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○議長（山須田清一君）：日程第７、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。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：おはようございます。

それでは通告に従い、いくつか質問をいたします。 

まず、スポーツ振興についてですが、昭和３６年

に制定されたスポーツ振興法が、平成２３年に５０

年ぶりに、スポーツ基本法として改正されました。

これにより、スポーツを取り巻く環境や、スポーツ

に対する認識の変化に対応できる、現代にふさわし

い法が整備されました。この基本法の中では、政府

と地方自治体のスポーツに対する役割についても触

れられています。これを踏まえて、スポーツ振興に

ついて質問いたします。 

本年度から、村の施策として公共施設の使用を規

定団体や村民に対し原則無料としましたが、その中

にはスキー場、パークゴルフ場、スポーツ  セン

ターなど、スポーツ関連施設が含まれております。

これは、村民の健康促進に貢献するという目的が含

まれているとの認識をしておりますが、寒冷地であ

る本村は、野外ではスポーツをする期間が短く、そ

の貴重な時間の中で住民はスポーツに汗を流してお

ります。 

また、今年は日本ハムファイターズの２名の選手

が、本村の応援大使に任命されました。この機会を

逃すことなく、本村に招いて講演や野球教室など、

企画を積極的に計画し実行するべきと考えます。そ

れにより、住民のスポーツに対する関心が大きくな

り、さらなる健康促進に貢献するものと思いますが、

現在、具体的な企画が練られているのかお聞きしま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。今年の冬はですね、大変寒さが厳しく、

その上、先週もそうでしたが、週末になると大型の

低気圧が上陸いたしまして、暴風雪等で天気が荒れ

ます。その影響もございまして、スキー場も操業で

きない日が多々あったと聞いております。そのよう

な中で、料金を無料にした影響かどうかは定かでは

ありませんが、スキー、スノーボードの利用者が悪

天候の割には多かったと、先のス キー大会で報告

を受けておりました。私も大変嬉しく思っておりま

す。健康増進のために、できるだけ多くの方に村内

の施設を利用していただきたいと願っているところ

であります。 

ただ今の質問にお答えいたします。皆様御存じの

ように、この度、日本ハムファイターズの猿払村の

応援大使として、陽岱鋼（よう だいかん）選手、

ブライアン・ウルフ投手が選出されました。私も日

本ハムのこの企画を知った折には、すぐ球団事務所

に駆けつけて、あいさつに行ったところでございま

す。議員おっしゃるとおり、この機会を逃すことな

く様々な企画を計画したいと思っております。 

今、計画されております企画は、両選手を猿払村

に招き、小中学生を対象とした野球教室と交流会開

催の企画書を球団事務所に提出しております。実現

すればシーズンオフになると思いますが、現状にお

いては選手の活動に関する企画については、今しば

らくお待ちしていただきたいとの回答をいただいて

いるところでございます。また、他の企画で御承認

いただいておりますものは、北海道日本ハムファイ

ターズ応援大使記念キップの作成と発行、村観光協

会のホームページへの北海道日本ハムファイターズ

応援大使活動報告としての掲載、及び２０１３さる

ふつ観光まつりへのお祝いビデオメッセージとなっ

ております。今後も様々な企画を球団にお願いした

いと考えております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今後、様々な企画が

練られていくと思います。公共施設の無料化に よ

って住民が施設へ足を運びやすくなり、利用機会が

増すのではないかと思っております。また、本村へ

プロのスポーツ選手が公式に訪れることは稀なこと

であり、住民もこれに対し大きな関心を寄せており

ます。是非、早めの周知徹底をお願いしたいと思い

ます。是非、この機会を有意義に活用していただき

たいと思っております。 

本村ではスポーツに対する住民の理解は大きなも

のがあり、特に子どもたちの活動には教職員や父兄
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の長年にわたる指導やサポート等により、優秀な成

績を残しているスポーツがたくさん存在しています。

また、優秀な成績を残すことは本人は元より、本村

にとっても誇りであります。子どもたちは大人の決

めた事柄に従わなければならない弱者であります。

その子どもたちが、より良い環境で活動できるよう

な体制づくりをすることが我々の責務であると思い

ます。 

本村にはスポーツ少年団という組織が存在します。

本来の業務は少年団活動の全般のサポートでありま

す。しかし、現在の活動状況は、遠征時の送迎、保

険業務等が主であり、それぞれの各少年団が個々に

活動しているのが現状であります。そのため、最近

では施設の老朽化、トレーニング用品や備品の破損

等により活動に支障が起きている現状も見受けられ

ます。また、備品の購入や修繕が必要な場合、父兄

がその経費を負担しており、その結果、父兄の負担

増に繋がっております。また、各家庭の意識の違い

などもあり、子どもたちが十分な活動ができないと

いう事態も懸念されております。 

本来、スポーツ少年団は、それぞれの少年団の中

心的存在であり、取りまとめ役であります。活動に

支障が起きた場合、この解決に取り組まなければな

らないと考えます。しかし、現在の体制では思いど

おりの活動ができないのが現状であり、体制の見直

しをし、強化促進するのが必要であると考えますが、

考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：ただ今の御質問にあ

りましたように、猿払村の少年団は熱心な指導、そ

して保護者のサポートにより素晴らしい活躍をして

くれています。スポーツ少年団本部のあり方につい

ての問いということで、お答えさせていただきます

けども、他町村では御指摘のあったように、体育協

会の傘下として一つの団体の中でやっていくという

形もありますが、猿払村では、今までの中では本部

の役割を、スポーツ少年団の登録、それから管内事

業に関する開催、そして施設の提供、保険の加入

等々と規定しております。御指摘されたとおりでご

ざいますが、その中で、そういう経過になってきた

のが、やはり自分たちの思うとおりに、他から拘束

されないでやっていくという単独の組織の集まりと

して運営され、そして自主的な運営を保障してきた、

という形の経過に なっているようでございます。 

議員御指摘のとおり、スポーツ基本法が改定され、

多様なニーズに応えていけるようなものに なって

いるというところでいけば、指導者たちと、そして、

その体制や運営のあり方の声を聞いてですね、今後

の見通しや、あり方を検討していける形にしていき

たいなというふうに考えているところです。以上で

す。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：送迎や事務的な業務

での支援活動は父兄の負担を軽減しているのは事実

であり、今後とも継続されることを、是非とも期待

しております。スポーツ少年団の再編成に関しては

関係各位と協議を重ね、より良い組織づくりをして

いただきたいと思っております。また、近年、少子

化が叫ばれておりますが、子どもたちの数も全体的

には減少していると思っております。その少ない子

どもたちの中で、これだけの成績を収めている猿払

村の少年団の子どもたちは素晴らしいと。正にこれ

は村の宝であると、私も思っておりますので、是非

とも御協力をお願いしたいと思っております。 

では、次の質問ですが、北海道教育委員会では、

第２次北海道スポーツ振興計画において、全道の各

市町村に少なくとも一つは総合型地域スポーツクラ

ブを設置することを目標とするとの指針を述べてお

りますが、その数は年度ごとに増えてきております。

これは、この施策が有意義なものであると認められ

てきていると考えます。 

近年、少子化により少年団の子どもたちの数が少

なくなり、活動自体ができなくなってきている自治

体が増加しており、その対策に苦慮しているのを耳

にします。また、何か運動をして健康促進に努めた

いと考えている高齢者の方もたくさんいます。そこ

で、現在、国や道が推奨している総合型地域スポー

ツクラブを立ち上げている自治体が数多く存在しま

す。現在、道内１０５の地域に  １４４クラブが

登録されており、今後もさらに増加すると思われま
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す。これは、全ての世代が多種目にわたり参加でき、

地域の活性化やスポーツ参加率の向上、高齢者の生

きがいづくり、若年者の社会参加の切っ掛けなどに

貢献し、その結果、医療費の削減、地域教育力の向

上や世代を超えた交流にも繋がるものであります。 

また、クラブ設立や運営費などに関し、国や道は

中長期にわたり支援を行うというものであります。

この事業を展開し、地域の活性化に繋げる努力が必

要であると考えますが、本村においても前向きに総

合型地域スポーツクラブの立ち上げの検討をするべ

きと思いますが、その点について考えをお聞きしま

す。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：スポーツで人を繋い

で住みよい地域づくりに貢献するという考えを提示

してくださり、検討してはどうかという質問と受け

止めながら、お答えさせていただきます。全ての人

が自分の体力や技能に合わせて運動できる環境を作

るという総合型地域スポーツクラブ。これは議員の

おっしゃるとおり健康、生きがい、そして技能向上

というものを目指した素晴らしいものだと思います。

管内的にも枝幸町のほうで進めているというような

ことが聞かれておりますから、有効性があるのもの

ではないかなというふうに考えています。 

総合型地域スポーツクラブは、地域住民が出し合

う会費で寄附や何かを元にしながら、自主的に運営

するＮＰＯ法人の形を使うということで、文部科学

省のほうの認定要件にもなってございます。そうい

うことからですね、そのままの活用は猿払村では、

なかなか難しさも伴うかもしれませんが、今、議員

の御指摘にあったように本村の実体に則した形で、

総合型地域クラブの趣旨を反映できるようなサンプ

リングした少年団活動を通して検証しながらですね、

費用の面への支援に繋がるものがあるかどうか、ス

ポーツ振興くじ助成金などの活用も含めてですね、

検討していきたいな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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この総合型クラブは、

既存の枠組みに囚われないものであります。結果的

に幅広い効果を生むことが、既に実証されているも

のであります。このような体系は、この少子化時代

に、今後ますます、おそらく他地域でも数多く存在

していくのではないかと思っております。ほかの地

域では、いろいろな総合型地域スポーツクラブがあ

るようでありますが、中には、本当に数の少ない三、

四十人の、例えば登山クラブだとか、そういうもの

も認定されているようなものもあるようでございま

す。今後とも猿払村に適したような総合型地域クラ

ブの設立に向けて検討をお願いしたいと思います。 

では次の質問に移ります。高齢者の就業機会につ

いて質問をいたします。本村では地域柄、若い年齢

層において就業率は他市町村よりも高く推移してお

りますが、高齢者の就業機会は、ごく僅かわずかで

あると考えております。定年を迎え、まだまだ健康

で十分働くことができる方々がたく さんおります。

また、指定管理者の業務以外で行政が定期的に就労

を必要とする業務が存在します。行政と高齢者の関

係において、需要と供給のバ ランス、つまり、仕

事をする人を求める側と、仕事がしたい人がいれば、

諸問題が解決できるものであり、その関連について

質問をいたします。 

少子高齢化により労働人口が全国的に減少してい

る中で、本村においては労働人口の比率は、宗谷管

内においては比較的高い比率を維持しております。

しかし、高齢化の波は確実に訪れており、定年を迎

えた方々が数多く存在します。その中で、定年後に

都市部の家族の元へ移住される方や、健康不良によ

り移住を余儀なくされる方が数多くおり、長年暮ら

したふるさとを後にしております。また、素晴らし

い技術を持ちながら、それを生かせず、時間を持て

余している高齢者の方もたく さん存在します。こ

のような方々が、住民のためや健康のために働ける

場所の提供をすることも行政の使命と考えています。 

本道には、シルバー人材センターが現在３５市町

村に設置されておりますが、補助金を受け取るため

の設置要件は会員数１００人以上、年間就業延べ数

５千人日以上など、厳しいものがあります。道庁が

現在、過疎地域にも活用できる施策の要望を国に対

して行っているとのことですが、条件を満たしてい
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なくてもシルバー人材センター連合会の講習会など

に参加することを目的とし、賛助会員として登録し、

独自の活動をしている市町村が数多く存在していま

す。本村においても高齢者の健康促進や人口減少対

策の一環として取り組むべきと思いますが、考えを

お聞きします。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：それでは、ただ今

の御質問にお答えをいたします。近年、本村の出生

率を見てみますと、道内でも比較的高くて、  １

２月議会でも村長の発言にありましたように、特に

平成２４年度は、この３月予定者を含めますと４１

人の子どもが誕生するという見込みでありまして、

大変喜ばしいことであります。一方、御指摘のよう

に高齢者の方々、これは昨年１０月 １日時点での

データですけれども、高齢化率で申しますと、１２

年前、これは介護保険制度が始  まったという、

そういう視点で１２年前というふうに今お話ししま

すけども、本村では２０．５  パーセント。現在

は、昨年１０月１日時点で   ２２．２パーセン

ト。全道１７９市町村の中でというふうに比較をい

たしますと１７２番目。つまり、高齢化の非常に遅

いという所ではあります。しかし、波は緩やかです

けれども進んでいるというのは間違いのないことで

ございます。 

また、就労ということでの今、御質問がありまし

て、就労人口から見ますと６５歳以上の人口が６１

２名ほど、今いらっしゃいますけれども、季節就労

を含めて１１２名の方が就業中というデータになっ

ておりまして、要介護等でですね、就労不可と、理

由が明らかな方を除くと、私どもの試算では約３７

０名ほどの未就労の高齢者がいらっしゃるのかなと

いうふうに捉えています。しかし、これはですね、

最高齢の方まで含めた数ということになりますから、

この方々の全てが就労可能かどうかということは別

にしましても、議員が御指摘のとおり素晴らしい技

術を持っていらっしゃる方、未就労の方でですね。

それから、機会があれば自分のできる範囲で地域に

貢献をしたいと、そのように考えていらっしゃる方

が多くいらっしゃるのかなというふうにも思ってお

ります。 

御質問のシルバー人材センターに関しましてはで

すね、既に御存じだと思いますけれども、高齢者等

の雇用の安定等に関する法律によって雇用によらな

い臨時的、短期的な就業または業務を組織的に提供

するということになっておりまして、仕事の需要と、

おっしゃるとおり人材の供給ということで、そこを

確実にコーディネートをしていくと。こういった仕

組み、そして、それをマネジ  メントしていくと

いう、このあたりの体制が大変重要なことなのだと

いうことで聞いております。近隣では稚内市で既に

平成元年から、確か元の高齢者事業団からですね、

シルバー人材センターに平成元年に仕組みが変わっ

て稼働しておりまして、立ち上げ、それから稼働後

のコーディネート、あるいは運営や体制の状況だと

か具体の対応などを御教授をいただくようにですね、

まずは行動をさせていただきたいなというふうに村

としても思っております。その上で、本村において

実用的な生きがいの場づくりとしての活用の視点も

含めて体制づくりの困難というのが課題としてある

ようですけれども、そこを視点にですね、実現の可

能性を探ってまいりたいなというふうに思っており

ます。 

なおですね、高齢者の方々の能力を生かす、ある

いは生きがいづくりに繋げる場、取り組みというこ

とについてはですね、遅まきながら福祉サイドと連

携をしながら教育委員会によってですね、本日の前

段の教育長の教育行政執行方針の中でも触れており

ましたけれども、社会教育のあり方だとか、高齢者

の教育の進め方というようなことで触れておられま

した。生涯学習の視点で動き出していることもあり

ますので、こういったことは、私は世代間交流だと

か、障害を持つ方々の地域での生活や就業に繋がる

可能性も含めて、そういったものが展望ができるな

というふうに認識しておりますけれども、可能であ

れば教育長のほうから若干、御紹介をいただければ

大変ありがたいと思います。以上です。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 
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○議員（山森清志君・登壇）：ここにシルバー人材

センターのパンフレットがありますが、その中に、

社会の宝シルバーパワーと書いてあります。まさし

く、そのとおりだと思います。病気がちの方や、健

康に障害のある方は、これもう仕方ないと思います。

今、副村長がおっしゃったように、パー  セント

で見ると、たくさんいるようでありますが、実際に

自分にやる気があって働ける人。本当に何かで役に

立ちたいと思っている高齢者の方。このシルバー人

材センターの枠に当てはめますと６０歳以上になっ

てしまいますけども、６５歳以上と考えたとしても、

まだまだ本村にはたくさんの方がいると、私は理解

をしております。その方たちが何をしていいか分か

らないと。それで、何もすることがないのであれば、

自分の子どもたちがいる都市部へ移住してしまおう

といって移住した方も、私はたくさんいるのではな

いかと理解しています。 

先ほど村長の行政執行方針の中に、人口減少が進

む中で本村は敢えて人口増に取り組む、ということ

を述べておられました。まさしく、こういった小さ

なこと。いや、小さくはないですけど、そのことに

繋がっていくのではないかと私は思っております。

また、他町村も同じような問題を抱えております。

この諸問題というものに特効薬というものはないと

考えています。今できる最大のものを少しずつ前進

させていかなくてはなりません。しかし、その中で

スピード感を持って取り組んでいただきたいと思い

ます。 

最後ですが、先ほど副村長がおっしゃったように、

教育長も何か一言答弁をいただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：高齢者も含め、いろ

いろな人たちが生きがいを持って生きていけるとい

うことで御質問をされている熱い思いが伝わってま

いりました。教育委員会もですね、技術を  持っ

ている方がたくさんいらっしゃるということでは、

具体的な例として、鬼志別にあった藤田商店さんの、

さくら餅、うぐいす餅を復活させたいと。それで今、

その藤田さんにですね、習いに  行っている方が

いらっしゃると。そこの学習の場を作って、先日、

それで１回やってみました。そういうふうに教えて

いただいているときに、大変元気な、いい顔でです

ね、伝えてくださったり、そして、習っていた方々

が、私たちが今度は自分たちでやって、また教えて

もらって、そして、それがまた、いろいろな人たち

に大きく広がっていくような形になったらいいなと

いう、とてもいい笑顔で伝えてくれました。そうい

うところを一つずつやっていきたいなということを

考えていますし、先日はですね、堀井さんから昆布

を提供していただきまして、昆布で、いろいろな織

物みたいな感じで作りながら、出汁に昆布が必要に

なると。それを、自分が、私が作りましたという顔

を入れながら、販売ができたりするような形になっ

て、感謝されたりするようなところに持っていきた

いなと思っています。先日、１回目をやってみたら

ですね、大変いい関係で作ってはくれましたけど、

なかなか難しさもありましてですね、保健福祉課の

荒井課長のほうが、教育委員会だけじゃなくて、う

ちのほうとも一緒にやっていこうという誘いを受け

まして、先日も会議をしたところでございます。 

そういう意味では、これから議員御指摘のところ

をですね、豊かな環境になるような形で少しずつで

も歩めたらいいなというふうに考えているところで

す。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：大変素晴らしいお話

をありがとうございます。今、思ったことなのです

が、こういう問題を解決するには多分、紙の上に書

いたものを考えても仕方ないと思います。これは、

いろいろな方が集まってもらって、いろいろな議論

をして、いろいろなアイデアを出して、そして取り

組んでいかなければならないものだと思っておりま

す。今の答弁の中でも、私の認識では、これは前向

きに取り組んでいくのだなというふうな印象を受け

ました。しかし、もう一度言いますが、その中で、

是非ともスピード感を持って取り組んでいただきた

いと思っております。 

以上で私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：次に４番、太田君。 
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○議員（太田宏司君・登壇）：それでは、一般質問

通告書に基づきまして質問をさせていただきます。 

先月の北海道新聞に、北海道大学の金子教授の 

３０年後の北海道とコミニュティーという文章に、

大都市でも過疎地域でもコミュニティーが維持でき

る要件には、住まい、商店街、小中学校、医療機関、

ガソリンスタンド、交番などがあり、最低限必要な

ものがなくなっていくと限界集落が発生し、最終的

には集落を捨てて街に移住する人々が増えることに

なる、という文章が載っていました。 

猿払村において、辛うじて商店街といわれている

鬼志別商店街も、商店経営者の高齢化、経営環境の

悪化等により、商店、商店街会員の減少を招いてい

ます。現在、商店を経営している方々も  ５年後、

１０年後には、どんどん年齢が高くなり、限界が来

るのではと危惧するところです。このような状況は

道内の商工会加盟地域にとっても同様な状況で、有

効な対策がない状況です。商工会、各商店がそれぞ

れ知恵を出し合い、もっと頑張る必要があるとは十

二分に認識しています。しかし、スタンプ事業を行

っていた猿払村商業協同組合も加盟店の減少、売り

上げの減少により、今年度をもって解散を余儀なく

されております。 

これ以上の商店の減少は連合売出し、イベント等

の共同事業の継続が難しくなり、さらなる購買力の

流出に繋がり、日用品を買い物する商店がなくなる

事態も危惧されます。商店を増やす、あるいは現状

の商店数を維持していく必要がありますが、各商店、

後継者がいないのが現実です。後継者の育成、新た

な商店の担い手支援が必要であると考えます。 

商店街、商店は、商業という枠に止まらず、地域

コミュニティーの核として住民生活で重要な役割を

果たしていると思います。商店街をなくさないため、

後継者の育成は元より、新たに出店に  チャレン

ジする人のＩターン、Ｕターンを呼び込めるような、

また、定年になり、この地域で商売を始めたいと考

えられるような施策が必要であると考えますが、ど

のようにお考えか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。以前にもお話しいたしましたが、今、議

員がおっしゃった鬼志別商店街に関しましては、議

員も御存じのように私が生まれ育った商店街でござ

います。思い入れも、ほかの人よりは十分  持っ

ておりますし、また、今のお話を聞きながら、昔の

天北線があって、朝一番の汽車が来ましてね、たく

さんの人が降りてくるという、私の店の前を通って

いくという風景を思い出しておりました。そのよう

な時代は、なかなか難しいかもしれま せんけども、

全力で取り組んでまいりたいなと 思っております。 

質問に答えます。議員がおっしゃるように商店街

は過疎化が続く我が地域においても重要な役割を果

たしております。地域が存続する限り、必要不可欠

であります。村内のですね、商店関係を見回しても

ですね、後継者問題につきましては、私も大変、非

常に危惧しているところでございます。今後、数年

経って後継者がおらず商店が閉店したり、空き店舗

などが増えることになりましたら、まちづくりとい

う観点からも非常に危機感を感じているところでご

ざいます。 

今後、地域コミュニティーの情勢、商店街全体の

活性化等の観点から商工会等関係機関と施策を協議

してまいりたいなと考えております。例えば、空き

店舗で高齢者向けの支援サービスを提供する店、ま

た、若者や子どもたちの居場所づくりになるような

店などをですね、商工会と助成などを含めながら今

後、速やかに検討してまいりたいなと思っておりま

す。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：村長も危機感を持っ

ている。私たち商工業者も同じように危機感を 持

っております。ただ、本当に新規に出店するのは、

かなり難しいのかなと商工会自体も考えているとこ

ろです。 

再質問をさせていただきますけども、この地域に

住んでいる方々は、身近で買い物ができる商店、本

屋さん、文房具屋さん、金物屋さん、食堂、居酒屋

と、地域の生活を楽しむ上で足りないと感じている

と思います。開業に必要な資金の助成、改装資金の
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助成等、様々な対策を施さないと、なかなか新規の

出店は難しいのではと考えますが、新たな出店、開

業の補助を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）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：先ほども答弁いたしまし

