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○議員（野村雅男君・登壇）：質問をさせていただ

きます。 

まず１番目に、職員研修についてお伺いをしたい

と思います。 

今後の村政を担う上で、若手職員あるいは中堅職

員の研修ということがやはり一番大事なことの柱の

１つになるのではないかなと、そういうふうに考え

る一人でございます。 

組織というのは、確かに組織は形がつかれてあり

ますが、組織を動かすあるいはその組織を活用する

というのは、やはりその任に当たられた人の個人の

力というのが大変大きい位置を占めると、そういう

ふうに考えているわけでございます。 

巽村長も一昨年の１１月に就任をされたわけでご

ざいますが、村長自身も大変いろんな経験をされま

した。その人格を認められて、村長に就任をされた

と思いますし、私も個人的なお付き合いもあります

けれども大変すばらしい方だと、そういう方が村長

になっていただいてよかったなとそういうふうに思

っている一人でございます。 

さて、この村長も就任もう少しで２年になるとこ

ろでございますが、やはりこの猿払村あるいはこの

宗谷というものをこれから広く動かして、どういう

方向で発展をさせるのか、そういうことが一番大き

なことではないのかなと、そんなふうに考える一人

でございます。 

現状の今、課長方あるいは村の三役方がこの議場

におられるわけでございますが、近い将来を担う人

材について、やっぱり今から若手、役場採用間近な

方々、あるいはそれを踏まえながら少しは経験をし

た中での中間・中堅そういう方々を、これからやっ

ぱり人的に育てていくと、こういうことが非常に重

要なかぎになるものではないのかなと。 

我々の村の将来を託す上で、やはり方向性を決め

る、それでこの村が存続をしていくということから

鑑みても大変主要なことの１つであると、そういう

ふうに考えます。 

ただ、今まで私もしばらくそういう場所から遠ざ

かっていたので、今までどのような職員研修をされ

てきたのかということをまず１つお伺いしたいこと

と、それと村長自身が就任１年８か月か９カ月にな

るわけでございますが、今はどのように感じて、こ

れからどのような方向でその職員の研修をされてい

きたいとそういうふうに考えているのか、まず基本

的にお考えを伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村さん、こちらの席に

座ってください。 

巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

最初の今の研修経過と研修はどのように行われて

るかということについて、まずお答えしたいと思い

ます。 

さまざまな研修が今行われておりますが、私も先

ほどの議員と同様、初期、最初の研修、鉄は熱いう

ちに打てということわざもありますけれども、最初

の研修が非常に重要ではないのかなと思っていると

ころでございます。 

それでは、現在行われている研修についてご説明

申し上げます。 

毎年、年度当初にその年の職員研修計画を策定し、

職員研修を実施しております。実施してる職員研修

について、主な内容についてご説明いたします。 

まず、宗谷町村会が宗谷管内の町村職員を対象と

して行っている職員研修で、新規採用職員を対象と

した「新規採用基礎研修」、採用後、２年目の職員

を対象とした「初級職員研修」、採用後４年目程度

の職員を対象とした「中級職員研修」に職員を参加

させております。接遇や地方自治制度など、地方自

治体職員としての基礎的な知識を習得することを目

的とした研修でありますが、それぞれの対象となる

職員を全員参加させております。 

また、稚内市が市職員の研修として実施する「法

制執務研修」へ参加し、条例・規則の制定や改正と

いった専門的な知識の習得を行っております。この

研修には、広く各部署から対象者を選定し、毎年４

名程度ずつ参加させております。 

このほかにも、北海道市町村職員研修センターと

いった他の機関が実施する研修機関を活用し、税務

の徴収実務等、その部署において必要な専門知識や
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教養・資格の取得などの研修に派遣をしております。 

