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○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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：一般質問をいたしま

す。１番から３番まで質問をしたいと思います。 

最初に、人口増対策について、というタイトルで

ございますが、村長は先日、佐藤 裕司（さとう 

ゆうじ）氏の宇都宮賞受賞祝賀会の席上で、猿払村

の漁業や農業には豊富な資源があり、今の倍の人口

になる可能性がある。こういうふうに言われました。

それは具体的に、どのようにすればなるのか、お示

しをいただきたい。 

資料として、過去５年間３月末の猿払村の総人口

を調べさせていただきました。平成２０年の ３月

末では、２，８７３人。本年の３月末では、      

２，７６３人。１１０人の減少でございます。  

１８歳以下の人口も同じく一緒に調べさせていただ

いたのですが、いわゆる、まだ高校３年生ぐらいま

でですね。女性が２７２人。そして、今年の３月末

が２７８人で、プラス６人という、本当に微かな望

みがあるのかな、という感じはします。男の子ども

さん方につきましては、平成２０年の３月末は２８

８人。今年の３月末は２５８人と、３０人減少して

いると。いずれにしても、１８歳以下の子どもさん

方につきましては、人口の減り幅が少ないなと、そ

ういう感じを持っております。しかし、総体的に見

ますと１１０人減少していると。 

村長は、村長になりまして３回、当初予算を組ま

れておりますし、村長になられる前は議会の議員と

して、いろいろと村政の中で、そういう提案をして

きたのではないのかと、そういうふうに考えており

ます。村長になられてから、この３期、どういうふ

うにこの人口増に対して取り組まれてきたのか、具

体的にお示しをいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の御質問にお答え

いたします。議員御指摘のとおり、佐藤氏の祝賀会

の席上で、そのようなあいさつをしているかと思い

ます。また、この席ばかりでなく、今年に入りまし

てから様々なあいさつをする機会においては、おそ

らく似たような話をしていると思っております。こ

れは、あくまでも可能性の問題を今、言っているわ

けでございまして、人口減少、過疎化の中で、それ

を当たり前と思わないで、うちの村はこれだけの資

源があって、これを生かせば、まだまだ発展の可能

性があるということを住民に周知したく、意識的に

そのような話をしているところでございます。 

今、猿払村では水産資源としてホタテを中心とし

て５万トン、酪農資源として、生乳を中心に４万ト

ンの資源があります。さらに再生可能資源として、

１０万トンの牛糞尿、３千トンほどのウロを持って

おります。しかし、これらを原料として、村内で最

終消費材として製造されている製品は半分以下であ

ります。再生可能資源は効率的には使われておりま

せん。したがいましてですね、これらの資源を全て

村内で付加価値を付ければ人口は倍になる可能性が

ありますよという、お話を皆さんに常々お話しして

おります。これはＧＤＰ、国内総生産の考え方を地

域生産力として捉えた考え方で、現実的には無理が

ありますが、地域の潜在力として、その可能性があ

る地域であることを住民に広く周知したく、そのよ

うなあいさつをしております。２倍にはできなくて

も、私はやり方次第では１．２倍にはできるのでは

ないかと思っております。 

具体的に１．２倍にするにはどうしたらよいか。

それは、地域の資源を活用した積極的な投資を促す

ことであり、行政は、その積極的な投資の一環を担

うと共に、民間の積極的な投資を妨げるリスクを軽

減させる施策が必要かと考え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）：今の答弁であります

と、資源的には沢山ありますけれど、それをいろい

ろな形で加工していくと。あるいはまた、再投資、

再生可能な資源、そういうものを、いろいろな形で

カウントしていくと、そういう形になりますよと。

何とか１．２倍にはなるのかなということでござい

ますが、しかし私も昨年の４月、議会に出てこられ

ましたから、私もかつては議員だったこともありま
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して、今の村の現状、どうやったら、そういう形で

