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○議長（山須田清一君）：次に８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、２項目４点ほどについて質問させていただ

きます。 

まず初めに、各施設の使用状況、使用料金につい

てということで、質問をさせていただきたいと思い

ます。各施設の使用料金について、平成１９年１２

月、この場において条例が上程され、同僚議員、ま

た理事者のほうから様々な意見が出され、賛成意見、

反対意見のある中、採決が行われ、  ２名の反対

の議員が起立し、賛成多数で、その条例が可決され

たのを、鮮明に覚えております。 

あれから４年ほどが過ぎました。個々の小さい施

設での見直し等は、条例改正において、あったこと

を記憶しておりますが、あの条例制定以来、村全体

の施設を通しての見直しや、各検討というのは、一

度も行われていないと私は思っております。そこで、

平成２３年度の各施設の使用状況、使用料金の実績

について、お伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。平成２３年度の使用実績は、スポーツセ

ンター、農村環境改善センター、老人憩いの家、３

施設を合わせまして、利用者数１万４７５９人、料

金収入３３万４００円。村営スキー場、２万  ５

０８７人、料金収入３９万３５００円。村営  プ

ール、２，０８８人、料金収入１万７６００円。村

営球場、１２１件、収入１０万３２００円。公園パ

ークゴルフ場、１，１４２人、収入６９万  ３０

００円。キャンプ場、５４６人、収入２１万１４０

０円。バンガロー、１７５件、８７万   ５００

０円。牛乳と肉の館での体験実習、全体で８３回で、

１，３１０人、収入４７万４０００円。保健福祉総

合センター、１６５人、収入４万   ２２００円

となっております。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）：各施設についてお

伺いしました。もう１点だけ。通告書にはありませ

んが、平成２３年度、１回も使用されなかった村の

村有施設は、ありますでしょうか。平成１９年度以

前には、様々な形で無料の施設もありましたから、

様々な形で使われたと思いますが、有料になってか

ら１回も使われなかった施設というのが、あるかな

いか。平成２３年度だけで良いです。お教え願えれ

ばと思います。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：お答えさ

せていただきたいと思います。平成２３年度実績と

いたしまして、使用の実態のなかった施設といたし

ましては、学校開放事業で使われています鬼志別小

学校、知来別小学校、浜鬼志別小学校、芦野小学校、

浜猿払小学校、拓心中学校については、利用なしと

なっています。ただし、元々、無料団体、ＰＴＡ活

動ですとか、というものについては料金徴収しない

形になっておりますので、今回調べました料金徴収

を対象としている方々の分で押さえておりますから、

それらの活動はあっただろうというふうに思ってい

ます。 

それと、もう１点。山村広場については、利用料

金が徴収される形での利用がなかったというふうに

押さえております。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）：理解しました。そ

れで、有料になったから使われにくくなった施設、

多少あるでしょうけど、それほど極端ではないと、

私も感じてはおります。 

そこで、有料化から約４年間、４年６か月が過ぎ

ております。２番目の質問ですが、平成２０年４月、

これらの条例が施行されました。施設使用料が無料

のときと、この４年６か月間の有料期間の使用状況

を踏まえての村の現状判断を、お伺いしたいと思い

ます。 

また、今、村長のほうから報告ありました村営プ

ールや保健福祉総合センター。プールに関しては２，

０８８人が使用して、１万７６００円の収入。福祉

センターにおいては１６５人で４万  ２０００円

の収入、１６５人の使用。１年間を通して１６５人

です。この人数をどのように村長はお考えになるか。

福祉センターとして、この場でも様々な議論が行わ

れております。いろいろな施設を使って、高齢者の
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方や、住民が集まれる施設にしてはどうか、という