村独自において実施している研修としては、４人

を１グループとし、その４人が協議し独自に研修テ

ーマや視察先を決定し実施する「国内先進調査町村

視察研修」のほか、今年度からは新規採用職員を対

象として、実際に業務を体験し村の基幹産業である

漁業・酪農業に対する知識を深めてもらうことを目

的として「基幹産業体験研修」を行っております。 

また、オジョールスキイ村との姉妹村交流事業に

おいて、これまでにはサハリンを訪問する際に担当

課長だけではなく、広く庁内各課から職員海外特別

研修として職員を随行させることとしてきました。

今年度は７年ぶりの再開ということで、担当職員２

名のみの随行となりましたが、再来年度に予定され

る訪問の際には、研修として同様な形を考えており

ます。 

このほかにも、職員の知識の習得や研さんにつな

がる機会があれば、予算の範囲内においても職員を

参加させることとしており、今年度の議員の道内視

察においても担当職員を研修を目的として随行させ

ることとしております。 

職員研修の主な内容をご説明させていただきまし

たが、研修機会を通じて気づき・振り返りを行うこ

と、村民に信頼される職員像を目指すこと、自治体

職員として必要な法制執務能力の養成を行うことの

３つを職員研修の基本方針として実施しております。 

中堅、若手職員はもちろんのこと、すべての職員

に必要な研修の場面を確保し、参加させ、村の職員

としての知識・能力の向上を図ってまいりたいと考

えております。 

次の感想と、研修に対する感想ということでござ

いますが、今さまざまな説明したようなさまざまな

研修が行われており、当然それなりの効果が出てい

るはずでございます。 

しかし、２年近く私が職員の皆さんと接しまして

感じることは、研修の前にもっと何か基本的な大事

なことを忘れてないかということを感じております。 

私の尊敬する北海道大学のクラーク博士の有名な

言葉にボーイズ・ビー・アンビシャスという言葉が

ございますが、このほかにもう１つ有名な言葉を残

しております。それはビー・ジェントルマン、紳士

たれという言葉でございます。大学を創設にあたり

生徒のためにいろんな規則を作らなかった折に、ほ

かの先生たちがたくさんの規則を決めて規則を持っ

てきた折に、あれはこんな文字は要らないと。たっ

た一言、ビー・ジェントルマン、紳士たれ、これだ

けでいいということを述べたそうであります。 

私も、職員の皆様には同じ言葉を申し上げたい。

公務員たれ。公務員にふさわしい仕事生活すること

が一番であり、その上で、しっかりとした研修をし

ていただきたいと思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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の方から最後の

方にクラーク博士のボーイズ・ビー・アンビシャス

またビー･ジェントルマン、紳士たれ、村長の方の

言葉から公務員たれ、そういう言葉をいただきまし

た。大変そういう言葉に今感動をいたしているとこ

ろでございます。 

しかし、ここ数年来にわたりましては、大変猿払

村も緊縮財政ということで、あの予算も駄目この予

算も駄目と、研修の予算も私が把握しているわけで

はございませんが、やはり通常の旅費あるいはまた

そういう研修の旅費も削減をされてきたというふう

に今感じている一人でございます。 

そういう中で、やはり基本的な研修が行われてき

たのかどうかということにつきましては、それぞれ

見解の相違があろうかと思います。 

しかし村長も今、就任２年目でございますし、そ

ういう村長の基本的な考え方、しかし財政も非常に

大事でございますけれども、やはり年度年度でこう

いう必要な予算というのも体験をさせる、あるいは

研修させるという言葉は悪いのかもしれません。研

修をしていただく、やはりそういうことも非常に大

事な要素でございますので、いろんな観点も視点、

観点もあろうと思いますけれども、そういうものを

１つずつやっぱり積み重ねていくということがやは

り大事なことではなかろうかなと思います。 

なかなか私どもも体験することはできませんので、

やはり村長の言葉の中に村内の産業体験・産業研修
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というその辺がどの程度行われているのか。私はま

