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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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：一般質問をさせてい

ただきます。新年度の第１回目の定例会ということ

で、伊藤村長から執行方針を伺いました。また、大

石教育長からは教育行政執行方針を述べられて、お

聞きをしたところでございます。今後、伊藤村政と

して、どのような形で村政を担っていくのか、決意

を伺ったところでございます。 

私も以前から、いろんなことを提案してきた経緯

もありますが、この一般質問の通告書に、新規参入

についてということで、１番目に提案をしていると

ころでございますが、これにつきましては、やはり

永遠の課題ではないのかなと。いつもいつも何か、

どういう業種でもそうですけども、やっぱり新規参

入がない。そういう業界は遅れているというか、新

しい形の中に新規参入っていうのは入ってくるのだ

と、そういうふうに私は。 

いつも人としての基本というのは変わりなくして

も、いろんな場所で新規参入が図られていかなけれ

ばですね、その企業であったり、あるいは、そうい

う地域であったり、やはり、そういう所は衰退せざ

るを得ない。そういった中でですね、この猿払村を

経営する伊藤村長さんは、この新規参入ということ

について、基本的にどういうふうに考えてるのか。 

私もですね、商店を経営してきた一人ですけれど

も、やっぱり、この地域のお店や、あるいはまた、

飲食店、食堂さんですとか、これは皆さん方も共有

をしているかと思いますが、ぽつぽつと、時期を同

じくしてではなくて、そういう中で廃業されていっ

たと。大変、何か、その度にですね、胸の熱くなる

思い、あるいは、その方が、ずっとやってこられた

ことを思い出しますと、大変感慨のある、そういう

深い思いに入るわけですが、それとともにですね、

新しく継承される方とか、新規で参入される方がお

られればなと、そんなふうに思っているのですが、

そのことについて、まず伊藤村長の基本的な考え方

を伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

村内の商店などの現状につきましては、議員と同様

の認識と思います。減少が進んでおり、将来の村民

の生活に対して、大きな不安を私も持っております。 

過去、議員から、いろいろ御提案もいただいてお

りますので、そのことから、２月７日に、猿払村商

工会役員の方々と担当課で、商店の現状の共有や、

新規参入、後継者対策について協議を行っており、

減少に歯止めを掛ける取り組みの必要性を確認して

おります。２回目以降の協議では、村、商工会の、

それぞれの具体的な取り組みや役割、そして要望な

どを協議する予定でございます。 

今後、高齢化も進む中で、村民の生活を支える商

店などの減少に歯止めを掛け、生活必需品の購買環

境が少しでも良くなるような取り組みを十分に検討

し、できるだけ早期に実施してまいりたいと考えて

おります。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、２月入りまして、

商工会さんと相談をされたと。担当の職員さんが、

そういう中で今後、新しい施策を打ち出したいと、

こういうことでございますが、しかし、現実ですね、

ここ何年かの間にですね、やっぱり近隣町村、ある

いは、他管内の町村でもですね、かなり、そういう

認識をされまして、現実に行動に移られております。 

和寒町では、先ほども、商工会の瓦版というのが、

ちょうど私が質問を考えておりましたところに届い

たところでございます。新規開業者対しまして１０

０万円と。そして、今年度は２件の応募があったそ

うでございます。それから、下川町  さんですね。

一昨年は３件ですか。そういうふうに、この商工会

の瓦版には書かれております。 

羽幌町さんでもですね、平成２５年度から、まだ

実績はないそうですが、町内に移り住んで、社員と

して登録をした場合に３万円と。ですから ２５年

度は、１年を経過しないと確定しませんから、この

２５年度の３月３１日まで勤務していると、そうい

う資格が生じるということで、執行につきましては
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２６年度からということになりますが、各町村とも

ですね、自分の町で何か、そういう起業をしてほし

いと。こういう状態で、やっぱり行政も、あるいは

住民もですね、そういう多くのことを期待をしてい

る。そういう表れをですね、行政のほうは、そうい

う対策を打っていると。こういうことでございます。 

村長さんも、村長さんになられる前は、産業課長

さんを２年弱ですかね、やられたことと思いますが、

しかし現実の問題として、この猿払村に、どういう

ものが合った施策なのかと。それをですね、基本、

根本に置いていただいて、いろいろ商工会さんと話

されるのは、私は大賛成でございます。しかし、や

はり村長さんのですね、そういう大きな思いがです

ね、どういう形で実を結ぶのかということになると

思いますんで、ただ相談してるでなくて、どういう

思いを村長さんは持って るんだと、そういうこと

を一つ、お聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、野村議員の

ほうから、私の産業課長時代に、いろいろ御提案を

いただいております。そのことも踏まえて、まず担

当課で、企業誘致条例等も含めて、いろいろ検討さ

せてもらうということで答弁をしておりますので、

まず担当課のほうで各種団体のほうと、どういう形

がいいのか協議をしていただいて、その後、我々理

事者のほうで再度入って、具体的な施策を展開して

まいりたいというふうに考えております。まず、言

われたことについては、きっちりやっていくことに

準備もしておりますし、実際、担当課のほうで動い

ていただいてるという形なります。その後、政策的

な部分で明らかになりましたら、また議会のほうに

上程をさせていただき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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんから、どう

いう形にするかという大筋を、そういう会議に委ね

て、そこから出てきたものについて理事者で判断し

たいと、こういうことだというふうに理解をします。

そしたら、新規就農につきましても同じようなこと

ですね。何も強い思いはないと。農業の担い手とい

うことについては、村長はどのようにお考えなのか。 

浜鬼志別、あるいはまた、旧シネシンコ地区で、

数年前までは６戸が経営体としてあったところござ

います。現在は、天野さんが経営する１経営体のみ、

これが稼働しているところでございます。残された

草地の利用につきましては、近接する方々が、それ

ぞれ利用されている。そういう状況であるというこ

とは私も、お話としてお聞きをしているところでご

ざいます。また、村内では粗飼料を共有化するＴＭ

Ｒの設立や、競合化による大規模な経営体になり、

飼育頭数も増えている中、その陰では離農による経

営体の減少。 

また、乳量もですね、私も時々、日刊宗谷等を拝

見をしているところでございますが、今年度もです

ね、他地域でもそうなんですが、東宗谷全体でも、

今の段階では、１年間の中で０．１パー  セント

ぐらいの増しかないと。他の各農協につきましては、

もうほとんどマイナスの中に陥ってると。猿払村も

ですね、それから他の町村も、大規模の経営体が誕

生してるんですけど、やっぱり個々の経営体が１年

間に１戸、２戸と離農されていると。そういう状況

だというふうに理解しております。 

そういった中でですね、一つの経営体を立ち上げ

るということは、大変な努力と、それから資金の問

題もありますし、何しろ、やっぱり一番肝心なのは、

やっていた方が、どのような人かと。人の問題でも、

これは後でなければ、なかなか判断はつかないわけ

でございますが、しかし、今まで猿払村の中で、い

ろいろと人選をしてきて、やられてる方々につきま

しては、それぞれ定着をして根差しているところで

ございます。 

こういう中をですね、村としてもですね、やはり

新規就農に、農協さんの考え方というのもあります

けど、やはり村長さんが、どういう形で新規就農に

対して力強い思いを示すかと。そういうことが、そ

ういう農協さんの意思決定のほうにも大きく作用す

るのではないのかなと。そんなふうに思いますが、

そのことについて一つ、村長さんのお考えをお聞き

をしたいと思います。 
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○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：酪農業への新規就農

対策につきましても当然、私も産業課長時代から大

変重要だというふうに認識しております。また、意

欲ある若者を積極的に受け入れていきたいというふ

うに考えております。現在、新規就農者の状況とし

ては、昨年離農した２戸のうち１戸は決定しており

ます。現在、就農に向けた準備に入っておりますけ

れども、もう１戸は現在、募集を行っているところ

でございます。 

今後も関係機関と連携を取りながら、新規就農者

の受け入れに取り組んでまいりたいというふうに考

えておりますけども、その後、酪農振興会等とも、

いろいろ協議を、お話し合いをさせていただきまし

た。金銭面での、いろんな助成制度につきましては、

各農家さん、それぞれ考え方が違っております。酪

農業だけのお金の助成だけは、それだけは村長やめ

たほうがいい、という方もおられますし、また違っ

た方面の御意見もあります。 

ただ単純にお金を与えて、それで新規就農だとか

後継者問題を片付けるというふうについては、非常

に危惧をされるというような農業者の方もおられま

すので、そういう、いろんな幅広い御意見をいただ

きながら、また酪農振興会、若しくは  ＪＡ東宗

谷のほうとも検討させていただきながら、どういう

形でいいかという部分で。 

含めて、それと全体的な他の業種の方々もおりま

す。商工業、漁業者、その他もろもろの団体もおり

ますので、そういう所とも、きちんと話し合いをさ

せていただきながら、一定方向を見つけて、施策と

して打ち出していきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：新規就農という形が、

村内に今６０戸の農家があるように聞いております

が、そのうちの４分の１を超えてるのではないかな

と、私の中で認識をしているところでございます。

それは、お金ばかりの問題ではないと思います。猿

払村として、どういう、落ち着いていただく。なか

なか新規の人方も、いろんな条件を見ながら猿払村

に来たりですね、また、猿払村から別な方面のほう

へ行ったり。 

ですけど、やっぱり、そこでアドバルーンを上げ

続ける、あるいはまた、そういう、何ていいますか、

来て一気にですね、すぐ新規就農ということにはな

らないので、そういう研修期間をどうするかと。そ

ういうことも重要な、これは私が言わなくても村長

さんは十分御理解をしてると思いますが、そういう

期間も含めてですね、農協さんで実習される方法と

か、そういうときの賃金のほうですとか、やっぱり、

そういうことも十二分な生活ができるかと、そうい

うことも支援の方向であると考えるところでござい

ます。 

そういうこともですね、十分に検討していただい

て、そして村長さんが、是非とも猿払に、そういう

新規の方々が入ってきてもらわなければいけないと、

やっぱり、そういう先頭に立っていただいてですね、

実施することが一番の、そういう思いの解決ではな

いのかなと、そんなふうに思うところでございます。 

次にですね、新規参入もそうですが、後継者の対

策ということで、商工業、サービス業、農業の後継

者対策をどうするか。新規っていうのは他人という

ことでありますが、他人でも、また商売を引き継ぐ

という意味では後継者というふうな捉え方もできる

のではないのかなと。必ずしも血縁ばかりが後継者

ではないと。 

そういった中でですね、これも北海道の商工会の

瓦版という形で、美深町ではですね、月１０万円を

２年間支給。夫婦の場合は１５万円を支給。２年間

ですね。下川町では１０万円を１２か月。和寒は、

先ほど新規開業者のところでお話をしましたので。

もっと調べるとですね、もっといろんなパターンが

あると思います。私も、ただ単にお金を出せばいい、

ということでなくて、具体的に、そういうお金を出

すにしても、そういう強い姿勢をですね、やっぱり

村が、そして商工会、あるいは、この農業の後継者

につきましてもですね、私は同じことがいえると思

うんですよね。 

例えば商業でも、同じ商売をするわけですから、

そこに単身の若い者が来る。すぐに売り上げや収益
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が上がるわけではございませんよね。そういった場

合にはですね、経営者から次の後継者に対して給料

を支払う場合、経営者の給料を減らして、子息のほ

うに振り向けると。そういった中で慣れていただい

て、また、後継者も成長していただいてね、そして、

ずんずんと後継者のほうが、そういう力を発揮して

きて商売を盛り上げ、あるいは農業のほうもですね、

そういう成績、数字を上げて、そういうものを吸収

をしていくと。そういう期間として、これは２年間

という定めの中で、美深町では単身者には月１０万

円ですよと。そして夫婦の場合は１５万円を町のほ

うから助成をしましょう、という制度になってるの

ではないのかなと、そんなふうに考えているところ

でございます。 

金額の問題とか、そういうことではなくて、後継

者対策について、伊藤村長がどのように考えてるか。

これは農業のほうも、それから商業やサービス業の

ことにつきましても、あわせて御答弁をいただきた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えさせていただきます。商業、サービ

ス業での後継者対策につきましては、先ほどの御質

問にもお答えしましたとおり、現在、商工会等と協

議を行っており、できるだけ早期に具体化し、実施

してまいりたいというふうに考えております。 

農業後継者につきましては、経営者の年齢が ６

０歳以上の１９の経営体のうち、１７経営体に後継

者が、ほぼ確定しております。また、その他の経営

体にも将来を担う後継者が多数おります。村として

も意欲ある後継者を育てるため、後継者が中心の活

動体である、若者の楽農塾の活動の支援や、さらに

花嫁対策などの取り組みを積極的に行ってまいりた

いというふうに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：伊藤村長さんから、

課長さん時代を含めて、今度は執行者でございます

から、傍観者でなくてですね、自分がここの村をど

うするんだと、そういう視点に立って、今までの課

長さんとしての立場とは違うと思いますが、やっぱ

り現場に入りましてね、皆さん方の意見もそうです

し、ですけど、農業のなりわいにつきましても、ま

た、商業のなりわいにつきましてもですね、それぞ

れ共通をしてる所はあると思うんですよ。そういっ

た中で今、本当に、この村の中にね、そういう施設

がなくなってきたと。 

今までは商工業なんていうのはね、自助努力が必

要ですよ、ぐらいしか村政執行方針に、今までの村

長さんは誰もそんなこと書いてないですよ。自助努

力で。商工会っていうのは経済団体ですけど公益団

体ですから、（聴取不可）ではないんですよ。そこ

には今まで村民の方々からですね、そういう公益団

体ということで、たくさんの、継続をすることで補

助金をいただいてきております。しかし、一般の商

店や食堂は、皆さんが、そういう公益団体に補助し

ていただいた中でですね、それぞれ、いろんな形で

商工会の事業にも協力し、あるいはまた、いろんな

足りない所をですね、経理面ですとか、そういう面

で力を借りながら今までやってきたというのが実態

でございます。 

それをですね、ただ今までのような延長線上のよ

うな考えでどうするか。ただ商工会と協議する会。

あるいはまた、酪農の青年の方々とですか、そうい

う情報交換する。私はもう、そういうレベルを通り

越してるんではないのかなと。 

実際、猿払村だけですよね、今２８００人で、宗

谷管内では一番人口の減少率が少ないですが、稚内

市さんだって、つい三、四日前にですね、この人口

減の問題をどうするんだと。つい、こないだ４万人

を割ったらもう３万６千人台だと。そういうことが

日刊宗谷の社説に出ておりました。社説を多分、ず

っと１週間ぐらい見てもですね、人口減の問題とか、

何か（聴取不可）、こういう業界はどうなってるん

だとかね、そういう議論ですよね。ましてや管内の

他の町村さんはですね、もう猿払村よりも、町であ

っても人口の少ない町村が二つも、かつては猿払村

の倍も３倍もあった所がですね、そういう形で落ち

てると。そういう認識をですね、どういうふうに持

たれるのか。 
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今は２８００人を保てるからいいわけですよ。浜

