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○議長（山須田清一君）： 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行いたします。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：それでは一般質問通告書に

従って質問したいと思います。 

まず第１番目に福祉タクシー無料チケットの具現

化について。村長は消費税の値上げに伴う低所得の

年金受給者に福祉的な救済措置として福祉タクシー

無料チケットの配布を考えているとのことでしたが、

実施はいつ頃になるのかお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。第１回定例会において総務課に指示し

検討している最中であると回答いたしました。その

後の経過といたしましては旭川陸運支局とも協議を

進めながら無料チケットをどの程度、どの範囲で配

布するか、現在、保健福祉課と総務課と協議の最中

であり実施内容が決定次第、手続といたしましては、

その内容を猿払村地域公共交通活性化協議会に諮り、

決議の後、関係条例等の整備をすることになります

ので、私としては来年度当初からを目指し実施でき

るような形で現在進めております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：来年度ということでありま

すが、すでに消費税は上がっていますし、それに皆

さん御存知のように石油製品の値上がりというのは

異常です。これらを考えると、来年までというとひ

と冬越えなければいけない。福祉灯油の件も含めて

早急に検討し、さらに実施をしないと、これは観光

資源に、観光のことについては我々議員も含めて何

とか観光開発しようと頑張っていますが、しかし、

それにつけてもさらに低所得者層の特に金受給者の

対策が遅れるということであれば、これは片手落ち

ではないのかなとそう思うわけですよ。ですからそ

ういう意味では、なるべく早くしないとせっかく考

えておられても、やはりありがたみが半減してしま

うのではないかと考えているのですが、その点いか

がですか、お伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

します。議員のおっしゃるとおり早急にという希望

は重々承知しております。ただ、前回の他の議員か

らの御質問もありましたとおり、果たして片道５０

０円がいいのか、どうなのか、という御質問もござ

いました。そのことの料金の値下げも含め、この無

料チケットも含め、現在検討しております。ただこ

の部分につきましては、先ほど答弁でも言いました

けれども、猿払の地域公共交通活性化委員会の中に

図った中でですね、協議をいただいて決定をいただ

かなければならないということもございます。この

部分については、一応定例として年一回の会議がご

ざいますけれども、この部分につきましては早急に

年内にもう一度開かさせてていただいて、今の案件

について協議をしていただいて、新年度から実施を

していきたいというふうに考えておりますので御理

解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：何回も同じ質問をしても

堂々巡りになりますので、ただ、私、新年度という

ことについてはちょっと納得ができないので、また、

機会を改めてですね質問をさせていただきたいと思

います。できる限りですね早急な対応をお願いして

この質問は終わりにしたいと思います。 

次に高齢者向け公営住宅について及びまちづくり

計画についての質問をいたしたいと思います。一番

と二番が重複し、同じような質問なので一括でお願

いしたいと思いますが、一番目として、なぜ高齢者

住宅を一箇所に集中させたのか、北町にどんどんで

はないですけれども、私も何回もなぜそうなのかと

いう質問をしました。理事者が変わっても計画が変

わらないというこの虚しさを感じながら再質問をさ

せていただいているわけでありますが、たしか副村

長が議会事務局長だった頃に一緒にたしか東川町に

視察研修に行っていると思うんですよ。そのときに

東川町では高齢者を一箇所に集めるようなそんな愚

かなことはしない。これは覚えているんです。そん

な愚かなことはしないと。二階建て公営住宅の一階

は高齢者用。二階部分を一般用公営住宅として高齢
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者は日中でも在宅している場合が多いので、子ども

