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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３項目、さるふつ公園の活性化、新エネルギ

ーの展望についてと特別支援教育についてというこ

とで３項目９点について質問をしたいと思います。 

 さるふつ公園の活性化、今後のあり方についてと

いう件ですが、過去長い間に渡ってこの議場の中で

も前村長の時代からもこの場で色んな質問・答弁が

行われて前進しているものと思っております。そこ

でですが、ここ１０年から５年の間において北海道

の観光全体が冷え込みに入り、どこの自治体でも観

光産業が衰退していき観光客数が減っていると私は

思っております。猿払村においても同様のことと感

じておりますが１９年度、２０年度この２年間の観

光客の入り込み指数の実績について猿払村が押さえ

ているところを村長お答えいただけませんでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：さるふつ公園の１９

年度、２０年度の観光客の入り込みの実績につきま

してお答えを申し上げたいと存じます。 

 １９年度の実績では宿泊・日帰り客の入り込みは

２６万７，８００人というふうな実績になっており

ます。また、平成２０年上半期の集計結果しか今現

在出ませんけれども、これによりますと１３万１，

３００人と平年度化した場合約３割弱の落ち込みの

見通しの推計でございます。やはり全体的に落ち込

んでいるという状況の中で、特にふるさとの家の方

で宿泊の方で頑張ってもらっている、また食堂の方

で頑張っていただいているということで３割弱の落

ち込みというような推計の結果でございます。３割

弱という形になりますとやはりかなり公園の活性化

等にもやはり大きな影響及ぼす、他の分野にも影響

を及ぼすような形にもなりますので、出来るだけや

はり平年度化したような状況の中での入り込み数を

見込みたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の村長の答弁の

とおり１９年度が２６万７，０００人に対して、上

半期ではありますが２００８年度、２０年度は２８．

３％の減だということで１２月１３日土曜日の稚内

宗谷版の道新の記事に載っておりました。村長も目

を通していただいたかと思うのですが、これを見た

時に非常に商工関係者の１人として、また村の議員

として宗谷管内各市町村の前年度同期日の減少率が

隣りに載っております。宗谷管内平均で９．３％、

数字を言ってもちょっと申し訳ないのですが、増に

なっているところは浜頓別町９．９％の増、１番落

ち込んでいるのがこの当村猿払村２８．３％、次に

中頓別町、豊富町と続きます。基本的に宗谷管内で

９．３％の減、１０％弱という減少率の中、猿払村

の２８．３％は特化している数字だと私は考えます。

ガソリン代の高騰による出足の鈍化だとか、先程の

同僚議員からも出ているこの大不況の中、観光にお

金を落とすということがなくなっているということ

も認識はしておりますが、猿払村の２８．３％は非

常に大きい減少率だと私は認識をしております。 

 村長、ここでこの猿払村が２８．３％減少してい

る原因は村長自身どのように考えますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：やはり原油の高騰等

でマスコミ等でも報道されているように原油の高騰

等、油の高騰等によりましてやはり近くの所に旅行

を求めるということがやはり大きな利用数の減にな

っているようなことが考えられるというふうに思い

ます。やはり、全体としてはかなり高い数字で落ち

込んでおりますけれども、冬場になりますとそんな

に高くは上がらないと思いますから、大体この若干

の数字は上がってくるにしてもそうさほど上がって

こないと思いますけれども、全体的には大体２０年

度集計いたしましても大体同じような結果が出てく

るのかなというような感じがしております。やはり

マイカーを利用した観光客の減少とそれから異常な

ガソリン価格の高騰ということによってやはり遠く

へ出掛ける部分の状況というのが非常に大きな要因

になっているものというふうに考えているところで

ございます。決して魅力がなくなって立ち寄らなく

なったという形ではないというふうに思っていると

ころでございます。また、宿泊というよりも通過、

立ち寄り型の傾向が依然として強いということも傾