のほうが本当にいい形で、そして水産加工関連の

方々もですね、また次に水産加工の人手不足につき

ましても今、質問しますけど、まず、この後継者の

対策ですね。村長さん自身がどういうふうに考える

か。評論家ではない。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：酪農関係の担い手と

いうか、新規参入、後継者問題につきましては、私

も産業課長時代から非常に危惧してるところでは十

分あります。その中で、産業課長時代には異業種交

流ということで、天北・放牧ネットということで全

国に発信をして、猿払村でフォーラムを開催させて

いただきました。その中で１００名以上の方々が参

加していただいて、フォーラムに参加していただき、

また、夜には各種いろんな団体のほうから御協力を

得ながら地域の異業種交流もさせていただきました。

その中で、いろんな、男女間の交流も含めてですね、

何とかいい方向に向かっていただければなという形

の中で、放牧ネットのほうと連携を取りながら昨年、

そういうような形で開催をさせていただきました。 

それから、花嫁対策につきましては、管内で実施

する花嫁対策事業、また、道北地域で開催する花嫁

対策事業に、積極的に本村の若い男性の方々に出席、

参加をしていただいて、いろんな女性との交際とい

いますか、そういうところまで発展をしながら、最

終的にはうちのほうで結婚をして、住んでいただけ

るという形の中で、産業課のほうで、ずっと取り組

んできております。 

また、農業委員会で、あるホームページ等につい

ても、一人一人の個別紹介を載せていただきながら

ですね、連日、数件の問い合わせが結構あったりす

ることもあります。そのやりとりの中で、なかなか

うまくいかないと。これは男女間の問題ですから、

なかなかうまくいかないということもありますけれ

ども、そういう形の中で今後も引き続き推進してい

きたい。そして、若い人方と交流をしていきたいと。 

さらには酪農業、当然、拓心中学校を卒業すると

きには、みんな農業、水産業、全然関係ないわけで

すから、それが卒業した後に、なかなか交流が持て

ないというような形になってきておりますので、相

互間の産業の理解も深める上で、私はそういう形の

中で異業種交流も積極的に進めて、若しくは、そう

いう村内の中でお嫁さん、お婿さんが迎えられるよ

うな対策も、あわせて引き続き やっていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、伊藤村長さんか

ら、去年の放牧ネットですか、それが行われたこと

は私も承知をしておりますし、やはり継続をしてで

すね、それから、村の姿勢をどういうふうに持って

いくか、そこが私は一番重要であると考えますので、

これからですね、なかなか簡単に解決の窓口はない

と思います。しかし、そういった中でですね、伊藤

村長の強い気持ちを持って、どうしたらいいんだと。

そしたら、こうやってみようかと。こういうことが

私は。それは課長さんも係も、あるいはまた村内の

農業関係者、あるいはまた、商工会の関係者もおり

ますけども、そういう話を聞きながら、最終決断を

されるのは、やはり伊藤村長さんが、どういうふう

に、そこに思い入れをしていくか。こういうことで

はないのかなと思います。 

次に、水産加工の人手不足につきまして質問をさ

せていただきます。昨年から水産加工の業界では、

就労者の不足、それによりまして、人材派遣会社に

依頼をいたしまして、一加工場当たり５名ないし７

名程度の人材を充て、労働力を確保し、不足をカバ

ーしていたと、そういうふうにお聞きしております

し、また、本年度も同様にですね、同じ程度、若し

くは、それ以上を確保すると。そういうふうにお話

を伝え聞いているところでございます。いろいろな

水産関連の省力化の機械、また、高性能な機材や冷

凍保存の機材を使っていてもですね、やはり手作業、

人手に頼らなければならない、そういうところであ

ります。 

また、昨今ずっとテレビを通しまして、東日本大

震災関連でも、新聞紙上でも、工場の再開はできま

したが、町に人が戻ってくるスピードが遅いと。し

かし、予定どおりの人手が確保できない。新聞で報

道されていることは、たった一部であると思います
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が、それを拝見していてもですね、これからの我が

村の状況。一体どういうふうになっていくんだろう

か。さっきの新規、あるいは後継者、そして水産加

工の人手不足。現状として、今後ますます人手不足

になっていくと思います。 

今まで人手を地元以外、近隣町村にも依頼をして

まいりましたが、近隣町村も人口減少、そして、若

い労働力の不足から、今後も不足を続けるというこ

とは明白であるところであります。この不足分を、

今後、数年間に全員をカバーするような事態になり

ますと、住居の問題、また、賃金も人材派遣会社に

お願いすると、最低でも今の賃金の １．６倍から

１．８倍になると考えられます。こうなるとですね、

村内での工場の稼働力が経営のひっ迫にさらされま

して、実にならなくなってきましたら、それも今後

いろんなことで努力はされていくと思いますが、そ

ういうことになってきますとですね、そういう状態

になっても限らないというような。 

以前にもですね、巽前村長の中で、この問題を、

数年雇用したらどうかと。やっぱり、ホタテの水揚

期間は１１月一杯なんですけど、冬の間、何とか１

か所の工場でも開けて、通年雇用で新規の人材を、

猿払村に定着をしていただくことはできないのか。

そういった中で当然、住宅の問題やら、子育て支援

の問題やら。やはり人が住むということは、そうい

うことになりますよね。そういう  一体感をです

ね、村として今、村長さんも、い  ろんなことで

出られて、水産関係の方々ともお会いをしてると思

いますが、村長さんが、この実態をどういうふうに

考えて、やはり何か手を打とうとしているのかです

ね、その辺を一つ、お聞かせをいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：水産加工業での人員

不足につきましては、私も深刻な問題だというふう

に認識しております。村内や近隣町村から就業者を

確保することが最良であると考えますけれども、議

員が言われるとおり、高齢化などにより、今後さら

に厳しさが増すということが予想されます。 

そのことから、巽前村長時代から、あらゆる機会

に中国人技能実習生受入特区制度の拡充を要請して

おり、私も２月中旬の漁港関係の陳情の際に、農林

水産副大臣、農林水産長官に対しまして、特区制度

の拡充の要請を行っております。その中で、政府と

して拡充の検討に入っている旨のお話があり、現在

は、その期待を持って、その推移を見  守ってお

ります。 

また、移住等を通して就労する方を確保する取り

組みにつきましては、季節的な雇用となることや、

住居の用意など、課題はありますけども、関係者と

検討してまいりたいというふうに考えております。 

また、昨年、産業課長時代には、加工協のほうと

２度ほど検討会、打ち合わせを、いろいろさせてい

ただきました。その中で、今、議員おっしゃられる

とおり、派遣会社の派遣職員の住宅の関係に係る、

いろんな備品関係について非常に困っていると。ま

た、私自身も、特区制度とは別に、   一般就労

対策として、東京にあるベトナム派遣会社のほうに

連絡を取らせていただき、いろいろ協議を進めてま

いりましたけれども、なかなか外国人が、中国人、

ベトナム人というふうになると、非常に難しいとい

うような形で御返答でしたので、その部分につきま

しては不調に終わったというような形でおりますけ

れども、今後、引き続き加工協、それから水産加工

場に就労する人方の人材確保につきましては、あら

ゆる団体のほうと協議を進めながら積極的に取り組

んでまいりたいというふうに考えております。以上

です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：一番難しいですね、

人のことを質問しております。水産加工も本当に人

手不足なんですが、これが恒常的に、ずっといくと

ですね、例えば村の事業で、社会福祉関係も今、大

変、なかなか人の募集を出しても集まらないと。な

かなか、ちょうど潤沢な職員ではない。一時はです

ね、病院の看護師さんの問題も浮上しましたし、今

はある程度、少し解消してるかもしれません。です

けど、どういうベースで、どういうふうに根を入れ

ていったらいいかということをですね、やっていか

ないとですね、これは本当に近々の課題だと思いま

す。 
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今、特区の活用ですとか、一般就労団体ですか、

ベトナムとかの。そういう要請も伊藤村長さんから

ありましたけど、それは、あくまでも本当に近々の

対策の中の近々だとは思いますが、恒常的な対策と

いうのも、どこに、どういう形でやっていったらい

いのか。 

今、せっかくですね、猿払村が、このホタテとい

うものが復活されて、しかも量も安定的にある。こ

ういう中で、一番近い猿払村内で加工される って

いうことのメリットは非常に大きいと思いますし、

それが人々の生活につながったり、観光につながっ

たり、都市部と町村部の交流につながったりと、非

常に大きなものがあるわけです。そこに将来、１０

年後とか、そういうときにですね、そういう加工に

携わる人が少ないと。工場を開けるメリットがなく

なってきたと。こういう形ではですね。やっぱり今

から、そういう形でね、準備を進めていくべきだと。

そして、これは水産加工ばかりではありません。み

んな、どこもそうです。それをですね、村全体でや

っていかなければならないと思います。それで、そ

こに一つ村長さんの気持ちは、どういう形のものな

のか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私も議員と同じよう

な意見で、突発的な、単発的な施策だけでは駄目だ

と思います。やはり恒常的に、ここに住んでいただ

いて、ここで就労していただいて、子育てをしてい

ただく、という形も、僕もそのとおりだと思います

けども、なかなか、これが実際にやってみると非常

に難しいところがあって、特に水産加工の女工さん

という特殊な作業でございますので、なかなか難し

いなというふうには思っておりますけども、そうも

言っておられませんので、当然、就労者がいなくな

れば、ここに加工屋さんもいなくなると。そうすれ

ば産業の衰退にもつながるということにもなります

から、改めて積極的にですね、女工さんの確保に向

けて、漁組さん若しくは加工協のほうとも連携を取

りながら積極的に進めてまりたいというふうに思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：ここで昼食のため午後 

１時まで休憩いたします。 

 

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。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：午前中は、水産加工

の人手不足につきまして村長の認識、また、これか

ら、どのような形で展開をしていくのかということ

について質問いたしましたけれども、しかし、この

問題は、今までもそうですし、これからもそういう

形で、猿払村の行く将来を左右するものではないか

なと思いますので、やっぱり今からですね、いろん

なことで、加工の現況はどうあるべきか、猿払村の

産業がどういうふうに今後、根付いて、そういう内

的な要因というか、あるいはまた、その人的な要因

で産業が途絶えることのないような、そういう施策

を執っていっていただきたいと、そういうふうに思

うところでございます。 

４番目、子育て支援につきまして、お尋ねをした

いと思います。子育て支援につきましてもですね、

長い歴史から話しますと、明治後期、ここにホタテ

ガイが大量に生息すると。そういうことから、この

猿払村が始まったとされております。幾多の産業や、

そういうものを移りながらですね、やはり戦後、大

きく変わってきたのは核家族化、あるいは、家族体

制が変わって核家族化。そして、お父さんも、お母

さんも共働きの家庭。そういうことで国もですね。

村だけではありません。国が大きな主導を握ってで

すね、小さい子どもたちを、きっちりと日本国民と

して優秀に育てていかなければならないと。 

そういう中からですね、村もその一役を担ってで

すね、子育て支援ということで、それぞれの地域が、

それぞれの地域の子どもたちを、その子育て支援と

いう形でやってきてるのが今の現状だと思います。

その支援につきましてね、いろんな見方もあります
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し、やり方もありますし、猿払村では医療費の補助

等ですね、そういう支援の方法もやっていると。そ

ういうことは十分、理解、承知しているつもりでご

ざいます。 

しかしですね、たまたまテレビを見ておりました

ら、三笠市。三笠市といえば炭鉱の町で、炭鉱の閉

山後、どんどん人口が衰退していって、何とか市の

中で生活をしてもらう。あるいは働く場を見つけて

もらう。そういった中で市が、小さい子どもたち、

子育て支援を何とか三笠市でやっていただいて、三

笠市、あるいは三笠市周辺で仕事をされている方に、

三笠市で生活をしてみませんかと。そういう、ホー

ムページと申しますか、テレビのＣＭでございます。 

まだ私も三笠市という所に行ったことはありませ

ん。しかし、山崎さん親子という、ワイナリーを経

営している、最近、大変ブドウの質も良くて、非常

にいいブドウだということで、ワインも作られてる

ということで、ここ何年か非常に、急速に注目を集

めている方のようでございます。その方が、最初に

テレビに出てまいりまして、その最後のほうにです

ね、三笠市は紙おむつ代が内容ですよと。あるいは、

幼稚園、保育所は実質無料ですよと。あとでホーム

ページを見させていただきましたら、保育料、幼稚

園料は、一度は払っていただくと。払っていただい

た金額をですね、市の商工会議所と申しますか、商

店会で使える商品券を、その額と同等の商品券に置

き換えて、三笠市内で使ってくださいと。こういう

ものでございました。 

まだ何か他にもあったようなアレでございますが、

やっぱりコンセプトとして、そこまで本当に、子ど

ものいる若い世帯の人方をですね、どうか三笠市に

来ていただきたい、そういうような姿勢が見られる

ところでございます。そのまま三笠市のことを言っ

ても仕方ありませんけれども、それも何か、イオン

さんが野菜工場群を作るということで、１０戸程度

の農家のですね、土地を借りてですね、大々的に野

菜を、ハウスを作って、そこで野菜工場を作るとい

うニュースも、その後、最近になって、そういうこ

ともありました。 

そういうことから猿払村もですね、別に、こうい

うことではありませんけれども、今後そういう形で、

いろんな形で人を呼び込んで、そして今、現実に住

んでいる方々もそうだと思うんですけども、そうい

うことの子育て支援というのを一番基本に、若い世

帯の人方に来ていただくということは、そういうこ

とだと思うんですが、そういうものについて村長は、

どういうふうにお感じでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。三

笠市の子育て支援についての取り組みについて、ど

う感じるかということでございますけれども、各市

町村においては出生率の低下や転出による人口の減

少に歯止めが掛からず、何とかしようと転入者を増

やし定住促進を図ろうと努力をしてるところでござ

います。三笠市では、その施策の一つが乳児紙おむ

つ購入費用助成事業であったり、保育所負担金助成

事業であるんだろうというふうに思っております。 

私としては、これらの取り組み事業については素

晴らしい取り組み事業であると評価をさせていただ

きながら、村としても現在、子育て支援につきまし

ては他市町村にはないソフト面での取り組みを実施

しております。しかしながら、野村議員から一例を

御紹介いただきましたので、今後、私としても子育

て支援事業などを推進していく上で、各市町村の取

り組み事業を参考とさせていただきながら、村に合

った支援策を講じてまいりたいというふうに考えて

おります。 

また、猿払村は昭和６１年、６２年、６３年あた

りが確か出生のピークだったというふうに思ってお

ります。６０人程度の出生があったと思います。で

きれば、そのくらいまでに復活できるような施策も、

もう一度、保育所、また関係部署のほうと、子育て

支援センターのほうと協議をしながら進めてまいり

たいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：子育て支援というの

は、一口に言ってしまえば子育て支援ですが、大変、

幅の広い問題であるし、住んでる人方の構成とか、
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いろんなことから、産業の構成によっても違ってく

ると思いますが、是非ですね、いろんな施策もある

と思いますし、また猿払村の中、どういう現況であ

るのかということを踏まえながら、また子育て支援

をですね、この支援が正しいというものは、私はな

いと思います。そういった中で、猿払方式と申しま

すか、猿払に根付いていく。あるいは皆さんに喜ん

でいただける。そういう施策を一つ、期待をいたし

ております。 

次、公営住宅について、お聞きをいたします。公

営自宅については、少し資料をいただきました。一

般公営住宅、鬼志別地区から、ずっと浜鬼志別、知

来別、猿払、浜猿払、浅茅野、合計２５０戸。政策

空家２４戸。今現在９５．６パーセントという入居

率となっております。それと単身者向け住宅１６戸。

現在は１戸空家という形で聞いております。そうい

ったことにつきまして、しかし、  ちょうど村長

さんの執行方針にもありますけど、建築２０年を経

過したものがあると。半数以上あると。すぐには建

て替えも難しい。そういうことで、長寿命化計画を

立てて、屋根のふき替えや、外壁の張り替えも行い

ながら、補修をしながら、戸数確保を行っていきた

い。そういうふうに聞いております。 

私ですね、実は先日ちょっと、うちの浜鬼志別地

区で１戸、入れ替えがありました。退去される方と、

新しく入居される方でございますが、この質問の用

紙にも書いてるんですけど、住宅の係のほうからは、

私物は全部処分してください。設備ですね。ストー

ブ、給湯器、お風呂、全部。それで処分しました。

次に入る人が決まりました。そしたら次に入る人は

全部新品を投じたら、いくらぐらい掛かると思いま

すか。 

それとですね、今の一つの公営住宅の方向。ある

いはまた、民アパの方針としてもですね。民アパは

１００パーセント付いてるわけですよ。公営住宅も、

平成１９年以降に建てるものについては全部、設備

も付いてるわけですよ。単身者向けも２０年前に作

られてますけど、そうですよね、  ちょっと私も

覚えがあるんですけど、高校を卒業した１８歳のお

兄さんや、お姉さんがですね、単身者向け住宅に来

ましたと。そうしたら親ですよね、付けるのは。そ

して、猿払の民間の会社に勤めて、合わなかったら

辞めるわと。そしたら、  せっかく大枚のお金を

掛けたものを、また持って帰らなきゃいけない。そ

ういうようなことから当時もですね、最初から設備

を民間の人にお願いして付けて、そして今があると。

そういう状況だと認識をしております。 

非常にですね、今２５０戸あるところをですね、

どのようにやっていくのか。非常にですね、私、一

方では省エネだとか、ものを大切にするとか 言っ

てますけど、そういう観点からもですね、それから、

失礼な話をしたら悪いんですけど、まだ民アパに入

れる方々は、それだけ年収があると思うんですよ。

月五万何千円払えるわけですから。やっぱり公営住

宅には入れないから、年収の引っ掛かりで入れない

から、そっちに入るわけですよ。しかし、公営住宅

に入る人っていうのは、やっぱり一定の最低限の年

収から、最高限の年収もありますよね。 

そういった中で、かなりの投資になるもの。それ

と、あとでは平成１９年ぐらいから建てるものに付

いてきてるものであればですね、これ今、入れ替え

の機会にですね、何か、そういう方式を。ただ、私

物は取っ払ってくれ。それじゃあ何か時代に逆行し

てないか。どうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：平成１９年度以降に

建設された村営住宅につきましては、ストーブ、給

湯ボイラー、灯油タンクの設備を村で設置しており

ます。それに係る費用の一部は家賃に算定されてお

りますが、それ以前に整備された住宅の設備につき

ましては入居者負担としていることから、原則とし

て自己負担か、リース方式で設置をしていただいて

おります。一部の住宅におきましては、前の入居者

が設置したものを退去後に引き続き使用する場合も

ございますが、トラブルを防止するため、無償譲渡

とすることと、故障した場合は自己負担となる旨の

確認書を取り交わしていただいております。 

また、苗畑団地の単身者向け住宅における設備に

つきましては、村では直接関与せずに、入居者と業

者との間でリース契約が行われております。一般の
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村営住宅でもリース方式を導入できないかという御

