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○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき２点程質問をさせていただきます。 

 １点目は、猿払村の各地域の自治会の組織につい

てということ。 

 ２点目は、猿払村の公共交通機関のこれからの在

り方、整備についてということについて２点程質問

をさせていただきます。 

 まず初めに、猿払村の自治会組織についてお聞き

したいと思います。平成１８年度末での各自治会組

織の世帯数及び高齢化率等が分かれば最初から数字

の質問で申し訳ございませんが、それを教えていた

だきたいと思います。 

また、現在猿払村自治会としての役割、村長はど

のような形で考えているでしょうか。また、行政と

のかかわりについて、その２点について質問をした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先に今、小山内議員

から計数の関係が出ましたので、伊藤課長の方から

説明させていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

ただいま小山内議員からご質問がありました、高齢

化率の計数の数字でございます。地域ごとでよろし

いでしょうか。実は外国人の方が各地域におられま

す。その外国人の地域、外国人の方を含んだ数字が

よろしいでしょうか。含まない数字がよろしいでし

ょうか。 

○議員（小山内浩一君）：含まない数字で。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

含まない数字で分かりました。 

 知来別につきましては１９．０１％、浜鬼志別に

つきましては１６．８１％、それから浜猿払につき

ましては２１．３５％、浅茅野につきましては２５．

７４％、浅茅野台地につきましては２２．５％、小

石につきましては５７．３５％、鬼志別全体につき

ましては１９．９２％です。それと豊里地区につき

ましては３８．４６％、芦野地区につきましては２

４．６３％、猿払につきましては５０．８２％、狩

別につきましては２２．７３％で、合計で２１．６

５％になっております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：自治会等の役割の分

野についてご質問がございましたのでお答えを申し

上げたいと存じます。 

 自治会等の役割、これは自治事務と団体事務とい

う２つの事務が今現在あるわけでございますけれど

も、これについては団体事務と属するものと自治会

の場合については公共的団体として考えられます。

そういう状況の中にあって、今の時代においてその

自治会に対する自治団体事務につきましては、非常

にまちづくり、地域づくりをする上において重要な

要件になっているところでございます。 

従いまして、単にその地域で今までどおり生活し

ていればいいのだということではなくして、なお自

分達が将来を見つめて、その地域を発展させていく

というような考え方に立ったならば、団体事務、自

治会としての団体事務としては、より活発な活動と

いうものが要求されるものだろうと私は考えている

ところでございます。その団体事務に関しては、単

なる自治会だけでできるものでは、これは私は今の

段階としてはないと思いますので、やっていただく

ことは主体性を持ってやっていただきますけれども、

これは当然行政、自治事務として下支えをして、一

緒になってその地域を盛り上げていく、活性化させ

ていくということが必要になってくるものだろうと

考えている次第でございますので、そのような自治

会がたくさん１０の団体が自治会があるわけですか

ら、そういう団体から、そういうようなことが大い

に出てくることを期待するものでございます。 

そのためにも先程、眞田議員さんからもご質問が

ありましたように、そういうまちづくり等の問題に

ついて色々と今頭を捻りながら、この地域にはどう

いうようなまちづくりがいいのかというような問題

も考え合わせた形の中で考えていっているところで

ございますので、今の段階としての地方自治法の関

係の分野におきましてもそういうような問題が位置
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付けられておりますので、そういう分野についても

きっちりと意識を高めて、地域の方の意識を高めて

いただいて、やっていただくことが必要なことだろ

うと考えているところでございますので、是非その

ような声が上がってくることを私は望んでいる、期

待をしている。また、こちらからも提案して持ち掛

けていくというようなことを考えてまいりたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：伊藤課長の方から

組織の高齢化率の数字をお聞きしました。非常に高

い数値だなという印象を受けました。 

また、小石・猿払地区においては５０％を超えて

いる。高齢化率６５歳以上の方々が半分以上の自治

会も事実この２つの地域にある。後の地域にしても

２０％以上が大半を占めている。非常に高齢化率が

高いのかなという印象を受けました。また、村長か

らの答弁で各地域自治会は重要な位置付けと考える

と私はお聞きしました。 

先程の先輩議員の質問の中にもありました。地域

づくり、まちづくり協働で行う、村長が就任の時か

らずっと言い続けていることだと私は思っています。

それで地域の自治会、一番身近にある協働でまちづ

くりが行える組織ではないのかなと私は考えており

ます。先輩議員の質問、答弁の中からもありました。

理念、思いはあるがどうも具体的な事業行動が見え

ない。そこで自治会組織を使って、これからの村長

が熱い思いを持っている協働でまちを作るというこ

とを出来ないかということに関して質問したいと思

います。先程も愛別町の事例を挙げて地域担当職員

制度、各自治体で全国的にも、全道的にも多々ある

と聞いております。今、猿払村ではそのようなこと

を考えているのか。 

先程、強い意志で今考えている、実行に向けてい

るという答弁がありました。今一度、期限等も含め

ながらその辺の答弁をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 大変自治会を使った中でのという言い方はおかし