－2－ 

向として言えるのかなというふうに思っているとこ

ろでございます。その部分についてはある程度良い

線はいっているのですけれども、やはり泊まりとい

うことになりますとなかなか思うような数字を見込

むことにはならなかったというような状況がありま

す。また一つは、観光ルートの問題もあろうかと思

います。それはやはり本村だけに来る客ばかりでな

くして、やはりサロベツ・利尻・礼文等をまわって

猿払へ寄って行くというような傾向も当然ルートと

してあるわけでございまして、その関係についても

やはり他の町との関連性もあろうかというふうに思

いますので、その辺につきましてもやはり十分これ

から考えていかなければならない問題であろうとい

うふうに思っているところでございます。 

やはり道北に来たい理由は猿払村だけではなくて

全体的なやはり観光ということが一つの大きな目的

あるでしょうから、そういう関係も含めた形の中で

十分に東京関西方面とのＰＲを含めた形の中で是非

道北に呼び寄せると、これは今年始まったばかりで

なくして以前から道北観光が以前ぐーんと伸びた時

が一時ありましたけれども、それ以降だんだんと道

北観光については下火になってきていたというよう

な状況も根底にはあるのかなというふうにも考えて

いる次第でございますのでその点につきまして色々

な観光客の考え方というものもあろうかというふう

に思います。そういう面での関係で一応落ち込んで

きていると、落ち込んでいるというような実態にな

っている状況でございますので、やはりこれらを何

としても平年度化以上のものに引き上げていく努力

というものは必要かというふうに存じますのでひと

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）：村長の今の答弁、

思い宗谷管内全て全体的に落ちていてというところ

をお聞きしたのですが、私はそうは思いません。２

８．３％という数字は各管内平均の３倍という数字

です。ちょっと聞き苦しいというか、きつい言い方

をすると猿払村に観光としての魅力がないと宗谷管

内の中ではという厳しい言い方をしても良いのかな

と、要するに２番、３番の質問でも既存施設の問題、

イベント、ソフト面での問題と続きますが、これも

含めてまた質問をいたします。 

 昨年、道の駅売店ということでハードの面の売店

が一つ増店されました。産建の中でもこの場でも猿

払村としてソフト面の観光客誘致が必要じゃないで

すかと、私はじめその他の同僚議員もそういう話し

もしておりました。１年経っても村主体、観光協会

主体等の新しいイベントやソフト面のサービスは出

てきません。猿払村一次産業は非常に大事で一次産

業で成り立っている村とは思いますが、観光産業も

決して村にとってマイナスではないはずです。今一

度この観光産業が斜陽になっている時、過度期の時

にもう一度さるふつ公園内の施設を見直し、一から

出直すきっかけにしていただきたいと思います。そ

こでお聞きします。老朽化をしてもう用をなさなく

なった施設、またこれから改修等をしてさらに観光

客増や村民のために使う施設もあると思いますが、

一つひとつ言っていっても具体的にきりがないので

２、３点程聞きたいと思います。 

まず、日ロ友好記念館のあり方、私としては日ロ

友好記念館、建物としてはもう用はなさないのでは

ないのかなと私個人思っております。中身に関して

も展示物を見てもこの方何十年来変わった展示物は

なし、ああいうものもう一回行けば良いような形、

そして２階に上がるのにも非常に大変な建物だと認

識しております。その点１点目。 

次に風雪の塔、農業資料館も同じだと思います。

あの建物についても基本的にはもう見直しを図らな

ければならない施設、それと新しい所では元サイク

リングターミナルであった道の駅管理棟の自転車置

き場、この４つ早急に私は村としてどのような形で

使い始めるのが良いのか、こういう財政の折りです

から一気に４つの施設や５つの施設を変えるわけに

はいかないと思いますので、何とかソフト面を含め

ながらそういう箱物施設を新しい施設へと変えてい

ってさるふつ公園の活性化と繋いでいきたいと私は

考えるのですが、村長のお考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：今の小山内
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議員のご質問に対してお答えをいたしたいと思いま