ような同僚議員との意見交換等もあります。 

また、さらに無料の方々が多い中、受益者負担と

いう考え方も、私はあると思います。明らかに、村

民が使うことによって費用が掛かるもの。そういう

ものに関しては、私は無料でなくても良いと考えま

す。全てを元に戻して、４年６か月前の無料のスタ

イルにしろ、という趣旨ではございません。そのこ

とを踏まえて、村の、今の施設使用料に対する現状

判断を、お伺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）：ただ今の質問にお答えい

たします。料金徴収前の平成１９年度と、平成  

２３年度の使用実績を比べますと、年度、施設ごと

に、利用者数に増減はありますが、概ね減少してい

ると押さえております。理由といたしましては、や

はり有料化や、また、人口の自然減少などが原因と

考えております。 

質問にもございましたが、保健福祉総合セン タ

ーほか、施設の利用につきましては、私は、やはり、

できるだけ多くの人に使っていただきたい、という

のが私の考え方であります。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）：有料になろうと、

無料になろうと、村の施設が多くの方に、多くの機

会で使われることを望むのは、村長を始め、私も思

うところは一緒です。ならば、やはり保健  セン

ター等は、ハード面は、良いホールも揃っています

し、厨房機器だとかも揃っております。何とかソフ

ト面で、村民が使えるような企画、そのようなもの

を考えるのも、私は、一つの案ではないのかなと思

います。有料にしたからには、お金を取って、人間

の価値観いろいろありますが、お金を取っても行き

たくなるような施設、そういうものを創設するのも、

村の一つの仕事ではないかと考えます。 

３番目の質問です。現在の使用実績、徴収料金の

現状において、平成２５年度、来年４月からに向け

ての使用料金の徴収のあり方、また、施設のあり方

について、村長の考えをお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。６月定例議会においても、佐々木議員か

らの一般質問にもお答えしておりますが、村財政健

全化の道筋が見えてきましたことから、年齢にこだ

わらず、全ての村民の健康増進の機会と場を提供す

るために、公園、パークゴルフ場、ス  キー場を

含む全ての体育施設の料金の見直し、無料化の検討

を行い、平成２５年１月１日より無料化が実施でき

るよう、所定の手続を済ませるように担当部署に指

示を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）：先ほども、この場

でお話したとおり、全ての施設を無料化、と私は思

って、この質問をしているわけでございません。基

本的には、受益者負担の観点から、お金の、元々、

平成１９年度以前からも、利用料、手数料を取って

いた施設もありますので、そういうところを精査し

ていただいて、料金を取る所は取る。取らなくて村

民に使っていただく所は使っていただく。そのメリ

ハリを、しっかり精査していただいて、平成２５年、

今の村長の答弁では平成２５年からというお話もあ

りましたが、平成２５年度、４月１日からでも良い

かと思います。村民の意向も精査しながら、使って

いる子どもたちや、拓心中学校、各小学校の子ども

たちは、体育施設を使うことも多くあると思います

ので、その辺のことを考慮していただいて、全体的

な見直しを図っていただきたいと思います。 

質問事項が遅れましたが、平成２４年度の当初予

算の概要で、使用料及び手数料について、１億３９

万円の予算概要となっています。平成２３年度の決

算額で１億８００万円。使用料及び手数料について

は、公営住宅の家賃なども入っていますので一概に

言えませんが、使用料及び手数料については、先ほ

ど村長から答弁いただいたように、非常に手数料の

収入割合としては少ないものと感じます。その辺も

踏まえていただいて、手数料、使用料の全体的な見

直しを行っていただきたいと思います。 

質問項目にはなかったのですが、教育長のほうに

も拓心中学校の生徒や、各小学校の児童、また、体
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育施設を管理しているのは教育委員会ですよね。そ

の辺のことを踏まえて、今までの実績と、デメリッ

ト、メリットがあったかと思います。来年度に向け

ての体育施設のあり方についても、お聞きしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：学校の、体育施設の

