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○議長（山須田清一君）：日程第６、これより一般

質問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

４番、太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：おはようございます。

質問に先立ちまして、新たに村長に就任されました

伊藤村長に激励のエールを送らせていただきます。

猿払村の財政、まだまだ厳しい状況にあると思って

います。前村長の下、実質公債費比率２１．４パー

セントから１５．２パーセントに改善したわけです

が、建設から年数の経っている、現在使用されてい

る公共施設、インフラの維持補修、さらには更新と、

多大な予算が予想されます。また、ＴＰＰの本村基

幹産業への影響等、難しい問題が予想される中、村

長に立起し、就任されたことに敬意を表しますとと

もに、期待をするところでございます。これからの

４年間、村長が掲げる、誰にでも優しさを持ち、安

心して暮らしていける地域づくりに向けて、頑張っ

ていただきたいと思います。 

それでは一般質問を始めさせていただきます。国

民健康保険について質問をいたします。８月の北海

道新聞でしたか、国民健康保険の一人当たりの保険

料が全国で一番高いというのが載っていましたが、

国民健康保険の加入者は、自営業、農漁業者、退職

者、年金受給者が対象ですが、猿払村において、い

ただいた資料を見ますと４３３世帯１１３５名の方

が加入し、そのうち漁業者の方は１７８世帯６０８

名です。世帯数にして４１パーセント、人数にして

５４パーセントの方が漁業者です。 

漁業の方は所得も高く、当然、一人当たりの保険

料が高い。半数以上の方の保険料が上限か、それに

近いと思われますので、平均すると一人当たりの保

険料が高く、全国一高い保険料ということになりま

す。この村の基幹産業であります漁業従事者の所得

が高い。非常に喜ぶべきこととは思いますが、それ

にしても保険料が高すぎるのではと考えます。中間

所得者、年金生活、子育て世帯にとって、負担感が

大きいと思います。 

北海道町村議会議員研修会の資料を見ますと、平

成２３年度国民健康保険料、一人当たりの調定額、

道内順位１番が猿払村で、一人当たり１６万１２８

円。最低が豊浦町の６万５７０円。その差９万９５

５８円。２．６４倍です。一方、２３年度の一人当

たり療養諸費順位は、１位が初山別村で４９万１１

９６円。猿払村は１０５番目２７万４３９８円。町

村平均でも３２万７３８９円です。ちなみに初山別

村の一人当たりの調定額は６８位で９万６３００円。

猿払村とは１．６６倍、６万３８２８円の差があり

ます。全国的に見ても、保険料が２倍や３倍の地域

格差が当たり前といった状況は異常ではと考えます。 

選挙の季節になりますと、１票の格差が２倍を超

えると違憲になるというニュースを見掛けますが、

１票の重みも重要ですが、国民健康保険の地域格差

のほうが、当事者にとって死活問題だと思います。

初山別村と比べ、一人当たりの療養費が２１万６７

９８円も少ないのに、保険料を６万 ３８２８円多

く払う。道内の多くの自治体で、猿払村より一人当

たりの療養費が高いのに保険料がかなり安い。どう

して、このような会計が可能なのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えいたします。確かに、本年６月の北

海道新聞に、一人当たりの年間保険料が高い自治体、

国保料、猿払村が最高額だということで報じられま

した。この一人当たりの年間保険料といいますのは、

国民健康保険税のうち、介護納付分を除いた医療給

付分と、後期高齢者医療支援分で、国民健康保険税

を納めていただく調定総額を、加入者数で割り返し

た一人当たり平均額という内容でございます。 

ちょっと前段の説明が長くなりますけれども、平

成２３年度分の調定額で、猿払村が全国一の １４

万１６５０円。以下、１０位以内までには、本村を

含めて道内８町村が入っている内容というふうにな

っております。御質問にもありますが、報道された

保険税が高いというのは、税率が高いのではなくて、

議員もおっしゃられたとおり、所得の多い世帯、被

保険者が多く、限度額に達している世帯は国保課税

世帯数の、議員おっしゃるとおり約４割を占めてい

る状況でございます。また、一人当たり所得でも、

猿払村は全国２位の２２３万７０００円となってお
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りまして、本村のように所得が高い市町村の他、医

療費が高い市町村におきましても一人当たり保険税

額が高くなる傾向にあります。一方で、それらが低

い市町村や、一般会計繰入が多い市町村は、一人当

たりの保険税が低くなっております。 

国保会計は、収入として、保険税、国からの療養

給付費等負担金、低所得者軽減分や担当職員の給与

費、出産育児一時金、葬祭費などに充てる  一般

会計からの繰り入れ、いわゆるルール分を主な財源

として、加入者の病気やけがに対応して、必要な給

付費や後期高齢者支援金、介護納付金、特定健診や

健康事業などの保健事業費、繰り入れルール分に対

応する経費を支出している会計と なっております。 

また、一般会計でいう普通交付税のように、  

一定の基準で算定する調整対象収入額と調整対象需

要額により、医療費と所得格差を全国レベルで調整

する普通調整交付金がありますが、本村のように所

得が多い保険者については、不交付となっておりま

す。逆に、医療費が高く、保険税収納額が低い市町

村には、国から、この普通調整交付金が交付されて

いるという形になっております。 

ちょっと前置きが長くなりましたけれども、御質

問の、療養費が高いのに保険税がかなり安い。どう

して可能なのか、ということでございますが、この

普通調整交付金が交付されている場合や、それぞれ

市町村の実情に応じて、国保特別会計の赤字補填分

として一般会計からルール以外の繰り入れをされて、

収支の均衡を図っている保険者もあるという形にな

っております。猿払村については、このルール分以

外の繰り入れは現在は行っておりません。あくまで

も国保の被保険者、国保の世帯の保険税等の中で会

計運営をさせていただいてるという状況でございま

す。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：ルール以外の繰入金、

法定外の繰入金に関しましては次の質問になります

ので、その前にですね、調整交付金等、いろいろ難

しいというか、複雑な財政処理があって保険料が決

まっているというのは理解するところですけども、

お隣のですね、浜頓別町と比べてみますと、医療分

均等割、猿払４万２０００円に対し  ２万３３０

０円。平等割、猿払３万７０００円に対し２万７５

００円。所得割、猿払８．４パー  セントに対し

５．５パーセント。資産割は猿払  ３０パーセン

トに対して３４パーセントと、４ パーセント高い

んですが、後期高齢者支援分、均等割、猿払３００

０円に対し１５００円。平等割、猿払５０００円に

対し２０００円。所得割は同率の１．７パーセント。

資産割は猿払３０パーセントに対し６パーセント。

大幅に猿払村の保険料が高いわけです。ちなみに、

浜頓別町の平成２３年度の一人当たりの調定額は１

０万４１６１円、療養諸費は３４万８９５７円です。

猿払村との差は、調定額で５万５９６７円安く、療

養諸費で５万 ４０１６円高い。お隣の町です。保

険料そのものの設定が高すぎるんではないかと考え

ますが、いかが考えますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、国保特別会計

の基本となる部分については、私の考え方としては、

これからの質問にも反映されるかも分かりませんけ

ども、あくまでも国保の加入者の中で会計運営を行

っていきたいというルールがありますし、私もその

とおりだと思います。 

ただ、この保険税を抑えるという部分については、

それぞれ先ほども答弁しましたけれども、各自治体

の都合といいますか、いろいろなことがあるかと思

いますけれども、その中で低く抑えるためには当然、

一般会計からのルール分以外の繰り入れを当初から

して、それで保険税率を決めているという所もあり

ます。うちは、あくまでも一般会計からの繰り入れ

は行わない形でやっております。ただ、他の自治体

の状況を見てみますと、当初から数千万円という形

の中で、一般会計から繰り入れをしてもらう前提で

会計の収支の均衡を 図ってるという自治体もござ

います。それと、医療費が進んでいく中で、足りな

くなったから最終的には専決処分で一般会計から不

足分を繰り入れしてもらうという形になっておりま

す。 

当初、猿払村では４０００万円近い基金がありま

した。その中で、経過として、どのくらいの基金を
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持ってたらいいんだろうという形の中で、 ２００

０万円ほど基金を取り崩して、資産割を ０（ゼ

ロ）パーセントにして、所得割を８．２   パー

セントから４．１パーセントに変えていったという

部分がございます。その中で、数十年、数年経って

いく中で、この基金がほとんど０（ゼロ）円になっ

た時代が、平成１７年に０（ゼロ）円になったとい

う時代がございまして、そのときに、翌年度で３６

００万円ほど一般会計から繰り入れをしたという状

況の中で、こういう形になりますと、毎年、一般会

計から、医療費の動向にもよりますけれども、３０

００万円、４０００万円という形でルール分以外の

繰り入れをしていかなきゃ国保会計は成り立ってい

かないという状況の中で、仕方なくといいますか、

そのときは確か議会とも、いろいろ議論をさせてい

ただきましたけれども、今の現状の保険税率にさせ

ていただいたという形でございます。 

私の考えとしては、あくまでも今の一般会計から

のルール分以外の繰り入れを極力しないで、国保の

加入者の方々の、一般財源と言われている保険税、

それから国、道からの補助金の中で何とかやってい

きたいな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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の答弁をいただい

て、２番目の質問にまで答えていただいたのかなと

思いますけど、ただ、隣の町から比べても極端に保

険税が高い。国民健康保険の特別会計の中でやって

いかなければならない、一般財源から繰り入れする

と一般財源が厳しくなるというのも、ある程度は理

解するところでございますけども、ただ、本当にで

すね、先ほど浜頓別の例を出しましたけど、ちょっ

とアレが高いんじゃないかなと思います。それは３

番目の均等割のほうで、もう  一度質問させてい

ただきます。 

次の２番目ですね、今と同じような答えになるか

なと思うんですけども質問させていただきます。国

民健康保険特別会計への一般会計からの繰り入れの

可能性についてですね、もう一度、見解を伺わせて

いただきます。全国的に健保と国保を比べてみると、

健保は若く、医療負担が安く、所得が高い。国保は、

定年退職した健保を抜けた人が国保に入ることから

平均年齢が高く、そのため医療費が高く、年金受給

者が多く、平均所得が低い。だから国保は構造的に

赤字になりやすいと言われています。 

国保の平均年齢５０歳に対し、健保は３４歳。加

入者に占める６５歳から７４歳までの割合は、国保

が３１パーセントに対し、健保は３パーセントです。

元々、国保は農林水産業者と自営業者のために作ら

れた保険です。会社で社会保険に入っていた人も退

職すれば国保に入るわけで、当然、高齢化し、病気

にかかる率は高くなり、医療費が高くなり、保険財

政は厳しくなる。国民健康保険税を上げざるを得な

い。 

猿払村の一人当たりの国民健康保険税が高いのは、

先ほども言われてましたが、漁業者の高額所得者が

多いからと言われていますが、他の自治体によって

は、先ほど村長から答弁いただきましたが、独自の

国保税の引き下げや減免制度の拡充のために、当初

から一般会計から繰り入れしている所もあると聞い

ております。日本一高い保険料を、一般会計からの

繰り入れで少しでも安くできないかと考えますが、

村の考えを、もう一度お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の御質問にお

答えします。国民健康保険税の算出の方法としては、

地方税法第７０３条の中で、２方式と３方式と４方

式という形の中で、賦課をしていいという形になっ

ております。その中で本村については、この４方式

を選択させていただいております。その４方式は、

所得割と資産割と均等割と平等割になっております。

この所得割と資産割については、応能割という形で

言われます。それと均等割。 

今は二つ目の質問ですか。失礼しました。申し訳

ありません。二つ目の質問ですね。減免制度の関係

ですか。均等割でなくて。 

○議員（太田宏司君）：先ほど言った一般会計から

の繰り入れの。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：そうですか。分かり

ました。申し訳ありません。国民健康保険について

は、基本的には加入者が支払う保険税で賄われてる
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という形の中で、一般会計と区別した独立採算性が