す。 

 これまで公園のあり方につきましては産建の中で

も色々とご協議いただいてきておりまして、その中

で村としましてもさるふつの公園の活性化整備計画

というものを計画しまして、その中において今後の

建物の施設のあり方について検討をしてまいってい

るところでございます。先程、小山内議員の方から

ありました日ロ友好記念館の関係でございますけれ

ども、この施設につきましては、建物自体も老朽化

しておりまして、また中に入っておる施設展示物に

ついてもかなり古い物等もございまして、これらに

ついては新たなサイクリングターミナルの施設を活

用した中でもって展示物の移設等も考えて、そして

将来的には友好記念館については取り壊しをしてい

きたいというふうに考えております。それと風雪の

塔と農業資料館の関係でございますけれども、これ

につきましては酪農の２万トン突破といった中でも

って記念的に農協さんの方で建設されて村の方に寄

附されたという農業の歴史が詰まっている元々の施

設でございます。これにつきましても中身の展示物

等について選択をした中で、さらに新たにサイクリ

ングターミナルの中でもって展示も考えていきたい

なというような形の中で、農業資料館につきまして

は出来れば別な用途の中でもって公園の活用を図っ

ていきたいというふうに考えております。 

また、風雪の塔につきましても、当初は色々なパ

ネル等を展示しておりましたけれども、現在それら

については展示はしておりません。ですがあれも活

用の仕方によってはまだまだ上層部の中でもって３

６０度猿払村を見渡せるというような施設になって

おりますので、それを例えば歴史的な場所を示すだ

とか、海外的なものでいくとロシアがあちらの方に

見えますよだとか、色んな工夫をすることによって

またさらにあの施設についても再活用出来るのでは

ないのかなというふうに思っておりまして、それら

について今後さらに煮詰めていきたいなというふう

に思っております。あと自転車置き場の関係につき

ましては、先日も産建の委員さん方と視察等もして

きておりまして、その中で使用のあり方について色

々とこれからまた協議を重ねた中でもって最大限の

活性化というか、活用が図れるようなあそこに行っ

て猿払村の何か印象を与えるようなものに生まれ変

われるような施設を建設と言いますか、施設の整備

をしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：そのような形で他

の施設も考えなければならない施設が多々あると思

います。猿払村の観光のビジョンを考えた上で一歩

ずつでも半歩でも出るような形で施設等を考えてい

ただきたいと思います。 

３番の方の質問に移りますが、今さるふつ公園で

行われているイベントは年２回と記憶しております。

観光まつり、秋の味フェスティバル、その他のイベ

ントも過去には冬のイベントもありましたし、リゾ

ートの方でも色んな格好をしてやってはおりました。

ところがやはりこういうご時世の中、各イベントが

消滅していっている中同じように消滅していってお

ります。その中で今言ったとおりやっぱり観光客自

体が減っていっている中、もう一度見直して村民が

楽しめる公園に今一度原点に戻ってその部分での活

用方法、やはり猿払村としての観光の拠点さるふつ

公園。 

村長そこでですね、教育的な観点、子育ての観点

と住民の憩いの場、そのようなことを含めて本当に

小さなイベントからでも良いと思います。一つひと

つこれは官に依存することなく私はあくまでも行政

にやれと言っているのではなく、ちょっとしたきっ

かけ仕掛けを村でやることによって民が動くという

体制が私はベターじゃないかなと思ってます。そう

いう意味でただ村の施設がそこにあるから、村の施

設を直す、村の施設を建て直す、用途変更するだけ

じゃなくソフト面の仕掛けをちょっと考えることに

よって村民がより使いやすくなる。サークル活動が

そこで出来る、企画や展示・販売等も自由に出来る

というような形での考え方、昨年１店舗進出したこ

とによってさるふつ公園も土地を借りて営業も出来

るような条例も出来ておると思ってます。そういう

点についてそのような仕掛け、村でどうでしょう来
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年、再来年と向けてそのような仕掛けを商工観光課、