人口は増えていくのか。考え方は何も村長と同じ考

え方でございます。ですけど、今の時代というのは、

なかなか複雑な絡みがありまして、私も明快な、こ

れだというようなものはありません。 

しかし、いろいろな形で研究していくと、例えば

ですね、今、水産加工の関係もですね、中国の研修

生、実習生の方々が来ております。しかし、これも

一応、人口の人数には入っております。住民台帳の

中に入っているはずです。しかし、３年経ったら交

代をしていくと。中には何人か数は少ないかもしれ

ませんけど、村内で結婚されて次の世代の方々を育

てている方もいるのも事実でございます。しかし、

猿払村に根付いてですね、そういう水産関係の、そ

ういう方々をですね、増やしていくと。それには一

体どうしたら良いのだろうと。子どもさんがいたり、

あるいは旦那さんの仕事ということもありますけれ

ども、子どもさん方が猿払村に来たときに、そうい

う働いて預かってくれる所があるのか。あるいはま

た、冬の間の仕事はどうするのかと。そういうこと

で来れない方もいらっしゃるのではないのかなと。 

そういった場合にですね、例えば冬期間、どこか

１か所の工場でも開けていただいてですね、何人に

なるか、それは分かりませんけれども、例えば１０

人になったとしまして、その掛かった経費を全額持

つということではなくて、そこに掛かるですね、例

えば電力確保のための金利の負担の部分とか、ある

いはまた、冬期間、工場を１０人ぐらいのために開

けるために、民間の工場でありますから、そういう

形で経費が余計に掛かる。そういうものをですね、

助成をすると。夏の間につきましては一緒の操業で

いいと思いますけど、例えば１２月から２月まで通

年で開けるということは、やはりいろいろな形で経

費も増大になると。 

そういうことも一つの呼び水と申しますか、そう

いうことは考えていらっしゃるかどうかは、水産関

係の方、加工関係の方、考えていらっしゃるかどう

か分かりませんが、そういうのも一つの手だと思い

ますし、それと、私、去年も質問しましたけれど、

子どもの教育ということにつきましては、やはり高

校生の通学費の補助、今、現行では７割というふう

に聞いておりますけれども、これを所得の制限は当

然かけなければいけないかなと、そういうふうには

思いますが、それも３年間は通学の全額援助という

のも一つの手でありますし、あるいはまた子育ての

支援施設ということで、今、現存のものを利用しま

してですね、保育所の休み。 

あるいはまた、年齢等におきましてですね、やは

り預かり易く、受け入れてあげるというのも 一つ

の行政のほうのできることではないのかなと、そう

いうふうに考えますけれども、そのほかにもまた、

村長はいろいろなことを考えておられるとは思いま

すが、そういうのが今まで私１年間、こういう形で

村長といろいろなやり取りをやってきて、少し言葉

は悪いかもしれませんけれど、積極的に欠けるなと、

そんな印象でございます。 

いろいろな形で、自分自身でいろいろ考えて村の

プランの中でいろいろ検討しているというのは、私

達も聞いておりますが、そこにトップとしての、こ

れをやるぞという、そういう決断が必要ではないの

かなと。それが一つの柱になりましてですね、人口

のこともですね、他の政策のこともですね、やはり、

そういうものが一つあるのではないのかな、という

ように思いますので、もう一つ村長のやる気という

か、こういうふうにやるんだ、というものをお示し

をいただきたい。 

○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。先ほど申し上げたとおり、水産業に関し

ましても、水産資源の半分以上は、猿払以外の地域

の委託工場は地元ではないという換算をしますと、

やはり半分近くの原料が猿払以外で加工されている

という状況でございますので、それらの原料が全て

この地元で加工できれば、そしてまた、酪農に関し

ましてもですね、生乳ということではありますが、

様々な加工品がこの地元でできれば、まだまだ雇用

を増やせる可能性はあるのではないかなと思ってい

るところでございます。 

先ほど研修生のお話、企業の研修生のお話も出ま

したけれども、この人数に関しても今、様々な法的
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な縛りがございまして、その法的縛りを解くために

