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○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。 

５番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：おはようございます。

それでは通告書に基づきまして、大きく３点につい

て質問をいたしたいと思います。年４回の、私たち

の貴重な一般質問。いろんな政策の提言。年４回も

か、と感じる人もいれば、年４回しかないのか、と

押さえる人もいる、様々であろうと思いますけども、

私は大変貴重な時間という捉え方で質問いたします

んで、村長もそのあたり意識して、一つ、よろしく

お願いしたいと思います。よろしくお付き合いいた

だきたいと思います。 

それでは質問に入らせていただきます。まず第１

点です。新たな観光資源の掘り起こしと、今日まで

言われております、滞在型の観光。いろいろ滞在型

の観光を振興していく、という標ぼうしていながら、

なかなか実現できていないというのが実態であろう

と。そういう押さえから、政策の提言も含めまして、

質問していきたいと思います。 

本村の優れた自然環境、産業、豊富な食材等を有

機的につなげ、観光客の拡大と、さるふつ公園での

定期的なイベントの開催、冬期間の来訪者の増の対

策、地域産業との連携による体験・滞在型観光の充

実を、執行方針の中で、今年度の重点政策として標

ぼうしておりますが、具体策について伺いしていき

たいと思います。 

まず第一に、現状での村の観光資源の掘り起こし

作業と、それを商品化するための作業を、どう進め

ようとしているのか。また、その作業によって掘り

起こされた資源、商品を、どう活用して、どう事業

化を図っていくのか。これについてお伺いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞田議員の

御質問にお答えいたします。昨年、私も産業課長時

代に、首都圏の旅行会社に、村民の協力の下、パン

づくり、そば打ち、乗馬体験などのツアーのオプシ

ョナル商品として打診を行ってまいりました。しか

しながら、猿払村独自の体験ではない。ちょっと集

客は厳しい、などとエージェントのほうから特に引

き合いはございませんでした。そういった中の御意

見を基に、現在、本村の自然環境とともに、基幹産

業である農業、漁業での体験が多くの観光客に魅力

を感じてもらえるものとして、商品化を目指してま

いりたいというふうに考えております。 

まだ、議員又は村民に具体的な内容を話せる段階

ではございませんけれども、漁業に関する商品化に

向けて、御協力いただける方々と現在、協議を進め

ております。その中で、観光客を受け入れるに当た

り、器材の整備や安全対策など、多くの課題が現在、

出されております。今後、詳細の協議を進めながら、

商品化のめどがついた際に、改めて皆様方に御報告

をさせていただきたいというふうに思っております。

農業に関する体験につきましても、牛乳と肉の館で

の取り組みもあわせ、関係者などと協議をしてまい

りたいというふうに考えております。 

また、今回、予算上程する予定でございますけれ

ども、今年の新たな取り組みとしまして、５月、６

月の２か月間で、道の駅イベントホールを会場に、

首都圏からのツアー客５００名以上を迎える予定で

ございます。この取り組みに関しましては、道の駅

出店者や観光協会員も参加して、ツアー客を迎える

方式で、細部を煮詰めている最中でございます。 

あわせて、イベントホールを使って行ってまいり

ます定期的なイベントの内容につきましても、昨年

度以上に磨きをかき上げ、村民にも喜ばれる形とな

るよう今後、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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：パンづくり、そば打

ち、乗馬。そういったことも、商品をエージェント

に売り込んだと。集客が厳しいと。ということは、

個性がないということなんだろうと思います。それ

と漁業についても、ホタテ操業だとか、そういった

部分を直接見学することの体験、そういったことも

対策として考えて、相談しているということです。

それについては理解しました。どん  どんやって

いただきたい。 
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それと、言ってみれば、道の駅まつりというよう

な感じで、従来の延長線上でやってきておりますけ

ど、また今年も、そういう延長線上でやるんだろう

と。若干それにプラスアルファを付けて やってい

く、集客を図っていく、ということで答弁ありまし

たけど、今までのレール、延長線上で、プラスアル

ファをしただけにすぎない。はたして、これで観光

振興が図れるのか。 

本当に、資源があり余るだけある、という表現を

しているわけですから、その資源を、どう商品化す

るかということが今、我々に求められていることな

んですよ。だから、一生懸命に探さなきゃならない。

その商品になるもの、資源をですね。きのうの野村

議員の質問に対する答弁を聞いておりました。山森

議員の質問に対しても、具体的な資源がある中で、

こういう商品化もできるんでないか、というような

提案もなされてるはずなんです。私も全く同感でで

すね、ある資源は何でも商品にしよう、っていうぐ

らい貪欲な取り組みをしなければ、やっぱり振興な

んて図っていけない。そんな半端なもんでないよ、

というふうに思うんです。 

私、きのうの野村議員、山森議員の質問を聞いて

る中で、ちょっと思いつくものを挙げてみました。

漁業の部分でつながっていこうとすれば、ホタテの

操業の見学だって、定置網の網起こしを見せたりな

んて、これはいいことだなと。これもいいなと。で

きれば、魚の解体ショー。これはマグロを持ってき

てやるわけにはいかないですけども、アキアジでも

結構じゃないですか。それだとか、根室でやってる

バードウォッチング。酪農の乳搾りの体験、野菜づ

くり、アイスクリームづくり、バターづくりと、

我々も体験しました。資源があるんです。すごくあ

るんです。雪原を歩くことも資源になってるんです。

シジミ採り、チカ釣り、ワカサギ釣り、和菓子づく

り、うどん・そば打ちづくり。数え上げれば切りが

ないぐらいの豊富な資源がある。しかし、それは商

品化できてない。 

全く、本当に、このままでは取り残されるな、と

いうぐらいの危機感を私は持ってるんです。しかし、

今言ったようなものが、資源としてはあるけれども、

商品として本当に売り出していけるんだろうか、と

いうことを考えれば、今言った漁業の安全面の問題

だとか、いろいろあるでしょう。だから、１回行っ

て、交渉して、そういう問題があるなといって、そ

れから１年間ほっとけば、仕事なんて進んで行かな

い。１０年たってもできないです。何回も何回も粘

り強く、さらに粘り強く交渉をして道を開いていく

という形を取っていかなければ、商品化は絶対に無

理なんです。何とか、その部分。発想を変えてとい

うよりも、転換をしてというよりも、逆転の発想を

して。 

例えばですよ、これは一つの例ですけども、これ

も今の体験型という部分で考えていけば、住民の協

力がなかったら、できませんね。今、挙げたものだ

けでも。例えば、和菓子を作るにしても、それに精

通した人でなければならないですね。協力を求めな

きゃならない。そういう人とのつながりも大切にし

ながら、いろいろな横の連携を取っていけば、さら

に、いろいろな効果が期待できるということですか

ら、今一度ですね、これらについての考え方。資源

を挙げて、これは商品化できるかできないかという

作業を、きちんとやっていく必要があろうと思いま

すけども、今一度、考え方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・登壇）：今の観光の部分につ

きましては、なかなか猿払村、昔みたくですね、青

い海があって、青い空があって、おいしい空気があ

って、広い大地があって。こればかりでは、なかな

か売り込んでいけない。まして、猿払村については

温泉施設もない。普通の沸かし湯でやる。そういう

ハンデを背負った中で、旅行客、観光客を誘致して

いかなきゃならないという部分については、今後、

商品化に向けて何を売り込んでいくかというふうな

観点に立った場合、やはり猿払村としては、今、議

員おっしゃられた漁業・酪農業の一次産業の食とい

う部分があります。こういう部分に特化した中で商

品化をしていかなきゃならないと思っておりますの

で、今、議員から提案のあった部分については今後、

粘り強く関係諸団体とも協議をさせていただきなが
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ら、十分に商品化になっていけるような形で、少し

