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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。 

５番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは通告に従い

まして４点について質問したいと思います。新村長、

大変な重責を背負うことになりましたが、健康に十

分気を付けて村政運営に当たっていただきたいと。

そういうことで、まず、今日の行政運営っていうこ

とについては、財政的な目的から、コストの問題か

ら、やはり非常に難しい時代に入っていくという部

分では、極めて慎重さを要求される。行政運営には。

しかし、行政運営に慎重さは要求されるんだけども、

慎重すぎてですね、石橋を叩いて叩いて渡らない。

これは最悪。住民が最も不幸な、そういう状況だろ

うと、私は思うんですね。したがって、コストや何

かも含めて慎重さは要求されるものの、今日の行政

運営っていうのは、やはりスピードを求められる。 

先ほどから、いろいろと同僚議員の議論を聞いて、

時計の針が元に戻ったのかなと、錯覚をするような

状況も感じられたし、非常に現状では厳しい舵取り

が要求される。村長の今までの立場の数倍の努力が

必要であるという部分では、これは当然、認識され

てるだろうと思いますけども、健康に気を付けて頑

張っていただきたい。そういうふうに思います。 

それでは質問に入らせていただきます。まず １

番目に、まちづくり理念条例、及び、村民参加条例。

これは平成１３年度に、森村政の時代に制定され、

猿払村の憲法ともいえ、住民自治の最高規範とも位

置付けられております。まちづくり理念条例及び村

民参加条例は、施行されてから１２年経過いたしま

した。この条例が社会情勢や現状の行政運営実態に

適合したものかどうかということを、やはり検討し

直す時期にきている。住民及び議会の意見を踏まえ

ながら、この条例の改廃を検討する考えはないかど

うか。 

それと通告には、自治基本条例と議会基本条例の

制定を共同作業で、という部分について通告に出し

ておりましたけれども、これについては、  ちょ

っと下げさせていただきまして、この理念条例に対

しての考え方を、まずお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞田議員  

さんの御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。議員のおっしゃるとおり、猿払村まちづくり理

念条例と猿払村村民参加条例は、平成１３年３月に

制定されまして、４月１日から施行しております。

当時、道内ではニセコ町に次いで２番目の制定であ

ったというふうに記憶してございます。議員も御承

知のとおり、自治体の憲法とも言われるものであり、

住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めたも

のであります。 

この本条例が、社会情勢や現状の行政運営実態に

適合しているかどうかにつきましては、直ちに現行

条例を改廃するということが必要であるという認識

は今のところ、まだ持ってはございませんけれども、

今後、先ほど取り下げましたけれども、議会の基本

条例の制定内容、いろいろな特定事例もあるという

ことも聞いておりますから、今後、調査検討を進め

てまいり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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：端的にお伺いします。

現状の理念条例、それと村民参加条例もあわせてお

伺いしますけども、この条例が今の現状に即したも

のかどうか、という部分についての認識。  一言

で結構ですから、お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私も議員の御質問が

あってから改めて、正直、何年振りかで、この条例

を読ませていただきました。１２年経っております

から、若干、今の現状、社会情勢も含めた中でです

ね、適合しない所もあろうかというふうに考えてお

りますので、今後、この部分についてもですね、検

討して、直せる所は、若干、直していけるような形

で、現状に即した形でいきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：現状に即した、とい

う答弁をいただきましたけど、何が現状と違ってい

るのか。はっきり言いますけども、この理念条例、

村民参加条例には、議会の役割っていうのは一つも

入ってないですね。言ってみれば、直接参加条例で

すね。議会制民主主義という今の制度の中で、この

条例は根本的から違っていたんですね。というのは、

制定の時期、私も賛成しました。この条例について。

しかし、条例に議会の役割がうたわれてないという

のは、おかしいと。 

しかし、当時としては、作った森村長としては、

議会の体をなしてないから、議会については直接参

加を求めるんだという、そういう考え方だったんだ、

っていうふうに、私、本人から直接話を聞いて、な

るほど、今のレベルではやむ得ないか、というよう

な認識でいたんですけども、今も同じ認識なのか、

ということなんですね。議会制民主主義ですから、

議会の役割って、どこでどう当てはめていくのかと

いう、その整合性について、  ちょっとお伺いし

たい。 

○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）：お答え申し上げ

ます。答弁になるか、ちょっと疑問な点はあります

けれども、この条例の制定のとき、私はもち  ろ

ん職員でおりましたし、大体の経緯というのは自分

なりには押さえているつもりでございます。あえて

議会の部分を抜いて策定したということも、私も聞

いている事実です。その部分が、今の時代に合わな

いということも含めてですね、議会でも、これから

議会基本条例を作ろうという動きもあるというお話

も伺っておりますので、その辺も含めて、村として

も、やはり議会とうたう以上はですね、議会のほう

とも協議を進めていかなければならないというふう

には考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。現状

の、今の理念条例、参加条例については、直接参加

条例という流れの中で作られたもので、やはり議会

の役割（聞取不可）地方分権社会に対応するのには、

村民と村と議会が、どう関わって。それが初めて、

対等の立場で回転させることが有効な行政運営手段

だというふうには理解しますから。 

この前ですね、今月の４日に議員研修をやりまし

て、町村議会議長会ですか、事務局長さんの講演を

受けて研修したんですけども、議会基本条例は基本

条例で作った方がいいと。しかし、一方通行では駄

目だと。やはり、理念条例からね、あわせて、一緒

に考え方を一にしていかなければいけないんだろう

と。 

議会の基本条例は作ったはいい。私が提案しても

いいんですけども、しかし理念条例が、そのまま残

ったんじゃ、ちょっと不完全なものになりかねない

んで、そのあたり一言、協議しながらやっていただ

けるという、この理念条例もあわせて考えていただ

けるという、答弁はいただけないで しょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほど、議員さんか

ら質問を途中で取り下げてしまったんですけども、

そういう分で私の思いとしては、今のまちづくり理

念条例、村民参加条例も含めて、議員さんの議会の

基本条例とあわせて検討もしていきたいというふう

な形で、答弁をさせていただいたつもりでおりまし

た。今後とも検討させていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非、そういう作業

の進め方をしていきたいなというふうに思います。 

それでは２番目の、行政組織の活性化という部分

について、お伺いしたいと思います。村の行政運営

組織という部分では、課の設置条例がございますね。

それによって組織運営されている。昭和５４年に制

定したものであると。平成１４年に全面改正された

と。今日の社会情勢と、自治法で定める最小の経費

で最大の事業効果への責務。それと、組織の硬直化

によっての行政組織改革。これは常に見直していく

んですよと自治法でうたわれておりますけれども、

どう認識されているのか、お伺いしたいのが第１点。 

それと、組織の活性化と、改革するとなると、何

が組織の活性化を阻害しているんだろうか、という

原因を洗い出さなければ、これを取り除いていく作
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業ができないというふうに、私は考えま すんで、