たが、新たな出店等に関しましてはですね、行政と

しても支援なり助成などをしてまいりたいと考えて

おります。しかしながら、無計画に行うということ

も、なかなかできませんので、きちんとした計画を

持って関係機関、商工会と打ち合わせをしながら行

ってまいりたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：是非ですね、新しい

人を呼び込むためにも助成、補助の検討をしていた

だければと思います。商店街が活性化していくため

には新しい行動力を引き起こす若手を中心とした商

業者の育成が大事だと考えます。 

しかし、経験もなく、お客さんのニーズも分から

ない中、新しく店を建てるのは難しいのではと考え

ます。一定期間経験を積めるようなチャレンジショ

ップ。ワンデイシェフ、一日料理人方式ですね、に

よって料理を趣味とする村民が日替わりでレストラ

ンを経営。あるいは趣味で作った商品を週末に販売

できるような施設が商店街にあると、新しい地域コ

ミュニティーの担い手を確保できるのではと考えま

す。お洒落な、気軽な交流の場が商店街の賑わいの

創出に繋がるのではと思いますが、そのような施設

の建設は考えられないのか、質問をさせていただき

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。今年に入りまして、この１月より商工会

青年部が中心となりまして、さるカフェと称する触

れ合いの場を提供していただき、大変好評を得たと

ころであります。運営していただきました商工会青

年部、また商工会には心より感謝申し上げるところ

でございます。 

ただ今の質問にお答えいたしますが、今、全国各

地で行われている商工会、行政が主体となり空き店

舗対策の一環として行われるチャレンジ  ショッ

プといわれるものの建設に関しましてはですね、現

状では考えておりません。議員も御存じのように、

このチャレンジショップは商店街の活性化を目的と

した空き店舗対策として、空き店舗の一部を店舗開

業希望者に期間限定で格安に賃貸する支援事業とな

っておりますので、今後においてはですね、その実

現の可能性があるのかどうか。希望者がいるのかど

うか。空き店舗等があるのかどうか等、様々なこと

をですね、商工会とですね、検討してまいりたいと

考えております。その際にはですね、先ほども申し

上げましたが国、道の補助金制度、そしてまた、村

の助成も含めましてですね、協議してまいりたいな

と考えております。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）：今、村長の答弁にあ

りました、青年部がやっているサロンですけども、

ちょうど私がサロンに行ったときにですね、若いお

母さん方が子どもたちと一緒に何人か来て、お話し

していらっしゃいました。本当に、この村にも気軽

にそういう所に行ける場があると、若いお母さん方

にとっても本当にいいのかなと、私自身も感じたと

ころでございます。今、村長も、空き店舗対策でと

言いましたけども、私たち商工会としても、そのよ

うな施設を是非、望んでいきたいと思います。 

商店街、売上の減少、商店経営者の高齢化等によ

り瀬戸際に来ています。商店街の賑わいの創出と活

性化を工夫し効果的な事業を商工会としても検討し

ているところです。しかし、商工会、商店としても

独自の事業を展開するのは、自ずと限界があります。

行政の連携、協力は必要です。先ほど村長が、商工

会と協力していきたいとおっしゃいましたが、私た

ち商工業者としても知恵を出し合い、一緒に歩んで

いけたらと思います。今は運転をし、地方へ買い物

に行かれている方も、いずれ高齢になります。運転

に自信がなくなり、運転ができなくなったとき、日

常の買い物が満足にできるか心配ですし、地域に買

い物をする商店がなくなることは、高齢者の方が家

から出る機会を減らします。いろいろな方と日常的

に触れ合い、コミュニケーションを取る買い物をす
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る楽しみが失われます。是非、高齢者の方を始め、

子育て世代が商店街に足を運び、利用できる休憩施

設。その中で、作品展示や体験販売ができるスペー

スを作り、商店街を活性化させていただけるよう、

行政のほうにも御協力をお願いしたいと思います。 

次に、猿払村人材育成基金についてお尋ねいたし

ます。猿払村人材育成基金条例は、平成２年  ３

月に、猿払村の人材育成及び住みよい環境づくりと

個性あるまちづくりを推進するために必要な事業の

財源に充てるため、猿払村人材育成基金を設置し、

その額は３０００万円となっています。運用の基本

方針として、共働精神に基づく地域の特性を生かし

た創意と工夫による個性あるまちづくりの推進事業

並びに猿払村の将来を担う上で必要な住民の知識、

教養、見分を広げ、ふれあいの大切さや、人に対し

ての優しさ・暖かさを持った猿払村の明日を築く人

材を育てるために、国内外を問わない交流並びに人

材の育成に役立つと認められる事業に、助成金が交

付されることとなっています。 

猿払村でも様々な地域の活動や村の活性化に繋が

る活動をしている方々、団体などがある中で、その

取り組みを継続させるためには、必ず世代交代とい

う課題が生まれてきます。そうした中で、いかにそ

の活動やイベントなどを提唱していくか。また、新

たなものを創造していけるかというのは、やはり、

次代を担う若者たちに懸かっているのだと思います。

村のために、地域のために何かやりたいと思ってい

る方々。本当に貴重な存在ですし、この基金を使い

積極的にサポートをしていくべきだと思います。 

質問です。現在の基金の残高、過去３年間のこの

基金を使ってどのような事業が行われたのか、また、

過去の事業をどのように評価しているのか、質問い

たします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：私も、この人材育成基金

に関しましては、できるだけ多くの方に活用してい

ただきたいなと心から願っております。 

さて、ただ今の質問にお答えいたします。人材育

成基金条例は平成２年に制定され、同基金を活用す

る人材育成事業助成規則の下、団体や個人が個性あ

るまちづくりの推進や人材育成の活動などに助成を

行っており、今年度末の基金残高は  ２４６０万

７千円となる見込みです。助成実績としては、今年

度は５事業、一部は完了前ですが、２０３万５千円

の助成額となっております。具体的には、さるふつ

の凧の会による内灘町との姉妹町村交流事業、国際

交流協会によるオジョールスキイ村との学童交流事

業、海流座実行委員会による海流座猿払公演、商工

会青年部による鬼志別商店街活性化事業さるカフェ、

冬を楽しみ隊実行委員会によるスノーフェスティバ

ルとなっています。 

昨年の平成２３年度は３事業、村民ピアノコンサ

ート実行委員会によるピアノコンサート、冬を楽し

み隊実行委員会、国際交流協会で２１８万 ５千円。

一昨年の平成２２年度には２事業、村民ピアノコン

サート実行委員会、冬を楽しみ隊実行委員会で２２

万円となっております。 

事業の総括は、それぞれの団体が工夫を凝らした

内容で実施されており、本村のまちづくりや人材の

育成、地域や団体の活性化に寄与していると評価し

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）：村長の答弁に、でき

るだけこの基金を活用していきたい、また、村民の

ためになっている、これで地域の活性化に結び付い

ている、という答弁があったわけですが、これから

の地域の活動の担い手として活動していただける人。

イベント等で地域を盛り上げようと 思っていただ

ける人。それらの方々を発掘し、活躍の場を提供し、

サポートするのも行政の仕事ではと考えますが、先

ほどの答弁にありました年間２００万円近い補助金。

もう少し活用してもらったらいいのかなと思ったと

ころですけども、この人材育成基金を使って事業を

行っていくためにですね、この人材育成基金をどの

ようにアピールし、使っていただくようにしている

のか、質問させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：御質問に

お答えします。この人材育成事業基金、規則につき

ましては、７年ほど前までは広報の４月号等で活用
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についてのＰＲをしてきておりました。その後、利

用される団体が、かなり特定化してきたということ

もあって、その後は特に広報活動はしておりません。

今年度、広報の４月号で改めて広報しようとは思っ

ておりましたけども、具体的なものとしては行って

いないのが実態です。ただ、私どものほうにイベン

トの開催の考えがあるという情報がありましたら、

財政企画課企画係のほうから、この規則についての

御説明をさせていただいて、活用の是非についての

判断をしていただいているというような状況です。

具体的な取り組みとしては、ちょっと行っていない

時間があるという実態です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：７年ほど前までは  

やっていたけど今現在やられていないと。このよう

な基金があるのを知っている人ですね、そういう人

は本当に少ないのかなと思います。そのために活用

が、ちょっと足りないのかなと感じています。行政

の情報。当然、役場職員の方々が圧倒的に持ってい

るわけです。基金を活用し、地域を盛り上げていた

だくために、もっと基金のアピールが必要ではない

かと思います。 

地域を盛り上げようとする人、発想と行動力があ

れば実行できるし、システムづくり。そのような環

境が大切ではないかと思います。例えばですね、先

ほど、相談に来ればそれなりの助言をします、とい

うような答弁もありましたけども、役場職員がです

ね、イベント、あるいは地域の活動へ、職務ではな

く自主的に参加する環境を作る。役場職員が地域で

活動する。イコール、それは行政ではないわけです

が、しかし職員がですね、専門知識を生かし、地域

の自主的な活動をですね、行政や専門機関へ繋ぐこ

とができれば地域はもっと活性化するのではないか

と思います。地域活動に取り組む職員を育成する、

そのような意識を持った職員を育てる必要があると

思いますが、どのようにお考えか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：議員のほうから、

まちづくり人材育成の事業に係わって、役場職員も

人材の一人として育成をすべきだという、そういっ

た御指摘でございます。 

先の議会でも、お話を私のほうからさせていただ

きましたけれども、職員の職務専念義務。これに係

わってですね、地域活動、あるいは自治会活動、あ

るいは子どもたちの指導に係わること。そういった

ことを、諸々をですね、範囲を広げて、それが計画

的に、仕事に影響がない、調整できる範囲であれば、

積極的に職務専念義務を免除をするという規則をで

すね、村が定めたところでありますので、これをさ

らにですね、職員にきちんと理解をさせ、日ごろの

活動に、行動に結び付けるように副村長としても、

きちんと指導していきたいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：是非、職員の方々も

地域のイベント、行事に参加していただき、地域を

盛り上げていただければと思います。 

次にですね、助成規則の中の第５条。助成期間は、

単年度とする。ただし、同一団体及び個人等による

同一事業は、原則３年以内を当該条例対象期間とす

るとありますが、地域を担っていく人材を育てる。

子どもたちに愛郷心を持ってもらえるような、楽し

んでもらえるようなイベントを作り実施する。個人、

団体が、その事業を継続し運営する。経費的に非常

に厳しいものがあると考えますが、原則３年以内と

期限を設けた理由をお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。人材育成事業助成規則は、制定後、８

度の改正を経て、現在のまちづくり人材育成事業助

成規則となっております。御質問の、助成期間の３

年以内については、平成１７年度の改正時に加えら

れた条文で、北海道が実施していた同様の補助制度、

地域政策総合補助金運用方針を参考にしての追加で

あり、この継続期間３年間で自立を目指してほしい、

という考えがあったようでございます。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）：道の規則に従って平

成１７年度に改正されたということですけども、補
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助金は村の貴重な税金で賄われています。慎重に、

効果的に使っていく。分かるところです。  ３年

間で、ある程度の成果を期待する。それも分かりま

すが、しかし、補助金の決定に当たってですね、担

当職員が、その事業の方向性、目的を  十分に検

討し、話し合い、指導していくことで、３年間とい

う期限は必要なく、それを続けても らって村を活

性化させていただくほうが良いのではないかと考え

ますが、どのように考えるか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。確かに、そのような考え方もあると思い

ます。議員も御承知のとおり、先ほどの第５条の第

２項にですね、前項の規定にかかわらず、村長が特

に必要と認める事業については、この限りではない、

という一項がございますので、ある程度運用するこ

とは可能かとも思いますが、次の質問とも関連しま

すけども、検討してまいりたいなと思っているとこ

ろでございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：自分たちの地域に  

しっかりと目を向け、知恵と汗を出しながら、自分

たちができることは何かを考え、知識の意識を高め

ていく。これからの地域の担い手となる人材の育成

は非常に重要だと思っています。３年といわず、地

域を活性していくために、できるだけ長く継続し、

その中で新しいものを創造していく、高めていくよ

うな指導が大事ではないかなと思います。 

次に、助成規則第６条。助成金の交付の対象とな

る経費は、助成対象事業に要する経費のうち、必要

と認められる経費とする。ただし、機器整備等に要

する経費については、当該助成対象事業の継続期間

にかかわらず、初年度のみ当該助成対象経費として

認めるものとする、とあります。第  １条の目的

で、地域の特性を生かした創意と工夫による個性あ

るまちづくりの推進並びに猿払村の明日を築く人材

の育成に寄与する、とあります。新しいものにチャ

レンジする。作り上げていく。初めてのことです。

やっていく上で、継続していくことで、必要な機材、

機器が求められるのだと考えますが、この規則を助

成金の金額を含め見直していくお考えがおありなの

か、質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。御指摘の部分も先ほどと同様に、平成１

７年度の改正時に追加されたものでありますが、こ

れまで助成を行う中で、備品など機械の購入も含め

た申請は、現在、商工会青年部が行っている商店街

活性化事業さるカフェのみです。先ほども申し上げ

ましたが、今後につきましてはですね、金額、規制

期間の３年以内等を、制度の目的を達成するために

はですね、どのような形が良いのか、改めてこの規

則を、条例を検討してまいりたいなと思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：改めて検討していた

だけるということですので、これからのまちづくり

において、人こそが最大の財産だと思います。村長

も執行方針で述べられていらっしゃいますが、地域

において、また、地域のために何か新しいことをや

ってみようとする人。新しいものを作ろうとする人。

そういう方々が次々と現れてくれることが猿払村の

活性化に繋がるのではないかと思います。そのよう

な人材を応援するため、是非、利用しやすい、応援

しやすい基金にしていただくようお願いいたしまし

て、私の質問を終わらせていただきます。 

○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５３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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：スキー場について、

１番目に質問いたしたいと思います。スキー場につ

きましては、子どもたちの学力、あるい体力につい

て、新聞やテレビ等で報道されているところでござ
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います。猿払村の子どもたちは健やかに 育ってい

ると思いますが、私の子育ての時代には、それぞれ

の学校の裏山が自然のスキー場でありまして、放課

後や土日、休日などは子どもたちが自ら自然に誘い

合ってスキーを履いていた、そのような記憶が残っ

ております。しかし今、スキー場ができて、相当の

年が経っております。リフトも併設されまして、非

常に便利になっております。 

私は、学校のゆとり教育、いわゆる土日が休日に

なりまして、子どもの足だけでは今、スキー場に行

くという時代ではないと。しかし、ゆとり教育の弊

害と申しますか、スキーだけに時間を割くことがで

きない。そういうこともあって、学校も無理をして

スキーの授業に熱心になれない。ス キーの搬入や

子どもたちの移送にバスや人手が掛かる。こういう

状況から、回数が極端に減少している。そのように

推察をしているところでございます。 

しかし、村長さんは１２月定例会におきまして、

全ての体育施設、スポーツの施設におきまして、村

民の利用拡大を図る。そういう意味からも使用料を

村民に限って無料で開放して、自由に、たくさん滑

ってほしい。そういう提案をされまして、大変良か

ったなと思ったのですが、実際はスキー場は２月１

７日の村民スキー大会という形で、それがスキー場

も今シーズンの営業が終わったと。 

ちなみにですね、私が勝手に推察するところでご

ざいますが、冬休みが大体、学校によって   １

２月２５日から１月１８日、あるいは２０日ぐらい

まで。スキー場の営業は、多分１２月２０日以降で

はなかったかなと。そして２月１７日で終わると。

この冬休みの期間は、学校のスキー授業ということ

はありません。しかし、全部合わせてもですね、１

か月程度でスキー授業を行うしかない。それに土日

だとか、天候の様子だとか。そういうような中で、

やはり私はスキー場の延長をしながら、そしてまた、

スキー授業というのは何ぞやと。学校における、冬

場における子どもたちの体力づくりに必要だという

ことであれば、もう少しスキー場の延長もそうです

し、学校教育の中でどういう位置付けを取っていく

のかと。その中で、そういう子どもたちの搬送です

とか、スキー用具の搬送ですとか、そういうことも

併せて考えていくべきではないのかなと。その点に

ついて、教育委員会として、どういう展望を持って

いるのか。考え方を持っているのか。この点につい

てお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：２点についてお答え

したいと思います。 

１点目の、営業終了が早すぎるのではないだろう

かと。本当に、そのとおりでございます。村長が打

ち出した施策にですね、十分に応えるというところ

では、議員が御指摘のとおり、私自身も残念なこと

だというふうに思っております。例年、この時期に

なりますとスキー場の雪が解けて、安全性の面から

切り上げておりましたが、今年は雪が多く、楽しむ

期間が長くなったなと感じております。 

スキー場のリフト運行というのが、鉄道事業法に

基づく監督官庁でございますので、北海道運輸局の

ほうに届け出を行って、認可を受ける必要がござい

ます。そのため、今年度も例年どおりの許可日数で

申請しておりました。ところが、こんなに雪が多く

なりましたので、社会体育係のほうでも運行期間を

延ばそうと、再申請に向けて働き掛けましたけども、

間に合わず、このような結果になったと。冬の体力

づくり、冬の楽しみということでは、それを奪って

しまったということで、本当に残念に思っておりま

す。次年度はですね、雪の状況に応じて営業日数が

延長できるような形で、運輸局への申請を長くし、

冬の村民の楽しみを支援していきたいなというふう

に思っております。 

２点目の関係。スキー授業の関係で、学校のほう

と、どのような連携をしていくのか、どのような方

向性を持つのかということですけども、ス キー授

業については、授業時数の関係については、私たち

が習ったころとは、ほとんど変わらないのですが、

総時数というのが御指摘のとおり減ってきていると

ころもあります。そういう意味では、なかなか昔の

ように、自由に何十時間もという形には、できなく

なりました。学習指導要領というものに基づいて、
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その時間の制限の中でやっていかなければならない

だろうというふうに思っています。 

そこのところは基本で、私たちも外せないのです

けども、昔を思い出してみますと、いろいろな方々

の御協力があってですね、スキーを乗ったりする環

境が生まれたのかなと。そういう意味では、浜鬼志

別でやられているような冬の楽しみの活動ですね、

あのような地域の力も借りながらですね、やってい

くことが大事なのかなということを感じているとこ

ろです。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：スキー場の営業につ

いては、素直に、今年度は短かったなと、そういう

反省を踏まえているという答弁でございました。私

も、宗谷管内の他のスキー場がいつまで営業かとい

うのは、個々のスキー場には確認はしておりません。

しておりませんけど、おおよそ見て歩いている感じ

だと、３月もかなり後半まで引っ張っていると。そ

ういうような感じを受けております。これは後で教

育委員会さんのほうで調べていただければなと思い

ます。おそらく、これはですね、最初にリフトが運

営をされて、スキー場ができた頃はですね、おそら

く３月かなり後半まで引っ 張っていた時期がある

と思います。しかし、いろいろな形で財政が逼迫し

てきたりですね、運営の方法に手間暇、金額も掛け

られないというようなことから、徐々に違ってきた

と。たまたま今年は、曜日が１７日の日曜日だった

と。そのような感じがしております。そこに、雪が

ドンと降って、非常に好条件が続いたと。ただ、本

当は非常に吹雪が多くて、営業の日数もですね、支

障があったのではないのかなと。 

どこまでやるか、ということにつきましては、財

政の問題もありますから。しかし、私は子どもたち、

地域の皆さん方の体力づくりとして、これは基本の

柱に据えるべきでないのかなと。そういう観点から

申すと、きちんとした営業体制を組んでですね、や

はり掛かるべきではないのかなと。それから、学校

のほうにつきましてもですね、学校単位で決めると

いう手もあると思いますが、しかし、これは村長さ

ん、あるいは教育長さんの、やはり村全体の考え方

だと、そういうふうに思います。 

やはり体力を。私は、数字的に子どもたちの体力

が全国からして、どうだという数字は持っておりま

せん。しかし、いろいろな形で、家の中に籠る。で

すが、子どもたちも、先ほど教育長さんが答弁の中

で浜鬼志別方式の、何か面白い、何か集中できるも

のがあると、外に出ると。そういうような、何か自

然にですね、スキー場に足が向かう方策というもの

も、やはり考えてほしいなと。 

そういうことでですね、学校の先生方と教育委員

会、村の考え方とですね、あわせて、どういう形に

すればスキーを柱に据えた冬場の体力の増強に、ど

のように繋げていけるのかと。そういう点について

ですね、もう一度お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：ほかのスキー場のほ

うの関係については、３月上旬くらいではないかな

というふうに。私もスキーを乗りますので、そのぐ

らいのことだというふうに押さえておりますが、ほ

かの所も調べてですね、これからの参考にしたいな

というふうに思っています。それから、例年この時

期に山頂のほうとかが雪が解けて、なくなっていて、

それで滑らなくなってしまうと。雪が解けた部分が

出てくるとスキーは突然止まるので、安全性の面で

の問題があるということで、今までこの時期に休止

していたということですので、流動的に変えていけ

るような方向性を持ちたいなというふうに思ってい

ます。 

２点目のスキー授業の関係ですけども、村として

の考え方ということでいけば、指導要領というもの

は国の中で決められているものですから、体力づく

りの一環として各学校のほうでは、スキーを元にし

ている所は、今は、ちょっと記憶にないですけども、

ほかのいろいろな体力づくり中での各学校が方針を

出しています。それで今、猿払村の中の体力的な実

態は、５０メートル走が非常に弱い。ですが反復横

跳びだとか、そういうところには強みがある、とい

うような傾向が生まれています。それぞれの課題を、

それぞれの学校で改善するための動きが、教育課程
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というふうに計画書に位置付けられておりまして、

そういう子どもの弱いところを含めた計画を進めて

いるというところです。 

ただ、おっしゃったようにスキー場というものを、

せっかくこのような形で作ったのだと。それを何と

かできないか、ということでは、私たちも、そうい

うものを使いながらですね、やっていけるような働

き掛けを、是非していきたいなというふうには思っ

ております。そういうところで、私たちの考え方を

説明させていただきました。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：スキー場の利用につ

いて、あるいは子どもたちの体力づくりについて、

ということにつきましてはですね、この機会にです

ね、一度、いろいろな形でお話していただく機会を

作っていただいて、どういう方向性でいくのかとい

うのを。もう今年は冬期間が終わりましたので、来

年に向けてですね、もう一度、子どもたちの体力の

件から、そういうものを一回考え直して、どういう

方向性でいくのかというのを、また今年度中に出し

ていただきたいなと、そういうふうに思ったところ

でございます。 

次に、図書の利用についてお伺いをいたしたいと

思います。子どもたちからお年寄りの世代まで幅広

い層からの利用があると、そういうふうに思います

が、利用者の増加、新規の利用者を開拓する方法を、

図書の利用について考えているでしょうか。 

この冬、たまたま移動図書館車の後ろを走ってお

りました。見たところですね、結構な年数が  経

っているのだろうなと、そういうふうに考えながら

後ろに付いて走っておりました。しかし、  ちょ

っと翻って考えてみましたら、車の大きさからして

ですね、例えば移動図書館車が学校に行ったときに

ですね、果たして子どもたちが何人くらい一遍に移

動図書館車の中に入れるのかなと、 フッと頭の中

で考えましてですね、いろいろと自分なりに、この

機会に考えていただきたいなと、そういうふうに考

えました。 

また、図書館のほうは、どうなっているのかなと。

利用者はどうなのだろうかなと。きのう、急遽であ

りましたけれども、図書室のほうも覗かせていただ

きました。改めて、子どもたちのビデオだとか、絵

本だとか、何か大きい開いた絵本もありまして、自

分なりにですね、図書室というのはまた、ちょっと

違った匂いがするなと、そういう印象を持ってまい

りました。なかなか、私も読書をたしなむほうでも

ないし、あまり図書室に普段行くほうではないです

けど、やはり子どもの時代にですね、図書に親しむ

というのは、ずっと、  一生涯ですね、たしなむ、

あるいは、なかなか忙しくて見れなくてもですね、

思い出しながら図書室を利用していただくと。そう

いう心の休まる場所、そういうような感じがしてお

ります。 

これからの利用についてですね、今、図書室のほ

うと、それから移動図書館車ということでですね、

ちょっと狭いのではないかと申し上げましたので、

その点について、今現在の教育長の考え方を、お伺

いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：議員がおっしゃると

おり、小さいときからの読書というのは、本当に大

事なことだなというふうに思います。本を読むこと

で先人の知恵を学び、今、問題となっているコミュ

ニケーションの力や、経済界でも必要されている創

造力、こういうものを高めていくということだとい

うふうに本当に思っております。 

御指摘のあった図書の利用増や新規利用者の開拓

ということは、豊かなふるさとをつくるという村長

の執行方針に向けても、とても大切な取り組みだと

考えております。そういう意味では、村長の方針を

受けまして、利用者増と新規利用者の拡大について、

今年は開館日数を増やしました。そして時間等もニ

ーズのあるところに変更したり、図書室に行って議

員もおっしゃったように、いろいろなお薦めの本や、

ちょっと目を見張るような展示や、そういうものを

工夫したり、コミュニ  ケーションを付けるため

に読んだ人の感想を載せながら、興味を高めていけ

るような、利用しやすい環境になるように見直しを

行っているところです。来年度は、展示などの工夫

も、もっと興味が湧くようにですね、楽しいイベン
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トなども図書室のほうで行いながら、より多くの人