をみることができるし、高齢者にとっても心強いと

思うというような内容のお話をいただいたと思いま

す。これについて村長のお考えをお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

します。一番目の御質問でございますけれども、鬼

志別団地では平成１９年度より現在まで４棟 １４

戸、うち高齢者向け１３戸、一般向け１戸が北町に

建設されております。高齢者向け住宅の建設につい

ての考え方ですが、住宅マスタープラン基本方針に

基づき高齢者の居住不安の解消、住まいの確保、高

齢者の住み替え支援など高齢者が安心して暮らせる

住まいづくりを考えたものであります。 

議員御質問の高齢者住宅を一箇所に集中させたの

かという御質問ですが、村としては高齢者向け公営

住宅建設開始当時、高齢者の国保病院への通院、迅

速な保健師訪問サービス、介護支援等を考え住宅を

点在させず保健福祉施設の近郊である現在の場所に

建設したものというふうに考えております。 

また、二番目の質問になりますけれども、私も高

齢者と若い人たちが同じ団地の中で生活し一緒に支

えあい交流しながらお互いが見守りあっていくのが

地域のためだというふうに思っております。昨年同

じ鬼志別団地において２棟４戸のうち１戸分を若い

世代に限定して公募をいたしましたが残念ながら応

募はありませんでした。今後も高齢者と若い世代が

助け合いながら生活できる団地の形成をできるよう

今後検討し、そして猿払に行けば安心して生活でき

るといったニーズが出てくるような村になるよう施

策の展開を図ってまいりたいというふうに考えてお

りますので御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：最初の安心できるという、

高齢者が安心できるために一箇所に集めたことには

あたらないのではないのかなと思うんです。高齢者

だけを孤立させてね、一世帯だけ若者が住んでるよ

うな地域に住むというのは住みづらい。同じように

似たような世帯数がないと人間というのは意外と安

心しないもんなんですよ。だけど、かといってすべ

てそういった人たちが一地域に集まってしまうと町

としての機能ができなくなってしまう。今、実際私

が住んでるもんですから痛切に感じるんです。 

例えば自治会の班長制度にしてもなり手がいない。

３年に１度当たるような感じです。今引っ越しされ

ている中で班長をやってもいいよというのは一世帯

しかないわけで、あとの方は歳だからできないとか

いろいろな諸般の事情でできないという。そういっ

たことで活性化がしにくくなりつつあるわけですよ。

そういう危惧があるからこそ東川町ではそうことは

しないというふうに、なるべくしないような町づく

りを考えてされたと思うんですよ。 

その時に建設課の課長さんと係長さんも一緒に行

ったわけです。その時の建設課長さんも係長さんも

是非そういうふうにしたいということで戻ってきて

委員会があったおりにそういう発言をしたけれども、

今村長さんがおっしゃったように中々変えられなか

ったという、一回決めてしまったのをやはり見直す

だけの力っていうのも、一回計画したからこのまま

でいってしまうというのは、どうも行政というのは

そういうことが多いと思うんですよね。民間では昨

日やったことがだめだったらすぐ今日は変える。や

り方を変えるとかね。もの凄い早いわけですよ。も

ちろん決める人も一人か二人で決めますから。そう

いった悪いなと思ったらすぐ変える。またそういう

能力もある。しかし、行政っていろいろな手数を踏

まない、議員会があったり、いろいろな人の意見を

聞かなきゃいけないというね。そういったの分かり

ます。だからあえて何回も私も質問しているわけで

すよ。またこの質問のような意見のようなことも何

回も言うのは実はそこにあるわけですよ。何とかし

ないと何も変わっていかないという常態が、私はこ

のことを言い始めてからもうかれこれ６年ぐらいに

なります。６年間言い続けて、ずっと言い続けたわ

けではないけれども。回数変われども何の答えも返

って来ないという。ぜひ、若い村長に斬新的な村づ

くり、まちづくりに期待したいと思ってこのように

質問してるわけですから、ぜひ、見直しをお願いし

たいと思っております。これについては、次の質問

と関連しますのでお答えはいいですけれども。 
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次に民間アパートに対する補助もしていますが建