質問でございますが、既に設置済みの方が大半と思

われることから、今後、新た入居される方でリース

方式を希望される方がおられます場合には、村内の

設備業者を紹介するような形で対応を考えさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：そういう今まで取っ

てきた既存住宅。それを、今までは付いてないと。

これからのものは付けていくと。しかし、付いてな

いもの。今、現況として入ってる所はいいんですけ

ど、そういう入れ替えのある所、そういう所から変

えていく気はないのかと、そういうふうに聞いてい

るんですよね。ということは、私物は  一切取っ

てくださいということで、全部片付けてしまったと。

それで、いいんですか。今の答弁だと、何も一歩進

んだ話にはなっておりません。それが省エネとか、

ちゃんと使えるものを他人に譲渡したりですね、一

部はゴミになったり、リサイクルになったりしてる

わけですよね。次の人のことの、村長さんが今、言

われたね、一部を無償で置いていってください。し

かし、無償で置いて  いってください、っていう

担当の係の言葉は何もない。私物は一切取り払って

くださいと。こういうことです。 

それと、村の一つの方向性としてね、今後、  

一遍に全部やりなさいということは言っておりませ

んが、そういう退去される方の所、そこの状況を見

て、判断をしながら、できたらそういう形でね。こ

れは機械設備ですから、やはり村の職員もそこまで

専門ではありませんのでね、民間の業者にお願いし

ながら、メンテナンスをしながら、そういう価値と

かもありますから。あるいは当然、今度、何年も使

ったものであればメンテナンスの回数というものが

ありますから。 

ただ民間から直接リースしてるから村は関係あり

ませんよ、ということにはならないと思うんですが、

それは次の単身者向け住宅の建設を促進していきた

いということですけど、単身住宅だって今、リース

料は月１万円だというんですね。それが、ずっとね、

村は何も関係なく、勝手に値段を決めたって意味で

すかね。それも、ずっと１万円でいいのか。もっと

上げるべきなのか。それとも、もっと下げるべきな

のか。そのくらい村は責任を持って、入居者に対し

て責任があるんでないかなと思いますけど、もう一

回答弁お願いします。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただ今の議員の御

質問にお答えしたいと思います。村の公営住宅につ

いてはですね、村としての政策の部分でいくと、や

はり省エネ対策、いろいろな部分で、ものを大切に

するという思想の部分については大事にしなきゃい

けないと思ってます。これから、この３月、４月時

期に当たってはですね、かなりの入れ替え等の部分

も出てくるとは思われます。その中で、使えるもの

は大切にして、使っていかなきゃいけないというと

ころについてはですね、村も一緒になって、入居者、

あるいは退去者の立場に立った形でですね、考えて

いかなきゃいけないというふうに思っておりますの

で、今後においてはですね、そういう政策の部分で、

きちんと入居者、退去者の立場に立ちながらですね、

村もどういう方向性を持って、リース方式にすれば

いいのか、あるいは、そのまま使っていただくこと

がいいのかどうかも含めて協議をしていきたいと思

いますので、その方向性で村は取り組んでいきたい

と思いますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今、副村長の答弁

では、今後、積極的に、そういうものを対応してい

きたいと。その件については、レンタルにするべき

なのか。それともまた、個人から無償で提供いただ

いて、次の方にまた無償で差し上げると。村は一切

関係ないということだけはないですね。村が最終的

に責任を持って、そして入居者は、なかなか、いろ

んなニーズもあるようですけども、入居者のニーズ

を大切にしながらですね、村としてできること、で

きないこと、っていうのはあると思います。それと、

機械は専門的な集団にお任せしないとですね、当然

メンテはできないと思いますんで、その辺また、民

間の事業者、そういう所とも協議を図って。 
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そしてまた、今現在ですね、単身者についてはレ

ンタル方式と。それと平成１９年以降についての公

営住宅については、村で付けて、どういう形でやっ

てるのか。そのレンタルもですね、もっと１万円以

上なのか。今現在は１万円って聞いてます。それが

１万円で安いのか。それとも、もう少し不足なのか。

それと配管ですとかね、そういう基本的なものは誰

が入っても変わらないわけですから。 

今、平成１９年くらいから村が全部やってる っ

ていうことは、そういうものもですね、民間の業者

に負担を掛けないような形で、基本的な所は村が全

部用意して、お貸しをしたらいいんでないですか。

その辺もう一回、村がどこまで関わっていくのか、

そこをお聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただ今の御質問に

お答えしたいと思います。単身者住宅の家賃の中に、

１万円の中にレンタル料とか含まれてるというよう

な感じも、それもあるんで、そういう形で算定して

るっていう形ですけども、その辺も含めてですね、

あと配管とかの部分も民間の方々と、いろいろな業

者さんと相談しながらですね、村が全面的に関わっ

た形の中で今後、検討していきたいと思いますんで、

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、副村長さんのほ

うから踏み込んだ、いわゆる村が、これから   

ちゃんと管理、監督をしながら進めていくというこ

とでございましたので。 

次、２番目にですね、単身者用の住宅につきまし

てもですね、先ほど申しましたけど今現在１６戸。

空家は１戸のようでございます。その設備の関係に

つきましてもそうですけども、民間アパートの中に

はですね、今年度供給されるものを含めて１６戸で

すかね。単身者用っていうのは、ありませんよね。

そういった中でですね、単身者の需要というのも、

一部は公営住宅をお借りをして、２ＬＤＫとか、３

ＬＤＫに単身者が入ってる場合もあると思いますよ。 

そういった中で、農業関係もですね、随分と今、

牧場全体ですとか、それから今のＴＭＲセンターと

か、あるいは個々の農家で単身者を雇っているとか。

村営牧場にも中山間の、そういう補助金で昨年度で

すね、世帯向け２戸、単身向け３戸という形で住宅

ができましたけど、そちらのほうも非常に若い人を

何とか、うまく人がつながってきていると。そして、

観光のほうもですね、そういう形で少しずつ若い人

方の就業も増えてきていると。 

そういう観点からですね、もう少し単身者向けに

も目を向けて、建設を急いではどうかなと。なかな

か民間で単身者向けのアパートを作ってくれる事業

者がいるのかなという感じをしておりますので、そ

の点についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現在、村では世帯向

け住宅の建設を優先しております。単身者向け住宅

を建設する計画は、現在ございませんけれども、民

間賃貸住宅建設助成事業の整備基準として、単身者

向け住宅を優先する項目の設定等を検討していきた

いというふうに考えております。 

また、民間の方々に、単身者向け住宅の建設とい

う部分についてもお願いをしておりますけれども、

なかなかコスト高ということも考えながら、そうい

う官から民へという流れの中でも、民間業者の方々

についても単身者向け住宅のコスト高ということも

考えれば、我々行政のほうも今後、どちらのほうを

優先していくかということも、改めて項目の中に設

定をして、検討し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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：３番目、民間アパー

トの建設の補助制度。それについては今年度、延長

される見通しであると。そして、まだまだ供給の促

進をして。そういう施策でありまして、しかし、だ

からといってですね、なかなか民アパに入れる世帯

っていうのは、私は限られてくると思 うんですよ。

それと、公営住宅の半数が２０年を超えていると。

それと、今、入ってる公営住宅も、実質、もう入る

場所がないと。９５パーセント以上の入居率である

と。そういうことからですね、やはり一般公営住宅

の需要というのは、まだまだあると思いますし、ど
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こかではスクラップ・アンド・ビルドで、そういう

ことも視野に入れてですね、公営住宅の建設もです

ね、あわせて行っていかなければ。 

今、私も何点か質問してる中で、若い世代は住宅

がきちんとしてないとですね、まず若い人方は入っ

てきませんよね。あの古い所に入れて、そこで我慢

しろっていうのは、我々の世代であれば アレです

けど、今の若い世代の方々にね、本当に古くて、何

か、その辺から虫がわいてくるようなね、そういう

所に詰めておいたら、それがアレで来ないと。ある

いは、生活も最低限の水準のようでございますので、

その辺も、村長さんはどういうふうに考えてるか、

お聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：猿払村公営住宅等の

長寿命化計画というのがございます。これは平成３

３年まで、それと平成２８年には見直しという形の

計画を持ってございます。平成２４年度より既存団

地の建替事業を進めておりますけれども、今後につ

きましても、鬼志別団地地区及び浜鬼志別団地等で

建替事業を計画しております。平成 ２８年度に見

直しをかけるときには、戸数は減りますけれども、

少し間口を広く取ったような形の住宅の建設を今現

在、計画しておりますので、何とぞ御理解をお願い

したいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それでは最後の、観

光の施策について質問したいと思います。観光とは

何か。一口に答えられる人はいないんではないだろ

うか。観光がどうして必要か。観光は村民にどうい

う影響があるのか。好影響もあるのか。また、猿払

村の産業や経済にも、どのような影響と恩恵がある

のだろうか。一杯、有益な効果をもたらしてくれて

いると思います。観光もですね、村民の意識の向上

とともにですね、やはり能動的に観光を高めていく

と。効果を高めていく。これは、村長さんも皆さん

方も一緒になって、そういうふうに考えてると思い

ます。 

ちょっと一言ですね、私、ここに、なぜ書いたか

というと、ここに観光協会の決算書をいただきまし

た。平成２２年度、２３年度。村からの補助金が５

００万円でございます。２４年度が８８０万円でご

ざいます。そして今年度ですね、予算書では２２６

３万５千円ですね、村補助金。これは、開村９０周

年記念事業いうことで、いろんな枠の中で、観光協

会の中で、やっぱり千昌夫さんといえば、来ていた

だく料金も大分高いですし、他のいろんな事業もで

すね、９０周年関連ということで大幅に増えたとこ

ろでございます。 

しかしね、本当は新年度の一般会計予算の中で聞

けばよかったのかもしれないですけど、私はね、ち

ょっとこれは一般質問で聞きたいなと。どうしてこ

れ、一気に３０００万円になったのか。その他に観

光看板設置工事１０００万円。その看板の用地測量

１００万円。それから冬季の観光誘客手数料１５０

万円、どういう使われ方をするのか。大幅にですね。

私は、去年は９０周年ですから、普通の年であれば

９０周年の関連の予算を精査したら減少に、そして、

そこから今後、どういう事業をやるのかと。そうい

うアレだと思いますけど、中身は何ですか、それ。

そこを一つ、お聞きをします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えさせていただきます。観光につきま

しては、する側と、受け入れる側で、その目的や役

割に違いがあり、私たちが考えるべき観光の目的は、

受け入れる側として、村外から人を受け入れ、満足

度を提供し、お金を使ってもらい、地域の活性化に

つなげることと考えます。その中で、おもてなしの

心など満足度を高め、村民の理解と協力が必要でご

ざいますけれども、それらを高めるための一歩一歩

の積み重ねも、とても重要であるというふうに考え

ております。 

今年度の観光に関する予算につきましては、その

中心となる村観光協会事務局の機能充実のための人

件費の増額、４名体制。各方面から強く要請があっ

た村ＰＲ看板の設置。そして、来訪者を多く呼び込

むための取り組みに関する予算を配置しております。

また、多くの村民も楽しみにされております観光ま

つりは、今年度は第４０回目の記念となりますこと
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から、昨年の開村９０周年記念と同等程度の内容と

させていただき、開催費用を増額させていただきま

した。今後につきましては、観光協会員や村民と観

光に関しての勉強会や、意見交換の機会を持ちなが

ら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）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君・登壇）：ただ今、村長が

御説明させていただきました内容を、若干詳しく御

説明させていただきたいと思います。まず、観光協

会の補助金の増減について最初に御説明をさせてい

ただきます。議員がおっしゃいますとおり、昨年度

につきましては観光協会補助金２２６３万５千円で

ありました。６月に１４０万円ほど補正をしており

ますので、ちょっと端数はアレですけども、トータ

ルでは２４００万円程度の補助金額に、現状なって

おります。 

今年３０００万円になったという内容につきまし

ては、まず人件費といたしまして、これまで事務局

長を産業課長が兼務していた部分を、観光協会とし

て事務局長を採用するという部分に係る増額が約２

５０万円。 

それと、観光まつりが、先ほど村長からお話あっ

たとおり開催４０回目ということで、全体的には前

年度と、９０周年と同様の計画をしておりますが、

諸般の値上がり等があって約４０万円の増額です。 

もう一つ、観光協会としても、観光協会員の協力

を基に、観光される方々のおもてなしをしていただ

きたいということで、道の駅に出店されてる店舗の

方々、観光協会員、それぞれ出ていただきまして、

観光客、ツアーで来られるお客さんに  なってし

まいますけども、猿払の特産品を味わうような取り

組みをしたいと。猿払勝手丼というような名称を付

けながら、観光客をおもてなししたいという費用に

約２００万円。 

それと、昨年も開催しております、夏休み期間、

お盆ぐらいになりますけども、子ども夏まつり。縁

日のようなものを開催しているんですが、今年につ

きましては、さっぽろ雪まつりですとか、東京駅の

開園のときにプロジェクションマッピングというこ

とで、かなり多くの人方から評価を受けてる内容の

ものを猿払村でも行ってみたいということで３００

万円の増額をしておりまして、それらの合計が約７

９０万円という部分が今回、観光協会補助金の増額

の内訳になっております。 

もう一つ、観光協会の補助金とは別に、冬の誘客

の取り組みの部分についてです。これまで、猿払村

観光といたしましては、冬期間の集客が大きな課題

になっておりました。今回、誘客に向けた取り組み

としては、二つの柱を持って考えております。一つ

は、どうしてもツアー客に頼らなきゃならない部分

がありますので、ツアー客に多く来ていただく取り

組み。もう一つは、どうしてもツアーを対象にしま

すと、旅館さんですとか民宿 さんには、なかなか

効果が生まれないということで、そちらの方々に、

何とかお客さんを呼び込むための取り組みをしてほ

しいということでの補助金の２本立てを、予算化さ

せていただいております。 

ツアー客につきましては１５０万円の予算を上程

させていただいておりまして、それにつきましては、

クラブツーリズムという旅行会社さんを中心に、猿

払村に冬期間、１１月から３月の間、  ７５０名

以上の集客をお願いしたいと。そのためのツアーを

作っていただくこと、ＰＲ活動をしていただくこと、

パンフレットを作っていただくことの手数料として

２００万円の計上をしております。 

もう一つ、村内の旅館さん、民宿さんの取り組み

といたしましては、事前に民宿の方々と担当で相談

した結果、ツアー客よりは日常的なお客さんを何と

か呼び込むための補助が必要だということで、多く

は工事などで来られる方々が対象になるのかもしれ

ませんけども、１週間以上滞在していただくお客様

に、毎食１千円程度の晩酌セットを、村の補助金を

基に提供しながら、是非とも猿払村内の宿泊施設を

利用していただけるような形を取りたいということ

で、旅館さん、民宿さんを含めて３軒ありますが、

その３軒に宿泊される１２月１日から３月末までの

冬期間を中心に、先ほど言いました１週間以上の宿

泊を連続される方々については、村の補助金を基に

誘客を進めていきたいというものの９０万円を計上
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させていただいております。以上です。よろしくお

