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○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：それでは一般質問通告書に

基づきまして、３点７項目について質問したいと思

います。よろしくお願いいたします。 

まず、公共施設の営繕計画についてということで

御質問したいと思います。 

私、一般質問に今までしたときに必ずしていると

思うんですけれども、３回目のこの営繕についての

御答弁をいただきたいと思います。 

まず、一番でございますけれども、５月１５日の

臨時議会で議決されました、浅茅野小学校の屋上防

水改修工事のようにすぐ対策をとっていれば部分の

改修で済む。それが全面改修となれば多額の経費が

掛かるようになるということでございます。ちなみ

に浅茅野小学校の場合は２７３０万でしたか。改修

工事の計画になっているのですけれど。前回の一般

質問でも指摘して、こういうことはありますよと、

やはり小さいうちに予算を組んで改修した方がいい

んじゃないですか、ということは言ってあったと思

うんですけれども。これ、そのときの質問のときの

答弁にもこれから各課で修繕を必要とする施設を持

ち寄って協議し、優先順位を決めて対応していくと

いうことなんですけれども、本当にそれは予算に反

映されて、当初予算に反映されているのかお伺いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。予算計上の前には議員おっ

しゃるとおり各課から事業に関する資料を提出し、

事務事業評価委員会で内容を協議し、直ちに予算計

上が必要な事業と繰り延べできる事業、それから事

業内容の再考等を事業ごとに分類して最終的に理事

者による第３次評価をもって予算計上の可否を行っ

ております。書類上で判断が難しい場合におきまし

ては、理事者及び管理職で構成する審査委員で現地

を視察し状況確認後、評価を実施して予算に対応で

きるものについては予算を対応させていただいてる

という状況でございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：一般的にみてなんですけれ

ども、例に挙げたように大変失礼ではございますが、

小学校の防水工事も臨時議会でした。今までいろい

ろな改修を必要とする議案もずいぶん臨時会で議決

された過程がずいぶん多かったと思っているんです

けれども。本当にそうであれば、当初にやはり予算

を計上して修繕していくというのが本来の形ではな

いかなと思うんですよ。何でもかんでも臨時議会が

開けば対応できます。という形ではやはり計画性が

乏しいというのか、ちょっとやはり理解に苦しむと

ころだと思うんです。それで一つだけ今回この学校

関係で良かったなと思うのは、関係する皆さんが現

場を確認したと。おそらく今までそんなになかった

ことじゃないかなと思うんですよ。各課から出てた

ものをやはり事務事業評価で対応してきたけれども、

現場を確認しながらやるというのは、そんなにそん

なに多くなかったんじゃないかなと思うので、でき

ればそういう方向にもっていってもらって、これか

ら対応をしていただきたいと思います。まず、予算

の関係についての質問は終わらせていただきまして

２番目です。 

伊藤村長の任期中３年と書いてありますが、これ

は予算が計画できる任期中、３回あるということで

すので３年間という形を区切らせていただきました。

そういう中で想定される施設の費用。これについて

お伺いしたいと思うんですけれども、具体的に必要

だと思われている修繕なり新たな建物なり考えられ

ていることがありましたらお教え願いたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。平成２３年度にまとめまし

た各課所管施設の長期営繕計画、及び車両管理計画

書に基づき、平成２７年度から平成２９年度までの

３年間において所管課から計上されている主な事業

は、鬼志別保育所改修工事、役場庁舎改修工事、独

身寮改修事業、生活改善センター解体事業、やすら

ぎ苑改修工事、国民健康保険病院改修事業、消防デ

ジタル無線施設整備事業、橋梁長寿命化事業、村営

住宅改築事業、保健福祉総合センター改修事業、鬼
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志別小学校改修事業、芦野小学校改修事業、村営プ