また観光協会を含めた中でそういうようなお考え、

また実行に移す手立て等ありましたら村長からお伺

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）：全く小山内議員さん

のご質問そのとおりでございます。 

やはり今ある観光協会の組織の見直しということ

も一つは必要だろうと、これは大きな問題だろうな

というふうに思っているところでございます。その

中でやはり見直した形の中で私はお祭スタッフ組織

の結成もまた必要なのかなというふうなことを考え

ております。これには当然実行部隊がどうしても必

要でございます。これには行政等も支援は惜しまな

いところでもございます。そのような議員さんはち

ょっとした仕掛けというようなこともありましたけ

れども、そういうような仕掛けの仕方も手法として

はあるのではないのかなというふうに思っておりま

すし、前に小山内議員さんからもご質問ありました

日本の国との友好交流という問題、こういう問題も

考え合わせた形の中での一つの手法ということもあ

ろうかというふうに思っております。やはり北海道

と例えば本州との友好交流であれば伝統文化、歴史

これらが全然違いますので、そういうものをやはり

真似するわけではございませんけれどもそういうも

のをやはりある程度選択しながらうちに合ったよう

な形の中でやるということがやはり必要なことでは

ないのかなというふうに思っているところでござい

ます。 

いずれにしても活性化がするためには、やはり村

民の意識というものも大変必要な要件になってまい

ります。村民によるイベントもまた村民が村民によ

るイベントも必要とまた考えているところでもござ

いますし、このような主旨も十分に考え合わせなが

ら村民の意識等も高揚させた形の中で必要な分野を

どんどんと推し進めていかなければ先程申したよう

な入り込み数の増には繋がってはいかないだろうと

いうふうには考えてはおりますので、そのようなこ

とでご理解を賜ればと、今うちでやっているイベン

トと言えば観光まつり、秋味まつり大きくは二つ、

あとは何もないというような状況の中ではなかなか

入り込み数というものはない、やはり独創的な創造

工夫というものが必要だろうというふうに考えてお

りますのでその形としてとりあえず考えております

のでご理解を賜りたいというふうに存じています。 

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）：それと前の質問で

答弁いただいたやっぱり管内の連携、観光地での連

携ということも村長口にしていただきました。 

 ４番目の質問ですが、宗谷管内の観光客数が軒並

み減する中、浜頓別だけ９％の伸びを見せていると

いうのが私ふとその記事を見て考えたところですね。

２、３年程前からベニヤ原生花園で町民がボランテ

ィア案内をしている、それが１点。 

次に今回の環境サミットに合わせて本州の大学生

を浜頓別のＮＰＯ法人が誘致というか協力体制をと

って浜頓別クッチャロ湖でラムサール条約の指定さ

れている所で大学生の環境エコツアーを行った。そ

の後、その結果を持って浜頓別の中高生との交流を

図ったと、本当に小さなことではありますが浜頓別

で町外から人を呼ぶ小さなことを少しづつやってい

る。そういうことを先進事例にしながら本当に隣り

の町です。宗谷管内各市町村の観光地豊富でも良い

ことをやっているでしょう。島でも稚内でも中頓で

も細かいことで小さなことをやっております。その

辺のところを各行政・観光協会と共に連携を図りな

がら猿払村にないものは稚内に求める、稚内にない

ものを猿払で提供する。そのような形で宗谷管内が

一つになって北海道の道北観光を考えなければなら

ない時期だと私は思ってます。そういう意味で連携

強化の方法、そういうものが行政として出来るのか、

観光行政を宗谷管内が一つになって出来るのかどう

かお伺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）：お答えいたします。 

 そのような観光については非常に裾野広い分野で

ございまして、また経済的効果もかなりあるという

ような状況の中で広域的観光というような考え方で

の問題についてはどんどんとやはり考えていかなけ
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ればなりませんし、今までもやはりこういうような

広域的観光についてはやはり考えてきたところでご

ざいます。最北の広域的体験学習等につきましては、

本村でもやっていることでもございますし、その他

管内市町村・観光団体・協会等と協議してこれらに

ついて広域的な形の中でやはり出来るものはきちん

と広域的な事業として根付かせていかなければなら

ないというふうな考え方を持っておりますので、や

はりこれがなくして道北宗谷の観光については廃れ

るのみであって、一新聞報道ですから何とも言えま

せんけれども、率についてそれをそのままどうこう

ということには私はならないというふうには思いま

すけれども、一つの一定の数値ですからそれはそれ

として見なければならないというふうに思いますけ

れども、やはり協調関係の中でやはり連携強化して

対応を図っていかなければならない、これは非常に

重要なことだということでございます。非常に建設

的な考え方でご意見を述べていただきまして大変感

謝をしているところでございます。 

 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）：それで先程述べま

したがやっぱり観光、ただ観光地で見せてそれを見

て観光客が寄って帰る時代ではもうないと思います。

猿払村の観光を考える上でやっぱり隣町の浜頓別、

やはり最後は観光地に人が居る猿払村の人間と知り

合う、人間と人と人が繋がるってすごい観光地とし

ても自治体としてもそこに魅力があると考えます。

何とかさるふつ公園で他の町村や他の観光客、猿払

村の人方が触れ合えるような施設・環境スペースを

持っていただきたいと思います。 

 それでは次の２番目の質問に移ります。 

 新エネルギービジョンの展望についてということ

で午前中、同僚議員のところで新エネについてと質

問がありましたので、私もちょっと被らない程度に

重複しないように質問したいと思いますが、私自身

この新エネルギーの検討委員会等についてまだまだ

猿払村村民に対して情報交換が足りないのではない

かと思っております。検討委員会の今までのスタッ

フ・人材・人数、それと過去の活動、今までの２０

年度上半期までの進捗状況について今一度お聞きし

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）：新エネの関係でござ

いますが、１番目の問題でございます。 

 まず検討委員会の活動内容でございますけれども、

第１期平成１８年度では新エネルギービジョン策定

委員会を設置して、村における新エネルギー賦存量

調査及び導入に向けての施策ビジョンの検討と報告

書の策定等をしてまいったところでございます。第

２期平成１９年度では、平成１８年度の初期ビジョ

ン策定から今後の新エネルギー事業導入の推進に向

けての施策検討ということで、猿払村地域新エネル

ギービジョン推進検討委員会を設置し、バイオマス

タウン構想書の策定及び事業化の可能性調査実施書

の策定をしたところでございます。 

進捗状況といたしましては、第３期平成２０年度

まだ途中でありますが地球温暖化対策地域推進計画

の策定、地球温暖化対策実行計画書の策定及び昨年

度からの継続事業であります新エネルギー導入の事

業化に向けての施策検討をしているところでござい

ます。 

また、１２月９日に地球温暖化対策庁内検討委員

会の開催と第３回目の推進検討委員会を開催し、前

段で申し上げた各計画が出来上がりましたので来年

２月までにパブリックコメントを実施し、３月には

とりまとめてまいりたいと存じます。この関係につ

きまして住民ＰＲがまだまだ薄いというような状況

は確かにそれはあろうかというふうに存じます。や

はり、温室効果ガスの問題等を含めた形の中から発

している問題でもございますし、このような形の中

で一応今、村が進んでいるよということについては、

住民に村民に対して十分な説明理解をする必要があ

ろうかというふうに存じておりますので、一応パブ

リックコメント実施３月とりまとめの段階で住民等

村民等に周知十分にしてまいりたいと、そして村民

の意識の改革なり認識なりを徹底していただかなけ

ればならないものだというふうにも考えているとこ

ろでございますので、村民ばかりでなく各事業所も

そうでございます。そのような形で進めてまいりた
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いというふうに思っているところでございますので