願いします。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それにしましてもで

すね、前々年度８８０万円。去年は、今、課長のほ

うから２４００万円。そしたら１６００万円ぐらい、

去年は村からの補助金が増えておりますよね。それ

は９０周年で増えたのであって、９０周年でなけれ

ば、どの程度まで減ったのか。８８０万円になった

のか。そして、いくら足したって、そんな３０００

万円にはなりませんよ。９０周年の分は相当落とし

てるんですか、これ。落とさないまま、ふやけたま

まね、これ足していってま  せんか。 

私ね、ちゃんと詳しく説明されれば、ちゃんと納

得しますよ。しかしね、いいですか。ちょっとこれ、

話が少し逸れちゃいますけど、敬老の予算だとかね、

子育ての予算だとか、ほとんど伸びはありませんよ。

観光費だけね、こんなに伸びていいんですか。この

まま、どうしても通すっていうなら、私、反対しま

すよ。いや、いいですよ、答弁はいらないです。答

弁するっていうなら、してもいいですけど。 

○議長（山須田清一君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君・登壇）：大変申し訳あり

ません。たまたま説明した内容につきましては、今

年度、９０周年記念事業で行ってた内容に対して、

増えたものについて御説明をさせていただきました。

それで、結果的に増えたものが約７００万円強、８

００万円程度ですので、当初予算で見てました２２

００万円と３０００万円の差額について御説明させ

ていただきました。今回、ちょっと説明が不十分で

したので、考えてる内容をもう少し説明させていた

だきます。 

観光まつり費用につきましては、先ほどもお答え

させていただきました。昨年並みということで１０

６０万円程度の予算を考えております。 

誘客事業といたしまして、先ほど２００万円の増

額分の説明をしておりましたけども、これまでも行

っておりました北宗谷観光連盟との共同取組のエー

ジェントＰＲ活動等を含めると３３０万円。 

その他、さるっぷグッズの作成ですとか、事務局

費用、会議費用、負担金等を含めて約３３０万円。 

人件費につきましては、先ほど事務局長を置くと

いうことでの２５０万円程度の増額というふうにお

答えさせていただきましたけども、事務局長１名と、

２名の女性職員が今いますので、その３名分で１０

００万円の人件費。 

それと追加事業として、夏まつりでのプロジェク

ションマッピングという取り組みに対しての ３０

０万円の事業を検討しておりまして、合わせて３０

００万円という形になっております。 

先ほど、ちょっと説明が不足しておりましたので、

補足させていただきました。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：失礼な話ですね、観

光協会３０００万円。そしたら、観光協会の自前が

いくらあるか。それは会員さんの会費ですよね。役

員さん、会長さん始め、村民の方の中から、それぞ

れ会費を募っていると。しかし、実質は村の施策で

あると。それがね、増え方が、去年だってキャラク

ターを作ってませんか。１６０万円で。そういう減

った分もあったらね、他の分野で相当増えてるんで

すよ。いや、増えてるのには目的があって、こうい

うことで使いたいというのは分かりますよ。観光の

予算というのは１２０パーセントでないですよね。

これ全体ですよ、これ。そしたら、敬老予算だとか

ね、子育ての予算だとか  っていうのはね、いく

らも、ちょとっと毛が生えたぐらい、やっと増額し

たようなものはあるけど、ここだけ、がっぱり増え

てるっていうのは、そういう増やし方でいいんです

かって、そこを聞きたいんですよ。 

私は観光事業についてはね、やっぱり能動的に、

積極的にやっていくべきだと思いますけど、去年は

９０周年。そこで掛かったものを一回精査して、今

度、新たに観光協会で４０周年。それも分かります

よ。しかし、去年だって９０周年記念をやって、や

っぱり落ちてる部分というのは相当あるはずですよ。

しかし一遍にね、２００万円だとか  ３００万円

だとか付けてね、それが果たして妥当なのかどうか。

そこを私は聞いてるわけですよ。どうですか、村長。 
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○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然、道の駅に関し

ましては、ふるさとの家の運営も含めてですけれど

も、なかなか、宿泊等について稼働率を上げるべき

だと。それから、公園に、より多くの観光客、村民

が集える憩いの場を作るべきだと、いろんな御意見

をいただいております。その中で、極力お金を使わ

ないで、公園を活性化していく、地域活性化をして

いくという部分については、今回、新たな取り組み

を是非やらせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

その中で、これから取捨選択をしながら、事務事

業評価を受けながら予算配分をしていきますけれど

も、今年度については、冬期間の誘客活動。ふるさ

との家の運営につきましては、確かに８０から９０

パーセントという稼働率にはなりませんけれども、

少しでも稼働率を上げていけるような形にしてまい

りたいというふうに思ってますし、それから、出店

店舗の方々についても、いろんな努力をしていただ

きながら、協力をしていただきながら、あそこの公

園の活性化に向けていきたいと。 

ただ、それだけでは、やっぱり観光産業というの

は、なかなかうまくいかない。ふるさとの家だけ突

出して公園の活性化に向けてはいけないということ

で、先ほど課長から説明がありましたけれども、村

内にある旅館、それから民宿等についても、やはり

同等レベルのお客さんが来ていただくような底上げ

をしていかなきゃならないということで、新たな事

業を設けさせていただきました。 

商店関係については当然、商品券などを発行しな

がら底上げを図っていっているわけでございますし、

それと民泊も含めて、全体的な底上げをしていく。

また、観光客、地元のお客さんが、村内に集うこと

によって、来ていただくことによって、商店の購買

力も上がっていくんだろうというふうに考えて、今

回は増額という部分で計上させていただいたという

ことを御理解していただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：あと答弁はいりま  

せんので、最後に、これは一つ言わせてください。

ふるさとの家もですね、お願いをして、もう少しで

１年（聴取不可）する時期になりましたよね。前に

も何かの機会に私、言ったかもしれませんけど、去

年の今頃どうしてたんだと、そういう警鐘も、前に

何か会議でお話しをしたと思うんですよ。今年度か

らは、ふるさとの家の指定管理料もですね、２１７

０万円でしたか。大幅に増やして、そして何とか安

定的にやっていただきたいと、そういう願いで今ま

で来てるわけですよ。 

何とか、これ、やっぱり１年ぐらい数字を見て、

そしてまた、冬期のですね、どういう形で集客して

いくか、そういうものをですね、もう少し見据えて

からでも、こういう対策を打つっていうのはね、い

いんでないのかなと。今までになく、そういう形で

ね。そういう年でしょ。それが急に、  ぼんぼん。

いろいろな形で温めてきたものがあると思うんです

よ。今まで抑制された中で、そういう温めてきたも

のもあると思うんですけど、私にすればですね、去

年は９０周年をやって、今年は観光協会の４０周年

でね、だから、ぼんぼん、と。 

去年にキャラクターを作った１６０万円だってね、

今年はキャラクターは作らないわけですよね。そう

いう部分というのは相当、新規のところに増えてね、

こんな増え方でいいんですか、って。他の予算は、

ほとんど増えてないですよ。ちょっとずつですよ。

ですから、ちょっと過ぎやしませんか、っていうこ

とを私は言っている。それだけ最後に言って、質問

を終わります。 

○議長（山須田清一君）：一般質問を続行します。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：一般質問通告書に  

従って質問をいたします。同僚議員と重複する部分、

あるいは、ちょっと意見が異なる部分がありますが、

御了承をお願いします。 

公営住宅の売却について。民営アパートの促進が

活発に行われていますが、しかしながら、住居の供

給不足は解消されず、公営住宅の建設は費用と入居

条件を考えると、今の時代には即していないと考え

ます。古い公営住宅を取り壊すよりも、公営住宅制

度が変わったことですから、民間に売却、リフォー
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ムして再利用、あるいは、入居されている希望者に

売却などのお考えはありませんか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の佐々木議員

の御質問にお答えをさせていただきたいというふう

に思います。村営住宅の譲渡処分につきましては、

平成８年に公営住宅法が改正され、基準が緩和され

た経過がございます。老朽化した村営住宅の売却も

検討していきたいとは考えてございますけれども、

売却した場合に既存村営住宅の建て替えのための用

地確保が難しい状況にあることから、現時点におい

ては、私としては売却する考えは 持っておりませ

ん。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）：しかしながらですね、

高齢者公営住宅は別ですけども、一般用という言い

方が正しいかどうかは別ですけども、一般用の公営

住宅が建設されたのは、私の記憶では、ないですよ

ね。１０年ぐらい前かな。それ以後は、  やっぱ

り入居条件がですね、収入超過の関係なのかどうな

のか分かりませんけども、とりあえず、されてませ

んよね。それで、なおかつ、先ほど、売却する意思

はありませんと、おっしゃってましたけども、空き

地になってから、ずっと空いてる土地もあるわけで

ありますから。 

なぜ私が、このようなことを言うのかというとで

すね、実際に、今ですよ。今、現実に入居したくて

も入居できない人って結構いるわけですよ。それで、

先ほど村長さんはね、転入者を増やすとおっしゃっ

てましたけども、結婚して猿払村に転入したくても

住む家がなくて、他の町に住んでいる。私が知って

る限りでは、結婚したけども猿払村には公営住宅の

空きがないと。なおかつ民営アパートがないと。そ

ういうことで、今回の民営アパートができるまで、

結婚していながら他の町で別居生活をしていたとい

う方がですね、実際におられるわけですよ。それと

か、あるいは、他の市町村から通いながら働いてる

方って、猿払村に結構多いですから。 

そういった方々が、例えば冬の間に入るとか、あ

るいは季節の方が、ちょっと入りたいとかっていう

ことで、そういう空きの公営住宅があれば、リフォ

ームして自分の寮にしたいとか、あるいは１年でも

半年でもいいから貸したいという方がいるのであれ

ばですね、ただ黙って壊すよりは、そのほうが、ず

っと利用価値があるんじゃないかと。壊すのにお金

が掛かるわけですよね。壊すのにお金が掛かるんで

あれば、売却したほうが資産価値は上がるんじゃな

いのかなと思うんですよ。 

後半の質問に重複しちゃいますけども、何年も空

き地になってる所が実際あるわけですから。計画が

あるんだ、絶対に売らないんだ、って言っ  たっ

てね、ずっと空き地になってる所があるのにね、計

画はあるんだ、って、おっしゃられても、何か実感

としてわかないですよね。 

村長さんもですね、この度、初めて村長に、理事

者になられてですよ、過去の経緯っていうのは御存

じないんじゃないかなという気もしないでもないで

すよね。例えば、建設課長さんも担当から変わられ

て２年ぐらいですね。その３年ぐらい前に、私ども

は東川町に視察に行ってるわけですよ。公営住宅と

か、民間アパートを見にですね。そのときに見てき

た、あるいは聞いてきたお話が、担当課の前の課長

さんと係長さんと一緒に行ってもらったんですけど

ね、その中で、東川町では、例えば公営住宅は木造

で作ってますよと。なぜ木造で作るかというと、１

０年たったら売却するからですよ、ということです

よ。固定資産として持つよりは、その方がいいから。 

あるいは高齢者住宅もですね、高齢者だけ  １

か所に集めたりはしませんと。なぜならば、多様な

世代が入居することによってですね、隣同士の声掛

け、それから、高齢者の不安解消や地域住民が交流

できる、そういう機会が増えるので、高齢者だけの

専門の住宅を作ったりはしませんよと、こういうこ

とを私どもは聞いて、担当課と一緒に聞いてきて、

さて、その意見が少しは反映されるのかなといえば、

ずっと全く同じことの繰り返しでした。 

ですから、村長さんの立場も分かるんですけども、

視点を変えてですね、ちょっと検討してみるか、な

どという発想も必要なのではないのかなと思うんで

すが、いかがですか。 



  －17－ 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前段の答弁の中で、

売却の考えはない、という形の中で答弁をさせてい

ただきましたけれども、今、佐々木議員のほうから

過去の経過も含めてですね、いろいろ御提案をいた

だきましたので、再度、担当課のほうと含めてです

ね、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）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：常に前向きに、方向

転換していくというのはですね、私は（聴取不可）

じゃないかなと思うんです。特に私ども民間は常に

方向転換する。いつでも変わります。よい方向に変

わっていきたいと常に思ってるわけでありますが、

是非、期待をしております。 

それでは次にですね、公営住宅跡地の利用につい

て。先ほどから何回もやってるので、再度お願いし

ますが、前にもお尋ねしましたが、公営住宅跡地に

ついての基本計画が、まだできていないとの回答で

したが、公営住宅の跡地は、下水道も整備され、計

画もないまま何年も放置というのは、あまりにも無

計画と言われても仕方がないのではありませんか。

住宅用に売却する。アパート用に売却する。あるい

は、高齢者用の公営住宅を各地域に建てる、などの

計画はありませんか。また、住宅が郊外に延びるこ

とによる除雪費、浄化槽を含めた下水道の増大はな

いでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の佐々木議員

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

村営住宅解体跡地につきましては、新たな建て替え

のための用地としての利用を現在計画しております。

売却した場合には、代替用地を確保しなければなら

ないという現状で、適当な用地の確保が非常に難し

いという部分では、個人等に売却するということも

非常に難しいとは思いますけれども、今後、担当課

と含めて再度検討させていただきたいというふうに

思います。 

さらに、浄化槽の設置費、除雪費の増加が伴って

も、住民の住居が確保され定住されれば、猿払村に

与える経済効果は大きなものとなりますので、今後

も住民サービスの一環として行ってまいりたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：今の答弁というのは、

度々聞く答弁なんですよね。計画がある。あるんだ

けど、見せてくださいと言うと、ないと。まだ今、

計画中であるということでありますから。計画があ

るけども、図面とか、そういったものはあるんでし

ょうか。あるんですか。 

○村長（伊藤浩一君）：議員さんのほうにお渡しし

ています。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：そのことについては

後で精査したいと思いますが、それにもましてです

ね、ネットなどで見ていただけると分かるんですが、

結構ですね、福島県とか三重県とか高知県とか、た

くさん、公営住宅の跡地を売却しようとか、それか

ら、そういった動きですね。つまり、建設費も掛か

るし、修繕費という負担も多いわけですよ、持って

いれば。だから、むしろ行政が  持ってるよりは、

民間に預けてね、あるいは借り上げするとか。 

先ほども、非常に観光費がかさむというね、私も

後で、それはよく調べてみなきゃいけないなと思い

ますけども、やはり行政っていうのが、全ての面に

おいて、何でもかんでも全て行政がやってしまうと

いうことであれば、どんどん税金がですね、いくら

使っても足りなくなってしまうという。個人的には

ですね、今の安倍政権も、そういう傾向が見られる

のではないのかなという。デフレを脱却したのはい

いけども、インフレに傾きすぎ ちゃってですね、

生活弱者、低所得者は対応できないんじゃないのか

なという危惧を持っているんですよ。ちょっと話は

逸れますけどもね。 

だから、そういった意味で、全て行政が引き受け

てしまうというよりは、民間に預けたほうが。きち

んとした計画があるんであれば、それはそれで、後

でまた精査して御相談をお願いしたいと思いますけ

ども、ただ単に、やみくもにですね、ある、という

ことであればね。例えば今、高齢者住宅などは、ど

の程度の計画があるのか教えていただけますか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 
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○副村長（眞野智章君・登壇）：ただ今の御質問に