何とかできないかと、今いろいろな機関と様々な請

願、お願いなどをしているところでございます。せ

っかく地元に資源があるのに労働力がないというこ

とで、加工できないわけでございますので、その辺

のことは何とかクリアできるように、今、頑張って

いるところでございます。 

先ほど積極性が見えない、人口を増やすために積

極性が見えない、という御指摘もございましたが、

私といたしましても現状でも村の財政を考えますと、

なかなか積極的になれないというのが現状でござい

ました。簡単に申しましても、実質的な話しします

けど、１５億円ぐらいの貯金があって、３０億円ぐ

らいの借金があると。実質１５億円ぐらいの借金が

ある会社を運営しているわけでございますから、決

して豊かな体制だと私は感じておりませんので、そ

の辺は現実を見ながらやっていかねばならないと思

っておりましたけれども、ただ、就任当初から言っ

ておりますとおり、実質公債費比率１８パーセント

をクリアしようと。これが当面の私の目標でござい

ましたので、本年度中、間違いなく１８パーセント

を切るという予想がついておりますので、今後につ

きましてはですね、先ほども言っていました通学費

の補助とか、子育て関係の経費とか、そういうもの

に対しては積極的に施策を打ち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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：何を、どういう形で

するのかというのと、予算がなくて今はできないと

いうのは、私は違うと思います。確かに、１８パー

セントにする。そういうのも、私も同じように考え

ておりますし、しかし、やはりそこに気持ちとして

ね、あるいはまた、お金が伴うものについては、な

かなか大変なことだと思いますけれども、やはり根

本的な考え方というのは、また違うと思います。そ

こを巽村長は、どうしたいのかという素朴な質問で

ございます。 

今、たまたま水産加工の、それはやってみなけれ

ばなかなか増員する、しないは分かりません。猿払

村にはそれだけの、たくさんの資源があって、半分

以上は地元では加工していないのだということでご

ざいますが、水産関係の方々もですね、そういう補

助的な要素があればですね、それなら冬の間もやっ

てみようか。あるいは村も、そういう中国の研修生

の方々も３年間で帰ってしまうわけですから、やは

り猿払村に残ってですね、家庭も持ったり、あるい

はまた子育てもしていただいたりと、そういう方々

を今後増やしていかなければですね、やはりなかな

か簡単に増えないと思います。そういうのを村から

いろいろ御提示して、そして水産関係、あるいはま

た、そういうふうになればですね、やはり漁業関係

の方々もですね、それなら冬場のそうことについて

は村が先導してやるということについて言えば、協

力をしていただけるのではないのかなと、そんなふ

うに私は思うわけです。 

それと、農業についても同じですけどれも、ヘル

パー対策ですとか、花嫁対策ですとか、やってはい

るのかもしれませんけれど、形には今のところ残念

ながら見えてきていないと。 

それと、道内では何か所かがやっていると思いま

すけど、集落の少なくなった所、あるいはそういう

所にですね、地域おこし協力隊の導入。喜茂別町さ

んだとか、どこか、テレビで見ただけで私はお話し

ておりますので、中身についてはそちらに座ってい

る方々のほうが詳しいかなと思いますけど、そうい

うのもですね、積極的に取り入れて、そして限界的

な、大変な小さい集落もありますのでね、そういう

所にそういうものを導入していって、それがまた２

年という期限だというふうに 思っていましたけれ

ども、そこの中で２年という期限の中で、今度３年

目には独立して、５人の中のうちの３人ぐらいまで

は地元で職を探して残ったと、そういうような例も

あります。 

そういう形でですね、何かそういう積極性の柱に

なるものを、やはり村長自らいろいろ起案をしてで

すね、是非、私たち議会のほうにぶつけていただき

たいなと。そんな気持ちで今質問いたしております

ので、もう１回、御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 
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○村長（巽昭君・登壇）：先ほどの加工場の冬場の

