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○議長（山須田清一君）：６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは４項目１

２点程について質問をさせていただきます。 

 まず最初に猿払村の地域再生についてということ

で、村長就任当初よりこの７年半の間合併、合併と

非常に宗谷管内始め北海道、日本全国揺れ動きまし

た。再確認の意味で２番目の定住自立圏構想推進要

綱についてに移る前にこの度２００５年に出された

新合併特例法が来年２０１０年３月で失効するとこ

ろです。これは村長始め、役場の方々皆さん知って

いるところですが、ここで再確認いたします。前回

の定例議会の中でも同僚議員が合併問題について多

少質問いたしましたが、再確認の上において今の猿

払村の状況、宗谷管内全てを含めた合併の状態を含

めながら村長の答弁をいただきたいと思います。 

 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）：猿払村の地域再生に

ついての（１）番目の新合併特例法の関係でござい

ますけれども、今私としては前と同じように広域連

携自立とこの立場は変わりません。今、合併の関係

につきまして管内の状況情勢というものにつきまし

ては、合併という動きは全くないというような実態

にあります。 

 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）：それでは合併の方

の考えは全くないということで次の質問に移ります。 

 この新合併特例法があと１年をきるかきらないか

の時期にきてですね、やはり北海道・道内でも新聞

の記事にも載っているとおり南幌町で住民投票があ

ったり、留寿都村で住民投票があったりと、その時

に住民はＮＯという判断をして合併断念にいたって

いるかと思います。あと残っている、唯一残ってい

る所が湧別と上湧別の合併協議会が残っていると判

断して、それで次に昨年の１２月総務省から定住自

立圏構想というのが出されたと思います。１月に村

長と共に私も旭川の方で総務省の方から色々とお話

しを聞いて来ました。やはり一回の話しと今出てき

ている資料の中、私もその時の資料とこの質問に当

たって総務省のホームページで少し見た程度です。

なかなか解りにくい構想だったりお話しであります。

村長の捉え方、私の捉え方と差異があってはちょっ

と質問に影響が支障をきたすということで、定住自

立圏構想について執行方針の中にはテーマの一番最

初に反対と明記されておりますが、その反対の前に

村長がこの定住自立圏構想どのような形で捉えてい

るか。その反対理由だとかそういうことは置いてお

いて、まず定住自立圏構想、総務省が出しているこ

の構想というのがどのような形で捉えているか。私

の中では猿払村においては、中核都市５万人以上の

人口を持っている都市、それか最少では４万人以上、

そこを考えると基本的には中核都市は稚内というふ

うに考えます。稚内を中核都市として豊富・猿払・

島関係とかということになると思うのですが、その

辺のところを単純に総務省が出している自立圏構想

について村長の捉えたところをお話ししていただき

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）：定住自立圏構想につ

いてお答えを申し上げたいと存じます。 

 定住自立圏構想の基本となっているのは住民の生

活圏であります。住民の生活実態を踏まえた上で行

政ニーズにおいて最も効率的な行政サービスを実現

し、住民の福祉の最大化を図ることであります。こ

のままでは地方圏は少子化・高齢化が進行し大変厳

しい状況に陥ることを前提のもと、地方に人口定住

の核のようなものは作れないだろうかということの

他、分権社会に相応しいナショナルミニマム、国民

最低限の生活基準という意味でございますけれども、

これを満たす生活が出来る生活空間が必要であるこ

とから、そのため都市と周辺の市町村が相互に役割

分担を機能し、機能を整備して地域の持続可能性を

図り、課題の解決を行おうとする狙いがあります。

具体的なイメージとしては中心地人口５万人程度以

上と少なくても４万人程度以上ということ、このこ

とに関しましては一応国勢調査人口で言っているこ

とであります。従いまして住民登録人口でいきます

と稚内市は今現在中心地にはなれないような状況に

なるわけでございます。従ってこの次の国勢調査等
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になりますと恐らく４万人をきるだろうというふう

に思われます。そうなると中核市は道北以北では旭

川市以外にはないというふうに捉えなければならな

いというふうに考えます。そのような要件を満たす

市は、今現在として稚内市を含む全国２４３市が連

携する意思を有する周辺市町村の意向を踏まえて中

心的な主要な役割を果たすため中心市としての意思

等を公表することとなり、関係市町村議会の議決得

て定住自立圏形成の協定を結ぶ仕組みとなっている

ところでございます。そして周辺市町村が生活実態

や将来像を勘案し、行政機能や民間機能と協定を結

ぶことにより自ら活力ある地域社会を形成し、圏域

を設定するものであります。平成２１年１月より先

行しております。取組む実施市町村の募集を行い、

取り進めております事例等を把握した形の中で平成

２１年２月現在、北海道を除く全国２４市２２圏域

の具体的な施策分野として中心地の病院と診療所の

連携強化、交通手段の確保の組合せや、中心集落へ

の生活機能・交通・産業・教育・人口・観光・まち

づくり・ブロードバンド整備・福祉・道路・消防・

防災の集約化を目指しております。この制度は平成

２１年４月１日施行となっておりますが、管内市町

村の取組み状況等につきましては、去る２月に宗谷

広域圏振興協議会担当者レベルにおいて協議が行わ

れました。この経過といたしまして北海道とも協力

しながら研修会等による情報収集を行い。先行実施

市町村の具体的な事例を参考として協議を継続して

いくこととなっております。そして、自治体的に連

携事業の実施は平成２２年度４月１日から施行され

る予定となっているところでございます。そこで中

心地の病院と診療所の連携強化、交通手段の確保の

組合せ、中心集落への生活機能というのは交通・産

業振興・教育・人材・観光・まちづくり・ブロード

バンド整備・福祉・道路・消防・防災の集約化を目

指しております。私はここに大きな問題があるので

はないのかなというふうに考えます。そこで問題が

あるというのは、これはやはり平成の大合併の時に

出された要するに合併しなければ権限を取り上げま

すよというような言い方が第一次合併改革の時に出

された西尾私案でございます。そうなってきますと

これらが全て中心市の方に移っていく、協定して移

っていくということになると当然地方は疲弊してい

く、そして最終的、将来的には当然合併に繋がって

いく要因があるのではないのかなというふうに私は

考えるところでございます。従いまして広域連携自

立というような基本的な考え方に立った形の中では

こういうことについて協定していくということにつ

いては、非常に難しい問題であると将来合併に繋が

っていく要因であるというふうに思われます。そし

て何故今この定住自立圏構想が出されたのかという

ことがやはり一つ大きな問題だと思います。今の平

成の大合併においてもうすぐ期限が失効されます。

次に出されたのが要するにネーミングを変えて定住

自立圏構想としての問題だというふうに私は解釈し

ているところでございます。従って平成の大合併の

次に合併として定住自立圏構想を総務省が打ち立て

たのではないのかなというような非常に大きな懸念

をこの内容からして察するところでございます。そ

ういう意味において私は一応この関係については反

対をするというような考え方を持ったところでござ

いますのでその点ご理解を賜りたいと思います。ま

たその他にこれは小山内議員さんと私と担当の方と

一緒に旭川で一応話しを総務省の方から聞いたこと

でございますけれども、その後札幌市で定住自立圏

構想の説明会がありました。その時は私行って聞い

てきております。その中でもやはり非常にそういう

ニュアンスが非常に強い説明の内容でございました。

従いまして私といたしましては、平成の大合併の次

にこの定住自立圏構想がきて、合併の出来なかった

所についてはこの定住自立圏構想で徐々に徐々に徐

々に合併をさせていく可能性が非常に強いという意

味合いを成しているものだろうというふうに考えた

わけでございます。内容については以上でございま

す。終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、捉え方と質問

をしたのですが、反対理由まで答弁をしていただき

ましたが、私はちょっと村長の捉え方と違うところ

がありまして、この周知文書の中を読んでいきます

と、中心都市を核として定住自立圏を進めるとはあ
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りますが、関係市町村の自主的な協議により行われ