利用については、全て無料で、部活等を含めて、や

らせていただいていますし、体育館の中では 一つ

の部活しかできませんので、いろいろな意味で、多

くの施設を使いながら、子どもたちは自分たちの運

動の活動をですね、精一杯できるような形で保障さ

れている形です。ですから、そこのところについて

は、そういう状況があるということも、子どもたち

が全道大会とかで活躍する大きな要因の一つになっ

ているのではないかな、というふうに思いますから、

その方向を進めていく必要があるのだろうな、とい

うふうに考えております。 

それから、施設のほうの関係ですが、いろいろ使

用の変動はございました。減少傾向にあるというふ

うに、先ほど村長のほうからも報告がありましたけ

ども、先ほど出た学校の使用についてはですね、人

口減と高齢化に伴う団体数の減少が大きな要因にな

っているのかな、というふうに思いますが、それと

もう１点、社会的な風潮として、体力づくりの個別

化ということが、一つの視点になるのかなというふ

うな感じがしています。 

今後もですね、教育施設、学校等ですね、村民の

健康づくりという形、そして子どもたちの確かな学

び、豊かな成長を保障するためにも、そこのところ

を振り返りながら検討もしていきたいなというふう

に思っておりますが、無料化の方向を検討したいと

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）：教育長のおっしゃ

るとおり、様々な形で、人口減などにおいてもです

ね、猿払村内において、文化サークルやスポーツサ

ークルが減少傾向にあると考えられます。そこで、

前段でもお話しましたが、何とかそういうサークル

や文化活動が、もっと盛んになるような施策も、施

設を使いやすくするだけではなく、そのようなソフ

ト面も、役場（聞取不可）、また私たち同僚議員や、

村でスポーツを愛好する方々と 一緒にですね、そ

ういうサークルを、もっと盛り上げていただいたら、

施設の使用についても、今よりも、もっと盛んにな

るのではないかと考えます。それについては答弁は

いりません。 

次に。 

○議長（山須田清一君）：発言の途中でありますけ

ど、昼食時間にまたがりますので、ここで昼食のた

め１時まで休憩したいと思います。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは２項目目

の、地域おこし協力隊について、ということで、１

点のみ質問をさせていただきます。平成２１年度か

ら総務省の事業である、地域おこし協力隊というも

のが制定されております。村長を始め、ある程度、

御存じかと思いますが、北海道の各地でも募集がさ

れ、事業も推進されております。平成２３年度にお

いては、北海道で２５地域。また、宗谷管内でも、

この事業を使って様々な所で隊員の募集をして事業

を推進しておりますが、管内では平成２３年度、２

地域において、この事業が行われております。 

私も、総務省のホームページ等で今回、地域おこ

し協力隊ということで、ある程度、勉強させていた

だきました。昨年もですね、北海道のある地域で、

地域おこし協力隊がテレビ番組で放映され、５人の

方々が隊員で、１年間から３年間の事業を推進して、

その中の４名の方々が定住をして、その地域で起業

をしたり、就農をしたりして活躍している、という

ことをテレビ番組で知りました。 

この事業について、猿払村でも様々な事業が推進

されるかと思います。猿払村での隊員の募集の可能
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性や、村長の、この総務省の事業である地域おこし