の利用を促していきたいなというふうに考えており

ます。 

利用状況についてはですね、昨年度よりも、図書

室のほうは２８パーセントの増となっております。

そういう意味では、図書室の取り組みとして、広報

紙による新書の案内や、図書だよりによる情報提供

など、そういうことが行われまして、そういう形に

なったかなと。さるカフェが行われている所にも本

を持っていきながら、いつでも見れるような環境、

そういう所にできる方向を私たちも模索していると

ころでございます。それから、電話をいただければ、

相談に乗りながらですね、配達も含めてですね、で

きるところは対応していけるような形でということ

で、係のほうでいろいろ工夫をしてやっているとこ

ろでございます。 

２点目の、図書館車の関係でございます。図書館

車は平成５年度に購入しておりますので、今年で２

０年の経過というふうになっておりまして、大分、

部品もないという状況になってきております。ただ、

走行距離がですね、４万８千キロメートルと非常に

短く、まだ走れる状況もあるということもあってで

すね、まだ使っているところでございます。ただ、

御指摘あったとおり、車内の展示、それから見て回

る関係では、非常に狭さを感じるというところがご

ざいます。そういう意味では、順番待ちの学校など

もありますから、今は、出したりする形での対応も

含めてですね、これから移動図書館車の実績を見極

めながら、車両の大型化も含めてですね、検討して

いきたいなというふうに考えているところでござい

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）：今、教育長さんの答

弁の中では、今年はいろいろと考えて、最後のほう

にありましたけど、さるカフェさんが開いてる間に

本の出前をしたと、そういう試みもしているという

ことでございますし、また、電話をいただいたら本

を出前をしているというケースもあったと。前段で、

ちょっと教育長室を訪ねまして、いろいろお話を聞

いたら、子どもたちにも面白い本、非常にユニーク

な本があるそうでございまして、それらをやって、

子どもたちが、それを切っ掛けに本に付いているの

だと。そのようなお話も聞かされました。実際に、

貸し出しのほうは、人数はともかくとしても、貸し

出しの冊数が二十何パーセント増えているというこ

とでございます。そのようなことをですね、いろい

ろな、今、置かれている中でできることを、今後も

続けてやっていただきたいなと、そういうふうに思

っております。 

また、移動図書館車もお聞きをしましたら、距離

数は走っていないですが、２０年。私も、結構経っ

ているなと、そういう印象でおりましたし、やはり

移動図書館車もですね、子どもたちがある程度の人

数、それから蔵書もですね、今１千冊くらいとは聞

いておりますけれども、ある程度選択、バラエティ、

車が大きくないとですね、何と言いますか、順番で

外で待っている方もいらっしゃると思います。中へ

入っても、子どもだと立っていられるかもしれない

ですけど、大人が入ると頭がつかえて不便だなと。 

２０年も経っているということでございます。こ

の辺についてですね、あまり図書のほうで、教育長

さんのほうは御専門ですから、私はそんなに知識が

ありませんので。どうですか村長さん、  ２０年

も経っているということと、図書館車自体が小さい

ということで、どうですかね。取り替えるとか、そ

ういう考え方とか。今年の当初予算には何も載って

いませんけど、建設的な意味からでもですね、私は

移動図書館車の交換もですね、タイミングのいいと

きにやってやるべきではないかなと。 

もう一つですね、前段で太田議員さんの質問の中

で、村長さんの答弁にもありましたけども、さるカ

フェさんのほうに本の出前に行って、店に 行った

ら、そこの中で待っている人方に借りていただいた

と。私は、図書室の場所の問題もあると思います。

鬼志別以外の各小学校につきましてはですね、移動

図書館車で、それなりの曜日にですね、週１回ない

し２回ぐらい回っているようですが、鬼志別の子ど

もさん方は一旦学校から自宅に帰りますよね。帰り

ますと、果たしてそこから今の図書室のほうにです
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ね、子どもが単独の力で上がって行って、借りるの

かなと。 

これは今すぐ、どうのこうのということは私も言

いませんけども、さるカフェさんに出前をしたとい

うのが一つのヒントでございますが、場所等もです

ね、今後、検討していって、人が集まる場所。子ど

もたちが利用しやすい場所。そういうことで検討し

ていってはいかがかなと。その辺、村長さんに一言

御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の図書室の件につ

いて御答弁申し上げます。このあとの議員さんの中

での質問でも、もしかすると議論になるかもしれま

せんけれども、議員も御存じのように村内の各公共

施設に関しては、かなり老朽化している施設がたく

さんございます。そろそろ更新とか、そのような時

期に来ております。ですから、プールとかですね、

その他の様々なものと複合センターとしてですね、

それを含めた中で、図書室も含めて検討してまいり

たいと思いますし、そろそろ検討する時期に来たの

ではないのかなと思っているところでございます。

移動図書館車につきましてもですね、今、車両に関

しましてはですね、計画もございますので、それら

を踏まえてですね、検討していきたいなと思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんから答

弁いただきました。移動図書館車についてはですね、

できるだけ早い決断を一つお願いをいたしたいと。

図書室の場所につきましても、やはり大変お金の掛

かることでございますし、今、村長さんが言われま

したスポーツ、そうものとの複合施設と、そのよう

な考えもお聞きをしましたので、今後また検討をし

てですね、早い段階で、そういうものが建設される

ように努力をしていただきたい。そういうふうに思

います。 

３番目の、公衆浴場について質問をいたしたいと

思います。この件につきましては、先日のさるふつ

公園活性化調査研究特別委員会で活発な議論がなさ

れておりました。今、私もそのときに発言したこと

と重なるわけでございますが、ふるさとの家の風呂

は大改修の必要があると、こう言われております。

また、憩いの湯もですね、建設して、ある程度の年

数を経過しておりますが、憩いの湯の年間の経費か

ら皆さん方の利用料の分を引くと、実質１６００万

円程度の持ち出しと考えております。また、ふるさ

との家の風呂もですね、燃料費、その他の定期的な

検査費用や、また、ボイラー等の営繕費用も、ある

程度見込まれていくと。そういうふうに思います。 

また、昨今の燃料費の高騰、こうものも大変な費

用の大幅な上昇が見込まれていると。私は、そのよ

うな観点からもですね、また、ふるさとの家の風呂

とですね、憩いの湯の、ある程度、村民の方も利用

されて、ホテルの泊まりの方も一緒に利用できて、

そうすることによって、村民の方の利用もたくさん

見込まれると。あるいは休憩室とかを作ってですね、

そうすることによって、１か所にすることによって、

そういう費用が、半分とはいきませんが、かなり軽

減をされると思います。 

また、その燃料が今、大変高騰しております。先

日も新聞に出ておりました。稚内市の一民間ホテル

がですね、木質系の燃料を使用できるボイ ラーに

入れ替えをしたと。ここにきても燃料代の高騰はな

いと。最初に付ける段階でもですね、灯油を使用し

たボイラーからみると、相当数の燃料費が安いと。

私も昨年、足寄町という所に行きまして、ペレット

系の燃料、また、その暖房器具を扱っている所でい

ろいろ聞きましたら、足寄町役場は木材を使用した

役場庁舎に新築をしたようでございます。そして、

その際にですね、庁舎の使用する燃料をですね、ペ

レット、それから給食  センターもペレットボイ

ラーを使用していると。そのように聞いております。

今、稚内市の一民間業者が木質系の燃料に変えたと

いうことで、燃料の高騰も今のところ影響を受けて

いないと。 

こういうようなことから、それも一つの検討材料

にしていくか、あるいはまた、今、村長がいろいろ

な形でお考えの牧場の堆肥、糞尿をバイオマス燃料

と申しますか、そういうので使った、そういう安定

的な、安価なものになるかは、ちょっと私も勉強し
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ていないので分かりませんが、そういうものをあわ

せてですね、ふるさとの家と公衆浴場、これを１か

所のものにしてはいかがかなと、改めて提案をいた

したいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。平成２２年３月末で、さるふつ温泉を湯

量の枯渇のため閉孔し、４月から公衆浴場憩いの湯

として営業しております。そういった中で、隣接し

ておりますふるさとの家の浴場と憩いの湯が同形態

の中で運営されているのは、議員もおっしゃったと

おり経費などの面から見ても非常に厳しく、見直し

をしてはどうかとの御意見も様々な機会に言われて

いるところでございます。 

また、議員もおっしゃいましたが、ふるさとの家

も建設から２５年が経過し浴場も老朽化が著しいた

め、大規模修繕が必要となってくることが想定され

ておりますので、憩いの湯のあり方を含めて、現在、

素案を策定しておりますので、もう少しのお時間を

いただき、素案が出来上がり次第、議会とも協議さ

せていただきたいと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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：是非ですね、今、公

衆浴場につきましては経費の面からもですね、やは

り１か所に統合して、しかし、使いやすいですね、

村民の方も、泊まりの方もですね、使いやすい、そ

ういう施設にしていっていただきたいなと。そうい

うふうに考えます。 

次、４番目。企業誘致及び地域企業再生促進条例

と商工業の助成について。これを質問いたしたいと

思います。この条例はですね、平成２０年  ３月

１７日に制定されております。企業の誘致と地域企

業の再生ということを目的としています。投下資本

額３０００万円で１００分の２０の補助、金額は６

００万円。それからまた、５０００万円以上になり

ますと最高限度額が設けられまして、１０００万円

の補助となっております。また附則として、新築後

３年間は固定資産税を課さないということになって

おります。また、これらの効果が、新しい人員を雇

ってですね、新規に雇った場合に５人以上で、１人

につき年間１０万円でですね、最高限度額が１００

万円となっております。新規雇用ですね。それから

企業再生。大変、猿払村としましては画期的な制度

だなと。そういうふうに思っております。 

しかし、前段でも太田議員さん。太田議員さんは

商工会の会長という立場でもございます。村長さん

もですね、実をいうと村長さんになる前は商工会の

副会長さんということで、立場がそうで あったと

いうことでございますので、ある程度のことはいろ

いろな形で理解をされていると。その中でですね、

しかし今、この制度があってですね、村長さんも３

０００万円以上、今、村内の企業の中で投資をでき

る企業というのが、例えば、今の商工業者の中にで

すね、数多くいるかといえば、おそらく、ほとんど

いないと思います。今年度は、新年度予算の一般会

計で１件載っておりますが、これをですね、先ほど

も商工会会長の太田議員が質問した、今、衰退をし

ているですね、この地域の中で企業の生き残り、あ

るいは、新規を求めてもなかなか来ない。そして土

木や建設の人方もですね、なかなか公共工事も減っ

ていると。思い  切った投資はできない。後継者

の問題もありますよね。そういうことの中からです

ね、もう少し、小さい、零細の方々も使える、そう

いうふうな形で対応できないのかなと。 

猿払村の現状というのを考えると、なかなか新規

で、ここへ来て商売をされる方はいないと思います。

しかし、今残っている業種の中でも、相当数欠けて

いる業種があると思うのですね。例えば今、思い出

すのは床屋さんですけども、皆さん、それぞれ長年

続けられたのですけど、後継者もいなければ、また

新規で来る人もいない。そういうときにですね、車

で行ける方々はいいと思いますが、子どもさんなり、

あるいはお年寄りなり、そういう方々は公共交通機

関に乗って、時間を掛けて行かなければいけない。

そうすると、今、村長さんがおっしゃっている、孫

の代まで安心して暮らせる、そういう時代になるの

かなと。 

そういうことからですね、村長さんも、かつては

商工会の副会長さんという立場もありました。商工
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業、私も商工業ですが、そういう後継者の問題とか、

そういうのは十分、分かっていただけるのではない

のかなと。そういう点をですね、村長さんは、どの

ようにお考えかですね、お話をしていただければ、

ありがたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。この条例の目的は、工場等を村内に新設

又は増設を行う者に対し、奨励措置を講ずることに

より、企業誘致及び企業再生の促進を図り、もって

本村産業の振興と雇用の創出を図ることとなってお

ります。条例ができた背景としては、平成１６年か

ら取り組んでいたホタテ貝殻粉砕工場の企業誘致な

どがあったのではないかと思います。 

また、利用できる人が一部しかいないのではない

かとの御指摘がございましたが、実は私もかねてか

らですね、この条例には改正点があると感じており

ました。担当課長に、その検討も指示していたとこ

ろでございます。私が感じていた改善点、改正点と

いたしましては、議員も今おっしゃいましたが、使

える範囲の方をもう少し広げることができないか、

ということがまず１点でございます。 

そしてもう１点は、逆に、この財源は一般財源で

ございますから、無限にあるわけではございません

ので、例えば高額なる金額とか、１度使った方。今

までに２度使った方はいらっしゃいませんが、何度

も使われる方がいるのはいかがなものかと。そのよ

うなことが前から気になっておりました。この点の

ことをですね、今後、担当課で煮詰めましてですね、

次の議会、または遅くとも９月議会までにはですね、

修正案を提案したいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私も議員になりまし

て、この４月で丸２年になりますけど、なった当初

からですね、このような新規で、あるいは、そうい

う人を猿払村に呼び込むような、そういう施策を、

ということで、最初から村長さんにお話をしてきた

つもりでおります。村長さんも、ちょうど今年の予

算編成は村長さんの最初の任期として最後の年とな

りますが、これらについて、どういうところに村長

さんの言っている人を集める、人を増やすと。これ

は、この質問の通告外ですけども、そういう意気込

みが、私、ちょっと今年の  一般会計予算の中に、

そういう項目が果たして、あるのかなと。村長が自

ら、これは俺がやったのだと言えるようなものがあ

るのかなと、そういう気がしてなりません。 

それで、たまたま今年の一般会計にね、    

１０００万円が上がっていたので、それに関連して

今、これを質問しているのですけど、やはりですね、

スピード感というものが今の時代、ある程度要求を

されるのではないのかなと。スピード感があるから

といって、すぐ結果が出ることばかりではございま

せん。しかし、やはり、そんなに時代は待ってくれ

ないと思いますよ。そして、やはり今やらなければ

ならないと、そういう思いで村長さんに決断をして、

出られたのではないのですか。最初の２年間はです

ね、財政を健全にしなければいけないと、いろいろ

なことを犠牲にしてきたはずです。 

そして昨年、一転して、地方交付税の増額もあり

ました。今年はまた、アベノミクス（安倍晋三首相

が第２次安倍内閣において掲げた一連の経済政策に

対する通称）もあります。ですが、そういうことに

囚われないで、やはり村長さんの思いがあるのでは

ないのか。こういうのは先に、今年度の当初あたり

で載っているべきではないのかなと。その辺のとこ

ろ、村長さんの気持ちを、もう一回お願いをいたし

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。確かに議員のおっしゃるとおりだと思い

ます。今年度は積極的な予算を組みたいと思ってお

りましたが、現実的には作ることができま せんで

した。その責任は負わなければいけないと、私は思

っております。 

ただ、弁解するわけではございませんが、今、ス

ピードという、時間の御指摘もございましたが、確

かにスピードも必要なのですけども、やはり、議員

もおっしゃいましたけども、財源という問題もござ

います。私が村長に就任した頃に、まず  一番最

初に考えたことは、私は企業家でございますから、
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どうやって収益を出すか。どうやって財政を豊かに

するか、ということでございます。それは交付税の

問題も含め、なかなか難しいと。  せっかく地方

税を稼ぎましてもですね、翌年、その分が７５パー

セントぐらい減らされるとか、いろいろ民間とは違

いましてですね、この世界では難しいところもある

なと、感じてまいりました。 

その次に考えたのは、やはり借金を減らすという

ことでございます。私が就任した折は、実質の借金、

地方債の発行額から、交付税で補填されるものもあ

りますので、それを差し引いた金額。それから、

我々の貯金がありますので、その貯金を引いた金額

ですね、この金額が大体２０億円ぐらいございまし

た。これが今年度には、おそらく  ６億円ぐらい

になると思います。１４億円ぐらい減少していると

思います。そして、この予算どおりにいきますと、

おそらく来年度終了時点では ３億円か、上手くす

れば実質なくなっているのかもしれない。しかし、

これが決して正しいことなのかどうか、私は分かり

ません。それこそ、後の質問にもあるかもしれませ

んけども、緊縮財政といわれても仕方ないと、私は

思っております。 

しかしながら、ある程度、財政に目処がつきまし

たのでですね、来年度以降に関しましてはね、今年

が改選期でありますから、来年度以降、私がやるの

か、ほかの人がやるのか、それは分かりませんけど

も、誰がやってもですね、ある程度思い切った施策

はできるのではないのかなと。かように思っている

ところでございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんも大変、財

政という点では苦労してきたということは、私もあ

る程度は理解をしていることでございますが、しか

し、財政が厳しい中でもですね、どうしてもやらな

ければいけないことというのが、あると思うのです。

それをですね、早く見つけて、村民に幸せになって

いただきたいと。そのような配慮が必要だなと。そ

ういうふうに思う次第でございます。 

次の質問に移ります。ふるさとの家についてでご

ざいます。施設管理者の辞退ということで、本年も

１か月間の休止でございます。３月１日から休止に

入っていると思います。今月一杯ということで聞い

ております。昨年もですね、同じ時期に１か月の営

業の休止。この事態をですね、今の村長さんの執行

方針、あるいは、村民に回覧では流しておりますが、

こういうふうに至った説明というのは、何もなされ

ていないように思いますが、この事態についてです

ね、村長さんは、どのような形で説明するのだろう

か。私たち、どういう形で説明していけばいいのだ

ろう。そういうことを、まず考えました。 

一昨年の７月に、コンサルタント会社に   ３

５０万円、議会の議決を経て契約をしております。

それから、その翌年。昨年の４月ですかね。さるふ

つリゾートの解散に伴う運営委託費ということで２

３００万円の支出をしております。あわせて、トイ

レとか風呂を除いた売店の設備や改修の費用で約２

０００万円と聞いております。計 ４６５０万円を

費やしたところでございますが、業者が撤退という

ことで、また１か月お休みと。しかし、また元の代

表者にお願いをして、施設管理のお願いをすると、

このあとの議会で提案があります。 

これですね、村には、いろいろな事業をやるのに

事務事業評価委員会というのがありますよね。これ

を、村の事務事業評価委員会にかけたら、どういう

結果になりますかね。その辺、どういうふうに村長

さんが、これを村民の方に説明をするのか。それを

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：住民への説明ということ

でございますよね、質問の趣旨といたしましては。

住民への説明ということに関しましてですね、今後、

まちづくり懇談会等、様々な機会で住民に周知して

まいりたいなと思っております。 

ちょっと答弁になるかどうか分かりませんけども、

一応、答弁いたしますけども、昨年度から指定管理

者として、ふるさとの家を運営しておりました札幌

市のですね、株式会社ほっきょうが、  ３年契約

のうち２年間の契約を残した中で、本年３月末をも

って指定管理の廃止に至りましたことは、私として

は大変遺憾なことでありますが、このような事態に
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なりまして村民の皆様に御迷惑をお掛けしましたこ

とに、深くお詫びを申し上げます。それとともに、

私も深く責任を感じているところであります。 

また、本定例会で御提案を申し上げております新

しい指定管理者につきまして、御決定をいただきま

した後は、速やかに前任者との引き継ぎ等を行い、

なるべく４月の早い段階で営業を再開させていきま

すので、御理解をお願い申し上げます。以上でござ

います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：新しい指定管理

者の選定にあっては事務事業評価ではなくて、指定

管理者選定委員会という所で、管理職で設置してお

ります。副村長が委員長ということで設置しており

ますけれども、そこの中で御説明を私のほうからさ

せていただいて、委員皆様方の御決定をいただいた

という形になっております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：２時１０分まで休憩しま

す。 

 

休憩 午後 １時５７分 

再開 午後 ２時１０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。 

伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：どうも失礼いた

しました。それでは野村議員の御質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。まず、平成２３年７月

の事務事業評価委員会で、ふるさとの家の経営診断

ということで３５０万円。それから、指定管理者が

代わることによっての指定管理者負担金ということ

で、平成２４年２月に２２５２万８千円。それから、

売店等の改修ということで、これも平成２３年３月、

２６１５万円という形の中で、事務事業評価委員会

を開催させていただいた中で、ともにＡ評価という

形をいただいております。その後、各予算に関しま

しては、議会、補正予算の中でですね、説明を議員

各位のほうに説明をさせていただいて、御決定をい

ただいた後、執行をさせていただいております。 

また、この部分につきましては、ふるさとの家に

ついては今後も継続をして運営をしていきたいとい

うふうに思っておりますので、議員おっしゃるよう

な無駄な投資にはなっていないというふうに私ども

のほうでは判断をしております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私が質問したのはで

すね、３５０万円、２２５９万円でしたか。それと

２０００万円。それが、その前の時点で事務事業評

価をして、当然予算ですから議会にもかけられて、

決定をされたことです。しかし今、ここになって、

この３点が、やったにも係わらずですね、また事業

者が撤退すると。１か月休みになると。そうすると、

ここに投資したお金が本当に適正 だったのかどう

かと。 

例えばですね、一つはコンサルタント業務に ３

５０万円。１１月にコンサルタントの報告が出てお

ります。一義的には、外部の企業を募集すると。参

加を呼び掛けると。来ましたよね。しかし、２番目

については村の他の振興公社。来なかったら、これ

で対応すればいいのではないかと。３番目、あまり

個人の名前が出ますから、当時の運営した会社。こ

れについての、ホテル業のイロハのイの数字も把握

をしていないと。箸にも棒にも 引っ掛からないよ

うな表現の３番目の報告でありました。そうすると、

コンサルタントの報告どおり、次の業者が、そうい

う形になっているのかと。 

そういうことと、これは大人の考えではありませ

んけど、なってしまったことは覆水盆に戻りません

が、しかし、さるふつリーゾトを、そういう形で解

散したということについては、２３年間、粛々と営

業をしてきて、村にも応分の寄付をしてですね、貢

献をしてきた会社をですね、スパンと切った。切っ

たということは、従業員さんもそうですが、昨年の

３月で一度、解雇ですよね。そしてまた、この春に

なって、また解雇ですよね。そういう人の気持ちを

ですね、何と言いますか、切るということは非常に、
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切られたほうにつきましてはですね、やはり気持ち

の傷付く面というのがあると思います。 

もちろん、２か月も営業を休む。村民さんも継続

した営業を続けてほしいと。そういうのが願いです

けども、ここにきて、実際に表れたと。やはり、ふ

るさとの家のですね、施設管理者である村長さんが、

どういうふうに考えているのか。これはやはり、村

民の皆さんが知りたいところでもありますし、あわ

せて説明をしてもらうと。そういうことに、ほかな

らないのではないのかなと。そういうことですよ。 

事業評価というのはね、やる前はいろいろと評価

をします。やったあと、使ったお金がですね、無駄

だったけど学んだのだと。これを反省にしてね、や

るのだと。そういうことであればですね、許される

けども、曲げてね、そういうものはな  かったの

だと。そういうことでは許されません。もう１回、

答弁をお願いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。一昨年１２月の定例議会におきまして、

私は議員との、このことに関する指定管理者の件に

おいて、結果によって自分はきちんとした責任を取

りますと、そういうことを申し上げております。こ

の言葉に偽りはありません。私も本来は、議員と同

じように企業家であります。企業家は、やったこと

に責任は負わなければなりません。いずれ、間違い

なく責任は取ります。しかしですね、次の指定管理

者がですね、この後の議会によって、議会の承認が

得られれば、決定することになっております。その

業者によりですね、ホテルが順調に運営するまでは、

この件に関しましては、まだ私に責任があると思っ

ております。その後ですね、責めは必ず負いますの

で御安心ください。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長から厳しい言葉

をいただきました。ですが、これは前向きに、全て

建設的にやってもらうと。こういうことでございま

すし、私も、そういうことであれば一生懸命に応援

をしていきたい。そういうことの中からですね、そ

ういう形で２回も従業員さんが路頭に迷うとか、そ

ういうことの言葉が今の村長の中にありませんでし

た。 

それとですね、もう一つ、お話していいかどうか

分かりませんが、昨年の１２月ですか。スクールバ

スですね。これも議題の外ですけど、これについて

もですね、もう少し、事前に対処は必要  だった

のではないのかなと。ちょっとした事件があったと

いうことは教育委員会のほうでも掴んでいるようで

ございますが、それらについてもですね、ただ行政

報告だけ。それは、大変関係者はですね、今はあま

り聞こえてきません。しかし、子どもたちを乗せる

スクールバスがですね、このままであっていいのか。

やはり村長、教育長の責任でですね、きちんと安全

に運行される。こういうことが必要なことではない

のかなと。それは村政も、役場もそうですよ。そう

いうことを申し上げて、質問を終わりたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：答弁を求めますか。 

