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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項目５点ほどについて質問させていただ

きたいと思います。 

過去４年ほど前からこの場において私がいろいろ

過去にあった村営バス、天北線の宗谷バス、またス

クールバスの問題等、さまざまな形で質問をしてい

きました。 

その結果というよりは、宗谷バスが天北線が山回

りから宗谷岬経由に１０月１日から変更になり、そ

れに伴いまして、村営バスの廃止、デマンド交通・

福祉輸送事業が始まるということになりました。 

過去においても、この場でいろいろな意見・議論

があり、まだ私の認識としてもこれで完成をしたと、

これが猿払村での公共交通の在り方という形にはな

っていないと思いますので、この場で２か月ほどし

か経ってない事業ではありますが、質問させていた

だきたいと思います。 

冒頭にも話しましたが、１０月１日より宗谷バス

の路線が天北線から天北宗谷岬線に変更になりまし

た。 

それに伴い、村営バスが廃止になり、猿払村福祉

輸送事業と猿払村デマンド自動車運行事業が始まっ

て、まだ２か月ほどの運行期間ではありますが、両

事業の運行実績を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）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

議員も冒頭に述べておりましたが、私も今この２

つの事業がこれで完全なある姿だとは思っておりま

せん。今後改善の余地があると思っております。そ

れを踏まえてまずお答え申し上げます。 

まず、宗谷バスの山回りから海回りへの路線変更

に伴い、交通空白地域を解消するために１０月１日

から運行を開始しましたデマンド自動車運行事業で

すが、１０月は稼働日数が２７日、利用者数が４５

９名、１１月は稼働日数は２８日、利用者が４６２

名あり、２か月通算で稼働率が９０．２％、１日平

均の利用者数は１６．７人という実績となっており

ます。 

利用者の７割以上は高校生で、シルバーカード利

用者が２割、残りの１割が一般利用者となっており

ます。 

次に、福祉輸送事業については、１０月は稼働日

数が２６日、利用者が９９名、１１月では稼働日数

は２３日、利用者が１５１名あり、２か月通算で稼

働率が９６．１％、１日平均の利用者数は４．９人

という実績になっております。 

運行範囲では浅茅野台地から鬼志別、鬼志別の住

民が病院までの利用や浜鬼志別からさるふつ公園内

の憩いの湯まで利用されているというケースもあり

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）：本議会中に、私た

ち議員の机上にも利用実績の表が上がっておりまし

た。非常に高い利用率で、私も福祉輸送事業の利用

者からは好評だということも聞いてある反面、若干

料金の問題と、あと日数の問題等での話も聞いてお

ります。 

ちょっと２点目の質問にも絡むのですから、２点

目の質問と一緒にちょっと質問したいと思います。 

今議会でもこの後の議案の中に猿払村福祉輸送事

業条例の一部を改正する議案が載っております。 

中身は後の議案の中で話しをするとして、地域間

の拡大ということで解釈しておりますが、福祉輸送

事業について、この最初に配られた福祉タクシーの

運行が始まりますと村民に配られた広告というか周

知の中でも、７０歳以上の高齢者、金額が５００円、

運行日が月曜日から土曜日まで、日・祝日を除く、

１年を通しては１２月の２９日から１月３日までの

運休という形。あと受付時間が８時１５分から５時

１５分、運行時間が午前８時３０分から午後５時３

０分という形で村民に対しての周知のレジュメが回

っておりました。 

そこで２番目の質問ですが、福祉輸送事業の利用

対象者が今言ったとおり７０歳以上、運行日が日曜

日と祝日が運休、運行範囲が今の段階で村内限定、

利用料に関しては５００円という条例の中身でした。

まだ２か月と運行日数が少ないため、問題点、懸念

される点、村民からの良かった点、悪かった点等の
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掌握がまだまだ難しいとは思いますが、このたび、