ることが適当であると、それが大事であると、協議

を進めながらそれが否かＯＫかというところが大事

であるという文がありました。その協議自体も合併

特例法とは違って、もしその地域にその定住自立圏

構想協議をして結んだとしても撤回が出来る旨の部

分も書いてあります。それがやっぱり私は合併とは

違うのかなと、村長がいつも言う広域連携をしなが

らこの地域を守っていくのだということに対して、

執行方針の中で具体的に反対というのはまだ時期尚

早ではないかなと、まだ私達議員も始め役場の中、

村民もこの定住自立圏構想というものを名前だけで

しか知らないような状況、村民も中身を知らない。

だから私はこれもいついつまでというあるわけでは

ないと思いますので、このことに関して私達議員も

始め役場の職員の方々と共に反対というものを掲げ

るのではなく、まず先に勉強会を開いてどういう面

で猿払村にメリットがあるのだろう、デメリットが

あるのだろうと村長の話しのとおり病院だとかその

辺の行政システムが中心都市に移行しがちで最終的

には合併をというのが国の施策ではないかなという

思いでお話しはされていましたが、私としては最終

的にそのような形が見えてきた段階で協議をストッ

プする。やり直しはきく。やはりこれはちょっと先

にこの１年をかけてでも宗谷管内全体、中核都市と

して稚内しかないわけですから、まさか旭川ととい

う話しではないと思いますので、その辺のところを

行政サイド、担当がどこになるのかは行財政改革室

になるのかとは思いますが、その辺のところを進め

ていくお考えはございませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：考え方は当然持って

おります。この定住自立圏構想についてはそういう

協定の中で徐々に徐々に一つでも良いです、一対一

でも良いですし一対二でも良いですし、一対三でも

良いですし、そういうような形の中での協定を協議

していった形の中での定住自立圏構想というふうに

も捉えておりますので、それについては最終的には

将来どうなっていくのかということがやはり当然心

配される部分があると、それと今言われたように地

域の生活の問題、例えば診療所と病院の問題という

ようなこともこれが非常に大きな問題であろうとい

うふうに思います。村民にとりましてはですね。従

いましてやはり病院として私はずっと位置付けてい

きたいということになりますと、果たしてそれが一

対一で例えば稚内市と協議出来るのかということが

やはり当然心配されるわけです。要するに病院から

診療所におとしなさいと、そうしないと一対一で協

議、この定住自立圏構想については稚内市としては

受け入れられませんよと言われる時に果たしてどう

するのかという問題も懸念されるわけでございます。

そういう意味におきまして私はやはり色んなそうい

う問題がこの中に絡んでいるというような状況の中

でやはり当然将来的には合併に繋がっていくのでは

ないのかなとそれらが逐次、逐次分野ごとに協定、

協定結んで中心市に事務が移行されていった場合に、

その町村は疲弊落ちするというような実態になりか

ねないというふうに非常に懸念するところでござい

ます。そういう意味におきましてこれは将来的な問

題でございますので、協議をしながらそれだったら

駄目だよということで協議の打ちきりということも

これは出来るわけでございますから、それは今即結

論を出す性格の問題ではないですけれども、協議を

した段階でどうなるのかという部分については一応

私はある一定程度の内容等については見えてくるの

ではないのかなというふうに思うわけでございます

ので、一応私の気持ちとしては反対というような気

持ちを持ったところでございます。非常に何故この

定住自立圏構想については福田私案と、福田総理大

臣が当時作った案です。今麻生総理大臣ですよね。

その中で何故今出てくるのかということが非常にま

たこれまた不思議な話しであって、平成の合併の切

れる時期に福田私案が出てくるということについて

はちょっと不可思議な話しだなというふうな感じを

持っているところでございます。そういうような私

の考え方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）：村長の考え方とし

ては分かりました。私も決して合併推進派でもない
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ですし、最後まで自立でいくという意思表示もして

いるわけではないですが、ただやはりその思いだと

か予想だけで行政を右に左というのは非常に危険な

こともあると考えます私は、やはりそれ以上の情報

収集だったりこの定住自立圏構想が出てまだ３、４

ヶ月の話しなので、是非その辺の情報収集はしてい

ただいて村としての考え方だったり、村民に周知し

なければいけないところは周知していただきたいと

思います。それでその定住自立圏構想に関しては村

長の意見としては反対だということを踏まえて、そ

れでは次に猿払村の長期ビジョン、将来夢や希望や

計画をどのように村長自身持っているか。抽象的な

話しになるかもしれませんし、具体的な話しがもし

あればその具体的な話しもしていただきたいのです

が、本当に短くてよろしいです。長期ビジョンにつ

いてこの定住自立圏構想に反対している村長の思い

を踏まえた上で猿払村はこれからどうしていくのだ

ということについてお答えしていただきたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：長期ビジョンという

ことですが、議員ご承知のとおり日本の社会経済・

世界経済は混迷を極めております。長期ビジョンは

通常１０年間を想定しておりますが、通常想定のビ

ジョンは不可能と存じます。２２年以降の行財政改

革も３年を限度としていますし、猿払村まちづくり

基本計画第５次猿払村総合計画も平成１８年度から

平成２２年度の５年間計画でやろうと今していると

ころでございます。今は第５次総合計画をローリン

グしながら行政執行をしている状況にあります。し

かし、刻々と社会経済情勢の変化が目まぐるしく議

員も先にご質問のあった定住自立圏構想の説明会に

出席をされご承知のことと存じますが、平成の大合

併と相まって即定住自立圏構想が示され、次には道

州制という問題が控えている時代背景の中にあって

ビジョンを策定していかなければなりません。全て

単純ではなく何らかの位置付けで広域的対等ビジョ

ンを作成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。村は村としてのビジ

ョンを持たなければ当然なりませんが、加えて自立

していく上において広域圏を兼ね備えたビジョン策

定もしていかなければならないというふうに存じて

考えているところでございます。以前の質問もあり

ましたがその中で稚内市・豊富・猿払で協議をし、

宗谷町村会で話し合いを煮詰めて広域圏の範囲をど

うするのかも含め結論を出して、広域ビジョンの策

定もしていかなければなりません。私としてビジョ

ンは一応素案として作り上げているところでござい

ますが、まだ公表する段階にはいたっておりません

けれども、主権者村民はもとより議会及び関係部署

と十分協議をしてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 猿払村の長期ビジョンとしてこういうものを作り