それらを調査、分析するという考えはないのか。二

つめ。 

それで、現状のこういうことで、そういう組織の

活性化の阻害要因になってるんだ、という部分で明

らかになった場合、課の設置条例を含む組織の改編

だとか、職員の意識改革について、どうするのかと

いう、そういう認識についてもあわせて、三つをお

伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞田議員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。行

政組織の改革の必要性につきましては、前村長が掲

げた、わかりやすい村政により、機構改革及び定員

管理計画に基づく職員採用が実施されてきておりま

す。改革は進めてこられたというふうに私は認識し

ておりますけれども、しかし、刻一刻と変化する社

会情勢に対応するためには、さらなる組織改革を進

めていかなければならないというふうに考えており

ます。 

組織の活性化や、改革のための阻害要因の洗い出

し、排除ということでございますが、その要因の一

つとして考えられるのは、財政状況が大変 ひっ迫

した平成１５年度から５年間、人件費を抑制するた

め退職者を不補充としてきたことにより、職員数を

減らしてきた結果、職員の年齢構成のバランスが崩

れていることは否めない事実だというふうに認識し

ております。その後、平成２２年度からは、臨時職

員数の抑制とあわせて、積極的に新規職員の採用を

し、バランスを取る政策を進めてまいりました。し

かし、増員イコールすぐに事業効果に結び付いてい

るかといえば、そうではないというふうに今、私は

思っております。さらには、同じ事務を長く経験す

る職員の異動や、課長補佐職の削減を進めてきてお

りましたが、その効果は、なかなか表れてきていな

いというふうに 思っております。 

以前の議会でも御指摘を受けましたが、職員個々

の意識改革は必要であると私も認識しておりますし、

それは若い職員に限らず、管理職を含む全職員につ

いて、研修機会の提供や部局内での意見交換を奨励

してまいりたいというふうに、私も強く要望してお

ります。 

私としましても、次回の議会までには機構改革に

伴う条例改正の議案を上程し、御審議いただきたい

というふうに考えております。そのために、それぞ

れの課、部局における事務量や、人員の配置状況を

十分に自分自身で検討しながら掌握させていただい

て、職員個々が、その力を発揮できるような職場環

境を整える機構にしてまいりたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：地方自治法の第２条

で、最小の経費で最大の効果を上げる責務があ る

んですよ、ということがうたわれております。それ

と、あわせてですね、１５項に、常にその組織及び

運営の合理化に努めなきゃならない、ということで

すね。果たしてだから、そういう思いでいけば、本

当にそういう組織体系に常に見直していくという作

業が必要だったんだろうというふうに私は思うんで

すね。それを過去もう数十年前から同じ流れできて

いる。そういうことが、こういう組織の活性化を阻

害した一つの要因なのかなというふうにも、それも

要因として捉えられるのではないだろうかと。やは

り、組織が本当に活性化するためには、どうすれば

いいのかと常に見直しを図る。そういうことが必要

だったんでないだろうかと。そういうふうに思いま

すね。 

それと、最小の経費で最大の効果を上げる。平然

と、行政が発注する公共の事業については高いのが

当たり前だ、という認識の職員が数多く存在する。

だからコストと、今、運営というような部分で、こ

のあたりはどう認識されているか。 

やはり間違いなくね、これからの組織運営のあり

方というのは常に見直していかなければいけないん

だろうなと、私は思うんですね。だから、そういう

意味で、今一度ですね、それについて分析をしなき

ゃ駄目だと思うんですよ、どういうことでと。そし

たら、これは何年に１回は見直しをするよと。この

組織のあり方や何かについても。そういうことも、

やはり協議していかなけりゃいけない。それと、公
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共事業は高いのが当たり前だという認識。この根拠

がはっきりしない。それがあれば教えていただきた

い。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：組織の運営っていう

か、機構改革につきましては、当然、首長が変われ

ば、それぞれの方針というか、自分のやりたいとい

うところについては当然、ここは変わってくるんだ

ろうというふうに思います。私のほうも何点かあり

ますので、そういう形で組織改革を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

また、公共事業は高いというのが当たり前だとい

う部分については、これは決して我々職員も、そう

思ってはいないとは思うんです。単価的は当然、積

算物価、道単価、いろいろな部分があるかというふ

うには思いますけれども、今度は担当課長ではなく

て、村長という立場ですので、その部分をきちんと

再度、改めて勉強させていただきながら、各課長等

ともですね、検討してまいりたいというふうに思い

ます。 

今、議員さんがおっしゃられた、最小限の人数、

コストで最大限の効果を発揮できるような形で取り

組んでまいりたいというふうに、肝に銘じておきま

す。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。そう

いうことでですね、私はね、安ければいい、何でも

削りなさい、ということを言ってるわけじゃないん

です。そんな公共工事っていうのは、あり得ないん

ですよ。適正なものは適正な額で計上すべき。そう

いう意味でいけば、コストの削減という考え方での

可能性というのは、いろいろな手法があると思いま

す。 

建設課長、今まで当然、公共事業を積算してる根

拠の中で、これは特定の補助事業で、一定の説明を

求められたり、何ていうんですか、指名されたりす

る、こういう形でなきゃいけないよと示されたもの

は、そんなにないと思うんですよね。ただ、基準と

なるのは、北海道で示した単価というのが基準にな

っても、それから見積書を他から 取って、その道

の基準単価を使う以外にも、そんな方法だってあり

得ますよね。あるかないか、そういう部分で、例え

ばですよ、現場管理だとか、いろいろな品質管理、

いろいろあると思いますけども、そういうもののね、

書類を減らすだとか。例えば単費の事業であれば。

監督員が直接行って見るから、写真もいらないよ、

書類もいらないよ、という形になれば、いろいろな

形で経費削減は可能ですね。そういうことはどうで

すか。一言で結構ですけども。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口豊君・登壇）：ただ今の眞田議員