た村内のそういう産業に従事する方々、本当に真剣

に生業でありますからやられていると思います。そ

ういった中で、やはり若手の方々にも将来を担う上

で本村の産業は何であろうか。どういう生活をして

いるのか。あるいはそれが起こされた歴史は何なの

か。そして、今後この産業をやっぱり守り抜いてい

くんだと、そういうようなことも感じていただきた

いと。そういった体験をする中から、やはり自分自

身が何をすべきかということも掴んでいただきたい

なと。 

いろんな研修があると思いますけども、やはりこ

の村に住んで、村の役目を背負っているわけでござ

いますので、やはり村が村人が豊かになる、そうい

うことであると思いますので、この村内の産業研修

と申しますかそのことについて、村長は今後どのよ

うな形で実施されているのか。今までのやり方もあ

ると思いますが、村長はどのように展開をされてい

くのか、そこをもう１点お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほども少し触れまし

たが、本年度から私の考えで水産業、漁業水産業及

び酪農業、私どもの村は基幹産業は酪農と水産業か

ら成り立っている村でございますので、私としては

入った職員に関しましては、まずこの牧場そして水

産業の加工場等を現場をまず見ていただき、村が何

から成り立っているのか、それを十分に理解してい

ただきたいということで、特に今年から実施してき

たところでございます。１年目、２年目の職員を対

象といたしまして、１週間ずつ行った経過がござい

ました。 

私といたしましては、これはとても大事な研修だ

と思っておりますので、来年度以降も毎年酪農業に

おける牧場とか水産業、できれば船に乗せるとかそ

ういう漁業体験とか、そういうものをぜひ体験させ、

その後の仕事に活かしていただきたいと思っている

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の方から、本年

度は水産それから酪農の体験研修を１週間ほど実施

させたという報告がありましたので、大変また、私

もそういうことで理解を示している一人でございま

すので、やはり継続をして進められていくべきでは

ないのだろうかとそんなふうに思っておりますので、

今後もまたそういう体験、そしてまた職員方もそう

いう体験を通じて、やはり人、そういう体験をして

いくことだと思いますので、やはりそれなりに現場

を体験するということが人もひとつ成長させていく

ことだとそういうふうに考えておりますので、是非

また継続をして続けていただきたいなと、そんなふ

うに思う一人でございます。 

２番目、新規就農についてということでお伺いを

いたしたいと思います。 

酪農も規模拡大して共同集約が進んでいるわけで

ございますが、そのことは大変喜ばしいことでござ

いまして、農家の件数が少しずつ営農体としては少

しずつ減少しているところでございますが、いわゆ

る牛乳の生産量につきましては落ちることなく、む

しろ増加をしているというのが私どもも新聞等で拝

見をしている数字から見ると推察をできるところで

ございます。 

しかしながら、やはりここ、ここ数年ぽつぽつ離

農された方々が現実に私どもの側におりますし、数

字的に拾って見させていただきましたけれども、離

農が平成１３年から平成２２年まで当初は７６戸、

平成１３年には７６戸の農家であったのが現在は６

１件と１５の減少になっております。うち、法人に

変わりまして、そのことによって経営体が減ったと

いうのが３ないし４あると思いますので、それにし

ても今営農体がトータルして６１戸という現状でご

ざいます。 

そして新規就農というのが、これまた平成１３年

から平成１９年にかけて新規の就農は４件あります。 

その昭和５９年より以前の新規の就農が、今現在

猿払村で営農されてる方が、１０件というふうにお

聞きをしておりますので、平成５０年以前に新規就

農された方が１０件、それから平成１３年から今、

平成１９年までに就農された方は４件、合わせて新

規で就農されていた方々が１４件入っております。 
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こういう言い方をしたらあれかもしれませんが、

今現在、６１戸の営農個体数でございますが、ここ

から新規就農の方１４件を差し引きますと４７件に

なります。 

今まで既存というか、いわゆる最初に入った方々

からずっと営農を継続する、あるいはまた承継をさ

れた方々の数が４７件というふうに今推察できると

ころでございます。 

猿払村の全盛期と申しますか、最初入られた頃は

やはり畑作、いもとか、そういうものを作られて、

たくさんの農家が自分の食糧も兼ねてそういうもの

を継続されてこられて、昭和３０年代に入りまして

酪農ということで、やはりこの冬のあるいは夏が冷

涼だという形の中でいろんな模索をされまして、酪

農ということが住みついたわけですけれども、多く

の方々が今離農をされて後継者がなく、離農された

農家も数多くあるわけでございますが、しかし今こ

の６１件という数字を見てみますと、やはり母体の

数字が小さくなりますと、そこから今度そういう離

農とかそういうものが出ますと、非常に大きな数字

になりまして、しいてはそこに住んでいる人方が大

幅に減少するということから見ると地域崩壊という

ことにもなりますし、しいてずっと追っていくと産

業の崩壊につながって、バランスがとれなくなって、

そういうことも考えられなくはないとそういうふう

に考えます。 

私はまた、その離農跡地につきましては、皆様方

また周りのその地域の農家等で利用され合っている

というふうには聞いておりますけれども、やはりそ

こで今まで立派な農家として営農されてこられて、

後継者がなくて離農されたというふうにお聞きをし

ているところがほとんどでございますので、やはり

そこでまた新規で入って十分にできるのではないか

と。そんなところが何カ所もまだそのままになって

残っているというようなふうに私は思っております。 

やはりこの際、この個体数、営農個体数を維持あ

るいはまた産業としてこれからも隆盛的にやるんだ

とそういう観点からも、この新規の就農について積

極的に前向きにやっぱりやるべきではないのかなと、

そんなふうに思っている一人でございます。 

このことについて、今後どのような形でそういう

前向きな方向にされるのか、村長のお考えをお伺い

をしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

ただいま議員もおっしゃったとおり、今農家の戸

数は６１戸ほどになっております。 

ご存じのように、終戦直後には４００以上の戸数

がございまして、ただこの農業の条件がこの地はあ

まりよくなく、泥炭土壌・酸性土壌・冷害・洪水・

熊、また、さまざまな障害がございまして１００数

件に一時減りました。そのうち、酪農業が昭和３０

年代に入りまして酪農業に曙の光を見い出しまして、

今大型経営とそしてまた家族経営の２つの経営体が

共存しているという猿払村の酪農業でございます。

私も営農されている方も見ておりますし、その後な

かなか新規の方が入らないというところも懸念して

いるところでございます。 

質問にお答えしてまいります。 

酪農業の振興につきましては、本村の基幹産業の

１つであることから、生産基盤の整備や資金借り入

れに対する利子補給など、さまざまな施策を展開し

ているところでありますが、後継者の不在や経営者

の不慮の事故等による離農が発生しておるところで

ございます。 

これらの離農跡地につきましては、これまでも新

規就農者として酪農業に夢と希望を持った若者を受

け入れてきた経緯もございますし、周辺の農家の

方々が農地を引き取り、規模拡大を図る場合や、一

時的な農地に対する利用権の設定のみにとどまる場

合など、その位置や規模、施設の状況などにより異

なる対応がされてきております。 

中でも、国の制度などを利用した新規就農者につ

きましては、昭和５０年代の後半から現代に至るま

でに１４名を受け入れ、現在の農家戸数の約２３％

を占めるに至っており、酪農業のみならず地域集落

にとっても中心的な人材として欠くことのできない

地位を占めていると考えております。 

こうした状況から、ご質問にございます離農跡地
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への新規就農につきましては、議員と同様に私もそ