上げております、事実これで言って４０ページ近く

４３ページ近くの要点の部分を入れて作っておりま

すけれども、これを基本とした形の中でこの次の第

６次の総合計画これらに結び付けていければなとい

うふうな形の中で、第５次の総合計画の中間的な中

でその反省を踏まえた形の中での中間的査収と申し

ますか私として納めたところでございます。そのよ

うな状況になっておりますことをご理解賜ればとい

うふうに存じ上げます。 

 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）：私も質問の中で長

期ビジョンについて言うと横文字でビジョンと並べ

たのですが、私の思いというか、やっぱり猿払村の

長い目で見た時に最大の目標、村長を始め私達もそ

うだと思いますが、いつまでもこの村が存続するこ

と。村長も執行方針の中で役場は人なり・人は人に

よって作られているとあります。この猿払村を愛す

る人々がいつまでもこの猿払村に住み続けれる社会

があること、産業があること、細かく言えば仕事場

があること、住居があることだと思います。私の前

に同僚議員の２名の方々も色んな質問をしていまし

たが、最終的には私はそこに行き着くのではないの

かなと、そのことを最大限に持って今ここでやらな

ければいけないことというのは必然的に見えてくる

と思います。今、猿払村の産業を見た時に水産業・

農業・観光産業、また商工業と前の同僚議員の質問
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にもありましたが非常に疲弊している産業もある。

これから猿払村が猿払村として生き残っていくため

には水産業のみだとか、酪農業のみだけでは私はこ

の地は近い将来歪な社会構造を生み、それこそ道や

国の施策のなされるまま村がなくなるのではないの

かなという懸念を今覚えております。その基幹産業

である第１次産業の水産業、帆立にしても酪農にし

ても水産業は多分帆立にすごい量の依存型の産業で

はないのかなと、帆立がなくなれば猿払村の水産業

は成り立たなくなるのかなと、多様性な産業として

は水産業非常に難しいのかな、農業を見た時にも畑

作が出来る地域ではないので、酪農業牛を飼って牛

乳を搾るという多様性のない産業の上に私は今この

猿払がなっていると思います。そこでやはり色んな

意味で社会構成をなす意味では他の産業も何とかこ

の地で守られてなければいけない。要するに先程の

帆立の話しでもないですが、少しでも多くの帆立を

村の中で付加価値を付けてさらに出せる、そこに仕

事場が生まれる、牛乳の話しにしても今殆ど１００

％と言っていいくらい牛乳と肉の館でさるふつ牛乳

として加工しているのは知っていますが、いいくら

い村外に出て加工乳として売られてしまう。そのよ

うなことを早急にやる必要があるのかなと私は思っ

ておりますが、その辺の村長の考え方、また繰り返

しになりますが行政の支援の仕方、あり方というも

のにお答えしていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：小山内議員さんの質

問にお答えしたいと思います。 

 今、基幹産業である水産業・酪農業等についてこ

のままで推移していくと将来歪な構造になっていく

のではないのかなというようなことでございまして、

特に水産業について帆立の関係が大層を占めている

中において帆立産業等についてこれがもし今は順調

に水揚げされておりますが、やはり流通系統の段階

において市場動向に左右される非常に大きな問題も

抱えているというような状況の中で、私はやはり帆

立に代わる別な水産業も必要だというふうには考え

ているところでございます。例えば養殖事業として

のコンブ・ウニだとかと色んなやはり多種多様な業

種、ナマコの関係も当然あろうかというふうにも思

いますし、そういう部分でのやはり水産業も今後育

てていく必要があるのではないのかなというふうに

思っている次第でございます。また、酪農業につき

ましても大変酪農家につきましてはやはり償却等の

問題等が大きく生活・経営にのし掛かっているとい

うような状況の中で今後酪農業の進展、酪農業が持

つ性格、これによっての経済的波及効果、村内に与

える経済的波及効果というものも十分やはり考えて

いかなければならないものだろうというふうにも考

えているところでございます。また、代わりの産業

をやはり育てていく必要性があるのではないのかと

いうことでございます。そして地産地消という問題

をやはり取り上げていかなければならない問題であ

ろうというふうにご指摘のようでございます。勿論

そのとおりだというふうに私は考えております。当

然、酪農業にしても水産業にしてもやはりそれに関

連した代わる産業、付加価値の高める産業というも

のもやはり当然必要になってくるだろうというふう

に考えておりますので、やはりそういう部分も含め

た形の中でこれからのやはり協議というものはかな

り重要な協議になっていくものだろうというふうに

思っているところでございます。これは関係団体等

と十分協議を進めながらやってまいりたいというふ

うに思っ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）：それでは私の質問

も具体的ではなくあくまでも抽象的な例が多いので

すが、その自分の反省も踏まえながら新しい産業創

出のため、村長始め理事者、担当課、それと民間団

体、民間人と共に新しい産業を創出のため具体的な

行動を一日も早くおこすようなことを村全体で考え

ていただき、民間の私達も協力する所は協力すると

思いを一つにして新しい産業を創出のため村がいつ

までも持続出来るような形で行動を起こしていきた

いと思います。 

 （４）ちょっと非常に難しいというか、言葉では

持続可能な循環型社会づくり、今の質問とも絡むの

ですが、やはり村のことは村の経済だとか物資、人
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間にしても基本的には昔は地域は地域で全て地域の

ことが賄えた日本があったと思う。それが今大量生

産や大量消費のツケにおいて未曾有世界恐慌だった

りそういうものが生まれてきていると私は考えます。

それで循環型社会、例を上げますとこの頃日本では

里山や森林が重要視されてきている。昔林業で栄え

た地域もこの猿払村にはあったはずです。里山の例

を上げますとやはり自分の地域の山で生産されるも

の、特に人工林というものはあくまでも人間の手を

加えたものは人間の手によって伐採だとか整備をし

ていかなければならないというのが専門家の意見で

す。となればこれだけ人工林が増えた猿払村におい

てももう一度林業を見直す、それによって林道整備

もちゃんとその役を果たすということも必要ではな

いかと、山で切り出して残念なことに製材会社が何

年か前に撤退してからは製材会社もないですが、山

から木を切り出し村で加工し村の家だとか、村の生

産に繋がるような循環型社会の形成だとか、新エネ

ルギーのことも村の方で行ってます。村で出たゴミ

は村の中で消費する、ゴミも有料化して資源として

見直すというようなことは先程の牛乳や帆立ですが、

より多く村の中で消費出来るようなスタイルを貫く、

それが私は一つの猿払村の生き方、これからの猿払

村として地域のあり方だと思います。これに関して

は先程も答弁いただいたので答弁はいりませんが、

そのような社会地域構成のために猿払村が一つでも

具体的な行政施策を出すことを願います。 

 それでは次に人材交流、国際交流について。 

 同僚議員も午前中質問した項目なので重複しない

ようにはと思いますが、重複した点については再度

答弁をしていただきたいと思います。 

まず私がこの場に立って２年間が過ぎました。２

年間においてこの国際交流や人材交流について３回

目の質問です。質問通告書を出すにあたって非常に

悩んだのが事実です。２年間の間で３回もやって何

かしつこくないかな、やってもしょうがないのかな

とか思いつつも今回これをやらせていただいたのは、

やっぱり先程同僚議員の１月１６日の新聞記事を見

て勇気をいただきました。その点についてもう一度

再度、自分も初心に戻って聞いていきたいと思いま

す。 

まず１９年度の交流実績は昨年この場で聞きまし

た。２０年度の交流実績をお答えしていただきたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：２０年度の交流