２か月半が経って、さっそく条例改正の案が上がっ

てきました。このくらい早急に上がってくるという

ことはいいという反面もありながら、まだまだ改正

点がこのほかにもあるのかなという考えがあります。 

多少私の意見を質問の中に入れさせていただくと、

ぱっと見た瞬間、このレジュメを見た瞬間に、福祉

輸送事業が誤解を招く言い方かもしれませんがお役

所的な受付時間、お役所的な運行時間。 

やはり輸送事業と考えると、私たちは福祉タクシ

ーという名目も付いていますので、タクシーのイメ

ージがございますから、基本的には民間であれば２

４時間３６５日動くというのがタクシーという感覚。

そこまで猿払村が求めているものでもありませんし、

それがいいとも私は考えません。その辺を踏まえな

がら、来年度２４年４月からの改善点、今までの問

題点等がありましたらご答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

福祉輸送事業条例の新規制定の際にもさまざまな

ご意見をいただいたところでありますが、事業開始

前の８月から９月にかけて村内各地で開催した説明

会やご利用いただいた方からのご意見、さらに、１

１月に実施したまちづくり懇談会等でのご意見の中

には利用対象者の拡大や運行日、運行範囲、それか

ら１日１人５００円という使用料金について多くの

ご意見やご要望がございました。 

それを踏まえまして、本議会においてまずは運行

範囲を村内限定から稚内市曲渕・沼川地区まで拡大

することをご提案申し上げているところでございま

す。 

また、利用対象者の拡大と使用料金の改定につい

ては、猿払村地域公共交通活性化協議会での決議が

必要であり、さらに使用料金にあっては行財政改革

推進委員会に諮問し、答申を受ける等の手続を必要

としますので、手順を踏まえた上でできるだけ早い

時期に利用しやすい環境を整えてまいりたいと考え

ております。 

具体的には、利用対象者年齢を下げる方策や利用

料金の値下げ、あるいは１人５００円から乗り合わ

せの際に１台１回の料金設定するなど現在事務レベ

ルで検討を進めているところでございます。 

先ほどの議員の受付時間に関するお役所的なとこ

ろも検討してまいりたいと思っております。 

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）：村長から、さまざ

まな委員会があって、その手順を踏まえながら今後

検討し、改正をしていきたいというふうに私は認識

いたしました。 

そこで先ほどデマンド自動車運行実績の方で、高

い利用率で７割が高校生、２割がシルバーカード、

１割が一般乗車ということでみますと、デマンド交

通の利用実績を表のところを見ると、基本的には午

前中の３便が一番稼働日数・稼働人数とも多い、午

前中の稼働時間・稼働人数が少ないところは４便の

次の８時台の便、午後からになって稼働日数・人数

等が多いのが７便、５時の台のデマンド交通の時間、

次が少ないのが６時の時間となっております。 

その辺も踏まえながら、デマンド交通の時間帯だ

とか運行計画等もこれから改正されると思いますが、

村長の答弁の中で利用者の年齢の話が出たものです

から、早期に年齢の件は私も気になっていまして、

基本的にこの広い猿払村、５９０キロ平方メートル

の面積を保有し、集落が各地域に点在していること

を考え、また高齢者の方々が車を利用しなければな

かなか生活が交通弱者になるということも考えなが

ら、なかなか高齢者になっても、免許を返さないで

自分たちで運転して生活の利便性を考えるときに、

やはり７０歳以上というのは非常に使いにくさ、ま

た生活のしにくさというか、交通を使うためには難

しいのかなと。 

特にこの冬道の運転になると、夏の期間は運転し

て歩くけども冬だけは車を運転しないという高齢者

の方も多分多くはいると思います。 

７０歳以上の高齢者の方々でなければこの福祉タ

クシーを利用できない、７０歳以上の利用者の方々

の声を聞くと、非常に便利で自分の好きなときに温
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泉に行けたり、各地域の友だちのところに行けると

