の副会長とい

う役職をやらせていただいています。今年度につきま

しては、１億９２００万円の予算をつけていただき、護

岸工の部分を工事させていただいております。 

また、令和２年度以降も含めてそこのところをしっ

かり砂がつくような形の中で、要望活動をしていきた

いというふうに思っております。 

また、危惧されております、毎年僕もほたて総合加

工場、ササキ石油株式会社のスタンド、山田さんの鉄
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鋼ブロック、あそこのところもすき間が途中まで消波

ブロックは来ているのですが、すき間の空いていると

ころもありますので、そこをきっちり、またでもブロック

を作っていただける形、それから一昨年はあそこの消

波ブロックが浸食してしまったという形の中で、浜猿

払から急遽ブロックを持ってきてもらって整備をしても

らったという形になりますけれども、それは断片的なも

のなのであり恒久的な形の中でしっかりやっていただ

きたいということも含めながら、また引き続き要請陳情

活動をしていきたいいうふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：エサヌカ海岸につき

ましては後背地に大変大きな農業・農地があると。そ

れを保全をしなければならないという形で農林海岸

に指定されているということは私もお聞きしております。

今、村長さん副会長さんをやられて今年も１億９２００

万円ですか、予算をつけられている。しかし、そこは

大変ですね。ブロックばかりではなく、離岸堤を作っ

て。離岸堤のところは非常に砂の付きが前に迫り出し

てきている。そういう状況でございますし、無駄とは言

いませんけどブロックのところは本当にどんどんどん

どん浸食がもう本当にブロックから角のところは中の

方にえぐりが入っていといういう状況でございます。 

やっぱり、いろんな言っても大変なところもあると思

いますけれども我々も議会としてもやっぱりそういう対

策を考えてやっぱりいろんなところに機会があるごと

にやっぱり陳情にお願いするようなそういう対策も必

要ではないというのかなと思います。しかし、現実を

見ても向こうの方まだ村の農地を守るという形でまだ

そこまではいってないのが現状ですけど、実際は人

の住んでいるところ、あるいはもうすぐ道路の下のそう

いうところまで来ている、あるいは商売の場所がある。

それから工場、その重要な猿払海岸このホタテの工

場があるあるいはまた知来別の方に行きましても本間

さんの後ろのところも相当数やっぱり段差になってい

るというのも事実でございます。そういうところについ

てはやっぱり強力に今ただブロックを置くだけこれは

もうほんとにやっぱりそういうところにやっぱり離岸堤

をつくっていただいてやっぱり少しずつ何と言うので

すか。中に来るのを防ぐ。やっぱり今のままでいけば、

またそのせっかく置いていただいた応急的に置いた

ということではないとは思いますけど、せっかくおいて

いただいたブロックもまた沈んでしまう。これの現実は

浜鬼志別の港を過ぎて今はだいぶ伸びてきました藤

本水産安田さんのところも今また出まして今は米澤さ

んの所まで行こうかなと、そういうところでございます

けれどもそこから先は本当に散々たる結果だと思うの

です。ですから、やっぱりそういうところも石籠を置い

たりブロックを置いたりしてるんですけど。そこもほと

んど年を追うごとに沈んでいるのが現状です。ですか

ら、もう少し恒久的なそういう対策をしていただきたい

なと思います。 

それから、今それがそれだけ浸食するのが原因で

シネシンコ、今の仮置き場から知来別。それから知来

別からまだ本間食品さんまでですか。山に上がる道

路になってしまっているんです。しかし、考えてみた

ら同じ税金ですよ。別に国に払っているか道に払っ

ているかですよ。国が出してくれるかと道が出すかな

のですよ。勝手に、勝手にと言ったらおかしいですけ

どもこっちの海の方に少し投資をしていただければ

今の道路を改良するだけで充分間に合うと思うので

すよ。わざわざ山の方に道路をつけなくてもです。本

当にそういう東京流に考えているというか。開発建設

部の職員さん方の全部北海道出身の人ではない。

北海道出身の人だから悪いわけではないでしょうけ

ど。やっぱりふるさとというのはそういうところに対して

のきしゃくのそういうものがないのかね。簡単にポンポ

ンと上がってしまって僕はやっぱり下の方の昔、ホタ

テが採れていた生活の場所が、今はなくなってもそこ

に残るようなそういうものを可能であれば残してあげ

たいなと思います。 

村長さんも一生懸命やっていただいて、くださって

いるということになのでこれ以上の話はいたしません

けど、ぜひ村民の皆様方も同じような思いを思ってい

らっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。今後、

私達もできる限りいろいろな対策を、あるいは要望事

項をお届けをするのと、村長さん自身もあるいは村上

げてそういうことを考えていただいてこのことは１つで

も進むような形をつくっていただきたいとお願いを申
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し上げましてこれで質問終わらせていただきます。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