お答えしたいと思いますけども、先ほどと被ってる

のかもしれませんけども、今の長寿命化計画の中で

ですね、公営住宅を維持していく、目標、管理戸数

ですけども、今のところ２５０戸という形で、平成

３３年度までの計画としては２５０戸を想定してい

ると。 

○議員（佐々木淳君）：（聴取不可）変わってく  

るんですか。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：いえ、管理計画と

して、村として公営住宅を２５０戸保有していくと

いう形で想定をしております。現に平成３３年度ま

での計画でございますので、これについては５年を

めどに定期的な見直しを行っていくということで、

平成２８年度が見直しの時期に入っております。こ

れに、いわゆる今、村が進めている民営賃貸住宅の

関係の部分をですね、あわせて検討をして、２８年

度にはどういう姿があるのかということを、もう一

回見直すという形になっております。 

現在の公営住宅用地つきましては、快適な長期利

用にふさわしい整備水準を確保するということが一

つの目標としておりまして、現に壊した所はですね、

昔でいえば少し間口が狭いような住宅があったとい

うところで、例えば現況の６戸を壊したとしたとき

に、そこに６戸を建設ではなくてですね、少し間口

を広げるとか、あるいはバリアフリーとかの、今後

の時代に即したものを考えるとですね、そこの用地

を少し広く取って、四つとか、そういう形の部分で

も考えられるんでないかというような計画を、この

長寿命化計画の中では載っております。 

その戸数についてはですね、２５０戸の管理目標

については、低所得者の収入基準に合わせた公営住

宅に入居を予定する数、いわゆる低所得者層の部分

で２５０戸は必要でないかという管理計画を今、持

っておりますので、仮に民間の方にその用地の跡地

を売却するにしても、公営住宅と同じような指定を

するような形で売却が可能と考えますけども、現況

でいくと、今の民間アパートの家賃推移を見ますと、

５万円くらいということになるとですね、先ほども

出ておりましたけども、低所得者の方が、逆に利用

できる水準なのかなというところもありますので、

そうなる場合には、やはり村としての施策を打つ、

いわゆる家賃補助の助成制度も作るとか、そういう

ところも見据えなきゃいけない。 

あるいは、その費用対効果も当然出てくるで し

ょうから、その辺も検討しながらですね、この２８

年度の見直しに合わせた形の中で、どういう方向が

いいのかということを協議しながらですね、住宅用

地の売却については、今後、考えていかなければい

けないと思っておりますので、よろしく御理解をお

願いしたいと思います。ちょっと分かりづらいです

けども。 

（聴取不可）福祉住宅というか、高齢者住宅だけ

に限定した建てる部分の予定は、現在はありません。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君・登壇）：もう２６年度ですか

らね、２８年度に見直すというと、２年もあります

ね。今現在、もう取り壊されてる所が、ずっと２年

間は空き地なのか、っていう、そういう理解でいい

んですか。 

それと、浜鬼志別の道道沿いの公営住宅の跡地も、

あそこも空き地になってから、かれこれ３年ぐらい

たちますね。それでも計画はあると。再度質問した

ときも、そのときについては、今、計画中であると

いうお話でしたが、計画があるというふうには聞い

てなかったんですけども。計画中ではあるとは聞き

ました。しかし、計画があるとは聞いてませんでし

た。浜鬼志別もね。それから、鬼志別西町の最近壊

した所も。個別に名前を言いますと、プール横あた

りの古い公営住宅も取り壊す予定であるというふう

に聞いてますし、浜鬼志別あたりも、道道沿いもで

すね、まだまだ取り壊す予定であるというふうに聞

いてますから。 

私が望むのはですね、絶対に売却してほしい、っ

ていうことじゃないんですよ。ずっと放置してるん

だったら、ばばっと基本的な計画があって、何年に、

こういうふうに建って、何年に、こういうふうにな

りますよ、っていう青写真がきちんとあって、ある

いはそれが、今おっしゃったように２８年度に、ま

た見直しをするということであれば、それは問題な
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いと思うんですけど、青図が全然ない、計画中のま

ま、ずっと走るっていうのは、それであれば、ちょ

っとね。いつまでたっても何も変わらないのかなと

いう。だって今までだって、ずっと変わらなかった

わけですから。今までが、ばばっと早く決まってた、

っていうんだったら、ここで私も、こんなことは言

いませんけども。 

たまたま私の住んでる北町の福祉住宅が建つ前ま

では、十何年以上も空き地でしたからね。十何年以

上も空き地。それで計画中だって言われてもですね、

これはちょっとね、納得しないというより、もった

いないですよね。もったいない。下水道だってある

んだから。だから、計画中であれば速やかに青図な

どを作ったほうがいいんじゃないですか。なかった

ら、売っちゃったっていいじゃないですか。ないん

だもの、だって。余しておくよりはいいですよ。 

それで足りなかったら、郊外に延びていったって、

それは一向にいいと思いますよ。だけど、街の道路

沿いの所は残しておいてね、郊外にいく。それが発

展してるからだ、って言われても、そうなのかな、

っていうね。少しだまされたかな、みたいな感じも

しないでもないんですけども。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：すいません。ただ

今の御質問にお答えしたいと思います。今、用地計

画の部分についてはですね、平成２３年１２月に策

定している公営住宅長寿命化計画の資料編という形

で、これに基づいて、先ほどは説明をさせていただ

きました。その中に、各地区における利用図。どう

いう計画を持つかというところも利用図としてです

ね、お示しをしているところでございますけども、

いずれにしても２８年の見直し、２年もありますの

で、その部分については今、  どんどん民営住宅

も建設されておりますので、２年待つのがいいのか

どうなのかも含めてですね、やっぱりスピードを持

ってやらなきゃいけないと思いますので、その分の

計画の、もう一度見直し等についても検討させてい

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・登壇）：これは質問じゃなく

て、お願いです。やはり安くてですね、住みやすい

家っていうのが、やっぱり希望ですよね。何せ住む

所がないですから。特に単身の方とかね。前段で同

僚議員も質問されましたけど、その部分については

私も全く同じです。私は、古い公営住宅を売却して

くれるんであれば、リフォームしたいという希望者

もいますし、私も、その希望者の中の一人です。特

に古い所は、あの部分では世帯で住むっていうのは、

今の時代に全くマッチングしないと思うんですよ。

狭すぎますよね、申し訳ないんだけども。だから、

そういった意味では、ああいう古い住宅が単身用に

改善すれば、これは非常に、遠方から通勤してもら

うよりはね、寮があるんだから入りなさい、住民票

を持ってきなさい、となれば税金も落ちますし、そ

ういったことを望んでるわけですよ。 

何せ、この村に人がいないことにはね、商業だっ

て栄えないわけですから。商業が栄えるためには、

人がいないことには無理です。経済が活性化するた

めにはね。漁業とか農業っていうのは、漁場とかね、

ほ場がきちんと整備されたら、それはそれで栄えて

いくかもしれませんけども、村に住もうと思ったら、

それなりの住宅用のサービスがなかったら、住みに

くくて、しょうがないですよ。今は村にコンビニが

あるから、あるいは商店も、まだまだやってくれて

るから何とかなりますけども、そういった不便を感

じてる人は、もの凄く多いと思います。 

ということで是非、古い公営住宅は売却する方向

で検討されるようお願いをして、質問を終わります。

以上です。 

○議長（山須田清一君）：お尋ねします。２時４６

分に黙とうを考えているんです。 

そういう関係で、ちょっと今から休憩では早いの

で、山森議員には申し訳ないんですけど、途中で中

断してもらいますけど、一般質問を続行したいと思

います。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づいて質問をさせていただきます。鳥獣被

害対策についてお伺いしますが、これは私も以前に



  －20－ 

エゾシカ対策として質問をしたことがあります。あ

れから、もう２年以上たっていますが、状況は刻々

と変わっていまして、近隣市町村でも、いろいろな

対策を練っているのは、皆さんも御存じのことと思

います。鳥獣被害、特にエゾシカの被害は多岐にわ

たっており、それに伴い、被害対策も多様化を余儀

なくされています。また、全道各地において、その

地域にふさわしい様々な対策が実施されています。 

本村では、エゾシカの増加に伴い、鳥獣被害対策

実施隊を設置し、隊員の狩猟税の軽減、公務災害の

適用、活動費に対する特別交付税措置などの優遇措

置を活用するため、昨年度に設置しましたが、エゾ

シカは、アライグマ等の外来種と違い、本来生息す

る在来種であります。そのために個体数の調整を把

握する必要性が求められています。 

そこで、本村で昨年駆除したエゾシカの頭数は、

いくつなのか。また、駆除するための目標数は設定

されていたのか。設定されているのであれば、駆除

数は目標に達したのかをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

まず、駆除頭数の目標数ですが、平成２４年度策定

の猿払村鳥獣被害防止計画におきまして、平成２５

年度から平成２７年度まで、それぞれの年度で３０

０頭の駆除を計画しております。 

今年度の駆除頭数は、村事業、中山間事業の共同

取組を合わせて２９３頭となっており、おおむね目

標に達している状況でございます。今年の冬は、国

道などを走行中にもエゾシカを目撃する機会は、あ

まり多くないように感じておりますけれども、今後

の出没等の状況から、駆除頭数の増頭も検討する考

えでおりますので、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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：確かに最近、以前に

比べると、あまりエゾシカは見掛けなくなったなと

いう気持ちもしていますが、これは専門家に聞きま

すと、雪の量が多い、少ないというのもありますし、

本村に関していえば、林道を開けたか開けないか。

林道を開けたら、そこからエゾシカが、どんどん浜

のほうに出てくる、っていうのも聞いたことがあり

ます。実際に、林道を開けてる業者の人に聞くと、

林道を開けてる最中に、小さいシカがね、たくさん

雪の中に埋まってると。亡くなってるっていうこと

ですよね。それを埋めるのが、すごく大変だと。そ

の方たちも気をつかっていましてね。出しておくと、

春になったらクマが来るので埋めなきゃならない、

っていうので、重機を使って一体一体それを道路の

縁に埋めるそうです。それが大変だと言ってました。 

あとは、このエゾシカというのは、北海道特有の

種です。明治の初期から乱獲が始まってましてね。

ちょっと、うんちく話になってしまいますけども。

北海道を開拓するときに、明治政府がエゾシカを捕

獲して、その皮とか肉を海外にどんどん輸出したと。

そのお金を使って北海道開拓資金の一部にしたとい

う話を聞いたことがあります。それで一時、エゾシ

カは絶滅の危機を迎えたんですね。それと大雪も相

まって。その後、保護計画ができまして、何年か後

に、生き残ったシカが、  どんどん増えていって、

今に至っているというのが現状だそうです。それを、

２０年とか３０年とか５０年サイクルで繰り返して

いるそうです。今は、３年ほど前がエゾシカの頭数

のピークだったそうですね。 

３年ほど前から、道庁にエゾシカ対策室が、  

１４名の職員を雇って特別に設置をされました。３

年前にピークだったエゾシカが、では昨年度、実際

どのぐらい捕ったのかというと、２４年度で、全道

で１４万４千頭を駆除したそうです。それで全体数

が１４万４千頭減ったかというと、マイナス５万頭

だそうです。ということは、それほど努力しなけれ

ば、どんどん減っていかないということですよね。

それで、最終目標はどのくらいかというと、大体３

分の１。６０万頭だと、２０万頭から２５万頭ぐら

いが適正ではないかという話も、お聞きをしました。

ということは、１４万頭捕って、５万頭減って、っ

ていうことを繰り返したときに、あと何年掛かるん

だっていうことですよね。その目標数。 

確かに、シカというのは目の前にいるものではあ

りませんから、勘定するのが、すごく難しいんです
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よね。以前に私が質問したときも、ライト  セン

サスといってね、毎回同じ道路を通って、  会っ

たシカの数を勘定するという方法しか、今は村内は

やっていません。道東のほうに行くと、ヘリコプタ

ーなどを使って、上から見えた部分だけを数えるそ

うです。それにしても、本当に正確に何頭いるのか、

っていうのは実際のところ、誰も分かっていないの

が現状です、これは。今、ここにシカが見えない。

最近シカが見えないね。いなくなったんだね、って、

みんな言うんですよ。ところが山に行くと、ちゃん

といます。シカというのは。 

餌がなくなると出てきて、道路縁の出てきた草を

食べるわけですよ。それで、夜に走ると、通り過ぎ

てから、おっ、っていう感じのことが多分、みなさ

んもあると思うんですけども、実際に本村でも平成

１７年と１９年に、エゾシカが原因とみられる交通

死亡事故も発生しています。これは他の地区に行く

と、あんまり、ないそうですね。それだけの人が、

エゾシカが原因で亡くなったっていうことは。交通

事故は、たく  さんあるそうです。物損事故がほ

とんどだそうですね。けがをして入院する人はいま

すけども、本当にそこまで、死亡事故に至ったとい

うのは、あまりないというふうにお伺いしました。 

昨年度、本村も鳥獣被害対策実施隊を設置して、

その要因でもあると思いますが、３００頭に対して

２９３頭の駆除をしたと。これは素晴らしいことだ

と思います。しかし、それが２７年度、２８年度、

２９年度、これからも、どんどん続けていかなけれ

ば、先ほども言ったように、エゾシカというのは駆

除の対象になり続けるんですね。他の地区で駆除し

て、本村だけしない、っていうわけにもいきません。

この被害対策実施隊を設置したのは多分、本村は早

いほうだと思います。同等の地区に関していえばね。

にも関わらず、なかなか目標頭数に達しないという

のがあるのかと思いきや、同等の頭数に達したと。

実際に職業としてハンターをしていた人もいたそう

でありますが、その人も、もう本村にはいないと。

じゃあ、本年度はどのぐらいになるのかっていうの

は、誰も予想がつかないですね。 

被害対策実施隊の人が一番懸念してるのは、捕れ

と言われて、捕ると。補助金も出て、現金としてお

金も当たるわけです。年間の給料も出ます。若干で

すけどね。一番大変なのは何かというと、撃ったエ

ゾシカを埋設する処理が一番大変だと 言っていま

す。クマが出てきたら大変だというので、一生懸命

に掘るそうです。撃つときも、場所を考えて撃たな

いと、大変な所で撃っちゃうと、それこそ大変なこ

とになると。そのシカを引っ 張ってきて埋めるわ

けですから。車も入って行けない所なんかにあると、

もう大変だというふうに聞いてます。 

私も、以前に質問した経緯もあるのでね、猟友会

の方とか、ハンターの方に、アレはどうなっ  た

んだと。アレというのは次の質問にもつなが るん

ですけども、その残滓を処理する、私がよく言う、

減容化施設ですね。その施設は、是非とも何とかし

てくれと言うんですね。ただ、昨年、その目標頭数

に達したというので、今年もやってみなきゃ分から

ない。でも、それをしないと、だんだん多分、ハン

ターの方は、エゾシカを撃ちに行かないか、若しく

は、エゾシカを撃ちに行って、また大変な思いをし

て埋設するか。今は分かりませんけども、中には、

近隣の処理施設に運んでる方もいたそうであります。 

次の質問に移りたいと思いますが、今後の課題と

して、駆除捕獲現場での埋設処理も、ハンターの負

担になっております。残滓の処理方法も検討する必

要があると考えます。現在、各市町村で取り組んで

いる減容化施設の設置も視野に入れた処理方法も検

討すべきと考えますが、村としての考えをお聞きし

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。駆除後のエゾ

シカは、駆除した場所での埋没が基本でございまし

て、駆除を担う猿払村鳥獣被害対策実施隊員から、

その大変さは、私も産業課長時代から聞いておりま

す。 

減容化施設につきましても、管内で、枝幸町と浜

頓別町で設置されており、肉などの減容の効果は聞

いております。実際、私も枝幸町の減容化施設を見
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に行っております。村といたしましても、減容施設