原則として成っている特別会計であります。 

本村の国民健康保険税条例では、保険税を減額す

る規定と、それから減免できるという規定がありま

す。この減額につきましては、世帯の所得区分によ

り７割、５割、２割を軽減するという形の中で、減

免は保険税の納税義務者が災害その他特別な事情に

より、その納付が困難であると認められた場合に限

り減免することができるという形になっております。 

先ほども御答弁申し上げましたとおり、赤字補填

分をルール分外の繰り入れをしている保険者もある

ことは承知しておりますが、本村の国保特別会計に

ついては、今、申し上げた減額、減免分を含めた一

般会計からのルール分のみの繰り入れを基本として、

今後も独立採算の原則に保ち、会計運営を進めてま

いりたいと思います。 

この７割、５割、２割の軽減につきましては、先

ほど言った応能割と応益割。これは、国で示されて

いる部分については５０パーセント対５０ パーセ

ントの均衡を保ちなさいという形になっております

けども、本村では今、応能割が５５パーセント、応

益割が４５パーセントという形になっております。

今は、この５５パーセント対４５  パーセントの

部分については法改正がなされて、この７割、５割、

２割の軽減率を使っていいという形になっておりま

すけども、ちょっと私も離れてアレなんですけど、

何年か前については、猿払村は６０パーセント対４

０パーセントという形になっていて、その場合につ

いては６割と４割の軽減割合しか使えませんでした。 

それを、この度の保険税率の改正をするに当 た

って、この７割、５割、２割の軽減割合を使用する

ためには５５パーセント対４５パーセント、要する

に応益割を４５パーセント以上にしなければ７割、

５割、２割の軽減割合を使えないという形になりま

したので、保険税を改正するときには、均等割と平

等割を１万円、１０００円という形で、グッと上げ

させてもらって、６割軽減の人は７割軽減、４割軽

減の人については５割軽減、軽減になるかならない

かという微妙なラインの人方については２割の軽減

を受けられるような税の改正に、当時した経過もあ

ります。蛇足になりますけども、経過としては、そ

ういうような形でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：減免制度については

理解いたしました。ただですね、僕が言ってるのは、

確かに応能割、応益割、あります。それは   ５

０パーセント対５０パーセントでという、それも分

かるんですけど、全体の保険料が高すぎるんじゃな

いか。それを言ってるわけです。それでですね、村

の財政、一般会計から繰り出しすることによって一

般会計が厳しくなるというのも分か るんですけど

もね、聞くところによると、一般会計からの繰り入

れというのは、一人平均１万円ぐらい全国で行われ

ていると。一人平均です。それで保険料自体を低く

抑えていると。 

猿払村には国保病院がありますが、専門性を要す

る治療、あるいは手術のとき、稚内、名寄、旭川、

札幌まで通院、又は入院しなくてはなりま  せん。

医療の面で、それらの地域と比べるとね、ハンデが

あるんじゃないかなと思います。この地域に住むこ

とによって得るハンデですね。それを行政が少しで

も縮めていくのも行政の役目ではないかと思うんで

すけども、再質問です。今の一般会計からの繰り入

れについて、もう一度お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、太田議員の

おっしゃるとおり、うちには内科１本しかございま

せん。確かに、専門的な医療機関にかかるというふ

うになると、村外の医療機関にお世話になるという

形になると思いますし、当然、交通費等も掛かるか

と思います。その部分については、緊急の場合につ

いては救急車という形になりますけども、自家用車

ですとか、どなたかの車を頼んで自家用車で行かれ

るとか、公共交通機関を使って行かれる場合の特別

な措置として、療養費払いという形もあります。 

確かに、非常に村民の方については御迷惑をお掛

けしているところですけれども、何とかそういう部

分での、今後の税率改正に向けてですね、何とか検

討していきたいというふうに考えております。以上

です。 



  －5－ 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：それでは３番目の質

問に移らせていただきます。猿払村に住んでると、

国保、健保に関わらず、子どもが病気になれば稚内

の小児科病院に仕事を休み診察に行きます。また、

大きなけがの治療や手術をするにしても、稚内やそ

の他の都市部の病院へ通院、あるいは入院しなけれ

ばなりません。当然、負担も増えます。 

健保の加入者は会社を病気で長期間休むと傷病手

当が支給されますが、国保では基本的に支給されま

せん。そのため、自分自身で病休時の生活費を蓄え

ておかなければなりませんし、入院給付金付きの保

険に加入するなどの備えなどをしておかなければ、

病気になっても安心して治療に専念することもでき

ません。 

また、健保は同じ保険料で扶養家族も健康保険の

恩恵にあずかることができますが、国保は赤ん坊だ

ろうと加入し保険料を払わなくてはなりま せん。

猿払村では、均等割一人につき４万２千円の家族分

を払わなければならないわけです。子育て世帯、年

金生活者にとって、大変な負担です。 

平成２４年度末の国民健康保険基金残高は、先ほ

ど村長の答弁にありました４３３８万円あります。

また、国民健康保険特別会計において８２９万円の

繰越金が発生しています。子育て世帯、年金世帯の

ためにも、医療分、介護保険分、後期高齢者支援分

の均等割の見直しの考えはないか、質問させていた

だきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前段で、いろいろと

答弁も考えてみたんですけども、今まで、いろいろ

な形で議論をさせていただいておりますので、端的

に申し上げさせていただきたいと思いますけれども、

この保険税については、私は税率改正をした当時の

担当係長でございましたので、当時は苦渋の選択を

させていただいたという形がございます。それで先

ほど言ったように、応能割と応益割のバランスとい

うことも考えながら、さらに６割、４割の軽減割合

を、７割、５割、２割の軽減割合にするためには、

どうしてもこの応益割の部分を４５パーセント以上

にしなければならないという形の中で、平成１７年

かな、そのときに税率改正をさせていただいたとい

う経過がございます。 

その部分については、私も、その後また保健福祉

課長という担当もさせていただきながら、何とか被

保険者の皆様方の健康における予防医療等も、いろ

いろ御努力をいただきながら、今現在、   ４０

００万円相当の基金を保有しております。この基金

を全部使ってしまうという形には当然なりませんけ

れども、現在、担当課のほうには新年度に向けて今、

様々な税率の改正に向けてシミュ レーションをし

ていただいております。 

それは、減額する方向で何とかシミュレー  シ

ョンをしていただきたいという形の中で、その基金

を、いくら取り崩すのかという部分はありますけれ

ども、その一方で、改めてまた被保険者の方々には

予防医療、要するに、医療費を増高させないような

御努力もしていただきたい。その分、行政のほうも

何とか税率を改正しながら、今、担当課のほうでは

シミュレーションをしていただいている状況でござ

います。 

また、国のほうの今、税制改正の部分では、限度

額の金額が、また２万円ほど上がるというふうな形

で聞いておりますけども、また限度額世帯の方につ

いては、改正後については、また多大な御負担をい

ただく形になるかも分かりませんけれども、何とか

今、シミュレーションをしておりますので、新年度

に向けて、何とか納税者の方に、ある程度、御納得

いただけるような形での税率改正に向けて今、検討

してる最中でございますので、御理解をしていただ

きたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：保険料を考えていた

だけると。低く抑えるように努力していただけると

いうことですので。ただ、この均等割についてはで

すね、近隣町村を見てみますと、浜頓別町は先ほど

言いましたが２万３千円。中頓別町は１万７千円。

枝幸町は２万３千円なんです。明らかに、猿払村の

均等割は高すぎると思います。それが人数割になる
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わけですから、これについても考えていただくよう

お願いいたします。 

次の４番目の質問に移らせていただきます。国民

健康保険税の資産割の考え方についてお尋ねいたし

ます。猿払村では、医療分の保険税として土地、家

屋の固定資産税に３０パーセント、後期高齢者支援

分として３０パーセント、介護保険分として６パー

セントの資産割があります。 

資産割は、土地、建物の固定資産税に賦課してい

ますが、住んでいる猿払村にある固定資産税だけで

す。他の自治体に持っている固定資産は対象外です。

組合健保などの他の医療保険には資産割がありませ

ん。また、多くの自治体は、介護保険、後期高齢者

支援分には資産割がない所が多いようです。道内に

おいても札幌市、旭川市、江別市などの都市部には

資産割がありません。 

国民健康保険は、自営業、先ほどから言ってます

農水産業だけではなく、退職者も国保の加入が義務

付けられています。保険を払うほうの立場からする

と、保険料の負担に関わらず受ける医療の内容は同

じであり、医療サービスを受けた際の医療内容は同

じであり、医療サービスの医療機関への負担も同じ

３割です。同じ所得水準であっても住んでいる自治

体によって差があり、不公平ではないかと考えます

が、保険税の資産割をどのように考えているのか質

問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：資産割の考え方でご

ざいますけれども、過去に猿払内においても資産割

を４０パーセント、２０パーセントと取ってた時代

がございます。平成９年度で資産割を、今、太田議

員おっしゃるとおり０（ゼロ）パーセントにした時

代が、ずっと続いてきた時代があります。その部分

の内容としましては、当然、固定資産税も払ってる

のに、国保の被保険者だけ、なぜまた国民健康保険

税にその資産の部分を付加するんだと。要するに、

酪農業だとか、いろいろな漁業者、一般の住宅をお

持ちの方々が、ほとんどそうで しょうでしょうけ

ども、そういう議論の中で、  一度、資産割を０

（ゼロ）パーセントにして、   ３方式で、ずっ

とやっていった経過がございます。 

その中で、先ほどから答弁してますけれども、基

金が底を突いてしまったという状況の中で、何とか

もう一度、国保会計の健全化に向けて取り組まなき

ゃならないという部分を含めて、また資産割を復活

させていただいて、応能割と応益割のバランスを取

らせていただいたと。言うなれば、資産割を廃止し

てしまいますと、この所得割の率を異常に高くしな

ければ応能と応益のバランスが取りづらくなります

ので、所得割を低く抑えるためには、やはり資産割

を、どうしても設けなきゃならないという状況があ

ります。 

その中で、現在は資産割が３０パーセントという

形になっておりますけれども、先ほども議員の御質

問にあったとおり均等割額も含めてですね、この資

産割も改めて含めて、どういう形で減額できるかと

いう形の中でシミュレーションを今、担当課のほう

にやっていただいておりますので、その結果が出る

まで、また議員様方と御相談をさせていただきます

けれども、その辺を御理解をしていただきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先ほどから議論に出

てます応能割、応益割。その部分があって、保険税

率を上げないためにも資産割が必要なんだと、そう

いう答弁をいただいたわけですけど、それも理解で

きるんですけども、ただですね、固定資産税を払っ

ている土地と建てた住宅が、この村にあるわけです

よね。ローンを払い、固定資産税を払い、住宅の維

持補修費のためお金を貯め、定年になり国民健康保

険に加入し、猿払村に住むと固定資産税は、介護保

険分、それから、アレを全部合わせると、６６パー

セントは固定資産税が増えると同じことですよね。

年金生活から払うのが大変だと思うような人も出て

くるんじゃないかと思うんですよ。また、家を維持

していくのにね、それだったら家を維持しなくても、

公営住宅に入ったほうがいいんじゃないかと、そん

なようなことを考える人たちも出てくるんじゃない

のかな、って考えるんですよね。だから、先ほど、
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これも含めて全部を見直していただけるということ

ですので、その辺も検討していただければと思いま

す。 

それと、もう一つ再質問になると思います。社会

保障制度改革の項目や道筋を定めたプログラム法案

が国会で、国民健康保険の運営主体を市町村から都

道府県に移す、その改革を１４年度から １７年度

に実施するとなっていますが、市町村へ移管される

とですね、現在、今の固定資産税を含めて、賦課の

対象がいろいろ変わってくると思 うんですよ。当

村の保険料に対して、その辺の影響はどのように考

えているのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：私のほうか

ら、ただ今の御質問の答弁をさせていただきます。

今のプログラム法案の行方ということでございます

けども、ちょっと外れるかもしれませんが、今現在、

村長が保健福祉課長時代、そして私もそうなんです

が、北海道の広域化支援方針検討会議という所で、

北海道全体の国保運営ということで、様々な観点か

ら協議をしている組織がございます。そこに、猿払

村は御承知のとおり全国１位ということもありまし

て、道内の委員に選ばれた経過がございます。一度、

切れたんですが、また今年度から新たにということ

で、また２年間、委員ということになっております。 

その中で、北海道で、共同安定化事業ということ

でですね、高額医療費、それから、高額医療費は一

定の金額をオーバーした分が国保で、本村が高額療

養者が増えますと、その分、国保負担が増える。そ

の分を、極端に増えるもんですから、北海道全体で

プールして支援しましょうという制度がございます。

それは、一定の拠出金を出して、その年その年の実

績に基づいて負担をされるという制度がございます。

その他に、財政調整交付金という先ほどお話もあり

ましたが、調整交付金の国からの比率が、今度は各

都道府県に数パーセント加重が多くなるという制度

に今、変わろうとしています。そういったときに、

拠出金と、それから交付金の差で、一体どういった

バランスで埋め合わせができるかということも検討

しております。 

ただ今の御質問の部分では、北海道１区となる見

込みで、平成２９年度あたりからということで今現

在、動いておりますが、その平成２９年度に北海道

１区となった場合には、当然、２方式、３方式、４

方式で、それぞれ、いろいろな市町村が保険税を課

税、賦課しているもんですから、どういった方策が

いいのかということは、これからまた検討されます。 

問題は、猿払村は保険料が御承知のとおり全国一

高いと。また、低い所は、その半分ぐらいで  済

んでいる所もありますが、これが北海道１区に仮に

なりますと、おそらく、うちの村は下がるでしょう

と。ただ、上がる所は当然出てきます。そういった

バランスが一体どう取れるのかというのが非常に、

今までも、おそらく北海道１区として進んでこれな

い一番の問題だったと思います。 

今年、北海道から、各市町村の国保課税データを

提供して、どの程度の北海道１区の保険料になるか

というのを試算するというところで、各市町村の意

向を調査されております。猿払村は、お出しします

ということで返事をしてますが、まだそのあたりの

試算はできてないんですけども、そういった形で今、

北海道１区に向けて動いているというところでござ

います。御質問の答弁になったかどうか分かりませ

んが、状況だけお知らせします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：それでは次の、介護

保険についてお尋ねいたします。厚生労働省は、２

０１５年度から実施する介護保険制度改革の意見書

素案を社会保障審議会介護保険部会に提示しました。

１２月２０日に結論をまとめ、来年の通常国会に、

介護の必要度が低い要支援１、２の人向けのサービ

ス予防給付のうち、訪問介護とデイサービス、通所

介護を２０１７年度に向け、市町村事業に移す案を

社会保障審議会に示しました。社会保障審議会にお

いて、医療から介護へ、病院から地域、住宅への考

えで、地域包括ケアシステムづくりを推進していく

必要があるとされています。 

要支援者は、単身高齢者や高齢の夫婦が自宅で辛

うじて生活できる程度の方たち。それを支えている

のが介護保険のサービスだと思います。サービスが
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あるから、子どもたちが遠く離れていても住み慣れ