ール改修事業、村営牧野家畜保護施設改修事業等が

あり、３年間で１６億   ５０００万。年間約５

億５０００万の長期営繕等の計画がされております。

また、今後もということでございますけれども、今

後は先ほど答弁させていただきましたけれども高齢

者等の福祉介護施設の建設を私も一つの目標として

掲げておりますので、その部分も計画をしておりま

す。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：正直いって３年間で１６億

５０００万くらいの一応お金が必要だと。というこ

とは私も分からないのですけれども。公債費で支払

う昨年度から約６億何千万ぐらいだと思いましたけ

れども。大体借金で支払う額と次の投資が大体同じ

くらいという目途。改修工事についてはそのぐらい

の額になると。新規として高齢者というか福祉目的

のそういう施設も村長のやりたいということになっ

てくるとやはり借金は減っていかないのではないか。

そこで問題になってくるのが公債比率なりなんなり

で苦しまなくちゃいけない事態になる可能性も出て

きます。そういう中でやはりここで起債の毎年の償

還だとか果たしてどのくらいの額になるのか、これ

からの一覧表みたいなものをとりあえず３年間の額

が分かれば教えていただきたいのと、将来的な起債

の償還表というのをやはり議員の皆も知っておいた

方がいいと思うので、提示してもらいたいんですけ

れどもその辺はどうなんでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：ただいまの議員の御質問

にお答えさせていただきたいと思います。現在の地

方債残高の推移見込みでございますけれども、平成

２５年度末ではですね、６２億２１００万くらいだ

というふうに決算ではなっておりまして、平成２６

年度の見込みについてはですね、ふるさとの家の事

業ですとか全部見込みまして最終の起債の残高につ

いては６６億５４００万程度になるのかなというふ

うにみております。この推移でみますと平成２４年

度が６４億７０００万ぐらいなので、それぐらいに

戻ってしまうという形を見込んでおります。平成２

７年度においてはですね、だいたいその事業を見込

んだ形の中で起債の償還も含めて、残高が６４億３

８００万程度。それと平成２８年度においては、見

込みとしては６１億  ３１００万程度ということ

で、平成２５年度よりは下がるというような見込み

を立てておりますけれども、これにつきましては、

やはり今公共施設の管理計画を作った形で午前中に

も皆さんから御質問をいただいておりますけれども、

どこに何を建てるとか、集約させるとか、そういう

公共施設のあり方の計画が出た段階でですね、もう

一度この財源も含めて見直しをかけていかなければ

いけないんだろうなと思っております。今現在につ

いては先ほど申しましたように、２８年度段階では

６１億３１００万程度になる見込みをしております。

これにつきましては、推移表についてはですね、議

員の皆様にお配りをしたいと思っておりますのでよ

ろしく御理解お願いします。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：よろしくお願いいたします。

そういう金額の部分が分からなければ議論もやはり

進んでいかない部分もあるし、一気に借金も増やす

わけにいかないんで、それなりのやはり計画性をも

って対応していってもらえるとは思うのでよろしく

お願いしたいと思います。 

それでこういう中で営繕を考えるときに将来の話

にはなると思いますけれども、浜猿払の小学校が２

７年度から鬼志別に編入するという機会に小学校の

統廃合という議論はいずれ、２７年度までの方向は

あると聞いておりますけれども、いずれ協議しなけ

ればならないと思うんですけれどもいかがでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君）：ただいまの質問にお答え

させていただきます。議員御指摘のとおり統廃合は

その地域の教育のあり方を問うものでありますし、

教育の根幹にかかわる重要な問題であるため、方針

をもち丁寧に進めていくことが肝要であると私ども

も認識しております。国の方では小学校の適正配置、

適正規模をですね、互いに影響しあい切磋琢磨しな
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がら心身の成長を促す規模として １２から１８学