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）：今、村長の答弁で

３月にパブコメが行われるということで、２月に計

画策定、今現在１２月末を迎えて２月に計画を出す

ものの計画の中身というものは出来上がっているの

でしょうか。 

○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）：

今、村長の答弁とダブリますけれども、１２月９日

に第３回目の検討委員会が午前中に庁内検討委員会、

それから午後から委員会を開催させていただきまし

た。その中で今、村長の方から猿払村地球温暖化対

策実行計画書の策定とそれから地球温暖化対策地域

推進計画の策定ということで素案が一応出来上がり

ました。それで来年早々にこのパブリックコメント

を求めるためにまず３点ほど一応素案として、まず

インターネットによる計画案の公開、それと村に一

言広報で流してありますけれども、それを利用させ

ていただいたこの計画書を一部大体４０ページ近く

なるものですから、それを付けて回覧方式と郵送で

求める意見とそれからファックスで求める意見と一

応３方式で一応考えてパブリックコメントを２月中

にいっぱいまでかけていただくような形で今計画を

しております。そして、そのパブリックコメントを

求めて色んな意見を集約した中で３月中にその計画

書を取りまと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（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の課長の説明で

そのパブコメをかける内容というのが、内容までは

ちょっと解りませんが、どうも私が聞いているとい

うか聞いた印象を述べますとソフト面の方がボリュ

ーム的には大きいのかなというふうに考えられます。

私達ビジネスをやっている商売人としては、どうに

か新エネルギーを使って新しい事業の展開というの

がやはり猿払村には必要ではないのかなと、ソフト

面も確かにこのＣＯ２削減だったり地球温暖化とい

う問題、猿払村だけじゃなくて世界的な問題になっ

ている中ソフト面もそれは大事です。それは認めま

すが、今これからなかなか地域が衰退していく中、

新しい事業展開というのも重要だと考えます。「頑

張る地方応援プログラム」の補助金の使用期限も先

程の同僚議員の質問で２１年度が最終と聞いており

ます。そこでそれが本当に今の段階で、解らなけれ

ば解らないでしょうがないのですけれども、今の段

階で事業展開出来るか出来ないのか。予想でしかな

いかと思いますが、そこの点についてお聞きしたい

と思います。 

○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）：

今、議員さんおっしゃられたのはソフト面でなくハ

ード面の部分でということで、お答えさせていただ

きたいと思いますけれども、まずハード面につきま

しては、今後バイオマスタウン構想が今年の６月に

農水省の方に提出をいたしまして、それで一応承認

をいただきました。そのメリットとしましては、何

か今後ハード事業を向けるに当たって国から５０％

の補助を受けることが出来ると、後の５０％につい

てはこの事業主の方が負担をするのか、またどうい

うような手法でその５０％の部分の資金集めをする

のかという部分は前の新エネの部分で色々ＳＰＣを

立ち上げてどうのこうのという話しをさせていただ

いた経過があるかと思います。そういう部分で先程、

村長の方から前段で金子議員さんの方に答弁にあっ

たのですけれども、年明けからその事業化に向けて

各企業さんと色んな説明、このバイオマスタウン構

想を持ってですね。それと今策定中の計画を持って

こういうものがあるのだけれども、企業として果た

して出来るかどうかも含めてですね、そういう説明

会をそれぞれあたらせていただいて、事業化に少し

でも向けていけるような方策をとれればと思ってい

ます。ただ、行政の方からこれをやりなさいとか、

家畜糞尿の匂いがひどいのでこういうガス化を利用

した施設を建てなさいですとか、ウロ処理について

こういうものをやりなさいとかというそういう圧力
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的なことではなくて、その部分は事業主の方と行政

の方と色んな形の中で連携をとりながら、行政の方

で後でフォローが出来るものは当然フォローはして

いきたいと思いますし、そういう形で協議検討をし

ていく場を年明け早々に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（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、課長の説明を