の必要性を十分に認識しており、意欲ある若者を積

極的に受け入れていきたいと考えております。しか

し農業を取り巻く厳しい環境から、道内のどの地域

でも同じような状況にあり、先ほど申し上げました

とおり離農跡地の位置や規模、施設の現状などに大

きく左右されることも事実であります。 

特に酪農業につきましては、経営に必要な草地面

積も大きく、加えて畜舎や農業機械など経営を開始

するための投資も多額となりますことから、慎重な

協議を要しますとともに、就農後における地域や関

係機関からの支援も重要でありますので、こうした

ことを念頭に置きながら慎重に取り組んでまいりた

いと存じております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんからは

新規就農に向けて取り組んでいくという発言答弁が

ございましたので、私も安堵をしているところでご

ざいます。 

まだ、この新規就農、それから農業全体、こうい

うものを考えますと、今大変大型化共同集約化、合

同集約化と申しますか、いわゆる草、それから餌、

それを共同配送をする大型化の条件を整わせて、そ

れに参画をしている農家、それからまた放牧酪農と

申しますか、そちらの方に進まれている農家も猿払

村の中で数件あるというふうにも聞いておりますが、

やはりそういった中でも草刈りの集約化によって大

きな面積の草が短期間で刈れると。メリットとしま

しては、大変一番いい時期に一番いい状態の牧草が

刈り取れる、飼料が確保できるという、大変一番い

いメリットもあると思いますが、そこには今、農家

以外の方々も参入いたしまして、仮に土木屋さんで

すとか、あるいはまた建設関連運送関連の方々もか

なりそういう現場に行って、農業というのは一つは

地域の重大な産業の一つであると。それに関連する

業界もたくさんあるということも事実でございます

ので、ぜひこの農業をやっぱりそういう観点からも

ぜひ行政としても、いろんな新規就農の方もいらっ

しゃると思いますが、過去にやはり猿払村を選んで

いただいた１４名の農家もあるわけでございますの

で、いろんな形の中で行政としてやっぱりどこかで、

そういう猿払村の独自制度みたいなものを作られて

魅力のある、そしてまたそういうことを言ってはな

んですけども、やっぱり資質の高い方を選んでいた

だけると、そういうことが新規就農に求められる

我々の期待ではないかな、そんなふうに思いますの

で、ぜひともこの件につきましては村長の決断で進

めていただきたい、そんなふうに考える一人でござ

います。 

次３番目の農業後継者について。 

○議長（山須田清一君）：野村議員に申し上げます。 

ここで休憩を挟みたいと思います。 

１１時１０分まで。 

 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

一般質問を続行いたします。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それでは農業後継者

対策について、３番目の質問をしたいと思います。 

農業、農業だけではありませんが、その産業を考

える、あるいはまたそういう若者のことを考えます

と、やはりこの後継者、このことにつきましてはや

はり皆さんがご承知のとおり、いろいろ頭を痛めて

いるというのが現況ではないのかなと、大変大事な

ことの根幹をなすものであると、そういうふうに考

える一人でございます。 

この農業後継者のことで、やはり就労の形として

早くかまどを持って一家を構えながら夫婦で一生懸

命努力をされて、また、この農業を盛り立てていく

ということが今までずっと農業、あるいは農業以外

でもそうですが、やはりそれが基本的な一番重要な

ことであるというふうに考えていることでございま

すが、後継者の問題で花嫁さんを迎えるということ

が次世代へのバトンタッチを考えていく上で最も重

要なひとつのことであると考えています。 
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資料を出していただきましたけれども、平成１３