いう話も聞くものですから、この年齢の基準を早急

に下げる考えはないのかあるのか、先ほどの答弁で

さまざまな手続きが必要だということを聞きました

が、村長のもう一度の答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質

問にお答えさせていただきます。 

村長も答弁にもございましたように、対象年齢を

引き下げる部分についてもただいま２か月の利用実

績と、それからいろんな方々からのご意見をいただ

いた中で事務レベルで今検討を進めているところで

ございます。 

時期的にはちょっとぎりぎり、もしくは難しくな

るかもしれませんが、今年度中には結論を出して、

各種手続を踏まえた中で、最終的には地域公共交通

活性化協議会の中の会議での決議をいただいた中で、

また条例改正という手続を踏んでまいるという、今

の現状としてはそういう準備で進めているというと

ころでございます。 

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）：すいません。それ

を踏まえて１回目で質問すればよかったのですけど、

年齢の件はお聞きしました。 

それでやはり大きくなるのが年齢の件、料金の件、

時間の件と考えます。 

あと残り２つの点について、もしここでお答えが

あるのであれば課長の方からお答えをいただければ

と思います。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：あと残りの分に

ついてもということでございますので、もちろん使

用料金についても１回当たり５００円が妥当かとい

う部分でも、ご利用いただいている方は高いという

正直なご意見もございますし、村長の答弁の中にも

ありましたとおり、１人５００円ではなくて、乗り

合わせの場合は１台５００円という方法もとれるか

なと、その分も含めてただいま検討中です。 

料金につきましても年齢と同様、協議会の決議が

必要な案件ということでございますので、あわせて

今検討している最中です。 

それと、本議会でこのあと条例改正でも出てまい

る案件について、運行範囲、村内限定ということで

したけれども、やはり交通空白区域小石から曲渕間

が公共交通機関が運行しない区域がやっぱり生じて

おりますので、そういった関係で小石の方が例えば

曲渕や沼川地区に用事があった場合に海回りで遙か

に遠回りしてご利用いただかなければならない、費

用的にも時間的な負担も生じるということで、本議

会で提案しているのは沼川・曲渕地区に限っては福

祉タクシーの利用を可とするというような改正内容

で今回は上程を申し上げているところでございます。 

あと運行日につきましても、基本的に現在はデマ

ンド自動車と福祉輸送事業同一業者での運行で、事

務所も同じ事務所を有しておりますので、この辺は

新年度に向けて利用時間帯も含めて同様に業者とも

相談しながら今検討を進めている最中でございます。 

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）：もう１点だけ、運

行日についてお聞きしたいと思います。 

実際さまざまな意見が役場の方に届いているかと

思いますが、その声の中で福祉輸送事業が日曜・祝

日が運休日となっていると。その点についての問題、

悪い言葉でクレームというか日曜日にも利用したい

んだという意見は今まであったのかなかったのか。 

また、あったとしたらどういう利用目的だったり、

どういうことに利用したいんだということがわかれ

ば、その範囲でお教えいただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：今日現在までで

日曜・祝日の運休に対して、何とかこの日に利用で

きないかという強いクレームということは正直言っ

てありませんでした。 

ただ事業が始まってすぐに何件かそういうケース

がありまして、そのときはやっぱり日にちを前の日

に、土曜日にずらしていただいたとかそういうケー

スはあります。 
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ただ、先ほどでもちょっと答弁をさせていただき

ましたけれども、デマンド自動車は基本は毎日運行

しておりますので、同じ業者ということで福祉輸送

の方も契約をさせていただいておりますから、特別

日曜・祝日を必ず休みにしなければいけないという

内容でも特にありませんので、この辺はまた改めて

業者とも協議のうえ利用範囲が拡大できるかどうか、

利用の運行日を拡大できるかどうか検討してまいり

たいと考えております。 

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）：理解いたしました。 

それで課長の説明で１０月でも基本的には福祉輸

送事業の車を動かせる体制ではあるということであ

れば、基本的にはデマンドにしても福祉移送事業に

しても予約運行がメインとなれば、いつ誰がどの時

間に使うかということは事前に把握できるというふ

うになれば、日曜日にしても丸１日、朝の８時その

運行時間の８時１５分から５時まで詰めてなくても

いいというふうに考えれば、その辺のところは柔軟

な対応で、行政と委託会社と使用者の方々のところ

で、日曜日の運行もそんなに懸念されることなくで

きるのかなと。毎度毎度日曜日がそんなに多いとは

考えられませんので、そのことも含めて来年度に向

けて改正案をお考えいただければと思います。 

３番目の質問に移ります。 

皆さんご承知のとおり、デマンド自動車は小石・

鬼志別間の予約バス、福祉輸送事業に関しては村内、

今のところ全村に限っての予約制のタクシーという

ことから、苗畑、小石地区においては重複する交通

区間と考えられます。 

この２か月間のデマント交通の利用者の実態、ま

た福祉輸送事業の苗畑・小石地区での利用者の実態

等は行政の方でおさえていると思います。この動向、

利用目的等を調査検討の上、この重複している区間

の、より一層効率的な公共交通のあり方、またそれ

についての改善の考えを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）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