ずつ手を付けてまいりたい。 

私も当時は産業課長としての責任がありましたか

ら、決して１年半という部分の中で、手をこまねい

ていたわけではなくて、さらに道の駅等のイベント

ホールを使いながらですね、様々なイベントを、過

去以上に展開してきたというふうに、私は自負をし

ております。その中で、今年度も新たな形で、いろ

んな事業を、手探りをしながら、観光協会、村民の

諸団体の方々の御協力を得ながら進めていきたいと

いうふうに考えております。 

また、遊漁船だとか、いろんな形の中で、皆様方

と、いろいろ今、検討をさせていただいております。

そういうことも含めて、これから積極的に進めてま

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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：きのうも議論されて

おりました協会。言ってみれば観光協会。その中で、

ちょっと感じたんですけど、観光協会だとか村は何

をすべきなのかと。きのう聞いた、宿泊者にサービ

スをする。非常いいことだろうと思います。宿泊し

た人にはホタテの一かけらでもいい。アキアジでも

いい。そういったもののサービスをしながら、そう

いう新たなサービス展開もしていきたいというよう

なことも申し述べておりましたが、そういう部分で

は、そういうこともあわせて、一生懸命やっていた

だきたいと。そういうふうに思います。 

それとですね、一昨年、公募で観光協会の職員を

採用しました。いろんな効果を期待したから、採用

したんだろうと思うんですよ。しかし、それが途中

で退職。私の見る限りでは、応募はしたんだけど、

何をやっていいのかというものが、彼女は、なかな

か見えてこなかったんじゃないだろうかと。それを

的確に指示をして、リードしていくという役割の人

は、いるんですよ。そのために役職っていうのがあ

ったり、上司っていうのがあるわけですから。そう

いう人たちがリードして、こういう作業を今しなき

ゃならないぞ。急がなきゃいけない。いつまでに、

これをやらなきゃならない。こういうこともやりな

さい。ああいうこともやりなさい。そういうことが

組織としての正常な在り方なんですね。それが、ち

ょっと崩れてるんでないかというような、私は、そ

んな気がしているんです。それは村長も感じてるだ

ろうと思いますから、あえて、そこについては言い

はしません。 

また後で、資源の部分については話して、ホテル

の関係から関連して質問します。それでは２番目の

ですね、ホテルの大規模改修。これが実施されてい

るんですけども、施設の改修によって、観光拠点と

してホテルの経営が、どう変化していくのか。稼働

率の向上は。そして、経営の安定を図ることができ

るのか。これを改修することによって、いろいろな

施策、政策の展開ができるのか。そんなことを、経

営計画を含めて、しっかりとデザインし、地域住民

が親しめるものであったり、観光客の増、特に冬期

間の観光客誘致。これはホテルの指定管理者に丸投

げして。ちょっと言葉は悪いですけども、全て任せ

てね。ではなく、村も積極的に、こういうことをや

ったらどうだ。お手伝いできますよ。こういうこと

はできますよ、というものを提言しながらやってい

くべきだろうと思いますけども、今後の経営理念だ

とか、滞在型の観光振興を、どうやって取り組んで

いくんだろうか。自立した経営に向けての経営理念、

経営目標、計画、そういったものを、きちんと樹立

した上で、さらにそれを住民に明らかにした上で、

大規模改修。これは６億円前後が掛かると言われて

おりますけども、住民の理解の下に、これを進める

べきと考えますが、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・登壇）：ホテルふるさとの家

の大規模改修については、私は二つの大きな意味を

持ってるというふうに思っております。一つ目に、

１号館が平成元年に、２号館が平成５年に建設され、

既に２０年以上が経過しております。これまで改修

工事を行ってきておらず、経年劣化や老朽化が進み、

経営にも支障を来す状態にあったため、ホテルの永

続的な必要性を認識した上で、剥離などのおそれが

ある屋根や壁の改修と、著しく機能の低下した暖房

機器、給排水管などの更新を行うものでございます。 
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二つ目は、議員の御質問にもありましたけれども、

村民の皆様に親しみを持ち、利用していただくため

に、大浴場の新設と、くつろげるスペースの整備を

行い、ホテルの利用度を上げるためのもので、隣接

する憩いの湯を統合し、管理費用の減額を図ること

を、あわせて目的としております。 

また、ホテルの経営に求めることは、村民の利用

者、観光などで宿泊される方など、それぞれに満足

な時間を提供していただくことであり、指定管理者

と行政が、誠実に、信頼関係を持ちながら進めるこ

とが大事であります。また、それぞれの役割がある

と考えておりますし、今後もしっかりと協議を行っ

てまいりたいというふうに思います。 

それらのことから、今回の大規模改修は、施設の

永続的使用と利用者の満足度を高めることを目指し

たものでありますし、また、改修工事におきまして

は、３か年の過疎計画の議会での御承認を得た中で、

平成２５年度から平成２７年度までの３か年計画と

しており、現在、第１期工事が終わろうとしており

ますが、改めて、今後、開催されるまちづくり懇談

会などで、ホテルふるさとの家の利用促進のために、

改修内容などを含めて住民の方々に説明をさせてい

ただきたいとい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、答弁あったとお

り、私も理解はしております。老朽化、機能低下。

これには当然、手を加えていかなきゃならない。当

然のことです。それは理解いたします。それとあわ

せて、現有の機能にプラスアルファ、村民がいかに

親しみやすい、そして利用していただける施設にし

ようとしている、ということで答弁いただきました。

これについて私は理解しないわけではございません

から。全く考えることは同じなんです。ただですね、

あまりにも投資額が大きすぎるという心配がありま

す。 

実は昨年ですね、ふるさとの家の大改修が、活性

化委員会の中で議論されたときにですね。昨年の１

１月ですね。胆振管内の豊浦町長選挙がございまし

た。現職と、町議会議長が辞職して、選挙をやりま

した。大きな争点は、温泉施設の大規模改修をやる。

この村井（洋一）さんといいますけども、これが大

きな争点になったんですね。最低限度の改修にとど

めると言う村井さんという前議長さんが当選したん

ですね。現職の、現状どおり金を一定程度掛けて大

改修をやっていく、という形では、やっぱり受入れ

られなかった現実があったんですよ。そういうこと

も参考にしながらですね、この経費は、できるだけ

抑えなきゃいけない。そういうことを言いながらで

すね、次の質問に入っていきますけど、これは関連

して、ずっと続いていきますから。 

それではですね、最近、新聞報道だとかテレビで

随分、枝幸町に学べと。うたのぼりグリーン  パ

ークホテルの外国人の観光客の誘致の成功例。これ

は費用を掛けて特別なことをするんじゃな いんで

す。ただ日本の食や伝統文化。この伝統文化といっ

ても、祭りの出店に近いような、例えば射的を撃っ

たり、流しそうめんをやったり、羽根突きをやった

り、かまくらを作って、その中で遊ばせたり、極々

単純な、日常的な取り組みの中で、そういう伝統文

化をやることによって、人気に なった。 

地域に存在する何気ないものが商品になる。これ

は逆転の発想、発想の転換という意味では、これは

見習うべきだろうというふうに思うんですけども、

これからのホテルの経営、冬の増客、これらを図っ

ていく上で大きな示唆を与えるものじゃないかと思

いますけども、どう感じられるでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、歌登のグ  

リーンパークホテル、枝幸のホテルニュー幸林につ

きましては、新聞報道等で、台湾の観光客が多々来

て、いろんなイベントを開催してるというふうな部

分については、私も新聞報道等で存じております。

その部分につきましては、指定管理者の方が台湾観

光のほうとですね、つながりを持たれてるという形

の中で集客をしているんだろうと。 

ただ、私どものほうについては、そういう外国人

との、今のところ、そういうエージェント、又は、

そういう所とのつながりが今、ございません。どう

いう形でつながりを持って集客をしているのか今後、

ちょっと確認をさせていただきながらですね、参考
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にさせていただいて、指定管理者、今、ふるさとの