の設置場所や、管理方法、減容後に残る骨や角、皮

や毛の処分など、設置に向け、今後は、村鳥獣被害

対策実施隊や、関係部署などと協議を進めてまいり

たいというふうに考えております。どういう場所が

いいのか、何箇所くらいがいいのかも含めてですね、

道のほうとも改めて、担当課も含めて、鳥獣被害対

策実施隊のほうも含めて、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）：ここで３時まで休憩いた

したいと思います。 

それで、２時４６分に、そのドアを開けて、音声

告知端末からサイレンが鳴ることになっています。

その前に全員入ってもらって、起立をしてもらって

黙とう、という順序で進めたいと思いますので、休

憩中ですけど、時刻までに着席してほしいというこ

とで、休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２９分 

再開 午後 ３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。 

山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：それでは、先ほどに

引き続き質問をさせていただきます。２番ですね。

これは減容化施設のことについてお伺いしましたが、

先ほどの村長の答弁の中に、前向きに検討するとい

う答弁をいただきましたが、この減容化施設。例え

ば、この辺ですと枝幸町で、特殊と言うとおかしい

ですけど、堆肥を作る製法で減容化を進めていると

いう。ここにマニュアルがありますけども、『エゾ

シカなど有害鳥獣の枝幸式発酵減量法マニュアル』

というマニュアルがありますが、これはもう公表さ

れてるものです。昨年の５月に公表されました。こ

のように前向きに取り組んでいる自治体も、近くに

あるわけです。浜頓別町も、昨年から実験的に運用

を始めてるということでございます。本村において

も、なるべく早い時期に、そういうものを建設して、

被害対策実施隊の軽減を図っていただきたいと思い

ます。 

ですが、これは駆除する頭数、若しくは、その自

治体の規模、予算、いろんなものが含まれます。例

えば、この減容化施設、それを建てただけでは、も

ちろん運用はできないわけですね。施設まで運搬す

るトラックとかクレーン、施設内で使用する重機類。

そのことも検討しなければなりません。 

例えば、この枝幸式では、役場が主体となって、

様々な、例えば農業協同組合、漁業協同組合、森林

組合、ホクレン、リサイクルセンター、それから道

立総合研究機構。農業試験場ですね。それと農業改

良普及センターなどと一体になって研究開発をして、

完成に至ったという経緯があるようでございます。

これは以前、村長が所信表明でも述べましたように、

異業種間の交流、これにも当てはまるものではない

かと私は思っています。 

この枝幸では、ホタテのウロ、貝殻なども、その

中に含まれて、実験をして、成功したという実例も

あるわけでありますから、このことも含めてね、正

に一石二鳥という言い方が、いいかどうか分かりま

せんけども、いろいろな所に波及効果があると。こ

れを機会にね、いろんな、漁業協同組合、農業協同

組合、森林組合、いろんなものが、一つのものを作

っていくという観点から見ても、実に素晴らしいこ

とではないかと、私は思っています。是非とも実現

に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

しかし、ただ単に作ればいいというものではなく、

例えば、枝幸のようなものを作ると１５００万円ぐ

らいのものが掛かってしまいます。そのうち、地域

づくり総合交付金で３５０万円、特別交付税算入額

で８１４万円と、いろんな援助は受けられますが、

事実上それは借金となってしまいます。例えば、こ

れは道庁のエゾシカ対策室の方が教えてくれたこと

なんですが、予算がないのであれば、例えば、離農

した農家が多分あると思います。自治体の方と検討

して、この辺に作ってほしいというのであれば、そ

の近くに離農した農家の倉庫とか牛舎とか、建物が

残ってる部分があると思うんですよね。使えるか使

えないかは見ないと分かりませんけども、それを使
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って小規模な減容化施設を作ることは、いくらでも

できると。大した金額は掛からないと。それに対し

て補助金も出しますと、個人的にですけどね、確約

をもらってきました。 

猿払というのは、面積が大きいわけですよ。他の

町村から見てもね。例えば、１か所で足りないので

あれば、もっと離れた場所に、同じようなものを、

同じような形で建設しても、同じだけの援助はする

ということも述べていただきました。それぞれの自

治体が、それぞれに見合ったもの、身の丈に合った

ものを作っていくことが大切だと思います。それで、

このまま続けていくと、多分いつかは、ここでいい

よ、というところになると思うんです。それに向か

って進んで行ってますからね。もうエゾシカの駆除

は、そんなにいりません、という時期が来たときに、

速やかにね、それを減少、若しくは撤去していける

ということも簡単にできるのではないかと、私は思

ってます。 

是非このことについても、何度も述べてますが、

鳥獣被害対策実施隊。多分、猟友会とかハンターと

かいうよりも、この実施隊のほうにウエイトを置か

ないと物事は進みませんから。この方たちは非常勤

の職員です。言って見れば。そこと十分に協議をし

てね、いいものを作っていただきたいと思っていま

す。 

では、次の質問に行きたいと思います。エゾシカ

被害対策の本来の目的は、エゾシカの急増に 伴っ

て引き起こされる諸問題の解決方法としての対策で

あります。しかし、近年では、ハンターの高齢化に

よる人員不足などで、十分な対策が取れない問題も

散見しているのが現状であります。その解決を図る

ため、ユニークな方法で対策を考案している地域も

存在しています。独自の猟区を開設して、ガイド付

きのハンティングを実施し、道内外からハンターが

参加し、エゾシカ駆除に効果を発揮する以外に、地

区内の飲食店や宿泊施設にも波及効果が及んでいま

す。 

ハンターの減少は各市町村の共通の問題点であり、

今後、何かしらの対策の検討を視野に入れるべきと

考えますが、村としての考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。昨

年結成しました猿払村鳥獣被害対策実施隊の隊員は、

現在８名で、平均年齢も５６歳と、比較的若いほう

ではないかというふうに、私自身も感じております。

また、猟友会の新規の加入者もあり、当面は計画に

基づいた駆除は可能と考えております。今後の駆除

頭数の増加などの対応も含め、西興部村で設定され

ている、猟区での管理型狩猟システムなどの取り組

みも参考にしながら、今後は鳥獣被害対策実施隊な

どの関係者と検討してまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この、言ってみれば

ユニークな対策は、今、村長も述べていたように西

興部村で１０年ほど前から実施されている対策であ

りますが、もちろんこれには、ガイドといっても、

専門知識が必要であります。大体は鳥獣被害対策実

施隊が行っているそうですが、中には女性もいるそ

うですね。そして、きょうはここからここまでです

よと。それでガイド料をいただいて、何時までとい

って、その区切られた範囲内で猟をしてもらって、

帰ってきて、そのエゾシカをさばいて、そして、そ

れを炭をおこして、みんなで食べるとか、そういう

こともやってるそうです。多分、昔にテレビに出た

ことがありますね。そこは女性の方も結構いるそう

ですね。どんどんハン ターも増えてきているとい

うことも伺っています。 

先ほど村長も言ったように、本村は８名で、平均

年齢５６歳。これが若いと言いましたが、若いかど

うかは私には分かりません。今、北海道の政策とし

て考えているのは、若年層のハンターの育成を進め

ていると。ところが、狩猟免許はすぐ取れるそうで

すよ、これはね。取るのはいいんですけど、なかな

かマナーが分からないと。それを育成するハンター

が減っていると。これは職員の方が言ってましたが、

絶滅するのはエゾシカではなくハンターだと。ハン

ターが今、絶滅の危機に瀕しているということも言

っていました。本村に８名は多いのか少ないのか、
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これも私には分かりません。もちろん、ほとんどの

方が本職を持ってて、実施隊のメンバーになってい

る方も大多数いるのではないかと思っています。 

なぜ私が今、このことを言うかというと、ただエ

ゾシカを捕れと言うのではなく、これを何かに役立

てるものがないかと。それを利用してね、村のため

に何か役立てるものはないかと考えたときに、たま

たまこれを思い出して、いろいろ調べ  たんです

が、これは、さっきも言いましたが、  一石二鳥

も三鳥もあることだと私は思います。これを実現す

るには多分、すごい努力とか労力とかがあったので

はないかと思いますが。別に、これにこだわるつも

りは全くありません。同じことをしろと言ってるこ

とでもありません。ただ、捕るだけでなくてね、そ

れに付随して何か村のために役立てるものはないか

ということを考えてほしくて、言っただけの話であ

ります。 

例えば、東京から、関東方面から来る方のほ  

とんどが、お医者さんとか、弁護士さんとか、  

言ってみれば高収入で、ある程度の時間が取れる方

が、毎年来るそうです。その方たちは、別に素晴ら

しいホテルに泊まる必要もなく、本当に豪華な、お

いしい料理を食べるつもりもなく、本当に猟をした

いという目的だけで来るそうです。それを考えたと

きに、うちの村に合ってるのかなという部分もあり

ます。１週間なり十日なりいて、帰るそうです。そ

の間に落とすお金を考えるとね、これは多分、結構

なものになるのかなと。総員で何人来たのかは調べ

てはいませんが、多分、結構な人が来てるのではな

いかと私は思っています。 

そのように何か、ただエゾシカを捕って、駆除し

て、減らして、っていうのではなくて、それに乗っ

かって、っていう言い方がいいかどうか分かりませ

んが、それによって、いろんな波及効果があること

を今後、考えてみたらどうかと。先ほども言いまし

たが、これを真似しろとは言ってはいません。ただ、

もし何かアイデアがあるのであれば、実施隊の方と

も協議してね、若しくは、民間の方も取り入れて、

どうせやる事業だったら他のことも一緒にやろうと。

こういうことは、どうですか、村長。これを今後、

考えてみるべきではないかと思いますが。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：実施隊の皆さん方に

ついては当然、異業種の方が、たくさんおられます。

その方々と今後、いろんな形で、いろんな方面で、

産業も含めて、いろんな案を出しながら、担当課も

含めてですね、今後、検討し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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：是非とも前向きに検

討して、これは２年、３年と待ってる話ではないの

でね、少しずつでも前に話を進めていただきたいな

と思っております。 

次に、最後の質問ですが、エゾシカ駆除対策は喫

緊の課題であり、スピードが求められるものであり

ますが、繁殖のスピードに駆除が追い付いているの

か、疑問が残るとの意見も聞こえております。近年

では、ハンターの減少に伴い、銃による狩猟の他に、

くくりわなや、囲みわなの需要が増加しています。 

そこで、エゾシカを、単に駆除の対象としてでは

なく、観光資源として活用し、地域の活性化に役立

てることも検討すべきと考えます。囲みわなで捕獲

したエゾシカを放牧したエゾシカ牧場を設置し、観

光時期終了後、処分したものを近隣の処理工場で食

肉加工し、レストランで観光客に提供することも、

検討項目として取り上げるべきと思います。資源の

有効活用としても十分に効果のあるものと考えます

が、村としての考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の山森議員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。本

村でのエゾシカ対策は現在、鳥獣被害対策実施隊に

よる銃による駆除のみでございますけれども、囲い

わな等の駆除方法を、規模や事業費、その効果と捕

獲後の扱いなど、実施中の自治体から情報を収集し、

実施隊と検討する予定であります。 

また、エゾシカを観光資源として、観光牧場を設

置するに当たっては、エゾシカは野生動物であるた

め、飼育の許可、飼育用フェンス等の規制が厳しく、
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その施設整備費用や管理費用も多額であるため、当

面、活用は難しいというふうに考えております。ま

た、食用への活用も、ヘルシーさなどを売りに、道

内でも進んできてはおりますが、近隣の食肉工場で

の需給状況などを聞き取りしながら、エゾシカ資源

の活用の可能性を検証してまいりたいというふうに

考えております。また、私も肉は偏食な人間でござ

いまして、肉全般に当 たっては、あまり好んで食

べるほうではございません。ですから、エゾシカ肉

というのは食べたことがございませんけれども、一

度チャレンジしてみたいというふうに考えておりま

す。 

そのことが一つのきっかけになりながら、先ほど

議員から御提案のあった、ふるさとの家を始めとす

る各民泊、民業の部分で、提供できるようなスタイ

ルを今後、取っていければ、素晴らしいものだなと

いうふうに私も考えておりますので、そのことも含

めて検討し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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、村長のほうから、

エゾシカ肉のことに関して答弁をいただきましたが、

エゾシカというのは、あんなに大きくても  １頭

から２０キログラムほどしかないんですね、本当に

食肉にできるっていう部分は。これは関東方面に行

きますと、非常に高価な肉だそうであります。私は

関東で見たことはないんですけども。 

北海道にいると、エゾシカっていうとね、生きて

るものを見てますから、なかなか食することはない

んですけど、私もエゾシカのジンギスカンをいただ

いたことがありますが、実は、まだ食べてはいませ

ん。是非、今度、食べてみたいと思いますが、ジン

ギスカンが食べられるのであれば多分、食べられる

と思います。これは高タンパク、低脂肪で、鉄分が

非常に多いんですね。だから、女性の方が好まれて

食べられるそうです。栄養学的にも非常に優れた食

品であるそうであります。 

先ほども言いましたように、エゾシカというのは、

北海道にしかいない生き物ですね。ですから、本州

の人とか、道外の人にすると、ここでしか食べられ

ないものというものもあるのかもしれませんが、結

構な人気があるそうであります。例えば、２０１０

年１０月から、毎月第４週の火曜日、これをシカの

日と定めて、道庁ではＰＲをいたしております。最

近では、缶詰やソーセージに加工され、道の駅の中

に行くと、いろんな種類のエゾシカ肉の缶詰が売っ

ていますね。コンビニエンスストアでも、ハンバー

ガーの肉として売られております。 

ちなみに、流通しているシカ肉というのは、牧場

で一定期間飼育されたもの。それと、ハンターによ

って狩猟され、直接、処理施設で処理されたものの、

２種類があるそうです。しかも、ハン  ターで処

理するものというのは、頭を撃たなければ食肉加工

できないと言われているそうです。他の所を撃って

しまうと、食肉処理場に持って行けないという規定

があるそうですね。先ほど１４万頭と言いましたが、

実際、１４万頭のうち、どのぐらいシカ肉として加

工されてるのかというと、１３パーセントほどだそ

うです。それだけしか、まだシカ肉としての需要が

ないというか、製造ができていないというのも、問

題視されてると伺いました。 

このエゾシカ牧場を作るっていうのは、狩猟で捕

るということは、人間の見えない所で撃たなければ

ならないですね。道路からは撃てませんから。とこ

ろが、囲いわなというのは、見える所でも設置でき

るんですよ。わなだけの免許を取る人も、最近すご

く増えているそうであります。これは、くくりわな

だそうですけど。例えば、囲いわなで捕ったエゾシ

カを、そのまま牧場にして、言ってしまえば、豊富

町でやっている方がいるそうです。それで、先ほど

言ったように、冬になると、豊富町の食肉加工施設

に持って行って、加工肉にして、他のものに変えて

もらうと。代金をもらうわけですね。去年からやっ

てるそうです。これは不可能なことではないです。

やる気になったらね。 

経費と言いますが、それほど莫大な経費は掛から

ないのではないのかなと。むしろ、労力のほうが必

要ではないかという気はしています。ただ、それを

することによって、例えば、職員の方にそれをやっ

てもらうということは、できませんよね。それによ
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って、雇用も生まれるのではないかというふうに私

は考えます。 

そう考えるとね、駆除しなければならない対象の

ものを、囲いわなで捕獲して、それを地元の人たち

や観光客の方に見せる。地元の人だって、近くでシ

カを見たことある人は、そんなにいないんでないで

すか。子どもを車に乗せててシカがいたら、シカだ、

シカだ、って騒ぐぐらいですから、これは多分、そ

ばにいると結構、見に行く方もいるのではないかと。

私の予想ですけども、そう思います。それを夏の間

に飼育してね、食べ物に  よって、エゾシカとい

うのは、今は非常に厳しくなりましたが、食肉加工

するときに、すごい検査が厳しいんですね。という

のは、変な菌を持ってるかもしれないという部分も

あるそうです。ところが、飼育したシカというのは、

半年もすると、体質がすごく改善されるそうなんで

すね。そのまま食肉加工ができるというふうに聞い

ております。それを食肉加工し、肉として持ってき

て、ふるさとの家のレストランで観光客向けに提供

する。これは、すごくいい話だと私は思います。 

それで、要はストーリーが生まれるわけですよ。

ただ捕るだけではない。駆除しなければならない。

目に見える所に来たシカは撃てない。それが全て解

決されるのではないかと、私は思っております。そ

のことも、先ほど、一石二鳥にも三鳥にもなると言

いましたが、これは先ほどの質問と重なる部分もあ

ると思いますが、その辺も含めて、いろんな部分か

ら検証して、できることはやっていきたいなと、私

自身は思ってます。 

そのためには、鳥獣被害対策実施隊の方の協力と

いうのは必要不可欠であります。今後とも十分な協

議を重ねて、実施隊の方といろんなアイデアを出し

合って、どれができるか、どれができないか。どの

程度まで村がお手伝いできるかも聞いてね、いろん

な方法で取り組んでいくことが、ただ単に捕るだけ

のものではなくて、いろんな部分に波及してほしい

なと思いますが、もう一度、村長のほうから答弁を

いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに議員おっしゃ

るとおり、ハンターがシカを撃つ場合については、

頭を撃つというのが原則になってるようでございま

す。腹を撃ってしまうと、血が回って、臭みが増し

て、近隣の豊富町の食肉加工施設に持って行くまで

に、ちょっと食肉にならないという状況も聞いてお

ります。そういうことも踏まえれば、本村で、囲い

わなでシカを飼育しながら、それを食肉加工しなが

ら、村のレストラン等で提供できるという形になれ

ば、一番よろしいかと思います。 

本当は、そういう形の中で、本村で食肉加工施設

ができれば、一番ベストな形なんでしょうけれども、

今後そういうような形が可能かどうかも含めて、今

後は実施隊の職員等を含めてですね、十分に検討し

てまいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：先ほども言いました

が、鳥獣被害対策実施隊の協力がなければ、これは

実現できるものではありません。これは専門知識が

必要なものですから、是非とも十分な協議をして、

いろんなアイデアを出し合って、何度も話し合いを

して、できるものはできる、できないものはできな

い。いろんなアイデアを出し合って実施していただ

きたいなと思っています。 

それから、先ほども言いましたが、何かを作ると

きに、どういう形で作りたいのか。例えば、補助金

をもらう、助成金をもらうといったときに、ただ出

してくれでは、出してくれない。もちろん皆さん、

職員の方は分かってると思いますが、ストーリーが

必要だと。こういう理由で、これだけ出してほしい。

是非とも補助金、助成金を出してほしいといったと

きに、そのストーリーが大切だと私は思います。で

すから、そういう付加価値を付けていって、先ほど

も言いましたが、その向こうには、例えば、仕事が

できる。雇用が増える。定年者の方に働いてもらえ

る、という部分も見えてくるわけです。 

ですから、様々な意見を出し合って、今後、停滞

しないように、少しずつでも話を前に進めていただ
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きたいと思います。そういうことで、私の質問を終

わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：次に８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、２項目、６点ほどについて質問させていた

だきます。まず初めに、猿払村においての再生可能

エネルギーの推進施策について、ということで質問

させていただきます。この再生可能エネルギーにつ

きましては、一昨年も私、この場で質問させていた

だきました。皆さんの記憶にも新しいかと思います

が、昨年の１月の北海道新聞の一面に、下川町での

取り組みが大々的に報道されてました。下川町市街

地の１４００世帯を２０２０年度までに、熱、電力

と燃料を全部、自給自足するという壮大な計画が、

新聞紙上をにぎわせていました。 

猿払村では、平成１８年度より猿払村地域新エネ

ルギービジョン策定委員会が設置され、今まで、こ

の約７年間にわたり、様々な形で委員会が設けられ

たり、地域協議会が設定されております。今までの

経過と、今までの成果、また、これからの計画につ

いてお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の小山内議員

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

議員のおっしゃるとおり、平成１８年６月、猿払村

地域新エネルギービジョン策定委員会設置条例が制

定され、あわせて猿払村地域新エネルギービジョン

策定検討委員会設置要綱により、庁内の委員会が設

置されました。委員会設置後、４回の策定委員会と、

先進地視察、啓発セミナー等を開催し、平成１９年

２月に猿払村新エネルギービ  ジョンを策定する

に至っております。この部分につきましては、ＮＥ

ＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構）の補助金をいただいております。 

この新エネルギービジョンは、村における新エネ

ルギーの賦存量や、新エネルギー導入の方針やＣＯ

２の削減目標、また、新エネルギー導入に当たって

の事業展開における重点プロジェクトとして７項目

のポイントを示し、その推進体制の進め方をまとめ

ております。このビジョンの策定により、平成１９

年６月に猿払村地域新エネルギービジョン推進検討

委員会条例を制定し、新エネル ギービジョンに基

づく重点プロジェクト等の計画推進に関すること、

バイオマスタウン事業に関することなどについて推

進してきました。 

この猿払村地域新エネルギービジョン推進検討委

員会では、猿払村地域バイオマスタウン構想を策定

し、地域のバイオマスの効率的な利活用を図る上で

の具体的な方策として、水産系バイオマスを始め、

５項目の事業に着目しております。その後、平成２

１年３月に猿払村地球温暖化対策地域推進計画を策

定。これにより、バイオマスの利活用と地球温暖化

対策について検討し、同年９月に猿払村地球温暖化

対策地域協議会条例を制定し、新エネ・省エネ対策

等について本地域協議会で協議、検討がなされてき

ました。 

新エネ・省エネ対策としましては、太陽光発電、

省エネ給湯設備、ＬＥＤ照明設備、木質系燃料スト

ーブの購入等、４項目の対策を補助制度化し、ＣＯ

２の排出量の削減対策を図ってきております。また、

バイオマスの利活用の促進にあっては、家畜ふん尿

を利用した再生可能エネルギーの製造施設として、

村内の有限会社北の大地で取り組みを進めていただ

いております。 

今後も、この協議会を基に、新エネ部会、省エネ

部会などの活動を生かし、再生可能エネルギーの推

進を進めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今までの取り組み

は、今、村長のほうから説明していただいたとおり

の流れで、私も村のホームページ等で確認しており

ます。地球温暖化対策。非常に重要な課題でありま

すが、私たち人間が、この地球上に生きてる間、終

えんを迎えることのない課題でございます。今、目

に見える事業としては、今、村長が説明した、昨年

から始まったＬＥＤ、太陽光発電、その他、まきス

トーブ等のバイオマス燃料系への助成、それと最後

に説明があった、北の大地でのバイオマスでの発電

施設と。６年前からやってるにしては、私個人の意
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見、思いとしては、事業展開が、少しスピード感を

持っていないのかなという気がしております。 

また、成果のほうでは、目標として、平成２２年

度末に公共施設で温室効果ガスを１０パーセント削

減するという目標が掲げられ、平成２４年度に温室

効果ガスの１０パーセント削減達成年度と。これは

村全体だと思うんですが、この目標に対して、実際

に村として達成できたのか、できなかったのか。で

きてないとすれば、何パーセントの温室効果ガス、

ＣＯ２の削減量が見込めたのか。  パーセンテー

ジでもいいですし、トン数でもいいとは思いますが、

やはり、こういう事業は、なかなか目に見えないと、

村民も理解することが非常に難しいと思います。私

個人も、この猿払村で生活していて、地球温暖化を

実感できるというのは、なかなか難しいです。北極、

南極の氷が溶けている。だんだんと地球の平均温度

が上がってるといっても、日々、１日、１か月、１

年いても、その変化は、なかなか人間として感じる

ことが少ないと思います。 

そのような形で、目に見える効果として、村民に

それを投げ掛けるのは、非常に重要と考えます。こ

の削減効果についての、数量の答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：小林住民課長。 

○住民課長（小林勝彦君・登壇）：ただ今の小山内

議員の質問でございますけど、私が今、理解してる

範囲では、まだ目標には達しておりません。詳しい

数値については手持ちの資料がないものですから、

今、資料をそろえまして、今現在、何パーセントぐ

らいのものになってるのか、後ほど御説明をさせて

いただきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、課長の答弁の

とおり、私個人も、こういう目標数値だとか、何ト

ン削減したっていうのは、難しいと考えております。

なかなかＣＯ２の削減量を猿払村全体で何トン出し

てて、１年間に村民の努力や公共施設の努力によっ

て、っていうのは難しいと思います。ですが、やは

りこれは数値化してですね、村民に知らせる義務が

行政にはあると、私は考えます。 

やはり地球温暖化対策は、地域の人間、一人  

一人、私たちが取り組まなければならない義務と考

えてますし、私たち大人の世代から、この地球温暖

化対策というのは、未来に残る将来の子どもたちの

ためである、というふうに考えるときには、今、小

学校、中学校に通ってる子どもたちも、こういうこ

とを認識していただけなければならないのかなと。

今までの経過の話を聞いていますと、やはり子ども

たちに、そういう思いを伝えてるのは、標語を募集

して、標語で表彰をしてと。なかなか目に見えない

というか、ソフト面から一つずつやっていくという

のは、評価するところではありますが、実際に体感

をして、温暖化が、こういうことを起こしてるんだ

よと。こういう行動をしたら、温暖化が少しでも抑

えることができるんだよ、というような取り組みも、

私は必要じゃないかと考えております。 

２番目の質問に移りますが、北海道は元より、全

国で、様々な地域で、新エネルギーとして、木質バ

イオマスが注目されております。また、公共施設、

温泉施設等では、実践されています。 

猿払村においても、今、林業政策が非常に停滞し

ている中、新しい産業の創出や、環境負荷の低減、

化石燃料に頼らないバイオビレッジの実現等、多種

多様な可能性が、バイオマスエネルギーに よって

考えられると思います。村の、これからの計画、考

えについて、お聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：２番目の答弁に入る

前に、１番目の答弁で、ちょっと追加をさせていた

だきたいと思います。ＣＯ２削減の目標については、

京都議定書を基にですね、猿払村独自で削減目標と

いうのを、きちんと決めております。その中で、庁

内では、公用車、また、各部屋の電気、そういうも

のを削減した中で、ＣＯ２のトン数に応じて、何パ

ーセントの削減という形の中で、きちんと数値化し

たものがございます。この部分については、住民の

ほうに、きちんと周知をしてないというか、知らし

めてないという部分については、改めておわびを申
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し上げて、数値化したものを、今後きちんと村民の

ほうに、広報等を通じて、周知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。 

２番目の、ただ今の御質問でございますけれども、

新エネルギー対策に木質バイオマスエネル ギーを

活用して、まちづくりに取り組んでいる先進地町村

は、道内各地で、私も分かっております。上川管内

の下川町などは、昭和２８年、国有林の払い下げを

受け、４５００ヘクタール以上の町有林を確保し、

毎年約５０ヘクタールの伐採と植林が６０年間、リ

サイクルで無限に繰り返すことができるというふう

に聞いております。持続可能な循環型森林経営を確

立し、平成１６年度から、製材の端材や木くず等を

原料とする木質ボイラーの導入によるエネルギー転

換に、北海道で最初に取り組まれた町と私も認識し

ております。 

本村においては、これまでの新エネルギービ ジ

ョンや、バイオマスタウン構想の成果として、森林

整備の歴史が浅く、村有地は育成林保有が主となっ

ているため、林地残さいの利活用をする安定的な資

源はないと報告されております。このような状況も

十分理解し、今後も、森林の整備計画は、長期的な

観点に立ち、山づくりを推進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。 

一方、環境の負荷の低減を目指し、化石燃料に頼

らないバイオビレッジの実現についても、地球温暖

化対策を進める上で、避けては通ることのできない

最大の課題であり、子どもたちの安心して暮らせる

将来を、私たちが約束してあげなければならないと

思っております。先の下川町では、バイオマス資源

の一貫システムの構築を、バイオマス産業都市構想

の中で取り上げ、柳などの生育の比較的早いものの

資源作物栽培の事業化など、手本となる取り組みが

されております。 

猿払村においても、このような先進的な取り組み

等を、よき手本として、地球温暖化対策地域協議会

の中で、猿払村の地域環境に合った手法を今後、積

極的に検討し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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長が答弁の当初

にですね、ＣＯ２の削減量について、村民に周知す

るというお話がありました。より具体的に周知をし

ていただきたいという思いもあります。ただ何トン、

何パーセント。何によって何トンが減ったのかと分

からなければ、村民の行動にも、い  ろんな差が

出てくるのかなというふうに思いますので、より具

体的な削減量の表示というかですね、どのような形

で今回、猿払村は１０パーセントの削減に向けて行

動を起こし、実質６パーセントなのか、７パーセン

トなのか、ちょっと今、把握するところではないで

すが、その７パーセントの削減は、このようなこと

になって７パーセント削減できた、というような、

より具体的な周知をお願いしたいと思います。 

また、２番目の質問の、バイオビレッジの実現等

に向けてですが、なかなか一朝一夕にいくことでは

ないと思います。ちょっと、なかなか調べるのは難

しいと思いますが、猿払村の森林面積は、村の面積

の７８パーセントを占めております。約８０パーセ

ント、８割。その中で、今、村長が答弁した、早期

に育つ柳だったり、松類だったりとして、様々な村

有林も持ってます。実際、私がこの何年か見てると

きに、村有林は非常に今、使用されてないというの

が現状です。これからの猿払村の地域のバイオマス

を考えるときに、家畜ふん尿の調査等も必要ですが、

森林に対する資源量の調査っていうのは、不可欠だ

と考えます。 

その森林の資源量の調査や、森林の利活用につい

てもですね、これからの村の考え方について、すい

ません、一言だけ村長からいただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前回に作りました新

エネルギービジョンの策定の部分については、木質

の部分と、それから、クマイザサを利用した部分に

ついての検討もするという形で書いてございます。

そういう部分では、村有林は７８パーセント、日本

国土でいくと７０パーセントが森林だという形にな

っておりますけれども、そういう部分で今後、林道

整備もしなきゃならないのかということも検討しな
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がらですね、クマイザサ、又は木質の部分について

も検討していきたいというふうに考えております。 

また、木質系バイオマスについては、山から切り

出してくる間伐材。それから、製材工場などから出

る残さい。それから、建設廃材。大体この３種類が

主なものだろうというふうに思っております。そう

いった中で、森林の利活用も含めた中で、木質系の

バイオマスについても必ず検討してまいりたいとい

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）：このバイオマスも

含めて、太陽光エネルギーや、様々な新エネル  

ギーと言われる分野。３番目の質問に移りますが、

エネルギー問題というのは、私の考えとしては、ま

ず行政、自治体が率先して取り組まなければならな

い問題だと考えます。住民一人一人も取り組まなけ

ればならない課題はございますが、民間企業として

も取り組まなければならない課題はありますが、行

政が率先して、住民、企業と一緒に  なってやっ

ていかなければならない事業だと考えます。 

ここで、村には各公共施設、この役場庁舎だった

り、学校、病院、保健施設、各集落には自治会館等

も保有しております。今、１００パーセント化石燃

料に頼っている各施設のエネルギーの転換について

お聞きしますが、エネルギーの自給という考えにつ

いて、村長はどのようにお考えでしょうか。私は、

エネルギーを自給するということは、この村にとっ

て、災害にも強いまちづくりにつながると考えます。

二、三年前に起きた停電のときのことを考えますと、

今、私たち人間生活の上で、電力が不可欠です。そ

の電力が、昔から比べて、５時間、１０時間と止ま

ったときに、今の猿払村の災害対策としては、非常

に、ぜい弱なものを感じます。 

エネルギーの自給で、災害にも強いまちづくりを

目指す。そのようなところに関しての、村長の考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。エネルギー問

題については、村民の安心、安全で豊かな暮らしを

守る自治体の最も重要な課題であると、私も考えて

おります。近年の地球環境の変化に伴う温暖化対策

において、環境の負荷低減を目指す様々な新エネル

ギーの開発が進められております。太陽光や風力な

どは、その最たるものであり、本村においても、村

民や事業者の皆さんが自ら太陽光や風力など、新エ

ネ・省エネ対策を積極的に取り入れられております

ことに対し、心より感謝とお礼を申し上げます。 

村としましても、一事業者として、各施設の省エ

ネ化の推進に、推進をできることから、予算の範囲

内で進めてきておりますが、環境に優しい負荷の低

減が図られるエネルギーの転換についても、猿払村

地球温暖化対策地域協議会や、庁内推進会議の中で、

平成２６年度に各施設の営繕計画も計画しておりま

す。このときに、どんなエネルギーを、どのような

方向で自給することが可能になるのか、調査も含め、

その中で協議、検討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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この新エネルギー、

省エネに関しての質問を通してですが、先に、ここ

で村長のお話しから話題の出た下川町の場合のきっ

かけは、平成１６年に、下川町にある公共温泉、五

味温泉のエネルギー転換がきっかけだそうです。そ

のときに、木質バイオマスボイラーの北海道での初

の導入により、下川町が今の新エネルギー（聴取不

可）。やはり、公共施設のエネルギーの転換によっ

て、その町のエネルギー状況が変わるのかなと。各

企業、エネルギーを供給してる業者さんも村内には

おりますので、その業者さんとともに、官民、手を

取り合いながら、エネルギー問題に対して。 

この問題は、止まることができない問題です。村

民一人一人にとっても、行政にとっても。私は、冒

頭にもお話ししましたが、終編を迎えることのない

対策をしなければならないと考えてますので、結果

や結論が出るのは、なかなか目に見えませんが、一

歩一歩進んでいくことを願って、次の質問に移りた

いと思います。 

次に、村内にある遊休公共施設、また、猿払村所

有の建築物について、ということで質問していきた
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いと思います。今現在、村内に現在使用されていな