級というふうに示しておりますが、義務教育小学校

の施設費の国庫負担等についての法律においては、

地域の実態によりこの限りではないと示しておりま

す。その後の通達で学校のもつ地域的意義を踏まえ、

十分に地域住民の理解と協力を得ながら進めるとい

う配慮を明確に打ち出してきておりました。 

また、今年２月に開催させていただきました猿払

村学校適正配置審議会でも議員が心配されておりま

す部分も憂慮され話し合われているところでござい

ます。その中で学校の統廃合はそこに関わる人にと

って現在及び未来への希望に大きく関わるものであ

るため、地域独自の事情や願いに十分な理解と敬意

を払うという答申を受けております。そのため、猿

払村教育委員会も第一義的には保護者や地域の声を

大事にしながらその声を受けとめて真摯に対応して

いきたいというふうに考えています。ただ、議員の

質問の意図、真意はですね、きっと人は人の中でし

か育たないという心理を御指摘いただいたもんだな

というふうに感じております。そのように受けとめ

ながら村として学校の状況を俯瞰して方向性をもっ

て教育行政が進められるように、学校運営、特色あ

る教育かどうか。それから、教育効果、本当にその

規模で子どもの全体人格を効果的に育ててあげられ

ているのか。保護者の願いと地域の理解はどうなん

だろう。教育財政効果も踏まえてですね検討を続け

て対応していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：統廃合の議論というのはや

はり、ちょっとなんていうか、言い出しにくい話な

んで現実的にはね。先ほど御答弁いただきましたけ

れど、やはり保護者の皆さんの御意見とか、地域の

理解を得ながら、やはり進めていかなければならな

い問題なんですけれども、いざ村の財政的にどうな

のかということを考えていくと、やはり村や学校も

地域皆が満足できるように小学校も置きます。そし

て、集会所も年数が経ったけれども改修工事をして

お金掛けてやっていきます。なかなかそういうふう

にしてできなくなるんじゃないかという。人口は減

ってきますしね。そういう中で、あれば確かにやは

り便利ですし、あったことにこしたことはありませ

ん。でも、将来的にやはりできなくなることも想定

しながら、やはり村は考えていかなければならない

のではないのかと思うんで、あえて今回この問題に

触れさせていただきました。これ以上お話しすると

私もとんでもないことで言いそうな気がしますので

これで終わらせていただきます。 

次に２番目の公営住宅、職員住宅、教員住宅につ

いてでありますが、これあらかじめお断りしておか

なくちゃいけないのは議員の中でもいろいろな議論

があります。そういう中で、午前中、太田議員の方

から職員住宅の関係の質問でておりましたけれども、

いろいろな反対の人も、民間の力だけでいいのでは

ないかと言ういろいろな意見があると思うんで、あ

えて私も今回取り上げたのは、やはりこの村に住む

住宅がないと先ほどから随分議論され、皆さんがお

っしゃっている事の延長でしかないんですけれども、

そういう中で公営住宅と職員住宅と教員住宅にあえ

て触れさせていただきます。 

そういう中で民間の力を借りて一般住宅の確保を

目的に村が補助金を出して建設していただいて、ち

ょうど今年で３年目になります。そういう中で５万

円以上の家賃に管理費を含めるとなっていると聞い

ておりますけれども、そういう５万円以上を支払っ

て入居できる方はそんなに大勢いるとは思われませ

ん。これ私の感覚なんですけれども、そういう中で

低所得者のためにも公営住宅は必要じゃないかとい

う考えをもっております。それは計画的に建設する

というマスタープラン、去年、一昨年でしたか説明

を受けております。ただ、計画どおりに進んでいな

いのも事実だと思います。公営住宅の話は全く今の

ところもうなくなりました。話として聞いておりま

せん。そういう中で将来、福祉施設、村長の希望も

あってそういう予定をされているんですけれども、

住むところがないのに民間の例えばアパートだって

そんなにそんなに建てれる人、オーナーというのは

そんなに多くないと思うんですよ。５万円も支払っ

て入居できる人もそんなにいないと思うんで、やは

り計画的に公営住宅なり、これ職員住宅に関しては
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やはり補助事業がないということで村費ということ