重複しているということではございませんが、こ

の点に関しましても小石地区の懇談会においてもさ

まざまな意見をいただいたところでございます。 

２か月間の利用状況を分析いたしますと、宗谷バ

スへの乗り継ぎや病院等を受診した後など、どうし

ても時間の空くケースがあり、福祉輸送事業を使用

するケースが生じているのも事実であります。 

デマンドバスの運行時時刻は、どちらかといえば

高校通学生が利用する便の乗り継ぎに重点を置いた

ダイヤとなっており、時間の空くケースが生まれて

おります。 

運行開始から２か月が経過し、乗り継ぎの不都合

を訴える利用者も多いことから、運行ダイヤについ

ても検討し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）：先ほどのデマンド

交通の利用実績の方でも、特に多い人数のところが

突出して少ないところもということもありましたの

で、今の村長答弁でやっぱりデマンド交通の方に関

してもより効率な動きをするためには、便数・時間

等の変更も考えていただきたいと思います。 

またこの公共交通のあり方にあっては、平成２０

年度の秋ぐらい、１０月ぐらいからだと記憶してい

るんですが、旧山回りの天北線利用者のヒアリング

調査や住民のアンケート、また公共交通の空白地帯、

芦野高台であったりとか狩別地区であったりだとか

で地域懇談会でやって、各住民の要望を聞いたり、

それから次の年には、乗合タクシーの実証実験をと

さまざまな形でこの３年間行われたというふうに記

憶していますが、この事業が今年の１０月１日から

始まりましたので、村長当初のお答えにもあったと

おり、これが完成形ではないという認識の上、より

利用者が使いやすい形での事業の推進を希望して、

次の質問に移りたいと思います。 

ふるさと寄附金について。 

丸３年前、平成２０年１０月から全国の自治体で

ふるさとの寄附金条例が施行され、この３年間で猿

払村にもさまざまな形で寄附金を受納したと思いま

す。 
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本議会の冒頭にも村長の行政報告がありましたと

おり、１件ふるさと寄附金として受納しております。 

各年度ごとのふるさと寄附金の件数及び金額をこ

の３か年でわかっている範囲、公表できる範囲でよ

ろしいので、その金額をお教え願いたいと思います。 

また、その寄附金に対する村長の考えをお聞きし

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

まず、平成２０年１０月の条例施行から平成２３

年１１月末まで受納いたしましたふるさと寄附金の

状況については、平成２０年度が３件、合計で１２

０万円、平成２１年度も３件、合計９０万円、平成

２２年度は１１件で５５５万円、平成２３年度は１

４件で６１９万円、合計で３１件１，３８４万円で

あります。 

また、ふるさと寄附は、寄附された方の申し出に

基づき６つの区分を設けており、区分別の受領状況

については、まず１号として地域文化の伝承及び育

成のため、これが今までは実績としてはございませ

ん。２号として特産品の育成及び地域産業の振興の

ため、これが２０万円。３号として自然環境並び地

域景観の保全のため、これが２万円。４号として高

齢者の生活を支援する地域づくりのため、これが２

３２万円。５号として、青少年の健全育成並び少子

化対策教育環境整備のため、これが１２万円。最後

に６号としてその他村づくり全般のため、これが１，

１１８万円となっております。 

１件当たりの金額につきましては、１万円から最

大で２５０万円となっており、寄附をいただいた際

には直後の議会の行政報告において寄附者を紹介し

ておりますので、詳細については割愛をさせていた

だきます。 

いずれの方々につきましても、村の役に立ててい

ただきたいとの思いから寄せられた寄附であり、非

常にありがたく貴重なものであると考えております。 

最近の特徴といたしましては、本州の方からファ

ックスによりふるさと寄附を行いたいとの申し出が

６件あり、納付書を送付させていただき、寄附金を

受領させていただいております。 

今年３月に村の公式ホームページにおいてふるさ

と寄附を募集する記事をリニューアルした効果があ