年から平成２２年にかけまして花嫁対策ということ

で、平成１２年からグリーンツアーというものを村

あるいはまた周辺の市町村と連携をした中でやって

いるそうでございますが、平成１３年から５組の方

がこの事業において成婚をされまして、現在もやは

り就農をされて立派に酪農業の後継者に就いて頑張

っておられているというふうにこの資料ではなって

おりますが、現在も対象者として男子が１１名、女

子が３名というふうなこの資料をいただいておりま

す。 

仕事柄なかなか休む定期的な休みとかまた、ふだ

ん仕事をしていてどうしても夜も少し遅くまで仕事

をされると。昼間も朝の搾乳を終わられて夕方から

また夜の搾乳に入るわけでございますが、やはりい

ろんな形でそういう機会が少ないということがこの

種の商売の難点かなと、そういうふうに思いますが、

現実としてこのグリーンツアーをやって５組の成婚

があったというふうに聞いておりますので、この辺

をもう少し拡充をしたもの、そういうことで、もう

少し成果が上げられないのかなと。成果が上がるこ

とによって、またそういう新規の後継者の対策がな

されて健全な営農の状態が保てるのではないのかな

と。またそこの一家にとりましても、大変な喜びで

あるとともに、やはりまたもう１つ、次の世代のバ

トンタッチも考えられる、これは皆様方周知のいた

すところでございますけれども、このことについて

今村として今後また、先ほどの新規就農についても

１つの産業の方向性として、同じことを言いますけ

れども、こちらの方も今現在就農されている方の中

で深刻な問題だというふうに皆様も捉えているので

はないかなと思いますが、もう少しやはり深く突っ

込まれたそういう形はないのかなと、対策はないの

かなとそういうふうに考える一人でございます。 

村長も先ほどおっしゃられましたけれども、就任

２年目ということでなかなか難しい問題であります

が、これはひとつ正面から取り組んでいただいて、

やはり農家の方々あるいはまたそういう後継者若手

の方々といろんな形でお話しできる機会があると思

いますので、どのような方法がいいのか、どのよう

にやっていったらいいのか、その辺を端的に村長の

気持ちをお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

農業後継者についてでございますが、これは私が

村長に就任した折の目標が、孫の代まで暮らせる地

域をつくるということでございますので、この後継

者問題も私にとりましても大きな大きな課題でござ

います。 

今、農業後継者対策については過去からさまざま

な方法で行われておりますので、継続してまいりた

いと思っているところでございます。それとともに、

農業が周りの方からも憧れる職業になる対策も必要

と考えております。厳しい労働環境、そして生活環

境、これらの対策も地域の皆さんと協議して整えて

いかなければならないと考えております。花嫁・花

婿の皆さんが、そして都会に行った息子・娘が帰っ

て来たくなるような環境を行政・地域の皆様と関連

団体で十分協議して整えてまいりたいと考えておる

ところでございます。 

もう少し詳しく回答いたします。 

酪農業に対しましては、厳しい労働環境や生活環

境といった歓迎されないイメージが定着しており、

日々の経営を支える心強いパートナーを見い出す障

害となっていることが事実と考えます。 

村といたしましても、こうした状況に、ただ手を

こまねいているわけでなく、従来より名称等は変遷

してきておりますが、直接的な出会いや交流の場の

設置や参加、農業後継者が組織する団体への運営補

助、主に本州方面から本村に嫁がれた方々の親睦の

場の設置などを行ってまいりました。 

これら活動の成果といたしましては、本村の主催、

若しくは他団体の主催する出会いや交流の事業をき

っかけとした成婚が、この１０年間で７組となって

おりますとともに、こうした出会いから、本村へ嫁

がれた方々が組織する「ニューファーム睦会」の会

員も２３名となっているところでございます。 

また、現在、村内においてこうした活動の対象と

なる後継者は、先ほど議員の言葉の中にもございま
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したが１４名ほどとなっており、東宗谷農協などと

連携しながら出会いの場などへの積極的な参加をお

願いしているところでありますが、言うまでもなく

本人にとっても、また親御さんにとっても、その一

生を左右する大きな節目となるものでありますので、

拙速な行動、判断に陥らないよう温かく見守ること

も重要と考えております。 

なお、酪農業に対するイメージといった点におき

ましても、農家経済に対する支援や周辺環境の整備

の促進、さらにはヘルパー組織への支援などを通じ

て、潤いとゆとりのある農村生活を実現しようと努

力しているところでございますので、ご理解をお願

いいたします。 

社会的にも晩婚化が進み、どの年代においても未

婚率が高くなる傾向にあると言われる一方、婚活と

いう言葉が生まれ、これがブームとなるなど、結婚

に対する考え方もさまざまな時代となりましたが、

議員のご指摘のとおり、家族経営を基本とする酪農

業にあっては、人生の苦楽をともにするパートナー

の存在が最も重要と理解しておりますので、今後も

継続して取り組んでまいりたいと存じております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長答弁は、こ