聞いて納得したところですが、というと非常に２１

年度が重要な年と考えるところです。これが新エネ

ルギー色んなこの４年間かけて１８年から始め２１

年４年間かけて国の補助金とはいえ多額な費用をか

けて調査・研究をした結果、やっぱりソフト面では

なくてハード面を求めるのも私は村それとか、建設

業・農業・水産業も含めて何とか行政と事業主が力

を合わせてそういうハード面のことを進める、そし

てコストパフォーマンスも考えながら事業として展

開していくということが私はこの最終的な目標では

ないかなと思います。ちょっと質問が前後してます

が、その現実化に向けて具体的な事業、今課長答え

ていただきました、それにはやっぱり行政の力も非

常に必要と考えます。バイオマスタウン構想と言わ

れた時にもやはりそこに行政の職員がそれに携わっ

た時に、やはりそこには専門職が必要と私は考えま

す。 

もし村、村民皆、事業主、皆が納得してＧＯサイ

ンが出た時には、やっぱり行政サイドとしてはその

専門職員の配置も行政としての力添えも必要ではな

いかなと、やはり今までの事業と違ってやはり日本

でも新しい産業を進める中、猿払村職員また、事業

主だけがこれに携わるというのは非常にマイナス面

の方が大きいのではないのかなと、少ない投資で専

門職員等が居た場合に、やはりその事業は進みやす

くなると考えますが、村長、その辺のところはどう

でしょうか。バイオマスタウン構想に基づき、それ

が現実化になった時には、やはり庁内にもそのよう

な専門職員がおける体制が私は必要だと考えますが

いかがですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今、伊藤課長が説明

したように問題につきましてハードの分につきまし

て、確かに専門家をおいた方が効果的、効率的を見

込めるというふうに考えた場合、これもハード事業

を推進するためには確かに初期投資はかなりな初期

投資になっていくものというふうに考えます。やは

りそれらの中で効果的効率を見込める、また専門職

員をおいた形の中で見込めるという形であるのであ

れば私はやぶさかではないというふうに考えており

ます。これはやはり本村ばかりの問題ではなくして、

やはり広域行政としてやっぱり考えていかなければ

ならないというふうに私は思っております。やはり

うちだけが温室効果ガス等を削減したからといった

って他の町でどんどんどんどんとやはり温室効果が

発生しているのでは何にもならない、意味が何もな

いというような形になりますので、やはり全体的な

これは世界的な問題でありますから、やはりそのよ

うな形での広域的な考え方の上に立った形の中で早

期に煮詰めていかなければならない問題だろうとい

うふうに考えております。その中で単独で専門職員

を置くことについてはやはり経費の問題も確かにあ

りますけれども、総体的に広い視野に立った形の中

で考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは現実的に

向けて何とかその事業が展開がなせるようなこの２

１年度の活動、新エネの検討委員会になっていただ

きたいと思います。 

それでは、特別支援教育についてということにつ

いて質問を移らさせていただきます。 

私の記憶ですと４年程前から村の中に特別支援連

携協議会という会が立ち上がっているはずです。事

務局が鬼志別小学校、私も教育の現場というか子育

てが終わってから立ち上がったものですから、ちょ

っと馴染みが薄かったのですが、中身を聞きますと

私にとっては非常に良い会議ですし、これからの猿

払村にとって非常に大事になるのではないかなとい

う会です。なかなか村民に知れ渡らない中身にとっ

てもちょっとダークな部分もあって、なかなか公の

部分では触れにくい会議内容だったり、会の中身だ
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ったりするということも私も教育長も含めて分かっ