らわれたものと考えております。 

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）：基本的に１，３０

０万円ものお金がこの３年間の間に猿払村に熱い思

いを持っている方々から寄附をされた、また村長の

答弁にあったとおり、私もこの質問に当たって寄附

金条例を作ったときに１番から６番までの事業項目

に対して寄附をお願いしたいと。１番から地域文化、

特産品、自然環境、高齢者、青少年、さまざまな事

業に、一番多いのがやっぱりその他の目的達成のた

めふるさと猿払村づくり全般に関する事業に使って

くださいと。 

条例の中、施行規則の中を見させていただきまし

た。今までの金額も最低金額というか一番下限値で

１万円、上限で２５０万円。細かいことを言うつも

りはないんですが、２つほどちょっと条例の中で気

になる点もございました。 

村長の考えをちょっとこの辺で聞きたいと思いま

すが、まず手元に資料があるかどうかちょっとわか

らないですけど、施行規則の方で第５条で寄附金は

原則として５，０００円以上とすると。基本的には

この５，０００円以上、私の考えとしては村に思い

があれば１，０００円でも２，０００円でも寄附し

たい人がいれば受け入れするのが寄附金の目的では

ないのかなと。寄附金に対して何千円以上でなけれ

ばだめだという思いがあるのかなというところに疑

問を抱いたものですから、その辺のことに関して村

長の考え、またこれも細かいことかもしれませんが、

寄附金条例の第１１条の方に毎年この条例の運用状

況について議会に報告するとともに公表するという

ことがあります。その２点について今までちょっと

この議会の中で、この運用状況について報告という

記憶がないものですから、この２点についてお答え

をいただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答
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えいたします。 

まず２つ目の質問、最後の方の質問、運用状況の

報告がなかったということでございますが、報告が

あった場合は行政報告で報告しておりますし、今ま

ではたまたま使用されたことがなかったものですか

ら、そういうことで、そういう報告はございません

でした。 

そして５，０００円以上としているのは、これは

寄附した人のメリットといたしまして税額控除とい

うのがあるのですけれども、それが適用にならない

からということで、こうしている次第でございます。

そういうことも踏まえて、もし必要があればまた検

討したいなと思っ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）：下限値を決めてい

るのは税額控除の優遇措置が働かないからというこ

とですけれども、基本的に寄附した人方の中に何人

もその住民税の優遇措置を目的として、猿払村のた

めにお金を使ってくださいというふうに出している

方はなかなか少ないのではないかなと。国の方の税

金の方の優遇措置なので、ここでどうのこうのって

ことはないですが、基本的にはこの５，０００円以

上とするという文言は、自分としては無くてもいい

んじゃないかなと。５，０００円以上した人は住民

税の優遇措置が受けられて、３，０００円、４，０

００円の方は受けられなくても、それはそれで構わ

ないというような考え方もないのかなと思います。 

それで運用状況がなかったということで報告がな

いのですが、今トータルで１，０００万円以上のお

金がこの猿払村にふるさと寄附金として村の財産の

中にあります。 

村長として、これの運用の仕方をそろそろ考えな

ければならない時期に来ているかと思います。 

村の方々はただ村のお金として貯めておくために

寄附しているとは考えにくいので、さまざまなこの

１から６点までの事業を推進するためにお金を集め

ますよと、この条例の中で謳っているものですから、

これからの今決まっていないと思いますが、運用状

況についてのお考えを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）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