いですけれども、自治会の在り方というものの活動

の重視性、これらは非常に質問された中では、建設

的な意見だろうと私は考えているところでございま

す。このような地域を使った自治会を動かすことに

よって、良いまちづくり、地域づくりができるもの

だと私は考えているところでもまたございます。 

そのような状況の中で、団体自治の役割というも

のを今後十分果たしていく為にも、そういう意識の

問題もまた必要かと存じますので、逐次、団体と協

議を進めてまいって、できるだけ良い地域づくりを

目指す努力をしていただきたいと、行政サイドから

もお願いを申し上げていきたいと考えている次第で

ございます。 

また、まちづくり等の問題につきましての関係に

つきまして、これからの在り方というのは、住民が

地域が主体性を持ってするというのが基本的な考え

方だろうと考えておりますので、そういう意味合い

の中で、地域猿払村の全体的な発展のためにそれぞ

れの地域が発展していくようにしたいと思っている

ところでございます。 

また、確かにその地域によって先程、計数を示し

たように５０％というような形の地域も確かに見ら

れることは事実でございます。以前は相当栄えた地

域であったにもかかわらず、今現在そういうような

実態になっているというようなことは、本当に残念

なことだと思っているところでもございます。その

ような自治体については、次の質問にもございます

けれども、役場職員が手を差し伸べるだとか、色ん

な形が手法があろうと思います。そういう手法を探

りながらこの問題に対応していかなければならない

と思っているところでございます。何せ５０％の団

体ということになると、何をするにしてもそれなり

のものができない状況にあると思います。まして、

その地域づくり、まちづくり等は、恐らくできない

だろうなと考えているところでございますので、そ

ういう部分については行政サイドの方で自治事務の

中できちんとした支え方をしていかなければならな

い問題だろうと考えているところでございます。そ
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れから、先程言った高齢化率の２１．６５％という