れからも継続して積極的にその必要性を感じている

ところであると。そしてまた、積極的にやっていき

たいというご答弁をいただいたわけでございますが、

先ほどの資料の中で、私５組と申し上げましたけれ

ども村長の方から７組、私の方の資料が誤っており

ました。７組でございますが、１０年で７組、今現

在対象者が１１名の３名、１４名でございますので、

やはりその機会がなかなか、何回そういう機会があ

っても少し縁が遠い方もおられるとは思いますが、

やはり対象者が１４名おられるわけでございますの

で、やっぱりそういう幅広いそういう支援が必要か

なと、早めに必要かなと、そんなふうに考えている

一人でございますので、その辺も踏まえまして今後

その花嫁対策、後継者対策をやはり充実したものに

していただきたいなと、そんなふうに考えたいと思

います。 

次に４番目、海岸浸食についてお伺いをしたいと

思います。 

この猿払村の全海岸と言っていいと思いますが、

もちろん下場はほとんど砂地でございますので、猿

払村の境界、東浦地区との境界からエサヌカ海岸ま

で全部がほとんど砂地でございます。かつては苗太

路地区あるいは知来別側のシネシンコ地区、浜鬼志

別のシネシンコ地区、あるいはちょうど浜鬼志別の

浜猿払寄りのいわゆる牧場の下、あるいはまたその

インディギルカ号の下のあたりが、また下に昔は生

活の道路がありまして、そこに住居も多く点在をし

ていたと。エサンベに続いていたエサンベ地区、あ

るいは猿骨地区、浜猿もやはり今は裏地の方は草地

になっておりますが、前の方のエサヌカ海岸につき

ましても、しばらく前に見たときは相当数浸食が進

んでいると、そういった状況でございまして、かつ

ての栄枯盛衰をなした港ではなくて、最初の頃のホ

タテ漁業の跡地というのはほとんど今見られないと

いった状況でございますし、現実に昨年、一昨年で

すか、いわゆる知来別地区国道を山の方に持ってい

くと。それは原因は何かというと、国道の確保が難

しくなってきたと。それで簡単に、簡単にしたら怒

られますけども、開発の方としては、道の方にその

海岸の侵食の対策については道の方の仕事なんだと。

我々は道の方に何ぼ言っても会議の席にも出てこな

いんだと。それで開発としてはそういう責任がある

ので、道路を上に上げたいと、そういう説明会の中

でもありましたし、しかし、今、浜鬼志別の牧場の

下あたりにつきましては、先日議会の村内視察でも

漁組さんの海水を取水してるところの周辺を見に行

きましたし、上からもまた時々また見る状態でござ

いますが、ほとんど砂浜がなくて、場合によっては

斜面の下までぎりぎりまでとられていると、そうい

うような状況でございます。 

事業的に見ますと、一部いわゆる針金でカーブ看

板と申しますか塊を閉じ込めて、ところどころから

海の方に突出させている事業もありますが、それも

設置をして何年かしてしまうと壊れてしまうか、あ

るいは海の中に沈んでしまうかというのが、今ここ

何年かずっと私たちもそばにいて時々そういう配慮
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をしますが、対策としてなされてはいないのではな

いのかなと、効果が上がっていないのではないのか

なとそんなふうに思っている一人でございます。 

それと、猿払の方のエサヌカ海岸の一部でありま

すけれども、やはりそっちは離岸堤を海の中にいわ

ゆる海面があがっているような形で設置をいたしま

したところ、やはり周辺につきましてはやっぱり侵

食は止まったという報告も我々もまたそういう目で

感じておりますし、また、知来別から知来別港から

稚内寄りにつきましては、私どもも記憶のあるとこ

ろでございますが、かつては侵食が激しくて、陸に

いわゆる防潮堤と申しますか消波堤を作りまして、

そこの本当に底の方までぎりぎりまで波が打ち上が

って、本当に時化が続きますと、ドーンドーンとい

うような響きが伝わって、我々のかつて住んでいた

ところもそうでございますが、そういう波の音が地

響で伝わってきた時代もございますが、その知来別

の稚内寄り側につきましてはここ１０数年ほど前か

らその離岸堤を作りまして、計画的に離岸堤を岩田

さんの前までですか、ところどころ少し間をおいて

やってきたところ、浜がやはりついて、そしてそう

いう時化のときもやはり波が穏やかな状態といいま

すか１回消される、そういうような状態で本当に成

功していると、そういうふうに私どもも感じており

ます。 

これがもう１つは、その効果は浜がついたという

ことだけではなくて、資源的にも非常にコンブの種

が付着をしてコンブの最大の繁殖地になっていると。

コンブが繁殖をするということはやはりそれを餌と

するウニの資源も回復をしてきていると、そういう

ふうにも聞いてきております。 

何か私も先日このお話しをいたしましたら、当時

その離岸堤を造るのに漁民さんの相当な反対があっ

たという、海を公有水面を埋めるということで反対

もあったと聞きますけれども、しかしやはり政策的

にそういうものを造っていただいたと。 

しかし、今となってはそれが最良の方法で、浜が

穏やかになっているというのが現状でございまして、

このことはやはり見逃すべきではないと思いますし、

村長さんもいろんなことでそうだというふうに思っ

ておりますが、なかなかその受けとめていただく管

轄のいわゆる道の方では、やはり今大変な予算の状

況の中でございますので、なかなか大きな予算は付

けられないと。したがって、いわゆる塊をコンクリ

ートで固めてちょこちょこと、ちょこちょことして

も相当な予算なると思いますので、やはり私は思い

切ったそういうその土現さんのやっぱりそういう判

断だけではやはりそれ以上の先には進まないのでは

ないのかなと。 

そこで、やはり村長を初め我々もお手伝いできれ

ばそういう形で国の方でやっぱり大きな力でそうい

うものをやっていただきたいなと、そんなふうに思

っている一人でございますので、その点について村

長も今後どのような形で考えていらっしゃるか、そ

れをひとつお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

海岸浸食は今北海道全土で進んでおり、国も道も

財政難の中で優先順位をつけながら対策を行ってお

るところでございます。 

村といたしましても、陳情の機会があるたびに今

の現状を強く訴えておるところでございます。今後

も引き続き現状を今も議員もおっしゃっておりまし

たが、国と道のみならず、さまざまな関係機関に訴

えてまいりたいなと思っておるところでございます。 

もう少し詳しくお答えいたします。 

猿払村の海岸に限らず、地震や台風、冬季波浪等

の厳しい自然状況にさらされており、津波に高潮、

波浪等による災害や海岸浸食等に対して、人命や財

産を災害から守るとともに、国土の保全を図るため

に今海岸整備が進められております。 

当村の海岸線全延長は３万６，５９３メートルで、

稚内市境界から浜猿払漁港までは国土交通省所管と

なっており、延長は２万３，１２２メートルであり

ます。また浜猿払漁港から、浜頓別町境界までが農

林水産省所管で延長は１万３，４７１メートルと管

理区域が２分割されております。 

知来別地区の漁港より稚内側の住宅地域において

は、沖出し潜堤を設置し、海岸に砂が付いてきてお
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ります。 