ているというか、認識はしているところですが、そ

の点も踏まえながらやはりそれをただこのまま行政

として放置しておく、私達民間の人間としても企業

を持っている社会的責任においても黙って放置して

おくという時代ではないと私は認識しております。 

その辺のことを含めて特別支援連携協議会の過去

の経緯、活動実績等を報告していただきたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えし

ますけれども、今ご質問の中でも色々と特別支援連

携協議会の関係でございましたけれども、特別支援

教育という障害のある子ども達への支援等に関しま

して、これは今の教育分野でも大きな展開が始まっ

ておりまして、それに関係しての連携協議会の活動

につきましてお話しございましたけれども、まさに

行き着くところは教育の範疇だけではなく、地域や

社会全般にも係わることでございまして、そういっ

た重要性を問いかけた、また課題の大きさを見通し

たご質問と受け止めましたので、特別支援教育の展

開された背景や本村での連携協議会の立ち上がって

経過等にも触れながら少し時間をいただきますけれ

ども答弁をさせていただくことをお許し願いたいと

思います。 

 従来、障害のある児童生徒の教育につきましては、

文部科学省では障害の種類や程度に応じまして、特

別な場で指導する「特殊教育」、具体的には「盲学

校・聾学校・養護学校」、あるいは「小中学校の特

殊学級」の中で指導することとしておりましたけれ

ども、これは平成１４年の通常学級、一般的な普通

の学級なのですけれども、その実態調査の中で普通

学級の中にも「学習障害」や「注意欠陥・他動性障

害」、「高機能自閉症」等の発達障害と診断される

児童生徒が在籍している可能性があるとの結果が出

たわけでございます。平成１６年に児童生徒一人ひ

とりの教育的ニーズに応じて適切な支援を行う「特

別支援教育」への転換を図るというのはこういった

背景にあります。 

 そこで今申し上げました用語としてのこの「学習

障害」、これにつきましては聞くとか、話すとか、

読む、書く、計算するということは苦手な状態の状

況でございます。また、「注意欠陥・他動性障害」

というのは、注意を持続させることや衝動を押さえ

ることが苦手だという状況です。そして活動が急に

過剰で落ち着きがないという特性を持っております。 

また、最後に「高機能自閉症」なのですけれども、

これは人への反応や関わりを持つこと、それとコミ

ュニケーションを取るということが非常に苦手で興

味や関心のある幅というのが本当に狭くて、逆に特

定のものにこだわるという特徴がございます。これ

らはここが重要なのですけれども、基本的にはこの

全般的に知的発達に遅れはないのですけれども、中

枢神経に何らかの要因による機能不全があると推定

されているということなのです。実はこれは推定さ

れているというのは、別に医学界の部分でも学校も

そうなのですけれども、昔から学校とかあって子ど

もさん達がいたのですけれども、ようやくそういう

お子さんが状態のお子さんがいるというのが段々分

かってきたということでご質問の発展中、発展途上

と言いますか、まだまだ未整備な部分でございます。

こうした発達障害を持ったお子さんの児童生徒の数

なのですけれども、この平成１４年の全国実態調査

では「１学級に約６％程度の割合」で在籍している

という結果となっておりまして、言い換えればそれ

だけ発達障害によって学習や生活の面で特別な支援

をしている子どもが多いのだよという結果になって

おります。今、全国の１学級４０人の定数ですので

６％と言いますから２．４人、２人ないし３人はい

るということで非常に大きな問題になっております。

そうしたことから本村では、教育委員会が主導を取

りまして専門機関でありますお隣の稚内養護学校の

指導・助言を受けながら猿払村の軽度、軽度という

のは軽い軽度発達障害を含めた障害のある子どもさ

んのより良い生活を築くために関係機関が横断的に

連携して継続的・総合的な手助けをする、支援を図

るということを目的としまして教育の分野・医療の

分野・福祉関係者等幅広い構成員で組織する、ご質

問にありました「猿払村特別支援連携協議会」を１

７年４月に立ち上げて、以後、活動を続けておりま
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す。 

 そこでご質問の連携協議会の具体的な活動実績で

すけれども、今申し上げました村の保健・福祉・医

療・学校・教育委員会、そして村外からの稚内養護

学校の先生２名にも加わっていただきまして計３０

名でこの連携協議会の委員になってもらいまして、

毎年、今年はどういうふうに進めていこうかという

活動計画や今子ども達がどうなっているのだとか、

こういう状況がありますよといった情報交換等、こ

れを全体会議年３回開催しておりまして、また全体

研修を兼ねての一般村民の方への参加を呼びかけて

の講演会、これはまだ年１回ですけれども毎年年１

回は開催しております。その他に各種研修会への委

員さん派遣という限られた人数ですけれども派遣等

も行っておりまして、回を重ねるごとにより子ども

さんを支援するという部分での中では実践的なもの

となってきておりまして、さらには学校入る前と言

いますか就学前やまた随時という形で保健師・保育

士・学校・教育関係者あるいはそういった連携会議

の中で幼児・児童・生徒の実態のどうなのだという

交流、それと一人ひとりの子どもに応じた指導はど

うあるべきかという連携協議というものは続けてお

ります。そういった中で今この連携協議会で一番大

事にしていることなのですけれども、これは教育と

全く同じで個に応じた指導は勿論のこと、子どもさ

んの各期ごとの連携、つまりは保健師と保育士の連

携は元より、小学校上がる前に保育士と学校の連携、

中学校に進学する際に小学校と中学校の連携という

のはこれは密接に行うようになっておりまして、一

人ひとりの子どもみんながサポート出来る体制づく

りというのが構築されてきております。 

また、答弁を申し上げる冒頭で特別支援の行き着

くところは「教育の範疇だけではなく、地域や社会

全般にも関わること」と私申し上げましたけれども、

結局子どもさん大きく成長されて村を離れて学んだ

り、就労している障害を持つお子さん達が我々の故

郷猿払に帰って来た時にその方を受け入れる施設が

どうしても必要だと、安心出来るようにさせたい、

それはどうしたら良いかというのはこの協議会の中