の質問にお答えいたします。私の考え方も同じで、

より安い金額で、よりいいものを作る。それが行政

の仕事だと思ってます。ただ、安ければいいという

ものじゃなくて、金額の設定を下げすぎれば、粗悪

な施設ができたり、長期間の使用に耐え切れなく、

維持の費用がかさむ可能性があります。建物や道路

の設計書は、基本、北海道の単価を使っております

が、そこに出ていない場合もありまして、見積もり

を数社から取り寄せ、設計書の中に反映しており、

適正に使用していると思っております。 

諸経費についてですが、先ほど言われてましたよ

うに、現場経費だとか、いろいろとあるんですが、

本社が猿払村の会社の場合に、現場事務所をわざわ

ざ建てて、そこに無駄な経費を入れて経費を上げる

っていうことも、それはやらなくても結構な話なん

です。ですから、うちの補助事業の考え方ではなく、

村単独事業の諸経費の考え方としては、全額諸経費

を見るのではなく、半分以下の経費で押さえて設計

書を組んでおります。その辺は業者の方には、ちょ

っと酷かなとは思うんですけども、必要最低限の部

分でやってもらって、いらない書類は出してもらわ

ない、そういう形で検定のほうもやってますんで、

御理解していただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういったことでで

すね、業者さんのね、できるだけ手間を省いたり、

いらない書類を求めないで、監督員が見て済むもの

は見るとか、そういった形で、やはり工事っていう

のはやっていくべきだろうと思います。ただ、むや
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みに切ればいい、ということを言ってるん じゃな

いんです、私はね。だから、そういうことを努力し

ましょう、ということを言ってるんで あって。そ

ういうことを努力いただきたいなというふうに思い

ます。 

それとですね、委託だとか、そういった事務事業

の中でですね、少なからずですね、集約できる事業

というのは存在するというふうに思います。村長、

これは村長が職員時代、私も職員時代。ある委託事

業。私は水道課です。あなたは生活課  だったで

すか。そのときに、課の枠を超えて、  一緒に集

約して、委託契約を結びましたよね。それで相当の

経費の削減ができましたね。それを現実として、や

りましたよね。是非ね、そういう事業はあるはずな

んです。今でも私、ここで言えますから。できるも

のなら、やっていただきたいと。そういうものは必

ずあるはず。そういうことを村長、約束いただけま

すか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、議員おっ  

しゃられるとおり、昔、お互いに違う事業の中で、

同じ業者だったところで、これを一緒にすれば経費

が削減できるだろうということで、いろいろな課題

はありましたけれども、最終的にはそういう形で取

り組ませていただいた結果があります。 

そういう形の中で、僕は、今、ちょっと思い付か

ないんですけれども、各課を横断的に飛び越えた中

で、一緒にできるような事業があって、その中で経

費が削減できるようなことがありましたら、各課の

ほうの課長さん方にお願いをして、検討していただ

けるようにしてまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：かなり決めつけた言

い方で全く申し訳ないんですけども、もう十数年前

から、何かしら、縦割り意識っていうんですか、も

の凄く強くなってきたような気がするんですよ。な

ぜ、さっきも組織の部分で触れたかというと、縦割

りの弊害って今、村長、感じませんか。今まで行政

に携わってみて。そこが一番問題なんですね。住民

にとっては縦も横もないんです。いろいろな連携の

下に、一つのいい結果を出してくれれば、住民はそ

れでいいんですよ。組織の事情は、どうもでもよろ

しいんです。だから横の連携をうまく取って、住民

のために効率的に行政運営を やってくれるってい

うことが住民の期待なんです。 

是非、そういう観点でね、行政運営に携わっても

らいたいなと、そういうふうに思いますし、その縦

割りの弊害というのが、例えば、国の縦割りもあり

ますよね。一方では厚労省でやりました、国土交通

省の事業です。いろいろな事業によって、その補助

金をいただいて我々が事業執行した場合は、自らが

縦割りの意識で、これは何の事業で  やったから、

このための目的外の利用はできないです、させない

です、っていうような、自ら（聞取不可）させてい

る。そういうことも見受けられるんですね。それは、

まずいですね。今は分権の時代ですから、国もオー

プンになってきてるんですね。多目的に、いろいろ

な部分で使ってくださいと、有効に、効果的に使っ

てくれることを国も期待してるはずなんです。それ

が末端で、そのあたりを逆に縛り付けてるっていう

ようなことも感じることがあるんで、そのあたりも

意識していただきたいなと。 

それとですね、ある事務事業で、こんなことは、

どこの町村でもやってないよなと。だから、うちも

できないよな、っていう、そんな考え方じゃないで

すね。やってないから、こんなことは、うちの村で

は可能じゃないだろうか。今まで職員が やってた

業務の中で、前の人の前例を一つの物差しとして、

前は、こういうやり方をしてたから、その流れで業

務をやっていきます、というだけの、今、そういう

やり方は、もう通用しなくなってきたと。常に新し

いものを求めている。それが非常にね、言いたかっ

たことで、住民利益を守るということは、そういう

縦割りの弊害を出していくっていうことですね。 

それで、村長も、実は三重県のモクモクファーム

という所に、今年、私たち議員と一緒に行って研修

していただきましたね。そこで研修を受けたときに、

あの説明の中で、うちは、前と同じような、前年と

同じような経営をしてる部門については、即、異動
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ですと。記憶してございませんか。ということは、