になるみたいですけれども、やはり計画的に考える

べきだと思います。教員住宅については、先ほど同

僚議員の質問にもありましたけれども東浦の住宅を

借りて住んでいると。そういう中で計画的に建設す

べきと考えますが村長はどうお考えかお伺いいたし

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。公営住宅に関しましては公

営住宅等長寿命化計画により計画化されており、こ

れまでにも多少のローリングがございましたけれど

も、解体、改築を進めております。 

先ほどの答弁と若干ダブるところもございますけ

れども、職員住宅に関しましては太田議員から御質

問に対する答弁もありましたように、昭和４０年代

に建てられた住宅を政策的に空き家にしている７戸

の住宅がありますが、入居可能な物件の空き家は現

在のところ独身寮の１戸しかないというのが現状で

あります。今後の定員管理計画に基づき定年退職者

と新規採用者の数を当てはめたときに既に来年度の

採用時で３戸不足する状況にありますので、これを

直ちに解消するためには喫緊に職員住宅の建設が必

要な状況となっております。また、職員住宅につき

ましては、過去の議会の中で建設について議論がな

されてきており、持ち家を推進することを前提に職

員住宅建設をしない方向性が出されておりますけれ

ども、当時とは社会情勢も住宅需要についても変化

してきていることは議員も十分認識されておられる

と思います。 

また、新たに私が今進めようとしている高齢者介

護者の施設の建設に向けて、当然そこで働いていた

だく方々の住宅の確保も今後検討していかなければ

ならないというふうに思っております。 

また、教員住宅数に関しましては、まず、職員数

の変動ですが、浜猿払小学校の閉校もあり、この５

年間の間に最大９人減る可能性があります。しかし、

これは特別支援学級への入級者を想定しておりませ

んので、例年と同等程度の入居者であれば教員の数

は４名程度と予想されます。その予想にあたって教

員住宅の過不足の説明を続けますと現在教員住宅は

７戸の不足。そのため稚内東浦の住宅を借りたり、

取り壊し予定の住宅に入居していただいて対応して

おります。また、共働きの家庭も７件ありますこと

から、この５年間で３戸から１１戸の住宅が不足し

ます。浜鬼志別小学校の加配が１名あることから、

来年以降、最低でも４戸の増築は不足となります。

都市部均衡と違い転勤してきたときに必ず入居でき

る条件がなければなりませんし、中堅の教師を呼び

寄せるには住宅環境は大きな要素となりますため、

教員住宅につきましては来年度以降も建設をさせて

いただきたいというふうに考えております。 

住宅政策に関しましては持ち家住宅、民間賃貸住

宅補助を推進してまいりましたが、それぞれ予想を

上回る建設件数ではございますが、職員住宅及び教

職員住宅の不足を補うまでには至っていないという

のも事実でございます。いずれにしましても役場職

員などの推移を見ながら今後の建設の必要性が生じ

た段階で議員の皆様からの御意見を拝聴しながら計

画を図ってまいりたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：よく分かりました。そうい

う中でやはり、本当は役場の職員の方に持ち家を持

ってもらえれば一番いいんだろうとは思いますけれ

ども。ただ、定年になってからの仕事とかいろいろ

人生設計は皆さん個人個人お持ちだと思うんですよ。

そういう中でやはり、この村にはやはり、そんなに

仕事が多くあるというふうには思いませんし、なか

なか持ち家住宅を建てるかという、個人で建てるか

っていう事に判断なかなかできない職員の皆さんも

多いんでないかと想像できるわけです。そういう中

でやはり、これからの推移なりみながら計画的にと

いうのは、やはり本当に必要でないかなと私個人は

そう思っています。それで教員住宅につきましては、

やはりどこの学校をみても一戸建てで、やはり３部

屋くらいあって凄くそれが独身者でも住宅みたいな

感じなので、やはり勿体ないが気がするんですよね。

やはり独身者向けの教員住宅もあった方がもっとそ

ういう面では建設コストとか抑えられる部分もある
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ようなと思うんですけれども、その辺どうしてああ