で議論をしておりますけれども、まだ答えが出せな

い大きな課題として受け止めているところでござい

ます。そのためそうした受け入れ施設の必要等、こ

れは教育委員会とか関係者だけではなくて多くの方

に理解してもらうということを期待しまして、この

協議会の活動の一つに先進的な取組みを実施してい

る施設の方を講演会に招いて、どういうような形で

そうした施設が立ち上がったのかというのも聞く機

会等も設けておりまして、去年は豊富町の「サロベ

ツ・マイハート」の施設長、今年は枝幸町から「南

宗谷日だまりの会」理事長をお招きして、この時、

小山内議員さんも参加されていたのを今思い出しま

したけれども、そうした地道な活動ではありますけ

れども、特別支援教育への理解並びに障害を持つ子

どもの支援体制づくりに向けては関係者、村民の方

への理解を求める取組み活動もしておりまして、課

題は受け入れという部分は大きな課題というふうに

受けて思っておりますので、少し長くなりましたけ

れどもご理解願いたいと思います。 

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）：丁寧な答弁で分か

りやすかったです。 

それで教育長言うとおり、目指すところは「教育

の範疇を超えて」ということで、今でも特別支援連

携協議会は行政の中でも保健師さんだったり、保育

士さんだったり、学校の先生だったり、保健センタ

ーの職員等々で横断的な行政の役割に立っている人

から横断的な会にしてやっているということで非常

に良い会議だと、これがもっともっと活性化して猿

払村にそういう気運が成り立つことを望みますが、

そこで２番目の質問に移ります。 

教育長の言うとおり、将来最後の答弁の方にあり

ましたがそのような子ども達が村に帰ってきた時に

今現在受け入れる施設は教育活動の場でも社会にお

いても一つもないというのが現実だと思います。教

育長答弁のとおり豊富には「サロベツ・マイハート

」、枝幸には「日だまりの会」、浜頓別はないので

すが保健師の方で週に１回ぐらい対応しているとい

う話しをお聞きしました。やはり、冒頭話したとお

りそのような形で各学級に６％の子どもたちがそう
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いう子ども達がいるということを障害として認定す

ることではなく、私達も含め行政の立場からも個性

のある子だというような見方においてですね何とか

猿払村でそういう子ども達が高校もない村ではあり

ますが、その子達が拓心中学校を卒業して拓心中学

校にも止むを得ない事情で行けない子もいるとして、

村外の施設に入っているとしても、やはり近い将来

この猿払村でそのような受け入れ体制が出来るとい

うことがベストだと私は考えます。小さいコミュニ

ティーの猿払村の中だからこそ３，０００人弱の村

だからこそそのような目配り、気配りのついた行政

や教育施設や社会参加、社会復帰出来る施設等が出

来ると私は思うのです。まして何年も前から猿払村

漁組さんの協力を得ながら稚内の養護施設の子ども

達が年に１回この行政の老人憩いの家を借りて宿泊

しながら社会参加しているという現実もあります。

そういうことも踏まえた上でやはり猿払村でこの将

来に向けて受け入れ体制が出来ることがベストだと

考えます。それが特別支援連携協議会の最終的には

行き着くところと私は考えました。 

村長そこで現実的に猿払村にそのような子どもや

村外に行っている子ども達、今、村から色んな所に

通っている子ども達がいるという現実を踏まえてで

すね、近い将来作ることに対してその意気込みだと

か、ネックになっている部分、これは行政だけに頼

るのではなくて豊富にしても枝幸にしても民間の団

体です今現在は、豊富は社会福祉法人、枝幸はＮＰ

Ｏ法人、やはりそこもさっきの話しではないですが、

やはり民間だけの力でこれを立ち上げるというのは

非常に辛いところがあると思います。やっぱり行政

の力を借りながらちょっとした仕掛け、最初の２年、

３年財政的な面からスタッフの面からそういうお力

添えをいただきながら３年、４年後には自立出来る

ようなスタイルに持っていくのが私はベターかなと

考えております。 

その辺のところを村長に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。 

 障害福祉サービスにおかれましてはやはり障害の

ある方の受け入れ施設や就労の場に関するもので、

現状として議員ご指摘のとおり受け入れ施設はなく、

近隣や道内の市町村の施設等に入所・通所して頼っ

ているのが現状でございます。従いまして、簡潔に

私申し上げたいと存じますけれども、これはやはり

必要なことだろうというふうに思っているところで

ございます。行政だけで果たして出来るのか、出来

ないのかということも含めた形の中で民間団体等も

その中に含めた形の中での協議もまた必要だろうと

いうふうに考えおります。受け入れ施設や就労の場

については、村内の村の大きな課題でございます。

平成２１年度からの第２期猿払村障害福祉プランの

中で、今後の村としてのこの取組みについて策定委

員会で協議していく予定でございます。いずれにい

たしましても行政だけではなく地域や事業者等が一

体となった、先程言ったようなＮＰＯ法人やら社会

福祉協議会やら色々な形の中で一体した取組み活動

をしていかなければならないというふうに考えてい

るところでございます。あらゆる機関との協議や協

力を得ないと実現にはなかなか無理があるのではな

いかというふうに考えているところでございまして、

この課題に向け鋭意努力してまいりたいというふう

に存じます。 

 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）：今この点に関して

もやはり近い将来出来ない村ではないと私は思って

おります。是非近い将来そういうことが現実になる

ようにお願いしたいと思います。質問の主旨で最初

に観光、次に新エネルギーの環境、次最後に教育と

いう立場で何とか新産業に結びつくことだったり、

村の地域の再生に携わることだったり、色んな点で

質問させていただきましたが、これから２１年度に

向けての予算化や執行方針等にもこのような今の質

問・答弁等を踏まえていただいて、猿払村の将来の

ビジョンが描けるような希望だとか将来の話しが出

来るような２１年度になっていただくようなことを

申し添えて私の質問は終わります。 