た地域で暮らしていけると思っています。訪問介護

とデイサービスを市町村事業に移す。財源が厳しく

なり、地域間格差が広がることが懸念されますが、

当村の介護事業への影響と、その対策をお伺いいた

します。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えします。まず、村の現状を若干、御

説明させていただきたいと思います。猿払村では、

要支援１が１７名、要支援２が２１名の、計３８名

の方が要支援の認定を受けている状況でございます。

その中で、訪問介護、これはヘルパーですけれども、

これを利用している人は、要支援１が１名、要支援

２が５名の、計６名でございます。通所介護、これ

はデイサービスですけれども、要支援１が１１名、

要支援２が１３名の、計２４名の方が利用されてお

ります。 

現在は、訪問介護、通所介護ともに、やすらぎ苑

からサービスの提供を受けておりますが、いわゆる

社会保障制度改革に関するプログラム法案により、

平成２７年度から平成２９年度を目処に市町村の地

域支援事業へと移行することが、議員 おっしゃる

とおり、ほぼ決定となっております。 

移行してからの運用としましては、事業費の単価

は、訪問型、通所型のサービス提供の内容に応じて

市町村が独自に単価設定できる方向ですが、上限に

ついては、全国的なルールに従う形で検討が進めら

れております。利用料についても、市町村が独自に

設定できるようにするという考えに なっており、

従来の予防給付から移行するサービスの利用料は、

要介護者に対する介護給付の利用者負担割合を参考

にしながら市町村が設定するとして、１割負担の料

金を基本にする考え方が示されております。 

市町村事業としては、移行されてきても、訪問介

護においては今までどおり、やすらぎ苑の訪問介護

事業所による身体介護等の訪問介護として継続でき

るのか。通所介護におきましては、やすらぎ苑によ

る機能訓練等の通所介護で継続できるのか。それと

も、現在やっている介護予防教室等を拡充していく

べきなのかなど、いまだに不明な点が非常に多く、

現時点では保険料にどのように影響してくるかとい

うことも明確になってはおりません。しかし、財源

の内訳として、今までどおり国が２５パーセント、

都道府県、市町村が１２．５パーセント、１号保険

料の方が２１パーセント、２号保険料の方が２９パ

ーセントを示していることから、保険料の精査等も

含めて、介護保険の第６期計画に盛り込んでいかな

ければならない事項だというふうに理解をしており

ます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今、答弁いただきま

したけども、要支援１の方で１名、要支援２で５名、

合わせて６名の方がヘルパーさんを今、利用してい

ると。地域で介護していく、支援していく分では、

ヘルパーさんの力っていうのは、これから、すごく

大事になるのかなとは思うんですけども、その分で、

今のヘルパーさんの人数等、それで足りるのかどう

か再質問させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：ただ今の御

質問にお答えさせていただきます。今現在、ヘルパ

ーさんは３名が福祉会職員、やすらぎ苑のほうの職

員としていらっしゃいます。介護といいますか、ヘ

ルパー利用度によって、今現在、充足している、あ

るいは、大変な思いをしているということが、様々

ではございます。 

ただ、今後ですね、村事業に下りてきた場合に、

また今現在、今の制度ですと、ヘルパーが非常に使

いにくいというお声も、実はいただいております。

これが市町村事業になってきた場合には、もう少し

利用しやすいような裁量ができるのかなというのは、

現段階では期待はしているところなんですが、そう

なると、利用される方が増えた場合には、３名で足

りるのか足りないのかというところは、正直なとこ

ろ非常に微妙なところかなというふうに思います。

御答弁になってないかもしれませんが、今現状はそ

ういったところです。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 
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○議員（太田宏司君・登壇）：次の質問に移らせて

いただきます。同じく、厚生労働省が示した改革案

で、特別養護老人ホームへの入所を、原則、介護の

必要性が高い中重度者に限定する。要介護３以上に

するということですが、１段階下の要介護２。今回、

見直された部分ですが、要介護２の認定の目安は、

身だしなみや掃除なりの身の周りの世話の全般に助

けが必要。立ち上がりや歩行、移動に何らかの支え

が必要。排泄や食事に見守りや手助けが必要なとき

がある。問題行動や理解の低下が見られることがあ

る。要介護２と３の介護認定の目安は、助けがいる

か、一人でできないかの違いだと思います。 

介護は自宅で受けたいと多くの方が思っていると

思いますが、連日連夜、在宅で介護を行っている方

の苦労は大変なものがあろうかと思いますし、介護

したくても仕事、家庭の事情で介護ができないこと

もあろうかと思います。特別養護老人ホームへの中

重度者に限定されることに対し、現在の入居者、待

機者の影響はどのようになるのか、質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えいたします。前段で若干、説明をさ

せていただきましたけれども、先日、厚生労働省は、

特養への新規入所を要介護３以上の人に限定する方

針の修正案を１０月３０日の第５１回社会保障審議

会介護保険部会に提示し、同部会では、特養は在宅

での生活が困難な中重度程度の要介護者を支える施

設としての機能に重点化すべきであり、入所を要介

護３以上に限定すべきと、基本的な方針は維持しつ

つ、軽度の要介護者であっても、やむを得ない事情

により特養以外での生活が著しく困難であると認め

られる場合には市町村の関与の下、施設ごとに設置

している入所検討委員会を経て、特例的に特養への

入所を認めることとしてはどうかという考えを示さ

れております。 

要介護１、２でも入所が必要と考えられる、やむ

を得ない事情の特例要件として厚労省が示した案は、

認知症高齢者であり、常時の適切な見守り、介護が

必要であること。知的障害、精神障害等も伴って、

地域での安定した生活を続けることが困難であるこ

と。家族によるサポートが期待できず、また、現に

地域での介護サービスの生活支援の供給が十分に認

められないこと。家族等による虐待が深刻であり、

心身の安全、安心の確保が不可欠であること。この

４点が掲げられております。既に入所中の者や、要

介護３以上の新規に入所した者が、入所中に要介護

１又は２となった場合でも、特例要件に該当する場

合には継続して入所ができるものとなっております。 

現在、やすらぎ苑の入所者３０名のうち、要介護

１が１名、要介護２の方が２名。また、入所申請さ

れている待機者は１４名おり、うち、要介護１が２

名、要介護２が５名おります。今後、入所判定をし

ていく上で、やむを得ない事情等を考慮し、関係機

関との一層の連携の下に、配慮をする必要があると

考えます。 

また、私の意見としては、今、国のほうでは要支

援１、２を廃止して、要介護１から５までにすると。

その中で今、太田議員が質問あったとおり、中度の

部分だけの施設入所という形の方向に持っていって、

あとの部分については在宅介護のほうに振り向けて

いって、医療費の削減を図っていこうというような

考え方が示されているようでございますけれども、

この部分については、私は非常に不満であります。

反対であります。 

実態が非常に分かってないというような状況の中

で、それぞれの自治体、地域が受け皿をきちんと整

備した後で、こういうことをやられるならまだしも、

何も、猿払村においても今のところ、やすらぎ苑し

かありません。この中度の方々以下の方が、もし在

宅に帰されたり、地域で見る状況には、今のところ

は非常に厳しい状況であります。 

ですから、地域で受け皿がある程度整った段階で、

こういうことが話されるのは僕は構わないとは思い

ますけれども、今の現状では、私としては反対の意

向を示して、何とか違う方向に持って いっていた

だけるよう要請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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：要介護１、２、その

人たちの介護をするといっても大変だと思うんです
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よね。自宅で介護したくてもできない、いろいろな

事情があると思います。しかしですね、ここの受け

皿であります、やすらぎ苑に入所することができれ

ば、事情が許す限り会いに行き、また状況、状態を

知ることができます。村としてね、でき得る限り、

その要望にこたえて、村の発展に尽くしてくれた

方々を地域で介護できる体制を築いていくべきだと

私は思いますが、今、村長が言ってました唯一の受

け皿であります、やすらぎ苑のですね、体制づくり。

増床を含めて、どのように考えているのか、もう一

度、答弁いただきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：やすらぎ苑は今現在、

３０床という形の中でありますけども、これを単に

増床したいからといって簡単にできません。宗谷管

内で特別養護老人ホームが何百床という形の中で設

定がされておりますので、その中で、空きがなけれ

ば増床ができないという形になっております。 

前村長、巽村長からも、特別養護老人ホームやす

らぎ苑の増床という形で、したいというような巽村

長の方針等もありまして、いろいろ検討はさせてい

ただいて、現在に至って、何も解決に至ってないと

いうのが正直なところ、現状ではございますけれど

も、その中で、今、示されている国の方針の中で、

私がやはり、こだわりたいのは、やすらぎ苑とサー

ビス等がダブるかもしれませんけれども小規模多機

能、もしくは、それに類似した介護施設の建設が必

要だろうと。それがなければ、今、やすらぎ苑を急

に増床するといっても難しいので、前の、福祉寮的

なものという形の中で話は進んできておりますけれ

ども、それも何とか、福祉寮になるのか、小規模多

機能型の施設になるのか、そういうことも今後、介

護施設の検討としてやっ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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：それでは最後の質問

に移らせていただきます。消防団員の確保について

質問いたします。新藤総務大臣が、大規模地震や記

録的豪雨などに対応するには消防団員の拡充強化が

不可欠であるとし、地方公務員の入団促進を求める

書簡を各都道府県知事、市町村長あてに通知したと

いうことですが、当村においても昭和４７年、そし

て昨年と、急速に発達した低気圧の通過で猛吹雪と

なり、暴風雪による断線などで猿払村のほぼ全域で

停電、道路が不通になっています。 

有事のとき、地域に密着した消防団の各分団の即

時対応力が求められると思いますし、災害対応は元

より、地域コミュニティの維持及び振興にも大きな

役割を果たしていると思います。常備消防の充実は

無論でありますが、消防団の充実強化が求められる

と思います。 

現在、猿払消防団は７分団１２０名です。平均年

齢４６歳。他町村から見れば、まだまだ平均年齢は

低いほうだと思いますが、各分団で年齢の偏りが見

られます。第７分団で平均５２歳、第８分団で５８

歳です。他の分団では平均４０歳から ４５歳です

が、若い団員の確保が、これから難しくなっていく

のだと思います。また、浜鬼志別地区、知来別地区、

浜猿払地区においては、団員のほとんどが漁業者で、

出漁時の団員の確保が懸念されます。 

村内には、役場、農協、漁組等の団体があります。

それらの団体、役場職員の入団について、協力要請

も含め、今後の団員確保をどのように考えるのか、

質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えいたします。確かに私も、太田議員

のおっしゃるとおり、消防団員の高齢化が進んでき

て、又は知来別、浜鬼志別、浜猿払の消防団員が漁

に出ているときに災害があったとき、どうするんだ

という部分では非常に危惧してるところでございま

す。 

また、総務大臣名で、消防団員に地方公務員の入

団促進を求める書簡が各都道府県知事、市町村長あ

てに提出されたということでございますけれども、

役場職員が消防団員になれないという規定はござい

ませんけれども、役場の組織としては、災害発生時

には村の防災計画により職員はそれぞれの部署に割

り振られ、災害対応に当たるという仕組みを取って

おります。現状としては、団員になっても職員とし
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ての動員ということに、どうしてもなってしまいま

す。 

ただ、農業協同組合や漁業協同組合等の団体につ

きましては、消防猿払支署や消防団本部が中心とな

って、団員募集への協力依頼はできることと思って

ますし、私としても、機会あるごとに各種団体及び

村民に対して、消防団の重要性及び団員の確保につ

いて呼び掛けをしてまいりたいというふうに考えて

おります。また、村民一人一人が自分たちのまちは

自分たちで守るという意識を持ってもらうことで、

地域、消防団が一体となり、災害時に立ち向かえる

組織づくりも進めてまいりたいというふうに考えて

おりますので、御理解をお願いしたいというふうに

思います。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現在、第５分団は  

１５名、平均年齢４４歳。第７分団は１２名、  

５２歳。第８分団は９名、５８歳。特に第８分団に

おいては、分団の存続が危機的状況だと思います。

以前に私、質問したことがあるんですけども、地域

防災組織ですか、それを含めましてですね、特に第

８分団においては危機的な状況だと思いますが、今

後の分団の配置等を含めまして、どのように考える

のか、再質問させていただきます。 

○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）：お答え申し上げ

ます。今、自主防災組織というお話も出ましたけれ

ども、村の防災計画、今、作成中のものではござい

ますが、災害時、発生時に一番、力を発揮できるの

は、やはり地域における組織が一番早く地域の方を、

いろいろ救ったり、お手伝いすることに関する機動

力としては、地域にきちんとした自主防災組織があ

ることが一番望ましいであろうと思います。 

それと、役場職員の消防団員というお話もござい

ましたけれども、村長からの答弁内容にあったとお

りですね、職員の多くは、やはり鬼志別、この地域

に住む職員が多いもんですから、逆に、その職員が

鬼志別地区以外の分団に配置ということにも、おそ

らくなりませんでしょうから、そういう面では職員

として活動できる範囲っていうのは、やはり限られ

てくるのかなという整理ができるかと思います。 

あと最後の、分団の再編というお話でございます

けれども、今に始まったお話ではなく、過去にも統

合された経緯もございますことから、こちらは消防

支署と、それから消防団、地域と、これからきちん

と協議をして、そういう再編には努めていく必要が

ある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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：消防団は、全国的に

見ても高齢化、減少傾向が続いているようです。全

国の市町村の中には、新規採用職員が研修の 一環

として入団している例や、全職員が入団して４０歳

前後まで活動している市町村があるということです。

管内でも豊富町、中頓別町に、職員で消防団員の方

がいるということですが、ただ単に防災だけでなく、

地域住民との密着性の観点からも、役場職員、ある

いは教職員の方も、それらの方の入団も検討してい

ただければと思います。以上で私の質問を終わりま

す。 

○議長（山須田清一君）：ここで１１時１５分まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時１５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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：質問をさせていただ

きます。まず最初に、伊藤新村長に対しまして、当

選おめでとうございます。先ほど、所信表明を聞か

せていただきました。力強い宣言、そういうふうに

受け止めをいたしました。これからもですね、猿払

村が次の世代に向かって、いい形で引き継がれるよ

うに、一つ努力をしていっていただきたい。私たち

も、そういう形であれば、一生懸命協力をさせてい

ただきながら、一緒に村づくりにつながっていきた
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いなと、そんな考え方でおる 一人でございますの