いう家の作りになってるのかちょっと私は分からな

いので、独身者向けってそういうアパートみたいな

感じはやはりできないのかどうか後でお伺いしたい

と思います。 

低所得者向けという公営住宅というのは、やはり

計画あったとしてもやはり進んでいかなくては、や

はり低所得者向けの対応というのはできてこないよ

うな気がするので、先ほどからその土地が空いてい

るだとか、解体してそのままだという議論も随分出

てますけれども、やはり年次計画で解体して建てる

とそういうふうにしていった方が、やはり低所得者

向けの公営住宅というのは私は必要だと思うし、や

るべきだと思っております。 

そういう部分でもう１回、教員住宅、公営住宅の

考えをもう一度お伺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）：教員住宅の関係について

お答えさせていただきます。どうして３部屋もある

住宅に独身が住むのは勿体ないのではないかとの御

質問かと思います。きっと今までの中でいけば家族

持ちがいつくるか分からないということでの住宅の

施策だったのかなと思いますが、猿払村は独身住宅

用ということで浜鬼の方にもそういう建築をしてご

ざいます。そういう意味からすれば、そちらの方の

方向性ももてるのではないかと思いますが、私の考

えではですね、できるだけ教員は地元に住んでもら

いたいなというふうに考えています。そうなったと

きには独身住宅を各地に作るというふうになると、

そのときには家族も来られないという場合もあるの

で難しさも伴うんですが、でも今の状況、今までの

推移も含めてですね独身住宅ということも考えてこ

れからの中で生かしていければなというふうに考え

ております。補助率が５５パーセントございますの

で、そういう意味では有効な活用を展望をもって計

画的に進めていこうというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：議員の質問にお答えい

たします。公営住宅の今後の計画でありますが、本

年、平成２６年度につきましては、鬼志別にて１棟

２戸、平成２７年度につきまして、鬼志別にて１棟

２戸、平成２８年度につきましては、浜鬼志別にて

１棟２戸と計画しております。その先については基

本計画にのっとってやってい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。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：民間アパートも進めて、全

力で進めていただいて、そしてまた、公営住宅、ま

た、職員の方の住宅であったり、教員の住宅であっ

たり、そういうのはやはりアパートだけだと、やは

り今の公営住宅と同じような状況に、だから耐用年

数がきたら皆もう同じになってしまうという。やは

り計画的に村が公営住宅なり、そういう計画でもっ

て対応していけば、将来的にもやはりいろいろな住

宅政策なり何なりが機能するんじゃないかなと、こ

れ片方だけだとなかなか行政だけでやっても機能し

ないし、民間だけでやっても機能しないし。だから、

いい方向に向かうにはやはり両者がうまいバランス

でやはり計画的にやってくれることが一番いいと私

は考えているので、ぜひ計画があるのであれば先ほ

ど説明いただきましたけれども対応していった方が

いいんじゃないかと私は思います。 

３番目の酪農対策についてお伺いします。第一点

目ですけれども、ポロ沼地区の国営総合防災事業に

ついてでございますけれども、ポロ沼地区の防災事

業も皆さまの理解によりまして工事も大分進んでお

ります。受益者となる我々の畑も面整備、ようする

に畑に切り替わる面積も増えてきました。そこで以

前にも質問しましたけれども、そのときもあまりい

い返事いただけなかったと思うんですけれども、受

益者の負担軽減の考えはまとまったのかお伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。本村は草地型酪農の地域で

あり、安定的な経営を進めるためにも定期的な草地

整備を行うことは重要な取り組みとして私も認識し

ております。御質問にあります国営農地防災事業ポ

ロ沼地区は、平成２３年度に着手し、平成３１年度
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の完成を目指しており、今年度の農地整備に係る事