浜猿払漁港から浜頓別町境界までにつきましては、

道営海岸保全施設整備事業において、平成元年より

侵食が著しい箇所から海岸保全整備を進めており、

平成１８年度から平成２０年度にかけて沖出し潜堤

を実施しております。今後の方針につきましては、

潜堤部の工事を一時見合わせて、状況確認調査を行

うこととなっております。 

また、侵食や洗掘による被害が懸念される箇所に

ついては、対策を講じていくこととなっております。 

稚内市境界から浜猿払漁港までにつきましては海

岸浸食が著しく、国道２３８号線においては、浜猿

地区防災事業で山側に路線の切替を予定中でありま

す。 

海岸管理者の稚内建設管理部とも協議を実施いた

しましたが、北海道予算の関係上、住宅地域等にお

いて危険度が高い箇所については対策を講じるが、

守る対象が道路、鉄道、空港等はその管理者が行う

こととなります。沖出し潜堤は高額でありますので、

費用対効果や漁業への影響を考慮し、消波ブロック

等の護岸工での対応で実施する協議をしております

が、今後においても引き続き海岸保全施設の整備促

進を関係機関に強く要望してまいります。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の答弁にはあり

ましたけれども、大変大きな予算が使われるという

こともありますし、どこの財政も非常に詰まった状

態だといったことで、なかなか対策として難しいと

私もそういうふうに思っております。 

先ほど知来別の稚内寄りの海岸のことも申し上げ

ましたが、この管内では富磯の海岸ですね。富磯の

海岸には随分長い消波ブロックというか、距離的に

はかなり知来別よりも相当長いものだと思いますが、

そこもやはりその離岸堤と申しますかそれを造りま

して、やはり海岸が砂が付いて、伸びて、そしてあ

そこはコンブの産地でございますので、コンブ干し

場も確保されて、それぞれまた国土の保全もなされ

て、また生活の場あるいは産業の場としても有効に

なっていると。また詳しくは聞いておりませんが、

当然コンブ等生産地でございますので、コンブ等の

種も付着をしたり、あるいはまたその沿岸漁業の花

でありますウニ漁などもそういう資源がたくさん回

復されているものではないのかなと、そんなふうに

思ってあそこを通っている一人でございます。 

なかなか人の住んでいない地域は難しいと、そう

いう答弁の一言もありましたが、やはり浜鬼志別の

港から浜猿払側あるいはまた浜猿払側でも人が人家

がすぐそばにある状態でございますし、冬季の間に

は、やはり大時化になりますとほとんど屋根から何

からもう本当に潮がかぶってくるというのが住んで

いる人方の、我々も通りすがりで見てもそういう状

況でございます。まかり間違ってどこか１箇所でも

破損すると道路まで取られるのではないのかと、そ

んなふうにもう本当に幅が近く、凪ているというと

きはさほど感じないのかもしれませんけど、一度大

きく荒れますとそういう危険というのは切実な問題

でございます。 

それで、やはり今そこも先日その組合の海水の取

水施設をそしたら、組合さんの方も自前でいろんな

形でブロックを見つけてこられて、それらもやっぱ

り補整をなされて、やはり今の生産、いわゆるその

貝の課程につきましては、海水の取水というのはも

う一番効果的だというふうにも聞いておりますし、

それをいろんな形で保全を最重点事項としてされて

いるというふうに聞いております。 

さらに、やはり観光としてさるふつ公園、いわゆ

るインディギルカ号の下も、私たちが記憶をしてい

る最大の砂場というのはかなりありまして、商工会

青年部等で家族レクリエーションをやろうといった

ときにたくさんの砂場があって、子どもたちも遊ば

せて私たちも遊びながら、また岩場もありますので、

少し泳いで楽しませていただいたという記憶があり

ますが、今現在はあそこはコンクリートブロック、

コンクリートの壁の塊ですね。ほとんど砂浜がない

と。しかし、そのコンクリートのブロックも機能し

ているうちはいいのですが、やはり波の力というの

は相当大きなものですから、それがどこかやっぱり

破損してしまうと公園自体もそうことで亀裂が入っ

てしまったりと、また、生活圏の方もそういうこと
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でございますので、今成功している事例として、そ