常に日々新たな事業展開を求めてると。行政運営も

そうだと言うんですね。非常に刺激を受けたところ

なんですね。だから、そういう面でいけば、前例を

物差しとしてたら、もう駄目だっていうことですね、

ああいう例を見ますと。それについて感想があれば。

一言だけでも結構です。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：僕も今、議員がおっ

しゃられた所は、非常に感銘を受けたところです。

どうしても役場職員という部分については、事務と

いうのは大体、年間３６５日、決まったような事務

になりますけれども、その枠から飛び出るという部

分については、非常に勇気のいることなんだろうな

というふうに思いますけれども、僕としては、やは

り与えられた仕事を１００パーセントこなしたとし

ても、１２０パーセント、１３０  パーセント、

いろいろなことを考えながら、やっていって、初め

て住民の皆様方に伝わるんだろうというふうに考え

ますので、当然、自分だけの杓子定規だけで業務を

やってもらっては今後、困りますので、いろいろな

形の中で今後、職員の方々にはお願いをしていきた

いというふうに、僕も考えております。 

ただ、そういう部分で、いろいろな発想が今後、

出てくるんだろうと思うんです。若い人方は、いろ

いろな発想を持ってるんだろうと思います。そうい

う意見も、いろいろ聞きながら、それを管理職の人

方が潰してしまうようなことがないような形の中で

今後、僕も行政運営をしてまいりたいというふうに

考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今も言いました。前

例踏襲型の職員、その部署に発展はあり得ない。ち

ょっと辛い言い方ですけども。私は、全くそのとお

りだと思うんですね。やはり適当な人事異動という

のは絶対必要なんだろうと。それは、１年だろうが

半年だろうが。それを見極めるのが村長だと、そう

いうふうに思います。是非そういう部分で、機敏に。

そして、その人に合う場所というのは必ずあるはず

です。だから、そういうことが適正な人事というこ

とで表現されれば、そういうことなんでしょう。是

非それは意識してやっていただきたいし。 

それと、もう一つ大きくですね、今日の事務事業

というのは、ある一つの目的だけのために、例えば

箱物を作るにしても、それで終われないですね。い

ろいろな要素が、一つのものを作るためには、こう

いう小さい自治体であれば、いろいろな目的を、そ

の中に組み入れていくという作業が必要になってく

ると思うんです。だから例えば、国土交通省の、こ

ういう補助事業がありますから、それは、こういう

ことで建てます。これだけの目的です。それじゃ通

用しない時代になってきましたね。そこには福祉も

あり、産業もあり、医療もあり、教育もありと、い

ろいろな形で関わってくるような、そういう今、事

務事業の進め方になってるというふうに思うんです

けども、村長、私の今言ったような考え方について、

全く否定しますか。それとも（聞取不可）。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今、道とか国とか、

いろいろな補助メニューが確かにあります。そうい

う部分で今、財政企画課のほうで兼務をしながら、

いろいろな補助メニューを探しながら、やっていた

だいていると。その中で、担当課でないと分からな

いところでは、いろいろな仕事を進める上で、なか

なか補助事業を見つけてきて仕事をするという発想

が、ちょっと欠けてるような感じに思います。これ

は自分の職員時代も含めて反省もしております。 

今後は、そういう補助事業ですとか、そういうと

ころを横断的に、いろいろな形で発掘。何か仕事を

やるとすると、厚労省もあるでしょうし、経産省も

あるでしょう、文科省もあるでしょうし、いろいろ

な補助金を持ってこれるような担当部署といいます

か、担当者というのを専任に付けてですね、今後、

事業展開の中で、いろいろな補助メニューを詮索で

きるような方を置かせていただいて、横断的にやっ

ていけるような形にしていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非、お願いしたい

のは、現状、そういうことで、いろいろな目的がた
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くさんあります。それと効果も期待するような、一

つのものを作り上げるにしても、そういう積み上げ

の作業が必要なんです。今、それができてないんで

す。だから仕事が進まないんですね。それを総合的

に調整する。誰がするんですか。今、誰がやるんで

しょうか。それはこっちに置きまして、企画の推進

をする、そういう事務事業を推進する、総合調整の

役割っていうのは、やはり、ある一定の権限を持っ

て、きちんとやってもらわなければ、事業は絶対に

進まない。今の単発の効果だけ期待して事業をやる

っていう時代は終わったんだから。いろいろな部署

が関わり合って、間違いのない、住民にとって効果

的なものを作り上げるという作業は絶対必要ですか

ら。 

そういう意味でですね、提案したいんですけども、

これは副村長、教育長という立場でね、村長も入る

必要はないと思いますけども、総合調整をそこです

るという形でなきゃ進んでいかないんですよ、今。

いろいろな、教育、福祉、医療、産業、いろいろな

ものが一つのものに混ざり合うわけですから。今、

これから話が出てきますけどね。それは誰かに総合

調整してもらわなきゃ駄目なんです。そういうこと

で、特別職に、その役割を担ってもらうという考え

については、どうでしょうか。検討していただけま

すか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：その部分につきまし

ては、村長部局、教育部局をですね、横断的に渡ら

なければ当然、今、議員おっしゃるような形にでき

ませんので、今は副村長は不在という形に なって

おりますけれども、明日の同意案で提案させていた

だきますけれども、任命された副村長と協議をしな

がら、また、教育長と協議しながら、そういう形で

やっていけるという形の前向きな方向で考えさせて

いただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：こういうやり方の  

一般質問については馴染まないというのは十分承知

しております。承知しながらも話ししなきゃいけな

いんです。なぜなら、今回の一般質問をするに当た

って、いろいろな所で、いろいろな情報を得たいが

ために、各課に、これについてはどう  なってる

んでしょうか、と聞きに行きました。そしたら、そ

れは課長がやってるから私は分かりません、と言う

係長がおりました。ある課長さんの所に行ったら、

それは係長がやってるから私は分かりません。現実

ですよ、これ。現実ですよ。 

村長、そういう実態は分かってますでしょう。こ

れではね、住民利益なんて守れないんですよ、こん

な組織なら。こういう流れを払拭しない限り、絶対

に組織の正常化を図れないと思うんですけども、現

状を今まで課長として認識してきたことを、これか

らどうするかっていう部分と含めて、一言コメント

があったらいただきたいと思います。辛いと思うん

ですけども、私も言うことは辛いんですよ。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私も当時、課長とい

う立場で、今の議員さんの御質問は非常にショック

というか、重く受け止めております。その中で、正

直、これは私たち、当時の管理職の責任もあるかと

思います。職員をきちんと育ててこれなかったとい

う部分は、これは反省を踏まえた上で、今後、検討

していかなきゃならない。そういう中で今、議員さ

んがおっしゃられたようなことは、全ての課とは、

全ての職員とは言いませんけれども、そういうのは

若干名おるんだろうなというのは、正直言って分か

ります。そういう部分も含めて、今後そういうこと

がないような形で、職員の意識改革ですとか、機構

改革も含めて、何とか住民の利益、財産を守るため

に頑張ってまいりたいというふうに思っております

ので、御理解のほどをよろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：こういう質問が一般

質問に馴染むかどうかということは、私も疑問を感

じながら質問しております。それと、申し訳ない質

問でもあるなというふうに考えておりますけども、

しかし、こういう形を払拭していかない限り、組織

の成熟はあり得ないんですよ、村長。絶対に。何と

か、この部分はね、きちんとした流れを作っていか

なきゃならん。それと、私もそちらにいましたけど
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も、だから、その責任は感じております。そういう