家等がありますけれども、そこの所と協議をさせて

いただいて、集客ができるかどうかという部分につ

いて、検討させていただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：実は、村長が答弁さ

れた、ニュー幸林ではないんです。台湾でもな  

いんですね。だから全く、発想の転換なんですね。

歌登の、あの山の中です。グリーンパークホテルで

す。だから、まさか、という思いは村長も当然ある

と思います。私も思いました。だから発想は変えな

きゃならないということですよ。そういう固定観念

で、あそこなら、という我々の観念は、頭の中から、

もう捨てなきゃならない。あそこだから、というも

のもあるはずなんです。逆転の発想なんです。発想

の転換は、やっぱり職員みんなで、我々も含めて展

開していかなきゃならないという、大きな示唆を与

える。 

ニュー幸林ではなく、実はグリーンパークで、台

湾人でなく、タイ人なんですね。グリーンパークに

ですね、農業構造改善事業だったと思うんですけど

も、あそこに大きな多目的ホールがあります。今の

環境改善センターのホールより、ちょっと広いぐら

いですけどね、大きな空間があるんです。そして、

その中で、タイ人にマイクを向けて感想を聞いてま

した。きのう、そのビデオを、もう一回見直してみ

ました。私、ここに来たのは５回目です。１回来た

ら、また来たいという、それが、リピーターでしょ。

そういうのが本当の観光だと、私は思うんですね。

１回来て、大したことないから、もう次はない。そ

したら、新たな対象を求めればいい。そうじゃない

んです。何回も来たくなるような。それは風景でも

ない。やっぱり人と人のつながりだとか、伝統的な

文化だとか食だとか。それが商品なんだろうと私は

思います。 

そして最後にですね、そのグリーンパークに来て

ですね、タイ人のエージェントの社長さんが来て、

インタービューを受けてました。何と言いましたか。

地元の地域のお母さん方と話をさせる機会を作って

ください。そういうことなんです。何のことはない。

難しいことではない。しかし、私はタイ語も何も分

かりませんと。分からなくて結構なんです。身振り

でも手振りでも伝わるんです。母さん方がやってい

る日常食べてるものを一緒になって食べたい。それ

が商品なんですよ。だから考えましょう、もう少し。 

村長、どうですか。副村長もですね、何とかして、

そういう逆転の発想というか、何気ないものが商品

になるんだと、発想の転換をしなきゃならないとい

う意味で、ちょっと副村長も、これについてお答え

いただきたい。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今の御質問にお答

えをしたいと思います。私も、グリーンパークの報

道については、いろいろ新聞等でも見させてもらっ

ております。先ほど来、議員の御提案にもございま

したけども、やはり発想を変えて今後の体験型を作

り上げていかないとですね、なかなか集客等、そう

いうところも見出せないのかなというふうには感じ

ておりますし、逆に言えば、生涯学習ではないです

けども、やはり歌登の部分についてはですね、今回

もそうでしょうけども、地域の人たちのサポートと

協力を得て、あそこの施設の中にですね、協力を得

て、皆さんが運営されているというところも承知し

ているところでございますので、この辺については、

先ほども、いろいろな体験の御紹介をさせていただ

いたと思っておりますし、やはり地域の人たちの協

力も得ながらですね、村として、何が一番いい商品

になるのか、その辺も含めて今後、検討をしていき

たいというように思いますので、よろしく御理解を

お願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非ですね。次の質

問にもつながってきますから、あえて、ここでコメ

ントしません。ただ、こういう事業を展開していく

っていうのは、ある程度の空間が必要だ。うちにあ

るんですね。１号館に古いレストラン。うちにも、

ああいう空間があったと。ニュー幸林にもできない

だろう。浜頓のウイングにもできないでしょう。う

ちはできるな。同じことをやれとか、やるべきだ、
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って言ってるわけじゃないんです。うちにも違った

資源がたくさんありますよ。タイ人でなくても、い

いじゃないですか。ターゲットを、ちょっと違った

所に絞っても結構ですし。 

しかし、学ぶべきです。枝幸町に行って勉強して

くるっていうことは、絶対に必要じゃないですか。

行政の職員として、そんないい所があるんだと、そ

んなニュースがあったら、すぐ飛んで行って勉強し

てくる。それを我々の地域にも生かせないか。あっ

て当然でないでしょうか。まず、そこを指摘しなが

ら、次の質問に入っていきます。 

これも道新でですね、枝幸町の成功事例を全道に

広げる事業を始める、っていうふうに書いてました

ね。つい先月の新聞報道だったと思いますけども、

道内から公募してモデル地区を選び、体験型観光の

メニューづくりや、首都圏でのＰＲ活動を後押しす

ると。４月以降に公募をして、数箇所を選んでいき

たいと。観光の専門家の意見を聞きながら、北海道

と自治体、観光関係者らでプログラムを考案するも

のである、とありますけども、こういうことに参加

して、応募してですね、この可能性を開いていくと

いう考えについて、今聞いた話であれば、ちょっと

無理かもと思いますけども、こういうニュースは当

然、知ってる職員もいると思いますけども、そのあ

たり、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただ今の御質問に

お答えをさせていただきます。私も、新聞報道の中

では、その部分については見た記憶がございます。

その部分で照会をかけたことが、まだ今現在ありま

せんので、その辺については道とか、そういう所に

も、ちょっと確認をしてですね、もう  一度、制

度の内容については精査をして、確認を取ってから

ですね、村としては、できればそういうもので参加

をしていけるようなことを検討していきたいなと思

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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これはですね、ホテ

ルの自立。即、住民負担の軽減につながってく  

るんです。きのうも、野村議員も山森議員も、この

部分については若干、指摘されておりますけども、

事業負担を少なくするっていう前提の中には、きち

んと自立した経営ができるように、行政も真剣にな

って、ホテル経営者と一緒になって頑張っていかな

ければ、経営なんて良くなっていかない。だから、

こういうものを積極的に、力を借りる所は借りて、

何とかいい方向に向いていっていただきたい。これ

については副村長の答弁がありましたから、是非こ

れについては検討いただきたいと思います。 

次に移ります。先日の公園活性化委員会で、ホテ

ルの大規模改修の中で、浴場の改修について議論さ

れました。１号館のレストラン部分、浴場としての

議論をされました。私も、一番最初に見たとき、こ

れは住民も使えて非常にいいな、というふうに感じ

たんですけども、帰ってみましてから、いろいろ考

えてみました。建設費用の問題からみても、ちょっ

と無理かなと。 

それと、今後、枝幸の体験型の観光振興に学んだ

とすれば、それを事業化に結び付けていこうとすれ

ば、そういう空間も必要になってくるのかなと。な

ぜ枝幸で、歌登のグリーンパークでできたかという

と、農業構造改善事業で、ああいう多目的の空間が

あったから、できてるんですね。   １００人以

上、１５０人ぐらいの観光客が集まって、千歳空港

から直通でバスで乗り込んでくるわけですから、そ

ういう空間もイベントに必要なんでしょう。 

そんなことで、まだまだ議論の余地があるん じ

ゃないだろうか。これは慎重に判断していかなきゃ

ならないことなんだろうと思いますので。そこを、

どうするのは賛成、どうするのは反対、という立場

で言ってるわけではないんですけども、もう少し時

間を掛けて、いろいろ枝幸に学ぶのであれば、現地

を見て学んだり、そういう時間が必要だと思います。 

それで、２５年度の設計業務の成果品を納める工

期が３月何日かと、迫ってるっていうふうに聞いた

んですけども、そんなことを２６年度に繰り越すこ

とも考えてですね、焦らず、急がず。何でも急がな

きゃならないんだけども、焦らず、急がず、ってい

うのは、このことをいうんじゃないかと思う。失敗

のしないような形で進めていく。そういうことで何
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か、こういう対応ができないかどうか、今一度お伺

いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：公園活性化委員会の

お話をすると、また、それはそれ、これはこれ、と

言われそうなので、あまりお話しはさせていただき

ませんけれども、６回にわたって、いろいろ議論を、

議員さん方と協議を進めてまいりました。その中で、

何回も何回も手直しをさせていただいたり、意見を

聞いたりということで、最終的には、村長の判断に

任せる、というような形になりましたので、活性化

委員会のお話をさせてもらいますけれども、その後

にですね、また担当者、部署も集まって、夜遅くま

で、どういうような形がいいだろうと。議員さん方

から、いろんな提言も、また、いただきましたので、

議員さん方から、い  ろんな提案をいただいた中

で、最少の費用で最大の効果を上げられるような、

また、観光客、住民が集えるような形でやっていう

こうという形の中で、現在も、早急に今、煮詰めて

る最中でございます。 

ある一定の方向を出した中でですね、また最小限

の費用でやらせていただきたいという形の中で、私

のほうも判断をして、職員のほうに指示を出してお

ります。これが３月３１日までの設計の工期になっ

ておりますから、それを繰り越してはどうか、とい

うような眞田議員の御提案でございますけれども、

今のところは３月３１日をもって工期という形の中

で、繰り越しをするような形での考えは今のところ

は持っていないというのが、私の意見でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ということは、住民

も十分納得していただけるような作業工程は３月３

１日までの範囲でできる、と明言されたということ

で理解してよろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：住民の方々には十分

に、まちづくり懇談会。昨年の過疎計画の御承認を

いただいたときにも、どういうようなスケ  ジュ

ールで、どういう部分を修繕、改修をしていくのか

という部分で、御説明を丁寧に申し上げたというふ

うに思っております。 

そういった中で、昨今の都会のアベノミクス効果

なのかもしれませんけれども、資材の単価の増、そ

れから工賃の増、消費税の増。また、将来的には、

東京オリンピックの建設ラッシュという形になれば、

さらに建設資材の増、それから工賃の増ということ

も見込まれるということも考えますと、この時期に、

直す所はきちんと。ちょこちょこ  パッチングを

して直すんではなくて、もう使えない所は、ある一

定の形の中で、きちんと直して、２０年、３０年と

使えるような形に直したほうがいいだろうというふ

うに私は考えておりますので、そういう部分も住民

の方々に、きちんと丁寧に御説明をさせていただい

て、理解を得たいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：あくまでも、自立し

た経営ができるようになるというのは、もう一番最

初の質問から一貫して言ってることなんで、それは

住民負担の軽減にもつながるし、これは過疎債で全

ての事業をやる。過疎債の意味が分かりますかね。

過疎債というのは、言ってみれば起債ですよね。起

債全般にわたるのは、後年度に、若い人たちも、そ

の利益をずっと受けるから、それを皆さんに公平に

負担していただくんだ、という流れの中で、単なる

借金ではないんですよ。それは後で議論しますけど

も、そんなことでね、安易に過疎債が魔法のつえの

ごとくの説明をしたら、これは過ちを起こす。また

財政危険に陥ることは目に見えている。 

そんなことをしていきながらですね、住民理解を

得るための努力を、さらに続けていただきたいし、

きちんと規模を考えてもらって、金の掛からない方

法で。そして、今後のホテルの経営の在り方も、こ

ういうふうにするんだ、っていうものを、あの空間

も絶対に必要だというふうに私は考えますんで、も

う一度、活性化委員会で議論してもいいですし、わ

ざわざ歌登に見に行くことも必要だと。議長、これ

は提案しておきたいと思います。そういう形で、議

会も含めて、執行者側も一緒に、そういう勉強をし

てくるということも必要だと思いますんで、これは
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提案していきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