実績ということでご質問に私がお答えしたいと思い

ます。 

２０年度の国際交流の実績でありますが、村内加

工場において中国からの研修生・実習生が来村して

おり、拓心中学において全校合唱定期演奏会での合

唱交流を始め、知来別小学校、浜猿払小学校におい

て餅つきという日本伝統文化と異国の食文化、これ

水餃子ですね、に触れる交流事業等、３件の事業実

績となっております。なお、中国研修生・実習生と

の交流については１７年度から述べ１５回の村内小

中学校の児童・生徒と各学校の協力のもと交流事業

を行っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：若干、補足させてい

ただきたいと思います。 

 今、中国研修生の交流の関係を申し上げましたけ

れども、それに加えまして２０年度副村長と担当職

員が中国大連の方に帆立事業の視察研修交流に行っ

ております。そういう実績が２０年度あります。私

は以前サハリン州オジョールスキイ村との交流の時

に交流に来ていた学童で交流に来ていた通称名です

けれどもアンナさんが猿払村に来村されました。そ

れで３日間猿払村鬼志別に泊まっておられました。

その時私の所に尋ねて来られまして当時の状況、今

の状況等を話し合いをして談笑したところでござい

ます。アンナさんにつきましては今注目のサハリン

２に勤務しているというような状況でございます。

結婚したということで日本の方に旅行に来たと、そ

のついでと言ったらおかしいですけれども、やはり

私も行って非常にお世話になった関係もございます

ので、一応役場の方に来ていただきまして色々とお

話し合いをされたというような経過がございます。 

以上でございます。 
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○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：次に教育長の方に

お尋ねいたします。 

 教育行政の方で２０年度の実績をお答えしていた

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）：教育委員会の関係

なのですけれども、先程総務課長からお話ししまし

たとおり学校と中国人研修生・実習生の方との交流

ということで先程の拓心中学校、知来別小学校、浜

猿払小学校それぞれ行っておりまして、これにつき

ましては外国人との交流を通じましてお互いの文化

に理解をして国境を越えた心の触れ合いを体験する

ということで非常に好成績を上げているところでご

ざいます。なお、教育委員会の関係では直接に国際

交流ということではないのですけれども、議会の理

解を得る中で本村には英語指導助手の方来ておりま

して、今アメリカからなのですけれども、その外国

人の方を中学校での英語指導メインにしながらも外

国の文化や英語に親しむ学習を目的としまして、小

学校からの要望に答えまして小学校全校にも訪問さ

せて色々と交流とか親しむ形をとっております。な

お、大人の関係につきましても先程の議員さんから

も出てましたけれども、出来る限り２１年度におき

ましては社会教育としてそういう学習の場という中

で大人の方の講演教室も開いていくような形をとっ

ていきたいなとそういうふうに思ってます。実績と

しては以上でして以前小山内議員さんからもご指摘

もありましたどちらかと受け身に成らざるを得ない

部分なのですけれども正直言いまして今のところは

こういう段階でございます。 

 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）：２１年度の執行方

針の中に村長の国際交流対策としてオジョールスキ

イ村との姉妹関係も休止のままにしておくことは出

来ず、今後の方向を見定めることも必要だとあり、

最後に中段ですが今の経済情勢では将来を見据える

ことも必要と存じますという一文があります。今の

経済情勢では将来を見据えることも必要と存じます

ということがあります。私がこれを読んで捉えた時

には今の村の財政状況では今は、ちょっと辛抱して

やらない時期なのではないのというふうに受け取っ

たのですが、村長この文言はどのような形で私達は

受け取ればよろしいのでしょう。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そのような状況に受

け取ってもらって結構でございます。 

 猿払村の財政状況についてもご承知のとおりと存

じます。 

また、次の質問の事務レベルの進捗状況の中なの

ですけれども、それはまた質問されてから言います

けれども、今のオジョールスキイ村につきましても

経済状況は変わってはいないということで、やはり

なかなか交流は難しいのではないのかなというふう

に判断をし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）：ちょっとびっくり

というか、今はその状態なのかなと予想はしていた

のですけれども、先程同僚議員の方から村内出身者

の留学生が「ロシアへの愛猿払発」という記事を１

月１１日の日に出ているという話しがありました。

村長もこの記事は見ていると思います。このような

思いを持った子どもは１人でも猿払村から出るすご

いことですよね。多分これは何百人に交流した中の

１人です。多分何もしていなくてもこの思いを持っ

た子ども達は何十人もこの村から出身して出て行っ

ていると思います。この記事の中にはまた要するに

ロシアに行ってロシア語が話せない、友達も出来な

い、そんな中、町で剣道場を見つけてそこでまた新

たなロシアの人方との交流が生まれたと、すごい猿

払村にとって重要なことが二つ隠されていると思う。

そのロシアとの友好交流でロシアに興味を持った、

くじけそうになった時に猿払で剣道をやっていたこ

とがこの場で役を立った。この記事の中身を村長多

分読んでいると思うのでこの記事を読んでもまだ経

済情勢だけで交流を今しないと言えますか。 

○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。 

 私もその記事を見ましてずっと読んで大変驚いた
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状況にあります。このような子どもがいたのだなと