 

○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。 

 ７番、笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：通告に従いまして質

問をいたします。 

９月１日の防災の日に、新聞やテレビ報道による全

国各地の防災訓練や過去の災害などのニュースに

ふれますと、改めて災害の恐ろしさと防災の重要性を

認識させられます。特にここ数年、地球温暖化のせ

いか局地的な豪雨災害や地震などに見舞われてい

ます。 

昨年１年間を振り返ってみても、６月の大阪北部で

マグニチュード６．１の地震が発生し、震度６弱を観測

し、都市機能が完全にまひしました。７月には２００人

以上が死亡し、平成最悪の豪雨被害となった西日本

豪雨、９月には記憶にも新しい北海道胆振地方中東

部を震源としたマグニチュード６．７の地震が発生、最

も強い震度７の揺れを北海道で初めて観測され、札

幌や胆振地方に甚大な被害を及ぼし、初めてブラッ

クアウトというものを経験いたしました。 

昨年は、日本列島各地での豪雨や地震などの自

然災害が発生し、災害大国日本に住んでいる現実を

改めて思い知らされました。南海トラフ巨大地震や首

都直下型地震などに備えるため、災害に脆弱な重要

インフラの再点検を進めるとともに、住民が日頃から

の備えに努め、減災につなげることが急務になってき

ています。幸いなことに本村は地震や津波などの可

能性が低い地域であるため、大きな災害を経験した

ことがありませんが、今や豪雨被害はどこで起きても

不思議ではないと言われています。村もブラックアウ

トを受け、脆弱だった通信についても早期に対策を

講じてハード・ソフト面もしっかりと対策を練られてい

ると考えていますが災害対応は行政による公助だけ

では不十分で地域社会が連帯する共助や個人が取

り組む自助も必要になってきています。危険が迫って

からでの対応では遅く、一人一人が日ごろからいか

に備えるかにかかっていると考えます。そこで共助・

自助の観点から自主防災組織が組織されています

が、村の組織活動のカバー率と自主防災に対する村

長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

ご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まず、最初にご質問の答弁にさせていただく前に、

議員の方からこの防災についてということがご質問い

ただきましたので改めて９月６日、１年前に胆振東部

地震が起きました。その中でお亡くなりになられた方、

また被災を受けられた方々につきましては皆様ととも

にお悔やみとお見舞いを申し上げたいというふうに

思っております。まだ、いまだに生活再建がままなら

ないという方々もおられると聞いております。１日も早

い復旧復興お願いしたいというふうに思っております。

それでは答弁をさせていただきたいというふうに思い

ます。まず、村内におきましては鬼志別地区を除く９

地区で組織化がされており組織率につきましては、

地区数で計算すると６９％、世帯数では５２％となって

おります。本村は、地区が広く点在しており行政が担

う公助の部分が有事の際特に初動期においては行

き届かないことも想定されることから共助を担う中心

的組織となる自主防災組織の存在は特に避難誘導

や避難所の開設、運営などの対応において欠かすこ

とのできない組織であるというふうに認識しております。

したがいまして、災害から住民の生命と生活を守るた

めには自分たちの命は自分たちで守るという自主防

災あるいは地区防災の精神が不可欠であるということ

を村民の皆様方にしっかりと理解していただくため村

としても、継続的な啓発活動を行っていきたいという

ふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：活動カバー率につい

ては５２％ということで実はこれ、前回、２８年に１度質

問、同じことをしているのですけれども、そのときもほ

ぼ同じ、その当時は世帯数の絡みで５８％という数字

でしたがいまだに同じように鬼志別地区は組織され

ていないということなのですが、分けて特別な難しい
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問題とかあるのかなと思いまして。それと、そのときの