業量は１００ヘクタール程度が計画されております。 

また、ポロ沼地区以外を対象に道営草地整備改良

事業シネシンコ地区も平成２４年度から平成 ２９

年度の期間で実施中で、各酪農家の草地基盤を整備

するにあたり、より負担軽減が図られる事業を選定

し現在実施しております。 

ポロ沼地区事業受益者の負担軽減対策でございま

すが、事業着手前の事業促進期成会等で事業用の土

を村有地から使用し、その売買代金を負担軽減に使

ってほしい旨の話があったことについては元村長の

方から聞いております。しかし、置き土工として必

要な土量が詳細設計後の平成２２年度で大きく減少

したことや、土の輸送距離が長く燃料費の高騰によ

る影響が大きいことから土取り場の事業地域付近へ

の変更も現在求められている状況で、さらに同程度

の負担で道営事業を実施している農家もおりますこ

とから、このことも視野に入れて、今後は全農家を

対象とした草地整備に対しての有効な支援策を、取

りまとめ団体となる東宗谷農協など関係団体と今後

十分協議を進めて検討してまいりたいというふうに

考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：このポロ沼の置き土の関係

でございますけれども、我々としては置き土はやは

りしてほしいという希望は、随分面積的には多いん

です。でも予算の関係からその国の考えなりからや

はり置き土の面積が減ったということもあって、な

かなか土地の嵩上げをして排水をよくしようという

考えだったんですけども、なかなかそこまでの予算

が置き土をやると多額といいますか、相当な額にな

るもんですから、やはりその辺が予算からというか

想定から外されてしまったというのは現実ではない

のかなと思うんです。けれどもそういう中で受益者

だけではなくて皆の負担軽減も含めて東宗谷農業協

同組合とも協議するということなので、皆さんと一

緒に協議するっていうのは大事なことだと思うんで

すけれども、これいつ頃まで、期限がないとなかな

か、今度私が質問しないとまた進まないというよう

な事になっても困りますので、ある程度のその時期

はどのくらいでそういう支援対策なりなんなり結論

として出せるのかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君）：御質問にお答えします。

村の調べではありませんけれども宗谷総合振興局の

調査の中では、年間の草地整備量、補助事業を使っ

ての草地整備を含めてでありますけれども、管内全

体で約４．３パーセントの草地整備しか行われてい

ないということで、私より金子議員の方がより詳し

く御存知だと思いますけれど、草地については大体

１０年から１５年、長くても１５年ぐらいに更新を

しなければ牛の趣向性、栄養分等々の弊害が出ると

いうふうに僕らも抑えております。今回、御質問に

ありましたポロ沼地区は  ３１年まで、道営草地

については２９年まで、というまだまだ経営するう

えでは長いスパンでの取り組みが必要だというふう

に思っていますので、今、私達が考えているのは中

山間制度、中山間直接交付金のあり方が２６年度で

一度、２６年度を期限に新たなものになりそうだ、

という推移をみながら農協と協議をして草地整備の

推進率をいくらかでも高められるようなものにして

いきたいというふうに考えております。２０年ほど

前には種子の補助ですとか、タンカルという石灰成

分の補助制度も行っておりました。なかなか時代の

流れの中で受益者に使われなくなりそのまま廃止に

なったという経過もありますので、その辺について

は農協としっかり協議をしながら先ほど言いました

中山間の推移もみながら、なるべく早く進めていき

たいというふうに思っておりますのでよろしくお願

いします。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：坂本課長が言われたように

ある年数が来れば草はもう栄養価が無くなる。ただ、

坂本課長が言ったように１０年とか１５年くらいま

でもつ草はほとんどありません。やはり １０年以

内です。草地更新していかなかったら栄養価は保て

ません。やはり結構既存の土地に関しても草地改良

は頻繁に行っていかないと、栄養価を保って牛が安
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心して食べられる草ってのはなかなかなってこない