仕事に対する助成に関してでございますが、ただ、

各工場は努力していますよ、冬場の仕事を。夏の原

料を凍結しておきまして、それを解かして冬やると。

そういう仕事は、やはり各工場が今、努力してやっ

ておりますし、何でもかんでも行政に頼れば良いと

いうことでは、私はないと思います。それは各企業

が企業努力の中で、やはり解決していかなければな

らない仕事ではないのかなと私は思っているところ

でございます。そのように住民の皆さんもですね、

行政に頼ると、こういうことでなく、自分たちから。 

私が一番言いたいのは、この村はそういう可能性

がある場所なのだと。あまり後ろばかり振り向かな

いでですね、みんなで前に進んで行こうと。やりよ

うによっては、いくらでも、いろいろな方法がある

村なので、住民の意識の中でね、もっと前向きに、

みんな、人口が減っているなら何とか自分たちで人

口を増やしてやろうよと、そのような気迫が持てる

ような、そのような村にしたいな、というのが今、

私の思いでありますし、具体的な方法につきまして

はですね、これから順次提案してまいりますので、

期待して待っていていただきたいなと思っておりま

す。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長もいろいろと、

たくさんの苦労されてきたのだと思いますし、今、

何とか新しく施策も出したいなと、こういうことで

ございますので、期待をして待っていきたいなと思

います。 

２番目の商工業対策について、お尋ねをいたした

いと思います。村長は、地元企業の育成を商工業振

興の柱に掲げている。そういうふうに認識をしてお

ります。そういう中でですね、役場調達の備品、消

耗品等の調達についても地元業者が受注していただ

くことが、その目的達成の一環である、そういうふ

うに考える一人でございます。この調達の割合につ

いて教えていただきたい。 

関連いたしますので、一緒に地元の調達率を上げ

て、商工業振興等、商工業者に村としてどのような

指導を行っているのか、それもあわせてお伺いをい

たしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の野村議員の質問

にお答えいたします。まず最初の質問に、調達率の

質問にお答えいたします。一般会計における役場調

達の備品、消耗品等については、平成２３年度決算

において、備品で総額４７６６万１千円のうち村内

業者が落札した金額は１２５万３千円で、２．６パ

ーセントの割合となっておりますが、平成１９年度

から平成２３年度の５年間における平均では、総額

４６３１万８千円で、そのうち村内業者からの購入

は平均で５２３万７千円、村内調達率は平均で１１．

３パーセントとなっております。 

次に、消耗品にあっては、平成２３年度決算にお

いて、総額３０５０万５千円のうち村内業者が落札

した額は９５１万４千円で、３１．２パー  セン

トの割合となっておりますが、５年間における平均

では、総額２５９５万４千円で、そのうち村内業者

からの購入は平均で５２７万１千円、村内調達率は

平均で２０．３パーセントとなっているのが現状で

ございます。 

次に、二つ目の質問にお答えいたします。どのよ

うな指導をなさっているのかという質問でございま

すが、その質問についてお答えいたします。村内業

者が、物品などの調達率の向上に向けて扱える品目

を増やしていただくしか、現在のところ方法はない

のかと思います。村内業者が対象となる物品を扱っ

ていないというのが、このような低い率になった理

由ではないのかと思っているところでございます。 

しかしながら、商工業の振興や活性化という問題

につきましては、村内商業施設との競争激化などに

より、厳しい状況となっていることも事実でありま

す。そのような中で、村では地域振興策として、暮

らし応援商品券発行事業等を含む   １０００万

円ほどの商工会への運営費を助成しております。ま

た、商工会自体でも地域の活性化の一環としてお祭

りを企画するなど、活性化に取り組んでいるところ

ですが、私としましても、これだけでは十分である

とは考えておりません。 
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そこで今後は、商工業者などが地域住民と一体と