○議員（野村雅男君）：いや、いいです。 

○議長（山須田清一君）：それでは次に５番、眞田

君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書

に基づいて、１点３項目について質問いたします。 

前政権下、民主党政権の当初、障害者の自立支援

法を廃止すると。そして、障害者福祉法を新たに制

定をするという方向であった。しかし、それも成し

得ないままに、政権交代もあり、現政権下では障害

者総合支援法として法の改正をし、障害者総合支援、

それを平成２５年４月からの施行の予定であると。

内容については、抜本的改正とは程遠く、基本理念

についても不十分さが指摘されております。私もこ

れを敢えて読んでみましたけども、かなり不十分な、

十分なものではないというふうに理解しています。

特に、障害者のための住まいや働く場。人による支

え合う意識環境。それはやはり、自治体ごとに、そ

れぞれ異なって当然のことですけども、やはり、こ

れについては充実している部分と、不十分な地域、

自治体。これが現存することは事実でございます。 

しかし、障害は誰にでも起こり得るのです。それ

を前提にですね、個として尊重され、誇りを  持
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って地域社会に参加できる公平性や平等性。これは

担保されなければならないと私は思います。しかし

現状では、障害者の福祉の網から漏れてしまう制度

の谷間。これは前の議会でも申し上げております。

随分多くの人が漏れております。細かく言えば、学

齢期での学校生活。さらには卒業後の就労。どうな

っているのだろうか。病気の退院後、地域生活はど

うなっているのだろうか。働く場はどうなのだろう

か。住まいはどうなっているのだろうか。課題は限

りなく大きいのです。そして、さらには障害者のそ

ういう生活のバックアップ。全てとは申しませんけ

れども、大部分は家族に依存しているというのが現

実なのだろうと。これは平成２４年６月の一般質問

でも私、主張しているところでございます。 

通告しております、共生社会の充実という部分に

つきましては、実は８年前から、ずっと言い続けて

きておりまして、近くでは平成２３年９月。以降、

１２月、３月、平成２４年６月、９月議会と、連続

してこの課題について質問してきております。これ

を端的に解決するとなると、大変な労力が必要だ。

そういうことも承知しながらですね、しかし、承知

しながらも、この対策については急を要するのだと。

いつまでもというわけにはいかない。何とか早く解

決の道を探りましょう、というのが私の今回の質問

の提案でございます。 

さらには、高齢者においても孤立、孤独死、老々

介護、無縁社会、現在の豪雪による事故死だとか、

さらには、ソフトの部分でいけば、生活不安、引き

こもり。高齢者における課題も数多く、生活弱者と

いわれる対策。これは急を要する。そういう考えの

下に、以下、質問に入らせていただきます。 

まず１点目でございますけども、高齢者と障害者

が支え合いながら自立した生活ができる体制及び施

設整備について、どこまで作業が進んでいるのかな

と。これについてですね、どこまで検討されて、い

つになったら、これについて方向性が出せるのか。

これについて、まず第１点をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：ただ今の質問にお

答えをいたします。議員が冒頭で今回の質問の趣旨、

意図をお話しされたとおり、自治体ごとに、そこに

置かれている条件、実態は異なるけれども、しかし、

年齢だとか、状態の違いに係わらず、どこにいても、

どこで生活をしても同じ条件で、同じ支援を受けて

暮らしていけると。就労、生きがい、そういったも

のを含めてですね。そうあるのが、そこを目指すの

が当然のことでありますし、そこは公も、あるいは

地域全体を含めた、新しい公という考え方も含めて

ですね、そういったところに向かっていくというの

が、ごく当たり前のことだというふうに認識をして

おります。ましてや行政を預かる、公を進める我々

ほど、そういった問題意識をきちんと持つ必要があ

るだろうと思っているところです。 

昨年４月に村長より命を受けて、私がヘッドとな

って保健福祉課職員をメンバーとする高齢者福祉施

策等会議を組織をして、平成２４年度からの３年間

に取り組むべき具体としては、第５期の猿払村の高

齢者保健福祉計画の具体の推進に向けて、これまで

４回の会議を開催しております。先般、これまでの

会議経過と平成２４年度、今年度の現時点でのまと

めとして、実践したこと。それから、平成２５年度

に具体の取り組みを反映させること。それから、平

成２６年度の具体化の見通しについて、村長に御報

告をいたしました。議員にも既に御承知をいただい

ているとおり、この会議では、在宅サービスの充実、

広くは、当然、障害を持っている方も含めるという

ことになろうと思いますけれども、在宅サービスの

充実という基本に立って検討していて、具体の施策

の可視化が求められているというふうに思っており

ます。 

平成２７年度からの次期、第６期において、新た

なサービス提供に向けた大きなテーマでありました、

小規模多機能居宅介護事業所。これについては、今

年度は現況からサービスの需要予測といいますか、

そういったところ、それから事業者参入の可能性に

ついて、資料を集めて内部検討をしたところです。

平成２５年度は村内の地域、あるいは高齢者の実態

の再分析を、改めて、これは小規模多機能居宅介護
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サービスを前提としてということですけれども、こ

の再分析をする。それから、現在、社会福祉法人と

してこういったサービス事業を展開をしている唯一

の法人ですけれども、猿払福祉会と、在宅サービス

拡充の視点での協議を進めるというふうに、平成２

５年度は予定をしていますし、平成２６年度に規模、

あるいは位置、それから運営主体、それから方法に

方向性を見い出して、平成２７年度にですね、事業

所設立を、村が設立をするというわけにはいきませ

んので、設立を目指したいなというふうに考えて今、

予定を組んでいるところです。 

議員の共生という視点での御質問に関連してまい

りますけれども、この小規模多機能という事業を展

開する拠点、そしてサービス機能を効果的に果たす

ということでは、地域との連携が必ず求められます。

必要となってまいります。つまり、住宅地近隣を想

定する必要がありますし、高齢者の方々には、さら

には一定の自立が可能な障害を持つ方も含めてです

けれども、安心して過ごせる住まいの確保。これが、

より優先度が高いのではないかという議論が会議で

されたところであります。 

実は、これに関連してはですね、公営住宅所管サ

イドで平成２６年度も計画に基づいて建て替え、い

わゆる建替建設の予定ではありますけれども、高齢

者対象との視点からは、福祉施策会議の議論を踏ま

えてですね、今、情報を交換し合うということで、

平成２６年度の公営住宅建設を一部保留をしている

というような状況もございます。 

こういう、いちいち、予定表ということにはなり

ませんけれども、こういった形で、最初の、高齢者

と障害者が支え合いながら自立した生活ができる体

制だとか、そういった施設整備に向けた作業と、ど

のようになっているかということについての、まず、

お答えをさせ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）：一定の方向性という

か、スケジュールについても、ある程度話されたの

ですけども、これが一朝一夕にできるというふうに、

私も、かなり難しさは抱えているというのは十分承

知しておりますけども、やはり物事を頭で考えてば

かりでは、どうしようもできないですね。全てのこ

とが満足のいくような施設だとか、また法人だとか、

そういったものができるまで待つのか。それとも不

完全ながらも列車を走らせるのか。どちらかなので

すね。しかし、今までの猿払村のやり方を見てみま

すと、両極端だと思うのですよ、今まで。過去何十

年と遡って見ますと。あるときは合意を得る得ない

も関係なく走ってしまったり。それと、やはり走る

べきときに走らなかったりというような、そういう

不都合な部分もあったように、私は記憶しておりま

す。 

それと今、住まいの確保の問題というような部分

で、重要だというような部分、全くそのとおりで。

公営住宅を持っている建設課長にちょっと。一緒に

福祉の部分と横の連携をしっかり取りながらやって

いただきたいと、議会から要望しております、私も。

というのはですね、今、ユニバーサルデザインとか、

マスタープランに基づきまして、高齢者の仕様に基

づいてバリアがフリーになったり。１回入ってみま

したけども、素晴らしいものです。それはやはり内

容的にも、こういう住宅整備がされればなと、本当

に思いました。全く、入居をしている高齢者も、あ

りがたいという思いで一杯なのだろうというふうに

思います。しかしてね、反面、居住の環境というよ

うな部分で、住居に関する環境という部分では、素

晴らしく充実された内容で感謝をします。しかし、

果たして１人で、あそこで、仮にですよ。高齢者が

生活をして、テレビと毎日のように会話をしている

という、そういう現状を見るときに、心の部分で本

当にケアができているのだろうか。居住の環境だけ

で大丈夫なのか。それを何回も私は言っています。

やはり同時並行でなければならないでしょう。心の

寂しさだとか、いろいろと相談したいこと、悩みだ

とかあるでしょう、高齢者の方は。そういうものを

誰かに打ち明けたり、話したりすることによって、

生活の質が全然変わってくるということを何回も主

張しているのです。 

それで、一月前の北海道新聞だったと思いますけ

ども、ある医療法人だったと思いますけども、同じ

豊富町の方式。前にも豊富町の方式を言いましたね。
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豊富町の方式と同じなのですね。高齢者と障害者と、

そして子どもも一緒にそこに来て、触れ合いをして

いるというようなことです。これは、精神衛生上と

いうよりも、心の安らぎというのが凄く大きいとい

う部分で検証されておりました。私、それを見て、

なるほどなと思いました。豊富町、実は私も見てき

ましたけども。副村長も見てこられたでしょう。サ

ロベツ福祉会。共生型のグループホーム。地域の交

流スペースも備えて、共生型の福祉施設のパン工房

だとか、そういうものを持った施設も隣にある。そ

れで隣接して、障害者と高齢者が共に暮らすような

施設だったらいい。私は、そういうふうに思ってい

るのですね。どうですかと。その、一月前の道新を

見て、豊富町というのは凄い所なのだなと。マイハ

ートですね。やはり、その医療法人も大きな効果が

出ているという検証がされておりますから、それは

障害者にとっても良い。高齢者にとっても良いのだ

と。 

明日の生きる喜びを感じる、実感できる。それは、

例えば建物が古くてもいいのではないかと。畳に穴

が開いていても構わないよ。建物の質をいうのでな

く、中身を見るのだと。そういう施設を、実は提案

を平成２３年９月の定例会でしています。村長は何

と答えたか。豊富町にできて、なぜ、うちでできな

い。残念だ。と答えていましたね。これから努力し

て、邁進して整備をしていきたいという答弁をされ

ております。 

これについてですね、副村長も代わって、まだ１

年未満ということですから、保健福祉課長もそうで

すか。１年未満。しかし、もうそろそろカ  ラー

というのは出してもらわなければならないし、そう

いう必要性を感じるのであれば、スピー  ディー

に対応するという必要があると思います。先ほども

同僚議員が言っていました。スピー  ディー。素

晴らしい計画書を、お金を掛けて作ったのではなく、

自分たちで作ったものでしょう。しかし、その計画

も書かれたものだけでは駄目なのです。計画したら、

それをどう実現するかというものが伴ってこなけれ

ば駄目なのです。今一度ですね、これについての決

意を副村長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。決意ということですけれども、その前に、住宅

環境という住居のお話で、さらに議員のほうからも

御意見もありました。公営住宅との絡みでですね、

一時、平成２６年度については保留をしながら、そ

して、住宅の関係を高齢者、あるいは障害者ももち

ろん、そこには当然入ってくるのだろうという考え

方の中で、協議をしていくのだというお話をさせて

いただきました。保健福祉サイドとしてはですね、

できれば今期計画中、つまり平成２４年度から平成

２６年度が今期計画、保健福祉サイドで持っている

計画、これを変更してでもですね、例えば共同住宅

に共有スペースを設けると。それから、低家賃とい

う考え方。今、支援付き高齢者住宅というのが結構

出てきておりますけれども、安価にはなったといえ

ども、やはり家賃、それから食事等々、共益費も含

めるとですね、やはり十四、五万円というお金が掛

かってしまうわけですね。果たして猿払村で、高齢

者の方々の、今まで福祉サイドで掴んでいる支援が、

おそらく高齢になればなるほど住宅も含めて、生活

支援が必要になってくるであろいうというふうに予

測をしているデータはあるわけですね。そういった

ことを踏まえると、公営住宅ももちろん低家賃の制

度ということでありますけれども、いわゆる所得の、

年金の十分じゃない方々というのは、たく  さん

いらっしゃるということで、そういった方々を対象

とした低価格で、しかも食事を提供できるような見

守り相談支援、そういったものを配置する、いわゆ

る福祉寮的なもの。これを、想定をして計画化して

いきたいと。 

ここで、公営住宅と、どこにギャップがあったか

というと、いわゆる単純に住環境と、それから御指

摘があったような広さだとか、間取りだとか、部屋

の数だとか。こういったところで、どうしても公営

住宅の考え方と、保健福祉サイドが考えている高齢

者、独居の方、あるいは老夫婦になっても支援が必

要になった人たちが住む場所としての住宅を考えた

ときに、どうしてもギャップがあったのだなという

ふうに思っていますので、このあたりを詰めていく
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ということで、付け加えさせていただきたいと思い

ます。 

こういった計画をですね、前段でお話ししました

ように、平成２４年度から平成２６年度という今期

計画中にもですね、変更してでも住宅環境の整備と

いうことを先行して是非、取り組んでいきたいと。

これを村長にですね、御報告をした中に意見具申と

してお伝えをしたところです。あわせて、前段でお

話をしました小規模多機能の居宅介護サービス事業

というのは、年度が遅れても、そこに付随をしてい

くというような。 

議員もおっしゃっていただきましたけども、何で

も全部一遍には無理でしょうと。できる範囲で、で

きる所から、不十分であっても取り掛かっていくと。

そういった意気込みを持っておりますので、御理解

を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）：分かりました。全て

同時並行に、完璧なものを求めるという視点で、私

は質問しません。しかしですね、高齢者の対策でい

えば、きのうもテレビでやっていましたね。私もテ

レビと会話する年代になったのかなと。随分テレビ

と話してますね。これが老化の原因なのだろうとい

うふうに。そういう余談はさておいてね、そのテー

マが、孤立から救い出せ、という  テーマだった

と思います。セルフ・ネグレクトと言っていました

ね。どういうことか分かりますでしょう、保健福祉

課長。これなのですよ。独りで生活をして、テレビ

と会話していると、こういうマイナスのことが出て

きてしまうということなのです。そうすると、健康

を損ないますよと。日常の食生活もバランスが取れ

ないものになってしまいますよと。そうすれば、ど

こに皺寄せがいきますか。医療費の増高。本人の苦

しみは当然でしょう。国民健康保険会計も大変でし

ょう。いろいろな所にマイナス効果が出てきてしま

う。セルフ・ネグレクト。自己放棄というそうです

ね。孤独死をして、ゴミだらけの部屋の中で死んで

いたと。こういうことが、正に自己放棄らしいです

ね。そういう人は、他人との交流はない。食事も満

足に取らない。当然、介護保険なんて利用しない。

孤独死をした８割の人が、そういう境遇で生活して

いるというふうに報告されておりました。 

それで、今言ったように、居住する空間だけあれ

ばいい、という問題でもないし、その中に、自立し

た生活ができるというのは、やはり人との係わりが

あって自立なのでしょう。１人で生活しているのは

自立とはいわないと。私、前にも同じ質問をしてい

るはずです。必ず、自立といっても、人と係わって

なければ不自然だということを言いたいのですね。

ですから、そういう体制の整備だとか、施設整理だ

とかというのは、みんなで、地域全体で支え合うと

いう、そういう意識を促していくというのは大変な

作業で、一朝一夕にできるものではない。しかし、

黒板に向かって講義をしたところで、その問題は解

決しませんよと、私は言っています。どこかで、小

さい、やれることから取り組んで、初めてそれが芽

生えてくるのだろうと。そういう意識でおりますの

で、是非これについてはですね、初めは完璧でなく

ても全然構わない。とにかく、やってみるというこ

と。そこから、やってみませんか。どうですか、保

健福祉課長。ちょっと一言で結構です。 

○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。副村長の答弁と随分重

複するようになるかとは思いますが、私たち、副村

長をヘッドとさせていただいて、会議を数回させて

いただいております。それで、つい先日、村長に答

申した中で、福祉寮なるものを計画をしたいという

ことで、お話はさせていただいております。これは、

まだ絵空事程度の、私たちの空想的な話程度にしか

なっていないですけども、お年寄り、あるいは障害

者の方を、独居の方々が、集団の住居、お部屋一つ

ずつに。それぞれ、もち  ろんプライバシーは差

し上げますけども、そう いった福祉寮的な住居部

分と、さらに、できることであれば、先にその住宅

に共有スペースを設けたいと。食堂と、それから憩

いの場といいますか、そういったものを先に作れれ

ば、そこで個人で住まわれた方が、食事で一緒にコ

ミュニケーションを図る。あるいは、お話だとか、

そういうことでコミュニケーションを図るというよ
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うな形で、その先に、時期を見て、できることであ

れば小規模多機能的な、そういうふうな施設に繋が

っていければいいなというふうに、現段階では夢を

見させていただいております。 

その夢を何とか、まず先にできることから、とい

うところでは、その住宅部分を、まず現実にするた

めに、スピーディーという部分では十分な形にはな

らないかもしれませんが、何とか平成２６年度には

形が見えて、着手をしていけるというような形で、

平成２５年度、できるだけ協議をして形にしていき

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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで、精

一杯、努力していただきたいと。先ほどから何回も

言いますが、完全は求めません。第一歩を踏み出し

てもらいたい、というところから要望していきたい

と思います。 

それで、次の質問に移らせていただきますが、今

は、日常の生活空間というような部分で、居住、住

居、こういった部分を主に質問いたしましたけども、

次にですね、２番目、障害者に限って言いますけど

も、今までの障害者の対策、対応はどうだったのか

なと。今現在では、保育所段階から、そのあたりを

取り組んでいるのではないかと。小学校、中学校、

具体的に発達の段階に即した対応、支援をしていく。

そして、校長会や各学校の協力を得ながら、その対

応について協議をしていくと。体制、対策を構築し

ている、というのが現状なのだろうというふうに思

いますけれども、まだ内部で協議している。それと

一定の組織化を図って、これからいくぞ、という、

そういう段階ではないのかなというふうに思います。 

それでですね、特に、障害者の就労支援。猿払村

にどれだけの受け皿があるのだろうかと、いろいろ

考えてみました。難しいですね。しかし、難しいか

らどうなのだと。なければ作ればいいではないか、

というのが私の考え方ですから。それから、日常の

生活支援。これも、一つ目に質問した内容とダブる

部分がありますが、これについては多くは語りませ

んけども、就労ということになると当然、授産施設、

そういったものも含めてですけどね。それと、ソフ

ト面でいけば、その人たちとのコミュニケーション

を図って相談、ちょっと困ったことがあれば、いつ

でも対応できるように相談体制の仕組み。 

行政として、やれるものは何なのか。バック  

アップはできるが、何ができるのだろうか。行政が

全てではないですね、住民も含めて共生ですから。

高齢者も一緒になって、見守っていく、生活をして

いくという、それが共生ということですから、行政

だけに求めませんと。しかし、行政の役割は非常に

大きいものがあります。なければできないと言って

も過言ではないですけども、行政として具体的なバ

ックアップ、こういうことをやります、ということ

がございましたら、一つ答弁いただきたいなと。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。質問の通告書では、障害者の方々の就労支援、

あるいは日常生活支援、授産施設整備、各種の相談

事業と、行政として支援できること、バック  ア

ップ体制がどのようなことが考えられるのか。どう

いう制度化をするのかという、そういったものがあ

ればということで今、御質問があったというふうに

受け止めさせていただきます。 

就労をですね、されていない方というのが、どう

しても多いという実態であるということは、これは

もう御承知のとおり、そのとおりでございます。現

在、障害をお持ちで就労をされていないという方々

の御家族を含めて、御希望だとか意向をですね、行

政がどれだけ十分に確認、把握をしているのか、と

いうところもですね、なかなか難しいという実態に

あるというふうに認識しておりますので、まずは新

年度でですね、可能な範囲で、できる限りこの把握

に努めたいというふうに思いますが、同時にですね、

段階的にでも、それこそ一歩でもできることは、と

いう御指摘でございます。 

就労支援ということではですね、障害者の方々の

状態だとか状況に応じて、行動だとか、可能な作業

範囲だとか、ここを熟知をして見守るというですね、

あるいは指導するといったマンパワーは不可欠です。

ここのところの確保というのは非常に、行政として
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も、あるいは事業所等に御協力をいただくというこ

とでも、非常に困難な課題だなというふうに思って

います。しかし、そこをですね、どうやって突き崩

していくのかということになりますので、まずはで

すね、雇用というよりは、例えば就労体験というよ

うな所だとかですね、雇用ということもそうなので

すが、村内企業だとか事業所に行政各部署が横断的

に働き掛けをさせていただくという、そういったこ

とは、まず基本なのだろうと思っています。そのと

きに、ずっと行政職員がそこに付くのは無理という

ところは、たくさんありますけれども、可能な範囲

で就労体験のところに、それぞれの横断的に、可能

な範囲で、見守ったりするような、具体の動きが必

要なのだろうというふうに思っております。 

これが平成２５年度から、すぐ取り組めるかどう

かというのは分かりませんけれども、しかし、こう

いう考え方で内部で検討していきたいと思いますし、

あるいは、その事業所に御協力をいただくという部

分ではですね、商工会等の組織さんともですね、そ

のあたりを連携をして、御相談を持ち掛けながらで

すね、行政と一緒になって取り 組んでいただくよ

うな、地域だとか社会の雰囲気づくりということも

あわせてですね、進めていく必要があるのだろうと

いうふうに考えています。そういった意味ではです

ね、就労体験の受け入れだとか雇用を、御協力いた

だける企業、事業所  さんに対する助成等をです

ね、視野に入れた制度の創設ということで、これは

平成２５年度に是非、検討をして村長に提案をして

判断を仰ぎたいというふうに思っています。 

それから、日常生活支援ということですけれども、

これは障害者御本人は元より、御家族もですね、御

心配だとか御苦労というのは、やはりたくさんある

わけで、少しでも、どのような形でもですね、支え

られているのだなという、そういったものが必要に

なるのだろうというふうに思っています。これは大

事なことだと思っています。 

昨年、関係者の御尽力によって、教育サイドにお

いては特別支援の必要なお子様たちの親御さんの会。

それから、支援をする有志の方々が集まってですね、

ななかまどの会が立ち上げられまして活動がスター

トをいたしております。楽遊館という施設もですね、

定期的に毎月使いながら活動されているということ

ですので、大変素晴らしいことだなというふうに思

っております。村としても可能な範囲で、この会の

趣旨だとか活動内容をですね、情報として広く村内

にお伝えをするという、そういった支援もですね、

必要になってくるのだろうというふうに思っていま

す。 

福祉サイドのほうではですね、以前から障害者の

家族会の設立ということで、大きな課題があります

けれども、具体の動きに繋がっていないということ

で、行政の力がまだ足りないというふうに思ってい

ます。御家族相互が交流だとか情報交換できる機会

というのは、きちんと作っていかなければならない

と思いますから、あるいは密度の濃い連絡、相談体

制というものをですね、福祉担当者が作っていくと。

実際に担当していくというところをですね、改めて

担当部署との具体的な活動を明らかにしていきたい

というふうに思っております。 

あわせて、社会福祉協議会が村にはありますけれ

ども、地域との係わり、新しい公ということも含め

てですね、社会福祉協議会の力を、もう少し高めて

いって、住民の方々と一緒になってやっていただく

ような、そういった条件整備は行政のほうでも少し

力を入れていかなければならないということも、あ

わせて村長に提言をしたところでありますので、何

とか具体化をしていきたいというふうに思っており

ます。 

まだ漏れておりますでしょうか。よろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やはり、実際に、今

言った考え方で施設整備をしたり、組織を立ち上げ

たりすると、言ってみれば、経済的な負担の面では

こうなりますよとか。もう少しですね、詳細にね、

そういう部分を分析する必要があると。常に、一定

の経費が掛かりすぎて難しいと。果たして、その経

費というのがどうなのか。ほかの事業を止めてでも、

これに向けていくような、そういうような必要性も、

ときには選択せざるを得ない。そういう勇気を持た

なければならない時期も、 きっと来ると私は思い
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ますし、例えばですよ、施設を整備するということ