というのが現実だと思います。そういう中で農協も

含め中山間のこれから２６年度で一応落ち着いて次

年度あたりからいろいろな考え方はもう出てくると

いうことなので、そういうのを含めて分かった時点

でやはり早々と対応をしていただきたいと思います。 

２番目でございます。酪農ヘルパーですけれども、

これ皆さんほとんど知らなかったと思うんですけれ

ども、猿払酪農ヘルパーは危機的な状況にあります。

最大７名のスタッフがいたこともあるんですけれど

も現在は４名です。１名の方は秋に浅茅野に入植す

る予定になっておりますので３名になってしまいま

す。ちなみに来年の話をしますと、来年の３月にな

りますと１人のヘルパーの方が奥さんの実家の方の

入植希望でまた退職します。だから今の新規が入ら

なければ２名になってしまうという現状になってお

ります。それでアベノミクスの影響もあり建設業も

同じ悩みで随分もっているようなんですけれども、

やはりなかなかこういう仕事には募集しても電話も

ないというそういう状況になっているようです。う

ちらのヘルパー組合も随分募集には力を入れてやっ

ているんですけれども、やはり全然連絡もこなくな

ってしまうと、ちょっと２・３年前からの状況とは

がらっと変わってしまったという状況にあります。

だからヘルパー組合も一生懸命努力してそういうふ

うにしているんですけれども、ここでやはり村長も

副村長皆さんそうなんですけれども、やはり出る機

会がありましたらやはりそういうことも酪農ヘルパ

ーもＰＲをしていただきたいと思っております。 

これが１点と、この酪農ヘルパー組合に対して村

の支援が今、予算ベースで９０万になっております。

他の市町村と額を比較対比しても非常にやはり低い

数字です。このことについてどう考えてるか２点。

そのＰＲの部分とこのヘルパー組合に対する支援の

額が低いということをお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。猿払村酪農ヘル

パー組合は平成２５年度の稼働実績が１９２４日と

なっており、村内酪農家の休日確保と怪我などの緊

急時のサポートとして、私もとても重要な役割を果

たしているというふうに認識をしております。今年

４月に開催されたヘルパー組合の定期総会において

も専任のヘルパー職員の退職など人員の確保に対し

て厳しい状況であるということを聞いております。

そのことから議員もＰＲ活動ということでお話をさ

れておりましたので、今年 １１月札幌市で開催さ

れる新農業人フェアに参加し猿払村のＰＲとあわせ

て新規就農希望者やヘルパーに興味を持つ人の掘り

起こしを行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

また、ヘルパー組合に対する支援としては議員御

承知のとおり村から９０万円の運営費補助を支出し

ているほか、中山間集落推進協議会から  ２７０

万円が支出されております。他市町と金額の比較で

はすべて中山間協議会から支出の自治体や逆にすべ

て自治体負担などそれぞれであるのが実態です。村

としましても引き続き中山間地域直接支払制度の推

移をみながら、今後ヘルパー組合と十分この運営費

補助について協議をしてまいりたいというふうに考

えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：ぜひ１１月の酪農人フェア

というところで、ぜひＰＲをお願いしたいと思いま

す。ちょっと気になったんですけれども、ヘルパー

組合に対する支援で中山間の話しが出てるんですけ

れども、これ中山間って村の予算なんですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：中山間事業の中身について

は国が２分の１、道が４分の１、市町村負担が４分

の１という形の中で支出をしております。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：なんでこういう言い方をす

るかというと、これ村の支援というのは中山間に支

払い４分の１していると、草地の負担軽減の話しも

そうなんですけれど、だからそこでということなん

ですか。ということは、村の支援とか当然酪農関係

にすれば、そちらの方ですべてまかなってください

と、とにかく村は話としてまとめることには協力し
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ますけど、お金の方はそっちの方で対応してくださ