なって、今後の商店街のあり方やその実現に向けて、

自らが取り組めるビジョンを策定することで商工会

機能の回復等を図り、地域活性化を推進できるよう、

指導を含めて関係団体と協議してまいりたいと考え

ておりますので御理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長から具体的な金

額、また過去５年ぐらいの平均的な金額、そして平

均的なパーセントも提示をしていただきました。し

かし、これが低いのか高いのか、これは私には判断

がつかないところでございます。 

ここで、このようなことを申し上げて良いのかど

うか、私分かりませんけれども、車両備品の入札に

ついて、消防のようでございますが、１件はタイヤ

とかホイールとかという物が入札に掛かったそうで

ございますが、それには地元業者４社ないし５社が

参加をされて、地元業者が最終的に落札したという

ふうに聞いております。しかし、もう１件のものに

ついては、何か少し大型のようでございまして、指

名をされなかった業者がですね、どうしてこれも、

うちらに回してくれなかったのだ。うちらのところ

へ指名を入れてくれなかったのだと。あとで聞いた

ところですね、少し大きくなって、できないと思っ

たという御返事だったそうでございます。 

あと、なかなか専門的な業者が少ないと、こうい

うこともございます。しかし、扱っている物につき

ましては、ある程度いろいろな形で、消耗品だとか、

そういうのも普段は置いていないけれども、注文を

取れば納品できるというようなふうに、私も前は今

の形態になる前までは、そういうことに参加したこ

ともありましたので。あと、全部オープンにしたほ

うが良いのか。それは村のほうの姿勢だと思います

し、その辺をですね、やはり調達率を上げてほしい

なと。そういうのが地元商工業者の願いではないの

かなと。そんなふうにやってるところでございます。 

これはですね、ちょっと建築のほうにも入るかも

しれませんが、昨年度、電気工事店が廃業いたしま

した。我々も大変不便を強いられているところでご

ざいますが、先日、ある形で見積もりを取りました

ら、やはり稚内市から来て、１日工事をするとです

ね、四、五万円が掛かってしまうと。その前は、地

元の業者に頼みますと半分程度で人工賃、あるいは

そういう出張料とかもですね、そのように感じてお

ります。 

あと、地元の業者はですね、またいろいろな面で

利便を図っているのではないのかなと、そんなふう

に感ずるところもございます。たまたま、これ、私

のほうの例ですが、いつか村内の消防団が集合して、

行方不明の方を早朝から捜索を再開したと。なかな

か前日も捜して、当日も朝から捜しているようでご

ざいますが、現場から、何か食料はないかという形

で来たそうでございます。それで朝、私のところに

７時くらいですかね、電話が入りまして、消防から

こういう電話が来てますよということで、いいよと。

取りに来なさいという形で。 

その他にもですね、やはり地元の業者というのは、

お金に代えられない何か、そういう形のものがある

のではないのかなと。そういうふうに思いますので、

もう一度ですね、村長が考えていることを、これか

らこういうふうに、もう少し指導していこうかなと

いうことがありましたらですね、一つ述べていただ

きたいなと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：私のほうから、地

元を含めた村が行う事業から発注行為、それらの業

者さんの選考等、副村長しても責任を持って係わっ

ている立場から、お話を申し上げたいと思います。

村で発注する事業というのは、当然その中身が村内

で可能な部分というものは、村内だけの業者さんを

選考して行うと。それは可能な事業者数が揃うかど

うかの問題もありますけれども、できる限りですね、

そういった点に配慮をさせていただいているつもり

です。 

それから、確かに業種は、なかなか村に揃わなく

てですね、業者さんのですね、扱っている物、それ

から議員も電気のお話をされましたけれども、どう

しても限られた仕事ということについての対応が、

どうできるかということについては、それぞれ建設

課のほうに提出をいただいている届け出。登録ので
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すね。そういったところを十分精査をしながら業者