協力隊についての考えを、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）：ただ今の質問にお答えい

たします。地域おこし協力隊は、議員もおっしゃら

れたとおり、平成２１年度から運用された制度であ

ります。都市の住民を地方の自治体が受け入れ、地

域で生活しながら、生活支援や農林漁業の応援活動、

観光業務などに一定期間従事し、定住を目指しても

らうものであります。 

本村では、協力隊員の受け入れはありませんが、

二つの自治会と受け入れについて相談をした経過が

ございます。その中で、隊員が地域で住む場所など

が課題となり、進んではおりませんでした。民間ア

パート建設後の公営住宅及び職員住宅の空き状況を

見ながら、受け入れに対して地域や団体と協議を進

めていきたいと考えておるところでございます。 

また、先の議会で質問がありました、移住や、ち

ょっと暮らしなど、都市住民との交流人口を増やす

移住促進の取り組みについても、同時に進めていき

たいと考えてお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）：二つの自治会とお

話があったということで、少し安心をしました。今、

事業が中止している、中止というか停滞している実

態として、住む場所の確保。この議場の中でも、公

営住宅や民間アパートの関係で、いろいろと問題に

はなっておりますが、是非、私は、この地域おこし

協力隊について、来年度、猿払村で募集するべきで

はないかと。来年度、来年からでも良いかと思いま

す。 

概要を見れば、地域おこし協力隊は、村長も  

おっしゃったとおり、大都市圏から過疎地域や地域

が衰退している所に若者を移住をし、地域を様々な

形で支援する、というふうになっています。その事

例としては、農林水産業の支援とか、水源確保、環

境活動。それとか、住民の生活支援、見守りサービ

スや、通院や買い物等のサポートをする方々。そう

いう内容を見ますと、まさに猿払村が欲していると

ころではないのかな、と思います。 

まして、財政支援のほうも総務省からございます。

特別交付税として、隊員１人につき、報酬活動費な

ども含めて、上限３５０万円ほどの支援がございま

す。それも事業を行う前に申請するものではなく、

事業推進後に申請しても良い、というふうにもなっ

ておりますので、来年度、村長が至る所で話されて

いる開村９０周年事業。元旦から、いろいろな形で

進めると、前回の、この議場でも、私と意見交換を

したところございますので、是非、９０周年事業の、

まちおこしの支援事業の人材として、私は、この地

域おこし協力隊の募集をすべきではないのかなと。 

先ほど話した地域協力活動の例もありますが、来

年１年間は村の開村９０周年事業です。委員会も役

場職員のほうで、先日の議会で、委員会を立ち上げ

るということもありましたが、大都市圏に住んでい

る若者が、猿払村で９０周年事業のことについて、

水産業のこれからの振興や農業のこと、観光のこと、

また、過疎地域の実態を見ての村民の生活支援サー

ビス等にも、様々な形で力になるのではないかなと

考えるところであります。 

再質問です。是非、私は、今、二つの自治会と相

談したことがあるとありますが、来年に向けて、こ

の地域おこし協力隊について、是非、募集をしてい

ただきたいと。村長の前向きな意見を求めたいとこ

ろです。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。この地域おこし協力隊を、開村９０周年

事業の一環に役立ててはいかがかという御質問でご

ざいましたが、かねてから申し上げているとおり、

９０周年事業に関しましては、今、計画していると

ころでございます。私は、個人的には少し盛大にや

りたいと。最低でも月１回ぐらいはイベントなり、

お祭りなどを開催したいなと思っているところでご

ざいます。そのためにも、この地域おこし協力隊を

役立てるということは、突然、今、言われましたの

で、今まで頭にありませんでしたが、本当に前向き

にですね、検討してみたいなと思っております。 
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よく、これからの過疎地域について言われますが、

過疎地域に必要なものは、若者、よそ者という言い

方があります。私は、よそから来る方をですね、受

け入れるということも一つの大きな課題ではないの

かなと考えているところでもございます。そのため

にも、この制度を利用いたしましてですね、積極的

に都会の地域、他の地域からですね、呼び込んで、

かねてから言っているとおり、人口増加、定住化の

一つに役立てたいな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）：今、村長の答弁の

ような形で、前向きに、前進して考えていただきた

いと思います。 

午前中の同僚議員の質問にもありました、村の花

コケモモの件について。そのコケモモについてもで

すね、昔、コケモモでワインを製造して売っていま

した。それが中止して、ややもう経過して、コケモ

モというものも利用されることがなくなりました。

植物や動物などは、利用されなくなると価値が非常

に下がるものです。猿払村はホタテを始め、牛乳や

酪農において様々な魅力のある食材、また、植物や

動物などがおります。コケモモに関しても、イトウ

に関しても、また、なかなか話題に乗らない遺跡に

関しての問題等。 

こないだ村長にも御足労いただきましたが、北大

の大学生をイトウの会のほうで環境教育と題して研

修生受け入れをしました。その中で、なかなか、そ

の方々は植物を研究されてる方々でしたが、今、植

物を北大で研究しても、なかなか就職がないのだと。

自分の好きなことを、湿原の植物だとかを研究した

ときには、就職するとなると、なかなか院生になっ

たり、そういうことをしなければ、即、就職に繋が

ることがない。先ほど話したように、猿払村には

様々な、貴重な植物を始めとする動植物もあります。

そういう方々も、地域おこし協力隊の一員として、

招き入れることも一つの考えではないのかなと。好

きなことで、好きな職業に就けて、好きな地域で生

活ができる。非常に良いことではないのかなと考え

ますので、大学との協力も今年度から始まります。

様々な形での、地域おこし協力隊。また、人をこの

地域に呼ぶための施策を希望して、質問を終わりま

す。 