の離岸堤を設けるということをやはりそこの場所に

は今行っている塊をコンクリートで固めて、コンク

リートで縦に出すよりも、やはり予算はたくさんか

かるかもしれませんが、その辺を政治的な場に持っ

ていけというのは大変これ難しいことかもしれませ

んけど、そのような１つ周りに住んでいる住民また

いろんな観点から申しますとそういうことが必要で

はないのかなと、そういうふうに思いますので、も

う一度そこのところを村長も先ほども強い答弁をい

ただきましたけれども、そういう政治的なそういう

ことも視野に入れてやっていただきたいと、そうい

うふうに思いますので、もう一度村長の考え方を伺

っておきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほどもお答えいたし

ましたけども、私も今の質問を聞いて思い出してお

りましたけれども、たしかにあの公園の下の部分は、

私も幼いころ海水浴場でございました。私もよく鬼

志別からあそこへ行って、夏場の暖かい日はよく楽

しんでいた記憶がございます。 

私も去年ですか昨年度はごみ拾いを行いました。

浜鬼志別から公園までですね。あまりの変わりよう

に、正直言ってびっくりしました。こんなに侵食さ

れているのかと。本当に驚いたところでございます。 

先ほどと同じ答弁になりますけれども、あらゆる

機会、あらゆる関係機関を通しまして、その浸食の

対策を切に切に訴えてまいりたいと思っております

ので、ご理解をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長も海岸の清掃と

いう形で参加をされたということで、改めて認識を

なされたということでございます。今後もまたあら

ゆる立場で陳情をしていくとそういう言葉がござい

ましたので、海岸の浸食についてはまた私どももま

た機会がありながら、またいろんな形で私たちので

きることでそういう提案をさせていただきたいなと、

そんなふうに考えております。 

次、５番目のシカ対策でございますが、前段で同

僚山森議員がたくさん的確な質問をされましたので、

私が考えていたこともほとんど同じことなので申し

ませんが、シカも本当に毎日見ない日がないくらい

ほとんど毎日見ているというような状況でございま

す。そして人家の側に現れて、家庭菜園なども荒ら

されているという状況でございます。 

ただ、当村はその酪農地帯ということで草地、畑

はありませんので、畑の被害であれば１つの畑がま

いってしまうと大体生産物いくらいくらという形で

積算できるかもしれませんけれども、草地でまた食

べたあとまた生えてきたりしますので、どの程度の

食害になっているかというのは私自身もなかなか推

察をすることができない。行政とかプロの方々がそ

ういう形で算定するのはまたどの程度になるのかわ

かりませんけれども、しかしいずれにいたしまして

も今の食害、草の食害もありますし、それから交通

事故もありますし、先ほどもその死亡事故にも至っ

た例もあるということの中で、やっぱり管内的な連

携も必要だと思いますが、やはり村独自で、先ほど

猟友会のメンバーも相当数少なくなっているのと高

齢化等、それぞれまた猟友会の方々も仕事をお持ち

の方でございますので、その辺の底辺の底上げとい

いますかね、いろんな対策を講じるにしてもやはり

そういう猟友会のメンバーにどう増やしていただけ

ればいいのか、あるいはまた先ほど私農業のことで

申しましたけれども、そういう草の時期とかそうい

う先ほどあれですけど、期限があるところに従事し

ている人等にやっぱりそういう資格を取っていただ

く、あるいはまた草の真っ最中の時期にシカ撃ちを

やれとは言いませんけども、ある程度ひと段落した

時点からやっぱりそういう人方にもやっぱり入って

いただく、協力者になっていただくというのは方策

が講じられるないのか。そういうことによって、や

っぱり農家は自らやはりなかなかそのシカの駆除と

いうことに当たるということになると大変なまたあ

れにもなりますし、そういう最盛期の草の時期を少

し過ぎてそういう人方が手の空くときにそういうふ

うになれば、１つは猟友会の方々と違いまして終日

そういう仕事を、ですから少しセミプロになるのか

もしれませんけれども、そこについてはやっぱり予

算の面ですとかあるいはまたその人的な確保という
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面で、そういう方面の方とまた銃を先ほども質問の

答弁に出ていましたけれども、やっぱり銃の許可を

取得するということにはそれなりのやっぱり研修も

積みませんとなりませんですから、そういう総体的

なやっぱり対策というものが各市町村と話し合う上

でも、それはやっぱり基本的なレベルで村としてや

っぱりどうして考えていくのかということが大事な

ことではないかなと思いますのでその点、１点だけ

ご答弁いただければなと、そういうふうに思いまし

て、質問を終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほどとも同じような

答弁になろうかと思いますけど、ハンターの件に関

しましても先ほどこの数年で全道でも何千人も減っ

ているという状況でございまして、ある人が言って

おりましたけれども、ハンターこそが絶滅危惧者だ

と、そのような言い方もされている方がいらっしゃ

るぐらいハンターの減少が著しいところでございま

す。 

先ほども言いましたけれども、さまざまな規制が

ございまして、なかなかこのハンターの規制緩和と

いうのは難しいというのが現状でございます。その

中でも何とか育成する方法を検討してまいりたいな

と思っております。 

そしてまた我々先ほど申し上げましたが、首長レ

ベルでも協議会を開催しております。年に１回総会、

臨時総会も何度かされておりますけれども、その中

でもやっぱり一番議論になるのは、財源ということ

でございます。施設をつくるにしても何をやるにし

ても財源が必要だということになります。それこそ

本当にこの対策をするということはもう億単位のお

金が必要なわけでございますので、やはり一番大事

なのは世論ですね。世論をつけるということでござ

います。シカ対策に対してどうしてもしなければい

けないというそういうものを何か皆さんで形成して

それからでないと、なかなか前へ進まないというの

を感じておるところでございます。 

先ほども議員もおっしゃっておりましたけれども、

特にこの道北地方におきましては、最近になってシ

カの数が急に増えてきたということもございまして、

被害総額ですね、草地という兼ね合いもございまし

て被害総額がなかなか正確に把握できないというの

が１つの世論を作る上でのネックとなっているとこ

ろでございます。それらのことをただいま管内にお

きましては南宗谷４町村の課長レベルで今検討して

おりますし、宗谷総合振興局の方も今そのような検

討しておりますし、また本日の新聞によりますと留

萌の方の振興局では、エゾシカチームができたとか

と、さまざまな形で今取り組んでいるところでござ

いますので、何とかシカ対策解決に向かって市町村

とみんなが一丸となって今取り組んでいるところで

ございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長から答弁をいた

だきましたので、これで質問を終わります。 