それでは次に移ります。平成２７年度に建設しよ

うとしている、道の駅の複合施設について、お伺い

いたします。村は、出店者に対しての打ち合わせを

数回続けておりますけども、複合施設と言いながら

も、単なる利益を求めている施設ではないのかと、

そういう位置付けをしております。村長も同じだと

いうふうに説明を受けました。あそこで、単に、も

うければいいという施設なのか。極めて重要だと。

私の考え方としてね。ただし、やるからには当然、

利益を生むのは当たり前の話です。そんな説明は、

していただきたくない。それは、やるからには当然、

利益を追求する。当たり前の前提です。 

しかしですね、地域振興施設と、国土交通省も言

っておりますけども、道の駅のそういう施設を、地

域振興施設と言っておりますね。理念だとか、マス

タープランだとか、グランドデザイン、そういった

ものが全然、示されてないんですよ、村長。地域振

興施設というのは、何を期待しているのか。ただし、

それは地域によって違うでしょう。どこの道の駅の

複合施設にあっても、同じ理念と同じ目的だけのた

めに建ってるわけじゃないです。それぞれの地域の

特色というのがあるはずなんです。色合いというの

があるはずなんです。そこをき ちんと、うちの地

域では、こういうことを期待するんですよと。 

複合施設ですから、私は、ここには複合的な機能

が、いろいろ役割があるんだろうと。そういうもの

を期待できるんだろうという想定の基に言ってるん

ですけども、店舗が２軒あるから複合施設だという

ような、そんなような表現も、ちょっとニュアンス

で感じたんですけど、全く理解できないです。 

そういうような、期待する効果、理念。どう事業

化を図っていくんだ。補助事業はどうなんだ。そう

いったものも含めてですね、お答えいただきたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞田議員の

御質問にお答えさせていただきます。道の駅に建設

予定の店舗につきましては、村の具体的な考えを示

さないままの募集であったため、協議の時間が長引

き、出店を予定された方々に御迷惑をお掛けしまし

たことに対し、私としても反省をしております。し

かし、私が産業課長時代に、募集当時の考えは、村

からの制約を極力少なくして、多くの方々に出店の

希望を持ってもらいたいという考えでございました。

現在、建設費が大きく掛かることなどから、建設計

画の修正が必要でありますので、当議会終了後に出

店予定者の方々に、私のほうから、きちんと方向性

や期待することなどを御説明させていただきたいと

いうふうに思っております。 

また、道の駅さるふつ公園が地域の活性化の核の

役割を深め、村民も含めて利用が増える在り方を検

討した上で、店舗設置や事業化を図ってまいりたい

というふうに考えております。 

また、補助金のメニューにつきましては、昨年、

平成２５年度中に、私は一つの目標として、あそこ

にできるだろうというふうに考えておりましたので、

補助金の対策については一応、考えてはございまし

たけれども、今回こういうな形で、い  ろんな議

論が出されましたので、平成２６年度については、

その補助金のメニューについては、申請をしません

でした。それで、今年１年間、き  ちんと皆様方

とお話をさせていただきながら、どういう方向性が

いいのかという部分については、２６年度中にでき

るものか分かりませんけれども、最低目標としては

２７年度中に、きちんと、ある程度の話し合いをし

ながら、建てるものは建てるという形でやっていき

たいというふうに考えております。 

その中で、私も、まだ１回も、その会合の中には

出席しておりませんけれども、議事録を担当課のほ

うからいただいて、読ませていただきました。その

中で、グランドデザインだとか、それから村長の理

念だとか、そういう行政としての仕様書みたいなも

のが一切、示されてない、というようなお話があり

ました。ただ、税金を使って建てる以上は、当然き

ちんと、そこが最終的には営業していって、公園の

活性化や地域振興を図っていただけるような施設に

して、御協力もいただきたいというふうに思ってお

ります。 



  －9－ 

ただ、あまり行政で締め付けをしてしまうとです

ね、なかなか出店者の方々の、何といいますか、大

きく展開していこうという部分については、あまり

僕は好まないですから、出店希望のある方々で、き

ちんと、どういう方向性がいいのかというのも、あ

る程度、話し合っていただいて、いい方向に向かっ

ていただければな、というような期待も込めて、募

集をかけたという形でございます。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：出店予定者に、さら

に説明をして、うんぬんと。何回も同じ説明をされ

ても困るんです。当然、出店者に対する村の考え方

も必要だし、それと、出店者に対しても、  アン

テナショップ的な機能なのか、それとも何を出店者

に期待して求めるのか。ただ、物を売って、どこに

でもあるものでも結構なんです。きのう、山森議員

が質問の中で言いましたね、一つのス トーリーが

必要なんです。品物を売るにしても、同じものを売

ってもいいんですよ。競合してもいいんです。しか

し、自分で作って、こういう過程で、こういうもの

を作りましたよ、というストーリーが必要なんだと。

全く私も同感なんです。そのとおりなんです。であ

れば、同じものでも差別化を図れる。出店者に何を

希望するのか。作ってやるから、そこでもうけなさ

い、ということなのか。そうじゃないんじゃないで

すか。 

これね、釈迦に説法になるから、あえて言いませ

んけども、地域振興施設として国土交通省がうたっ

てますよ。地域振興施設。これは、いろんな要素が

あるんですよ。全て村でやるのも間違いです。条件

整備をですよ。ただし、住民に全て委ねるのも間違

いなんです。村は、いろんな設計図をコーディネー

トして、住民に示して、こんなことやったらどうだ

ろう。住民全体、地域全体が、こういう形で活性化

していくよ。だから一緒にやりませんか。やってみ

ませんか。住民が主体的に、こうやりたい、ああや

りたい。それが理想的な地域なんですよ。どんどん

住民が独り歩きでやっていく。 

ところが、そんな状況に今、ないんですよね。や

っぱり行政がコーディネートして、触媒的な機能を

行政が持って、つなぎ役になって、何もない所から

何か生み出すということをやっていかなければ、何

も生まれてこないじゃないですか。何を求めるんで

すか、この複合施設に。あそこで、直に物を売った

り、捕ったものをさばいて実演して見せたり、いろ

んなことがあるはずですよ。あそこを通りかかる人

が、地域の住民も含めて、観光客も含めて、そうい

うものを求めてるはずなんです。そういうものを作

っていただきたい。何かあると思います。 

ちょっと今一度ね、こういう形で出店者に対して、

これを説明して、うんぬん、なんていう形では理解

できない。そういうことを、理念をきちんと説明で

きるような形を作っていただきたいということを、

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今の御質問に答弁

させていただきたいと思います。これは先ほど来、

御質問していただいております、ふるさとの家との

関連もあると、私は思っております。ふるさとの家

についてもですね、平成元年に、地域経済の活性化

を促進させ、ふるさとの発展に寄与するというよう

な形の目的を持ってですね、当時、最初に運営をす

るに当たっては、本当に村民の出資の下、会社を立

ち上げて、これに携わった村民の方、あるいは、今

の指定管理者も合わせてですね、ここまで来る道の

りは、かなり苦労があったのではないかというふう

に考えております。 

やはり、ふるさとの家についてはですね、先ほど

来、言っているとおり、そういう部分から言って、

いわゆる経済振興活性化の観点から必要な施設でも

あるというふうには、まずは位置付けをさせていた

だきたいと思っております。それと同時にですね、

それであってはいけない。やはり、ふるさとの家の

部分については、地元経済の活性化、改修に当たっ

ても、村民の皆さんが利用しやすい、夢を持って元

気が出るような改修もしなかったらいけないという

のが、まず一つの部分だと思っておりますし、今、

御質問にある部分で、さらに、ふるさとの家だけで

は地域振興にはつながらないと私は思っております。 
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そこで今、実際に公園で店舗を利用していただい

てですね、地域振興として頑張っている会社も今現

在、出ておりますし、村においては、この人たちの

力を借りて、やっぱり、ふるさとの家を指定管理し

ている方々のお力も借りてですね、村も一緒になっ

て地域振興策を考えていかなきゃいけない。いわゆ

る地域振興施設としての考え方も当然、必要ではな

いかというふうに思っておりますし、その上で、や

はり公園に集まる村民の方々が、より多くなること

がいいのではないか、というところと、昨日も御質

問にございましたが、やはり観光とは、ということ

で、いわゆる地域の経済力の活性化もそうでしょう

けども、やはり、村に住んでいる人が、ここの地域

を誇れるような地域振興策をしていかなきゃいけな

いというふうに考えております。 

一つの例としては、体験型利用もそうでしょうし、

村に潜在している経験豊富な人たちの力を借りる、

生きがいづくりの振興の部分も考えられますし、外

からの視点で見ていただく学生の力とかですね、そ

ういう視点の変革を混ぜながら、施策の展開を図っ

ていくということが必要と考えておりますので、こ

の辺も含めて、道の駅の複合店舗の計画づくりにつ

いてはですね、あらゆる視点を持って今後、検討さ

せていただき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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：あまり時間がないの

で、はしょっていかざるを得ないんですけども、従

来の道の駅といいますと、ただ村の特産品を販売し

ていくというような施設が主だったんですよね。そ

れがやっぱり、だんだん求めるものが変  わって

きたと。住民も観光客もね。何なのかというと、や

っぱり、それぞれ多様な価値観を持ち始めたという

ことです。求めるものは一つじゃないということで

す。いろんな人によっての価値観が多様化してきて

いるということが現実なんですね。それに合わせた

形で、おもしろい空間を作っていくというのは、非

常に難しいと思います。作っていかなきゃならない

んですよ。 

情報の発信基地であったり、個性豊かなサービス

の提供、さらには、自分たちだけで資源が足りなか

ったら、近隣市町村と連携して補完し合うというこ

とも必要でしょう。そしたら、コミュニ  ケーシ

ョンも図れるでしょう。隣の自治体と仲良くできる

でしょう。いろんな役割ができるんですよ。それと、

住民と観光客がコミュニケーションを図るというこ

とは重要なことですよね。こういうことが大事にな

って、それを理念として、やっぱり村はきちんと持

つべきなんです。それがないから、ソフトがない箱

ものなんて、なくなるっていうことは、もう証明さ

れてるで しょ。やがては、すぐなくなるんですよ、

ソフトがない箱ものは。やっぱり中身が、きちんと

理念が伴わなきゃ駄目だということが言われてるん

ですね。これは時間がありません。 

この前、テレビでも岩手県の遠野市、ここの道の

駅の名称は、地域情報交流施設となってましたね。

タイトルを見ました。それは何かというと、高齢者

の生きがいだとか、住民のたまり場、福祉、障害。

いろんな住民の役割が、そこで、いろんな役割と連

動しているということなんです。関わってるってい

うことなんです。物を売る施設だけ じゃない。実

は、ついこないだ稚内に行ってみ  たんですけど

も、同じような名称になってましたね、地域情報交

流なんとかという。あの稚内の道の駅が。その中に

は、高齢者施設が、２階以上にあるんでしょ。それ

だとか、いろんな情報の受発信ができるものもあり

ますね。稚内の特産物も売っている所もありますよ

ね。いろんな機能が、あそこでポンと一つになって

いる。 

やっぱり、そういう一つの大きなくくりとして、

きちんとした考え方を持たなければ、すぐになくな

りますよ。利益が出なかったら辞めるのは当たり前

の話だ、っていうふうに言われたら。しかし、そう

いう理念があれば、出店する人の考え方も変わって

きますよ。もう１回そこをね、きちんと答弁いただ

きたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私のほうから、出店

者の方々に改めて、そういう村の考え方、理念とい



  －11－ 

いますか、そういうことも、きちんと踏まえた中で、

本定例会終了後に、もう一度、御足労を  願って、

私のほうから説明をさせていただきたいというふう

に思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：いいです。こればか

りに時間を取ってるわけにはいきません。出店者と

話をするのは、もういいんです。やる方向で決める

とすれば、村が、その施設をどういうふうに、地域

づくりのために、そういう施設が必要なのか。生か

していくのか。そういう理念を、きちんと持ちなさ

いということを言ってるんですよ。出店者はどうで

もいいんです。出店者は村以上のことを考えてます

よ、みんな。この前の出店者の説明会のときにです

ね、出店を予定してる人だって、村以上のことを、

きちんと考えてます。立派な人たちだ。そういうふ

うに私は捉えました。 

だから、その出店者だけを相手にするのではなく、

村は、その施設を建てることによって、そこで、ど

ういう役割を担ってもらうか。こんな役割を期待し

ようとか、そういう絵を描かなければ無駄になって

しまう。例えば、先ほどちょっと触れましたけども、

障害者の福祉、高齢者の生きがい、住民が日常的に

たまれる、たまり場ができる。  言ってみれば、

コミュニティ食堂なんて最近、はやってますけども、

そういった役割も、ここに期待できないだろうか。

それに協力してくれる住民はいないんだろうか、だ

とか、そういうことを、きちんと村は整理してくだ

さい、っていうことを言ってるんです。出店者は、

こっちに置いてください。今言ってる意味は全然違

うんです。一つ、そこを御理解いただきたいという

ふうに思います。 

一言だけ今後の、そういう形で村の考え方。出店

者とは、また別な角度。村はこういう役割という部

分で、整理をした考え方をしていただきたいという

ふうに思います。時間がありませんので次に移りま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田議員に申し上げます。 