で、どうぞ今後、御期待をいたしたいと思います。 

最初に、高齢者について、という観点から三つほ

ど質問させていただきたいと思います。１番目。１

００歳を迎えられた方に祝い金を進呈すべき、そう

いうふうに思いますかということで、これはですね、

昨年の９月に、私が議会で質問したところでござい

ます。ただ、当時、該当者が３名い  らっしゃる

という御返答をいただきました。しかし、単独で１

００歳の方を表彰するんじゃなくて、開村９０周年

の式典が８月にありますと。そして、そこに御招待

を申し上げて、その席上で表彰すると。そういう御

答弁でございましたし、実際に  ８月の２５日の

式典で、御招待をされました２名の方が、代理だと

思いましたけども、まいられまして、表彰を受けら

れた。そういうことでございました。ただ、当初３

名いらっしゃった方が、途中で１人欠けられまして、

２名と。そういうことでございました。 

私自身ですね、去年質問したときもそうなんです

けども、これはですね、やはり１００歳に到達する

ということは普通のことではないと。そしてまた、

こうやって我々が今、ある程度、高齢者の域に入っ

てきましてもですね、やはり１００に到達するとい

うことは稀なことでもあります。そう意味でですね、

全村民が、１００歳に到達された方にですね、お祝

いの言葉を申し上げると。私は、そういうことが敬

意を払うとか、そういうことではないだろうかと。 

また、１００歳を迎えられた方もですね、一人で

迎えられたわけではないと。そこにはやはり、ずっ

と支えてこられた家族の方々がいらっしゃると。そ

ういう方々に対しての敬意とか、御労苦とか、そう

いうものでの賜物であろうと、そんなふうに思いま

すが、新村長はこの件について、どのようにお考え

になられているかですね、この１点を、まず質問を

いたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員  

さんの御質問にお答えいたします。昨年からの経緯

については、議員さんの今、御質問のあった内容で

ございますので省かせていただきますけれども、昨

年の８月に開催した開村９０周年記念式典で、２名

の方に感謝状をお贈りさせていただいたという形に

なっております。今後につきましては、平成２７年

度に２名の方が１００歳を迎えられる予定となって

おります。 

村では、過去に敬老年金給付条例を制定して、７

５歳以上の方に敬老年金を給付して、その後、条例

改正をしながら給付額を変更し、また、   １０

０歳以上の方に一時金を支給してきた時期もござい

ました。しかしながら折からの財政状況悪化に伴い、

行財政改革の一環で、平成１４年度末をもって敬老

年金給付条例を廃止、あわせて、  一時金の支給

も廃止した経過がございます。 

御質問の、祝い金の進呈ということですが、前段

でも申し上げましたが、１００歳、御長寿の方への

敬意を表しお祝いをするということは、もちろん大

切なこととは考えますが、そのときそのときの財政

状況によって、お祝い金を贈呈したり、廃止したり

という形は、今後あってはならないというふうに私

は考えております。長く続けていくためには、お祝

い金ということではなくて、お祝いの記念品として、

今後も９０周年記念にお贈りしたのと同様の感謝状

を贈呈させていただきたいというふうに考えており

ますので、その点、御理解をお願いしたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私も昨年の９月、そ

して今年の９月もですね、それぞれの地区で敬老会

があった、そういうのを日刊宗谷さん、あるいは道

新さん等で見させていただいておりますが、稚内市

ではですね、敬老会に呼ぶ対象者をですね、例えば、

９月１日なら９月１日という基準日というものを設

けましてね、これは多分、うちも同じだと思うんで

すけど、その方々に対して御案内すると。１００歳

の方についてはですね、その誕生日、１００歳を迎

えられた日というのを、基準日ということでなくて、

そういう配慮もされてですね、記念品、あるいはま

た祝い金をですね、届けている町村っていうのは、

管内では多分、猿払と、浜頓別と、中頓別が実施し

ていないのかなと。日刊宗谷さんの記事を読んでい
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るとですね、ちょっとそこだけ、そういう記事が出

てこないと。稚内市さんも、豊富さんも、枝幸さん

も、１００歳の方々にもそれぞれ、お祝い金なのか

記念品なのか、ちょっと分かりませんけども、そう

いうのを、その年の誕生日にそれぞれ町長さんなり、

副町長 さんなりが、それぞれの所へ届けてると。 

ただですね、やはり私は、村長自らがですね、判

断をして、平成１４年ですか、やはり財政的に非常

に厳しくなったと、そういうことでですね、廃止さ

れた経緯っていうのは、私たち分からないわけでは

ないです。しかしですね、これは巽村長さんも、大

変財政が厳しいんだと、そういう形の中で、いろい

ろなものを我慢してこられましてね、昨年度は１７．

９パーセントですか、今年の決算では１６パーセン

トを切るまでになってきたと。財政も改善をされて

きてですね、やはり一番に、そういうお年寄りの

方々にですね、敬意を表す。やはりそれが一番先で

はないのかなと、そんなふうに思いますが、改めて

一つ答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：ただ今の質

問で、ちょっと前段で私のほうから御答弁申し上げ

たいと思います。まずは、その１００歳に到達され

た方へのお祝いということでは、前段で村長が答弁

されましたとおり、やはり村側としては記念品とい

うことで、まず考えを示していきたいというふうに

今の段階では思っております。それと、基準日とい

うことで、一応、村は考えておりましたが、今、議

員がおっしゃるとおり、よその町では、誕生日の月

に、それぞれお祝いしているというふうに伺いまし

た。 

ただ、私どもが当初考えておりましたのは、今年

の９０周年の記念式典で、代理の方に出席いただい

た形で、皆様の前で顕彰させていただいたという経

過もございますし、今後も、もし御理解がいただけ

るのであれば、村の表彰式が、ほぼ毎年されており

ますので、そういった席上で、御本人が出席できな

いかもしれませんが、代理の方に御出席いただいて、

多くの皆さんの前で顕彰させていただくというよう

な方向で考えたいというふうに思っております。 

一応、私ども担当課としては、記念品ということ

で考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：１００歳という形に

なりますと、敬老会を９月に開催させていただいて

おります。なかなか１００歳にもなりますと、敬老

会に参加していただきたいといっても、非常に御無

理なところがある方もおられるかと思います。私の

ほうからですね、１００歳ということで、代理の方

で、昨年は表彰されたという経過もありますし、今

後も代理の方に記念品と感謝状をお渡ししたいとい

う考えは変わりませんけれども、 １００歳を迎え

られる方、又は、そういう方々の顔を見にですね、

私のほうから、御自宅だとか施設等に出向いてです

ね、感謝を表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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、御答弁いただき

ましたけども、１００歳のお祝いというのはですね、

内閣総理大臣からも、こういう大きな、素晴らしい

賞状が来て、副賞というか、いわゆる銀杯も込みで

来て、当然、代理としてですね、やはり村長さんが

去年も持っていっていらっしゃると。本人の所にで

すね。そういうのであればですね、一緒に村長さん

が、内閣総理大臣のと、そして村民を代表してね、

村からのと、合わせて届けるということも、私は一

つの方法だと思います。 

それをですね、確かに今、戸籍のほうから言うと、

本年度は該当者がいないようなんですが、来年度は

２名該当するということですけども、条例としては

ですね、やはり復活するんであれば、復活するとい

う形で早く、そういう条例を提出していただいてで

すね、また、いろいろなことについては、村長さん

のこれからのお考えもあると思いますし、そういう

方向性で一つ、進めていっていただきたいなと、そ

んなふうに思うところでございます。 

本当は一緒に質問すればよかったのかもしれませ

んけども、７７歳、あるいは８８歳。喜寿、それか

ら米寿という、こういう一つのアレなんですが、し

かし、私も地域に住んでおりましてですね、それに
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到達しないまま亡くなられる方もいらっ しゃいま

す。確かに今、いろいろな形で長寿というか、日本

全体が長寿という形で、女性では本当に世界最高の

長寿命という形になっておりますけれども、しかし、

それにすら、なかなか到達されないまま亡くなると

いう方もおりますし、７７歳だと結構な方が到達さ

れるのかなと思いますが、やはり、そこから一つ、

米寿になりますとですね、かなりの人数に絞られて

くると。 

そういうことでもございますしですね、過去に、

平成１４年ですか、そこのところで廃止を、財政が

大変だということで廃止をされたものもですね、今、

少しずつ財政も改善をしてきたと。そのくらいの余

裕は少しできたんではないのかな、そんなふうに思

いますのでですね、どうですかね、村長さんの考え

方として、こういう方々に。金額をたくさんとか、

そういうことは言いませんけども、やはり、一つの

到達した記念という形でですね、そういうお祝いを

あげたらよろしいのではないのかなと、そんなふう

に思いまして、これを質問しますので、村長さんの

考え方をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：７７歳、８８歳。喜

寿、米寿という形での考え方でのお祝い金、もしく

は、お祝いの品という形でどうだ、というような御

質問かと思いますけれども、私は、１点目の質問と

同様の答弁になってしまいますけれども、あくまで

もお祝い金ではなくて、お祝いの品という形の中で

検討させていただきたいというふうに思います。 

確か平成３年度あたりには、１００歳の到達者に

５０万円という形の中で支給をしてた経過もあるか

とは思いますけども、やはり、７７歳、８８歳、１

００歳という節目の中で、御尽力いただいてきた

方々については、お金ではなくて記念品という形で、

将来にわたって残していっていただきたいと。じい

ちゃん、ばあちゃん、ここまで生きて、村からこう

いう記念品をいただいた、という形の中でやってい

ただきたい。お金ですと、どうしても使ってしまえ

ば何も残りませんので、僕は、村としてはお祝いの

品という形で、検討をさせていただきたいというふ

うに考えておりますし、年齢のほうでも、７７歳、

８８歳、１００歳ということで御提案をいただきま

した。その中で、今の平均寿命で考えると非常にお

かしいのかもしれませんけれども、あくまでも１０

０歳の方と、米寿の８８歳の方について、一応、お

祝いの品と感謝状という形で検討させてまいりたい

というふうに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）：お祝い金と申します

か、村長さんは記念品と申しておりますので、別に

私は記念品でも、大いに（聞取不可）なものであれ

ば、それでいいのではないのかなと、そういう理解

でございます。ただ、今の答弁の中で、  １００

歳の方と、８８歳の方に限定されたようなので、７

７歳の方はどうなのか、ということが  一つと、

１００歳の方は、先ほど再来年、該当者が２名出て

くるっていうことだったんですけど、この８８歳、

そして、私は７７歳の方も、って  言っているん

ですけど、それらの方については、平成２６年度の

方から対象にする考え方で、そういう理解でいいの

かどうか、そこの答弁をお願いします。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：ただ今の御

質問にお答え申し上げます。まず、７７歳、８８歳、

１００歳と、今、区切りの年齢が議員から  おっ

しゃられまして、村長の先ほどの答弁では、８８歳、

そして１００歳には、お祝いの品ということで、７

７歳ということに関しましては、もちろん御長寿で

大変おめでたいというふうには敬意を表します。 

ただ、今現在ですね、敬老会が、御承知のとおり、

昔は７０歳以上の高齢の方が対象ということで、平

成１４年度あたりから対象者を７０歳以上というふ

うにしておりましたが、その後ですね、大変喜ばし

いことで皆さん御長寿ということで、人数も増えた

という関係からかとは思うんですが、平成１５年度

からは、敬老会の対象年齢を７５歳に引き上げて、

以降、今７５歳で、一旦中断したときもありますが、

７５歳以上の方を対象として御案内申し上げており

ます。それで、失礼な表現があったらアレですけど
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も、７５歳で対象とさせていただいて、２年後に７

７歳、喜寿を迎えられて、お祝いの品というよりは、

８８歳、米寿に  なってお祝いをさせていただく

ほうが、こちらとしても、より敬意をといいますか、

できるかなということで、８８歳、それと１００歳

ということで区切らせていただいて、御答弁を申し

上げております。それと、くどいようですが、お祝

いの品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。 

それともう一つは、先ほど、多くの皆さんの場で

顕彰を、ということで私、表彰式というふうに申し

上げましたが、もちろん敬老会も、たくさん御出席

いただいて、百数十名の敬老者に御出席いただいて

おりますので、その顕彰の場というのは、また内部

で検討させていただきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：この、お祝いの品、

感謝状につきましてはですね、平成２６年度、来年

度から実施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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：次に、高齢者生きが

い教室。今、猿払村はですね、いろいろな保健福祉

の関係とか、いろいろな形で、あるいはデイ  サ

ービスとか、それから、やすらぎ苑の中のそういう

中で、いろいろな施策を講じながらですね、やはり

健康で健やかな生活をしていただいて、さらに長生

きを助長してもらうと。そういうことで今、いろい

ろな施策を打っている、そういうことは大変理解を

いたしておりますが、こういう中でですね、カラオ

ケをですね、やはり導入したらどうだろうか。 

先日、これは９０周年記念、自治会連合会の村民

カラオケ大会ですね、やりました。若い方も、ある

いは中間の年齢の方も出られましたけども、かなり

の部分ですね、高齢者の方々が参加をしていただい

たと。しかもですね、なかなか声量とかですね、そ

ういうのは本当に素晴らしく、私は感動したところ

でございます。 

ですけどですね、それぞれ、私どもの浜鬼志別の

自治会もですね、なかなか、ふるさとの家もですね、

指定管理者が変わって、カラオケも貸し出すのも、

ままならないような形になりまして、いろいろ、一

部ですね、前からあった、寄附をいただいてカラオ

ケを付けてた部分、あるいはまた、新しく、機械が

いらなくなったという形で付けた分と。しかし、今

式のですね、そういうものはなかったんですが、費

用的には少なかったんですけど、ＣＤでカラオケを、

そういうものを導入いたしましてですね、何回か使

っていただけていると。 

高齢者の方々にも、そういう開放していると申し

ますか、それを機会にですね、何か集まる機会が数

多く増えていただければなと、そんなふうに思いま

す。それだけが決して生きがいでもないし、長寿で

もないと思います。ただ、そこの中の一つの中に、

カラオケも少し役に立つと。そしてまた、そういう

お話をする機会、あるいは、皆さん方の顔を見て出

向く機会。そういうのが、一つは、生きがい。そう

いうものに、つながっていくのではないのかなと、

そんなふうに思うところでございます。 

ちょっと本題から外れたわけではないんですけど

も、そういう、今、村のほうでですね、そういうよ

うな考え方は持っていないのかどうか。カラオケっ

ていうものを、開放できるようなね、そういうよう

な、今、既存の場所を使ってでもですね、できない

のか。 

先日、１０月２２日でしたかね、豊富町の定住支

援センターという所を、議会の皆さん方で視察をし

てまいりました。そしたらですね、私も新聞とかで

少し、議会に一度出したらですね、一回  引っ込

めて、あるいはまた、最後には説明を受けましたら、

議会の賛成はいただいたんですけど、やはり理解を

得られないで反対をいただいた議員さんもいたと。

最後は賛成多数で押し切った、というような説明も

ありました。 

そこにですね、カラオケルームがあってですね、

その他にまた、ステージ付きの２００名収容の所に、

またカラオケを配置して、それは新しく作ってるわ

けですから音響の効果とか、あるいはまた、外に音
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響が出ないようにビシッとしたものがあって、当日