職員の教育もできなかったし、見本も示せなかった

んだな、というふうに反省はしておりますけど、是

非、そこのことを意識していただいて、今後、特別

職だけでもいいです。十分に煮詰めていただきたい。

そういうことのない形に。意識してね。どうしたら、

そういうことを払拭できるんだろうかということを

協議していただきたいなと要望して、これについて

は終わりたいと思います。 

次に３番目、道の駅の活用による地域振興につい

て、ということで入らせていただきます。現在、道

の駅は全国に１００３か所というふうに、この前テ

レビで見ました。その役割と効果というのは、やは

り作った当時と大きく変化してきていると。全国の

道の駅の年商は３５００億円にもなる。そして大型

のスーパーにも勝るとも劣らないような道の駅も存

在するというふうなテレビの報道もありました。実

際、そういう道の駅も、テレビで  ３０分にわた

ってありましたから、よく見ておりました。 

全ての道の駅が、そうやって順調にいってるわけ

ではない。現実、多くの人が訪れる所もあれば、あ

まり人が行かない赤字の所もある。成功の鍵 って

いうのは何だろうか。やはり人を呼び続けることが

できる魅力がなきゃ駄目なんだろうな、というふう

に言われておりました。それには、地域だとか地域

産業が一体となった取り組みが、まず必要だよと。

車で国道２３８号線を走りながらも、ちょっと寄っ

てみたくなるような道の駅周辺の環境整備も当然必

要でしょう。 

道の駅は市町村が設置し、ということで、うたわ

れておりました。国土交通省が登録するもので、登

録要件も定められているが、猿払村の道の駅につい

て、この登録要件というのを、どの程度満たしてい

るんだろうか。まず第１点。 

それと、今ある資源。水産資源も、農業資源、風

景もある。いろいろあります。そういった資源は当

然、生かしていかなきゃならないですけど、新たな

資源を開発したり販売したり。これは野菜の販売だ

とか、野菜の直販、水産物を直販したり、それと加

工品の直販。そういう展開、雇用を含めた道の駅の

商機の可能性、地域振興についての可能性について、

どう認識されているんでしょうか。伺います。 

また、今日までのさるふつ公園整備についての協

議経過を踏まえた上での道の駅の、先ほど、複合施

設と言われておりましたから、私も商業施設と言い

ません。複合施設と言い直します。複合施設という

のは、いろいろな道の駅の複合的な機能が、そこで

賄えるんだろう。そういうことで聞きましたんで、

その建設について、これは、出店希望者は２回にわ

たって説明も受けておりますから、先ほど、来年の

秋なんていう話を答弁されておりましたけど、それ

であれば全く職務怠慢。納得、到底できるものでな

い。本年度の補正予算ででも対応するのか、それと

も新年度の予算で対応か、建設工程について伺いた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞田議員  

さんの御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。当村道の駅は、平成１０年４月１７日に道の駅

さるふつ公園として登録認定を受けております。登

録要件におきましては、国土交通省の道の駅登録案

内要綱の運用方針に従い登録申請を行っており、駐

車場の広さや、２４時間利用可能なトイレ及び便器

個数など、登録要件は満たしております。 

景観等の配慮についてですが、一部、国道沿いの

雑草が、私自身も当時、担当課長として気に  な

っておりましたので、来年度については、その雑草

部分を奇麗に刈り取って解消してまいりたいという

ふうに考えております。 

また、議員のおっしゃるとおり、北海道内でも１

１４駅が登録されており、１０月１１日には 新た

に全国で１０の駅の登録がなされ、現在  １０１

４駅の登録が完成されているというふうに聞いてお

ります。その中で、全てにおいて把握することは困

難でございますけれども、また、指定管理者制度等

において運営しているなど当村道の駅との運営形態

が異なることから、一概に言えませんけれども、少

なくとも宗谷管内の道の駅については運営について

困難を極める状況であるというふうに思っておりま

す。 
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このことから、今年度から本村が事務局となりま

して、稚内開発建設部並びに関連市町村とともに宗

谷管内道の駅品質協議会を発足させていただきまし

て、それぞれの道の駅への集客の増員を目指して、

議員のおっしゃるような寄ってみたくなるような道

の駅づくりのために、環境整備やサービス向上につ

いて一緒に勉強を行ってまいりました。また、今年

度は初の試みとして、中頓別町の観光協会から本村

の道の駅まつりに出店をしていただき、来年度から

管内の道の駅同士が協力できるような体制づくりも

作ってまいりたいというふうに考えております。 

複合店舗の関係ですけれども、現在、２店舗の

方々が出店されておりますが、それぞれにおきまし

て地場産品や独自の商品開発をした品物を販売し、

雇用にもつなげていただいております。私も、道の

駅を含むさるふつ公園においては地域振興策を進め

る上で重要な拠点の一つと捉えております。今後、

出店希望者の方々が自社商品の販売や新商品開発に

努力をしていただくこともさることながら、村とし

ましても、利用可能な施設や土地を活用しながら加

工品販売の展開や、議員さんのほうから野菜という

例えがございましたので、野菜などの栽培にも着手

できるようにして、早急に検討させていただき、ま

た、野菜に特化させていただきますけれども、野菜

などにつきましては、村民農園の一部を利用しなが

ら来年度からでも実施できるようにしてまいりたい

というふうに考えております。 

この村民農園につきましては、一部、村民農園と

隣接している土地があります。約８７０平米ありま

す。この部分を来年、村民農園で耕すときに一緒に

耕していただきながら、また、タンカル（炭酸カル

シウム）だとか肥料を混ぜながら、ちょっと土壌改

良を含めてやっていきたいなというふうに考えてお

ります。これを進めることによって、雇用の創出に

つながるようにしてまいりたいと考えておりますの

で、もし、御協力いただける皆様方がおりましたら、

お願いをしたいというふうに思います。 

また、複合店舗の建設につきましては、予定して

いたより遅れていますことを大変深くお詫びを申し

上げます。まず、コスト面につきましては、浄化槽