数字でございますけれども、決して高い数字では、

私は猿払村にとってはない。全道的に見ても低い数

字であると思っております。大体平均いたしますと、

２５％ぐらいまでは、全道平均で入っているのでは

ないのかと思っているところでございます。 

それとまだ北海道でこの自治基本条例なり、また

理念条例なり、参加条例なり、これらが作られてい

ない団体が、まだまだ北海道の中にあります。全て

の団体が作られているというわけではございません。

そういうことも、この前お会いしました東川町の町

長さん、それから豊浦の町長さんも私の所ではまだ

そんなもの作っていないというような話もしており

ました。どのような形で今の法に基づいた事務をや

っているのか、ということが分からないわけでござ

いますけれども、そういう団体がまだまだ北海道の

中にはあるのではないのか、と思っているところで

ございます。そういうことも加味した形の中で、う

ちの村はその分野については、事の良し悪しは別と

いたしましても若干進んでいるのかなという感じを

持っているところでございますので、その点ご理解

を賜れば幸いかと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：それから質問が抜け

ましたけれども、出前行政、新しい出前行政、先程

の眞田議員さんの質問にもありましたけれども、い

つからやるかというようなご質問があったかと思い

ます。これにつきましては、一応来年の４月１日を

目途として実施してまいりたいと考えているところ

でございます。既にもう一応案というものは、この

ような形で出来上がっております。おりますので、

これを条例化して実施するというような形を取って

まいりたいと考えている次第でございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の答弁の冒頭

にありました、自治会が自発的に色んなまちづくり

のことを考えたり、行動するのがいいのじゃないか

という話しもございましたが、確かに世帯数の多い

鬼志別・浜鬼志別・知来別等はそういうことが可能

かもしれません。後半の方に入りまして、村長がお

っしゃった５０％以上の自治体、やはり自発的に住

民自治、地域自治が出来るかとなると、疑問を感じ

るところであります。 

それで先程、地域担当制、担当職員制度、確かに

良いことで私も４月１日からそういうことが、猿払

村で行われるということには非常に感動を受け、そ

ういう日にちを切ってまでの答弁をしていただいた

ことに、すごく嬉しく思っていますが、２番目の方

で、過疎化が進行していく中での地域共同体として

のこれからの自治会活動、多分来年４月からこの制

度が行われることになっても、すぐには機能はしな

いだろうと思います。各地域、地域の特色があり、

ただ単に事業を手伝いに行くだけ、村の職員がお盆

の手伝い、不幸があった時の手伝い、正月の手伝い

だけでは本当の意味での地域に根ざしたまちづくり

とはできないと考えます。 

まちづくり懇談会も年に２回各自、自治会を核と

して行っております。その懇談会にも各地域におい

ては、参加人数が非常に少ない地域もあると思いま

す。そこで、これから過疎化が進行していく中で、

地域共同体としては、自治体のグループ化なり、行

政職員が自治体に入って手を差し伸べるだけではな

く、村民自らも私達議員も議員である前に村民です。

村長の行政執行方針の中にあります。ボランティア

でやれることはやろう。そういう意味を込めても職

員制度ではなく、将来的にはこの職員制度が、行政

職員、村民も含めてボランティアスタッフで運営で

きるような制度になることを願っております。その

様な将来展望について、村長の考えをお聞きしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 先程もお話ししましたように、５０％以上超える

自治会については非常に無理があると感じます。考

えていても実行が伴わないということが、現実とし

て見えていると思います。ただ、考え方だけといた

しましては、今まで何度か私になりましてから、年
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最低２回は地区を回ってその話しをしている関係上、

内容等については分かっていただいていると思いま

すが、どうやるかということについては分かっては

いないだろうと思っております。そういう意味を込

めた形の中で、先程もこのようなものを作った形の

中で４月１日から進めていくことによって、４月１

日から即出来ないまでも、早急にそれらについては

意識が目覚めていくものだろうというふうな考え方

を持っているところでございます。それともう一つ

は、このようなグループ制度の各自治会への張り付

けの問題。これについては、私は非常にもう既に先

進団体のところではやっている所はだいぶ以前から

やっている。一番先にやっているのは福岡市が一番

先にこれをやっている状況があります。これは法が

できる以前からやっている状況でもございます。そ

ういう状況の中で法ができてから言われていること

は、自治体は住民に取って代わられるぞ、そういう

危機感を持たなければ駄目だということも言われて

おります。 

今、小山内議員さんが言われたボランティア的な

考え方、行政職員、それから村民、ボランティア的

な考え方での行政の進め方ということもその一つの

手法として、当然あり得るものだと私は考えている

ところでございます。 

これは、大学の偉い先生が言っていることですけ

れども、ただその先生の言っていることが正しいの

か、間違っているのかそれは分かりません。分かり

ませんけれども、その内にそういう団体、弱い団体

については、住民に役場が取って代わられると、い

うことは言われていることはこれは事実として受け

止めなければならないのかなと、そういう意識も感

じなければならないのかなと思っているところでご

ざいますので、そういうような考え方に立った形の

中で、そのようなボランティア的なことは何につけ

ても必要なことだと私は考えております。 

従いまして、単なる役場の行政事務ばかりでなく

して、他のことについても今はそういう奉仕の精神

というものが大変大切な時代であって、お金がない

だけにボランティア精神、人間と人間の心の触れ合

いの精神というものを大切にしていく中で、行政と

いうものを見つめて自分達がどうしたらいいのかと

いうことを考えていかなければならないのかなと、

考えているところでもございます。そういうことで、

取り敢えず答弁をさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは４月１日

からこの村でも行われる、地域担当制職員制度が上

手く機能することを願って１点目の質問を終わらせ

たいと思います。 

 次２点目です。 

現在の猿払村の公共交通機関についてということ

で、現在の猿払村の公共交通機関は宗谷バス、それ

と猿払村の村営バス、この２点が公共的な交通機関

と考えます。 

まず初めに、また計数数値からの質問で申し訳な

いのですが、猿払村での村営バスの運賃収入１年間

の運賃収入、またその１年間にかかわる村営バスを

稼動していくための村としての維持管理費も含めた

経費、また次に宗谷バス、宗谷バスは民間の企業な

ので難しいかと思いますが、分かる範囲でよろしい

です。宗谷バスにかかわっての猿払村での運賃収入、

また宗谷バスには国・道からの補助金、負担金等が

入っていると聞きます。 

またこのＪＲ天北線、各沿線地域、自治体でも赤

字補填分としての按分しての負担金があると聞いて

おります。その数値についてお答えをお願いしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：考え方との計数につ