は、カラオケに来て歌っている方もおりまして、ち

ょうど私たち視察に行ったときに、  ちょっと余

談になりますけど、うちの副議長さんがちょっと入

ったら、捕まっちゃって、１曲ぐらい、何か楽しん

できたのかなと、そんなアレもありましたけれども、

これはすごくいい施設だなと。 

うちの猿払村もこういう形で、お年寄りにそうい

う場所を、いつでも、ちょっと料金は少し掛かると

思うんですけども、そういう施設があったら、お年

寄りの方々も、ときどき来ていただいてですね、そ

してまた、そういうコミュニケーション  なんか

も取れるのではないのかなと。そんなふうな期待か

らですね、こういう提案を申し上げておりますが、

村長のお考えは、いかがでございま  しょう。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員  

さんの御質問にお答えさせていただきます。カラオ

ケということにつきましては、一般的にカラオケ機

械の用途としては、歌って楽しむという形を連想さ

せていただきますけれども、私も、村長の就任前は

保健福祉課長という形の中で、カラオケを何とか利

用して、いろいろなリハビリ環境ができないかとい

うことで、当時、検討したことはございます。その

中で、最近ではカラオケ機械を利用して、音楽プロ

グラムですとか、体操プログラム、運動プログラム

などの高齢者の方たちのリハビリに活用できるもの

があるというふうに、当時も聞いておりました。 

御質問の高齢者生きがい教室等での導入というこ

とですけども、歌ってカラオケを楽しむということ

と理解して、答弁をさせていただきますけれども、

高齢者生きがい教室と考えられる現在の事業としま

しては、社会福祉協議会が毎月実施している、ふれ

あい学級。それと、社会教育で実施している百寿大

学。その他、地区単位で活動している老人クラブ等

があるかというふうに思っております。そのうち、

ふれあい学級と、先ほど申し上げましたけども敬老

会では、それぞれ年に１回、事業メニューとしてカ

ラオケを実施しております。また、カラオケ愛好会

でも老人憩いの家を御利用いただき、各自、好きな

ときに練習をされているというふうにお聞きしてお

りますし、自治会単位で導入して利用している地域

もあるというふうに聞いております。 

御質問の、導入についてはいかがかということで

ございますけれども、新たな機器を購入してはとい

うことで、どのような形で活用することが有効か。

望まれているのか。当面、様々な機会に住民のニー

ズをお聞きしながら、また、望まれている設置場所

も含めてですね、防音設備の状況なども、正直言っ

てあります。山の高台の、老人憩いの家では、やは

り老人の方々等が利用するには非常に不便であろう

というふうにも考えます。一番いいのは保健センタ

ーということも、当事、僕は考えましたけれども、

やはり防音という形になりますと非常に難しいとい

うこともありましたので、その部分を含めてですね、

どういう形の所がいいのかということも含めて、検

討させていただきたいというふうに考えております

ので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんもです

ね、防音対策とか、いろいろなこともある、活用し

たいということで、検討をさせていただきたいとい

うことなので、是非ですね、私も、お年寄りばかり

でなくてですね、これ例えば、何ていいますかね、

カラオケボックスですかね。そこまではいかなくて

も、時間の制約もあるかと思いますが、例えばそう

いう中で、お年寄りの方でなくても、時間を制約し

た中でね、そういう開放も可能ではないのかなと思

いますし、また、その辺はですね、部局のほうでで

すね、いろいろ検討していただいて、そしてまた、

やはり主には高齢者、あるいはまた、そういう形の

中でね、使って、そして健康の増進、あるいはまた、

そういうコミュニケー  ションを取ると。そうい

う手助けになっていただくというのが主目的で、私

も提案しているわけですから、そういう形の中で、

導入を早期に図っていただきたいと、そういうふう

に思うところでございます。 

次、防災についてに移らせていただきます。今冬

はですね、穏やかな日よりが続いております。しか

しですね、昨年は、もう過ぎましたけど、  １２
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月８日の猛吹雪、停電。それから１月も猛吹雪、通

行止め。２月、これも猛吹雪と通行止め、そして知

来別地区は全部、浜鬼志別は一部停電ということが

ありました。３月の２日、これはもう、とにかく出

ても歩かれない。同じ地域の中で、私も本当に、こ

んな吹雪は体験したことない。そしたら、その次の

日ですか、道東地方で、あちこちで交通寸断されて

ですね、７名もの死者が出たと、本当に大きなニュ

ースになりました。 

この頃、本当に日本各地で大雨、あるいはまた土

砂災害とか、いろいろなことが各地で起きておりま

す。しかし、大体インタビューとか、そういうとこ

ろをアレしますと、生まれて初めて、こんなことは

今まで経験したことがない、そういうことが日本各

地で起こっております。そういった中で、そしたら

猿払村だって、今まで、今年の３月２日の猛吹雪っ

ていうのは、私もちょっと経験したことないような

吹雪で、本当に外に出るっていうか、そういうこと

もできない一日でありましたけども、このようなこ

ともあってですね、村の側として、どのような反省

点、一冬いろいろなことを経験されましてですね、

どのような形で統括をされているのか。それを、例

えば今年の冬、防災っていうものを、どういうふう

に取り組んでいったらいいのか。そういう取り組み

というものは、できてるのかと。 

ちょうどですね、防災、アレなんですけど、  

ちょっと私、質問の最初にお礼を申し上げるべきだ

ったんですけど、今年の１月に宝くじ事業で、浜鬼

志別自治会に２００万円ぐらいの防災の備品を買っ

ていただきました。その中にですね、ポータブルの

ストーブも１０台含んだり、毛布も５０枚とかです

ね、今年は何か、先日、議長さんにお会いしました

ら、知来別も、それから浜猿払さんも今年は当たっ

たということで、本当によかったな、という形で思

いました。それと、こないだ避難階段もですね、浜

鬼志別に３か所、知来別も立派なものが整備された

ということで、それは大変、地域といたしまして、

厚くお礼を申し上げるところでございます。 

しかし、そういう備品は、そういう形でそろった

んですけど、やはり人と人との連絡、あるいは、今

こういうことが起こってるんだ、いや最後にこうい

うことが終わったんだと、そういう連絡っていうの

は、やはり人だと思うんですよね。人が防災を、ど

ういう形で組み込めるのか。そういう取り組みをで

すね、今、村のどこの部署で、どういうふうに行わ

れているのか、私はちょっとお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員  

さんの御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。昨年の１２月の６日から７日にかけて、  ち

ょうど今頃でございますけれども、１６時間にわた

って村内全域での停電が発生しまして、村内各戸へ

の緊急連絡が、ＩＰ告知端末を使えないという状況

になってしまいました。このことに関しまして、村

民の皆様には大変な御迷惑と御心配をお掛けいたし

ました。また、各自治会や消防分団の皆様の御協力

により、それぞれの地域での対応をいただきました

ことで、大きな被害、事故、けが人等もなく終わり

ましたことに、改めて感謝を申し上げたいと思いま

す。 

さて、村では昨年の災害を受けまして、村有施設

においては役場庁舎や国保病院、やすらぎ苑におき

まして、非常用発電機等の整備をさせていただきま

した。また、一昨年には、議員さんおっ  しゃら

れたとおり、浜鬼志別自治会の自主防災組織に宝く

じ助成金事業を活用し、防災用備蓄備品の整備を進

めさせていただきました。今年度におきましては、

知来別自治会と浜猿払自治会、さらに村に対しまし

ては、北海道の補助事業を活用して、防災用備蓄備

品の整備を行わせていただきました。その内容は、

発電機やポータブルストーブ、毛布、非常用食糧及

び水等を購入させていただきました。まだまだ猿払

村の全地域を賄えるまでの整備とはなってございま

せんけれども、引き続き計画的に整備を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

また、昨年の長時間停電の原因となった電柱と電

線に関しましては、１１月下旬に北海道電力株式会

社浜頓別営業所長を通じまして、同様な事故が起き
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ないよう改修工事を実施したとの報告を受けており

ます。 

さらには、１２月３日には、昨年、北海道で発生

しました吹雪による車内、車外で死者が発生した痛

ましい事故などを教訓といたしまして、宗谷総合振

興局管内の雪害対策連絡会議が新たに立ち上げられ

まして、それぞれの各市町村、消防機関、警察署、

電気事業者、道路、鉄道、航空、気象、協力機関、

災害派遣機関等４５団体により組織され、会議が開

催されまして、災害情報の共有の下、いち早く情報

伝達について確認されております。こうした情報を

可能な限り村民に周知し、注意喚起をしたいと考え

ております。 

また、停電時の情報伝達方法につきましては、Ｆ

Ｍ電波を利用した放送が可能か、関係機関と調整中

でございます。できるだけ早い時期に整備するため

の予算化を今後、検討してまいりたいというふうに

考えます。 

また、蛇足ではございますけれども、昨年の吹雪

等の国道２３８号線の通行止めという形の中で、道

の駅に相当数の方が避難されていたということで、

ホテルのほうと協議をさせていただきながら、無償

で宿泊をさせていただいて、避難をさせていただい

たという経過もございます。そのような反省も踏ま

えながら、今年度から改修を進めている現在のホテ

ルの改修につきましては、停電時に ３６時間発電

可能な発電機を設置することで、暖房だとか水道な

どのライフラインを確保するような形での改修も進

めてまいりたい、というふうに考えておりますので

御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：昼食のため１時まで休憩

いたします。 

 

休憩 午前１１時５５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。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：防災につきまして村

長さんから答弁ありましたけれども、道の駅で ３

６時間ですか、電気が継続して供給されるシステム

を作ると。あるいはまた、今後、ＦＭ等を利用した

防災放送を検討しているという御答弁がございまし

た。 

しかしですね、私はやはり、いつ起こるか分から

ない、そしたら去年に起こったですね、いろいろな

パターンを想定して、今後、想定すべきって言った

らおかしいかもしれませんけど、そういうのをです

ね、やはり消防なり、あるいは地域自治会なりです

ね、そういう所と連携を取るっていうことが、私は

一番大事なことではないのかなと。その辺が、物は

あったり、なかったり、あるいは吹雪ということで、

可能であったり不可能であったり、ということです

けれども、そこの中で、やはり人と人がですね、お

互いに見えない所を、不安を持ってそれぞれやって

るところで、やはり、お互いに連絡網というのが一

番大事なことでないのかなと。 

去年、全てが、そういう連絡が必要なことばかり

ではなかったかなと思いますけれども、しかし、や

はり村のほうとしては、地域として、どういうふう

になってるんだ、あるいは、いろいろなことで、例

えば知来別地区では２回も停電になっておりますよ

ね。知来別のほうにつきましては、私、なかなか詳

しい事情等は分かりませんけども、浜鬼志別も一部

ではありましたけど、２回目の停電があったと。そ

の中で、会館等につきましては、ちょうど電気も入

って、暖房も炊けて、１組、会館にお預かりしたと

いうか、そこで少しの間、住まわせていただいたと。 

ただ、ちょうど防災関連グッズが、本当はその前

に納品になったんですけども、しかしそのとき、ま

さか、すぐ起こると思わなかったものですから、ち

ょっと間に合わない、使えない。それで、学校とい

う場所にあるので、たまたま会館も電気が 入って

たという状態の中で、そこまでは必要としなかった

んですけど、それが終了してからですね、学校のほ

うから４台ほどこちらに持ってきて、灯油も用意を

してと。 
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今年の冬はですね、残りの６台をどういう形で活

用できるかなと。学校ということは、やはり学校管

理者がいるわけですから、我々が勝手に入 れるよ

うなものではありません。ただ、先日、  ちょっ

と校長さんと、いろいろお話しをしましてですね、

それを物置に移しておいていただくかと。そうすれ

ば、学校の校舎であれば鍵という問題が、管理とい

う問題がありますけども、物置であれば自治会、あ

るいは消防等でですね、１個鍵を預  かって、非

常時にはスピーディーに使えるかなという感じはし

ておりますけれども、やはり一つは、人と人との信

頼関係の上に成り立っていることでございますから、

そういう点につきましては、やはり、もう少し村の

ほうもですね、そういう積極的な考え方で進んでい

かないとですね、住民の方々は大変心配でね。 

ただ、去年はいろいろなことがありましたけども、

３月２日の、道東のほうでは死傷者が出たときもで

すね、少し経ってからの新聞で、この宗谷管内の音

標地区でバスが１台立ち往生されて、そのバスの皆

さん方を会館で、音標の地域の皆さん方が、それぞ

れいろいろなものを持ち寄って、（聞取不可）され

たと。そしたらバスの中で、バスの皆さん方もです

ね、大変、地域にお世話になったと。そういう本当

に心を込めた感謝の意を表して帰られていったとい

う、そういう災害にあったとはいえですね、そうい

う気持ちで帰られたということも、やはり人と人と

のアレだと思うんですよね。 

そういう中で、お互いに、ここに同じく村内に、

村長さんも、皆さん方も、我々も一緒に住んでるわ

けですから、一つの防災ということに対して、お互

いに、事前にでもですね、いろいろな形で連絡し合

うと。そういうことが、まず必要でないのかなと。

その辺についてですね、もう一回きちんとした考え

方を伝えていただきたいと思います。 

○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）：ただ今の御質問

にお答えいたします。まさしく野村議員さんの お

っしゃるとおりでございます。先ほど来、村長が答

弁させていただきましたけれども、村としては、皆

さんへの情報の伝達の方法としては、電気がある場

合についてはＩＰ告知端末が有効に活用できるかと

思います。答弁の中にありました、停電時に活用で

きるものとしては、ＦＭ電波を使った、そういった

放送が可能ではないかということで、ただ今いろい

ろ調べて、関係機関と、どの方法が一番有効かとい

うことで煮詰めている最中でございます。 

ただ、議員さんが心配されるとおりですね、その

周知の方法というのは、あくまでも村側から住民の

方への一方的な放送でしかありません。昨年のよう

な猛吹雪にあって、それぞれの地区が孤立をしてし

まうような状況になってしまった場合はですね、も

ちろん役場職員が応援に駆けつけることも、なかな

か難しい状況が生まれるという面では、役場の防災

の担当は総務課になりますけれども、そこからです

ね、各地域の自治会になるのか、消防分団になるの

か、その辺は、まだはっきりはしておりませんが、

そういった形で地域の状況を把握したりですね、地

域の方からの、いろいろな情報を得るためには、最

終的には、今は電話ですとか携帯電話での相互のや

り取りができる方法に頼らざるを得ないというのが

現状です。 

総務課としてはですね、一方的な情報提供、早い

情報については、いち早く村民の皆様にお知らせし

ようという仕組みは、もう作っておりますし、そう

いうことで、これからも進めてまいるところでござ

いますけれども、今、作成中の防災計画にあっては、

まさしく議員さんがおっしゃられたとおりですね、

地域の自主防災組織を地域ごとに確立をしていただ

いて、そこと行政とが綿密な連携が取り合えるよう

な、そういった仕組みを、これから各自治会さんの

ほうにも、きっと御説明に上がる機会があると思い

ますので、御相談をしながらですね、作り上げてい

きたいというふうに考えております。 

それと、最後に野村議員さんからおっしゃられま

した、昨年、枝幸の国道でバスが立ち往生して、枝

幸の地域の会館に、その方たちが避難をして、地域

の方たちが食べ物ですとか、暖を取るものだとか、

そういうことで用意してくださって、大きな事故に

至らないで、次の日に帰られていったということで

は、非常に、そういう体制がですね、うちの村でも
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取れればですね、各自治会さんのほうで、そういう