い施設が多々あります。解体の計画や、新しい活用

方法についてお聞きします。 

前回のこの場でも、離農した跡地の施設の再利用

状況や、解体の状況もお聞きしました。なかなか農

協や各団体さんと協議をするといっても、やはり、

なかなか現状として進まないのが、私は現実だと思

います。そこで、村が所有してる施設に関しては、

村独自の方法、方策や計画によって、新しい活用方

法や解体等の計画ができると思います。その二つに

ついて、お聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の小山内議員

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

議員のおっしゃるとおり、旧役場庁舎を始め、旧猿

払小学校校舎及び体育館等、使用されていない施設

は存在します。これまで、村所有の公共施設にあっ

ては、使用に耐え得るうちは、その活用方法を検討

し、新たな用途での活用に努めてまいりましたが、

やはり経年とともに施設の維持管理費用が増大し、

結果として、将来的に解体を前提とした空家状態と

なっております。 

以前、議会でも御指摘があり、平成２４年に村公

共施設及び車両の管理基準を定め、長期営繕計画書

において管理し、大規模な修繕が必要な場合は事務

事業評価を行うことにしております。建物の解体に

おいても同じ取り扱いとしており、使用に耐えない

建物につきましては、これまでも予算策定時に評価

を受け、施設が数箇所あります。しかしながら、解

体事業では補助がなく、単独事業となり、多額の費

用を要するということから、財政状況の緊迫してい

る中、事業実施に結び付いてこなかったという経過

がございます。 

現在のところは、使用予定がなく、新たな活用方

法もない施設につきましては、建設年度の古いもの

から解体を進めるという方針であります。また、平

成２６年度に公共施設等の解体の計画を作る部分に

ついては、２分の１の補助が出るという形の中で、

先ほど国のほうから示されてございます。村におき

ましても、平成２６年度中に公共施設の解体の計画

を策定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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：なかなか、大きな

建物を解体するというのは、非常に勇気とお金がい

ることも十分承知しております。ただ、今、この環

境を考えたときに、解体費用というのは基本的には、

どんどん上がっていく時代になっていくのかな、と

いうふうに考えます。やはり計画の中で、解体する

ものは早急に解体をする。存続させるものは、多少

のお金が掛かっても存続させる。そういう、めり張

りのついた施設の使用が必要でないかと考えます。 

２番目の質問ですが、その他の公共施設も、今、

実際に使われてる公共施設も、対応年度が過ぎたも

のが見られます。用途を見直さなければならないも

の、その他、多数出てくる時期と考えられます。こ

れからの計画についてお聞きいたしますが、具体的

に例を挙げますと、村営プール。基本的には、もう

対応年度が過ぎて、今のビニールを架けてのプール

というのは、どうなのかなという感覚もいたします。

スポーツセンターについても、農村環境改善センタ

ーについても、まだＲＣの建物で築年数は早いとは

いえ、様々な形で維持管理にお金が掛かってくる時

期だと考えます。 

時が経過して、一気に維持管理がかさむ前に、

様々な形での維持費用の捻出や、建物の見直しが必

要と私は考えます。これからの、これらの建物につ

いての計画について、お聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：ただ今の御指摘のと

おり、プール、スポセン、農環センター。長期的な

展望を持ちながら対応しなければならないというと

ころでは、御指摘のとおりかなというふうに思いま

す。基本的には、先ほど村長が申し上げましたよう

に、平成２６年度に公共施設等総合管理計画という、

補助金が半分出るというところの中で、全体的な見

直しの中で進めていかなければならないな、という

ふうには考えております。 

具体的な施設としてのものが出されましたので、

それについて私のほうでは、お答えしたいなという
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ふうに思っております。プールについては、教育委

員会単独としては、今の形のものが、底のほうも含

めたものが、かなり厚い鉄板を使っているというこ

とで、１０年ぐらい持つだろうというふうに業者さ

んのほうから見積もりを出していただいております

ので、その中で修繕しながら使っていかなければな

らないなというふうに考えています。 

新しいものを作っていくときには、それこそ学校

のプールだけというのではなくて、福祉とか、そう

いうものも含んできますので、全体的な中で進めな

ければならないだろうと。途中で、その（聴取不

可）なったときには、広域連携の中で、稚内の方向

も含めながら検討する必要があるだろうなというふ

うに、方向性を持っているところです。 

続いてのスポーツセンターと農環センターの関係

ですが、御指摘のとおり、計画的に今、雨漏り等の

関係を進めて、対策について進めているところです。

ある程度の範囲がなければ１０年補償というものも

効きませんので、それが効く範囲で、それを進めて

いっていると。そうしながら長寿命化を図っていく

という形を進めてます。スポーツセンターついては、

昨年度、壁のほうの修理等を行わせていただきまし

たし、今年は下の、ウレ  タン加工をしながら、

使い方等についても安全に使えるような関係で進め

ていきたいなというふうに、今のところ、見通しを

持っているところであります。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小林住民課長。 

○住民課長（小林勝彦君・登壇）：先ほどの小山内

議員さんからの御質問にありました、エネルギー関

係の削減率の関係でございますけども、今、調べた

段階ではですね、庁舎内の推進会議という、猿払村

も一事業主としてＣＯ２削減に取り組みましょうと、

そういう目標を掲げたものがあるんですけども、こ

れについては、一応、２２年度を基準年度としまし

て、４６５３炭素トンの基準に対しまして、２７年

度で、５か年間で１０パーセントの削減をしましょ

うという計画を立てております。 

ただ、２４年度の実績ではですね、これが   

０．０９パーセント減少にはなったんですけども、

２５年度、また、これが増えたと。原因につきまし

ては、この中身については、電気代だとか、それか

ら、施設に使われるＡ重油の使用量だとか灯油、そ

れからガソリン。いろいろ、こういう形の中で、マ

イカー通勤だとか、いろいろ削減はしてきてるんで

すけども、それ以上の利用の中で、なかなか削減は

されてないという結果になっております。 

それと、昨年の９月にですね、地球温暖化対策協

議会のほうで、猿払村全体としての地球温暖化の対

策についてですね、新たに計画を設けたものがござ

います。その計画でいきますと、今までの計画とい

うのは、どちらかというと、数字がはっきり見えな

い部分があったりなんかしまして、それを分かりや

すくするためにですね、この契約の中で、１９９０

年度を基準年としまして、目標年を一応２０２０年

に定めましてですね、その目標年までに約２５パー

セントの削減を目標としま しょうと。 

それで、この目標についてはですね、見えやすい

目標ということで、先ほど村長のほうからもありま

したけども、補助金の導入をした中で、村民の方々

には、太陽光の発電施設、それから省エネ、それか

らＬＥＤの照明、木質系。これらの目標を２５年度

で、それぞれ５件、３件、３件だとか目標を掲げま

したけども、それらを、ある程度、実行していただ

くということの条件と、それから、行政のほうでも

１０パーセント削減に向けて、さらに努力をすると。

それをすることによってですね、一人当たりの削減

量が、２０２０年までに  ２５パーセントを削減

しようとする目標に達するという形になります。 

ただ、それは、これを全部、実際に実施しなけれ

ばならないという厳しい問題がございますので、少

しでも、この目標に近付けるような形の中で、今後、

村民の皆さんにもですね、この辺の周知をしてきた

いというふうに思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません、住民

課長のほうから今、答弁を受けたもんですから、ち

ょっと教育長の答弁に対しての言葉を忘れてしまい

そうなんですけど、今、住民課長の説明が  あっ

たとおり、１０パーセントの削減も非常に難しい。
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やはり、照明器具をＬＥＤにして、北電から電力を

買ってるというスタイルでは、なかなか、この２０

２０年までに２５パーセント、４分の１を削減する

っていうのは、非常に難しい量なのかな、パーセン

テージなのかなと考えます。先ほど言ったように、

やはり公共施設のエネルギーを大幅に転換すること

が、猿払村のＣＯ２削減率を上げる、唯一とは言い

ませんが、一番近い方法なのかなと、私は考えます

ので、なるべく早い時期に、それを実現していただ

きたいと思います。 

次に、すいません、質問通告書のほうには村長し

か質問の相手としては書いてなかったのですが、教

育長のほうから今、答弁を受けました。具体的な施

設を、プールとか農環センターとかを挙げたもので

すから、そちらから答弁いただいたと思いますが、

今、この猿払村には、いろんな施設が  建ってで

すね、その他にも、今、ちょっと私の頭の中にある

ものを羅列しますと、プール、スポ  セン、農環

センター、それに本元の、商工会の  入ってる生

活改善センター、図書室、病院。きょうの行政報告

でもありましたが、各地域の学校も、これから、ど

んどんと統廃合によって、施設が用途変更を迎える

のではないのかなと。それに、新しい施設としては、

街中のコミュニティーホールであったり、今、商工

会青年部がやってる、さるカフェみたいなもの等、

様々な施設の利用に関して、終編を迎えなきゃなら

ないもの、用途変更をして新しく建て替えなきゃな

らないものが多々あると思います。 

私は、庁舎内で、この様々な施設に対して、教育

委員会の所管の施設だから。総務課だから。産業課

だから、ということではなく、横断的に、早めにプ

ロジェクトチームを作ってですね、将来に向けて、

未来に向けて、施設の在り方や、学校、病院、全て、

その課を超えて考えるようなチームが必要じゃない

かなと、私は考えました。昨年も、議員全員で豊富

町の視察に行き、コミュニティ定住支援センターの

施設を見てきました。様々な形での使われ方をして

ました。あのような施設がいいのか、また、個々に、

ばらばらに集約されるのがいいのかも含めてですね、

庁舎内で、そのようなプロジェクトチームを作るこ

とが一番いいのではないのかなと、私は考えます。 

また、そのプロジェクトチームにはですね、村長

の配置も必要ではありますが、希望型みたいな形で、

日々の業務を超えてですね、日々、教育委員会の業

務はするけども、そのプロジェクトチームは１か月

に１回、１週間に１回なりの会議や行動、仕事を通

して、そのチームで、この村づくりを考えていく、

みたいなことが必要でないかと、私は考えているん

ですが、村長に、そういうことに関してのお考えを、

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほどの答弁で、少

し含んでしまった部分がありますけども、改めて答

弁をさせていただきたいと思います。本年７月に、

総務省から公共施設等総合管理計画の策定について

の指針案が示されまして、地方公共団体においても

公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を

持って、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行

うことにより、財政負担の軽減、平準化を図り、施

設等の最適な配置を実現するため、公共施設等総合

管理計画の策定に取り組むことが示されました。こ

の公共施設等総合管理計画の中には、先ほど教育長

のほうから答弁がありました、プールだとか、その

他もろもろの教育施設も全部含んでございます。 

これを受けまして、猿払村においても計画策定の

準備に取り掛かることとし、新年度予算では計上し

ておりませんけれども、補正予算において、計画策

定のための予算計上を考えております。 ２６年度

中の策定を目指し、計画に盛り込まれた施策に関し

ましては、解体を含め、大規模改修、改築時に、補

助金等の対象となるとされております。 

また、公共施設等総合管理計画の策定の部分で、

国のほうから指針を示された段階で、副村長並びに

総務課長のほうと、先ほど議員から御提案が あっ

たとおり、これは各課横断的に、職員がプロジェク

トチームを作って検討していかなければならないと

いう形に、話し合いになっております。そういう部

分では、議員と一致した考えでおります。ただ、議

員の後段の所までは若干、考えてはおりませんけれ
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ども、後段の部分についても、できましたら検討す

るような形で。なかなか、職員も通常業務を持ちな

がら、プロジェクトチームを作り、また、まちづく

り会議的なものもやっていかなきゃならないという

部分については、非常に迷惑を掛けますけれども、

そういう形で取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：後段のほうで質問

しました、日々、自分の業務をやりながら、そのプ

ロジェクトチームに参加して仕事をする、というの

は、非常に業務的には多忙なのかなと、理解すると

ころでございます。そういうことであれば、プロジ

ェクトチームに参加する人間も、希望制を取るよう

な配置だとかですね、そういうことに携わってみた

い、というような職員を村長のほうで判断していた

だいて配置するような、そんなような人員配置も必

要かなと考えるところでございます。 

最後に、３番目の質問に移ります。職員住宅、公

営住宅の空き家が非常に多く感じられます。街中の

景観も、それによって損ねられていると感じます。

早期の解体計画、用途変更等の計画をお聞きします。 

この質問に関しては、同僚議員が午前中から午後

にかけて、４名のうち２名の方々が質問をしており

ます。簡単に言いますが、解体や用途変更、また、

同僚議員からは売却等の提案も出ておりました。た

だ、この質問者４人の中で３人が質問するというこ

とは、やはり今、この近々の課題なんだろうな、と

いうことが実感されます。やはり、猿払村において

の住居問題は、非常に困窮していると考えるところ

ございますので、用途変更等の計画、早期の問題解

決に向けての考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の小山内議員

の御質問にお答えします。私も、今までの一般質問

の流れの中で、住宅対策という部分については、非

常に重要な問題なんだろうというふうに実感してお

ります。また、そのためには何かしらの手当てを打

つために、いろんな条例改正もしながら、これから

上程をさせていただきたいというふうに考えており

ますので、改めて、よろしくお願いいたします。 

さて、職員住宅の空き家にあっては、取り壊しを

前提にしている物件であり、村道１３号線の改良工

事の完了とともに、道路に面する職員住宅の解体を

進め、空き地については、今後の推移にもよります

が、民間アパート用地、あるいは一般の宅地分譲地

として活用が図られるよう、新年度予算において、

隣接地の買収予算を計上してございます。 

村営住宅の解体につきましては、公営住宅等長寿

命化計画に基づいて実施しておりますが、依然とし

て政策空家などが点在している状況にあります。計

画的な解体の実施に向けて、既存入居者に対する移

転入居の働き掛けを進めてまいりたいと考えており

ますし、なお、村営住宅の用途変更につきましては、

先ほどの答弁とも重複しますが、解体後の建て替え

用地として確保する必要がありますので、今後、引

き続き検討し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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１項目の、猿払村

においての新エネルギーや省エネルギーに関しての

質問や、村の中にある公共施設の問題。様々な、村

においての課題だと考えます。また、本日３月１１

日は、先ほど、この場でみんなで黙とういたしまし

たが、津波の災害があり、日本のエネル  ギー事

情を覆すような事件が起きた日であります。原発と

いうものに関しても考えなきゃならないときに、や

はり、この小さな自治体だからこそ原発に頼らない

エネルギー事情の構築ができるのかなというふうに

思います。 

また、村の施設、住居の問題。様々な形で未来に

通じる課題だと考えます。確かに庁内でもですね、

伊藤村政が始まってから、この４月から機構改革も

行われ、新しい課ができますが、未来につながるよ

うな施策が起こせるような課。未来ビ ジョン推進

課だとか、計画だとか、そのような形で、未来を見

据えるような課も作っていただいて、私たちの猿払

村が、末永く維持できるような、この猿払村の非常

に素晴らしい環境を、次代の子どもたちに引き続き
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渡せるような行政でなければならないと、私は考え

ます。 

できれば、一歩一歩でもいいですから、村民の目

に見える形で、新しいエネルギー、新しい施設、新

しい猿払村になるような形で考えていっていただき

たいと思います。以上で私の質問を終わります。 

 

◎ 延会の宣告 

 

○議長（山須田清一君）：一般質問に関しまして、

もう１名残っておりますけど、時間の関係というか、

半端になりますので、あした改めて行いたいと思い

ます。 

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。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山須田清一君）：異議なしと認めます。 

本日はこれで延会することに決定いたしました。 

なお明日３月１２日は午前９時３０分から開会い

たします。 

本日はこれで延会いたします。 

御苦労様でした。 

○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。 



  －36－ 

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。 

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
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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

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
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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。 

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
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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

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
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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、

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。 
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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

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
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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

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、
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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。 

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
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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。 

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
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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

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
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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。 

○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、
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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

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
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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

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
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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。 

○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。 
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○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

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。 
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○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

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
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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、

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。 

 