てる場所が偏っています。せっかく補助金を出して

いるのにどうして偏るんだろう。村の考えるまちづ

くりってどうなっているんだろうと思う方も多いよ

うです。我が地区にアパートが建ってほしい、若い

人に住んでほしい、しかし、公営住宅用地だから空

き地のまま何年もそのままであります。村の人口が

増えているわけではなくアパートが建ったところに

移動している。もともと住んでいたところは空洞化、

人が、若い人がいなくなってしまうというそういう

状態です。そのことについて村長はいかがお考えで

すか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。過去２年間で民間アパートは４棟 １

６戸。本年度も１２戸が鬼志別に建設される予定で

ございます。現在まで鬼志別地区以外での建設計画

を持っているオーナーさんはおりません。村といた

しましても全村で民間アパートの建設ができるよう

３月議会で承認を得たところでございますけれども、

鬼志別以外での建設については今後補助を優先させ

る考えであります。 

また、先ほど太田議員の御質問にもありましたが、

土地の提供でございますけれども村有地は限られて

おりますので、現在、公営住宅跡地の民間アパート

への転売が可能なのか宗谷総合振興局と協議中でご

ざいます。この協議の内容につきましては決定次第、

また議会の方に御報告をさせていただきたいという

ふうに思っておりますので御理解をお願いいたしま

す。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：先ほどのお答えでですね、

高齢者住宅の中に一般向けの住宅が１棟あるという

ことでしたけれども応募がなかった。ですから高齢

者ばかりになってしまったというお答えでしたが、

そこにせっかく４棟、全部で６棟あるわけですけれ

ども。おっしゃったように公営住宅用地が転売でき

るかどうかというそういうことを先に考えておかな

いと、もうすでに４棟も建ってしまって、あそこに

は高齢者ばかりが集まってしまう。あそこにぜひ民

間アパートをお願いしたいということは何度も私も

質問したわけです。お願いもしました。その方がい

いんじゃないかと。ところが、偏ってしまってあの

ようになってしまっている。南区ばかりに建ってし

まっているという状態ですから。まちづくりという

そういった配置を考え、全体的な配置をきちんと計

画をたてて考えてほしいということです。そういっ

たことを村長さん一人で考えるのではなくて、役場

の方ほとんどが皆どうやったら一番いい、まちづく

り委員会というのもあります。あるんだけど、どの

ようにそういうことが話し合われているのかなとい

うふうに、今の民間アパートの建て方を見てると何

の施策というか方向性が全くみえないというか無い

んじゃないかなというふうに感じるわけですよ。ぜ

ひそういった観点からもう一度検討をお願いしたい

と思うんですけどその辺はいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：ただいまの御質問にお答

えしたいと思います。私も今議員の言われたことに

ついてはですね、確かにそうだと思うような考えを

持っております。今後についてはやはり山森議員の

ときの御質問にも答えたようにですね、公共施設の

総合的な管理計画、これをきちっと作ってですね、

将来の公共施設のあり方、あるいは公営住宅のあり

方、公営住宅も含めて公共施設の総合的な管理計画

になっていくものでございますし、やはりまちなみ

の形成についてもですね、きちっとそれを考えなが

ら公共施設の管理計画をもう一度策定してですね、

その上で皆さんの御意見を伺って、どういうものが

どういうところに建てるのが一番いいのかとか、ま

ちなみがどういうふうな形で作った方がいいのかも

含めて今後検討してまいりたいと思いますのでよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：検討したいというそういっ

たお話は実はもう何回も質問するたびに聞いてまし

て。もう６年もやっているわけですから同じような

質問。ということは最低でも６回は聞いているわけ

ですけれども、６回以上は聞いていると思うんです

けれど。その度に村長さんはじめ副村長さんは検討
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したいと。こちらは期待して待っているわけであり