になれば、何か補助のメニューはないだろうか。今

はパソコンで、どん  どん探せる時代ですから、

役所に行って相談をして、いい方法はないか、とい

う時代は終わったのですね。メニューはインターネ

ットで、どんどん開ける。ストレートに、どこに行

けば、こういう問題については相談できるというの

が分かるのですよ。 

そうであれば、施設の建設費にいくら掛かるのか。

そのうち補助金はいくらですか。過疎債はどうなっ

ていますか。起債の関係はどうですか。できますね。

それと、経営の分析を。言ってみれば、介護保険料

との兼ねあいはどうなるのだろうか。人を配置すれ

ば人件費がいくら掛かって、入所したらいくら。今、

副村長が言われた大ざっぱな数字というのは分かり

ますけども、必ずしも全額その人方に持てというの

は、ちょっと酷ではないか。それであればですよ、

やすらぎ苑についても同じことが言えるのですよ。

それなら、村からの持ち出しはなくていいのか。や

はり、それなりのバックアップというのは当然必要

なのだと。 

ですから、私が今ここで言う制度化というのは、

何の制度化なのか。立法してくださいよ。憲法を作

ってください。人によって、担当者が変わることに

よって、考え方も変わって、サービスもまちまちで

は困りますよ、ということです。ですから、こうい

う猿払村の憲法を作って、企業にも就労の場の確保

という部分で協力を呼び掛ける。企業も、そういう

責任に応える義務があるとか。義務までは課せない

でしょうけども、そういう立法を整備していかなけ

ればならないと思うのですね。そして行政としてや

る役割。ここまではは最低限やると。ですから、そ

ういう法律というか条例でも整備していかなければ

ね。前にも、ちょっと話したことありますが、担当

者が変わったら今までやってきたことが全部なしに

なるのか。それではいけないでしょう、ということ

ですね。それを防ぐためには条例の整備というのは

当然、必要になってきますから、これについてです

ね、例えば、就労の支援にしても、企業にどういう

呼び掛けをしていくか。支援すると、こういう特典

があるとか。国のほうでありますね、障害者を受け

入れると何がしかの特典が受けられると。それを村

でも、やる気があるのかないのか。ちょっと、その

あたりの分析をしてみる、という気になっていただ

きたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。条例のお話、それから具体的な制度を作るいろ

いろな分析ということで、お話がありました。 

条例というのは、御承知のように村の法律ですか

ら、条例に規定されたことは、行政であっても、村

民の方、あるいは条例の中に事業所という規定を仮

にしたとすると、それを最大限尊重するということ

が義務、あるいは罰則というところまでいくと非常

に難しい問題はありますけれども、これは理念とし

てですね、条例によって具体化されていくというこ

とですから、必要性はもちろん、そのとおりだなと

いうふうに思っています。総合福祉条例だとかです

ね、こういったものは、やはり全国の各地で作られ

ているという所も、もちろんありますので、そうい

った所も参考にしてですね、中身のほう、そういっ

たものが村に可能かどうか、検討してみたいと思い

ます。 

支援制度の具体の部分についてはですね、先ほど

お話をしましたように、事業所等に御協力をいただ

くとすると、就労体験としたときに、行政としてど

ういう形の支援をするのか。あるいは、補助のよう

な形での、人件費ではなくても、そのような形の具

体的なものはどうなのか、という具体的な検討をし

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）：今の答弁の中で、な

なかまどの会の部分で、答弁もありました。非常に

ありがたい組織だというふうに私は考えています。

ちょっと勘違いしまして、義務教育の中での対象範

囲というふうに、当時は考えたものですから、それ

ならば、義務教育が終わって、高等学校に行って、

義務教育を終えた、その後の対応はどうなっている

のだろうか。ななかまどの会に書いてありますね、

入会のお願いというような部分で。義務教育修了ま
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での教育の保障は目処が立っておりますが、その後

の進路や、特に社会人として地域で自立し生活でき

る就労施設等、障害者が社会参加できる環境がほと

んど整備されていない。ですから、というような部

分で云々。この、ななかまどの会の精神。そういう

ことです。義務教育ではなく、もう既に卒業されて

いる人も対象に範囲を広げて、みんなで頑張ってい

こうよと。そういうことを謳われております。 

これについてですね、教育長に一つお伺いします

けども、やはり、これは一部の保護者や本人、福祉

の関係者、学校関係者だけで事足りる、組織されれ

ばそれで問題解決するというということではないと

私は思いますし、ななかまどの会が立ち上がって、

それをどう発展させていくのかというのが、これか

らの鍵だというふうに私は思うのですね。それにつ

いて、教育長として、これをどうバックアップして

いくか。こういう会を上手く運営させていくかと。

そういう部分について何かあれば一言お願いしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：お答えします。本当

に、ななかまどの会が出来上がるまで、なかなか声

を出せなかったという人たちが多かったのも事実で

す。でも、その中で、同じ境遇の中で悩みを相談し、

そして将来に対する自立ができるのかという不安を、

ともに相談するということができた。そういう仲間

ができたというところでの力強さとか、本当にいい

ことだなというふうに私どもも 思っております。

そういう意味では、ななかまどの会が自分たちの意

思決定に基づく自立性を保障して、なおかつ、これ

からいろいろな高等養護等々の、義務教育修了後の

進路先等々の見学も含めてですね、広く学ぶことが

できるように、広く知ることができるようなサポー

ト体制をしていきたいなと。 

それともう一つは、今は学校関係の中でございま

すが、いろいろな所に見学にも行く計画がございま

す。そういう意味では、どのような形で修了してい

けばいいのかという組織のあり方も含めてですね、

これから皆様方の力もお借りしなければならないし、

そして、私は正直なことを言うと、あと数年という

スパンの中で、この組織が、今現存する、そういう

な悩み、課題、不安を抱えている方々と手を結べる

ところに持っていけたらいいなと。ただし、これに

ついてはこちらで、やれ、という内容のものではな

く、その人たちのニーズに合わせた形の中で進むも

のだというふうに理解しておりますので、そのよう

な形の中で、是非そういう話の場を作りながらです

ね、推進していきたいなというふうに思っておりま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、教育長から答弁

ございました。数年というスパンというのは、私の

取り方としてね、やれるところは、どんどん  や

っていきながら、最後を、完成を見るのが数年とい

うふうに理解せざるを得ない。というのは、今現在、

もう既に、こういう生活をどうしたいかと悩んでい

る人は相当いると思うのですね。そこに手早く、行

政としてバックアップ体制を組むというような部分

では、保護者と一部の村民、有志ですか。ななかま

どの会に入会をして、それだけで、どれだけやって

いけるのかなと。難しいだろうなと思いながらも、

何とかバックアップしたいというふうに私は思いま

すけども、その中で、次の３番目に入っていきます

けども、今までは義務教育の範囲まで押さえており

ましたと。しかし、義務教育が終わって、後はどう

なったのだろうかというのが、実態は分からないで

すね。 

以前に、高齢者保健福祉計画と障がい福祉プ ラ

ンをいただいて質問いたしました。障がい福祉プラ

ンというのは、ちょっと年度がね、若干ずれますね、

これだけ。その中でも、本人及び家族、その生活状

況の把握をきちんとしよう、ということで表現され

ておりますね。ですから、実態把握ということにな

るのでしょう。ですから、義務教育を終えて、社会

に出て、どうなったのかな。高等学校に行って、そ

れから終わってからどこにいて、どういう生活をし

ているのかな。これは前回も質問いたしました。そ

ういう実態調査を、き  ちんとしてくださいよと。 

しなければですね、実際に猿払村に戻って来たい

という希望があるのか。保護者はどうなので しょ
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うか。保護者の意向はどうなのでしょうか。本人が

どういう気持ちでいるのだろうか。その調査がなけ

れば対策は打てないよと、私は前の質問でも言って

いるのですね。その調査をきちんとして、猿払村に

戻って来て生活したいよと。叶えてやりましょうよ

と。そういう形になるのではないでしょうか。教育

長どうでしょうか。その件、  一つだけお願いし

ます。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：お答えします。そう

いう中では、そういう方々が幸せを感じるというこ

とには、三つの観点があると思います。一つは、有

用感というか、達成感というか、そういうものを感

じられるようなもの。そして二つ目は、自立性。自

分で決められる、自分の尊厳が守られるということ。

三つ目、関係性。人との繋がりがあり、人と生きる

中で、自分が、そういう有用感や自立性を発揮でき

るということだと思います。それが幸せに生きるこ

とだと。つまり、今質問された最後の、自分のニー

ズがどうなっているかということは、非常に貴重な

ことだ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）：それでは、障がい福

祉プランの中にも表現されております。そういうニ

ーズを十分把握する。実態把握をする。それによっ

て何をなすべきか、行政として。それが見えてくる

のではないか。それも何も調査なしに行政は何をす

ればいいのか。それが現在なのです。そう私は思い

ますね。本当に家族はどうなのだろうか。本人はど

うなのだろうか。ここに来て生活したい。みんなで

働く場所を何とか作ろうと。そういうものがなけれ

ばですよ、今言うように、達成感。教育長の言うよ

うに自立性。関係性。みんな大事です。ですから、

何か一つ成し得れば、それが達成されたというふう

には感じないですね。いろいろな角度で、それを考

えなければならないですから。 

是非ですね、この部分については、知的障害で考

えますと、２５名の対象者がおりました。それで、

村外に出て、ほかの施設、又は就労の場で生活され

ている方が２１名、残っているのは４名というふう

に、プランの中で明らかにされていますね。ですか

ら、その２１名の方は前にも話ししましたけども、

どういう思いでいるのだろうかと。是非、調査して

いただきたいと思います。いかがでしょうか、荒井

課長。 

○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）：お答え申し

上げます。ただ今、眞田議員がおっしゃられたとお

り、村外で施設に入所されている方が二十数名いら

っしゃいます。知的、精神を合わせて、その人数い

らっしゃいます。お話に出ております福祉プランの

策定の際に、アンケート調査を実施しておりますが、

その方たちについては、６４歳以下の在宅という条

件で絞らせていただいていますので、その当時のア

ンケート調査からは外れておりました。今、議員が

おっしゃるとおり、私も正直その方たちの実態とい

うのは把握しておりません。この部分は早々に御家

族、それから御本人の意向をお聞きして、次の事業

に繋げていけるような形でやっていきたいというふ

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）：それでは最後になり

ますけれども、ここで議論したことが実になるよう

に、何とか、みんなで頑張って、知恵を出し  合

って（聞取不可）ていきたい、というふうに思いま

す。そういった意味で、切っ掛けとなる、ななかま

どの会が組織されました。これはやはり、行政とし

て全面的にバックアップする必要があると思います

けども、村長、この部分について１点だけ。どうい

う、きちんとバックアップをしていくよ、という決

意をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：行政といたしましても全

面的に支援してまいりたいと思っています。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：終わります。 

○議長（山須田清一君）：ここで３時４０分まで休

憩します。 

 

休憩 午後 ３時２３分 
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再開 午後 ３時４０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。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：それでは一般質問通

告書に従って御質問させていただきます。福祉タク

シーについて御質問いたします。平成２４年 ４月

に、高齢者の年齢を７０歳から６５歳まで引き下げ、

料金も一人当たりから、一台当たりと改定し、年末、

日曜、祝日も運行と、大変に使いやすくなりました

が、時間設定が、実用の現状とは差があるのではな

いかと考えます。現行は８時半から５時半まででご

ざいますが、利用する側にすると、例えば、お通夜

に参列したいと思っても福祉タクシーでは行けない。

知人、友人にも夜は頼みにくい。近くに子どもがい

る場合でも、仕事が終わってからでは頼みにくい、

などなど。この村にタクシーがあったらな、と思う

のであります。 

近隣市町村ではタクシー、ハイヤーがないのは、

中頓別町と猿払村だけでありますが、浜頓別町はタ

クシーがあって、夜８時までは営業されていますし、

中頓別町は民間で福祉タクシーを営業しております。

時間に関しては、私が尋ねたところ、ある程度の、

夜は、それなりに遅くまで。朝は、それなりに早く、

ということでありました。今後の対応として、運行

時間についてどのようにお考えか、お伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。昨年４月から、土日、祝日の運行と、年

齢の引き下げ、料金を一台当たりとした効果は、本

年１月末現在で、月平均１７７．６人の利用者と、

月平均８万８８００円の料金収入となり、前年に比

べまして３割ほどの増加となっており、利用者の方

にも大変喜ばれていると、大変感じているところで

あります。 

平成２３年１０月から開始いたしました福祉輸送

事業も、１年半が経過しようとしておりますが、こ

れまでにも様々な場での御意見に基づき、事業内容

についての改正を進めてまいりました。議員の質問

の内容につきましても、この議会の場で議論されて

きた内容であります。 

事業開始当初から、運行時間を午前８時半から午

後５時半として御利用いただいておりますが、一部、

稚内方面行き第９便を利用した知来別方面へ帰宅す

る高校通学生と、宗谷バス都市間バス旭川線を利用

する知来別、浜鬼志別地区、シネシンコ地区に居住

する者については、時間外でも運行している状況に

あります。本年４月１日から、稚内方面行き第９便

を利用した知来別方面へ帰宅する高校通学生と限定

していたものを、知来別、浜鬼志別地区に居住する

者へ拡大し、さらに宗谷バス都市間バス旭川線を利

用する知来別、浜鬼志別地区、シネシンコ地区に居

住する者に、豊里地区住民も加え、利用者の範囲を

拡大するべく、去る２月２８日に猿払村地域公共交

通活性化協議会を開催し、利用対象者の追加案件と

営業時間外の特別措置、利用対象者の追加について

の承認を得たところであり、身体障害者、知的障害

者、精神障害者の対象者への追加は、本議会におい

て条例の一部改正で御提案申し上げるところであり

ますし、営業時間外の特別措置、利用対象者の追加

につきましては規則の一部改正により、条例と同様

に ４月１日から施行する内容となっているところ

であります。 

議員のおっしゃる営業時間の延長については、運

転手の勤務形態等の中で調整が可能かどうか、受託

業者と協議しているところでありますが、労働基準

法に抵触しない範囲で運行が可能か、あるいは運転

手を増員しなければならないのか。その内容が固ま

り次第、改正を検討し、実行可能であれば猿払村地

域公共交通活性化協議会の承認を受け、規則改正す

るという手順で進めたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：検討していただける

ということでありますが、さらにですね、念を押し

てお願いをしておきたいと思います。村長がですね、

議員時代に、このような質問をされたことを覚えて

おるとは思うのですが、それは、限界集落について
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でございました。御存じのように限界集落とは、過

疎化など人口の５０パーセント以上が６５歳以上の

高齢者になって、冠婚葬祭など社会的共同生活の維

持が困難になっている集落のことであります。高齢

者が多くなっても、猿払村には自治会あるいは行政

の支援により、日々の生活も滞りなく過ごしている

と思いますが、しかしながら、昔のように三世代が

同居し、隣近所も鍵を掛けずに、まるで親戚のよう

に暮らしていた時代とは変わり、核家族が多くなり、

その子どもも成長し、独立をし、親世代のみの団地

ができる。集落全体では限界ではないものの、一区

画が独立した形で高齢化率が極端に上昇してしまう

現象が見られるようになっております。鬼志別の高

齢者用の公営住宅などは、その、いい例だと思いま

す。高齢者が孤立するような、そういった状態を、

なるべくなくする。それが行政の、福祉の向上にも

繋がる。 

そして、高齢者がですね、生き生きと生きるには、

やはり一番いいのは、出掛けてですね、人に会う。

特にお通夜などは亡くなった方を偲びですね、思い

出話に花を咲かせながら交流をし、生きる力を得る

と。先ほども述べましたが、夜の出歩きを頼むのは

遠慮しがちで、かえって心の痛手に、傷になる。な

かなか、子どもがいてもね、頼みにくいと。頼める

子どももいますけどね、やはり親としては、なかな

か、というね。働いて疲れているのに無理は言えな

いよねと。そういった思いがね、してしまうのです

よね。 

ですから、これは返答もいりませんけども、是非、

皆様方はね。村長一人がね、決めるわけではありま

せんからね。皆様方も共同責任者としてね、是非、

この条例を早くですね、改定していただけるよう御

尽力をお願いしてこの質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：今の質問で答弁を求めま

すか。 

○議員（佐々木淳君）：答弁お願いします。 

○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）：御答弁申し上げ

ます。今回の第１回定例会の議案としては正直、間

に合わない部分がございましたけれども、議員のお

っしゃる内容について、時間延長につきましては今、

受託業者と内容の調整まで入っておりまして、現行

の委託料の範囲内で可能か。現行の運転手の体制で

可能かどうか。正直、スクールバスの事故以来です

ね、運送業に係る、そういう運輸支局の指導も、非

常に強く指導がされたということで、その辺をクリ

アできる範囲内で可能かどうか今、調整をしている

ところでございます。調整がつき次第ですね、また

議会のほうに御提案を差し上げて、時間の延長につ

いては規則の改正でございますので、議会に上程す

るまでもなく、地域公共交通活性化会議の御決議を

いただければ規則改正できるという内容でございま

すので、そう いった形で事務を進めてまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：それでは次にですね、

バイオガス発電について御質問をいたします。以前

に村長は、バイオガス発電に前向きに検討し推進を

する、との発言をされています。そこでお伺いしま

すが、計画はどの程度進捗しておりますか。再生エ

ネルギーの価格、条件の中で、バイオガス発電がか

なりの好条件であり、２０年間は高価格で買い取り

となれば、この時期にバイオガス発電施設を設置し

たほうが有利と考えますが、いかがでございますか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。この再生可能エネルギー買い取りにつき

ましては、我が国のエネルギー自給率の向上、地球

温暖化対策、産業の育成を目指す観点から、平成２

４年７月、再生可能エネルギーの固定価格買い取り

が制度化され、電力会社に一定の価格、期間で、再

生可能エネルギーで作られた電気の買い取りが義務

付けられたものであります。議員のおっしゃられた

とおり、再生可能エネルギーの中でも、家畜糞尿を

原料としたバイオガス発電の買い取り価格は、太陽

光発電や風力発電に続いて高価格の、１キロワット

当たり税抜き３９円で、  ２０年間買い取りをし

てもらえる再生可能エネルギーであります。 

本村における家畜糞尿を原料としたバイオガス発

電施設の導入について、猿払村地球温暖化対策地域



  －32－ 

協議会を推進母体に検討されておりますが、現状の

段階としては、乳牛飼養頭数約４００頭規模と、９

００頭規模の家畜糞尿を原料とした数戸の農家によ

る集約型の施設について、糞尿の収集システムや施

設の規模、形態、収支計画の概要など、具体的な数

値を積算し、農家の皆様に提示できるような資料を

今、作成しているところであります。今後は、農協

を始めとした関係機関と共にその内容を精査し、農

家の皆さんへの説明や、猿払村地球温暖化対策地域

協議会にもお諮りしながら進めてまいりたいと考え

ております。 

また、これまでの議論の積み重ねから、個別完結

型のケースとして、一つの大規模法人におきまして、

約５００頭の糞尿を原料とするバイオガスプラント

の設置計画が本格的に始動し、経済産業省の発電施

設の認定、北海道電力との系統連携協議のための詳

細設計の提出など、具体的な手続きが今、されてお

ります。この法人は、法人化による大規模経営に移

行した際、近代的な施設を効率的に建設配置してお

り、本村におけるバイオガスプラント化に最も適し

た農場であり、先進地の事例の研究も積極にされて

おります。また、これまで培ってこられた人脈やパ

イプを駆使され、今後の農場経営を見据えながら、

最も効果的な技術の投入に熱心に取り組んでおられ

ると伺っております。村といたしましても、道北に

おける、この再生可能エネルギー分野での先駆者に

なろうとする同社の意欲的な挑戦、そして、そのリ

スクをサ  ポートするため補助や交付金などの諸

制度適用の道を探るなどの支援をしていきたいと考

えているところでございます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：今の答弁で、主体は

行政ではなくて民間が主体となってやられていると。

どの程度、行政のバックアップというか、行政が主

体となってですね、計画というのはないのでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：今、最後のほうで申し上

げましたけども、この件に関しましても、行政とし

て何らかの形で支援していきたいと思っております。

私の考えといたしましては、議会とも相談しなけれ

ばなりませんけども、このように個別型で今やりた

いという方が現れましたので、積極的に財政的な支

援などを行って、やっていただきまして、そしてま

ず成功例をこの猿払村で作っていただくと。 

それからですね、その後において今度、集合型で

すね、四つの牛舎が集まるとか、八つの牛舎が集ま

るとか、また、村営牧場を中心に何戸かでやるとか。

そういうほうに進めて、全村的に広めていきたいな

と、かように考えております。 

その前には、まず佐々木議員も私も会社を経営し

たことがございますから、よくお分かりになると思

いますけども、まず誰かが成功すれば、必ず続く者

があります。その成功例を、まず出したいというの

が今、思っていることでございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：痛い所を突かれたよ

うな気もしますけども、確かに、おっしゃるとおり

ではございますが、しかしながらですね、行政の持

っているですね、民間の力とですね、行政が持って

いる力というのは、力の差が違うわけですよね。ど

うしても民間では、新しいもの、先進的なものにい

くのに、非常に億劫になるというか。大手企業であ

ればね、余剰資金があるような大企業であれば、い

ろいろな、例えばソフトバンクだとかも風力発電と

か太陽光発電とかにね、チャ レンジするというこ

とで、いろいろ模索されてますけどもね。しかしな

がら、こういう過疎地域でね、なかなかと思うので

すね。 

そういうことであればですね、例えば、村が主体

となってね、大手企業とタイアップしてですね、せ

っかくここにですね、原料になる糞尿がですね、無

尽蔵とまではいきませんけども、ある一定の農家と

ね、契約さえすれば、村営牧場の辺りにですね、で

きないこともないのではないかと。あるいはまた、

そういうですね、発想を。これが実行できるかどう

かは別としましてもですね、そういった案を模索し

ていくということをされると、また夢と希望があっ

ていいのではないのかなと思うのですね。というの

は、太陽光発電というのは、お天気に左右されます
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しね、もちろん風力発電もそうですよね。お天気次

第ですから、いくら大規模にね、装置を設置しても

ですね、電力が賄えるのかどうか。お天道さん任せ、

風任せですからね。その点、このバイオガス発電と

いうのはですね、安定できると。 

これは設備に非常にお金が掛かってという情報も、

私も勉強してみましたけども、なかなか二の足、三

の足で、先ほど村長さんがおっしゃったようにです

ね、成功例がないと、なかなか足を踏み出せないと

いうのは、よく分かります。しかしですね、そう言

ってるとね、何もできないわけでありましてね。例

えば、きのう一昨日の新聞で、道が、次世代空間モ

デルということでね、いろいろな自然エネルギーを

生かす提案をされた中でね、村長さんも視察に行か

れたと思いますけど、十勝管内鹿追町でですね、国

内最大のバイオガス発電プラントの建設に着手する

ということが決定したといういうことでありますの

でね。これができてからでも結構ですけど、まず最

初に案としてね、いろいろな角度から研究していく

のもいいのではないのかな、ということを提案した

いのですよ。 

そういうことについてね、村長さんの考えをさら

にね。村長さんでなくても結構です。担当者の方で

も結構ですからね。これだけの行政マンがたくさん

いるわけですからね。俺はこういうふうに考えると

かね、いろいろな案を持っている方は、多分いると

思うのです。そういった案をね、集約していって、

そして厳選して、まず、いろいろな計画を立てて実

行に移すということも重要だと思いますけども。ま

ず、その前にいろいろな計画を練るということがね。

検討をするということをされてはいかがかなと思う

のですけど、どうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：まさしく今、そういう、

いろいろな案を検討しているところでございます。

いろいろなパターンにおきましてですね。ただ、先

ほど成功例というお話をしたのは、あくまでも技術

面のことでございまして、３９円という買い取り価

格はですね、誰がやっても採算が合うような、そう

いう試算でできた計画でございますから、採算面で

は大丈夫だと思います。大丈夫だということを証明

するために今、一生懸命そういういろいろな試算を

作ってですね。単体でやる形が一番効率的ですけど

も、集合型でやりますと、いろいろな経費が掛かっ

てきますから、その計算が今、いろいろやっている

ところですけども、ただ、採算的に合う事業だとい

うこと。 

とは言っても、私が、成功例を見たほうがいいよ、

見ないと皆さんやらないよ、と言うのは、私も何件

か視察に行きましたけども、バイオガスの発生量と

かですね、その辺は、やはり一生懸命  やってい

る人が間違いなく、たくさん量が出ます。そういう

ことを考えますとね、やはり村が主体でやるのでは

なくて、自分たちでやったほうが間違いなく成功す

ると、私は思いますし、それが近道だと思っていま

す。 

先ほども言ったように、行政としては、それが大

丈夫なんだよ、という施策をですね、今、一生懸命

作って、リスクといいますか、その多少のリスクを

和らげるための、そういう補助制度とか、そういう

ものを使いながらですね、補助して、推進してまい

りたいなと、今、そのように思っております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：２番目の質問にです