いて連動しておりますので、私の方からお答えした

いと思います。まず、猿払村の公共交通機関の整備

についてということで、現在の公共交通機関、宗谷

バス・村営バスの役割の将来展望というような主旨

のことでございますけれども、高校通学生のために

欠くことのできない公共交通機関であると思ってお

ります。 

また、通院のための足の確保、これにも村営バス

等については貢献はしていると思っているところで

ございます。 
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ただ、利用者が少ないのが現状であります。宗谷

バスの関係につきましては、旧天北線沿線自治体が

代替連絡協議会でその運行に関し協議を進めており

ます。区間・距離の割合で経費を負担していますが、

稚内市・音威子府村等は協議会からの脱退の意向は

持っていると想定をしています。そうなりますと浜

頓別町、それから浜頓別町は地元ですから、高校通

学のための使用頻度はかなり低いものだと考えざる

を得ません。となると猿払村と中頓別で将来負担を

していかなければならなくなるのだろうと考えます

と、将来展望を見据えることはなかなか困難なこと

だろうというふうな考え方を持っているところでも

ございます。 

また、補填する財源があるからできるのであって、

財源がある、なしにかかわらずこれらについては、

別途手法を凝らす考え方が必要であると考えます。

協議会等でも早期にそういう詰めをしていかなけれ

ばならないと考えております。今の代替輸送、当初

交付された交付金がなくなってからの話しではもう

遅いと考えますので、そのような話題も入れた形の

中で煮詰めていかなければならない問題だろうと考

えているところでございます。それと高齢化率が上

がる中での猿払村の交通機関の在り方ということで

すけれども、今でも乗車率は最低で、空でのバス運

行も見られる状況にあることは議員もご承知かと存

じます。高齢化に連れ通院も多くなると考えられま

すが、しかし公共交通機関の利用は大変大きな問題

があるのだろうと考えます。今後は利用者の動向を

動態等を調査してどうあるべきかと、こう見据えた

いと考えていきたいと思っております。 

もし、人数的に利用頻度が少ないものであるので

あれば、別な手法でコストを低くした形の中での対

応というものも、また必要なのかなというふうな考

え方を持っているところでございます。計数的には、

参考までに申し上げておきたいと思います。宗谷バ

スの関係でございます。これの利用量については、

宗谷バスの方に入っていきますので、私達について

調べることはできません。それからターミナルの利

用料ですけれども、９９万２，０００円が入ってお

ります。それから道補助金が１２３万４，０００円、

この道補助金をもらうために空のバスを走らせてい

るというようなことを言ってもいいのかと思います

けれども、それに増してもコストがかかり過ぎるの

で、道補助金をもらわなくてもその解決、問題等は

対応を図っていかなければならないのかなと思って

おります。 

また、運行にかかわる経費、宗谷バスの関係です

けれども、これは年間２，５４６万７，０００円と

いうふうな経費がかかっております。従いまして、

収入として１００円上げるのに対しまして、２３万

２，０００円の経費がかかるというような形になっ

ておりまして、莫大な経費がかかっているというこ

とが言えると思います。村営バスでございますけれ

ども、利用料については、７２万円を当初予算で計

上していることは予算書を見てお分かりのことと思

います。 

また、地域生活路線バス運行維持費負担金、これ

は稚内市分の負担金でございます。２便が東浦まで

行っている関係上、この負担分でございます。それ

から運行にかかわる経費でございますが、１，６４

８万９，０００円かかっております。これにつきま

しても、収入で１００円上げるのに対しまして、１

５万１，０００円かかっているというような形の状

況でございます。こういうような問題も、今後厳し

く行財政改革の中におかれましても、こういう問題

についても当然考えていかなければならない問題で

あろうと考えているところでもございます。そのよ

うな状況になっております。 

また、考え方としてはそのような考え方で、今後

村の考え方、それから宗谷バスとの考え方の調整、

これらもしてまいらなければならないと考えており

ますので、一つよろしくお願い申し上げたいと存じ

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すみません。数字

をもう一回確認していただきたいと思います。宗谷

バスの数２，５４６万円というのは、これ村単費で

直接宗谷バスに払っている負担金なのか。それとあ

と村営バスに払っている１，６４８万の維持経費、

それについてもこの内訳は村単費のみで負担をして
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いるのか。その２点お願いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 宗谷バスにかかる運行経費２，５４６万７，００