ここで休憩を挟みたいと思います。 

短いですけど１０時４５分まで休憩を挟みます。 

 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時４５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。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今まで議論したこと

はね、もうちょっと冷静に判断してください。別に

感情的にね、どうのこうのという、そういう感覚で

なく、聞くべきところは聞いて、反映できることは

反映すると。お互いですから、これも。私は私の立

場で一生懸命、何とかという思いで質問してますの

で、理解していただきたい。 

それと、ちょっと最後に忘れちゃったんですけど

も、この複合施設を作るというのは、担当課長が出

店者会議の中でも、補助事業を否定しておりました

けども、調査していただきたいということで、稚内、

中頓、天塩、遠別、美深、名寄。留萌、上川、宗谷

で２か所ずつ見てもらったんですけど、交付金、補

助金、補助金、補助金、交付金という、いろんな形

で整備してますね。なぜ、うちだけが単独で何千万

円、１億５０００万円と前に話がありましたけど、

単独事業で、それをやろうとしてるのか。なぜ、こ

ういう財源を大事にして補助金を受けるっていう努

力をしないのか、そこを  ちょっとお尋ねしたい。 

それと、先ほどの過疎債でも言いましたけども、

昔というよりも、我々がそちらにいて、やってる頃

は、補助事業、たとえ１億円の補助事業でやったと

したら、８割の補助があったら８０００万円ですよ。

あとの残りを過疎債で借金をして、というのが一般

的なものの考え方なんです。１億円掛かるものを１

億円の過疎債で、っていうのは、あまり私は聞いた

ことがないです。みんな、そういう努力をしたとい

うことですよ、補助事業に。財源負担が伴わないか

っこうで。この補助事業について村長、今一度お願

いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 
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○村長（伊藤浩一君・登壇）：この複合店舗につき

ましてはですね、私も産業課長時代に、建設に向け

てということで意欲を示させていただいたときに、

道の補助金をもらうように、上限が１億円、その２

分の１補助で５０００万円という形の中で補助メニ

ューを見つけて、何とか建設に向けていきたいなと

いうふうに考えておりました。 

ただ、いろんな形の中で、出店者の方々と、いろ

んな話し合いの中で、いろんな問題というか、いろ

んなことが出てきましたので、２６年度については、

その部分については補助金の申請は今、行わないと

いう方向で、今年一年間きちんと話をした中で、議

員から御提案のあったグランドデザイン等も含めて

ですね、どういう形で、あそこに足を運んでいただ

くか、交通の確保もしながら、今年一年間きちんと

行政のほうで煮詰めて、また新たに、その方向性が

見えた時点で２７年度に向けて、補助金の申請に向

けて努力をしてまいりたいというふうに考えてます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非そういう道を  

探っていただきたいと要請しておきます。 

次に移ります。誰にでもやさしいまちづくりにつ

いて、お伺いいたします。村長は就任時の所信表明

で、誰にでもやさしいまちづくりを柱に、健やかで

夢や希望・生きがいのあるまちづくり、人を育み思

いやりの心を育てるまちづくりを標榜しております。

生涯学習、生涯現役、子育て環境、高齢者福祉、障

害者福祉、健康づくり、次代を担う子どもの学習支

援の推進を掲げております。全くもって現状に合っ

た、タイムリーな施策だというふうに、私は理解し

ておりますけども、この分で、以下について質問し

ていきたいというふうに思います。これは政策提言

という部分が主になると思いますんで。決して、こ

れを否定するものではないです。大賛成。むしろ積

極的に推進すべきという立場で質問していきたいと

思います。 

生涯現役意識、活動、それを促すことの重要性の

認識は一致してる。その効果についても私は認識し

ているつもりです。積極的な社会参加の創設など、

今、考えられる具体的な施策について、お伺いした

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の議員の御質

問にお答えさせていただきたいと思います。猿払村

におきましては、高齢化率は全道的に低い方向では

ございますけれども、高齢化の波が押し寄せている

ことにつきましては、皆様が共通をしている認識だ

というふうに思っております。また、何十年も精一

杯働き、定年後に、やっとのんびり過ごす時間がで

きたと余生を過ごす選択をする方、数年後に認知症

を発症したことなどということも、よくあると伺っ

ております。 

私は、生涯現役には、健康、自立、活動という三

つの要素があると思っております。これは、病気や

障害があっても、仕事や趣味、ボランティアなど、

地域において生き生きと活動していることが障害現

役であろうと、僕は思っております。そこで今、考

えられる具体的施策につきましては、生涯学習の一

環として、地域に貢献することの価値を見い出す機

会のノウハウを学習するセミナーの開催。また、子

育て、生活支援、介護などと   いった分野や、

福祉などを支える有償・無償ボ  ランティアの制

度化について今、検討するよう指示しております。 

今までは、無償という形の中でボランティアをや

っていただいております。ただ、やはり中には６０

歳定年を迎えて、それでもやはり就労したい。食べ

ていかなきゃならない。年金が今年から６１歳から

になりました。将来的には、３３年か３７年くらい

から、今度は６５歳になりますよね。その部分では、

どうしても就労をして、給料をもらわなきゃ生活し

ていけないという方もおられるというふうに僕は考

えますので、そういう中で有償のボランティアの制

度化に向けても検討していきたいというふうに考え

ております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：地域の貢献、生活支

援、介護、ボランティア。全く同感です。６５歳以

上のね、日本でいう平均的な就業率っていうのは２

０パーセントぐらいだろう、というふうに言われて
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ますね。そんなことで、就業している人と、してな

い人の、健康状態はどうなんだ、という比較したデ

ータもあるようです。随分と差があると。就業して

る人、生きがいを感じてる人は健康だと。あまり医

療費も使わない。そんなようなデータが、はっきり

出てるようです。それは新たに、お互いに勉強して、

やがては、そういうものを示していただきたいなと

いうふうに思います。 

それで、生涯現役という部分で社会実験してる千

葉県の柏市というのがあります。きのうもテレビで

やってまして、私も見ました。いろんな部分で、例

えば、何かやって、起業して、社会のために、自分

の生きがいのために何かやりたいという人もいるで

しょう。バックアップすべき。やっぱり金銭的なバ

ックアップも考えるべきだ。精神面でも。そういう

ことも当然でしょうし、それと社会参加、言ってみ

れば、社会に参加して、生きてる実感が感じられる

施策を求めてると思います。 

余計なことは、もう時間がないから言いませんけ

ども、就業は、どんな時間でも、まちまちでもいい

んです。１年に２回、３回、何か技術を持ってる人

が、住民に何かを伝えていくということも生涯現役

という、一つの取り組みだと思うんです。週に１回

でも２回でもいい。年に３回でも４回でもいいんで

す。まちまちでいいんです。そんなことを是非、検

討していただきたい。 

それと、いうそういう意味では、村長が言う生涯

現役っていうのは、全くタイムリーだなというふう

に思うんです。昨年ですか、安倍総理大臣が言って

ますね。健康長寿社会、生涯現役社会の実現がどう

のこうのと。そんなものと私は全然関係するもので

はないんですけどね、言ってみれば、とにかく、ど

んな人間であっても、あしたしなければならないこ

とがある。したいことがある。行きたい所がある。

行く所がある。いろんな人と関わることができる。

笑顔で目を輝かせて生きていくことができる。それ

が生涯現役社会だと。私は、そういう捉え方です。

そういう意味でですね、是非、社会参加をできる機

会を作っていただきたい。 

そういう意味も含めて、先ほど言った複合施設な

んていうのは、そういう機能もあるんですよという

ことも理解していただきたい。関連してるんです、

全部。そういうことで、これについて検討願いたい

が、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・登壇）：そういうことも含め

ましてですね、就業の機会といいますか、就業の場

の提供も含めてやっていきたい。また、道の駅とい

う形になりますと、各地域から集ってこれるような

交通の手段も含めてですね、あらゆる面から考えて

まいりたい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）：次に入りますけど、

高齢者・障害者福祉施策。過去の議会でも、いろい

ろ提案して、議論を進めてきておりますから、ここ

では、あえて深くは言いませんけども、昨年、障害

者で猿払以外の地域で生活している人たちの生活実

態について、調査するべき予算が計上されておりま

すけども、これについての調査の結果によって、共

生施設だとか、生きがい施設。ハード部分ですね。

就労の施設等の整備。その基本計画を立てるという

ふうに理解しますけども、これでよろしいでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：昨年から保健福祉課