等も含めて関係課と協議を行うなど、次回の出店希

望者の皆様方にお集まりをいただき、行政からのお

願いや、さらなる聞き取り調査を行うことを予定し

ております。また、建設計画に関する大まかな流れ

に関しましては、早急にプラン ニングや出店店舗

数などの再整理を行わせていただき、平成２６年度

当初予算にて実施設計の計上をさせてもらい、６月

定例会に建設費用の計上、着工させていただき、御

不満ではございますで しょうけれども、平成２６

年度の１１月頃の完成を目指してまいりたいという

ふうに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全く納得できません。

道の駅の要件。２４時間のトイレ。案内所ですか。

駐車場も含めて、今、三つのことを言われましたけ

ども、実はですね、平成２１年だったですかね、道

の駅の管理棟にトイレを作りたいと。予算審議のと

きに私は言いました。道の駅に立ち寄る観光客の快

適性を確保してやることを、なぜ猿払村でやらなけ

ればいけないのかと。なぜ、多額の費用を掛けて。

村民以外の不特定多数の観光客のためであればです

よ、国道を管理する開発庁がやるべきじゃないんで

しょうか。そういうふうに予算委員会の中で言って

おります。この意味が分かりますか。ということは、

トイレだけ道の駅で快適性を提供すれば事足りるん

でしょうか、ということを私は申し上げてたんです

よ。ただ、そこまでは言わなかったです。なぜトイ

レを猿払村でやらなきゃいけないんですかと。これ

には大きな定義が忘れているんです。 

村長は今、案内、トイレの２４時間、駐車場。し

かし、もの凄く大きいものが一つあるでしょう。こ

れ、財政企画課長は分かりませんか。この目的以外

に大きなものがあるはずなんですよね。これはね、

やはり道の駅というのは、その地域の地域振興のた

めの施設なんですよ、この道の駅というのは。地域

振興施設が伴って初めて、トイレだとか何とかって

いうのは。そういう施設の活性化を図るための一つ

の手段として、寄ってもらうための手段として、ト

イレや何か整備しましょう、駐車場も整備しましょ

う、ということなんですよ。 
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ところが、うちは要件を備えてないじゃないです

か。そういうものが、来年の秋にします。何を考え

てるんですか。一番先にやらなきゃならない問題じ

ゃないですか。不特定多数の観光客に対して快適な

トイレを提供するためじゃないんですよ。その道の

駅というのは、その地域の地域振興を図るための施

設づくりを、きちんとしなさいよと。それが定義に

なってるはずなんですけど、これ誰かお答えできま

すか。 

○議長（山須田清一君）：休憩を取りますか。 

○村長（伊藤浩一君）：お願いします。 

○議長（山須田清一君）：では１０分ほど休憩を取

ります。３時半まで。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

再開 午後 ３時３０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。 

伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お時間を取らせまし

て大変申し訳ございません。勉強不足で反省してお

ります。その中で、道の駅の認証という形の中では、

１から７までの登録要件があります。それを大まか

に区切った中で、道の駅に登録された場合について

は、休憩施設と地域振興施設が一体となった道路施

設、という形でうたわれております。この部分の中

で登録条件として、２４時間利用可能な一定数の駐

車スペース、それとトイレ、それと情報提供型の施

設を備えた施設、という部分になっておりますので、

この地域振興施設という部分について、現在、本村

においては若干、遅いというか、遅れてる部分だと

いうふうに僕も認識はしております。 

その部分で今回、複合店舗という部分で進めさせ

ていただいておりますけれども、その進め方につい

ても若干。若干ではないかもしれませんが、時間を

要しているという形の中では、手を挙げていただい

た複合店舗の出店者の方々には御迷惑を掛けている

ということで認識しておりますので、お詫びを申し

上げたいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：何回も言いたくはな

いんですけども、なぜ道の駅の登録を、我々が申請

したのか、向こうで勝手に登録したのか、それは別

にしても、何か地域振興の切っ掛けになるんじゃな

いかと淡い期待を感じて、道の駅の登録をしたと。

そして、その振興を図りながら村の活力をそこで、

又は産業の振興、そういうことを期待しながら登録

の要件を満たすように努力したはずなんです。とこ

ろが、一番大切な地域振興施設、これを、こちら側

に置いてですね、トイレを設置したり、駐車場を設

置したり、案内所を設置したり。 

今、一番急がなきゃならないのは何だと理解しま

すか。今、村長が言いましたね、地域振興を含めた

総合的なという部分で。これは、まさに地域振興施

設だと。何だっていうふうに理解されてます。やは

り道の駅の、今言う複合施設じゃないですか。商業

施設なのか、複合施設と呼ぶのか、そういうものを

切っ掛けにして活性化を図るということじゃないか

っていうふうに理解しますけど、私、間違ってます

か。私は、そういうふうに理解したんですね。だか

ら、一番先にそれを整備すべきであって、その次に

トイレだとか駐車場を、きちんと快適にしよう、入

りやすい施設にしよう、寄ってくれる施設にしよう、

金を落としてくれる施設にしよう、ということに、

つながってくるんじゃないでしょうか。順序が逆で

すね、トイレや駐車場が先だと。それはどうでもい

いですから、今言うように定義はいろいろあります

が、分かりましたね。そういう部分で地域振興が一

番大事な部分だという、そういう理解の上で話しを

します。 

そういうことで地域振興は急ぐんですよ、ってい

うことを一番先に認識していただきたいなと。だか

ら、来年の９月になります、そんな話はないはずで

すよ。住民を裏切りですよ。今年の春から１回やり

ました。秋にも１回、説明会やってますよ、村長。

それを、どうするんですか。まさか、いつやるか分
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からないものを説明してたんでしょうか。だから今