いうことを改めて気づいたところでございまして、

この子どもにつきまして今大きくなっているでしょ

うけれども、大変その意志を固く貫いて行ったとい

うことについて大変行った時にはご苦労もあったけ

れども、今は大変幸せな状況にあるのだろうという

ふうに私は思っているところでございます。本当に

その成果が一つ目に見えて表れたなというふうに感

じたところでございます。そういう意味におきまし

て大変学童交流の部分につきましては良い効果があ

ったのだ、一つの良い効果があったのだとそれも素

晴らしい効果だったというふうに私は感じとってい

た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）：それでは村長、や

っぱり学童交流にとって良い成果は出たという認識

の上に立って、執行方針の中にも役場は人なり、人

は心なり、人は人によって作られる、人は心である、

どのように作るのでしょうかね。ただ村にいて村の

職員としてでも良いですし、子ども達でも良いです、

私達でも良いですけれども、やはり人は人によって

作られるということは何人と多くの人と知り合うか、

何人と違う経験をするか、どんな体験をするかによ

って人は作られる。私はこれ読み取りました。その

根本は人は心である。その心もその人達によって作

られるのだろうなと、私は午前中村長の答弁を聞い

ててオジョールスキイ村がコルサコフ市になってそ

ういう状態の中、日本の市町村合併も進んでちょう

ど悪いタイミングだったのだろうということを聞き

ました。確かにそれもこの交流が途絶えた理由の一

つではあると思いますけれども、やはりこれから猿

払村を作っていくためには村長執行方針で言ってい

るとおり人は人によって作られる、役場も人ですし

猿払村自体も人です。猿払村会社も企業も私もこれ

まで言ったと思いますが、会社だって人ですし観光

地だって人ですし本当に地域ってやっぱり人だと思

うのですよね。やっぱりそのチャンスが今猿払村に

ないってのは非常に淋しいことです。私前回のこの

場でも言いましたが決してオジョールスキイ村だと

かロシアにこだわっていることではないです。やっ

ぱり一日も早く実現をするために事務レベルでの協

議が必要ですと言って次の質問にもあるのですが、

実際前回の質問でも何とか役場職員１人でも行かせ

てオジョールスキイ村の状況を見ながら次のステッ

プにしたいのだという答弁があったのですが、今の

ところ今の答弁を聞いているときつい言い方をしま

すと何もしていない私の判断では、ただ時が過ぎる

のを待っている。私はこの記事を見た時にやっぱり

これは猿払にとって重大な損失なのかなと、人材と

いう大切なものがこの交流が途絶えたことによって

少しじゃないですね、多大な損失を与えているのか

なというふうに思います。やはり早急に教育委員会、

担当課等を決めていただいて連携をとりながら私は

オジョールスキイにこだわっているわけではないの

で、やっぱり教育長と連携をとりながらどのような

その子ども達に猿払村人として育てるのかというの

も絡んでくると思うのですけれども、私は今年度中

には具体的な施策をはっきり出していただいて担当

課も決めていただいて、休止状態のままのオジョー

ルスキイ村との交流を白黒付ける、止めるなら止め

る、続けるなら続ける、止めた次には何の施策をす

るのだ、止めたままでは私は非常に淋しい行政だな

と思いますのでそれについて答弁を願いたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁をさせていただ

きたいと思います。 

 （２）に関連して申し上げたいというふうに思い

ます。 

 事務レベルでの進捗状況でございますけれども、

休止状態にあるオジョールスキイとの姉妹村交流で

ありますけれども、昨年８月オジョールスキイ村に

通訳を通して状況について確認をいたしたところで

ございます。これは国際交流、村の国際交流の事業

の中の一環としてやったことでございます。当時の

オジョールスキイ村の村長に電話をし、その時の話

しですが村の行政的地位は交流の最後の時期にコル

サコフ市に合併された時のままですと、現在コルサ

コフ市オジョールスキイスコエ郡とでも言うのでし
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ょうか。現在の村長これは郡長と今は言っているそ

うでございますけれども、チェリニショフ氏でコル

サコフ市から通勤している状況でございます。オジ

ョールスキイ村の人口には変化はないということで

ございまして、学校も変わらず猿払村に何度も来て

いるゾーヤ学校長が勤められていると、キーロフ漁

業コルホーズも同じ体制で会社の経営を続けている

ようでございます。前村長テレーシキンさんは猿払

村の皆さんにお会いする機会がなくなって大変残念

だと、子ども達にもそう言われるとのことでござい

ます。皆さんにくれぐれもよろしくお伝え下さいと

いうような内容のものでございました。それでご質

問の内容でございますけれども、やはり私としては

出向き、この問題を解決する必要性があろうかとい

うふうに思っているところでございます。そういう

状況の中で、コルサコフ市の例えばコルサコフ市と

姉妹提携を例えばですね結んでオジョールスキイ村

との交流を進めていくのか、どうなのかということ

についての判断についてもこれまた議会とも相談し

ながら止める、するという部分につきまして結論を

一定程度協議をした形の中で意思の疎通を図ってい

きながらこの問題に対応してまいりたいというふう

に思っている次第でございます。やはり海外に子ど

も達が目を向けてその海外の素晴らしさに触れて異

状なまでに人材の育成・成長が成されたということ

に対しましては本当に素晴らしいことであったとい

うふうに思っ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）：いつもこのやりと

りで最後はそれでは前向きに一生懸命努力してやっ

て下さいということでいつも終わっているのです私、

でも今回はちょっと本当にこの記事を見てすごい勇

気をもらったものですからやはり担当課をきっちり

と決めていただいて今担当課ってどこなのですか。

一つお聞きしたいのですが。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）：今、村の国際交流化

の事務担当は総務課でやっているところです。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません、勉強

不足の質問で申し訳なかったです。それは総務課の

方で出来れば今年度中に村民である職員が出向いて

きちっとその辺の情報収集をして、この問題につい

ては出来れば期限を切って９月ぐらいの定例会議会

には報告出来るような形でその前にも私達と相談し

ながらという答弁もありましたのでそれのことをお

願いしたいと思います。また、ちょっと国際・人材

交流とはちょっとずれるかもしれないですけれども、

村長は記憶があると思います。元旦の日の道新です。

「国際化を迎える北海道」ということで我が村の中

国人研修生のことについて村長が道新の取材に答え

ていることがあります。人口約２，９００人の宗谷

管内猿払村の森和正村長にある構想があるというこ

とで、研修実習生永住特区という表題を打ってこの

記者に答えているのですが、私もこのことに関して

はどちらかと言うとすごいことだな、これから村の

長期的なことを考えるに当たってやっぱり村内で賄

えない人手不足の分の労力だけではなく、労働力と

して担ってきた中国人研修生が地域の一員になると

いうことはすごい良いことだなと思いながら、今日

またこれを見直したのですが元旦の日に読んだ記憶

が蘇りました。そこで村の人口の約３０％を上限に

受け入れてはどうかと、過疎化の歯止めにもなるし

国際結婚だとか地域の賑わいにもなると村長は熱弁

を振るうと書いてあります。このことに関して村長、

今一度思い起こしていただいて具体的にこれを推し

進めるのか。それとも思いだけで終わってしまうの

か。その件のことについて、もし思い出せる範囲で

よろしいですが答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：確かに昨年暮れ道新

札幌からの取材がまいりましてそのようなお話しを

した経緯がございます。それで私といたしましては

１月元旦ですから、１月元旦に出るということです

から一応私は夢を見ましたはっきり申しまして、猿

払村で一応それを受けて広域的に他の管内に職を求

めると、探すということについてはどうなのかとい

うことも考えた一つでございますし、やはりそうい

う今特に研修・実習生が１００人以上来ている段階
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において中国村という村を作ることについては私は