受け入れ体制も含めた中で、これから御相談してい

ければいいかなというふうに考えているところでご

ざいます。答弁漏れがあったら申し訳ありません。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：これからでもですね、

いろいろな形で、防災に関する、どういうことが必

要なのか、どういう連携の体制でいったらいいのか、

いろいろと議論しながらですね、また作っていって

いただければなと、そんなふうに思うところでござ

います。 

次に、村政懇談会について。今年の秋は村政懇談

会が行われませんでした。春はですね、私、  ち

ょっと記憶をアレしちゃったんですけど、今年は村

政懇談会はありました。ここには村長さんに、とい

うことで質問をしておりますけれども、担当課は財

政企画課のほうが取りまとめということなので、今

年の秋は、なぜ村政懇談会が行われな  かったの

か。 

大変、いろいろな形で、執行者がですね、やはり

村民に出向いて、いろいろな意見を聞くと。まして

や、この時期はですね、新年度に向けて、いろいろ

な形で、予算を考えていくと。そういう時期の、ち

ょうど１０月、１１月というのは、そういう時期で

はないのかなと。それが、巽前村長が退任の表明は

しておりましたけれども、しかし、退任のあいさつ

をしながらもですね、そういうことは可能ではなか

ったのかなと。そういう点をですね、１点、お聞き

をいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員  

さんの御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。議員さんおっしゃるとおり、例年、まちづくり

懇談会につきましては、春の５月頃と、秋の１１月

頃に、２回開催しております。また、今年の秋の開

催につきましては、巽前村長と財政企画課のほうと

御相談をされまして、村長のほうから、新しい村長

が決まった後に村政懇談会に赴いてはどうか、とい

うような御意見もいただいたという形の話を私も聞

いております。 

その後、私が就任してから、財政企画課のほうと

相談をさせていただきまして、１月は新年度予算の

各課の予算査定の聞き取りがあります。それをもっ

て、１月下旬頃に自治会長会議を開催させていただ

きながら、２月の中旬頃には新体制の中で各地域の

ほうに、まちづくり懇談会として出向いてまいりた

いと思いますので、よろしく御理解をお願いしたい

と思います。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：あまり深くお話し申

し上げませんが、必要ではあったんでないかなとい

う意見を申し上げて、この３番目は終わります。 

４番目の、小規模企業対策について。この件につ

いて、新村長の見解を伺いたいと。経緯といたしま

しては、今年の３月に、私の一般質問で、新規の工

場誘致、あるいは企業再生ということで、工場等に

対する改修について最高限度１０００万円を助成す

るっていう予算が、今年の３月に１件、上がってお

りました。ちょっと私も不勉強だっ たんですが、

それをお聞きいたしましたら、こういう条例がある

んだということで、ちょうど、この条例が平成２１

年ぐらいに発布をして、これで３例目だという形で

聞きました。今また、この  １２月補正で２件。

２０００万円ですから。１２月に可決されれば、条

例ができてから５件目になります。今年度は３件っ

ていう形になりますね。 

しかし、いわゆる工場と、そして限度額も   

５０００万円以上で、最高限度１０００万円。しか

し私は、本当に村内の一握りの業種の方しか利用で

きないと。やはり、もう少しですね、小さい、零細

な、そういう方々でもですね、使えるような。それ

と今、なかなか土木にしても建設にしても、我々の

商工業にしてもですね、あるいはサービス業にして

も、大変、岐路の時期に来ていると。やはり、次を

目指していただける、そういう後継者が、なかなか

いないというのも実態でございます。そういうため

にもですね、何か村もですね、思い切った対策を打

てないものかなと。そんなことで質問したところで

ございます。 
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ただ、今は村長さんになられましたけど、当時は

課長さんが、３月の段階で、６月の議会に提案する

と。だけど、６月は申し訳ありませんと。しかし、

９月もですね、総務経済常任委員会ですかね、そこ

でありましたけれども、今の中小企業活性化、ある

いは企業再生条例のほうの限度額  ３０００万円

を２０００万円に下げましたけれども、新しく小規

模のほうにやるものは何も提案されなかった。一般

質問もしなかったんですけど、１２月は是非、私は

この問題を取り上げて、本当に村長さんは、こうい

う形でね、やる気があるのかどうかと。そこを、ど

ういう捉え方をされているのか。そういうことで一

つ村長さんが、どういう考え方でいらっしゃるのか、

答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員  

さんの小規模企業対策ということでの御質問に答弁

をさせていただきたいと思います。本村におきまし

ての企業については、言うまでもなく中小企業がほ

とんどでございます。その中で、特に商店関係につ

いては後継者の問題もあろうかというふうに考えて

おります。 

私としては、今後、地域経済が疲弊しないよう、

できるだけ多くの企業を村内に存続させながら、雇

用を守り、さらに拡大できるような取り組みをして

まいりたいというふうに考えております。その一つ

として、今、議員さんがおっしゃられた、前村長時

におきまして、先の９月定例議会において猿払村企

業誘致及び地域企業再生促進条例の 一部を改正さ

せていただき、事業を行う企業の追加や、投下資本

額の減額をさせていただき、より利用していただけ

るようにしてきたところでございます。 

今後は、新村長として小規模企業について、どの

ように考えてるかというような御質問の中で、これ

は一つの例ではございますけれども、拡大枠として、

村内の製造業ですとか小売業などが、設備投資だと

か備品購入などを行う際に、その費用の何分の１か

を補助できるようなことも考えていかなきゃならな

いというふうに考えております。ただ、そのことに

ついては、財源的なことも鑑みながら、商工会等の

関係団体と、どういうことが必要なのかどうか、と

いうことを踏まえて検討してまいりたいというふう

に思っております。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、村長さんから答

弁ありました。しかし、私も３月と６月で質問をい

たしましてですね、９月は確かに、中小企業の再生

条例につきましては、限度額を下げたっていうこと

は分かっておりますけれども、３月に最初に質問い

たしました、いわゆる小規模、零細については、９

月でも何もお答えはいただいておりません。そして、

どうするという方向性も何も示していただいており

ません。今もですね、どういうふうにするのか。 

私はね、やはり新村長に期待しておりますから、

やはり少し大きな目でね、見ていただいて、どうい

うふうにされていくのか。そのぐらいのことは当然、

ずっと考えてきたんだろうと、そんな期待を持って

おりましたんでですね、もう少し踏み込んだ考え方

っていうのはできないですかね。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然、小規模企業に

関しましては、先ほども言わせていただきましたけ

れども、後継者問題という部分は、これは当然、行

政だけが単独でやっていけることではございません

から、商工会のほうと、将来的な商店、これからど

うしていくんだと。担い手の部分も含めて、どうし

ていくんだということも考えていかなきゃなりませ

んし、当然、先ほど一つの案として提案させていた

だきましたけれども、そういう設備ですとか備品等

の購入時においてですね、どういうような形で助成

ができるのかということも考えていかなきゃならな

い。 

当然、これは一般財源になりますから、どこまで

の助成ができるかということについては、先ほども

答弁させていただきましたけれども、財政のほうと

も、これは当然、検討していかなきゃならない。そ

れと、商工会として、どのような形で  望んでい

るのかということも、これは当然、行政と商工会等

も含めてですね、検討していかなきゃならないとい

う形に考えております。 
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また、備品等も含めて、インフラ整備も、どこま

で対応していけるかということも当然、並行して考

えていかなきゃならないというふうに考えておりま

すが、ただ、議員さんがおっしゃられたとおり、何

をどこまで、いつにやるんだ、という部分について

は、今後、行政と商工会等との検討をさせていただ

きたいと。その後に、お示しを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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それ以上、出た答弁

はいただけませんでしたけども、村長さんの所信表

明にですね、人、もの、情報の行き交うまちづくり。

安全、安心で住みやすいまちづくり。いろいろと書

いてありますけれども、それは私も今年の３月に、

そういう質問をいたしまして、当時は課長さんだっ

た現村長が、答弁をされておりますから。課長さん

のときは、６月にやりますって  言ってたんです

けど、今は村長さんですから。いつ、やりますかね。

考えて、どの程度の規模とか、内容とか、いろいろ、

また商工会さんとも、いろいろな形で皆さん方の御

意見も聞く、あるいはまた、財政な含みもあるでし

ょうから。どういう形でやるにせよですね、やはり

私は、そういうのは緊急を要するのではないかと。 

少し、土木の業界もですね、建築の業界も、今年

は忙しいです。しかし、去年までは何も、そんなに

忙しい年ではないような気がします。そしてまた、

その他のサービス業、あるいはまた我々の、私がア

レする関連の小売業につきましてもですね、宗谷管

内自体が、ベースになる人口が少しずつ 減ってき

ている。あるいは観光も、３.１１（東日本大震

災）、その後は本当にひどい様でしたね。やはり皆

さん、いろいろな形で辛酸をなめて、本当に我慢を

して、やっと去年から少し、観光も入り込みも盛り

返してきたかなと、そんな状況でございましてです

ね、なかなか、そんな民間に余力はありません。 

そしたら設備投資ができるかといえば、そういう

ことではありませんけども、しかし、やはり確実に、

そういうもののレパートリーは増えていると思いま

す。そこにまた後継者の問題の中でね、私は、そう

いう決断を早くしていただきたいなと。そういうこ

とで、どうですか、もし期限が切れるのであれば切

ってください。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：同じ答弁の繰り返し

になるかもしれませんけれども、商工会も含めて、

うちの行政、財政等も鑑みながらですね、今後、早

急に議員のおっしゃるとおり検討してまいりたいと

いう部分で考えておりますので。ただ、期限につき

ましては、いつまでという部分については、今の現

在では答えられないということで御理解をしていた

だきたいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：終わります。 

○議長（山須田清一君）：次に７番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：それでは通告書に基

づいて質問をしたいと思いますが、その前に、新村

長就任おめでとうございます。そして、これは住民

も非常に注目してることですが、村長の今後の行政

の舵取りに注視してるところでございます。 

質問ですが、過疎化対策についてお伺いしますが、

この過疎化対策というのは非常に大きな問題でして、

大体、一般質問に出てくるほとんどのものは、この

過疎化対策につながるのではないかと私は思ってお

ります。その中で７項目ぐらいについてお話をお聞

きしたいと思いますが、まず最初に、異業種間の産

業連携ということを、村長は以前からおっしゃって

おられました。 

総務省の予測では、北海道の総人口は、    

２００５年には５６３万人であったものが、２５年

後の２０３０年には４２４万人にまで減少するとい

う予測が公表されています。全道１７９市町村の中

で、猿払村は５番目に高齢化率が低い地域であり、

宗谷管内ではトップであります。これは、本村が誇

る基幹産業が活性化している証しでもありますが、

しかし、このままでは、今後、人口が減少し、過疎

化が進行するのは明らかであります。基幹産業であ

る漁業、農業のさらなる振興と、今後、基幹産業に

なり得る可能性を秘めている観光産業などに本気で

取り組み、さらなる活性化を図り、過疎化に歯止め

を掛ける努力が必要であると考えます。 
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村長は公約の中で、異業種間の産業連携促進を支

援すると述べていますが、異業種間の産業連携とは、

どのような分野での連携なのか。また、早期に実現

可能なものなのか、まずはお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。私

も、村の産業の活性化を図るためには、個々の企業

努力に加え、業種の枠を越えた協力体制を作り、村

の産品のブランド力の向上につなげたり、新商品の

開発にもつながると思っております。 

まずは漁業、酪農業、商工観光などに携わる方々

と異業種交流会をさせていただきながら、その中で、

異業種の主体が、それぞれのノウハウや強みを共有

しながら異業種連携強化につなげていければという

ふうに考えております。その後、地域資源を生かし

た取り組みを実施する場合には、中小企業地域資源

活用促進法の農商工の連携の国の支援策等も利用し

ながら進めてまいりたいと、あらゆる補助金を探し

ながら進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

早期に実現可能なものは何かという部分では、今、

考えておりますことは、昨年からちょっと若干遅れ

気味でしたけれども、これから異業種の方々の組織

を立ち上げてもらって、ホタテや牛乳などの地場産

品を使ったＢ級グルメの開発を、これから取り組ん

でまいります。もし、そうなった際については、皆

様方の御協力をお願いし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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今のお話の中の最後