その前に先ほどの下限値の話ですけれども、私も

議員の趣旨と同感でございます。これは早期に検討

したいなと思っております。 

それと今の質問にお答えいたします。 

寄附をいただいた方々に対しては、金額に応じて

村の特産品をプレゼントしており、プレゼントした

後にはお礼の手紙が届くなど、好評を得ております。

今後も寄附をいただいた方々がさらに増えてくれる

ように他の自治体の例も参考としながら方策につい

て考えてまいります。 

これまで受領したふるさと寄附金につきましては、

すべてふるさと基金として全額基金に積み立ててお

ります。まだ基金をとりくずして運用を行っており

ませんが、基金の総額が議員もおっしゃったとおり

１，０００万円も超えましたので、新年度において

ふるさと寄附の目的の事業への充当や、目的に沿っ

た事業の実施を行ってまいりたいと考えております。 

ふるさと寄附を扱う総務部局と財政部局と十分連

携をとり、運用する場合のルールも明確にした中で、

寄附をいただいた方々の意向を十分反映できるよう

に有効にふるさと寄附金を活用してまいりたいと思

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：運用状況について

の考えは理解いたしました。 

それで若干２番目の質問にも入っているかなと思

いますが、村長の方で寄附していただいた方には村

の特産品をお送りしたり礼状をその後いただいたり

という、村と寄附者との交流もあるということをお

聞きしましたが、他の自治体、道内でもいろんな自

治体がふるさと寄附金を使ってまちおこしをしてい

ますが、ふるさと納税としてただ寄附を受けるので

はなく、それを起爆剤としたり、知の地域、村を思

ってくれている方々の交流事業にしたいとするよう

なさまざまな取り組みが行われております。 

この場で前回も、前々回ぐらい、昨年か紹介した

とおり、東川町では寄附してくれた方々を東川町の
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株主として登録して、町民またその株主を町の方に

招待して、食事や村のイベントに参加していただい

ているとか、他の町では賛助町民というか町民では

ないが村・町のことを思ってくれる住民として仮の

住民票みたいのをその方々に送っているというよう

な、さまざまな取り組みが行われております。 

今村長の方から、特産品は送っていて、その礼状

もいただいてると。寄附者の方々への対応取り組み

ついては、私も行えているのかなと認識はあります

が、やはりその取り組みも寄附したときの１回でそ

の交流が終わるのではなくて、その交流、寄附者と

のつながりが大事だと考えます。その交流をつなげ

ていくための施策や対応の取り組みについて村長の

お考えがあれば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）：ただいまの質問にお答

えします。 

今日たまたま新聞を見ておりましたら、稚内会で

すか、稚内出身者でない稚内会が形成されていると

いう記事が載っておりました。それこそ新橋にある

んですけど、稚内亭という居酒屋がございまして、

私も何度か利用したことがございますけど、そこに

来るお客さん方がその交流の場として使って、その

稚内亭という居酒屋はなくなったんですけども、そ

ういう稚内会が残っていると。そのメンバーのうち

の殆どは稚内に来たことがないという。しかし、こ

れから正規の稚内会と交流をしていきたいんだと、

そのような記事が載っておりました。 

私としても、本当にせっかくの気持ちでこういう

寄附をいただくわけでございますので、具体的に今

どのような交流をするかというのは急に聞かれて思

いあたっておりませんけれども、何がしかの交流す

る方法はぜひ検討してまいりたいなと思っておりま

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）：稚内会のように稚

内に縁のない人方も稚内が好きでと、そういう会も

あると。これからそういう交流、人口的なものがこ

ういう過疎地には必要なのかなと考えます。 

それで村長先ほどの答弁で、平成２３年度１４件

で６００万円ほどの寄附があったと。ホームページ

のリニューアルの効果があったのではないかなとい

う答弁を受けました。 

それで、ふるさと寄附金、ふるさと納税の応援サ

イトという形でインターネットの中にフタックスと

いうサイトがあります。ご存知はないかと思うんで

すが、全国のさまざまなふるさと納税を全国自治体

すべてやっているんですけど、そこのインターネッ

ト上でさまざまな形で応援をするというフタックス

というサイトがあります。その中でも道内でも８つ

ほどの自治体が登録して、登録するのにお金が掛か

るのか掛からないのかとはちょっと詳細なことはわ

からないですが、基本的に村長の答弁にあったとお

りホームページ上での寄附金だとか効果というのは

大きいと考えます。 

また、運用状況とかも定まっていない中、やはり

寄附者の思いとしても自分のお金が使われて、また

さらに、こういうふうに使われたんだと、であれば

また次の機会もまた寄附という考えも思い浮かぶか

と思いますので、ぜひ早急にその皆様からお預かり

している大事なお金を運用していただいて、村民、

また村外の方々にも有効に使っていただけるような

形で、ただ村の中に置いていくのではなく、さまざ

まな形で子どものため、環境のため、お年寄りのた

めと使っていって、はじめてこの寄附金が有効に使

えるのではないかと考えるところなので、２４年度

に向けてこの寄附金を使っていただけるような事業

がなされるものと希望をお話しして、私の質問を終

わります。 