夢というふうにも考えたわけでございます。ただ夢

では終わらせたくないという思いはあります。とい

うことは要するに今の構造改革特区の中でやはり３

年間同じ業務についたらもう４年目から来れないと

いうような状況があるわけです。従いましてやはり

そういうような全道版で出た問題についてそういう

法務省の関係者、また道の関係者が目に止めていた

だいてそういう問題もあるのだなということを気づ

いていただきたいなという思いは非常に強いです。

はっきり申しまして。従いまして今現在といたしま

しては、法務省に行って相談したとしても駄目だよ

と言われるのが筋かなというふうに思ってはおりま

すけれども、やはり私はそれまででなくてもそれは

ちょっと大げさにオーバーに表現したつもりでおり

ます。それまででなくてもやはり今抱えている色々

な問題があるわけでございます。その問題を解決す

るためにも再度ビザの発行を最低でもお願い出来な

いかということはやはり総務省の方に再度またアタ

ックしていかなければならない問題だろうというふ

うに思っているところでございます。そういう意味

におきまして敢えて大げさな１月元旦の夢を見たと

いうような状況でございますので、そういう部分も

含めて含めた内容であったということをご理解願え

ればというふうに思います。 

 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）：夢を見てこの発言

をしたということで私は非常に感銘を受けました。

夢を持ってやっぱり行政を進めたいですよね。今や

っぱり一歩前を見て非常にお金のことや財政のこと、

本当目の前のことを処理するだけのどうも行財政に

なりがちな自治体が多い中、やはり自治体として夢

見ることは良いことですよ。村民もやっぱり夢見ま

しょうよという話しになりますから、出来ればこれ

を夢と私は終わらせることなく村長の思いが実るな

らば出来ればこれについても役場一丸となって進め

ることはどうかな、中国人研修生を見ていて観光ま

つりや、お盆のビールパーティーや歳末のチャリテ

ィー、本当にあの方々が来ていただけるだけで賑わ

いが創出出来る、やっぱり村内にいる水産加工、漁

組始め水産加工場の方々には非常に協力もしていた

だいているのかなという気がします。最後の方にも

３０％せめて受け入れるという村長の思いには村民

の抵抗もあるかもしれないと書いてはありますが、

その村民の方々もちゃんとした説明をしたら理解し

てくれると思います。私はこの記事、この村長の思

いは夢を持って進めていただきたいなと非常に遅い

歩みになるかもしれませんが、これからも帆立産業

が続いて水産加工が実りあるものになるという願い

も込めながら何とかこれも進めていっていただきた

い、夢を持って行政を進めていただきたいと思いま

す。 

２項目の最後の役場職員の人材育成についてとい

うことで、やっぱり私も先程言いましたけれども、

人は人によって作られる、人は心である、役場は人

である。やっぱり役場も人ですよね。人が良ければ

役場が良くなる、村が良くなると私も考えます。そ

こで私は役場内の人材育成や人材教育についてどの

ような形で村長始め理事者が考えているのか。やっ

ぱりただ仕事をこなしていただくだけでは私は役場

職員の人材育成というのはなかなか出来ないのかな

と、やはりこういうのはやっぱり交流もそうですし、

行政としてやはり育成するために研修制度も多用す

るだとか、民間企業もそうですがやはりただ偉い人

の研修を聞きに行くのも良いことかもしれませんが、

それでなくてやっぱり体験・経験をする。例を上げ

ればやはり他の自治体との職員交流みたいのが出来

ないのかなと、それだけでもその行った本人の人材

育成にはなるのではないかなと思いますが、今年度

でも昨年度でも良いです役場職員の人材育成につい

て村長のお考えを聞きたいと思います。 

○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。 

 人材育成関係でございますが、地方分権の進展に

合わせて行政に対する村民ニーズは多様化している

ところでございます。その対応も高度複雑化してお

りこのような中で村民の負託に的確に応えていくた

めにはやはり人材育成は大変重要な課題であります。

職員は今日置かれている環境において、地方分権の
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対応・行財政改革の推進・職員の自己実現といった

昨今の厳しい財政状況の中で最少の経費で最大の効

果を引き出すためには、あらゆる事務事業の実施に

おいて職員が努力をして常にコスト意識を持って当

たることが何よりも求められている状況と考えると

ころでもございます。そのことから効率的な行政運

営を行うために経営感覚を身に付けることや地域村

民と協働パートナーシップによる自治体経営が重要

となっている観点から職員研修、現在においては公

務員としての基礎研修を始めといたしまして法制の

研修、法制の研修ということはやはり皆さんがやは

り法制事務に通じていなければやはり法的な感覚を

持って仕事をする上においては重要なことであろう

というふうに思いますので、やはり法制事務が重要

であろうというふうにも考えます。また専門技術研

修を実施し、時代に対応する人材育成を図ってきて

いるところであります。以前は北海道立自治研修所

というものがありましたけれども、今現在におかれ

ましては北海道町村会で行っております。それが町

村会単位で研修、それは研修というのは各職員が研

修員、研修を受けて研修の認定を受けて認可されて

その職員が各自治体に何名かづつ配置されておりま

す。猿払村におかれましても２名専門研修員がおり

ます。そういう状況の中で研修を行っているところ

でございます。職員はその成果を間接的に村民に伝

えることにより地域の視点はもとより村内外を見据

えた幅広い視野と積極的行動をすることを伝えてお

ります。勿論、出前行政を積極的に推進することに

よりやはりその法制能力やら公務員としての資質、

それらがやはり地域の村民に伝わることが地域の活

性化に繋がるものであるというふうに思いますし、

地域・知識を習得出来る機会であることを忘れては

ならないことを考えます。それによりまして互いの

知恵を研鑚することで真の協働したまちづくりが出

来るものと考えているところでございます。今後に

おいても人材育成は村づくりにとって最大の財産で

ありますから職員の人材育成においては、自らが政

策を立案・実施・検証・評価する戦略的政策立案可

能な職員の育成、地域間競争に負けない職員の育成、

協働の村づくりを進めるために地域住民の奉仕者と

しての自覚をきちんと持ち村民の目線で共に学び・

話し合う・理解し合う・地域と融合する職員の育成

を基本とし進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。また、村民の方々も多面的

な分野において講演・講習会等の受講を出来る機会

を設けて知識の習得を図る機会を作りたいというふ

うに考えているところでございます。私はやはり一

番研修として短期間で効果があるのは民間の会社、

民間の派遣会社に民間の会社に派遣することが一番

てっとり早いなというふうな私なりの持論でござい

ますけれども持っております。私も民間上がりでご

ざいますので、一時期民間で働いていたということ

もありまして民間がどういうものであるかというこ

とは勿論知っておりますし、どういうような状況に

あるかということも知っておりますし、そして役場

に来て役場がどうであるかということも知り尽くし

ているつもりでございます。そういう意味におきま

しては色々な研修の種類がありますけれども、やは

りその中において総合的にやるには民間の研修とい

うものがかなり重要性を増してくるものだろうとい

うふうに考えているところでございますので、機会

があれば是非やりたい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。 

 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）：それでは村民職員

の人材育成について最後に情報提供というかお願い

というか。村長、日本で最も美しい村連合というの

はご存知でしょうか。副村長がうなづいてらしたの

で知っているということで、北海道では５つの町や

村が登録されてます。美瑛町・赤井川村、それと鶴

井村・標津町・京極町、それとあと本州の方でも何

点かあるのですけれども、非常に人材育成に絡めて

このような村連合に入って猿払村も最北の村として

この連合に入るなり、この連合を築くなりのことを

していただきたいなと、この中には多分村づくり・

町づくりで有名な徳島県の上勝町、有名なところで

は８０、９０になるお年寄りが山に入って葉っぱと

か、木の葉を採ったりしてそれを料亭に出して今２

億５，０００万ぐらいの産業を創出していると、８
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０、９０のお年寄りがコンピューターを使いながら