にＢ級グルメというお話がありましたが、私もその

委員会に参加をしておりますが、それがまた話が進

まない。飲食店というのが年間どんどん減ってきて

ましてね、猿払管内でも今は旅館業も含めましして

も３軒とか４軒とか、そのぐらいの規模になってし

まうんではないかと思いますが、やってやれないこ

とはないという感じはしております。ただ、それも

昨年に話が来ただけであって、一向に話が進んでい

ないと。まず、そこから始めなければならないとい

うふうに思いますが、これは紙に書いた上で物をし

ゃべっていても何も話は進まないですね。ですから、

とにかく行動して、少しでもお話を前に進めていた

だきたいと思います。 

そして、漁業、農業、観光とおっしゃいましたが、

例えば漁業協同組合と対応しようとしても、これは

村長も多分、分かってると思いますが、おそらく自

分のことで精一杯なんですね。それでブランドがど

うの、ああだこうだと言っても、多分、ううん、と

いう感じで終わってしまうんでないかと私は思って

います。ただ、漁組では今、６次産業に向けて独自

で何かをしようと模索をしている段階でもあります

ので、その辺も含めて、是非、関係団体と話を進め

ていたければと思っております。 

また、これは稚内市で二、三年前から進めてる事

業でもありまして、私も市役所に行って担当部長か

らお話を聞きましたが、ホタテ貝殻の再利用という

部分で、最近、非常に注目を集めております。一説

によりますと、ホタテの貝殻が１０００トンあると、

商品にすると２１０億円の価値があるとまで言われ

ております。浜鬼志別、シネシンコの浜に行きます

とね、何万トンというホタテの貝殻があるわけです

よ。あれがお金に見えるのか、ごみに見えるのか。

今までは、例えば広島県にカキの養殖にするための

ね、苗床のためのものを 送っていた。それも、す

ごい安い値段で毎年、何万トンというものを送って

ます。それが違う利用をすると、もの凄い価値のあ

るものになっていく。それがブランド化していくの

ではないかと私は 思っております。 

稚内市では、いろいろなものを検証しまして、最

後に残ったのが牧草地の土壌改良剤。これが 一番

効果があったと聞いております。その他には、例え

ば、昔から使われてます、暗渠の中に入れてしまう

とかね、それとか滑り止め剤。これは砂とホタテの

貝殻の割合をいろいろ変えていって、いろいろ実験

をしましたが、効果は出るんですが、それが商店の

自動ドアに挟まってしまって取れなくなってしまう

とかね。砂よりも大きいものですから。いろいろな

弊害が出てくると聞いております。それから、石灰

の代わりとして。これも、農家の方が非常に負担が
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大きいと聞いております。これをホタテの貝殻で代

用するという実験も今、検証しているというふうに

聞いております。 

このように、近くでもいろいろな検証をして、何

かをしようという試みをなされております。是非、

本村でも、いろいろな検証をするのは、これはもう、

いくらでもできるわけです。その中でどれがいいか。

いろいろな方に聞きますけど、猿払村はいろいろな

アイデアを出すんだけども、いつも他の町村に先に

取られてしまうという話も聞いておりますので、是

非、前向きに検討していただきたいと思います。 

次の質問ですが、新規産業の創出について、お伺

いします。過疎化、人口減少問題を解決する施策と

して、これまでにも多くの市町村で、まちおこし、

村おこしのための試みが数多くなされてきましたが、

実際のところ、一時的な知名度の上昇であり、地域

人口自体が増えるものはなかったのが現状であると

考えます。労働人口を増やさなければ人口増の抜本

的な解決にはなり得ず、村長も公約の中に新規産業

の創出を掲げております。では、村長の思い描く新

規産業とはどのようなものなのか、お聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えさせていただきます。まず、新規産

業という部分については、これといった具体的な部

分は正直言って持ち合わせてございませんけれども、

今後進めていく上で、産業や組織の壁を越えたオー

プン的な考え方に基づいて、新たな付加価値を創出

するため、まず異なる組織の人たちが集まって、新

規産業事業を検討する場を作ってまいりたいという

ふうに考えております。また、行政としては、その

後押しをしてまいりたい、又は、一緒に入って考え

てまいりたいというふうに思ってます。 

また、新規産業の創出につきましては、すぐには

結果は出せないかもしれませんけれども、経済産業

省などのあらゆる補助金を利用しながら、今後、検

討してまいりたいというふうに考えております。こ

れといった具体的な案を出さなくて、答弁になるか

どうか申し訳ないんですけども、今のところはこう

いう考えで、すぐ、その場づくりを設置してまいり

たいというふうに考えておりますので、御理解をお

願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：結論から言えば、何

も答えがなかった、といういうのが答えではないか

と思いますが、おそらく、この質問の中で一番難し

いのは、この部分ではないかと私は思います。私も

質問を作ってる中で、何も浮かびませんでした。正

直に言って。しかし、それでも日本全国を見るとね、

いろいろなことをやって本当に成功してる地域がた

くさんございます。皆さんも、その辺の一つや二つ

は知ってるとは思いますけども。たまたま成功した

から有名になったというのもあるかもしれませんが、

先ほども述べたようにね、何かをしなければと、い

つも同僚議員の質問でも出てくると思いますけども、

何かをしなければならないです。実際に。でも、何

をしていいか分からないから何もできないというの

が現状ではないでしょうか。 

そのためには、先ほどと重なる部分もあるかもし

れませんけども、地域の産業と連携をしてね、何か

ないかということを何回でも議論していく必要があ

るのではないかと私は思っております。その中で、

先ほども述べましたが、漁組に行って話をしても、

その話もならないというのであれば、こういうもの

があるんだけども協力してくれないか、ということ

も行政から提案をすべきではないかというふうに私

は思っております。是非とも前向きに検討していた

だきたいと思います。 

次に、観光産業について、お伺いします。過疎化

対策の最終目的は地域の人口増であり、どのような

手段で住民の流出を防ぎ、他の地域からの移住定住

者を促進するのか。そのための絶対条件として、本

村が魅力ある村でなければならないと考えます。本

村は広い面積を所有し、大自然あふれる地域であり

ます。これは財産であり、その活用方法によっては

大きな資源となり得るものと考えます。観光で訪れ

た人が本村に魅力を感じ、また訪れてみたいと感じ

るような地域づくりをし、人が人を呼ぶ施策が必要

であると考えます。しかし、観光そのものが直接人

口増につながるものではなく、人が集まる所には活
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気があり、観光産業に従事する人の雇用にもつなが

るものであります。 

ここ数年、本村も観光産業に目を向け、ふるさと

の家の大規模改修や、複合店舗設置に向け着手をし

ていますが、その先の施策は、まだ何も見えていな

いのが現状です。観光の最終目的は、外貨を稼ぎ、

地域の雇用を増やすのが目的であり、そのためには

次の施策も視野に入れておくべきと考えますが、村

長の考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えさせていただきます。議員おっ し

ゃるとおり、現在、ふるさとの家の改修工事につき

ましては平成２７年度までに完了と。複合店舗につ

いては、これは後の議員さんのほうにも御質問があ

りますけども、若干遅れ気味でございます。この部

分につきましては、後でその議員さんからの御質問

があろうかと思いますので、答弁を差し控えさせて

いただきますけれども、観光施策の一つとしては、

山森議員のおっしゃるとおり、まず、外貨を稼ぐこ

とと地域の雇用を増やすことは、これは非常に重要

であるというふうに私も考えております。 

ただ、観光振興の施策を推進するに当たって、今

言いました２点におきましては、結果が出るまでに

は非常に時間が掛かるというふうに考えております

し、私としてもまた、この他に住民を元気にする観

光という点を念頭に置きながら今後、施策の検討に

つなげ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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただ今の答弁の中に

複合店舗というお話がありましたが、そのことにつ

いて若干お伺いしたいと思います。この複合店舗、

私も観光協会の役員として何度か出席をして議論を

しておりますが、この複合店舗建設に当 たって、

現在、２店舗又は３店舗の新規出店者がいると聞い

ております。大体の場所も、その人たちの何人かを

集めて決まっているという話も聞いております。ま

だ正式には聞いておりませんが、そういう話を聞い

ております。 

そこに複合店舗を建設するのは良しとしても、こ

の複合店舗を建設するに当たって、ふるさとの家の

売店は抜きにして、今現在２店舗ある。その他に３

店舗が手を挙げたと。その後は５店舗ですね。とこ

ろが、道の駅さるふつ公園の設置及び管理に関する

条例という条例があります。この中で、道の駅さる

ふつ公園の売店は、最大で３店舗まで設置する、と

いうふうに条例で定められております。では、この

条例は当てはまらないのかという問題が出てきます

ね。もし、この条例が当てはまるのであれば、なぜ

先に条例を改正してから募集しなかったのかという

問題が起きてきますが、その辺のことをお伺いしま

す。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今の条例の中では当

然、３店舗という形の中では私も理解をしておりま

す。ただ、その中で今、２店舗を出店していただい

て、あとは１店舗の空きしかないということは、こ

れは十分承知しております。 

その中で、あそこの活性化に向けて、どうしてい

こうかという形の中で、新たな出店舗の方々のお願

いをしたところ、３店舗ほど新たに手を挙げていた

だいたという形の中で、今後、今の条例下でありま

す面積、それから家賃、そういうことも行政のほう

で素案として考えて、また、出店される方々の御意

見を拝聴しながら、今の状況の平米数でいいのか、

そういうことも含めてですね、検討させていただい

て、きちんと御提案をさせていただいた中で、後に

条例改正をすると。遅くても３月の定例議会のほう

には、各出店者の方々と御協議をさせていただいた

中で、御提案をさせていただきたいというふうに考

えておりました。 

その中で、後先が逆だったろうというふうには僕

は思っておりませんけれども、どのくらいの方が手

を挙げていただけるかということも分かりませんで

したので、その後、きちんと分かった中で条例改正

を踏まえて進めてまいりたいというふうに考えてお

りましたので、御理解をお願いしたいというふうに

思います。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 
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○議員（山森清志君・登壇）：はっきり言ってしま

えば、これは後先逆なんですね。では、条例改正が

通らなかった場合どうするのかというふうに なっ

てしまいます。実際に今現在、２店舗なり３店舗の

方が待機をしてる状態ですね。普通に考えた場合、

出店しますと手を挙げて、おそらく１年。待っても

１年でできるというふうに私は思ってます。もし自

分がそう言われたのであれば。ところが、それを言

って、もうそろそろ何か月になりますか。今すぐ事

を始めたとしても、これは、いつ完成するのか。ま

だ何にもやってないんですよ。出店者は決まってる

のに何も決まっていないという。これはね、絶対し

ちゃいけないことだと私は思います。そのことにつ

いてお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、出店者の希

望を募ってから数か月経って、まだ何も決まってい

ないという状況については、これは手を挙げていた

だいた出店者の方々には大変御迷惑をお掛けしたと

いうことで、ここで改めてお詫びを申し上げたいと

いうふうに思います。今後は、私も途中で退職して

しまったという部分がありまして、担当課のほうに

は早急に今、進めていただけるようにということで

お話をしましたので、３月中には、実施設計も含め

て、最終的には来年度の秋口ぐらいまでについて、

何とかオープンしていけるような形で取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：来年の秋口までとい

うお答えをいただきましたので、是非とも、これは

もう本当に、出店待機者がいるということで、私の

記憶では多分、何年か前にも同じようなことがあっ

たような記憶もあります。これが２回あると、もう

３回目はないというふうに思っていただければいい

んじゃないかと私は思ってます。もし来年の秋口に

出店できるという予測をするのであれば、もう今す

ぐにでも始めなければ。私はね、あまり行政のこと

は、よく分かりませんけども、私でも分かります。

今すぐ始めなければ、来年の秋には出店はできませ

ん。是非ともよろしくお願いいたします。 

では次に、国鉄再建法の施行に伴い、天北線が１

９８９年、平成元年に廃止になり、鉄道網に代わっ

て道路整備が進み、さらにマイカー普及率が上がっ

たことによって、住民の多くが近隣地域へ足を運ぶ

機会が増し、生活必需品を村外で買い求めるように

なりました。このような様々な要因で、村内の商店

街は徐々に減少し、今ではシャッター街が目に付く

まで衰退しております。また、後継者不足も、その

要因と考えますが、行政としても、商工機関と協議

をし、何らかの手立てを講ずる必要があると考えま

すが、村長の考えをお聞きます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えいたします。私も、議員のおっ  

しゃるとおりだというふうに考えております。私の

子どもの頃から見ますと、各地域から商店が 減っ

てしまって地元に商店がないということは、高齢者

の方々などに非常に不便であろうというふうに理解

をしております。僕の子どもの頃は、各地域には最

低でも一つ二つのお店屋さんがあったというふうに

思っております。その中で、現在、移動販売をして

いただいて、このような高齢者の方々などをカバー

していただいているという所もあります。 

将来的に考えますと、地域から、村から商店がな

くなるというふうになっては困りますので、私とし

ても非常事態というふうに考えておりますので、今

後、先ほど野村議員から御質問があった案件も含め

てですね、商工会など各関係機関のほうと早急に連

携を取りながら協議を進め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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この問題も非常に根

の深いといいますか、これは、どこの地域にでもあ

るものではないかと私も思います。これだけ情報社

会になりまして、インターネットなり何なりってい

うものが発達して、家にいながら何でも物が買える

と。買えないものがないと言ってもいいぐらいに何

でもインターネットで物が購入できるようになりま

した。だからといって、では小売店とか商店という
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のがなくなってもいいのか、という問題も考えられ