答弁の中で村の災害拠点が役場にあるということで

備品も装備されているということで自主防災組織とし

ての鬼志別町内４地区の組成がまだできていないと

いう答弁だったのですが、それについては何かアク

ションとか何かそういうことを起こしたのか、その後と

いうことをお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：では、私の方か

ら答えさせていただきたいと思います。 

鬼志別地区の自主防災組織化に関してということ

でございますが、以前、ご質問あったということは私も

把握をしております。その後の組織化に関して地域

から相談があったですとか、あるいは行政、私どもか

ら働きかけたという動きができていなかったのが現在

に至るという状況でございます。しかしながら鬼志別

地区は役場所在地ということで、ある程度公助でカバ

ーできるという他の地区に比べればあろうかと思うの

ですけれども鬼志別地区につきましては、地区のエリ

アも広いという部分と避難所が７カ所ございまして、避

難場所についても４カ所あるということでかなり広域に

わたるという部分もありますので有事の際の職員だけ

での初動という部分には、限界があるものというふう

に考えております。 

たまたま、先月楽楽心でも避難訓練が行われまし

て、その際鬼志別南町内会の方に向け参加いただく

機会がありました。そういう部分を通じて、今後の自主

防災組織の必要性、行政との役割分担、その他の課

題もあろうかと思いますが、そういった分を行政の方

である程度、整理をした中で行政から鬼志別連合自

治会の方にアクションを起こすということで、組織化に

向けた協議の方向を進めていきたいというふうに考え

ます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：何も特別でアクション

を起こしてないと。これからということなのですが、前

回の答弁の中に一応１００％を目標に掲げて早期に

実現したいということだったのですが、実際その自治

防災組織に対する必要性というものを鬼志別地区に

ついては認識してないというとらえ方でいいのかな。

その辺どうなのでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：認識しないって

いうことではないと思います。たまたま、行政と地域差

でそういう防災に関しての話し合いをする場というも

のを改めて持てていなかった。のは私の責任でもあ

ると思いますので、どっちから声掛けするかというの

はあるのですけども行政からきっかけをつくる形で組

織化ということで組織を作ればいいということじゃなく

て、問題はその後のきちっと動けるかというところが重

要になると思いますが、作ればよいとかいう考え方で

はなくてきちっと説明し理解を得た中で丁寧に組織

化というところについては、今後早めに動いてもらい

たいというふうに考えます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：確かに自主防災組織

のカバー率を管内全体を見てもやっぱり大都市とい

うか行政の中心地以外はここと同じように組織してい

るという状況にはあると思います。私もその点、同じよ

うな考え方で自治体の公助の方である程度の対応が

できるという考え方を皆さん持っているのだろなと思う

のですけれども、実際に災害はいつ来るかわからな

い訳で備えとしてはやっぱりきちんとすべきだと思い

ます。 

まず、村の第７次総合計画の中でも１００％の目標

を掲げている訳ですから、これは早急に達成してい

つ災害が来ても十分機能し得るような状況をつくるべ

きと考えます。自主防災組織の地域の安心安全を守

る活動として、大規模災害時の初動対応のような避

難住民の誘導や被災者の救援などの局面の協力が

期待されています。 

また、平常時の役割と災害時の役割の２つを通常

持ち、平常時には仮に災害が起こったとしてもその予

想される被害をできるだけ軽減させるような活動、つ

まり予防的活動を行うことが求められます。 

また、同時に災害が発生したときに備え、地域防

災力が最大限に発揮できるような体制や状態を準

備・用意するための活動を行い、一方、災害時はそ

の時の状況に応じて地域の減災のために初期消火

や救助・救護、災害時には避難誘導などを行い、ま
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たあらかじめ用意したさまざまな対策を機動的に行う