さんを選考させていただきながら、そして有効に村

のお金が、公金がですね、活用できるような、そう

いった選定を、結果を求めるということになるわけ

です。 

村内の業者さんが、直接どういったものを細かく

扱っているのか、それをですね、扱っていないけれ

ども取り寄せることができるということも含めて、

ある程度資料をですね、担当のほうにき  ちんと

伝わっていれば、これはある程度そういった業者の

選考ということが可能なのだろうと思いますが、な

かなか、そこはきちんと伝わらないということがあ

ったとすれば、そういった面で扱える物、扱える範

囲、さらに、きちんと確認するように指導を私共も、

それぞれの担当部署に指導したいというふうに思い

ます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：副村長の答弁には、

これから努力をしてですね、いろいろ勉強させても

らって、扱い品目を増やしていきたいと、こういう

ふうに受けとめました。 

ふるさとの家の、今まで地元で利用していただく

ということで、今、変わりました経営体のほうにも、

村長を通しまして、地元から調達をしていただきた

いと。そういうことを、お願いもしているわけでご

ざいます。値段とか、そういう品数とかもあります

が、議会で、こうだよという形で、はっきり言って

いただければですね、地元の業者もですね、そうい

う形でできる、あるいは、これはできるし、こうい

うものもありますよ、という御提案もあるのではな

いのかなと。その辺は、いろいろな形で、あまり慣

れ合いになってしまうといけないのかもしれません

が、当面の間はそういう形で、いろいろな形で指導

していただければですね、話し合う機会を持ってい

ただければですね、そういうものも改善されていく

のではないのかなと。そんなふうに考える一人でご

ざいます。 

ちょっと少し、もう２０年も前の話になりますが、

ちょっと残念な事態に遭遇したのを今、思い出して、

この場でちょっとお話をしたいのですが、最初のオ

ジョールスキイの交流が始まった最初の年であった

と思います。私も当時は拓心中学校のＰＴＡの会長

として、もう初めてのことなので、子どもさん方の

親を対象にしまして、行くまでに７回ぐらい、いろ

いろな大きな声を出された方もおりますし、７回く

らいも会議をやってですね、やっと行ったという記

憶がございました。 

ただですね、ちょっとそのとき残念な、私からす

れば非常に腹立たしいことがありました。向こうに

行って何が心配だというと、食べ物が心配だという

ことで、もう後半になって、会議の席でですね、皆

さん、父兄の集まった中にですね、カップラーメン

ですとか、水ですとか、ご飯ですとか、いっぱい積

んで、これを持って行きますから心配ありませんよ

と。あとで聞いてみましたら、それは地元調達でな

くて稚内の西條デパートさんから買ったと。どうし

て西條に発注しなければいけないの、と言ったら、

オジョールスキイの子どもたちを西條さんに連れて

行くのだと、そのために 買ったという答弁で、議

会の答弁とかということではございません。私はち

ょっと非常に腹立たしく思いまして、当時の担当の

人にそういうお話をしたこともございます。 

それが良いかどうか別にしまして、やはり村内、

結構、食品関係のお店も多いと思います。ある中で、

全部そっちに持って行ったということがどうだった

のかなと。今ここに関係する人は誰もおりませんの

で、そこをちょっと一つですね、そのことについて、

ちょっと感想を求めるというか、今後の方針の中の

一つにですね、そういうことはないようにするとい

う答弁があるのか分かりませんが、一つお答えをい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：答弁になるかどうか分か

りませんけども、私は常々、事情が許す限り、でき

るだけ地元から供給していただくようにという指導

はしております。ただ、またお金の話になってしま

うかもしれませんけれども、この村長という立場に

なりますと、確かに地元の産業育成という最大の課

題を抱えておりますが、もう一方で、住民のために

少しでもコストの安い、費用の掛からない方法を考
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えると。これも私に課せられている命題でございま