のほうで進めていただいている、障害者のニーズ調

査も含めてですね、結論が出たという形の中で、先

般、保健福祉課長のほうから資料をいただきました。

それを基にですね、これからの高齢者・障害者の共

同の施設に向けて取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非、その部分で慎

重に議論して、スピーディーにやっていただきたい

と。これはやはり、これからの地域づくりは大変な

時代になる。前の一般質問で、２０４０年の猿払村

の人口は、いくらになりますか。高齢率は三十数パ

ーセントになります。２０００人を切るか切らない

かの厳しい状態になりそうだと。隣町の浜頓別、豊
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富においても猿払村と同じぐらいの数字になってし

まう。ということは、猿払村が  リーダーになる

得るということですね。地域の中心地になり得る。

そんな要素も秘めてるんですよ。だから、１年遅れ

るごとに１０年置いていかれると、そんな思いで取

り組んでいってもらわなければ、これは地域として

生き残っていけないと。正に地域の競争なんです。

是非、押さえていただきたいというふうに思います。 

これで次に入ります。住民の健康づくりについて

は、もう時間がないから、あえて言いません。住民

の健康、それは自らの責任。当然です。一つだけ例

を言います。新潟県の見附市。市内の１７か所にト

レーニング施設を設置したと。用具も置いた。そし

てデータを出した。利用している人と利用していな

い人の健康状態を比較したと。圧倒的な差だった。

医療費で１０万円の差がありましたと。その施設を、

きちんと有効に利用している人たちというのは健康

だということですね。そのぐらい大事だと。 

それと、これも新聞の受け売りですけども、枝幸

町で健康１０年計画というのを作りましたね。具体

的な数値目標、具体策を、こんなことをやるんだと

示したものです。これについて、村も具体的に、そ

ういう計画を作る考えはないかどうかお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：お答え申し

上げます。ただ今、猿払村でも平成２１年に、健康

さるふつ２１というのが１０年計画で持っておりま

す。その中間年評価ということで、２５年度に予算

をいただきながらアンケート調査をいたしました。

そして今月末で、健康増進計画中間の残りの５年分

を作り上げたところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：その健康計画を作り

上げたっていうのは、おぼろげながら承知はしてお

りました。２５年うんぬんと。しかし、それが事業

実施に、どうつながってるのか、っていうことなん

ですよ。計画を作ればいいっていうことを私は言っ

てるんじゃないんです。その目標に向 かって何を

したか、っていうことを言ってるんです。どの程度

の健康度が達成できたのか、っていうことを聞きた

いんですよ。それは時間がないから、あえて言いま

せんけど、私の今の認識を荒井課長、理解していた

だけるでしょうか。 

○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）：議員のおっ

しゃった部分につきましては理解しておりますし、

担当係のほうも十分、しっかりと増進計画に基づい

て、いろんな事業を展開してくれるというふうに考

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）：そういった部分で、

保健福祉センターで、いろんな健康づくりについて

の事務事業を実施しているということについては、

感謝しております。それを全くやっていないと私は

否定しているつもりはございませんので、さらに充

実を図っていただきたいと要請しておきます。 

次に入ります。介護する人の健康施策づくりにつ

いて、お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の議員の御質

問にお答えさせていただきたいと思います。家族を

介護される方の御苦労と、それに報いる施策につき

ましては、これまで皆様の御意見をいただき、昨年、

寝たきり老人介護手当の引き上げを改正させていた

だき、僅かばかりではございますが、金銭面での支

援充実を図っております。 

介護する御家族への身体面での支援という点では、

現状は、介護保険を利用したデイサービスやショー

トステイのみでございます。このサービスも、事前

の予定が立っていることが前提で、利用には制約が

あり、突発的な事態に必ずしも対応できるものでは

ないというふうに承知しております。 

今後は、求められることは、利用したいときに利

用ができる柔軟な対応、受け入れができるサービス

であると認識し、今後は、福祉施設の基本設計の仕

様を考えながらですね、そういうことも含めて、こ

れから予算計上を上程をさせていただきましたので、

青図を描きながら、どういう形がいいのかというこ

とも検討してまいりたいというふうに考えておりま

すので、御理解をお願いしたいと思います。 
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○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：時間がありません。

何回も質問してるのは、介護してる人の健康状態、

する側の健康状態が大変な心配です。３６５日、２

４時間、いつ果てるとも分からない、そういう状況

の中で続けていくということは、非常に大変なこと

だろうと。経験した人でなければ分からない。はっ

きり言って、私も女房に任せてて、分からないのか

もしれない。しかし、定期的な休暇は絶対に必要だ。

それを確保して、初めて良質な介護ができるんだと、

私は絶対、そういう信念を  持ってますから、そ

れを一時的に、１週間に１回、完全に休暇を取れる

ような制度の確立。こういうものは、やすらぎ苑、

それと、ヘルパーさんの充実を図るということも含

めながら、そのあたりの検討をしていただけるかど

うか、今一度。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：僕も、今、眞田議員

のおっしゃられたことに、賛同といいますか、その

とおりだと思います。ですから僕も、介護する人の

身体的・精神的ケアのために、新年度予算で上程を

させていただいておりますけども、障害者・高齢者

の共生できるような施設の検討について、基本設計

という部分で計上させていただいております。そう

いう部分で今後、進めてまいりたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、福祉の基本計画

が立ってますね。その中に、執行方針とは、   

ちょっとずれてる部分がありますね。高齢者福祉に

ついての基本計画はするけれども、障害者福祉につ

いての基本計画は、うたわれてないんですよ。そこ

を一緒にやっていただけるんですね。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：高齢者と障害者が共

生できるような施設を何とかできないかなという形

の中で今、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）：何回も、やり取りし

てるんです。この執行方針の中で、高齢者の福祉に

ついて基本設計の業務を実施しますと書いて るん

ですけども、障害者福祉には全然うたわれてないん

ですよ、これ。障害者の福祉計画を２７年から２９

年に策定すると。計画はいいんです。実施はどうす

るかっていうことで連動してないから、あくまでも、

今まで議会でやり取りしてるのは共生ですから。障

害者と高齢者と、さらに言えば、一般の健常者も含

めて共生するっていう、特にその施設を、きちんと。

だから、そういう部分は基本計画に、きちんと仕様

として、障害者も入ってますか。障害者の就労の分

は入ってますか、ということを聞きたかったんです。 

○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）：お答え申し

上げます。今、足りない部分とおっしゃってたのは、

執行方針にきちんと書かれてないと、おっ  しゃ

ってた部分でございますね。基本計画の考え方とし

ましては、今、議員がおっしゃるとおり障害者、そ

れから高齢者、その部分で村長の考えも取り込みな

がら基本設計業務に当たっていきたいというふうに

考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：安心しました。あり

がとうございます。是非そういう方向でお願いした

いと思います。 

それと４番目に移ります。子どもの学習支援につ

いてでありますけども、これまで何回か議論されて

きた経過がございます。昨年１２月の村長の所信表

明の中で、推進について明らかにしておりますね。

それと教育行政執行方針でも、北海道教育大学との

連携による小中学生学習意欲向上サ ポート事業、

北海道工業大学との科学実験教室、学官での教育機

会を作ると明らかにされております。すごいことだ

ろうと私は理解しておりますし、試験的に事業化さ

れているという新聞報道もございますから、全く期

待しております。 

今後においても、現状にとどまることなく、さら

なる産学官官連携という部分で提案しますけども、

ということは、道の機関や国の機関と積極的に関わ

って、新たな食品の開発とか、商品開発だとか、そ

ういったものを、どんどん相談して、連携して、そ
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ういうものを作り上げていく、そういう努力が必要