回、何としてでもね、急ぐべきだと。 

それとさっきの、複合施設と言いましたね。私は

商業施設と言いたいんですけども、今ある資源をね、

そういう所でどんどん売り込む。そういうこともあ

りますけれども、新たにね、そういう施設を利用し

て、いろいろな産業を生む。雇用を生む。そこで障

害を持ってる人たちが働ける場所ができるだとか、

いろいろな可能性が、そこで発生してくる。だから、

いろいろな角度から検討しなきゃならない。どこか

観光係の一つがバタバタと作業を進めてやっていけ

ばいいというものではない、というふうに私は思う

んですね。もう少し理解を深めてやっていただきた

いというふうに思います。 

ただし、到底９月までには間に合うわけじゃない

ですし、これは新年度の予算で今、早急にね、振興

局、又は、いろいろな。今回のね、交付金みたいの

があったら、そういうのに利用すればいいじゃない

ですか。なぜ、そういうことができな  いんでし

ょうか。 

可能性は、いろいろございます。例えば、建設す

るということで、春もそうでしたし、秋に集  ま

って話をしたときも、出店希望者が３人か４人、集

まってました。その中では、出店希望者だけです。

だけど、いろいろなね、障害者をそこで、何か可能

性がないだろうかと、いろいろな角度からやれると

思うんですね。それなら農業から始まって１次から

６次まで障害者にやってもらいましょうと。販売ま

で。そんな可能性だって追求できる、そういう可能

性のある施設なんですよ。だから急ぐべきだって私

は言ってるんです。切っ掛けづくりのために。これ

で、今一度ね、村長。ななかまどの会ができました

ね。そういう所に呼び掛けて、そういう（聞取不

可）を持った施設建設も、やはり考えるべきでしょ

う。そして農業。野菜に特化したというようなこと

を言いましたけども、少量多種でいいです。あそこ

で販売する。いろいろなことがやれる可能性がある。 

そういうことで、なぜ来年の９月なのか。やはり、

少なくとも連休までに整備するっていうのは、ちょ

っと間に合わないかもしれないけども、９月って、

来年の終わる頃ですよね。それでは、   ちょっ

と納得できないんで。そういうことで、もう一度ね、

いかにして早くできるか。そういうことを、もう一

度、再度検討していただきたい。何らかの手法で。

新年度の形で、できないわけないと思うんですよ、

いろいろなやり方で。振興局と相談してもらっても

結構ですし。そういうことです。それをもう一度、

再確認したい。 

それと、国道沿いに公園の側が、例えば浜鬼志別

市街から公園まで、公園からエサンベ。エサンベの

ほうは、そうでもないですけど、牧場から公園まで

の間、イタドリが生えててね。シーニックバイウェ

イって言ってましたよね、国道の景観だとかという

ことで。そういう事業との兼ね合いはどうなってる

のか。国道に申し入れすべきですね。イタドリが、

もうちょっと奇麗にしてくれと、うちの公園のすぐ

側だと。できなければ、うちで  やってもいいと。

そんなことも含めてね、一つ御答弁いただけたら。 

それともう一つ。あそこに沢がありますね。牧場

と公園の間に。ああいうのは埋めてしまって、きち

んとして景観をよくすれば、まだ、お客さんが入り

やすくなってくるような気もするんですよ。だから、

そういうことも含めて、可能性も含めてですね、ち

ょっと御答弁いただきたいなと。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：複合店舗の部分につ

いては正直、１２月中にですね、ある程度のものを

作った中で、新年度当初予算から進めていくという

私の考えもありましたけれども、これは私 一人が

仕事をしていたわけではありませんけれども、たま

たま退職という形になって、一職員の中に、その部

分を負担をしてしまったという部分ついては、非常

に申し訳ないと思っておりますけれども、その部分

について遅延をしたという部分については、非常に

反省もしております。その中で、前倒しをして、実

施設計も含めて、できるかということについては、

再度ですね、もう一度、早急にできるかどうかとい

うことで、検討させていただきたいというふうに思

います。 
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それから、先ほど答弁いたしましたけれども、道

路縁のイタドリだとか、そういう草刈りの部分につ

いては、来年度、改めて開発のほうと協議をしなが

ら、できなければ、うちのほうで草刈りをして、先

ほど覆土をしてという形の景観もやるという形で僕

も答弁させていただきましたので、来年度について

は、そういう部分でやっていきたいというふうに考

えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは最後の質問

に入りたいと思います。限界集落の振興対策につい

て、ということですけども、限界集落と言い  切

ってしまう部分については、ちょっと疑問があるの

かなというふうに思いますから、ちょっと、そのあ

たりも考えながらも質問しなきゃいけないのかなと

いうふうにも思いますけども、実は北海道で、過疎

化や高齢化で衰退が進む集落への対策を、今年度か

ら本格化させる、というのではなく、させた、とい

うふうに理解したほうがいいんで しょうね。１０

年後には道内２３００あまりの集落で高齢化率、６

５歳以上の人口が５０パーセントを超える危機的な

状況を踏まえて、本年度中に対応マニュアルを、今

年から２年間で集中的に施策を展開する、というふ

うに報道されておりました。今、進んでる施策とい

えば、地域リーダーの養成講座だとか、地域フォー

ラムの開催と、そういったものが主な内容だと。対

応策の検討も視野に入れながら、ということですか

ら、まだまだ  進んでいないっていうのが現状な

んでしょう。 

猿払村においても過疎化、高齢化に限界を超える

集落が、いくつか存在しているというふうに理解し

ておりますけども、将来の集落のあり方という部分

については、やはり真剣に考えていかなければなら

ないと。そういう現実が重くのしかかっているとい

うふうに私は理解しております。これについてです

ね、現状を村長はどういうふうに、この限界集落、

とは、まだ定義はできないのかもしれないんですけ

ども、今、うちに何集落くらいがあって、というイ

メージをしながら、どんな認識でいるのかというこ

とを、まずお伺いしたい。 

それと、６月の定例議会で一般質問しました。そ

ういう集落に対する地域おこし協力隊の配置だとか、

集落支援員の配置について提案いたしました。その

答弁の中で、地域担当職員制度の充実で対応してい

くという答弁がございました。そこでお伺いします。

現状で、地域担当職員制度は、どの程度機能してい

るのか。これからの可能性はどうなんだ。その後の

経過についてもお伺いしたいと思います。 

また、今年度配置するという地域おこし協力隊員

について、その後の経過はどうなったのか。これも

お伺いしたいと思います。 

それと新年度において、これは質問というよりも

提案でございますけども、作目を野菜の栽培、販売

に特化した、新農業従事地域おこし協力隊員、これ

についての配置も政策提案しますが、いかがでしょ

うか。 

それと、限界集落という定義がされる集落に協力

隊員、又は集落支援員を配置する考えはないか、改

めてこれについてお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞田議員の

御質問にお答えさせていただきます。まず限界集落

の現状についてでございますけれども、村内の集落

でも高齢化率が高く、近い将来に集落の維持が困難

になる地域があることは議員と同じ認識であります。

維持するための対策の必要性も認識しておりますの

で、その集落のあり方を、まちづくり懇談会の中で、

ざっくばらんに地域住民の方々と意見交換をさせて

いただきたいというふうに思います。 

今は準限界集落というところが二、三地区あろう

かというふうに思っておりますので、ただ、私も協

働まちづくり推進課長のときに、この準限界集落及

び限界集落を、どうしていくんだというような、過

去に御質問があったときに、地域に出向いて、いろ

いろお話しをさせていただきましたけれども、なか

なか厳しい現状であったと。ただ、自治会組織を合

併させるだけでも３年間掛かりました。豊里地区を

鬼志別東町に一緒にしていただくだけでも３年間の

日数を要したわけでございますので、そういうこと

も踏まえながら、まちづくり懇談会の中で地域住民
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の方々と、ざっくばらんにお話しをさせていただき