すので、その中で、ある意味で矛盾する場合も起こ

り得る可能性もありますけれども、その辺を調整し

ながらですね、何とか地元産業育成のために頑張っ

てまいりたいなと思っております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：次３番目、開村９０

周年事業について。村長は、今議会も開村９０周年

ということで関連する質問が多々あります。手短に

お話をしたいのですが、来年の村の開村９０周年と

いうことで、村長は本村の開基に重要な役割を果た

されました石川県内灘町の漁民。この村の歴史から

いっても、そういうふうに記述されておりますし、

沢山の、内灘町を中心とする石川県の方々がここの

漁場を築いたということは、私共の記憶の中に十二

分に伝わっているところでございます。これを機会

にですね、この９０周年を機会に、姉妹町村の契り

を締結し、後世にこれを改めて伝えたいと。こうい

う考え方であるようでございます。私も一人の村民

として、村長のこの姿勢に対しまして大変いいこと

だなと。やはり、これを機会にですね、当時のこと

がいろいろな形で我々にも、また我々のあとの方々

にも、やはり残していくべきでないかなと、そんな

ふうに考える一人でございますし、村長の考え方に

共鳴をしているところでございます。 

私はもう一つ猿払村に大きな出来事があったので

はないのかなと、考えている一人でございます。そ

れは、資源が枯渇してしまったホタテ資源の復活で

あります。この復活がなくして、猿払村の再生があ

ったでありましょうか。道内の他の町村においても、

この猿払村の本当に英断といいますか、そういうこ

とが、事業があって猿払村が成功したと。これは大

丈夫だと。外海ですね。それにやるのを次々に猿払

村の事例を取り入れてですね、それが各地域の沿岸

漁業の柱となり、また町村、沿岸地域の再生に繋が

ったと。こういうことは、今も現実がそうでありま

して、昭和４６年ぐらいから確か稚貝の放流が始ま

りまして、副議長さんが、大先輩がおりますので、

私は当時はまだ二十歳かちょっとそこらで、漁業に

は関係していない場所でございまして、そういうこ

とを言うのはですね、アレかもしれませんが、もう

現在４０年経っていると。継続されてきていると。

今後も、これが柱でありまして、強く継続をされて

いくだろうと、そういうふうに思っている一人でご

ざいます。 

当時、村民にですね、広く協力を求め、導いた故

笠井勝雄氏（元猿払村長）、また漁民を説得し、結

束して先導した故太田金一氏（元猿払村漁協組合

長）の功績は、誠にもって前例も後例もないことで

ありました。永く猿払村史に残ることであります。

今、改めて村内外に知らしめると。この  ９０周

年事業に取り込むことが重要なことと考えますが、

村長はどのように、このことを考えておられますか。

率直に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）：ただ今の質問にお答えい

たします。私も、日本一のホタテ王国、猿払村の村

長になりまして、村外の方にこの猿払のホタテの話

をする機会が多々ありますし、積極的に他の市町村

長の方々にもこのお話をしております。この猿払の

ホタテ物語をお話しするときには、必ず二つの話を

しなければなりません。一つ目は、  １９００年

頃、石川県内灘町の人々によってホタテ資源を開発

し開拓してくれたこと。そしてもう一つが、今、議

員おっしゃったとおり、昭和４６年、１９７１年よ

り４年間、増殖事業を行いまして、見事に枯渇した

ホタテ資源を復活したと。この二つの話が中心にお

話しすることにしております。私も、この二つの出

来事は後世にしっかりと伝えていかねばならぬ歴史

であると認識しております。 

議員がおっしゃるとおり、現在の村の基幹産業で

ある漁業の中心となっているホタテ資源の復活を成

し遂げた故笠井勝雄氏、故太田金一氏の御功績は大

きなものがあると感じております。あわせて、この

リーダーを支えた多くの先人たちの功績も、決して

忘れてはならないと考えております。御二人の功績、

ホタテ資源復活の歩みは、開村  ９０周年を記念

し発行する村史第２巻に記載する予定であります。 

また、今年度改定予定の、小学校社会科副読本の

中で、村の歴史の一つとしてホタテの復興の取り組
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みも記載されると聞いております。小学生から村の