ことが役割となります。そのためには、活動の継続が

重要と考えます。しかしながら、設立当初は一通り避

難訓練なども行いましたがその後取り立てた活動もな

く、支給された備蓄品などの更新・点検もままならな

いのが現状かと思われます。 

その点について、どうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：組織化されてい

る部分の活動実態についてというところの趣旨かと思

いますので、答弁させていただきたいと思います。ま

ず経過といたしまして、平成２０年度に浜鬼志別地区

で組織化がされて、以降平成２７年度までに鬼志別

地区を除く各地区で組織化そのものがされておりま

す。村ではこういった活動支援するため、補助制度、

防災訓練を実施、あるいは備蓄品の更新、防災士の

資格取得費用に対するというがメニューになっており

ますが、こういった補助制度を設けております。制度

の利用状況につきましては、残念ながら、初年度２９

年度は利用がありませんでしたが、昨年度につきまし

ては浜猿払地区と浅茅野地区で防災訓練が実施を

された他、浜猿払地区では備蓄食料の更新ということ

でこの補助金を活用いただいております。また、本年

度も防災訓練を計画している地区が現にありまして、

総務課の防災担当と今協議を進めているところでご

ざいます。 

しかしながら、今議員おっしゃいましたように組織

化されているものの活動実態という部分では、精力的

に活動を行っている地区という部分はやはり一部にと

どまっているではないかなというふうに感じております

ので、先ほどの村長の答弁とも重複しますけれども、

やはり地域防災の理解を深めていただく、やはり行

政として継続的に啓発活動、自主防災組織の重要性

必要性というところをきちっと丁寧に説明していくとい

う部分がやはり必要なのではないかなというふうに考

えております。 

あと、その一環ということで防災知識を深め、自助・

共助意識を高めることを目的とした宗谷防災講座と

いうことで北海道などが主催して行われる部分なので

すけども、これが今年度猿払村１１月ですけれども、

開催される予定というふうになっております。この講座

は出て丸１日使って行うんですが、災害に関する関

係機関からの基礎知識の習得、あるいは『Doはぐ』っ

てご存じだと思うのですが、災害避難所運営ゲーム、

ちょっとゲーム形式の災害図上訓練、行った部分を

学ぶ内容というふうになっておりますので多くの地域

住民の方に参加をいただきまして、こういった意識を

高めるための一助になるという部分が期待していると

いうところでございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：自主防災組織ですか

ら、自らが防災計画を立てたり、地域課題を洗い出し

たり、住民相互の情報を共有化を図り、定期的訓練

を継続するのが一番理想の形と私も考えるんですが、

組織自体に組織を運営するマニュアル、あるいはノウ

ハウというものを持ちあわせていないというのが現実

であろうかなと思います。また、災害にあまり余り直面

しないという危険意識の欠如も考えられます。そのこ

とについては、行政側の積極的な関与があっていい

のではないと思いますがいかがですか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：議員おっしゃる

とおりかというふうに思います。 

以前、避難所運営マニュアルというものを村の方で

作成をして各地域自主防災会の方に説明した経過

はあるんですけども、当然１回きりの説明で理解でき

るものではありませんので、こういったものも活用しな

がら何らかの場を設けて、積極的にこういった部分の

周知活動を続けていきたいいうふうに考えます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それで今まで地域活

動を補助する形として地域担当職員制度というのが

ありましたけども、去年、その村職員制度も各地区の

祭事の手伝いしかやることはないのだというような形

で廃止になったと思いますが、今こそそういう職員を

災害に特化した形で地域に密着させ自主防災組織

の手助けというか、その辺を担ってもらうというのは方

法もあろうかと思いますが、それについてはどうです

か。 

○議長（太田宏司君）：眞野村長。 
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○副村長（眞野智章君・登壇）：答弁させていただ

きます。 

議員おっしゃるように地域担当職員制度について

は抜本的な自治会へのいわゆる祭事とかそういうとこ

ろでの活動を１０年くらいの中でやってきたわけでご

ざいますけども、そこについてはもう少し抜本的な改

正をしたいというところでボランティア制度をつくり、今

職員も一生懸命になって地域に出て活動をしている

ところでございますけども、防災の部分については今

後、先ほど総務課長、答弁さしていただきましたけど

もマニュアルの中でしっかりとその辺の職員の役割の

部分について明記をしながら協議をして、お示しをし

たいというふうに思い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）：はい、理解しました。 

災害対策基本法第５条第２項で市町村の責務とい

うのがありまして、市町村長は当該市町村の区域内

の公共的団体などの防災に関する組織及び自主防

災組織の充実を図る他住民の自発的防災活動の促

進を図り、市町村の有するすべての機能を十分に発

揮するように努めなければならないとあります。です

から、村も積極的にスピード感を持ってしっかりと進

めていくことを期待いたします。 

次の質問ですが、消防団は村の非常備の消防機

関であり、その構成員である消防団員は他に本業を

持ちながらも自らの地域は自らで守るという郷土愛の

精神に基づき参加し、消防防災活動を行っており、

地域の安全確保のために果たす役割は極めて大き

いと考えられます。その一方で団員のなり手不足や

高齢化、常備消防の機能の向上充実により消防団不

要論の囁かれているところでございますが、地域にお

ける消防体制の中核的存在として、地域住民の安心

安全の確保のためには消防団が果たす役割ますま

す大きくなるものと考えています。 

そこで村長の消防団の役割に対する考えをお聞き

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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、消防団の役割ということにつきまして、答弁