０円、これにつきましては、当初天北線が外される

時にいただいた代替輸送機関の補助金、これがまだ

残っておりますので、その中で取り崩して払われて

おりますので、一応特定財源扱いという形になって

おります。 

先程申しましたように、この基金がなくなる以前

に何とか検討をしたいということを先程も申し上げ

たところでございます。村営バスについては、これ

は全額一般財源で対応しております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：まず初めに宗谷バ

スに関して、先程の質問で稚内・音威子府が脱退の

意向があるという答弁をいただきました。まだ決定

ではないとは思いますが、村単独で２，５００万、

年間も負担している民間の交通会社、確かに国・道

からの補助金もあるでしょうが、国・道の財政にし

たって逼迫しているのは猿払も同様同じだと思いま

す。いつ宗谷バスに関して、その負担金が減らされ

る、若しくはゼロになるということも考えなくては

いけないと思います。 

当初、村長がおっしゃった高校生の足の確保、お

年寄りのための通院の足の確保、非常に宗谷バスは

公共性として大事なのは分かりますが、いつ、民間

の会社です。この天北線の代替バスを終了すると言

われてもおかしくない現状にあると私は考えます。

そこで確かに猿払村だけがこの協議会から抜けて、

コミュニティーバス等との方法を考えればいいとい

うわけではなく。稚内・猿払・浜頓・中頓・音威子

府、この５市町村の中で協議していかなければなら

ない。これは私としては早急に協議会の中で猿払村

としても提案をして、これからどうするのだ。近い

将来、逆に宗谷バスが止めるのを待ってその対処を

考えるのではなく、この前に各自治体としてどのよ

うな交通手段を取るのか。そういう提案を協議会の

方にでも振っていただきたいと思います。 

 その次に村営バス。村営バスも７０万の収入を得

るのに、年間１，５００万以上の単費を注ぎ込んで

いる。如何に公共性のある交通機関とはいえ、非常

に収支率、お金の問題から言えば、問題視せざる得

ないものかなと思います。確かに、猿払村の中で東

浦を含めて、知来別・浜鬼・鬼志別を結ぶ村営バス

は大事なのは分かりますが、現状のままを考えるの

ではなく、フリーのバスを考える。今の大きさで良

いのか、確かに知来別から保育所の園児の方々も乗

ってますし、浜高に通う知来別の方々も乗ってます

が、あくまでも目的・時間はしっかりしてると思い

ます。フリーの一般乗客というのは、非常に少ない

のかなと、あのバスの状況見てて思うわけです。村

としては、その村営バス、今、１日１０便定刻で入

っているものをフリーのバスにするような考え、ま

た、法規制、条例とか色々あるとは思いますが、村

営バスにしても公共交通機関の空白地帯はあるわけ

です。山間地域に行けば宗谷バスも村のバスも来な

い所がある。確かにこの高齢化率が上がる中、非常

に老人の方々の脚というのは不便を感じているのじ

ゃないかと思います。そういう意味においても、先

程の話ではないですが、ボランティア的精神の基、

村民また行政職員始め、電話一本で住民のあしの確

保ができる。どうでしょうか。１，５００万でそう

いうことができないのか。ただ単に今までの現状で

１，６００万、５００万のお金を突っ込んでいる住

民のバスがそろそろ見直しにきてもいいのじゃない

かと私は考えるのですが。村長、ご意見をお願いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

非常に大きなこれは課題だと、特に村営バスの分

野については大きな課題であると考えます。また、

宗谷バスにつきましては、代替協議会の中で十分な

協議ができる、出来てそして単独で走らせることも

これは可能かなというふうなことも思っております

けれども、村営バスの分野については、足の確保と

いう問題については、宗谷バスが無くなることによ

って、またその裾野も、また村営バスの裾野もまた

広がってくる可能性もあるわけでございまして、単
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なる知来別・浜鬼志別を経由して鬼志別までという

わけにはこれはいかないだろうという考え方も持っ

ております。そういう状況の中で二つ両方、宗谷バ

ス路線と村営バス路線と噛み合わせた形の中で、総

合的に考えていかなければならない問題だろうと思

っているところでございます。いずれにいたしまし

ても、住民の足の確保ということは考えなければな

りません。空で走らせているバスについては、これ

は必要無いと思いますけれども、その他の分野につ

いては、どうしても必要な部分が出てまいりますの

で、そういう分野についてどうあるべきかという問

題についてこれから課題として十分考えてまいりた

いとこのように思っているところでございます。そ

の点ご理解賜りたいと思います。いつからどのよう

にするかということについては、今の段階として相

手のあることですから期限は決められないと考えて

いるところでもございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは非常に重

要な課題というふうに村長の方に認識いただいたと

思います。本当に宗谷バス・村営バス含めて、４，

０００万強の村の、いくら基金とはいえ、村のお金

でございます。４，０００万強のお金がただ年間使

われるのではなく、近い将来に向けて担当課・担当

職員と再考し、より良い村民の為に公共交通機関を

考えていただきたいと思います。 

これで私の質問は終わります。 