たいというふうに思っております。 

それと、地域担当職員の取り組みにつきましては、

現在２期目の最終年でございます。述べ５年半以上

が経過しましたが、この制度の目的としていた、村

職員と地域住民が話し合い、個性的な地域づくり、

地域活動の企画立案、行動を行う、という形には、

大部分の地域ではなっておりません。それは、この

目的と、地域が求める活動が一致しないということ

が大きな要因となっています。また、全職種、全職

員が担当というフットワークの悪さも要因の一つと

考えております。この３期目に向けて、より機能的

なものにするために、地域や職員の体制など、地域

担当職員調整会議などで協議する予定となっており

ます。 

また、私が就任した折には、職員の方々にお願い

をさせていただきました。元々、この地域担当職員

を作った私が、協働まちづくり推進課長補佐のとき

に、当時、職員のほうと話し合って、この制度を作

らせていただきました。それは、職員が地域に出向

いて、地域住民の声を聞いて、声なき声を聞きなが

ら、いかにそれを行政に反映していくか、というこ

とを、もう一度職員の方々に思っていただきたい。

そういう形の中で、今後は目的を一つにして、いろ

いろな地域のイベントだとか、そういうものをお手

伝いするということもありますけれども、もう一度、

高齢者や独居老人やいろいろな方々とお会いをして、

お話をして、それを行政に反映していただけるよう

なスタイルにしていただきたいということでお願い

をしております。 

それと、地域おこし協力隊員は、９月の定例議会

で観光業務を担当する目的で予算議決された後、公

募しまして、３名の方からの問い合わせがありまし

た。しかし、書類の提出は１名のみとなり、書類審

査や面接の結果、採用を決定いたしました。その後、

現在勤めている会社の業務の引き継ぎなどで慰留さ

れている旨の連絡があり、会社と退職時の認識の相

違が原因とのことでした。改めて募集をするには日

程的な問題もあり、また、応募された方の能力や人

柄が適任と判断し、採用をそのままに、会社との協

議結果の連絡を待っておりましたが、３月下旬の来

村、４月から就任の予定というふうになっておりま

す。この方については、道の駅の観光のほうの業務

をしていただきたいというふうに考えております。 

また、今後に向けては、決定している１名に  

２名程度を追加する方向で、予算や担当する業務の

協議を行う予定でございます。その中で、集落での

福祉活動などを担当する隊員の募集も考えてまいり

たいと思っております。 

また、野菜などの栽培や販売を担ってもらう隊員

については、これから農業普及センターともいろい

ろ協議をさせていただきながら協議をしてまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、まちづくり懇談

会等での積み重ねによって、何か開ける道はないの

かということで探っていきたいということなんでし

ょう。しかし、今までまちづくり懇談会を続けてき

ております。それで何の道も開けておりません。現

実は難しいんです。非常に難しいことだと思います。 

実は道新で、幌加内の母子里地区の集落について、

これは道のモデル事業でやってますね、限界集落対

策。この中でも、やはり非常に難しい問題を抱えて

いるというようなね、簡単に付ける薬はないんだと。

しかし、一人でも二人でも、とにかく何かそこで、

この地域を何とかしようという気持ちがある集落。

皆そうだと思うんですけども、本当に腹を割って現

実的にね、話し合う必要があるんだろうというふう

に私は思うんですね。ただ、まち懇で意見を聞いて、

それで解決できるほど簡単な課題ではないというふ

うに思うんですね。だから何としても。 

自然消滅を待つのか。村としては、一番無難な感

覚は自然消滅でしょう。それまで手を付けないで、

じっと我慢していると。しかし、果たして本当にそ

れでいいんですか。やはり、そこに生活している人

たちの実態、気持ち、っていう部分を把握する必要

があると。一生懸命、話し合う必要があるんだろう

と。それは、まち懇ではない。お茶を飲みながら話

しする問題だろうというふうに思いますんで、より
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小規模でもいいから。大それて、村長以下、何名も

行って話し合うんじゃなく、村長一人でもいい。課

長一人でもいいから行って、ざっくばらんな話し合

いをして本音を聞くというようなところから、何か

が生まれてくるのかなというふうに。 

私も、何か付ける薬があれば、すぐ提案します、

こういう方法があるんじゃないかということで。な

いです。全くない、というのに等しいと。だから何

か、みんなで見つけていかざるを得ないんだろうな、

やってみらざるを得ないんだろうなと。 

そういうところで、農業に特化したというような

部分は、海岸から大分入ってますね、そういう集落

も結構ありますね。野菜の栽培もできるんでないか。

ちょっとしたら、ある長野県の山間の町に行ったき

には、うちらワサビでまちおこしをした、ってね。

こんな山の中で。なるほど、山の中だからこそでき

るのかと。いろいろなものがあるはずなんです。例

えば、ここは気候が悪いから無理だろうという野菜

も、最近は平気で取れるようになってきた。そして

最近、剣淵で野菜を１００種類も植えてるね。少量

です。しかし、それが  引っ張りだこらしいです

ね。いろいろなスーパーだとか料理屋さんで。 

だから案外、そういう可能性があるのも。少量多

品種で、それを道の駅で常時販売していくだとかね。

そんなようなことも、何か夢を膨らませて、話しを

して、そういうものを最終的に積み上げていってい

ただきたいなと。それは答弁はあえて求めませんけ

れども、そういう準備をしていくべきだろうという

ふうに思いますし、活性化の一つの起爆剤というよ

うな部分で、何かを見つけるという作業を一生懸命、

地域の人と一緒になってやるべきだと思いますんで、

努力していただきたいと。それを要請しておきたい

と思います。 

それと最後の最後に、先月に遠別町で移住促進の

初の住宅、ということで新聞に出ておりましたね。

うちも、過去に同僚議員が質問したときに、協力隊

の質問をしたときに、なかなか住宅がな いんだ、

というような部分で、そういう課題も提起されてお

りましたから、そういう形は、本来的にはどうした

らいいのかという部分もね、真剣になって議論して、

対応はどうする、っていうものを見つけていかない

と、対策は打てないと思いますんで、是非、努力し

ていただきたいと思います。 

それと、なお積極的に、議会ともどんどん協議をし

ながらですね、執行権者、議決権なんて、あまり、

そういう意識で、ものを分けて考えないで、いろい

ろやっていったほうがいいと思いますんで、そうい

うことも視野に入れて行政運営をやっていただきた

いと要請をして、質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 