ね、糞尿の環境問題に関する調査、対策について、

どのようにお考えかお伺いしたい、ということで質

問してありますが、実はこれもですね、この糞尿を

ね、是非バイオガス発電に使うとですね、この問題

も解消するのではないのかなという質問を兼ねてね、

提示をしたのですけども、糞尿についてのね、臭気

問題については、どのようにですね、調査されてい

るのか。また、問題があるのかないのかということ

を、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。家畜糞尿の処理につきましては、平成１

１年に制定、平成１６年１１月から本格施行となっ

た、家畜排泄物法により適正に管理することが義務

付けられました。家畜糞尿の環境への影響について

は、これまでも宗谷総合振興局が中心となり、市町
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村、農協などと連携をし、適正化指導チームを設け、

各農家の施設を巡回し、現地において不適切な状況

が確認されれば、農協を通じて指導してきておりま

す。このような中で、農家では糞尿の適正な管理保

管をするため、堆肥舎や尿溜め、スラリーストアー

を建設、整備しながら、環境対策に努めてきており

ますが、こうして管理保管した家畜排泄物の農地へ

の散布、還元は、土づくり、草づくりに欠かせない

重要な営農行為であり、自給肥料の確保が、経営の

安定に直結するものであります。 

糞尿の臭気対策については、これまで臭気を少し

でも抑える方法や、市街地周辺の農地への散布につ

いては、時期、気象を配慮、調整するなど、様々な

工夫を凝らしながら対策を講じてきております。今

後も農協が主体となり、昨年発足した家畜糞尿適正

検討会などで、その対策について検討を進めてまい

りたいと思っております。また、先の御質問にもあ

りましたバイオガス施設は、議員もおっしゃられま

したが、臭気対策にも効果のある施設でありますか

ら、先の法人における実践効果を参考にし、環境対

策を講じてまいりたいと考えているところでありま

す。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：猿払村もですね、農

業とね、漁業の村でありますから、多少の臭気はで

すね、やはり我慢しないといけないのだと私は思っ

ておりますが、しかし、いろいろ調べてみるとです

ね、こういうのがありました。別海町でですね、別

海町も酪農で有名な所でありますから、家畜糞尿か

ら出る臭いに対する取り組みということで、この農

業を基盤とする別海町にあっても、家畜糞尿の圃場

散布に発生する臭気は町全体に漂い、地域の臭いと

はいえ住民生活に不快感を与えていた。臭気に対す

る農家意識の向上と、臭気対策への取り組みを促進

し、町内における家畜糞尿の臭気低減を図り、快適

な農村社会の形成に努めると。そういうことで、年

間８５万円ほどの予算でですね、一農家当たりです

けども、消臭液を投入し、撹拌、曝気するなどの対

策を取っている、ということであります。 

ちょっと話はですね、また戻ってしまって非常に

恐縮なのですけども、先ほどのですね、村長は御存

じだと思うのですけどね、液肥になるわけですよね、

この糞尿がね。バイオガス発電をして  残った残

渣ですよ。本来であれば、この残渣も処理しなけれ

ばいけないのですけども、農家においてはですね、

これを畑に撒けるということですから、一挙両得で

はないのかなと、このように考えているわけですよ

ね。しつこいですけども、別に村が主体とならなく

てもね、大手企業を誘致してね、村営牧場の辺りを

提供してですね、家賃、土地代を取りながら、また、

農家は糞尿を提供することによって、その料金をい

ただきながらですね、なおかつ液肥もいただける、

というようなこともあります。 

新聞にも載っていましたけども、２０１６年には

電力が小売りになると。電力小売が規制改正される

らしいと。らしいというか、こうなると多分、改正

されると思うのですね。そうなってくると、今の買

い取り制度もですね、どのようになるのか、ちょっ

と不安になりますよね。なるべく早くですね、先ほ

ども村長さんもおっしゃったように、採算の取れる

買い取り価格ですから、それが２０年間もいただけ

るということなので、これは是非ですね、誘致なり

営業なりですね、する価値があるなと、私でも思い

ついたわけですよ。 

また、自由化になればですね、売電もできるわけ

ですから、そうなってくると、もしかしたらですね、

猿払村の電力もバイオガスで賄えるのかな、という

ことも考えられるなということで、しつこくなるの

でね、答弁はいいですけども、そういった、いろい

ろな夢がね、希望があるので、是非ですね、検討し

ているということでありますから、早急に具現化、

形にですね、なればいいなという希望を申し上げて、

この質問を終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：答弁をもらいますか。 

○議員（佐々木淳君）：よろしかったら答弁をいた

だければ、ありがたいのですが。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今、議員おっしゃら

れたように、このバイオマスプラントにつきまして、
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産業としても様々な魅力がございますので、企業誘

致というのは、ちょっと難しいかもしれませんけど

も、積極的に様々な方面に当たってみたいなと思っ

ております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：それでは最後の質問

になろうかと思いますが、経済対策についてであり

ます。我が国の経済は、過度な円高とデフレが長引

き、国際競争力が低下し、大企業は海外に工場を移

転、拡大し、国内の若年雇用の停滞、就職浪人、あ

るいは大学を卒業しないで留まり就職活動を続ける

学生も多数おります。先の見えない閉塞感を払拭で

きず、中小企業は設備投資どころか、修繕すらも我

慢しながら操業を続けなければならない状況が多く

見受けられます。 

こうした中、安倍内閣が発足とともに為替は円安

に傾き、株価も回復し始め、景気回復への兆しが見

え、円安による石油製品の値上がりがあるが、それ

以上に景気回復への期待感もあり、内閣支持率は高

止まりで推移しております。現政権は日本経済再生

に向けて、東日本大震災の復興と、老築化した社会

インフラ対策を重点的に実施し、産業経済基盤の強

化を図るなどにより国土強靭化を推進し、国民生活

の安心、成長基盤の強化を図る緊急経済対策として、

５．２兆円の公共工事が投資されるとのことであり

ます。 

社会基盤の急激な整備は過度な財政負担を強いら

れるが、計画的に進められる老築化した社会基盤整

備は、住民に安息感を与え、雇用を創出し、消費経

済にも緩やかな活動を促すと考えます。過度な緊縮

財政は経済活動そのものを萎縮させ、雇用の停滞、

消費活動の停滞を招くと考えますが、村長の長期的

な経済対策をお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。猿払村はですね、国と違い、小さな地方

自治体でありますから、安倍総理のように３本の矢

といわれるような大胆な経済政策は残念ながらござ

いません。消費拡大に繋がる長期的な経済対策とし

ては、基本的には、国、道の事業により、生活基盤

整備を計画的に進めなければなりません。しかし、

この地域が未来永劫存続するには、地域資源を生か

した民間投資を促す経済対策を行わなければなりま

せん。 

 日本一の安心安全な食料基地を作るのが、私の経

済目標であります。今、基幹産業の水産業、酪農業

に関する漁港整備、農地改良整備等の国営、道営の

事業が行われておりますが、これと並行してですね、

民間資本による衛生的生産施設、加工施設、環境に

優しい施設等への投資、そして、それと連動する商

工業の活性化に繋がる投資を促す経済対策を、長期

的に行ってまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：村もですね、これか

らのですね、事業も、商業も。先ほどの同僚議員の

質問にもありましたけども、非常に商業も停滞して

おります。それから建設業なども、農業もそうです

けど。漁業はね、何とか村で一番頑張っている業種

でありますしね、これに期待するしかないのかなと

いうところでありますが、そうなってくるとですね、

どんどん疲弊していくということでありますね。そ

れに、その対策としてですね、国がですね、公共工

事をドンと出そうということで、それに伴ってね、

経済対策を一緒にやろうということでありますけど

も、公共工事の一時的な増大というのはですね、経

済対策にはならないと。 

私、大和総研というコンサル会社が出しているコ

ラムを参考にしたのですけども、経済対策としての

公共事業として、特に疲弊、弱っている地方経済の

活性化のために、公共事業を通じて地域の建設業を

媒体として。地元の企業ですよね。そこに金が入る

という、そういうことですけども、そして、地域に

一息ついてもらうことにある、と。公共工事という

ものは、一番投資しやすいですよね。経済活性化に

なりやすい。ちょっとお金が、すぐそこにポンと注

ぎ込むだけで回るという、そういった経済効果を国

は期待していると。村も、そういうところがあると

思いますけども、しかしながらですね、麻生政権の

ときも緊急経済対策として、公共工事が出ましたが、
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札束を積めば地域の経済が活性化するということに

は、ならなかったのですね。というのは、急に予算

が来るので計画が間に合わない。計画がないのです

ね。ないので、そのため、大きな、既存のですね、

元々あった計画を膨らませてね、緊急に工事を発注

すると。そうなってくるとですね、地域での大手企

業は、その継続工事について恩恵がありましたが、

中小企業には、細かな工事は計画がないので出しに

くいということで、経済対策には、ちょっと遠かっ

た。また、大手企業にしてもですね、急に仕事が増

えてしまった。そのために、技術員や作業員など人

員が不足し、経費が嵩み、工期もですね、詰まって

しまうものですから、突貫工事でやってしまう。そ

うすると、コストが掛かってですね、最終的にはお

金がただ通って行っただけということで、実際に地

域がそれで活性化したかとなると、実はそうではな

かったのですね、あのときは。今も皆さん、そのよ

うな危惧をしている。 

東北大震災などでも新聞によりますとですね、資

材が高騰し、人手不足で、入札に参加する業者がい

ないという。なぜ、いないかというとね、採算が取

れないから。入札してもですね、仕事を  取って

も赤字になってしうまうと。こういったことがね、

起きるわけです。 

私は何を言いたいのかと。とりとめのないような

お話をしていてですね、では何を言いたいのかと思

っていらっしゃると思いますが、実は、私が言いた

いのは、業として、仕事として成り立つためには、

継続的な、永続的なですね、仕事が続くという状況

が望ましいわけですよ。これは製造業においてもね、

先ほども村長さんも、あなたもそうだけど私も企業

を経営していたことがあると。私どもにとって一番

困るのは、急に仕事が増える。そして、急に仕事が

なくなる。これが一番困るのですよ。ないなら、な

くてもいいのです。ずっとないのなら方向転換すれ

ばいいのですから。ですが、あるならあるで、少し

でいいから長続きしてよと。そんな急に出されても。

国会議員の先生に文句を言ってもしょうがないです

けども、政権が変わったら、ドーンとね、仕事が増

えるだとか、政権が変わったら、急に仕事がドーン

となくなるとか。私たちは一体どっちを向けばいい

のかという、そういった思いをしているわけですよ

ね。 

ですから、村長さんもですね、公債費を下げるま

では我慢してくれということであります。我慢しま

しょう。我慢してきました。その結果として、かな

り、先ほどの同僚議員の質問にもありましたけども、

村としては、かなり弱ってきていると。商業も後継

者がいない、出にくい。建設業も後継者は、なかな

か作りにくい。強いて言えばね、漁業関係の、水産

関係の加工業、これについては後継者が何とかね、

育っている。また、漁業者の後継も育ってきている

ような状況です。ですが、農業は非常に厳しい。 

そういった中で私が望むのは、先ほども言いまし

たように、少しでもそういう、どうせ修理しなけれ

ばいけないですからね。作ってしまった道路だって、

いずれは直さなければいけない。それから建物だっ

て、作ってしまったら作りっぱなしというわけには、

いきませんよ。いずれは直さなければいけない。こ

の前、笹子トンネルでね、大事故がありましたけど

も、言わせてもらえば、皆  さんも同じだと思い

ますね。あれだって、もう少し早く点検を。点検す

るというよりも、１０年とか１５年、２０年サイク

ルでね、見直しをかけるというような施策を取って

いればね、あのような大惨事にはならなかったので

すね。ですが、公共工事に金を掛けるのは悪いのだ、

というね、社会的な風評がありましたから、それば

かりでなくて、なかなか一回作ったものに、またお

金を掛けるということもね、しにくいという、そう

いった風潮もありましてね、結局、あのような大参

事になってしまったということであります。ですか

ら、その辺も鑑みてですね、長期的な展望で村長さ

んはどのように考えていらっしゃるのか、再度お聞

きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。確かに私の３年間、皆様に緊縮財政を強

いたことに対しては、本当に申し訳なかったなと思

っております。それとともに、自分の力のなさを本

当に痛感してます。まして、皆様方の状況もよく見
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ておりますので、何とかしたいという気持ちがあり

ましたが、残念ながら力及ばず、そういうことがで

きませんでした。ただ、財政的にはですね、先ほど

も言いましたように少しは良く なってまいりまし

たので、今後については何とか積極的な経済対策が

打てるのではないかなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：そこで、お願いをし

たいのはですね、急激なインフラ整備ではなくてで

すね、やはり持続可能なインフラ整備をお願いした

いと。（聞取不可）というかね。生活というのは、

急に、たくさんお金があっても使えないし、お金が

全然ないと、また生活も成り立たないということで

ありますから。サラリーマンの方はですね、今月は

給料が出たけど、来月はどうなるか分からない、と

いうような生活をするとなると、これはちょっとね、

かなり厳しいなと。方向転換したいなと。こう思う

わけです。これはサラリー  マンばかりでなくて

ね、建設業でも、商業でも、やはり未来を展望でき

るような、そういった売り上げがある、というよう

な状況が望ましいわけで、多くを望むわけではなく

ね、少なくを望むわけでもなく、やはり中道が一番

よろしいかなと考えて。村長は、その辺はね、しっ

かりされているので大丈夫だと思いますけども、是

非、公債費も下がったということでありますので、

期待をしております。 

次にですね、同じ質問になってしまいますけども、

老築したインフラ整備の計画はどのように なって

いるか。やはり急激ではなくてね、確実に、着実に

ですね、次はこれをやる、という計画が  あった

らよろしいかなと考えておりますが、その辺はいか

がでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。最初に、道路など産業基盤のインフラ整

備について申し上げます。高度成長期に集中して整

備された道路等の社会資本は年々老朽化しており、

維持管理に要する増加が見込まれております。道路

整備については維持管理を重視し、取り組んでまい

りましたので、新設路線や改良舗装の計画はありま

せんが、今後は路線の老朽化や必要性等、費用効果

を検討していかなければなりま せん。具体的には

執行方針でも申し述べましたが、本年度から道幅が

狭く老朽化が著しい鬼志別市街地の１路線の改良舗

装に着手いたします。 

工作物であります橋梁につきましては、長寿命化

計画を現在進めておりまして、今後部分的な修繕や

架け替えが出てくるものと推測しております。また、

道路改良等においても、本年度において点検し、修

繕計画を立てまいります。 

水道事業においては、浅茅野地区は道営事業で本

年度から着手いたしますが、他の地区においても調

査を進め、老朽化に対応する対策を講じてまいりま

す。 

下水道事業も水道事業と同様に、昨年で鬼志別処

理施設の更新が完了いたしましたが、今後は他の地

区の診断を継続的に実施してまいります。 

なお、これまで整備してきた社会資本を大切にし、

各事業の計画や更新費用の平準化を念頭に置いた取

り組みをしていかなければならないと考えておりま

す。 

次に、学校、病院、公園など、生活関連のインフ

ラ整備について申し上げます。この関係の整備計画

は、第６次総合計画実施計画書、平成２７年までと、

建物長期営繕計画、車両管理計画、平成  ３３年

までをもって管理しております。これまでは明確な

維持、更新の基準はありませんでしたが、建物長期

営繕計画、車両管理計画の中で管理基準を定め、適

正な管理と費用の平準化を行ってまいります。建物

の更新基準は耐用年数を基本としておりますが、そ

の時点での安全性や劣化の状況を考慮することとし

ております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：私が望んでいるのは

ですね、来年がどうするかとか、今年がどうするか、

ということではなくてですね、最低でも５年、ある

いは長期的には１０年というね。もちろん、年度に

よって見直しというのは必要であると考えますし、

そうしなければ実際のニーズにはね、対応できない

と思いますが、しかし、それにしてもですね、現村
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長がいる間にですね、最低でもですね、５年計画ぐ

らいはですね、あったほうがよろしいかと思うので

すけども、そういった長期的な計画については、ど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：御答弁に

なりますかどうか、ちょっと不安でありますけども、

お話しさせていただきます。長期的な計画といたし

ましては、先ほど村長も答弁させていただきました

とおり、総合計画というものが、まず村の一番大き

な計画としてあります。それにつきましては、平成

２３年度から平成２７年度までの ５か年の村のあ

りようを定めたものになっています。その中で必要

な事業については、実施計画として一定の網羅をし

ながら、議員皆様方のほうにも提示させていただい

ているものと思っています。 

あわせまして、（聞取不可）なりますけども、昨

年来、金子議員からも御質問ありましたが、老朽化

している建物等の管理の計画はないのか、という御

質問もありましたので、昨年の１１月、   １２

月にかけて、各課から聞き取りをいたしまして、こ

れも村長が先ほど答弁されていますけども、平成３

３年度までに各建物、一部橋梁も含めてですけども、

どのような維持管理費が掛かるのか、というものの

計画をしております。それにつきましては、まだま

だ１０年後の部分も含まれていますから、詳細な数

字の積み上げというふうには なっておりませんけ

ども、概ね今、予測できる事業費として聞き取りを

しております。あくまでも１０年後の部分までです

から、その計画年度の目前になりまして、改めて事

務事業評価を行いながら、その優先度ですとか、必

要性を整理しながら実施していきたいというふうに

考えております。 

また、費用負担につきましても、これから起債の

制度もどうなるかというところもありますし、補助

制度がどうなるかということもありますので、それ

らも事務事業評価の時点では、しっかりと整理をし

ながら、最大限、村の財政負担のないような整備を

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）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：大変よく分かりまし

た。常に５年後、１０年後ということをですね、念

頭に置いてされているということで理解したいと思

っております。 

次にですね、農業の活性化に対する村長のお考え

をお聞きします。農業基盤もですね、私が言うのも

何ですけども、将来的にもですね、ＴＰＰも今どう

なのか、よく分かりませんが、将来的に非常に不安

を抱えている業種の一つであると認識をしておりま

す。しかし、農業なくしてですね、日本の国そのも

のが成り立たないということは、誰もが感じている

ことでありますが、しかし、実際どうしたらいいの

かということになると、なかなか分からない。とい

うより、対策がない。こうだ、というね、なかなか

答えがないと思うのです。いや、村長さんは持って

いるかもしれませんけども、ないというのが現状で

はないかなと思うのですね。しかしながら、その中

でもね、目先というかね、３年、４年、５年、１０

年の。１０年まではいかないにしてもですね、農業

に対する村長の思いをですね、語っていただきたい

なと思うのでありますが、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の佐々木

議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。まず、農業関係ですけれども、経営の安定を

図るために欠くことのできない生産基盤の整備を進

めてまいりたいというふうに考えております。積雪

寒冷地の本村にあっては、酪農専業が  唯一でご

ざいます。継続されている事実もあり、牧草以外の

作物を生産し、生計を維持することは不可能であり

ます。その残された道であります酪農にとって、豊

富な土地基盤を有効に活用することが最も重要な要

素であり、既存農地の維持や、整備のための国営事

業や、道営事業を推進しているところでございます。 

現政権では、農業農村整備事業に多くの予算が配

分されており、今日の公共投資が５年後、   １

０年後の生産量の確保に繋がるものと確信をしてお

ります。そして、これら生産基盤の整備が経営の安

定を見通す指標となることにより、後継者の確保や、
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新規就農者の受け入れの気運、意識に弾みがつくこ

とを願っているところでございます。どのような産

業にあっても、将来に対する希望がなければ、これ

を受け継ごうとする次世代の担い手を見出すことは

できないと考えております。 

次に、意欲あふれる酪農家が経営の規模拡大を目

指すとき、又は経営の内面的な充実を図ろうとする

ときに、これら経営を後押しするのが村営牧野の存

在でございます。熟練したスタッフによる確かな飼

養管理、技術は、明日の経営を支える後継牛の確保

を容易にするものであり、個別経営の実態に合わせ

た利用が可能でありますことから、利用頭数の動向

と、利用料金の水準の均衡に配慮しつつ、必要な機

能の拡大を図ってまいります。 

また、少子化による人口の減少が予想される現状

では、牛乳、乳製品の消費の減少も確実であり、生

産調整の悪夢が再び訪れないとも限らない状況でご

ざいます。昨年１月から１２月までの本村の生乳生

産量は、ホクレン稚内支所が発行している生乳受託

販売実績によりますと、４万６５０トンとなってお

ります。本村の人口を２，８００人といたしますと、

１リットルパックで一人当たり年間１万４５１７パ

ックとなっております。現実には、大部分が加工原

料乳として処理されておりますので、飲用としての

消費が必要となるものではございませんけれども、

本村の酪農を支える生乳の消費拡大と考える参考に

なればというふうに考えております。 

さらには、消費拡大に対して本村が取り得る有効

な方策を見出すことは、若干困難かもございません

けれども、より一層、関係団体と歩調を合わせた上

で、消費拡大などに取り組んでまいりますし、冒頭

にも述べたとおり、酪農専業を唯一の道としており

ます本村にとりましては、これまで半世紀余りの道

のりの中で少しずつ築き上げてきた基盤がございま

すので、これを、さらに揺るぎのないものへと確立

し、次の世代へ引き継いでいきたいというふうに考

えております。執行方針を若干かみ砕いたような答

弁になっておりますけども、御了承願いたいと思い

ます。以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：私もね、質問が抽象

的でありますから仕方ない部分もありますけども、

ただ、具体的にですね、同僚議員も何度も質問した

り意見も出ていると思うのですけども、牛乳と肉の

館を利用してですね、もっと農業製品を作れないか

とか、あるいはチーズなどのね、そういった施設も

ですね、助成できないかなどという、そういった案

も出ています。ここで、そのことについては触れま

せんけども、そういったことも、もちろんですね、

村長さんを始め皆様方はですね、考えていらっしゃ

ると思いますので、是非それをですね、早急に具現

化、具体化していただけるようですね、お願いを申

し上げて。 

また、農業基盤とかね、全ての業種が上手く、特

に商業というのはサービス業ですから、農業も栄え、

建設業も栄え、漁業も栄えて、初めて村として商業

が成り立つということであります。残念ながら、こ

の商業というのは実は一番最後にくると。ですから、

商業が栄えているということは、村が活性化してい

るという証しにもなるのですね。ということは、ど

ういうことかというと、逆説的に、商業が寂れてい

るということは、もっと頑張らなくてはいけない、

ということであります。 

もちろん、これは全て村長さんが悪いとか、そう

いうことではありません。我々一人一人がですね、

もっと知恵を絞ってね、何かをやりたい。何かをま

たやるという決意がね、この村に住んで、この村で

何かを作るんだという、一人一人がそういう思いを

すればね、活性化していくとは思うのですけども、

ここは議場でありますから、行政としての対応とい

うことに限定されますのでね、是非、その意味で、

行政として何かを創造していただきたいということ

をお願いして、次の質問に移ります。 

最後の質問でありますけども、育てる漁業の推進

に、どのようにお考えかお伺いしたい、ということ

でありますが、私も漁業ではないのでありますが、

しかしながら、最近、猿払の海で獲れる魚種が変わ

っているということで、魚種が変わるということは、

どういうことか。暖かい所でですね、獲れる魚が、

この界隈でも獲れるようになってから久しくありま
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すけども、ということは海がですね、変わっている