２億５，０００万以上の産業それすごいことですよ

ね年間で、そういうことの事例を踏まえながら人材

育成、村長の言うとおりこの村の中で多面的な方法

で色んな人材育成をやるというのも良いですけれど

も、このようなことを使いながらその町に１人でも

２人でも職員を送ってみると、財政的には厳しい中

でも人材というのはお金に、先程の学童交流の話し

もそうですけれども、人材というのはお金には代え

られないものがあると思うのです。例えそこにお金

を掛けたとしても投資として見れば上勝町のように

うまくいくか、いかないかは別にしてそれで２億５，

０００万の産業がもし猿払村で創出されたとしたら、

その２名の職員、３名の職員が行ったことが非常に

先行投資として役に立つ、私はこの村にはそのよう

な人材もいると思うし、そのような思いを持ってい

る村民もいると確信しております。村長、その辺の

ことについて最後にこの人材育成が村民の育成につ

いてもそうです。執行方針の中にも気づき・気づき

と２、３点書いてあります。気づくレベルに達する

までにはその人材育成も私は大切だと思います。そ

このレベルに達しない人達はその村長が執行方針の

中に書いてある気づきというものに対しても気づか

ないまま過ぎ去っていくと考えます。この連合の件

に関してもし分かっているのであればそのことに関

しても、またこれからの人材育成についても最後に

だけ一つ答弁をお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：小山内議員の言うと

おりでございます。猿払村といたしましてもやはり

気づきというのは何を気づくかということが色々あ

るというふうに思いますけれども、このような美し

い町・村等にこれは先進地でございますので、これ

らに職員を派遣してその実態を把握してくるという

ことについても人材育成として非常に有意義なもの

だろうというふうに考えている次第でございます。

予算の中におかれましても研修旅費というものも計

上しているところでもございますので、そういうよ

うな意味合いを込めた小山内議員の意味合いを込め

た形の中で人材の育成を図ってまいりたいというふ

うに考えておりますので、出来る限り職員の派遣と

いうものについても考えてまいりたいというふうに

思う次第でございます。 

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）：それでは次の質問

に移ります。 

 地上デジタル波について移行についてで、デジタ

ル波と私達が耳にしてしばらくたちます。平成２３

年の７月だと思います。完全にアナログ波からデジ

タル波に変わります。それでこの猿払村にもデジタ

ル波が来るわけですが、この（１）（２）と連携し

ますがそのまま２つ同時に質問をしたいと思います。

今やっと民放ではなく国営放送、ＮＨＫの方でデジ

タル波が試験的に電波を出して猿払村でも受信出来

る地域が何箇所かきております。２３年と言います

と本当あと２年とちょっとです。その時に踏まえて

難視聴地域が出てその時に対策を練るのではなく、

もう２年後と決まっているものですから村としては

村内の難視聴地域の把握をしているのかどうか。把

握していればその難視聴地域の対策はこの２年間で

どのように考えているのかそ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）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 デジタル波移行に係わる村内の難視聴地域の把握

について１番、２番の一括の質問でございます。ご

答弁を申し上げたいと存じます。 

 現在、本村における地上デジタル放送の受信状況

につきましては、今年の１月２７日に中頓別町の知

駒中継局からＮＨＫ総合とＮＨＫ教育の２局が放送

が開始しております。今年度中には民放も放送を開

始する予定であると伺っております。村内の難視聴

地域の把握につきましては、総務省が公表している

知駒中継局からの視聴エリアでは浜猿払以北につい

ては視聴エリア外となっております。エリア外の地

域である鬼志別地区、浜鬼志別地区、猿払地区、芦

野、知来別地区においても概ね地上デジタル放送が

視聴出来ることを聞き取り等で把握しているところ

でございます。樹木・建物等の障害物により視聴出
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来ない世帯もあり、今後において知駒中継局の民放

が放送されてから総務省で村内の難視聴予定地区を

対象に詳細な電波調査を実施し、電波把握をする予

定でございます。それから難視聴対策について２番

目でございますけれども、現在村内においてアナロ

グ方式での難視聴地区対策については小石地区と浜

鬼志別地区の一部の地域でありまして、小石地区に

おきましてはミニサテライト中継局施設があります。

浜鬼志別地区につきましては自主共聴施設にて難視

聴を解消しておりますが、この浜鬼志別につきまし

ては一応学校の前の所、ちょうど学校が電波の障害

になっているというふうに聞き及んでいるところで

ございます。これらの浜鬼志別の共聴施設について

も難視聴を解消しておりますが、デジタル化に伴い

両施設についても改修しなければならず、予定では

２０１０年に小石地区については国・放送事業者・

村で負担をし浜鬼志別地区については国・村・施設

組合で負担し改修となる予定ですが、浜鬼志別地区

の自主共聴施設については調査結果によっては世帯

のアンテナで世帯のそのＵのアンテナを付けること

によって受信が可能となるというような今見れてい

るという状況になっているような状況でございます。

２０１１年７月１４日はアナログ放送から完全にデ

ジタル放送へと完全移行となりますが、５年間は衛

生放送で受信出来ることとなっております。総務省

では村内の難視聴予定地区を対象に今後実施予定の

電波測定調査をもとに新たな難視地区とされた地域

については、地デジ難視地区対策計画を地上デジタ

ル放送推進北海道会議が策定し同計画を踏まえて対

策を講じることとなっております。今後においても

国・道との協議連携しながらこれらの難視聴の部分

について進めてまいりたいと思いますし、村民への

広報周知等も取組んでまいりたいというふうに考え

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。 

 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）：小石地区と浜鬼志

別地区の一部で難視聴地域があると、私が一部聞い

ているところによると鬼志別の中にも建物だったり

植生によって難視聴地域が出るのではないかという

ことも聞いております。特にお年寄りの方々、なか

なかそのテレビがデジタル波になるということが解

りにくい知りにくい現状にある方々においても村、

今村長の答弁にもあったとおり村において周知し、

広報なりを徹底していただいて国のやることですが

速やかな移動が出来るような形をとっていただきた

いと思います。 

ここで３番目の光ファイバーについてなのですが、

そこで私の思いとしては難視聴地域がいっぱいあれ

ば良いのかなと、あって村内に光ファイバーが敷設

出来るようなあえて難視聴地域があってそのサテラ

イトのアンテナを建てるだとか、その中継基地を設

ける、あくまでも村のことでやらなければいけない

のであれば、総務省が進めている光ファイバーの施

設が何とか村内に引けないかなということで（３）

番に上げました。質問していて色々調査するとやは

り役場職員の方々にもそれに気づいて色々ＮＴＴの

方と話しをしているということも聞いておりますが、

今ＮＴＴのコマーシャル等でもお年寄りとやっぱり

相互通信が出来る光ファイバーを引っ張ってコンピ

ューターを使って保健師だとか介護の負担を減らす

と、人と人の顔が見えるコンピューターというのは

より電話よりも密接だと考えます。何とか今ではな

いと思いますが、近い将来村内に光ファイバーを引

けると、それで多分私達コンピューターを使う人間

だけではなく村民全体に与える利益というのは非常

に大きなものだと私は考えます。その将来展望につ

いて村長もしくは担当課長の方から答弁をいただけ

ればと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：それでは私の方

から光ファイバーの敷設についての部分についてご

解答したいと思います。 

これ過去に平成１３年度に光ファイバーの敷設に

つきましては先進地がございまして職員を一応派遣

して検討したという経過がございます。当時はキロ

メートル当たり８００万円の費用がかかると、光フ

ァイバー自体の形はかなり防災無線からかなり網羅

した中でかなり良い状況になっておりますけれども、
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キロ当たり８００万円がかかるということでうちの