ます。しかし、いつまでたっても変わらない。ぜひ、

今回はそういうことは絶対ないだろうと期待してい

るわけであります。最高の四番打者ということで、

期待をしておるわけでありますが、しかしこれ、実

際にですね、例えば公営住宅計画はあるのはわかる

んです。しかし、３年も４年も最低でも３年以内に

きちんとした計画、あるいは計画がないんであれば

転売してまた新しく公営住宅用地だって造成。今回

も宅地造成するわけですから、その宅地造成したと

ころに公営住宅が建ったって別にいいわけでありま

すよね。どうせ宅地造成するわけですから。だった

ら、今、目先のそのまちづくりというのをぜひ検討

していただきたい。やはりスピードが大事だと思う

んですよ。私も何回も同じこと言いますけれども、

あそこに住んで約２０年近く空き地でしたからね。

高齢者住宅用地になっている公営住宅の跡地は間違

いなく２０年以上、私が出戻りしてもまだ建ってい

なかったというそういった状況が続いておりました。

これはなぜそうなのかと不思議でしょうがなかった

ですけれども、そういうことのないようにぜひ早急

に検討していただけるようお願いして次の質問に入

りたいと思います。 

４番目ですけれども、また、東川町の話です。公

営住宅は木造で東川町は公営住宅を建てている。そ

れは建築費が安いから。そして耐用年数が１０年過

ぎたら住んでいる人に売却。修繕費は掛からない。

売った後、固定資産税が入る。なおかつ、定住促進

ができる。民間アパート促進条例ができたときに質

問しました。民間アパートはなぜ１棟４戸何ですか

と。その後、条例が改正され１棟２戸まで補助金対

象になりました。しかし、耐用年数１０年経っても

１棟２戸で売却しにくい。１棟１戸ではなぜだめな

のか。建築コストが掛かるから。土地利用が無駄に

なるからとの御返答でしたが職員住宅は１戸建てが

多くあります。西町の職員住宅はすべて１戸建てで

すよね。この考え方の違いはどこにあるのか定住促

進まちづくりの観点からお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。公営住宅は低家賃で低所得者に供給す

ることが望ましいことであり、１０年過ぎたから特

定の入居者へ売却するということは一応猿払村では

考えておりません。民営賃貸住宅建設促進条例は平

成２６年３月定例議会で１棟４戸から１棟２戸以上

に改正されております。今年度も民間から民間アパ

ートを１棟２戸で建設する旨の申請がありましたが、

１戸当たりの建設費用がかさむことなど採算性がと

れなくなることから１棟４戸に変更になりました。

あくまでも民間のオーナーが建物の種類、大きさ、

間取りを決定するものとなっております。議員の御

質問にありますとおり１棟１戸につきましては快適

な住まいづくり制度の対象になると思われますので、

そちらの方で対応していただ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）：今のお答えの中で猿払村で

は考えていないということでありますね。なぜ考え

ないのかということをまずお聞きしたいです。とい

うのはですね、公営住宅というのは基本的に建設費

も高上りというのとやはり維持費が掛かりますから

東川町の場合はそういう維持費を考えて安い木造で、

なおかつ、その１０年経ったら住んでもらう。そう

すると解体費が掛からないわけです。なおかつ固定

資産税が入る。そこ検討しないとおっしゃるんであ

ればなぜそういうことを検討しないか、その辺をま

ず教えていただきたい。まずそこから。そのことに

ついて教えてください。お願いいたします。 

細かく言うとここでいう固定資産が入る。では固

定資産がいらないのか。いらないということになり

ますよね。定住促進ができるんじゃないですかと話

であって、定住していかないのかというふうになり

ますね。低所得者層というのは分かりますけども、

古い公営住宅なんかはね空いているわけです。そこ

を直せば、これが民間に売っていただくなり委託し

ていただければ、ある程度のお値段できちっと人が

入れるように住めるようにそういうことは可能です。

責任を持って可能だと言い切ることができます。特
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に豊里団地なんかはちょっと直せば人が住めるよう