ということになると思うのですね。そうなってくる

とですね、やはり海の整備というか、漁場をね、整

備するということが重要なポイントになるのではな

いかと思うのですよ。 

というのはですね、礼文町とか、それから島など

はですね、枝幸町もそうですけども、コンブ礁とか

をですね、漁礁を作っているのですね。ですが、猿

払村は二、三年前にですね、知来別の港のすぐそば

にコンブ礁の造成をしたきりで、これといってです

ね、手を打っていないような、また、これは村でや

るというよりは道にお願いするしかないのかなと思

いますけども、それにしてもですね、この村で、そ

ういったコンブ礁をやったりですね、そういう漁場

づくりがですね、されていないような気もしますし、

また、ちょっと話が逸れますが、稚内市の声問の浜

でですね、海岸工事を延々と（聞取不可）としてや

っているのですけども、あそこで非常にナマコがた

くさん獲れるようになりまして、今、工事の時期が

ですね、１１月ぐらいからしかできなくなりました。

というより、そのナマコの漁をするために工期変更

を強いられているということであります。 

そういった、ちょっとするだけでね、ナマコがた

くさん獲れるというようになったということは、非

常に羨ましいような、希望が持てるような気もする

のですが、猿払村でも知来別の辺りでウニとかね、

ナマコが獲れるということで、獲った方もおりまし

たけども、そういった漁場整備ということについて

ですね、村長のお考えをお聞かせください。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の佐々木

議員の御質問にお答えします。ナマコ、ウニ、そう

いうのも含めて浅海事業という形の中で過去にいろ

いろ進めてきて、過去にほかの議員さん方からです

ね、いろいろな御提案をいただきながら、その都度、

漁業協同組合様のほうと、いろいろ協議をして、全

体ではないですけれども、協議をしてきた経過はあ

りますけどれも、一応その中では３魚種、主要とな

っているホタテ、それからケガニ、サケについて、

力を入れながらやっていきたいというような御返答

もありましたし、村長もそういうような形で考えて

おりますので、一応この３魚種に絞った中ですね、

ちょっと御答弁をさせていただきたいなというふう

に考えております。 

活力と潤いのある水産業を振興していくために、

漁業者、漁業協同組合、行政が連携し、資源管理型

漁業と、つくり育てる漁業を推進し、ホタテ、ケガ

ニ、サケなど、基幹魚種の安定的な生産体制を維持

するとともに、３漁港施設及び関連施設の整備を推

進してまいりたいというふうに考えております。 

また、重要な生産基盤であるオホーツク海の生態

系の維持を踏まえた漁場環境の保全、循環型社会を

意識した漁業系廃棄物の適正処理、資源の有効活用

など、環境を調和した水産業の振興を図るとともに、

国際競争力のある経済体の育成などに努め、魅力あ

るまちづくりを推進してまいりたいというふうに考

えております。昨年のホタテの水揚げは、約４万３

７００トンとなっております。今後も、ホタテの水

揚げ量の確保と、その水準の底上げができるような

支援をしてまいります。 

また、さらに活力と潤いのある漁業地域の形成の

ため、各関係機関と連携しながら漁業に関する技術

指導の強化や、優れた担い手の育成確保を図りなが

ら、経営基盤強化へ向けた取り組みを推進してまい

りたいというふうに考えております。 

また、水産加工品のさらなる知名度の向上や、消

費及び販路拡大を図るため、観光部門などと連携を

しながら、村外でのイベントの開催や出店などを通

じて、本村の水産加工品の全国へ向けた ＰＲ活動

をしてまいります。 

御質問の育てる漁業の推進以外にも申し述べさせ

ていただきましたけれども、今後も引き続き関係機

関と連携しながら、つくり育てる漁業の主要魚種で

あるホタテ、ケガニ、サケの持続的な安定生産と品

質の向上を図るために、環境収容力に見合った資源

管理型の漁業確立を目指してまいりたいというふう

に思います。 

また、今議員から御提案がありました他の魚種に

ついても、過去からそういうような御提案もありま

したことから、含めてですね、検討をしてまいりた
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いというふうに思っております。検討ということは、

またいろいろ言われるかも分かりま せんけれども、

積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えて

おりますので、御理解をお願いします。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：私が質問したのでは

ですね、育てる漁業の推進ということでありますが、

これは私が考えたわけではなくてですね、漁師の皆

さん方もですね、今の、この状況がね、延々と続く

というように考えていないようでありますので、や

はりコンブとかね、ウニとか。コンブができれば、

いろいろなね、また違った漁業がね、できるという

ことをお聞きしましてね、それであれば是非ですね、

コンブを中心とした、そういう漁場づくりですね、

そういうことに対して推進をしたらどうでしょうか、

という意見というか、そういうお考えはないのでし

ょうか、ということであります。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。今、言われた点はですね、猿払村漁業協

同組合と連携を取りながらやっていきたいなと思っ

ております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：よく分かりました。 

ということで、以上で質問を終わります。ありが

とうございました。 

 

◎ 延会の宣告 

 

○議長（山須田清一君）：ここで、お諮りいたしま

す。 

本日の会議は、これで延会したいと思います。 

 

○議長（山須田清一君）：日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：おはようございま

す。一般質問通告書に基づき、２項目７点ほどにつ

いて質問させていただきます。 

昨日も、この本会議場で５名の同僚議員の一般質

問がございました。その中でも、私の質問項目にあ

る再生可能エネルギーや様々な産業、高齢者福祉対

策等の質問もございました。私の中にも同じような

質問がありますので、ダブるところは省略して、自

分の思いの重点項目等を簡潔に質問いたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

昨日、村長のほうから執行方針の話をお聞きする

ことができました。執行方針の中にも、人口を増加

させるという話が、はじめに、の欄に２項目、おわ

りに、の欄に１項目と。村長の思いが、人口増加に

強い思いを持っているのだなということを感じまし

た。その人口を増加させるための施策を実行すると

ありますが、現実的に具体的な案がないというのが

私の印象でございます。 

この過疎地域を持続させるためには、いかに人口

の流出に歯止めをかけて、人口の増加を図るための

施策を行うか。非常に重要な課題でないのかなと考

えるところでございます。そのためには、今まで既

存の産業の振興策。また、新産業の創出。これは絶

対欠かすことができません。そこで、猿払村でこれ

から有効であろう３点の産業についてお聞きしたい

と思います。 

質問通告書にございます、１番目として、再生可

能エネルギー産業。２番目、森林産業。３番目とし

ては、きのうも高齢者の就業対策等の質問もござい

ましたが、高齢者、幼児、児童の福祉産業の創出。

ボランティアだけで、私は高齢者や子どもたち、障

害者等の見守りというか、そういうことはできない

と考えます。できればそこは、産業を創出して、そ

の点を担っていく。その３点について、１項目目の

質問をしたいと思います。 

まず初めに、再生可能エネルギー産業ということ

で、昨日の同僚議員の質問の中に、バイオマスエネ

ルギーの質問がございました。今年度は村ではなく、

一民間企業、法人が、バイオマスエネルギーを実行

すると、村長のほうから報告ありました。それを応

援するために、何らかの経済対策なり財政支援をす

るという旨の発言がございました。 
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先日の北海道新聞の中に、化石燃料から再生エネ

ルギーに道内を完璧に変換したならば、道内の経済

効果が２６４８億円。それプラス、雇用が  １万

１６００人増えるという記事がございました。道内

で、これだけの経済効果です。北海道全体でやると

なると、非常に厳しいものがあるのかなと。大学の

先生の調査ですから、基本的には調査項目として私

たちも、これを身に覚えておく必要はあるかと思い

ます。 

人口２，７００人の猿払村であれば、もう少し短

いスパンで、このような経済効果を生む再生エネル

ギー産業を創出できるのではないかと、私は考えま

す。そこで１番目に、再生可能エネルギー産業につ

いて、村長のお考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。昨日もお話しいたしましたけども、私も

村長に就任いたしまして、ほとんど知識のない中で

村長に就任することになりまして、何をしたらいい

のか。私は、行政の経験は、ほとんどございません

でしたので、どうしても商売人の感覚で、何をすれ

ば収益をもたらすことができるのか。どうすれば利

益を出すことができるのか、ということから、どう

しても考えてしまいます。昨日も話しましたけども、

ただ単純に税収を増やすということでは、それだけ

では収入の増加には繋がらないと。やはり一番効率

的なのは、人口を増やして、そして地方交付税をた

くさんいただくというのが、とりあえずは、この村

を財政健全化する一番の方法であるのだということ

で、当初から人口を増やすということが念頭にあり

ました。ただ先ほど、きのうも言いましたけど、財

政的にはまだ余裕がございませんでしたので、私な

りに努力して、ある程度の、財政は少しは良くなっ

たと思っております。今後については、積極的な対

策が打てるものと思っております。 

確かに議員おっしゃるとおり、人口増加をすると

言いながら具体的な施策はないのではないかと言わ

れれば、確かにおっしゃるとおりでございますが、

しかし、これを声高々に話すことによって、職員も、

また議員の皆様もですね、必ず協力していただける

という思いで、今年だけではなく、今後において必

ず役立つということで、あえて非難されるのを覚悟

で、人口増加という問題を出しました。 

その中でもですね、ただ今の質問にお答えいたし

ますけども、当村の再生可能エネルギーの活用方策

の一つとしてのバイオガスについてはですね、昨日

も申し上げましたが、その有効性という点におきま

しても疑う余地のないものと考えておりますし、技

術的には道内の稼働実例が示すとおり、ほぼ確立さ

れたものと感じております。本村の糞尿の性状や特

有の気候などを考慮する必要はあるものの、プラン

ト稼働には大きな不安材料となるものはないと考え

ております。 

しかし、これまで申し上げておりますとおりです

ね、村が主体となって運営する方式として、集約型

のバイオガスプラントの検討を進めているところで

ありますが、規模を大きくすることで売電収入の増

が見込める一方で、糞尿の収集や消化液の散布とい

った点でのコストも増大することや、個別農家の現

状の糞尿処理方式の違い、さらには本地域における

系統連携の枠などの問題も多いことから、施設規模

ごとの試算などを重ねていきたいと考えております。 

また、雇用の創出や人口の増といった点におきま

しても、バイオガスプラントの設置のみでは直接的

な効果が期待できるものではなく、電気や熱といっ

たプラントから生み出されるエネルギーの有効活用

が重要であると考えております。 

きのうも申し上げましたけど、私は、まず一つの

モデルとして事業をしていただきまして、その方に

今ある村の助成制度とか条例の中で、できる限りの

支援をしてあげたいと思っております。そして、こ

の事業を必ず成功していただくと。そして、この事

業が成功して、そしてですね、今度は集合型。今、

申し上げたとおり個々の個別型でやるよりは、たく

さんの課題がございます。それを一つ一つクリアし

てですね、そして間違いのないものだと自信を持っ

てやれる気持ちに各農家の方になっていただいて、

そして、四つの農家、八つの農家、そのようにまと

まってですね、一つずつ、このバイオマスプラント

を進めてまいりたいと 思っております。 
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そして、これもきのう申し上げましたけど、これ

は臭気対策。これは農家のイメージを上げるという

ことにも、もの凄い効果がございます。こういう一

次産業の村ですけども、ある程度その臭気は我慢し

なければいけないという考え方も、もちろんござい

ますが、ただ、やはり時代といたしましてはですね、

こういう臭気対策もきちんとできる安心、安全、衛

生的な農業。これを目指していきたいなと考えてお

ります。その一環にも役立つと、そういう意味で、

このバイオマスプラントを是非とも私は進めてまい

りたいなと思っております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、村長の答弁は、

家畜糞尿バイオマスに限った形での答弁を受けまし

た。私の質問内容としては、私は再生可能エネルギ

ー産業という形で、家畜糞尿バイオマスに限らず、

ソーラー、風力、木質系バイオマス等も含めた形で、

私は村の中で産業を起こせないかなと。エネルギー

と、エネルギー産業として、雇用を創出するだけの。

今、村長のお話の中で、家畜糞尿バイオマスをした

場合には、農家さんが集まってバイオマスプラント

を作る。そこに雇用が生まれるかとなると、新しい

人材雇用は難しいのではないかなという思いをしま

した。 

きのうも同僚議員の質問の中で、財政支援なりを

したいというお話もありましたが、私としては、平

成２５年にバイオマスプラントが村内にできるので

あれば、村からの財政支援も可能でしょうけど、私

は人材支援も大変重要なことではないのかなと。そ

ういう成功例を見ていただいて、次のバイオマスプ

ラントの建設時に、その人間が役立てる。村として

はお金を出して、そのバイオマスプラントが上手く

いけば、それでよかった、ではなくてですね、バイ

オマスプラントの技術員を創出するぐらいのイメー

ジでは、どうでしょう。きのう、村長もおっしゃっ

ていました。道東のほうへ行けば、バイオマスプラ

ントに関して一生懸命 やっている所は、やはりガ

スの発生量がいい。となれば、基本的には今、自分

の仕事を持っている農家さんがバイオマスプラント、

大規模なものを持って、今よりも仕事量が増えて、

いくら法人化でやっているとはいえ、なかなか、そ

こまで人材の育成というのは難しいのではないかと。 

例えば、村が１０００万円の支援をするのであれ

ば、人材を１人派遣して、年収４００万円と計算し

て、２年半はただで、その農家さんで技術員として

仕える。逆に言えば、そちらのほうが私としては、

村としての支援としては支援を受ける側が（聞取不

可）しても次のステップに繋がるのではないかと考

えます。そのような施策に対して、村長の考えをお

聞きしたいと思います。それが 一つ目。 

それと、村長も十分御承知のこととは思いますが、

上川管内下川町で、今年の１月から、大々的に道新

の１面、また、２面、３面を賑わせております。林

業のまち下川町でバイオマスで熱電自給と。２０１

５年秋には稼動して、人口の８割を熱、電気を自給

すると。北電から電気は買わないという施策で、人

口３，６００人。うちよりも１千人多い林業のまち

ですけど、うちとは同じにするつもりも、ここでは

ないですが、そのような記事も道新の中であります。

その辺も含めて今一度、再生可能エネルギー産業に

ついてお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：まず最初の質問、人材的

な支援ができないかということでございますが、こ

れに関しましては、先ほども言いましたけども、や

はりバイオガスの量をたくさん出すというのが一番

の課題でございますから、それらの点についても少

し検討してみたいなと思っております。 

また、産業としてもですね、ドイツなどの例によ

りますと、発電するのが主目的になりまして、酪農

が、その手段になっていると。そういう地域も今、

現実的にございます。そこまでいくとは、ちょっと

思えませんけども、そういう意味で産業的にも発展

する可能性は、私は糞尿によるバイオマスにはある

のではないのかなと思っております。 

それと、木質系のバイオマスについてでございま

すが、当初に申し上げましたけども、当村の中にあ

るバイオマスを使ってですね、エネルギー、その熱

を利用して、まちを活性化させていくという、バイ

オマスタウン構想というものが、もう既にございま
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す。そのとおりに実際いっていないというのが実情

ではございますが、できるだけですね、その木質系、

また、そのほかのバイオマスを使ってですね、その

ようなことができるのかどうか。元々そういうこと

を考える協議会もですね、ございますので、今後に

おいて再度検討してまいりたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：質問項目の中には

１から３まであるのですが、全てリンクするもので

すから、今の再生可能エネルギー、産業については、

バイオマスで、うちの村は今年から動き始めます。

次の段階においても、ソーラー、風力、木質系と、

次のステップへ進むよう要望いたします。 

次に２番目の森林産業。敢えて新産業の創出とい

うところで、森林産業を挙げさせていただきました。

執行方針の中には、森林産業の振興とあります。私

は、森林産業、過去は村で林業が行われ木工場があ

り、産業として成り立っていた。今、猿払村では、

森林産業は成り立っていない、という考えの下、敢

えてここに森林産業を入れさせていただきました。

猿払村の土地の７８パーセントぐらいは山林であり

ます。その山林を他の大手造林業者さんや、他の地

域の森林所有者の方々が手入れをし、伐採をし、産

業としては成り立っているのかなと思いますが、村

の中としての産業としては皆無と言ってもいいくら

いだと考えます。いかに村の面積の８割を占める森

林を有効活用していくか。これからの猿払村にとっ

ては重要な課題だと考え、ここに載せさせていただ

きました。 

森林産業の再生は、一つ目の質問にもありました

再生可能エネルギー産業ともリンクいたします。ま

た、これだけの資源がある中、新しい雇用も生める

産業だと考えます。森林産業の再生ついて、村長の

考えをお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今、議員のほうから、

ほとんど林業が当村で行われていないのではないか

という御指摘でございますが、実際は、まさしくそ

うでございます。７８パーセントぐらいが森林であ

るということもございますが、当村の歴史を振り返

りましてもですね、もちろん、私どもの村は漁業が

中心にできたわけでございますが、当初は、それと

もう一つ森林の伐採等による林業。林業から誕生し

た村でございます。そのような歴史を振り返りまし

てもですね、私も、林業が何とかならないのかなと、

かように思っているところでございます。 

先ほど議員も申し上げましたが、本村の森林の状

況といたしましては、大手の森林所有者が占めてい

る状況であることからですね、猿払村森林経営計画

に沿って、森林所有者と村が共同で森林の経営を行

う。森林における施業や法に努めながら、また、効

率的な路網整備や間伐等を進め、森林の有する多面

的機能を十分に発揮できるようにしてまいりたいと

考えておりますが、それが今すぐ人口などの増加に

繋がるとは思いませんが、私たちの子孫に村の健全

な森林を残せるようにしてまいりたいと思っており

ます。 

実際のところ、国などの制度も変わりましてです

ね、林業に関する村の予算は、議員からも指摘を受

けておりますが、年々減少しているというのが実態

でございます。私も何とかですね、実際、課の中に

おいても担当者は他の産業と兼務しながらやってい

ると。力が入っていないと言われれば仕方のない状

況ではございますが、そのような中でも、少しでも

振興できる策を、今後考えていきたいなと思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：私も村長のおっ  

しゃったとおり、森林産業が今すぐこの猿払村で再

生し、人口増にすぐ繋がるかと。非常に難しいと。

まして、ここで質問をしている私も、行政にばかり

森林産業と言っていますが、山林所有者の一人でも

あります。であれば、私たち民間も一生懸命頑張ら

なければいけないし、行政とともに手を組み合って

やらなければならないということも承知はしており

ますが、いかんせん、ここ何年もの間、森林がお金

を生む時代ではなかった時代が長く続きました。今、

ここにきて、国、北海道では、森林を見直そうとい

う施策が数多く打ち出されています。ここで、やは

り一自治体の猿払村も、国、道とタッグを組んで、
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この有効な資源である猿払村の森林を、何とかして

産業再生に向けていただきたいと、私は考えます。

少ない情報量かもしれませんが、少しでも情報を取

っていただいて、国、道とタッグを組んで新しい産

業が生めるよう。 

次の資源としては、村長はよく、猿払村の資源は

豊富だと言います。海も山も、酪農に関しても、ホ

タテにしても、資源は豊富なのでしょうけど、その

豊富な資源を使うためにも、森林に目を向けていた

だきたいと思うところです。 

次に３番目の、高齢者、幼児、児童の福祉産業。

産業という形で、ここに書かせていただいたのは、

村として高齢者の就業対策や、きのうも、ななかま

どの会の話題が、ここでいろいろと出ました。大石

教育長のほうからは、高齢者の方からお菓子の実演

をいただいて、ボランティアでいろいろな人が集ま

って、という話もありました。できれば、そういう

ものを私は、産業として村に根付けられないか、と

いうことで、ここに質問させていただきました。あ

くまでもボランティアで、高齢者の方々や、児童の

方々や、障害者の方々を支えるというのも確かに一

つではありますが、そこに産業が芽生えないと、私

は持続しないと考えます。 

基本的には高齢者の方々と一緒に働いて、それが

高齢者のためになって、それが少なからずとも報酬

という形で返ってくる。そのような産業が、私は必

要でないかなと。同じことが障害者の方々にもいえ

るのではないのかなと。きのうも、義務教育までは

何とかこの村で、という目処が立ったというお話も

ありました。その後、この村では、どうにもならな

いというのが、私は今の現状ではないのかなと。各

企業や村も協力して、そういう受け入れ対策を作る

ことも急務ですが、何とか福祉産業を村の中で創出

したいと私は考えます。 

業者、村、また学校関係者と共に、まず計画を練

ること、ビジョンを作ることから、私は始めるべき

ではないのかなと。何もないところに、すぐ就労支

援とかはできるとは考えません。関係者各位が集ま

っていただいて、一日も早く、そのビ  ジョンを

練るための会なりができるのが、まず産業の第一歩

かなと考えるところです。この点に関して村長の考

えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：ただ今の御質問に

お答えをいたします。産業創設、人口増加という、

そういった村長の標榜する大きなテーマがあります

けれども、こういった視点で高齢者、障害者、ある

いは幼児等を含めた福祉産業ということの可能性と

いうことで、お尋ねであります。 

これまで、昨日も含めて、御同僚議員から御質問

いただいた部分と、やはり関連をしてくるのではな

いかというふうに思っておりますが、きちんと我々

は分析をしなければならないなと思うのはですね、

今の本村の状況としては、高齢者の方々が支援を。

どうしても段々悪くなると。自分自身も不安だとい

う、そういった支援が必要になること。あるいは、

なってきたので、それを予測、あるいは防御するた

めに利便性のある条件の所に転出をせざるを得ない。

あるいは、障害を持つ方々もですね、就労はもちろ

ん、生活するのに困難ということで転出、そういっ

た場を求めていかざるを得ないという、こういうこ

とをきちんと理解をしなければならないということ

を思っております。 

このような状況を踏まえますと、福祉に係わる産

業を興して、人口を増やす、あるいは活況という視

点。そこに就労人口も増やしてという、そういった

視点も、もちろん大事だと思いますけれども、やは

り基本は、私が前段でお話をさせていただいた、人

口を減らさないと。そういう視点で高齢者が元気に

過ごす、あるいは、障害を持った方々が住み続ける

ことのできる条件。これを、どう  やって作って

いくかということが基本だなというふうに、議会で

のいくつもの御質問や御意見をいただきながら、行

政側としてしっかり認識しなければならないのだろ

うと思っています。村長とも、こういうところを、

お話をしているところです。 

議員から今の御質問で、いろいろお話がありまし

たし、昨日等も含めた御同僚議員へのお答えと繰り

返しになりますけれども、教育委員会と保健福祉課

担当のほうで連携をして、高齢者の方々の生きがい
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だとか、働く場の創出に繋がる活動を検討して、試

みとして取り組みを始めたところであります。さら

には、昨日もお話しをさせていただきましたけれど

も、独居高齢者の方々だとか、介護が必要な方、あ

るいは障害者の方々の生活支援に繋がる施策という

ことで、見守りだとか相談支援がセットの住まいの

提供。あるいは、障害者の方々が少しでも就労経験

を積むことのできる場の設定ということで、就労経

験から雇用体験ですね。といったところの企業さん

へのですね、支援制度。これは年頭に検討すると。

していきたいというふうに、きのうお答えをさせて

いただきました。 

さらに、あわせてですね、議員のほうからも、あ

るいは商店街振興に絡んでの昨日の御質問にもあり

ましたけれども、今、指摘をされているのは、やは

り社会的に求められている、あるいは地域が必要と

している取り組み、その仕事といいますか、業務と

いいますか、いわゆるコミュニティービジネス、あ

るいはソーシャルビジネスという、そういった範疇

のものをですね、おっしゃるとおりボランティアで

はなくて、街の中に、具体的に言えば、指摘をされ

ています地域食堂だとか共生サ ロンだとか、そう

いったことも含めてですね、それがボランティアで

はなくてコミュニティービジネスとして、ソーシャ

ルビジネスとしてできると。 

そういった、やろうという気持ちにですね、  

なっていただくような、行政としては運営の支援だ

とかですね、施設設備の助成だとか。それは当然、

商工会だとかですね、地域のほうとの連携がないと

できないことですけれども、具体的には、そういっ

たところを作り上げていくということが、直接の新

しい雇用を作り出す産業、という括りでのお答えに

はなりませんけれども、こういった考え方や施策が

実を結ぶと、成果が現れるというときがですね、地

域の持続というところに繋がるのだろうというふう

に考えております。 

支援策等の一つとしてもですね、人材育成という

視点が必要だということも御指摘いただきましたの

で、そういったこともあわせて、新しい雇用を作り

出すということには、なかなかすぐには結び付かな

いかもしれませんが、そういった意味での行政の支

援策を、産業創造の可能性を考えながら、具体的な

ものを一つ一つ御提案をしていきたいというふうに

思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：再生可能エネル  

ギー産業、森林産業、高齢者や幼児、児童の福祉産

業、という形で、三つの新しい産業についてお聞き

させていただきました。きのうとダブる点もありま

すが、どれを取っても一朝一夕にいくものではない

と私も考えております。でも、難しい問題だからこ

そ、早く計画を練らなければ、実現もまた遠くなる。

できれば、一番近いものから、すぐできる。行政に

もスピードが求められている時代です。今の行政は、

私はチャレンジャーであっていいと考えます。挑戦

する自治体があっていい。昔の感覚でいくと、行政

には失敗は許されない、という私の感覚もあります

が、今の時代、行政も失敗していいのではないかな。

挑戦して、駄目なら見直して、もう一度やり直す。

そこに、不要だと考えられるコストがあったとして

も、それは次のステップとして有用なコストと考え

る。そのような考え方を持って、私は猿払村が進ん

でいっていただければと。できるものはスピーディ

ーに処理していただく。できないものは一度立ち止

まって、もう一回後ろを振り向いて考えていただく。

そのような形で新しい産業が、いち早くできること

を願います。 

次に、（２）と（３）の質問に移りますが、昨日

も同僚議員の方々が、商工業の振興、水産業、農業

とやっていただいたので、（２）と（３）を同時に

質問いたします。執行方針の中の地域産業のところ

で、基幹産業の強化と新たな産業振興への挑戦、と

いう副題がありました。産業振興への挑戦と書かれ

ておりましたので、私は新しい産業を創出するため

に、今回の執行方針があったのかなと考えました。

村長の考えである産業振興への挑戦。具体的中身を

お聞きしたいと思います。 

３番目の質問ですが、既存産業の中で、酪農、水

産、商工業の具体的な振興策についてお聞きします。
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きのうも同僚議員の中でありましたが、できれば具