いということなのかな。村が直接予算化して出して

る金は９０万と中山間というのはいろいろなことを

やってる事業なんで、中山間という組織は、会長さ

んも別におられますし役員さんもおられると思うん

だけれども、そういう中で村は窓口にはなっている

と。それは間違いありませんけれども、そういう部

分でなんていうかフォローする団体でしたっけ、私

は認識違うんですよ。中山間というのは独自の考え

をもってやっている部分、会長はじめ役員さんでや

ってると思うんで、そういう村の足りない部分のフ

ォローをするのは中山間の事業ではないと理解して

るんですけれども違いますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：中山間支払制度の部分につ

いては村の方から４分の１を出しているという部分

で、出しているからすべてそこで出している部分に

ついては他の諸団体の方に出してくれというふうに

は決して私も思っておりません。その中で推移をみ

たいという部分については、平成２６年度で一つの

中山間事業の３か年の区切りが終わりますので、２

７年度以降どのような中山間の支払制度直接交付金

がなるのかという部分がまだ明白になっておりませ

んので、その推移を見定めていただきながら今後進

めていきたいというふうに言ったつもりでいるんで

すけれども。ただ、その制度がまた２７年、２８年、

２９年と続けば、また、いろいろな形で補助金の対

象に、交付金の対象になると思いますけども、そち

らの方と対応を考えながら進めていきたいと。です

から村が村道の維持補修いろいろな農道、維持補修

の部分について村ができないからすべて中山間の共

同取り組み事業の中でやってくださいよというふう

には決して私も思ってはおりません。村でやるもの

については村でやりますし、中山間の共同事業取り

組みの中でやっていただきたいものについてはやっ

ていただくというふうに考えております。すべて中

山間の方にお任せという形では決して考えておりま

せんので、申し添えたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：村の組織かのようなそうい

う雰囲気のお話の仕方もあったもんで。ちなみに参

考までにあれなんですけれども、今、村が９０万出

しております。予算からね。ヘルパー組合に対して。

中山間から先ほど村長もお話しになりましたけれど

２７０万、農協が２００万これで運営しています。

ただ、この中山間、村が９０万、本当は１８０万を

村が予算でみて支払いを昔はしていました。たいへ

ん村も苦しい中だったんで、中山間に置きかえてと

いう話しで中山間ではじめて９０万。それで、年度

途中でやはり人が増えたりするんで２７０万まで上

がったと思うんですけれども、やはりそうなれば村

も例えばね、同じ額くらいにするとか、やはりした

方がいいんじゃないかなと思うんです。ちなみに稚

内ヘルパー組合には、稚内市８３０万出しておりま

す。沼川ヘルパー組合には８６０万出しております。

豊富ヘルパー組合は９００万。南宗谷、枝幸ですけ

れども、この組合には４５０万。中頓別はヘルパー

組合に２８５万。浜頓はゼロです。こういう状況に

他の市町村はなっております。それからしてもやは

り第１次産業を、特に農業に対する１番人の確保な

り新規就農をするにあたっての人材育成難する場所

っていうのは、ヘルパーが一番大事なところだと思

うんで、やはりこの辺に村も支援の仕方なり額なり

やはり考えていっていただきたいと思います。答弁

はいいんで、来年度の予算に反映されることを期待

しております。 

３番目に、後継者対策ですけれども、農業団体含

め、ＪＡ含め、現在、ＴＰＰ、農協改革など大変厳

しい農業状況にあります。村に戻ってきて酪農をし

ようとする若者は大切で、また、大切に村としても

考えてほしいと思います。個人的な考えなんですけ

れども、どこの時期にするかっていうのは意味があ

りまして、帰ってきてすぐの時期がいいのか、親か

ら経営移譲を受けた時点がいいのか、協議する必要

はあると思うんですけれども、私個人の考えでは牛

２頭、初任牛になるんですけれども、大体春先だと

やはり１００万越します。１頭５５万とかなります

から１００万以上を超えるんですけれども、そうい

う頑張れやっという意味で牛２頭を贈るという政策



  －9－ 

何かはどうなのかなと思って質問します。また、商

工との関係、漁協との後継者との関係とかいろいろ

あるんですけれども、農業っていうのは特殊という

か３６５日やはり生き物を扱っている、休みがない

という特殊事情もあります。そういう中でやはりこ

ういう厳しい農業情勢の中、頑張れやという意味も

込めてこういう対策、後継者対策を打ってもいいん

じゃないかと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○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

をさせていただきたいと思います。村内の酪農家へ

の後継者の状況を調べていただきました。６０歳以

上の経営体が１９あるうちの１６経営体に後継者が

おり、ほかに在学中が１名という安定した経営が維

持されていくものと認識しております。御質問の後

継者対策につきましては、新規就農者誘致条例にあ

ります営農環境整備などと同様な内容でこれから早

急に検討させていきたいというふうに思います。そ

の部分が議員御提案の牛現物補助がいいのか、現金

補助がいいのか等も含めてですね今年度より東宗谷

農業協同組合が行う担い手対策事業と内容協議をし

て進めてまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：やはりこれだけ厳しく政府

からも、ＴＰＰ、また、農業改革など農業がターゲ

ットになっているようなそういう政策も出ておりま

すけれども、そういう中でやはり若者が希望を持っ

て、よし頑張るぞという気持ちが持てるような対策、

そういう協議をしてもらえそうなんですごく安心し

ました。ぜひ、進めていって、早めに、その６０歳

以上の人手１９人いるうち１６戸に後継者がいるな

んてことは他の市町村ではないと思うんで、ぜひ、

定着できるように村も支援をお願いしたいと思いま

す。 

これで私の質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 