な状況もできるはずです。しかし、結構あそこも空

き家があると思います。今回調べていないので、前

回調べたときは空き家がありました。そういった観

点で入って古くなるとなかなか入りにくくなる。だ

からそういう意味では１０年経ったら売ったらいい

じゃないですか。自分の責任で直すこともできます

し。同じこと何回も言いますけど、固定資産税も入

る。売却益も入る。売却増になるかもしれません。

それに定住促進もできる。解体費もいらない。そう

いったところをちょっとその部分だけでもいいです

から。猿払村は考えないんだというんであれば、そ

ういったことについてちょっとお考えをお願いしま

す。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：ただいまの御質問にお

答えいたします。手元にちょっと資料を持ってきて

おりませんが、公営住宅法において４分の１を超え

た耐用年数については、入居している人物もしくは

非営利団体に売却することができるが、国土交通大

臣の許可を得なければならないという条文がありま

す。それによって今現在のところ猿払村では売却を

する予定は持っておりません。 

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）：私が望んでいるのはそうい

うお答えではなくて。現実的に、仮にそういう制度

があったとしても東川町ではそういうふうにされて

いる分けですから。実際出来るということです。や

れば。やる気があれば。私が質問したいのは、なぜ

しないのかという理由を知りたいんです。ただこう

だからしない。例えば解体費が掛かったって新しい

方がいいとか。公営住宅は少しぐらい金が掛かった

っていいんだとか。そういった明確な答えを欲しい

わけですよ。木造で建てるとやはり音というのが非

常にするものですから、１棟１戸が理想です。木造

であれば。先ほどの村長の返答の中でオーナーさん

が金が掛かるからというそういうふうに考える方も

もちろんいらっしゃるかもしれませんけれども、先

の先まで考えて１棟１戸だったら売れるから少しぐ

らい費用が掛かってもやろうかなと考える方だって

おられるわけですよ。だけども補助金で全部縛って

しまうからいろいろな考え方ができないということ

です。それを行政側で押し付けるというその辺のこ

とがよく分からないんです。簡単に言うと。建設課

長さんがおっしゃって、確かにそういう理屈分かり

ますよ。実際にそうやってやっているところもある

わけですから。なぜ猿払村はしないんですかという

お答えがほしいわけですよ。こういうわけで売却し

ないとか、こういうわけで木造住宅はしないとか、

定住促進なんて考えてないからしないとか。少し言

い過ぎかもしれませんけれども、考えてない方いら

っしゃらないかもしれない。だけども、もし考えて

いるんであればその方がいいような私は気がするわ

けですよ。実際東川町でやっているわけですから。

私はそこに非常に賛同しました。なるほど。補助金

事業でやっていく。すごいなと、活気があるなとい

う感じがします。ちょっと話が飛んでしまいました

けれども、その部分ずばり、なぜ売却しないのか。

その辺です。 

○議長（山須田清一君）：昼食のため１時まで休憩

させてもらいます。 

答弁者に対しまして質問に的確に簡潔に答弁でき

るようにお願いをして昼食といたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：午前中の質問の部分につ

いてですね、御答弁をさせていただきたいと思いま

す。最初に午前中にですね明確な答弁をできなかっ

たことに対しましては、本当に誠に申しわけなかっ

たと思います。改めて陳謝いたしたいと思います。 

最初にまず佐々木議員の御質問にお答えをいたし

たいと思います。まず何点か区切ってでございます

けれども。最初に公営住宅の売却の問題でございま
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すが、これにつきましては基本的には公営住宅法の