体的に、これも振興策についてお聞きしたい。 

きのうの同僚議員の質問、産業課長の答弁の中に、

水産の振興は既存の魚種をさらに振興させるような

形で基盤強化を図る、という答弁もありましたが、

この５年間、漁家の人数というか、水産業に携わる

漁師さんと限れば、水産人口としては増えていない

と考えます。うろ覚えで、すいま  せん。この五、

六年、確か２５０名前後で、多分推移しています。

今の基幹魚種のホタテ、カニ、サケを獲っていて、

多分人口増には繋がっていない。今のままでいって

横這いで推移していくのが、今の時代、こういう地

域では優秀なことなのかなと思いますが、産業課長

の答弁のように、既存の基盤強化をして、というこ

とでは、多分、新しい村長の思いの人口増には繋が

らないのかなと。 

農業にしてもそうだと思います。この１０年の間

で新規入植者は、昨年、芦野に入った１人だけだと

思います。その前に入った方々は、浅茅野台地に２

名の方々が１０年以上前に確か入植したと考えます。 

今のままの酪農、水産、うちの基幹産業である二

つ。このままの形を基盤強化して人口増を図るとい

うのは、私は難しいのかなと。きのう、同僚議員の

ほうからもあった違う魚種、コンブやウニやナマコ

や、そのような魚種を考えて、違う職種の漁師さん

が増えるとか、違う酪農家さんが増える。入植者を

増やす、というようなことで人口増を図るのが、私

は具体的な案でないのかなと考えます。その点につ

いて、村長のお考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：私にとっても大変ボ   

リュームのある質問でございまして、何から答えた

らいいのか、ちょっと思い付かないのですけど、適

当に答えますから、後で答弁漏れがあったら教えて

いただきたいなと思います。 

まず、答えやすいところで当然、水産業から話さ

せていただきますけども、水産業に関しましては、

昨日、産業課長のほうから答弁したとおりでござい

ますけど、あの中に、昨年の水揚げが４万３７００

トンという答弁がございましたけども、この数字は

昨年に限っていえば、残念ながら日本一ではござい

ませんでした。１０年振りか何年振りかは分かりま

せんが、日本一の座を、ほかの漁協さんに譲る形と

なりました。しかしながらですね、今は数量を争う

時代ではございません。しっかりとした生産設備に

よって、港、船などの生産施設によりましてですね、

しっかりと資源を作って、それで、しっかりと衛生

管理した加工場で、その上で、販売流通網をしっか

りと勉強して、製品を出荷すると、そういう時代で

ございます。ですから、今後においては生産設備の

充実にですね、国や道の力を借りながら、そして

個々の企業者の皆様にはですね、積極的に村から支

援しながらですね、水産業を振興させてまいりたい

なと思っております。 

また、話が飛び飛びになりますけど、新たな挑戦

ということに関しましては、昨年から申し上げてい

るとおり、私はやはり観光業でないのかなと思って

おります。今年は開村９０周年ということもありま

すけども、それらも踏まえてですね、観光予算も倍

以上の金額になっております。観光協会が中心とな

りましてですね、さるふつ公園の計画とか、様々な

ことを議論しておりますので、この観光産業の中で

も、特に食に関する産業として、二次加工に繋がる、

本当に猿払の名産品を、しっかりとしたものを作る、

そういう産業として、振興させたいと思っておりま

す。 

農業に関しましては、先ほども申し上げたとおり、

私は、みんなが憧れる職業にしたいというのが一番

の思いです。そのためにバイオマスというのは、私

は効用があるのではないのかなと思っておりますの

で。原則的には、個々の農家の皆様に、自分たちの

工法で、自分たちのやり方で、衛生的な牧場を作っ

て、いい品物を作ってください、というのが私の思

いでございますが、そういうことができるような施

策を実行してまいりたいなと 思っております。あ

と何か。よろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。一気

にボリュームの多い質問で申し訳ありませんでした。

一つずつやればよかったなと反省しております。新
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しい挑戦は観光産業というところで、商工観光費の

ほうも、今年度は予算が大分増えているようでござ

います。何とか観光産業を、猿払村の一つの新しい

産業を重点的に、村が一番早く手が付けられる新し

い振興策の産業ではないのかなと、私も考えるとこ

ろでございますので、観光協会の方々と連携を取り

ながら、新しい産業が成功するような形で、今年一

年、観光産業に力を入れていただきたいと思います。 

４番目の質問です。既存産業の振興を図るために

は、新たな人材の受け入れや、後継者対策が重要と

考えます。私たち商工業者も含めてですね、各団体

や個人個人の取り組みも重要であるということは認

識しておりますが、やはり、こういう  ２，７０

０人の小さな自治体です。自治体としての取り組み

も、同様に重要と考えます。村長の考えについて、

後継者対策、新しい人材の受け入れ、というところ

で質問いたします。前回の本会議場での私との質問、

答弁のやりとりでも、村長のほうから、若者とよそ

者が重要である、という発言もいただきました。こ

の点も踏まえて、私も同じように、よそ者という言

い方がいいかどうか分かりませんが、違う地域の

方々が猿払村のキーマンになってくれるようなこと

も必要ではないのかなと考えるところです。村長の

考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。前にも答えたかもしれませんけども、私

も若者、そして、よそから来てくれる方が、これか

らは非常に大切だと思っております。また、遠くか

ら来られる方を温かく受け入れることができる村。

そういう村になっていただきたいなと 思っており

ます。私も人生の半分ぐらいを、いろいろな所で過

ごしましたので、本当に、いろいろな所には、いろ

いろな考え方の、価値観を持っている方がいらっし

ゃいますから、そういう価値観の違う方に、たくさ

んこの村にいらしていただいて、そして、面白い村

をつくっていきたいなと  思っております。 

ただ、現状のですね、後継者等の問題に関しまし

て、村として何をやっているかと言われますと、確

かに、なかなか村として効果的なことができている

かと言われると、できていないというのが現状でご

ざいます。まずはですね、村民に酪農業や水産業、

商工業に対する興味や関心を高めることにより、担

い手の確保、育成や、本村で培われてきた多彩な各

種技術の伝承を図るため、副読本の配布などにより、

小中学生の各産業に関する知識の普及、推進に繋が

りますし、また各加工場、牧場などでですね、体験

していただいて、この猿払村の産業全体をより理解

していただいて、その上でたくさんの、うちの村は

高校以上はありませんから一度外には出ますけども、

一度外に出て、いろいろな価値観を味わってきてで

すね、そして、うちの村に戻ってきて、みんなでこ

の村を活性化させてまいりたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：次に私が発言しよ

うかなと思っている小中学生の体験のことを、村長

のほうから先に答弁されました。私も単純に、後継

者対策、今の商工業や酪農だとかが簡単に後継者対

策というのは、村としても、私たち個々でも、非常

に難しいのかなと。それよりも、今、村にいる子ど

もたちが、村に留まっていただく、  帰ってきて

いただくような施策をすること。村のいいところの

文化を伝承していくことだったり、水産業のこと、

酪農のこと、猿払村の自然、猿払村でしかできない

こと等を、小中学生のときに、そういう猿払村独自

の教育ができれば、村としても、村に戻ってきてい

ただける若者が増えるのかな、という感覚を持って

います。そのためには長いスパンが掛かるかもしれ

ませんが、学校教育関係者との連携を取って、村に

留まっていただく若者を増やす施策が必要だと考え

ます。 

次に、４番との質問とも絡みますが、昨年の  

９月に、地域おこし協力隊という総務省の制度があ

りますよと、ここで村長と質問のやり取りをさせて

いただきました。あれから半年が経ちました。開村

９０周年のイベントに利用したらとか、新産業の創

出とか、産業の後継者対策とか、各集落の支援員だ

とか、いろいろ有効利用の方策がありませんか、と

いう質問をさせていただきました。村長のほうから

は、総務省の制度を利用して、積極的に役立ててい
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きたいという、前向きに考えたいという旨の発言が

ございました。３月定例会を迎えても私の所には、

地域おこし協力隊に関しての情報は、まだ一切入っ

てきておりません。 

新年度に向けて、地域おこし協力隊を募集するの

か。猿払村にとっては必要ない、という答弁でもよ

ろしいかと思いますが、これまでの地域おこし協力

隊の中での検討内容、これからの制度の利用につい

て今一度、質問をさせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。地域おこし協力隊制度については、昨年

９月定例会の一般質問で、受け入れに対して、地域

や関係の団体と協議を進めたい、と答弁しておりま

す。前提で、協力隊員の住居を小石地区の職員住宅

として、募集を行う予定でおりました。そのため、

財政措置などを含め北海道と協議しておりましたが、

今後も小石地区も含め職員住宅などが不足しており、

隊員向けの住居を確保できない状態となっています。

今後は、住居の確保ができた段階でですね、地域お

こし協力隊の募集を行い、制度の活用を図っていく

考えでいます。ちなみに、協力隊員には、住民の生

活支援、見守り、通院、買い物などのサポートや、

情報発信支援、広報誌や村ホームページなどのサポ

ートなどに従事してもらいたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：前回もこの場で、

住居の問題がちょっとネックになるという話を聞き

ました。住居の問題だけなのでしょうか。必要ない

のかな、という気もしております。私は、非常に地

域おこし協力隊は良い制度だと考えている一人です

から、半年、１年遅れることによって、村の財産の

喪失という意味では、もったいない話だなと。 

地域おこし協力隊に募集したときに、世帯持ちの

方もいますでしょう。単身の方もいますでしょう。

単身であれば、１人ぐらいであれば何とかできない

のかなと。公営住宅の政策空き家になっている所で

も、１年間なら１年間、そこに我慢して住んでいた

だいて、協力隊として。多分、都会の方々で、本当

に寒いこの猿払村に来て、そういう所に住んで、大

変だった、という方もいるでしょうし、こういう経

験がいい、という方もいらっ  しゃると思います。

今、都会の若者などは、結構、海外のほうにも行っ

ているそうです。リュック サック一つで海外の支

援にも出向く。東南アジアの発展途上国のほうにも

出向いて、いろいろな子どもたちに支援策を講じた

りしている時代です。同じ国内で、このような方々

が、私は、いるのではないのかなと思います。 

住居だけの問題で地域おこし協力隊を募集しない

のは、非常に残念です。前段からあった新産業の創

出や、再生可能エネルギーも、やはり人材というも

のが重要なキーを持っていると思います。 

先ほども話した下川町のエネルギーの話ですが、

下川町に一の橋地区という限界集落に近い集落がご

ざいます。地域住民８４人。ここに下川町は、バイ

オビレッジと銘打って、８億円ものお金を掛けます。

それで、エネルギーや住居、エネルギー等は自給自

足。多分すごい挑戦だと、私は考えます。８４人の

方々が、どんどん人口が減っていって、それで８億

円を使う。多分、私も猿払村がそのような議案を上

程してきたらノーと言うと思いますが、そこには、

地域おこし協力隊がおります。それで、新しい人方、

新しい移住者を生む。将来性のある、未来を見据え

た、私は施策だと考えます。そういう施策が今の猿

払村には、厳しい言い方をしますと、ないのではな

いかと思います。 

８億円ものを事業を使うこと。先ほども言いまし

たが、行政が新しい挑戦者になっていいと私は考え

ます。今一度、村長の考えを聞きたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：まず、地域おこし協力隊

につきましては、私も必要なものと思っております。

住居等を含めましてですね、もう少し受け入れ体制

を早急に整備したいなと思っております。 

また、下川町の挑戦に関しましても、同じような

挑戦は猿払村ではないのも、また事実でございます。

今後に向けましてはですね、皆さんで英知を絞って

ですね、そのような挑戦をしてまいりたいなと思っ

ております。以上です。 



  －50－ 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは次の質問

に移らせていただきたいと思います。二日目の朝か

ら非常に重たい、ボリュームのある質問で、結構時

間も掛かりましたので、二つに関しては前回も質問

していますし、１２月の定例議会でも同僚議員のほ

うから、村所有の施設についてということで質問が

ありましたので、簡単に、かいつまんで質問したい

と思います。 

質問通告書にあります、旧役場庁舎のように、使

われてはおりますが耐用年数が過ぎているもの。ま

た、猿払小学校のように、廃校になってから  一

度も使われることなく、そのまま閉鎖状態にあるも

の。また、古い職員住宅や古い自治会館等もあるよ

うに感じております。前回も同僚議員に答弁はあり

ましたが、早い段階での計画が、私は必要であると

考えます。村でお金を掛けて維持していくのも一つ

の方策でしょう。それと、早目に解体するというの

も、私は村の判断だと考えます。 

ただ壊せばいいという考えではありませんが、で

きれば古い住宅でも手を掛けて使う。今の地域おこ

し協力隊の話ではないですけども。猿払小学校だっ

て、木造の学校が見直される時代です。北海道の過

疎地域でも、学校がインターネットで売られる時代

です。そのような知恵を行政としても必要ではない

のかと考えます。その辺のことも含めてですね、こ

れからの使用方法や、解体の計画等についてお聞き

します。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。総務課管轄所管で、現在使用されてい

ない施設といたしましては、豊富猿払森林組合倉庫、

旧猿払小学校の校舎、体育館。職員住宅では、１戸

建て２戸と本年度取り壊し予定の１棟２戸がありま

す。 

豊富猿払森林組合倉庫については、光ケーブル敷

設事業の際に工事業者の事務所として使用しており

ましたが、現在は空室の状態であります。事務所等

として、まだまだ使用できる建物であり、当面は現

状のまま管理を続けたいと考えております。 

旧猿払小学校の校舎、体育館につきましては、昭

和４２年に建設され、閉校後にホタテ貝殻を活用し

た製品開発での利用が検討されたり、猿払自治会に

相談し利用方法について協議を進めてきた経過はあ

りますが、現状としては利用のないまま残っている

のが現状であり、このまま再利用の予定がないとす

れば、早い時期に解体を検討しなければならないと

考えております。 

職員住宅の空き家は、昭和４０年代前半に建てら

れたもので、これまで職員等の入居にあわせて修繕

をしながら使用してまいりましたが、耐用年数は既

に経過し、これ以上手を掛けても経費の無駄になる

と判断し、計画的に取り壊すことを考えており、北

１条通りにある１棟２戸につきましては新年度に解

体の予算を計上しているところであります。 

また、昭和４８年に建設され、築４０年が経過し、

現在も使用しております生活改善センターにつきま

しては、これまでも改修工事を行い、維持管理に努

めてまいりましたが、建物の一部にアスベストが使

用されていることもあり、解体の方向で計画してお

ります。 

あと、教育関係の施設につきましては教育長のほ

うから答弁いたします。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：お話のあったように、

オホーツク海沿岸の所で学校が６校、インター ネ

ットで売買されて、そして、いくつかが企業として、

いろいろな活用をされているというような話もござ

いましたし、売れずに、やはり残っている所もある

ようですが、画期的な取り組みでないかなというふ

うに感じていました。そういう意味では前回の中で

お答えした中に、複合的な施設も含めて検討しなけ

ればならないということで、お話しをさせていただ

いたとおりでございますが、教育委員会の管理して

いる施設につきまして報告をしながらですね、今後

その方向性を含めてお話をしたいと思います。 

教育委員会の管理している小学校は６校、中学校

１校。建設年度の一番早いのが、鬼志別小学校の昭

和５８年建設。一番新しいものが、浜猿払小学校の

平成９年というふうになっております。また給食セ
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ンターにつきましては昭和５４年建設で、３４年経

過しているという形になっております。 

また学校施設と併設している教員住宅があります

が、現在、昭和４３年建設のものから平成２２年建

設まで、５１戸を管理しております。その中で今、

入居はしていないものもございますが、それについ

ては遊休施設ということはなくて、人事異動の際に

変動があると。そのための空きの住宅でございます

が、１年というスパンであれば、入居制限をしなが

ら他の利用もしている場合があるという形で活用さ

せていただいております。 

そのほか社会体育施設として、村営プール、柔剣

道場、スポーツセンター、農村環境改善セン  タ

ー、野球場、スキー場などがありますが、プールな

どは昭和４６年、柔剣道場は昭和５２年と、対応年

数を超えているものがございます。 

それから議員の御指摘のあった旧庁舎ですが、昭

和３８年建設で５０年を経過しているということで

ございますので、これらについては今まで行財政改

革以来、（聞取不可）で最低限の補修をして維持し

てきている状態であったために、現時点では教育関

係施設等と改修計画及び解体計画は持ってございま

せん。 

各施設、老朽化だけではなくて、時代のニーズや、

他の総合的な視点も含めてですね、現在の要求され

るものには対応していない状態にあります。そうい

う意味で教育委員会としても、これらの改修計画を

ですね、村全体のグランドデザインと融合させるよ

うな視点を持って、これから考えていかなければな

らないなと。前回お話ししたときと同じ視点でござ

いますが、そのような形で平成 ２５年度を取り組

んでいきたいなというふうに考えています。以上で

す。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：旧役場庁舎やプー

ル、それに村で持っている各施設等。私も、そのま

ま使うのもいいのかなと。計画的に、という話もあ

りました。なるべく早い段階でビジョンを 作って

いただいて、複合施設なり、きのうも同僚議員の中

で図書館の問題等もありました。文化施設、スポー

ツ施設、教育施設等も含めながら、村全体で考える

時期ではないのかと考えるところです。 

次に、６月の定例会で質問させていただいた、利

用されなくなった建築物や工作物についての質問を

させていただきました。具体的には、離農したあと

の堆肥置場等の上屋等ということで質問させていた

だきましたが、その後、各関係団体と協議をして再

利用や再活用の方法を見つけ出すと、答弁をいただ

きました。その調査内容、進展状況についてお聞き

いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。昨年６月の議会の際には、農業用施設

は、その用途で利用することが望ましく、農地、施

設を含めた全体的な活用のため、新規就農などによ

る農場の継承を目指す。一時的な活用が困難な事例

は、ＪＡを中心に、施設所有者、周辺農家と協議し、

有効な活用方策を見出す、と答弁いたしました。 

その後の進展状況といたしましては、芦野地区に

おいて新規就農者の就農が決定し、昨年１１月より

順次乳牛を導入し、搾乳を開始しているところであ

ります。これは、北海道農業公社が事業主体となる

農場リース事業を利用したものであり、離農跡地を

同公社が一括して買い上げ、新規就農者に５か年間

貸し付け、その後、新規就農者に譲渡する制度で、

初期投資を抑えながら農場取得に必要な資産の一部

を形成することができる仕組みとなっております。 

また、昨年の６月の答弁の繰り返しとなりますが、

家畜排泄物法の施行にあわせて整備が進みました堆

肥舎につきましては、このような施設が酪農経営に

必須とされたことから、道営や公社営といった補助

事業を活用し建設したものが中心と なっておりま

すが、残念ながら整備後数年で離農に至ったという

案件が発生しており、利活用につきましてはＪＡが

中心となり協議を重ねた結果、周辺農家の方々が堆

肥の切り返し作業を行う場として利用するなどの方

策を見出しております。今後も、離農に至る経緯や、

離農後の状況が様々でありますとともに、あくまで

個人の資産となっておりますことから、関係する

方々との協議、調整により、合意が可能となった部
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分から進めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１項目目のエネル

ギー関係、産業振興。あと、村有の施設の有効活用

や計画。また、昨年も質問させていただいた、利用

されなくなった上屋の問題といった質問をさせてい

ただきました。昨日の同僚の一般質問から私の質問

まで、産業関係の質問が非常に多いというのが私の

印象です。ということは、裏を返せば、産業の振興

はみんなの思いであるのかなと。また、猿払村にと

っては、停滞まではいかなくても、基幹産業がしっ

かりしているから新しいものには、という考え方が

あるのかなという思いもありました。 

人口の増加、産業の創出等は、高齢者、エネルギ

ー、全てリンクしているものと考えます。私は、こ

の猿払村で夢が語れる、夢があるような村でなけれ

ば、この地域は持続できないのではないのかなと。

村長が言う、日本一安全安心な食料基地をつくるの

も、やはり私は人材が大事ではないのかなと。ただ

地域と基幹産業があるだけでは、私は、このことは

実現できないと。孫の代まで永住できる猿払村をつ

くるためには、私は人材育成は絶対に欠かせないも

のだと考えます。それには先ほども言いましたが、

若者や他の地域の方々、都会の方々の力も絶対必要

だと考えます。 

厳しい言い方をして、未来だとか将来のことを、

あまり考えていないのではないのかなという話も、

ちょっとしたのですが、一つ、村の中での私の提案

であります。エネルギーも高齢者も子どもらも、ほ

かの産業関係も福祉も教育も、私はリンクしている

と考えますので、人口増に関しては。私は、この村

の中でですね、２０代、３０代の職員。  ２０代、

３０代の、この村を担っている産業、商工業者も含

めてですね、仮称というか、私の思いは、環境未来

ビレッジ推進会みたいなものを作って、２０代、３

０代の若い。いや、ここにいる方々が年寄りとは言

いませんが、２０代、３０代の方々が自分の将来を

考える村づくりをできる課というか、会というか。

そういうのはどうでしょうかね。 

各課が離れて、行政の縦割り、横の繋がりが重要

だといわれている中、各課から出て、その理想ビレ

ッジ計画課みたいなものがあって、そこから大きな

将来像が出される。その項目が一つ一つ、産業課だ

ったり、建設課だったり、保健福祉だったり、とい

うところに細かく落ちていく。それをまた、行政マ

ン、行政経験豊富な課長の方々が考えて、猿払村の

未来を語る、できる、実現させる。そのような課や

会があってもいいのかなと思います。くどいようで

すが、猿払村はチャレンジャーであっていいと思い

ます。チャレンジできる自治体の一つとして、北海

道に名を広めていけるような村になっていただきた

いと思います。 

また、今、若い人の話もしましたが、私たちが行

政視察で行った白老町の、おばあさん方の食堂、グ

ランマと言われる所。また四国の上勝町で、本当に

有名ですが、葉っぱビジネス。また、この前、島根

県でも食堂とお土産店を経営している７０代の方々。

７０代の方々でも夢が語れる村。非常に理想ではな

いのかなと考えます。そういうような形で高齢者と

若い方々が、ともに手を取り合って、村の将来を語

れる村になるような産業の創出という課題で、考え

ていっていただけたらなと思います。以上で私の質

問は終わります。 

○議長（山須田清一君）：答弁を求めますか。 

○議員（小山内浩一君）：ありましたら。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の御意見、素晴ら

しい御意見だと、お伺いいたしました。いつか議員

が、この村の先頭になって引っ張る日を、心から期

待しております。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 