村としては先進地については集落がまとまっている

と集落でございました。うちの村にしては集落が点

在しているということで、かなりの費用を要すると

いう部分でこの時点では将来的な維持管理費も含め

てかかるだろうということで一応断念をした経過が

村ではございます。今現在もこの部分については今

色々と先進地についてもアナログからデジタルに変

わると、この部分では今どのような形をとるかとい

う問題点に突き当たっているという現状がございま

す。当村としてもこの部分については今現在どの程

度の費用になっているかと今後の検討材料と防災無

線ももうそろそろ老朽化きている部分もございまし

てその部分も含めて検討していきたいと思ってます。

ただ防災無線につきましてはこの光ケーブルに入れ

ただけで済むかと、やはり海岸線、外側にある程度

スピーカー的なものを置いて繋ぐとかそういう部分

に対応しなければならないと、その辺も含めまして

将来的な再度調査研究というか、検討してまいる形

で今課で調整中でございます。 

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）：光ファイバーに件

については私も金額的に村内、小石から狩別まで村

落というか集落が分散しているこの地域では難しい

のかな、１キロ当たり８００万円かかる村内で敷設

すると何十億というお金が村の中から出ていくとな

るとまた非常に難しい問題ではありますが、今国の

方でやっぱりこの通信機器のデジタル化と進めてい

るものですから、村内の中でもこのことは途絶える

ことなく情報収集を図って、いつかはそのＮＴＴの

敷設代も多分値段的にも安くなっていくでしょうか

らその情報のデジタル化も含めて、この線が途絶え

ることなく総務課の方で引続き調査研究等を進めて

いっていただきたいと思います。 

 最後になります。持ち家促進条例について。 

午前中、同僚議員もこの件について質問をしてい

ましたので簡単に。私の考える６月制定予定の持ち

家促進条例についてということで、この条例は９月

の定例議会に議案として出たものです。やはり新年

度に向けてこの促進条例を進めると村長の答弁に９

月にはあります。やっぱり３月の議会でもこの件に

関しては色々処々の諸問題があってないということ

も午前中の村長の答弁で聞きましたが、やはりこう

いう村、村民のために役立つ条例というのは１日も

早く制定が私は望まれると思います。基本的には村

長、午前中の答弁でこの条例については予算の問題

もあると、それと議員の皆様とも協議を進めなけれ

ばならない。私達議員も始め執行者、村長も始め村

民のためを１に考えて行政を進めているはずだと思

います。それがやはりこの持ち家制度というのは一

朝一夕で考えられるものではないものです。やっぱ

り予算の問題もあってもこういう村民のため、村の

産業のために作る予算というのは本当に早急なもの

であって、今回の新年度予算にも私は入れられたの

ではないのかなと半年間の猶予があれば入れれたの

ではないのかなというところがあります。是非６月

に向けて私は前向きな答弁をいただきたいのと、出

来れば概略が出来ているのであれば村民に周知する

期間は必要ではないかと、今この一日一日でも家を

建てたい村民だとか、この子育てのことも考えなが

らどうしようかと悩んでいる村民は多々いると思い

ます。ここでやっぱりこういう情報提供があればそ

れに向けて自分のライフスタイルを考えたり家のこ

とを考えたり子どもの教育のことを考えたりという

ことあります。概略でも良いですが私はこの４月か

らでも６月に向けてこの持ち家促進条例が出来るの

だよと、役場職員がそれを知っているだけではなく

て議員が知っているだけではなくて、私も村民もそ

れを知る権利はあるのかなと思うのですが、その辺

のところについて答弁を願います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは小山内議

員のご質問に答弁をしたいと思います。 

 佐々木議員からも質問がございまして、その時に

は村長の方から答弁をしてまいりましたけれども、

骨格というのは大体決まっております。その中で実

は持ち家の促進だけに限定するかという部分もあり

ますし、また定住促進ということで色々な付帯条件

と言いますか、そういう形でこの条例を成案にする
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かというところでちょっと迷いもあります。また、

細かい点になりますけれども例えばその該当者に対

する所得制限だとか、後は後ほどご質問あると思い

ますけれども、職員の住宅手当の関係で前に否決さ

れるというよりも差し戻しされた点もありますので、

そういう部分も含めて不都合のないと言いますか、

職員にも不利にならないような形で協議をしたいと

いうふうに思っております。 

 また、幅広くというふうに思ってましたので例え

ばその先程の色々商店会の活性化のために例えば地

元これは地域活性化、地方経済の活性化に繋がると

思いますけれども地元建設業者が建築に携わった場

合についての増額だとかと色々とその何点かござい

ますので、そういう部分を総務民教の方と早めに協

議してまいりたいというふうに思っております。あ

と財源の問題もちょっとありますので財源もなるべ

くそういう形の中でどれぐらいの財源、確保されて

いる部分もありますので、そういう部分も含めた中

で私共の方としては総体的な形の中で協議をしてま

いりたいというふうに思っております。それと４月

からのそういう部分についてはなるべく住民にアピ

ールをしてまいりたいというふうに思っております

のでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の副村長の答弁

でやっぱり定住促進、やっぱり持ち家促進条例とい

うより定住促進の方が良いのかな、私もそれは的確

に思いました。ただ家を建てればその条例じゃなく

て、ここにやっぱりいつまでも住んでいただくため

の施策条例を家だけでなくて子育ての面だったり、

出産手当だったりだとか、そういうものにもやっぱ

りかけていく条例が出来ればいいのか。ただやはり

急ぐ必要がありますよね。経済は動いていますし人

間も村も動いています。本当に良い条例であればど

んどん先に動いていただいて私の私見かもしれませ

んが、この一つの条例だけやるだけでも議会を招集

しても私は良いのかなと、それくらい私達９人の議

員は思いはあると思います。この条例に関しては。

一日も早い制定を望みますし周知徹底を図っていた

だきたいと思います。そして一つの問題提起として

今副村長の方から入りましたが、今村職員の方では

１５年間に渡って家を買った時に福利厚生目的とい

う形で住居手当があたっております。今、結論が出

ていないということでしたが、方向性だけでももし

分ればこの場で答弁いただければなと、それを踏ま

えてあと今いただいている職員の方々もそれでまた

分かるでしょうし、情報開示にもなるでしょうし、

私達村民もその情報を踏まえてどういうものが良い

のか、次のステップアップになると思いますのでそ

れを答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：職員の手当の部

分でございますけれども、この部分については一応

まだ理事者の方と煮詰めて正確なものというものは

出せませんけれども、基本的にうちの方で押さえて

いる住宅手当の部分の２１，６００円につきまして

は、この部分事業主というかそういう部分が住宅手

当として与える部分であって、この持ち家制度の部

分の金額とのある繋がりというのはもう少し時間が

いるのかなと全く例えばですよ、漁組さんでは住宅

手当を支給している、そしたら漁組職員に対しての

この制度はどうなのだという部分を煮詰めていかな

ければならないのかということも色々ありましてで

すね、今現在としては切り離した中で住宅手当は住

宅手当、村民に対しての部分でここの職員としての

住宅手当に対しそれはまた別の角度で今論議してい

きたいなという考え方でおりますので、今何ぼどう

いう形でいくという部分にはちょっと出せないとい

う部分正直言ってございます。 

 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）：理解したというか

分かりましたというか私もそれが当然のことかなと

思っています。各企業においても住居手当として福

利厚生目的で何万円かのしている企業もありますし、

私達民間の会社でもそういうのがある。それを受け

ていたらこの条例でもしお祝い金になるのか、助成

になるのか、分割になるのか解りませんが、それを

いただけないということはやっぱり私はちょっと違

うのかなという気もいたします。やはり昨日の条例
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改正の件だとか、村長理事者のお金の件から言って

もやはり役場職員と言ってももと根本にあるのは村

民が先ではないのかなと、役場職員が先ではなくて

役場職員は村民が役場職員になっている。私達議会

議員も村民が一番最初にある、痛みを分かち合うの

は村民の負担も色々この頃出ていますが、やはり役

場職員も村民としてその施設の負担だとか、色んな

電気・水道・下水道やゴミの問題の負担も受けてい

ると考えた時には役場職員だけが給料を削減された

り痛みを分かち合っていないというわけでは私はな

いと思います。出来ればもし財政的に許すのであれ

ば私はそのような形で村民にとっては二重と思われ

るかもしれませんが、その辺のところをちゃんと整

理していただいてより良い形でこの条例の制定を願

って質問を終わります。 