関係の部分で売却はできないという形にはなってお

りましたけれども、平成８年の法改正によりまして

過疎地域においてはですね、この売却については特

例が設けられたという形がございまして、いわゆる

一定の年数、木造であれば今  ３０年でございま

すけどもその４分の１が過ぎていればですね、その

公営住宅と例えば４棟で建ってる場合については、

その４棟全部と敷地の部分については譲渡できるよ

うな法的なものもございますので、その辺について

は用途変更がなればですね可能ではないかというふ

うに思っております。 

それと東川の関係でございますけれども、東川の

住宅については１０年で売却できるというふうな形

で視察のときにも向こうの方からですね話がありま

したけれども、いわゆる東川の住宅についてはです

ね、当時定住を目的に建てた住宅。通称帰ってこい

よ住宅というような形でありまして、当時の国の経

済対策、いわゆる今でいえばまちづくり交付金とか

ですね、町で自由に使っていいよというような補助

金を利用して建設したものというふうに認識してお

ります。それで将来買っていただくこともですね視

野に入れて建設したものでありまして、議員のおっ

しゃるとおり１０年をめどにですね買っていただく

んであれば買っていっていただきたいというような

思いで町も建てたというふうに聞いております。町

の思いとしてはですね。その建てた建設の分につい

ては、東川はやはり農家の方が多いので農家の後継

者のＵターンを目的にして建てたというもので、農

家の方であればですね１０年を超えてもやはり一定

程度定住が可能だということで戸建てを補助金を使

って建てたという思いがあったということでござい

ます。 

それで、現在の状況としてはいわゆる今の建てる

住宅をですね１０年経過したところではあるんでし

ょうけども買った事例はないというかですね。そう

いうような形になっております。 

先ほど太田議員の御質問にもありましたけども、

やはりこの住宅政策についてはいわゆる産業の部分

に関わるもの、あるいは今の民間賃貸住宅その辺も

含めてですね、何が住宅政策で望ましいか含め国な

どの今現在ある補助制度をもう一度考えてですね関

係条例の見直し、あるいは新規制定がいいのか含め

て検討してみたいと思いますし、公営住宅の部分に

ついてもですね売却が可能であれば、それを買って

いただいてですね、民間住宅に改築をして入ってい

ただくというところも含めたり、仮に１棟２戸で条

例を改正しておりますけれども、この１棟１戸の御

指摘の部分もございますので、この辺も含めて、今

持ち家制度の部分も条例もございますので全部を含

めてですね、もう一度住宅政策については検討して

みたいと思いますのでよろしく御理解を願いたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：私も１棟１戸にすれば必ず

売れるというふうに考えているわけではなくて。た

だ、行政が縛るのではなくてもっと自由に民間が考

えるようにしていただきたいというのは私の本質的

なお願いであります。先ほども同僚議員が何人も質

問していますけれども、猿払村は住宅困難地域だと

私は思ってるわけで、私だけではなくて皆がそう思

っているわけですよ。ただ、そういった事が解消さ

れるように。また、なるべく安い方がいいわけであ

りますから。そういった方向でぜひ御検討をお願い

したいというのが私の質問の趣旨でありました。 

次に職員の研修についてであります。村において

実質公債比率が新設されてから新規事業がほとんど

なくなり補助金事業なども皆無になりました。ただ、

公債費比率を下げるためだけに腐心してきたように

感じます。その結果として労働力も減退し、特に商

工業は寂れ、村に活気がなくなったように感じます。

議員研修で訪れた町は実質公債費を下げながら補助

金を活用し工夫を凝らしたまちづくり、風力発電、

太陽光発電、道の駅は第三セクターでありながら黒

字経営、町の補助金はなし等々、特に岩手県の葛巻

町は周りは山林、近くに大きな市はなく久慈市に行

く途中の小さな町でも道の駅は黒字経営だそうです。

ただ、公債費比率を下げるだけでは職員も萎縮し村

も萎縮してしまいます。下がったモチベーションを
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上げるには百聞は一見にしかず、どんどん体験する

ことだと思いますがお考えをお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの議員の御質問に

お答えいたします。議員のおっしゃるとおり様々な

報告書等の印刷物やインターネット上での閲覧では、

先進自治体の取り組みについて本当に知りたい部分

を知り得ることができないと私も考えます。やはり、

直に見て聞いてくることが職員にとって最大の収穫

となると思っておりますし、村としても職員研修旅

費を予算計上し自主的に研修テーマを掲げ、研修地

も探しながら何人かのグループで研修する形で年度

当初から職員に対して募集をしているところでござ

います。今年度はこれまでに２件の応募があり、秋

までの間で日程を調整し視察研修を実施するよう進

めているところでございます。今後もできる範囲で

職員研修の機会の充実に今後も努めてまいりたいと

いうふうに考えております。また、議員の御質問の

あったとおり議員と動向を私も昨年させていただき

ました。確かに議員おっしゃるとおり百聞は一見に

しかず、私も職員はいろいろな地域、いろいろな市

や町村を見て回って、それをない物ねだりをするの

ではなくて、それを持ち帰ってその地域に合ったよ

うな行政の施策に展開していっていただきたいとい

うふうに思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：前向きな御発言、誠にあり

がとうございます。人材は宝です。人材がいないと

どうしても町は寂れてしまう。しかし、人材という

のは黙っていても集まるものではないのです。誰で

も人材になるんですよ。ただ、お金を掛ければいい

っていうものではもちろんありませんけれど。しか

し、必要なお金っというのはある程度掛けないとこ

れはもう人材は育たないと思います。ぜひ、村長の

手腕に期待して人材育成に尽力を尽くしていただい

て私の質問はこれで終わります。 

以上です。 