をさせていただきたいというふうに思います。消防団

の特性としましてはまず地域の密着性、それから動

員・動員力、それから即時対応力などがありまして広

範な行政区域を抱える本村においては常備消防の

機動力だけでは有事への対応にも限界があることを

含め消防団の役割は大変大きなものというふうに認

識しております。これまでは火災時の初期消火活動

や住民への予防啓発活動が主と考えられてきました

が東日本震災などの近年頻発する大規模災害にお

ける対応の重要性などから地域防災の担い手として

の役割は大変大きくなっていると思います。改めて、

消防団員の皆様につきましては生業を持ちながら

色々な場面でご確約ご苦労されていることというふう

に思いますので改めて感謝とお礼を申し上げたいと

いうふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：村長も私と同じような

ホームページ見てて勉強なさったのかと思われます

けど、平成２５年の１２月に議員立法により消防団を

中核とした地域防災力の充実強化に関する法律とい

うのができました。概略を申しますと、目的として消防

団を中核として防災力を強めるというもの。それから

基本的施策として、消防団の強化を図る施策の２番

目に地域における防災体制の強化とあります。それ

に沿ったような村の対応などがなされているのか、そ

の辺をお聞きしたい。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：そうするに議員立法

で決まった法律の中に。一応、概略全部読みますか。

１．目的ですが、消防団を中核とした地域、防災力の

充実強化を図り、もって住民の安全の確保を目的とし

て地域防災力の自立強化は消防団の強化を図ること

により、地域における防災体制の強化図ることを旨と

して実施する。また、他いろいろあるのですけど次、

消防団の強化ということで、消防団を将来にわたり地

域防災力の中核として欠くことのできないことができ

ない代替性のない存在と規定し、消防団への加入の

促進、消防団の活動の充実強化のための施策をす
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る、消防団員の処遇改善、消防団の装備の改善、消