ます。 

今の子どもたちというのは、店というのはインタ

ーネットだと思っている子どももいるのではないか

と思うぐらい、大人よりもインターネットを活用し

て、いろいろなものを調べたり、物を買ったりとい

うことが上手ではないかと。学校教育でもね、ネッ

トを使ったり、タブレットを使ったり、いろいろな

ものを使って教育を推進しておりますが、それがま

た拍車をかけて、機械には強いけども、その他のも

のはさっぱり、という子どもたちも、たくさんいる

のではないかと思います。 

私の小さい頃も、やはり地域に店屋さんがありま

した。そこに物を買いに行くのが楽しみでね、物を

買いに行ったりという。今の子どもたち、確かに車

で出掛けて行って、どこかの店屋さんに買い物に行

くっていうのはありますが、自分の家から歩いて物

を買いに行く、っていうことがなく なっている。

自分で物を見て、選んで、買うっていう、小銭を握

りしめて、小遣いをもらって買いに行くっていう、

そういう風景が最近、本当になくなったなという感

じがしますけども、そういうのは日本人としてね、

非常に大切なものだと思いますので、今後の行政の

舵取りに期待をしたいと思います。 

では次に、住宅問題について、お伺いします。過

疎化対策を協議する場合、必ず懸念される問題の一

つが住宅問題であります。移住定住促進を進めるた

めには、腰を下ろして住む場所がなければ、対策そ

のものが頓挫してしまうと考えます。 

現在、本村では老朽化した公営住宅の解体に伴い、

新築公営住宅の建設、また、民間アパートの助成な

どにより事業を促進しておりますが、いずれも鬼志

別地区に集約されているのが現状です。村内大規模

農場で就労されている人たちの中には、現在、当地

区に住む場所がなく、地理的な関係から浜頓別地区

から通勤をしている人が多数存在します。また、冬

期間の悪天候の通行止めの際は通勤が不可能な事態

が起こり、農場の作業にも支障が起こると聞いてお

ります。 

しかし、この地域の住民が民間アパートの建設を

検討した場合、助成は、その地区に該当しないため

に苦慮を強いられているのが現状です。同じ猿払村

民が同じ優遇を受けられないことは平等性に欠け、

地域格差を広げる原因でもあります。この問題を解

決するには条例改正も含めた検討が必要であると考

えますが、村長の考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えいたします。私も今回、村長に就任

するに当たり、各地域の方々といろいろなお話をさ

せていただく機会を設けさせていただきました。確

かに、議員の御質問の御指摘のとおり、僕も声は聞

いております。その中で、現状としては、民間賃貸

住宅の建設費の助成対象地区につきましては、猿払

村民営賃貸住宅の建設促進助成条例の規定に基づい

て、集落排水施設の処理地区内と定められており、

現在は鬼志別地区と、知来別地区と、浜鬼志別地区、

及び浜猿払地区の４地区という形になっております。

対象地区の設定に当たりましては、村内部で協議検

討を重ねて、最終的には合併処理浄化槽の設置によ

る追加費用が多大にかさむことに加え、コンパクト

なまちづくりを進めるという考えの下、一定の人口

がある集落排水区域に限定をして実施しているとこ

ろでございます。 

下水道の供用地区以外でも助成を認めるべきでは

ないかというような御質問でございますけれども、

当初の考え方に基づき、当面は現行どおり  ４地

区で助成対象地区というふうに考えてございますけ

れども、なお私もそのような声をお聞きしておりま

すので、この事業は平成２６年度までの時限となっ

ておりますので、今後の村内における賃貸住宅の需

給状況や、当該事業の実施効果等を検証した上で、

対象地区の見直し、助成事業の継続の有無を早急に

検討してまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしく御理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この問題につきまし

ては、私も、その地域の住民から何度もお話をお伺

いしております。実際、今その人たち、アパートを
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建てようとしてる人たちはどうしてるかというと、

浜頓別地区に探しているそうです。これは非常に悲

しいというか、情けないというか。前村長にも私、

お伺いしましたが、今、伊藤村長が  おっしゃっ

たように、村をコンパクトにしたいという考えの下

に、そういう条例を作ったと聞いておりますが、で

は実際、コンパクトになるんで  しょうか。あの

大規模農場はどうするんでしょうか、という問題に

なってしまいます。これが５０年後、１００年後、

１５０年後なら分かりませんよ。今の条例に当ては

まるものを作らなければならない。遥か彼方の未来

のことをね、考えて作ったのであれば、それは今の

生活には適さないものであると私は考えます。 

この住宅問題、例えば民間アパート。その方は２

軒建てたいと言ってますが、作った場合、確か最大

で３００万円かいくらか分かりませんが、助成があ

りますね。それを当該地区以外に建てた 場合、汚

水桝の問題が出てきます。２５人槽で  二、三百

万円と聞いておりますが、確か私の記憶の中では。

建設課で聞いた話では、２５人槽で  二、三百万

円でなかったかなというふうにお伺いしています。

違いますか。もうちょっと上ですか。いくらでもい

いですが、その掛かる分を助成金が減ってもいいと、

おっしゃってるんですね、そのアパートを建てたい

方は。減ってもいいから、とにかく建てたいと。で

は個人で建ててくれと。でも、せっかく猿払村の住

民なのに、何でもらえないんだと。そこが一番の根

本にあるわけですよ。 

ただ下水道がないから建てられないのかと。勝手

に建てろ、っていうのは、ないだろうという話です。

もっともだと思います。同じ猿払村の住民として、

同じ税金を払って、同じように暮らしてるわけです

から。そこのところ、やはり住民の意見を酌んでで

すね、是非とも現実に向けて、しかも早急に。おそ

らく、このまま放っておくと、  もっと大規模農

場の従業員が増えた場合、みんな浜頓別地区に住居

を構えて、浜頓別の住民になってしまいます。その

ことを念頭に置いて、検討していただきたいと私は

思っております。 

では次の質問に移ります。高齢者福祉についてお

伺いします。過疎化対策は、住民定住対策と同時に、

住民の流出をいかにして最小限にとどめることがで

きるかが課題であります。高齢者の流出の主な原因

は、健康上の問題で医療機関の利便性のよい地域へ

の移住や、老後の不安等で都市部の家族の元へ移住

する住民も多く、今後さらなる高齢者福祉の充実を

検討すべきと考えますが、村長の考えをお聞きしま

す。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えさせていただきます。住民の皆 さ

んが老後の不安なく、安心して住み続けられる村と

いうことは、高齢者の皆さんはもちろん、お子さん、

お孫さん、そして議員や私たち現役世代にとりまし

ても大きな願いであります。その実現を果たすべく

政策を展開していかなければならないことが、村政

を預かる私たちの最重要課題というふうに私も捉え

ております。 

これまで歴代村政において、多くの関連質問や御

意見をいただいており、特養を代表とした施設系サ

ービスの充実や、近年は、総務課で実施している福

祉タクシーの導入や運行時間の拡大、家族介護用品

支給や寝たきり老人介護等の介護手当の拡充等、高

齢者の皆様が村において少しでも生活していただき

やすい環境の整備に取り組んできたというふうに私

は理解をしております。しかしながら、まだまだ充

足できていないことは認識しております。 

現在６５歳以上の高齢者は、入院や介護認定など

の方を除き４６０名の方がいらっしゃいます。保健

センターである地域包括支援センターでは毎年、６

５歳以上の高齢者へのアンケート調査を実施しなが

ら、その回答の中で、困っていることや不安なこと

として、健康のこと、冬のこと、住居のことなどが

要望としてあります。介護施設サービス、介護予防

事業などが挙げられてもおりますけども、この困り

感や要望などを確実に押さえながら、住み慣れた地

域で安心して暮らしていただけるよう、施設サービ

スの拡充なども視野に入れた高齢者福祉の充実に向
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け、私の施策の検討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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：さすが保健福祉課長

を長くやっていただけあって、そういう面の答弁は

非常に長く、適切じゃないかと私は思います。私は

正直言って、そっちのほうは疎いほうでありまして、

ただ、この問題は過疎化対策には絶対に切り離せな

い問題であると、私自身も考えております。今後、

猿払村だけではなく、地域、また全道、全国として、

特に日本は、これからどんどん人口が減って、高齢

化率がどんどん上がっていきます。 

暗い話ばかりしてもしょうがないですが、ついで

に暗い話をしてみたいと思いますが、先ほど、北海

道の総人口の話をしました。では、従属人口指数と

いう、１５歳から６４歳人口に対する、  それ以

外の割合は、２０３５年には８０パーセント超える

と言われています。また、総人口は、北海道内にお

いて５０００人未満の市町村は、  ２００５年に

は６２市町村であったものが、  ２０３５年には

１１２市町村まで増えると。倍にはなりませんが、

その近くぐらいにまでなってしまいます。５０００

人を切ってしまう市町村が、これだけ出てくるとい

うことは、人口が減るイ コール高齢化率がそれだ

け上がっているという、これはあくまで予測ですけ

ども、まんざらでもない予測ではないかと私は思っ

ております。 

その中で、２００５年から２０３５年、この  

３０年間で総人口の伸び率がプラスになる、  １

７９市町村のうち５市町村がプラスになると予測さ

れています。述べますと、恵庭市。これは札幌市の

ベッドタウンですね。それから東川町、東神楽町、

音更町、芽室町。これは農業プラス近隣に都市があ

ると。ベッドタウンということですね。東神楽町は

ちょっと前まで、新聞にも出てましたね、中学校ま

での医療費を無料にして、安く土地を分けて、住宅

の助成して、若い夫婦が住むようになったというふ

うに聞いております。これは猿払村には、そんなも

のは当てはまんないだろう、と思うかもしれません

が、これは十分当てはまることだろうと私は思って

います。 

中学生まで医療費を無料にしろ、って言ってるわ

けじゃないですが、そういう当たり前のことを、当

たり前にしただけで、当たり前に人口が増えた、っ

ていうふうに私は思ってます。先ほども言いました

が、まず何かしなければというものが、これが結果

に表れたのではないかと私自身は思ってます。また、

この施策も５年、１０年じゃなく、   もっと前

から考えられて、今やっと成果が出てきたというこ

とですので、是非とも前向きに、この高齢化のこと

に関しても検討していただきたいと思っています。 

では最後の質問ですが、過疎化対策を検討する場

合、全ての世代に目を向けなければなりません。そ

の中で、定年者の雇用も検討すべき問題であり、本

村でも、定年後に仕事がなく苦慮している住民が数

多くいるのが現状です。シルバー人材セン ター設

立には規制が厳しく、本村のような地域では適用外

となります。また、行政が業務を担当しなければな

らず、実現には、ほど遠いものであります。 

近年、人材派遣会社が地方へ進出し、本村でも水

産業者などが利用しております。行政でできない事

業も、民間では持っているノウハウを活用して事業

展開をしている例が様々な分野で見受けられますが、

企業誘致も含めた定年者雇用対策も今後、検討すべ

きであると考えますが、村長の考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えさせていただきます。高齢者の就労

機会ということに関しましては、本年３月定例議会

で議員から御質問がありました、シルバー人材セン

ターにつきましては、村としましても、稚内市シル

バー人材センターに問い合わせをし、資料の提供を

受けましたが、議員おっしゃるとおり、立ち上げ時

の人数制限や、国庫補助が減額傾向にあること、さ

らには行政側から運営費として多額の補助を要する

ことなど、センターの設立には厳しいものと考えて

いるところでございます。 

人材派遣会社からの雇用ということに関しまして

は、労働力の確保には有益ではあるものの、聞くと
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ころによりますと、短期間村に住んで、いつの間に

か村を出ていくと。周りの人は、どこの人で、どこ

に住んでいるのか分からない。雇用主は、あくまで

も派遣会社ということの事情で、治安面でも若干不

安が残るというような声もお聞きしておりました。

ただ、一方では、定年後の雇用や労働力不足という

課題は残ることになります。 

定年後の雇用対策として、シルバー人材セン タ

ーという制度にはとらわれず、定年を迎えられ就業

されていない方で、社会福祉協議会を母体として希

望を募り、登録していただいた人材を活用し、安い

賃金をお支払いし、例えば高齢者住宅の草刈りや冬

囲い、除雪などを、安い料金でお受けするなどの仕

組みづくりを検討してまいりたいというふうに考え

ております。様々な法的な制約があるかとも思いま

すが、少しお時間をいただきたい。 

また、現在、団塊の世代の方々が、これから  

どんどん出てまいります。その中で、６０歳を過ぎ

て定年という形になりますけれども、まだまだ御活

躍ができるような状況にあります。当然、  一生

懸命６０年間仕事をされてこられて、自宅にいると、

また何もできない。趣味も何もできない。６０歳を

過ぎてから何かやろうと思っても、ふと思ったとき

には思い付かない、っていうような形になりますか

ら、そういうような経験を生かした中で、村として

も、いろいろな形で登用をさせていただいて、ボラ

ンティアという形ではなくて、安いかも分かりませ

んけれども、安価な賃金になるかもしれませんけれ

ども、お支払いをしていただいて、そのほうが責任

感を持っていただいて、地域の子どもたちや、地域

に貢献していただけるのではないかというふうに思

っておりますので、そういうことも含めて検討して

まいりたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁は、

まさしく私が次に言おうとしていたことを、そのま

ま言ってしまわれましたので、これ以上、言うこと

はございませんが、しかし、きのうも私、今年に船

を降りた方とお会いしまして、言われたことがあり

ます。何か仕事はないかと。金じゃな  いんだと。

もちろん、そうですね。お金じゃな  いんですよ。

今まで体を動かしてたのに、急に何もすることがな

いと。その方は毎日散歩をしていますが、一日中、

歩くわけにもいかないと。それで、何かないかと言

うんですね。役場に俺たちは行けないと。何か仕事

を作ってくれって言うんですよ。探せば仕事はいく

らでもあるんです。自分で探す気力もない。しかし、

何か地域のためにできることがあれば、喜んで手を

挙げる人がたくさんおります。 

これから、もっと浜の人間は、今のホタテ漁とい

うのは定年制でありますので、私も６０歳になると

船を降りなければなりません。これから、そういう

方が毎年、どんどん出てきます。その方は何をして

るかというと、大抵二、三年は遊んでます。しかし、

その後に何もすることがなくなるんですよ。遊び疲

れたというか、今までできなかったことを思いっ切

りやるんだけど、まだ年金ももらえない。組合でい

うと、配当金はもらえるんだけど、そんなもんだけ

では、ちょっと不安だという方もたくさんいます。 

遊んでる方も今現在、たくさんおります。やはり、

何かすることないかと言うんですよ。自分で釣り船

するわけにもいかないし。地域貢献できれば、もう

余計いいって言うんですよ。そういう方がたくさん

いるのに、それを仕組みを作る行政としては、何も

してあげられないというか、何もしないというのは、

これは本当に、もったいないことだと思いますので、

是非とも、その辺も含めて、いろいろな方とお話を

して、村長自身も会話をして、声を聞いて、是非、

住民の意見を汲み上げていただきたいと思います。

この辺で私の質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：ここで２時２５分まで休

憩します。 

 

休憩 午後 ２時０９分 

再開 午後 ２時２５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。 



  －31－ 

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。 

○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
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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

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。 
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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

共事業は高いのが当たり前だという認識。この根拠
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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

みに切ればいい、ということを言ってるん じゃな
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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

ですと。記憶してございませんか。ということは、
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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。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 

 