だという意味で、官官ですね。産業もしかり。学は

当然。農業についても、東京農業大学の網走の教授

も、いろいろ相談もしてくれてますし、さらに言え

ば、いろんな資源がある中で、それをどう商品化し

ていくか、高めていくかということになれば、いろ

んな学者の意見も聞くということも参考になるでし

ょう。 

それと、いろんなプランナー。地域づくりのプラ

ンナーだとか、農業プランナーだとか、いろんなプ

ランナーがおります。だから、そういったものも含

めてですね、さらに郷土研究の場を作ったり、地域

力の向上のため、頑張っていただきたいが、これに

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の議員の御質

問にお答えさせていただきたいと思います。私の所

信表明の中でもですね、子どもたちの学習支援サポ

ートいう部分については、村出身の子どもたちに協

力をしていただきながら、副村長、教育長が中心と

なって、タイムリーに実施をしていただきました。 

今後も、議員提案のとおり産学官、又は子どもた

ちの力を借りながら、今後も引き続き学習支援サポ

ート、それから、議員から御提案がありましたけれ

ども、商品開発につきましても今、ある大学のほう

と話を煮詰めておりまして、子どもたちの力を借り

ながらですね、猿払村の地場産品を 使った商品開

発についても取り組んでいただけるように今、協議

を進めてる最中でございますので、今後とも、こう

いうような形で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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういった意味でで

すね、これは非常に効果が期待できる大きな事業だ

というふうに私も思いますし、是非、この振興を、

どんどん進めていただきたいと。私が今まで問題提

起して、いろいろ議論されておりますけども、これ

は全て連動してるんですね。つながってるんですよ。

一つ一つの点での話じゃないんです。全部つながる

んですよ、これ。線であり、面であると。そういう

ことが、きちんとなされないで。これは人づくりも

関わってますよね。地域をつくるために人が必要な

んですよ。人がいなければ、できないんですよ、地

域づくりは。停滞してし  まって、水がよどんで

しまったりして。だから、是非そこを意識して。こ

れは一つの人づくりですよと。それが連動して、い

ろいろな事務事業に発展していくんですよ、という

押さえを。そして、思いやりにつながっていくんで

すよ、ということを意識していただきたい。 

それと、子どもの学習ということですから、教育

長、これは今まで私は、いろいろなことで余計な提

案をしてきておりますけども、これは全部、点での

話じゃないんです。全て連動した話。全く、つなが

らないかもしれない。道の駅の複合施設と何の関係

があるんですかと。実は、つながるんですよ。福祉

もつながるんです。学習支援は障害者の思いやりに

つながるんです。全て、そうだと思うんです。そう

いった意味で、私は学習支援というものに期待して

おります。これを、まだまだ幅を広げていっていた

だきたいという思いから、教育長から一言だけ、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）：人づくり。まちづく

り。それは全てつながっているんだと。私も、その

とおりに思います。社会参加をしていくような人育

てをしていく。それが、これからの、まちの大きな

発展になっていくだろうし、そして、その人づくり

の中で、人と触れ合う中で初めて、心が豊かになっ

てくというふうに思いますので、そのようなスタン

スを持ちながらですね、これからも教育行政のほう

を進めていきたいというふうに 思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：是非、頑張ってやっ

ていただきたいと思います。 

次に移ります。移住・定住施策、地域おこし協力

隊の配置について。これについては何回も同じこと

をやっておりますから、あえて言いませんけれども、

ある部分で、議会でいろんな提案をしております。

具体的な提案。こういう部分でこうだと。この可能

性を是非、否定することなく、前を向いて、実施の
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方向で検討していただきたいというのが、私の願い

なんです。 

今は高齢社会って言われてますけども、次に人口

減少社会ですね。もう突入し始めてますね。本村に

おいても、他の市町村と比較すると、右肩下がりが

穏やかなラインを示しているっていうのは、はっき

りしております。しかしですね、このまま手をこま

ねいていると、人口の維持はおろか増 なんていう

のは、とても望めない。しかし、これからのまちづ

くりについて、一定程度の人口維持、増を図るぐら

いの。人口増なんて並大抵のことでは、できるもの

ではないと。できたら、どこかの地域でやってるで

しょう。なかなかできないです。だけれども、でき

るだけ右肩下がりを、なだらかにしていくという努

力と、むしろラインが上がっていくような努力を、

みんなでしていかなければ、猿払村は消滅します。

私は言います。これからは、１年の遅れは１０年に

も匹敵するぞと。いろんな地域に取り残されてしま

いますよと。やっぱり、こういうことを提案してい

きたいと。 

正にね、宗谷管内の市町村。市は別にしても、町

村間と考えていけば、生き残りのための競争、サバ

イバルなんですよ。何とかして競争に勝っていかな

ければ、地域なんて残っていけない。大変な問題な

んです。しかし、それが執行方針で何ら触れられて

ないっていうのは、猿払村に限って そんなことは

ない、という押さえをしているのか。それはないと

思いますけども。これは、あらゆる手段を講じなき

ゃならない。 

きのうも野村議員から保育所の、私は無料化と乱

暴なことを言いましたけども、三笠市あたりも無料

化ではないですけど、ほとんど無料化と同じですよ

ね。だから、そういう部分を考えていけば、可能な

んですよ。やっていけば。それに代わる効果が期待

できるはずなんですよ。そっちのほうが大きいかも

しれない。子育て支援を充実することが。それも是

非、あわせて考えていくべきだろうと思います。 

それと限界集落。これも何回も言われてます。付

ける薬はあるのかというと、私もありません。しか

し、地域を維持していこうという地域の住民の希望

というのは、やっぱり維持して、そこに  住んで、

ここに骨を埋めたいというのは、幌加内町の母子里

が、道新に連載されておりましたけど、これに尽き

るんだろうと思います。だけども、  やっぱり生

きてる証。その地域に住んでても、生きがいがある。 

それと、よそ者の目線で、その地域を眺めたら何

かが出てくるかもしれない。そんなことも含めて、

移住・定住、そういったことも視野に入れた地域お

こし協力隊の配置だとか、支援員の配置だとかを考

えていただきたいというふうに思いま すんで、御

答弁いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の議員の御質

問に御答弁させていただきます。本村にしましても、

平成２５年に北海道移住促進協議会に加盟させてい

ただきました。パンフレットやホームページによる

市町村の紹介と、ちょっと暮らし体験等の情報提供

をしてきております。正直、この問い合わせも数件

いただいております。先般も、１か月程度のちょっ

と暮らしについての問い合わせを受け、関係機関と

調整を進めているところでございます。ただ、他の

加盟されている市町村の多くは、専用住宅を確保し

て募集して、提供されているということにあります

から、残念ながら本村は、この状況にないというの

が実態でございますけれども、早急に、空家政策住

宅、公営住宅も含めてですね、住めるような環境に

しながら進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

また、地域おこし協力隊につきましては、本年４

月から観光協会へ１名配属するということで御報告

をしております。また、現在は新たに２名の募集を

行っております。新年度予算にも計上させていただ

いておりますけれども、今回の募集に当たりまして

は、地場産品を使った新商品の企画開発・製造。地

域福祉、地域の行事に関する活動。住民生活やコミ

ュニティー活動、地域おこしに関する活動。その他

地域活性化に関する支援活動の業務に関して、男女

を問わず、おおむね２０歳以上３５歳程度の方を、

３月２８日までの募集期間と定めて募集しておりま

す。活動の内容につきましては、募集をいただき、
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選考した方との話し合いの中で、その方の能力が発

揮できる分野を、横断的に担当していただきたいと

いうふうに考えております。 

また、この取り組みは、議会は元より、村民の皆

さんにも御理解をいただいた中で、どういった分野

で活動が可能かについて、御意見があれば十分に検

討させていただきたいと思いますし、この事業の成

果が上がるよう務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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：農業の部分について

もですね、是非、配置を要請して、終わりたいと思

います。ありがとうございました。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 