防団員の教育訓練の改善・標準化、資格制度の創

設と、それから２番目の地域における防災体制の強

化ということで市町村における防災に関する指導者

の確保・養成、資質の向上と必要な資機材の確保、

自主防災組織などの教育訓練において消防団が指

導的役割を担うための市町村により処置、自主防災

組織に対する援助、あと、学校教育・社会教育にお

ける防災学習の振興などを目指すということです。 

○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

お答えさせていただきたいと思います。 

大変勉強不足で申し訳ございません。その議員立

法の中身については、正直今、議員の方から教えて

いただいたという状況でございます。ただ全体的な消

防署員、それから団員の方々については事あるごと

に研修なども含めながら、いろんな形の中で受講し

ていただいたり、自己啓発を含めながらやっていただ

いているという状況だと思います。ただ、あのこの後

の質問に絡んでくるかもわかりませんけども、資機材

などの各種設備についてはやはり財政的な問題もあ

りますけれども、各支署・分団などからの要請を極力

聞き取りをしながら進めていきたい、進めて来ており

ますし、進めて今後いきたいなというふうに思っており

ますけども、ただ事細かなことについてはちょっと改

めて私も勉強させていただきながら実際どこまでうち

の消防署を含めて、消防団の方でこうやっていただ

いてるのかというところについては勉強させていただ

きたい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）：非常に範囲が多岐に

わたるわけでどうのこうの追及してても始まらない問

題なのですけれども、とりあえず村としてその消防団

やあるいは地域防災組織に対する援助支援というも

のも徹底してやってほしいということの一点なのです

が、地域において、やはり消防団、自主防災組織の

果たす役割というのは非常に大きい考えております。

同じ地域で重複する構成員もいるかとは思いますが、

お互いに地域情報、要支援者を共有し、平時有事も

しっかりと対応できるような取り組みをする必要があり、

村としても適切な措置を講ずるよう努めなければいけ

ないと考えております。また、消防団員及び団員スキ

ルアップのための講習、訓練の充実を図るべきと考

えます。例えば団員の消防学校への派遣を定期的

に行うとか、消防庁や消防協会のツールなどを活用

しての座学などの取組み、消防署員や防災担当者を

活用して積極的に村が携わっていくべきと考えており

ます。では、次に最後の質問になりますが消防団装

備について改定がありまして、実際、その装備の状

況につい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）：平成２６年２月に消防

庁が定めた消防団の装備の基準という部分について

お答えをさせていただきたいというふうに思います。

この消防庁が定めた新たな基準に対応する各種装

備品の整備につきましては、本村としては充足できて

いないというのが現状であります。国から示された装

備基準をすべて満たすことが理想ではありますが、

現実的には消防団の規模や財政面からみて厳しい

部分もありますので補助事業などの活用も視野に入

れるなど消防団とも協議する中で優先順位をつけな

がら本村の実情に見合った整備を今後進めてまいり

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）：実際に装備品につい

て、ほぼ個人に対しての充足というのはなされていな

いというのが資料をいただきまして分かっていたので

すが、今回の法律の改正と装備品の目安として示さ

れた基準なのですが、主な改正内容として双方向の

情報伝達が可能な情報通信機器の充実、トランシー

バーなどですね。それから消防団員の安全確保のた

めの装備の充実、安全靴・ライフジャケットなどとあり

ます。そして、救助活動資機材の充実、チェーンソ

ー・油圧ジャッキなど、教育・訓練の見直しを今後図

っていくということでありますが実際基準に示された

装備品を装備させるには、村長がおっしゃているとお

り、どれぐらいの費用が掛かるか、私も試算したわけ

ではないのでわかりませんが、かなりの費用が必要と
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考えます。しかし、実際の火災や捜索出動時には、

団員は自分の装備で活動しています。ゴム長靴で笹

薮を歩いて人を探したりとか、火災現場で釘を踏んで

怪我するとかそういうような状況も事実実際問題とし

てあるわけです。ですから、せめて消防団員の安全

の確保のための装備品、だから安全靴ですね。そう

いうものについては費用も靴一足２万円ぐらい掛かる

ということなのですが、この消防団の安全を確保する

ため、早急に対処していくべきではないかなと考えて

おりますが、いかがですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今ご質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

確かに議員のおっしゃるとおりかと思います。大き

な油圧切断機ですとかエンジンカッターとかチェーン

ソーとかいろいろなそれぞれの分団に全て置きなさ

いという形になっていますけども、安全という形の中

でトランシーバーを含めて、うち消防団員が１３０名ほ

どいるかと思いますけども、その方すべてトランシー

バーを配置できるかどうかこれから財政的なことも含

めて検討していかなければならないと思いますけれ

ども、今議員おっしゃられたとおり、まず安全を確保

すると、身体的な安全を確保するという部分につきま

しては救助活動の資機材などでこのような形でありま

すので安全靴ですとかライフジャケットだとかそういう

ところから順次進めるかどうかということも含めながら

来年度予算の中に盛り込んでいけるか含めて、これ

からの予算査定も入ってきますけども検討していきた

いと、それから順次大きな資機材に関しては、どうか

も含めながら支署、それから団の方とも協議、検討し

てまいりたいと思います。 

確かに長靴などを自己負担をしていただいて、火

災現場に出ればほとんど焼け焦げて真っ黒になって

しまってまた自己負担がふえて形なってしまうと非常

に申しわけない形になりますので、そういう部分から

順次進めていきたいな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）：確かに村長おっしゃ

るとおり、装備品全てが団にとって必要なのかというと

決して必要かどうかという判断は難しいかと思いま

す。 

ですから、地域の実情に合ったような形で地域の

分団に必要な資器材をそのような格好で随時やって

いっていただければいいのかなと思います。で、やっ

ぱり団員の安全靴ですか。これは本当に早急に対処

していただきたいと思います。自主防災組織やそれ

から消防団の強固な連携によって地域社会の安心

安全が機能させよう行政もしっかりとかかわっていっ

てほしいとこう思います。 

以上で終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

 

○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
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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

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
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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、

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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。 

○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。 