特別な歴史に触れることで、ふるさと猿払への愛郷

の心が生まれること、猿払村の復活、猿払ホタテの

復活の歴史が、村民の心の中に生き続けてほしいと

心から願っております。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、村長の答弁をお

聞きいたしました。村外いろいろな所へ行って猿払

村のことをお話しするときに、最初の内灘町の漁民

が最初に開拓をしたということと、昭和４６年に枯

渇した資源が復活したんだよと。こういうことは、

やはり二つ、きちんと伝えなければいけない。私も

当然そういうふうに思いますし、ただ、漁業だけの、

私はお話だけではないと。 

当時は、猿払村の貧困が、昭和３０年代からはで

すね、大変たくさんの漁民がいらっしゃいましたけ

ど、多く村を離れて、いわゆる魚も獲れなくなった、

ホタテも枯渇をしてきた、どんどん村を離れていっ

た、そういう時代でございました。それをですね、

もう本当に最後に、何とかして一生懸命繋いできた

人方が最後に選んだ道が育てのホタテの養殖だった

と。やはり、どん底の生活といいますか、そういう

中で村もですね、やはり笠井元村長が、よし分かっ

た、ということで議会あるいは村民の皆さんを説得

してですね、当時のお金として二千数百万円ほどを

ですね、この漁民の事業に補助したと。いわゆる、

当時の自前の財源、猿払村税の半分近くに当たると。

そういう時代でございました。 

それがこういう形で今、大きく花を開いて、しか

もそれも継続して、そしてまだこの先もあると。そ

して、漁業や水産加工業ばかりでなくてですね、猿

払村全体。いわゆる村にそれだけの税収がありまし

て、それをですね、やはり村民全体のいろいろな施

設の中の礎と申しますか、呼び水と申しますか、そ

ういうところに予算が使われていって、ひいては農

業予算のほうにもですね、あるいは山のほうの予算

のほうにもですね、十二分に反映していると。そし

て、いろいろな形で村民が恩恵を受けてると。こう

いうふうに言っても過言ではないと。それが村の再

生であるというふうに私は言えるのではないのかな

と。そして、そこには当然多くの方々が一致結束し

てやった結果が、こういうことだということで。二

人は皆と一緒にやったことでしょうけども、その時

代を象徴する、という方だなと。そういう方々を大

事にする、あるいは後世に知らしめる。これが一つ、

今、私たちがここで生きている、そういう役目では

ないのかなと、そんな気がしております。 

そういうことで村長も、ある程度考え方につきま

しては共生をしてると思いますが、もう一歩踏み込

んだですね、その時代の事例をですね、きちんと後

世に残すと。確かに村史ですとか、あるいは副読本

とかということも良いのですが、いさりの碑も残っ

ておりますが、その辺に二人の、浜を見て何かをお

話しをしているですね、そういう記念になるものが

できないのかなと。そんな私は感じを持っておりま

すが、そういう辺について村長は、どういうふうに

お考えかと。もう一つ、   ちょっと踏み込んで

お返事をいただきたいなと、そんなふうに思ってい

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。実は先日、陸上自衛隊名寄駐屯地の創立

５９周年式典がございまして、それに出席すること

となりました。式典の場に私、着いたのでございま

すが、そうすると、ある留萌管内の町長さんが横に

来て、何を話すのかなと思ったら、この間、地域懇

談会が町の中であったと。そして全ての地域で、去

年あなたがここで話したことを全部お話しした、と

いうお話をしてくれました。そのお話というのは今

言っている、昭和４６年から昭和４９年までの増殖

事業計画、稚貝１億９４００万粒を買うために４億

６８００万円のお金が必要であり、村のほぼ１年分

の税収に当たる４５００万円、そして漁業は水揚げ

の半分に匹敵する１億円を出したと。それにしても

３億２３００万円は足りなかった。その３億２３０

０万円は村が損失補償をするということで、何とか

お金を工面して、この事業を村も漁協も運命を共に

して懸けた事業なのだ、というお話をしたことを思

い出しましたけれども、これは組合のあり方、また

行政のあり方にも参考になる話だなということを、
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つくづくその町長から聞いて思いました。行政のや

り方、どんな行政をやるのかという一つのモデルに

なる出来事だと思ったものであります。それくらい、

この業績というものは逆に後世の方に伝えていかね

ばならぬものだなと思っております。 

私も、この９０周年を一つの契機といたしまして、

何とか少し形のあるもので残したいなという気持ち

は今、持っております。まだ、やるとは言いません。

持っておりますので、少し検討して前向きに、何ら

かの形で形に残る形を作りたいなと思っているのが

現状でございます。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）：終わります。 


